機の淵から救い出すことを企

らこそ、日本をその亡国の危

避けられないのである。だか

の道へと進んでしまうことは

ける限り、日本が「亡国」へ

の「残像」なのである。ただ、

は、かつての自由民主党政策

から人へ」なるスローガン

今の民主党の「コンクリート

ない、という点だ。つまり、

スローガンを付与したに過ぎ

アー以来の路線を否定せず、その足らざるを補う

ツ」と「ヨーロッパの中のドイツ」というアデナウ

いたブラントＳＰＤ内閣は、「自由主義陣営のドイ

ーランドとの間で関係正常化と「既存の国境の不

を趣旨とするモスクワ条約、その４カ月後にはポ

西両ドイツの国交回復、そして「国境の不可侵性」

結果、１９７２年８月に東ドイツの国家承認と東

意味合いで「東方外交」を展開した。「東方外交」の

図するなら、「コンクリート
彼らはその路線を凄まじく過

ふち

から人へ」を叫ぶような政権
激に推進したために「公共事

すさ

は、絶対に打倒せねばならぬ
業縮小路線の根本的な誤り」

保守政治家の肖像 補論

のである。

ンラート・アデナウアーは、モスクワの地に入っ

（北大西洋条約機構）加盟を実現させた直後のコ

１９５５年９月、西ドイツの再軍備とＮＡＴＯ

は、ドイツと東方との「和解」を象徴したのである。

ダヤ人追悼碑の前で祈りを捧げたブラントの姿

それぞれ署名された。ワルシャワ・ゲットーのユ

可侵性」の承認とを趣旨とするワルシャワ条約が、

この点にこそ、自由民主党

た。西側政治指導者のソ連訪問は、これが最初の

コンラート・アデナウアー ⑦

権に端を発し、小泉政権で徹

が「野党」に下った歴史的意

事例であった。アデナウアーの訪ソの結果、ドイ

が、誰の目にも明らかな形で

底的に推進された「公共事業

義の一つを見いだすことがで

しかし、そのときに忘れて

よって日本国家は致命的な被
縮小路線」に「コンクリート

きるのではなかろうか。

ほろ

では国が亡びる。

後輩政治家が完成させた再統一

もっとも、東西両ドイツの再統一という西ドイ

ツの国是に関していえば、それを決定的に促した

のは、アデナウアーが披露したような「力」重視

月、ヘルムート・

らの内にある「膿」を絞り出

のものである以上、公共事業

治というものが「公共のため」

を持つものであり、将来の再統一を考慮していた

ことは、「二つのドイツ」の現状を固定する意味

後、東ドイツに国家承認を与えたのである。この

れたにせよ、その末期には党と政府における腐敗、

東ドイツは、社会主義諸国では「優等生」と称さ

映していた。ＳＥＤ（社会主義統一党）独裁下の

で東西に生じた途方もない経済上の「格差」を反

うした体裁での再統一は、分断の

の姿勢であった。１９９０年

そして何より「コンクリー

すかのごとくに、日本を亡国

は自ずと政治の営みの中心に

アデナウアーには、受け容れられるものではなか

経済破綻、そして環境破壊に直面した。東西両ド

「力」を背景にした対ソ外交

トから人へ」は、インフラ投

の危機の淵にまで追いやる

据えられるべきものだ。事実、

った。アデナウアーは、東ドイツと国交を樹立し

イツのＧＤＰの差は、再統一直後の１９９１年時

年の歳月の中

資という将来の国民のための

「公共事業縮小路線」と決

何千年もの世界史と日本史に

た国々とは外交関係を結ばないことを趣旨とする

点で実に

はいきょ

ささ

害に遭うことは間違いない。
から人へ」なる分かりやすい

浮かび上がることとなったの

「コンクリートから人へ」

ツ人捕虜の即時帰還、西ドイツとソ連の国交樹立

コールの執政期に再統一が実現した折、その再統

ならないのは、現在の民主党

「コンクリートから人へ」
を
を推し進め、効果的な財政出

アデナウアーは、「再軍備」と「ＮＡＴＯ加盟」

一の実態は、「西」による「東」の「吸収合併」

である。

進める限り、「コンクリート」
動が控えられ続ける限り、日

べき公共事業のかたちを真摯

で担保された「力」を背景にして、ソ連に対して、

であった。東ドイツは、連邦国家としての西ドイ

政権は、自由民主党の橋本政

でつくられたインフラの老朽
本は深刻なデフレ不況から抜
「コンクリートから人へ」

に考え続けなければならない

ドイツの再統一を認めさせようとしたのである。

ツに「新連邦州」として編入されたのである。こ

デフレ不況からの脱却 を 阻 む
「コンクリートから人へ」路線

化問題が放置され、日本の文
け出すことができない（図を

なるスローガンを叫びつつ政

のだ。

ただし、こうしたアデナウアーの当初の意図は、

「コンクリートから人へ」

明が根底から「廃墟化」して
参照されたい） 。その結果、

権の座につき、それを推進せ

そもそも、公共事業とは公

が成った。

しまうことは避けられない。
わが国は数千兆円ひいては１

んとした民主党政権を打倒す

空振りに終わった。ソ連は、アデナウアーの来訪

震化」を怠れば、将来「確実」

おカネを、社会保障費とい

別 す る ――― こ う し た 政 策 上

登場する全ての政治家は、治

「ハルシュタイン原則」を示し、それに応じた。

政策転換の「絶好の好機」

「コンクリートから人へ」
京円という想像を絶する経済

共のための事業だ。そして政

に起こると言われている首

う形で現在に生き

の大転換を図る「絶好の好

山や治水といった公共事業を

アデナウアーの方針は、西方との提携を加速させ

倍に開いたけれども、そうした条件の

下での再統一は、西ドイツ経済に甚大な負担を求

ない。そんな「享

り行為」に他なら

代に対する「裏切

世代による将来世

親」のように、現

襲し続けるのか否かは、われ

び「公共事業縮小路線」を踏

将来に政権を奪取した暁に再

ものではある。しかし、近い

世の政治史家にゆだねるべき

無論、そうした評価は、後

と捉える精神の力量を遺憾な

「危機」を、絶好の「好機」

図らずも野党に下ったこの

である。

以外の何ものでもなかったの

人へ」路線は、「狂気の沙汰」
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への脱皮を趣旨とする「バート・ゴーデスベルク
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アデナウアーのドイツ再統一への模索は、未完
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