特集 集団的自衛権

１

集団的自衛権行使が
も たら す もの

神子島 安倍政権は日本が集団的自衛権を
行使できるようにしたいという、第一次安倍
政権からの念願を実現する動きを進めている

相に訴えて抗議しました。

横田基地は、かつてベトナム戦争時すさま
じい爆音でした。その後基地の様相は少しず
つ変わってきましたが、後でお話ししますよ
うに、自衛隊の航空総隊司令部も移転してき
て基地の機能は益々強化され、今も相当の騒
音が続いています。差し止めが認められない

目の訴訟から私はかかわっています。三回目
の訴訟を二〇一三年三月に起こしました。六
月四日、毎年やっている「全国公害被害者総

が進行中で、それも重要ですが、その奧にあ
るものを語ることが必要です。自治の研究所
として、地域への影響も考える必要があると
思っています。前半ではいま起きている問題
の全般的状況を話し、後半では平和憲法を空
洞化して軍事優先の社会にしようとする現状
を具体的に掘り下げていきたいと思います。
山本 私は普段は地元で普通の事件を扱う
弁護士をしていますが、多摩地域の大きな事
件として横田基地騒音訴訟に携わっており、
現在弁護団事務局長をしています。この訴訟
は一九七六（昭和五一）年に初めて爆音訴訟
が起こされて、大きく分けて三回訴訟が起こ
されており、一九八二（昭和五七）年の二回

て出血するということではなく、「死ぬ」も
しくは「殺す」ということです。それをどう
考えるのか、誰が戦争に行くのか、「集団的

ます。集団的自衛権行使は「若者が血を流す」
ことにつながると指摘されていますが、「血
を流す」ということはちょっとどこかが切れ

「九条カフェ」というものを隔月くらいで四
〇回以上行っております。平和や憲法にかか
わるさまざまなテーマについてワイワイおしゃ
べりするサロンのようなものです。近くの都
立国立高校の生徒さんや一橋大学の学生さん
が時々来たり、脱原発の運動を三〇年以上やっ
ている方などいろいろな方が来ています。
九条カフェで、経済的な閉塞感が募って、
若者が右翼的言説に惹かれるようになってい
るという議論が出ました。こういう傾向に乗
じて、集団的自衛権行使容認を受け入れるよ
うな文化的素地が映画や自衛隊の広報などで
つくられています。
私には二二歳と一八歳の大学生の息子がい

ということで、緊急に座談会を企画しました。 ので、裁判が止まらない状態です。
八木 国立で九条の会の活動の一つとして
集団的自衛権というと、国会審議や与党協議

行動デー」で、今回は全国基地被害者連絡会
として、集団的自衛権によって基地周辺の住
民たちの被害はさらに増大することを安倍首
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その場面で地方自治はどういう位置づけにな
るかを考えるべきだと思っています。
あと一〇年くらいすると、鉄砲を持って戦

衛隊基地の再編もそれにつられてやる計画が
あります。
どういう総動員体制をつくるかというなか
に「官民共同」論があります。地方自治体の
行政機関と住民の組織とが対等に協定を結ん
で仕事をすることが全国各地で行われていま
す。この議論が出てきた当初から、私は「こ
れは総動員論だ」と主張していたのですが、
われわれの仲間のなかでも「官民共同」は積
極的に進めるべきだという「ガバナンス」論
で説明する人たちは少なくありません。
私は、集団的自衛権行使は体制論でとらえ
るべきだと思っていて、集団的自衛権を行使
できる〝体制〟とは、どういう体制なのか。

です。私は道州制とは国家総動員体制そのも
のだと思っています。米軍と一体となった自

といけません。
池上 安倍政権になってからいろいろな問
題があらわになっていますが、一番気になる
のは、地方自治の体制をどうするつもりなの
かです。この点で、安倍政権がいま何を考え
ているかというと、「道州制国民会議設置法」

自衛権行使のリアル」ということを考えない

する方向で研究するとのべました。
安保法制懇の報告のなかに砂川事件の最高
裁判決（一九五九年）についての言及があり

神子島 では早速、集団的自衛権について
の今の動きをどう見ているか、お話しいただ
けますでしょうか。
八木 安保法制懇の報告と同日の安倍首相
の会見を見て、私は安倍首相のずるさを感じ
ました。安保法制懇は個別的自衛権と集団的
自衛権の両方について「自衛のため」の武力
行使なら禁じられていない、国連の集団安全
保障への参加も憲法上の制約はないという趣
旨の報告をしましたが、安倍首相はこれには
同意せず、限定的な集団的自衛権行使を容認

一段上がらないと、それに頼るのではとても
間に合いません。

人にバトンタッチするといいますが、われわ
れだって戦争経験者や被爆者からのバトンを
〝受け取っていた〟だけではないか。語り部
として戦争体験を語ってくれた方々には、本
当に感謝する気持ちが基礎にはあるのですが、
語り部主義ということがあるとすれば、もう

にすることを考えないとまずいのです。若い

もう一つ、安倍首相が会見で強調したのは
「邦人保護」でした。安倍首相は赤ちゃんを
抱いたお母さんの絵〔図１〕を会見で示して、

ありました。安保法制懇に憲法学者を入れて
いないのは、これではいくらなんでも日本の
憲法学界からは同意されないからでしょう。

て示したものとして大きな意義を持つ」とし
て、さらに「我が国が持つ固有の自衛権につ
いて集団的自衛権と個別的自衛権とを区別し
て論じておらず、したがって集団的自衛権の
行使を禁じていない」というものです。これ
は勝手な解釈であると報告公表前から批判が

今の動きをどう見るか

争に行った人は全部いなくなってしまいます。 ます。「判決は、憲法第九条によって自衛権
戦争経験にもとづいて学ぶことはもうできな は否定されておらず、」「自衛のための措置
くなります。われわれが、感性や理性を豊か を採り得る」という「判断を、司法府が初め

首相官邸ホームページより
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韓国在留の日本人をアメリカの艦船が保護し
と、「買春を目的として海外ツアーに参加す
るのではない」といいながら、「現地で売春
婦が強引に誘うから仕方なく買春した」と強
弁するようなものです。

れを絶対に認めません。これは俗な例でいう

のかがとても気がかりです。
池上 個別的自衛権の問題は重要です。こ
の間、平和・民主・革新の日本をめざす三多
摩の会（三多摩革新懇）の二〇周年シンポジ
ウムにシンポジストとして参加しましたら、
会場から「集団的自衛権の議論があるけれど、

態で、いったい誰がどうやって暴走を抑える

個別的自衛権そのものの問題

て、それに北朝鮮が攻撃をするのに日本が反
撃するという、頭の混乱する劇画みたいなケー
スを想定して見せました。「お父さんやお母
さんや、おじいさん、おばあさん、子供たち」
「彼らが乗っている米国の船をいま、私たち
は守ることができない」という文言を二回も

政府の議論が個別的自衛権は前提のようになっ
ているのが気になります。もともと自衛権概
念は実力とセットの概念ですから、憲法九条
は安保条約で骨抜きにされ、自衛隊で骨抜き
にされています。実力をもって戦う、そうい
うこと自体を憲法はまったく認めていないわ
けです。そういう実力組織＝軍隊が国内でつ
くられ れば もう最 大の
組織で 、自 衛隊が 何か
したら 抵抗 できる 人な
ど国内 に誰 もいな いわ
けです 。有 事にな れば
人権を 制限 する最 大の
組織に なり 、本来 憲法

横田基地公害訴訟弁護士団事務局長。日野・

市民自治研究所理事長。

か」という意見がありました。シンポジスト
だった元狛江市長の矢野裕さんが、「私も同
じ意見だけれど、現実の運動のなかでは、い
ま集団的自衛権の問題でみんなが力を合わせ
ようとしているから、その議論は少し混乱す
るかも知れませんね」と話しました。運動論
としてはその通りだと思いますが、ここは研
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憲法ではもともと個別的自衛権も持っていな
今日は集団的自衛権の話なのですが、 かったはずだ。なぜそのことが軽視されるの

した。
八木 アメリカに滞在した経験からしても、
日本政府にとって保護すべきは〝邦人〟では
なく〝法人〟であって、点在している留学生
や旅行者のことなど念頭にもありません。か
つてイラクで武装勢力に拉致された日本人を
日本政府が「自己責任」論として断罪したこ
とを覚えている方は、首相のこの話を聞いて
「なんだ」と思ったでしょう。邦人保護につ
いては安保法制懇の報告書でも数行しか触れ
られておらず、中心でも何でもありません。
それを前面に出すなど、その陰にある意図の
恐ろしさを思います。
国会論戦を通じて、本当の意図は「戦闘地

一三条 で最 大限の 尊重
をされ るべ き人権 がも
のすご い制 約を受 ける

横田基地公害訴訟に携わる。現在、第２次新

山本

域にはいかない」「武力行使はしない」とい
う従来のアフガニスタンやイラクへの派兵の
「歯止め」を外して、海外で武力行使したい

のです 。そ ういう こと
につい て憲 法で何 も規
定がな く、 野放し の状

山本 哲子（やまもと てつこ）

繰り返したのです。
山本 あれはびっくりというか、お笑いで

ということだと明らかになってきました。で
も安倍首相は「武力行使を目的として戦争行
為に参加することは検討しない」として、そ

弁護士（かたくり法律事務所）。1982年より新
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た方がいいと思っています。
用したごまかしで、刷り込みだと思います。
神子島 さきほど砂川判決の話が出ました
池上 日本国憲法で大事 だと思うのは、
が、砂川訴訟の地裁で伊達判決がありました。 「交戦権の否認」（九条二項）です。交戦権

究所ですので、もともと個別的自衛権を憲法
は認めていないことは、はっきりさせた方が
いいでしょう。
日本の地方自治体と軍事の問題では、自衛
隊の募集事務は自治体にやらせています。さ
すがと思うのは、日本の地方自治体はほとん
ど積極的にやらないのです。これは地方自治
が憲法九条に忠実な証拠です。こうしたこと
はきちんと評価して、個別的自衛権は仕方な
いと認めているわけではないことの確認もし

を否認しているのになぜ戦力を持つのかは、
論理矛盾というよりもムチャクチャです。か
りに集団的自衛権が行使できるなどという議

によってなされているの
だから、それも違憲なの
だと言っています。
八木 安保法制懇の報
告のなかでも、個別的自衛権が自然権的にど
の国にも認められていると繰り返しのべてい
ます。この点で誤解が生じるといけないと思
うのですが、人間個人が暴力を受けたときに
反撃していい正当防衛権があるのと同じよう
に、国家に自然権的に自衛権があるというの
は正しいのですが、それと戦力を持つことは
別の問題です。だから個別的自衛権を持って
いいとか、さらに集団的自衛権まで同じだな
どというのは、国民がよく知らないことを利

によって日本に置かれて
いるのは日本政府の意思

判決でも最高裁判決でも、
日本政府が戦力を持てな
いことは一致して確認し
ているのです。その上で
伊達判決は、米軍という
戦力が旧安保と行政協定

という論理でした。伊達

すくなっています。しかし、日本はそれを暴
力 ではやりません。民主的な力や話し合い
（外交交渉）や国際世論に訴えるなど、暴力

山本 個人がやられたときは必死で反撃す
ることは自然権として認められますが、国家
も同じだというふうにすごく受け入れられや

交戦権です。憲法九条二項で明確に否定され
ているわけですから、集団的自衛権がどうの
という話ではない。
池上 いまの海洋条約を見ると、平和なや
りとりのなかでどこまでできるかというと、
警察力である海上保安庁が砲撃したりしてい
ます。海賊がいるから許されているのです。
積極的にやるべきではけっしてありませんが、
不法行為があった場合には応戦してよいと海
洋条約に書いてあります。警察力は国民の安
全確保とともに、海外と仲よくするためにあ
るのです。国際的にみても海賊の跋扈（ばっ
こ）を許していいなどということはないから
です。

です。機雷除去は交戦権の行使ですし、戦争
中の国の船を強制的に止めて検査する臨検も

のか、地球の裏側まで行くか行かないかとい
う議論をしているけれど、そもそも日本は戦
争はできないのです。「交戦権の否認」が持
つ本質をもっと深く理解する必要があります。
神子島 政府が説明するときに出している
例のかなりの部分は、交戦権にかかわるもの

論をしていますが、そもそも戦争をする気な

ここで確認しておくべきなのは、最高裁判決
ですら日本が戦力を持つことは認められてい
ないから、代わりにアメリカに守ってもらう

八木 絹（やぎ きぬ）

９条の会の活動の一環として、「９条カフェ」を

自費出版・編集工房〈戸倉書院〉代表。国立東
開催中（２カ月に１回程度、国立にて）。
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がプンプンとしてきます。
しかし私たちとしては、「それ以外の方法」
という意味で、日本政府は外交努力をしなさ

るのだということが必要ではないかと思いま
す。
八木 今山本さんがおっしゃったことはつ
まり、日本政府が今まで認めていた個別的自
衛権発動の三要素のことですね。①急迫不正
の侵害が起きている、②外交的手段を尽くし
た、③武力行使しか手がない、という場合に
は反撃してもいいことになっています。
「『急迫不正』かどうかは分からない」、外
交的手段も尽くす気がないということになる
と、要件を満たさず、個別的自衛権は発動し
てはいけないことになるわけです。むしろ安
倍首相は個別的自衛権ではやりたくない、集
団的自衛権に一足飛びに行きたいという匂い

せん。「自然権的な自衛権がある」としても
「実力」ではない、「それ以外の方法」でや

「急迫不正」かどうかは分からないし、みん
な「自衛だ」、「相手が不正だ」といって戦
争は始まるわけですから。始まってみれば自
衛もなにもなくなる、そういう戦争の体験が
あったから、その反省の下にそうしたのであ
り、そこをはっきりしておかなければなりま

ではやりません。それが「自衛」かどうか、

際平和のために本気になって努力することを
やっています。それは中央政府の仕事だといっ
て投げるのではなく、われわれの主体性で、

います。憲法前文の「諸国民との協和」の意
味を何によって実現するのかです。
広島や長崎など、地方自治体のレベルで国

池上 参議院の憲法審査会で水島朝穂早稲
田大学教授（憲法学）が交戦権の否認のこと
を語りながら、日本というこの国家には自衛
権はあるけれど、それを武力によって表現す
ることを放棄している、あるいはそもそも自
衛権自体を放棄しているといういい方もして

大きく変えて、「他国に対する武力攻撃が発
生し、これにより我が国の存立が脅かされ、

のときに集団的自衛権行使などと発表する〝
空気の読めなさ感〟を見ていると、日本政府
の外交努力に関してとても信頼できません。
ですが、個別的自衛権発動の三要素とは別
に集団的自衛権行使の「新三要件」なるもの
を高村副総裁が示してきました。これは①を

やっているのが日本政府です。こういう状態

した。この会議を、集団的自衛権行使を強行
しようとしている東京で行うことで、安倍首
相に直接抗議しようということになったそう

ます。五月三一日に「第一二回日本軍『慰安
婦』問題アジア連帯会議」が東京で行われ、
慰安婦被害者数名がアジアから来て証言しま

いう態度の表れなのです。武力を用いて外国
と付き合うなどということを、現場の政治・

めて日本の自治体の八八．二％が非核宣言を
しています。今年三月末の一番新しい数字で
す。こんな国は世界中にありません。広島・
長崎が引っ張って、繰り返し国内でも国際的
にも呼びかけて集まりをやります。これは、
自治体が自衛隊員の募集事務に熱心でないと

自己判断できちんとやる。いま都道府県も含

国民の生命、自由および幸福追求の権利が根 行政は思ってもいないのです。日本のこの間
底から覆されるおそれがあること」とするも の営みにもっと確信を持った方がいいのです。
のです。「おそれ」では曖昧だということで、 しかも平成の大合併でたくさん市町村が解
「明白な危険」にして、公明党にのませよう 体しましたが、そのなかで非核宣言をしてい
としています。
た自治体はつくり直して、もう一回やってい
るのです。形式ではない意識の高さがあり、
それぞれの文言を読むと、けっしてお飾りで
日本社会がどこに向かうのか
ない、いい宣言がたくさんあります。それを
この議論のなかでは地方自治の位置として改
めて確認し、こちらから「積極的平和主義と
はこれだ」といわなければなりません。
八木 ここへきて、「慰安婦」問題への国
の 「関与」と強制性を認めた「河野談話」
（一九九三年）の見直しがとりざたされてい

すぎることを指摘していく必要があると私も
思います。いま日中韓の問題では会話もする
気がないというか、むしろ逆なですることを
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艇や 巡視艇 の輸出 な
どが 想定さ れてい ま
す。
原発と武器と人の命をみんな輸出して、そ
れで儲けようという話です。集団的自衛権行
使といっても原発と無関係ではありません。
日本社会がいったいどこへ向かっているのか
が危惧されます。

ンの 技術移 転、イ ン
ドな どへの 救難飛 行

ため、今年四月に
「武 器輸出 三原則 」
に代 わる「 防衛装 備
移転 三原則 」を閣 議
決定 しまし た。ト ル
コへ の戦車 用エン ジ

の規 制緩和 を進め る

になってからは、明文改憲でないから安心と
はいえず、全国で反対運動が起こっています。
安倍首相は閣議決定で決めて国会で承認す
るとはいいますが、それでは済まないのでは
ないでしょうか。国民投票法もつくったわけ
ですから、明文改憲を諦めないと思います。
ここで気を緩めて運動を止めてしまわないよ
う、いろいろな市民運動が大事です。
池上 横田の訴訟の様子を話してください。

も違憲なのだと強く警告されています。さす
がに今回、集団的自衛権行使がいわれるよう

憲がいわれるとその数も急増するのですが、
危機が去って解釈改憲に傾くと活動が停滞し
てしまい、ここへきて安倍政権による明文改
憲がいわれてまたワッと盛り上がりました。
浦田一郎明治大学教授（憲法学）が、明文改
憲はダメで解釈改憲ならいいのか、解釈改憲

の九条の会が各地につくられました。明文改

山本 横田基地の訴訟の特徴は、「安保反
対・基地反対」ではないということです。あ

２

神子島 続いて、こうした大きな動きが、
地域に暮らす私たちにとってどんな意味を持っ

くまでも静穏な生活権、人間として当たり前
の生活を守りたいということで、夜間の騒音
の停止・差し止めと損害賠償を求めています。

横田基地の状況

です。いまの事態はアジアの戦争被害国から
見たら、とんでもない恐怖と侮辱に映ってい
ます。そういう視線と、日本が海外で戦争を
できる国になりたいという妙なプライドがぶ
つかり合う局面になっているのではないでしょ
うか。
もう一点大変心配なのは、集団的自衛権行
使の目的として、原発輸出、武器輸出、自衛
隊の海外活動が一体のものとして進められて
いるのではないかということです。安倍首相
はトップセールスで海外に原発を売り込もう

ているかという方向に話を進めたいと思いま
す。
八木 九条の会は二〇〇四年に九氏の呼び

安保条約賛成の方、自衛隊賛成の方、米軍基
地賛成の方も含めた幅広い、住民として当た
り前の生活権を確保しようという訴訟です。

地域に暮らす
私たちにとって

としています。昨年トルコやインドとのあい
だで原子力協定を結び、原発輸出の正式契約
を目指しています。これらの協定の締結とあ

かけによって発足し、二〇〇五年に自民党が
「新憲法草案」を発表したことから、明文改
憲の危機が高まり、七〇〇〇から八〇〇〇も

1978年東京都生まれ。東京大学大学院
助教。多摩市在住、多摩市の平和活動に
参加している。『緑の風』編集委員。著作
『戦場へ征く、戦場から還る』（新曜社）が
2012年8月に刊行。

わせて両国政府に中国の軍事力強化に対抗す
る「対中包囲網」への協力を求めていると報
じられています。一方、日本政府は武器輸出

神子島 健（かごしま たけし）
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ています。基地訴訟は全国六基地（厚木〔神
奈川県〕、嘉手納〔沖縄県〕、普天間〔沖縄
県〕、岩国〔山口県〕、小松〔石川県〕、横
田〔東京都〕）で三七〇〇〇人の原告でたた
かっています。その一つが先日、地裁判決が
出た厚木でした。厚木は米軍と自衛隊が共同
使用している基地です。
国がこの間、裁判で出してきた主張書面の
なかで、横田基地がいかに重要かということ
を、「国家安全保障戦略」まで引いて主張し
てきました。横田基地にはアメリカ第五空軍
（ハワイから太平洋）の司令部があり、在日
米軍の司令部もあります。司令部でいうと、
米空軍の司令部が橫田にあり、そこに三年前

原告が約一一〇〇人です。前の第二回の訴訟
は五五〇〇人 くらい原告がいたのですが、
「騒音コンター」という防衛省が告示する騒
音エリアがあり、それがだいぶ狭まったこと
もあり、原告が減ったのです。
池上 地域としてはどういう範囲ですか。
山本 主に昭島市、福生市、瑞穂町、八王
子市、日野市で、それに周辺の市が少し入っ

昨年三月に三回目の訴訟を起こしました。

けではなく、あくまでも基地があることは前
提としても、まわりの住民の生活は侵害する
なというものです。日米地位協定でも米軍は
国内法を遵守しなければならないとはっきり
書いていますし、前回の訴訟の高裁判決では、
平時においては軍事は特別な存在ではなく、
教育や社会福祉などいろいろな行政のなかの
一部 門に 過ぎ な
いの であ って 、
優越 した 地位 は
与え られ てい な
いと 明言 しま し
た。 それ をい ま
国は 、中 国や 北

ただ先ほどもお話ししましたように、この
裁判は基地の存在そのものを否定しているわ

日米同盟の強化をうたっているではないか、
首都東京の横田基地に、首相官邸と直結した
司令部基地があることが、地理的にも機動性
を発揮するためにもいかに好適地であるかと
いうことまで書いてきているのです。私はあ
きれてしまいました。

というわけです。「国家安全保障戦略」では

山本 あります。今年の初めにはオスプレ
イの横田基地配備が本格化するのではないか
と、急いで国会要請などもしましたが、いま
のところまったくその後の情報がありません。
とくに空軍のＣＶオスプレイは、普天間のＭ
Ｖオスプレイ以上に危険度が高く、事故率が
高く、非常に恐怖を感じています。ただ、こ

池上 オスプレイの配備という話題もあり
ますね。

に書いていただいています。もちろん騒音は
すごいです。同時に部品落下事故が頻繁に起
きており、墜落の恐怖も募っています。それ
と、有事になれば真っ先に横田基地が攻撃目
標となり、戦争に巻き込まれるのではないか
という恐怖をかなり多くの方が訴えています。

方々に、どんな被害を受けているかを陳述書

で主 張し てき て
いるのです。
現 在、 住民 の
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に航空自衛隊の司令部が引っ越してきました。 朝 鮮 を 引 き 合 い
座間には在日米陸軍と陸上自衛隊の司令部が に 出 し 「 軍 事 は
あり、横須賀に米海軍と海上自衛隊の司令部 特 別 だ 」 と 必 死
があるということで、首都圏に司令部機能が
集中し、日米の一体化がはっきり進んだわけ
です。その司令部の総まとめ役が、横田基地

1941年静岡生まれ。日野市役所職員を 経て、
自治体問題研究所事務局長・常務理事のあと、
多摩研理事長。現在は、多摩研研究室長。著書
に『人間の顔を したまち を どうつくるか』ほか
多数がある。2011年、『大震災・復興へのみちす
じ』（共著、自治体研究社）が刊行された。

池上 洋通（いけがみ ひろみち）
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池上 どこでもやることが空中給油の意味
なのです。降りてから給油するなら空中でや
る必要はありません。戦争を想定しているわ

（空中給油機）が発進していくことも増えて
いくでしょう。これらが普段の訓練のなかで
日常茶飯事に行われていくのではないでしょ
うか。
※編注 横田へのオスプレイ配備に関して
は、『緑の風』二〇一三年一二月号で特集し
ています。
池上 空中給油はものすごい騒音になりま
す。沖縄で見たことがあるのですが、空中で
止まるので、騒音が滞留しているようなもの
です。
山本 空輸機の後尾からノズルを出して給
油するのです。空中給油は人が住んでいる陸
地の上空でもどこでも行います。

日米共同訓練が進むと、自衛隊の戦闘機に
給油するために横田から米軍のＫＣ‐１３５

イを導入するといっています。普天間のオス
プレイも一緒になって日本中あちこちの基地
で共同訓練することになります。オスプレイ
といってもワープできないのですから、結局
日本のすべての上空をオスプレイが飛ぶこと
になります。

れから日米一体化が進み、自衛隊もオスプレ

うに毎日訓練をしているのです。タッチ・ア
ンド・ゴーをして旋回訓練を住宅地の上空で
やっています。普天間は「世界一危険な基地」

争になると一所懸命物資や兵士を運ぶ、兵站
のためには欠かせない飛行機です。それがい
つでも、どこでも世界中の戦争で役に立つよ

軍属・家族の輸送のための民間機の定期便や
チャーター便も飛んできます。輸送中継基地
としては非常に大きな役割を果たしています。
戦争になればみんなそこで荷物や物資を積み
替えて、ギャラクシー（アメリカ空軍が運用
している軍用超大型長距離輸送機Ｃ‐５の愛
称）は戦車も兵士も大砲もみんな乗せて運ん
でいきます。
横田ではいまＣ‐１３０ハーキュリーズと
いう中型の輸送機が常駐しているのですが、
これは非常に能力が高くて、どんな荒れ地で
も砂漠でも氷の上でも短い走行距離で離陸・
着陸ができるので、長く現役で活躍していま
す。それが一四機常駐しています。これが戦

地間を戦闘機が移動してきますが、そういう
ときに空中給油を行います。生活物資や軍人・

です。大型の輸送機がアメリカ本土、おもに
アラスカ、ハワイから来て、横田基地で荷物
の積み替えをしたり給油をしたりして、日本
国内各地の米軍基地に物資や人員を運ぶ、あ
るいは国外にも運びます。輸送ルートのアジ
ア最大の基地です。アメリカ本土と日本の基

ほかに大きいのは輸送中継基地としての役割

識がもっとありました。湾岸戦争、アフガニ
スタン、イラクと、戦争が起きたときにはそ
うだという声が出ないことはないのですが、

神子島 ベトナム戦争のころは反戦運動の
なかで、米軍を置いていることがアメリカの
侵略的な戦争に日本が荷担しているという意

員も降りてきますし、物資も投下しています。
あらゆる事故を想定して、「仮想戦闘環境に
おける基地の機能テスト」もやっています。
以前はタッチ・アンド・ゴーをして旋回訓練
するのがほとんどだったのですが、あらゆる
事態を想定しての訓練がいま始まっています。
海兵隊は先陣を切って敵地に乗り込んで陣
地を確保しますが、そこに物資や人を送り込
むのは空軍の役割です。そのためにかなり実
戦的な訓練を数年前から始めているのが特徴
です。

たいろいろな訓練が始まっています。例えば
有事を想定してのパラシュート降下訓練。人

世界一を争う危険な基地です。首都圏にこう
いう外国の軍事基地があるのは日本だけです
ので、恥ずかしいことですし、住民は毎日危
険のなかで生活を強いられているということ
なのです。
最近の特徴ですが、いままでやっていなかっ

といわれていますが、横田もまったく同じで、

軍隊を許容する意識の背景

けだから。
山本 いまの横田基地は司令基地といいま
したが、横田基地の役割は三つありまして、
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全体としてそういう意識はどんどんマヒして
好戦的・排外主義的な言説を振りまき、それ
に影響された若者がこうした言説に飛びつい
ている状況があることと、もう一つは自衛隊
を許容する文化がつくられていること、この
二つのことを申し上げたいと思います。
若者の〝右傾化〟について先にお話しした

一つはネット上でネトウヨ（ネット右翼）が

三カ月前に取り上げたところ、若い人などが
たくさん集まり、この問題に関する関心の高
さを思いました。
東京都知事選挙のときに田母神俊雄氏に六
〇万票集まったのはなぜか。都知事選の投票
動向を見ると、田母神氏に投票した人は二〇

いのですが、このテーマを九条カフェで二、

TBS東京都知事選挙特別番組“東京2014〜 都民が選んだ明日〜”
2014年2月9日

います。「米軍は日本を守るためにいる」と
いう言い分に対して、考えるのを止めて、そ
ういうことにしておくという傾向が強まって
いる気がします。
八木 こうした軍隊の存在を許容するよう
な心情はどこからくるのかを考えるために、

歳代のなかで二四％ でした。舛 添氏が三 六
％、宇都宮氏が一九 ％、細川氏 が一一％ で

すから、二〇歳代の なかでは田 母神候補 が
第二位の人気です。 ほかの世代 では田母 神
氏は三位か四位です 。また、田 母神氏に 投
票した人の年齢別割 合でいうと 、二〇代 、
三〇代、四〇代の合 計が五八・ 七％。ほ か
の候補に投票した二 〇代、三〇 代、四〇 代
の合計はいずれも五 〇％を割っ ています 。
若い層が田母神氏に 入れたとい ってもい い
のではないでしょう か。田母神 氏がどう い
う主張をしているか は、みなさ んご存じ な
のでここでは省きます。
ネットではどうい う言説があ るか。一 つ
は今年三月一〇日に菅官房長官が「慰安婦」
問題での「河野談話 」の見直し を止める と

発表した日の書き込 みです。「 おいちょ っ
と待てよ
ち ょっと待て よ
都知事選で六一万票 を獲得した 田母神氏 の

w
w
w

次なる一手『日本派 の政党作る 』」「一 回
本気で極右政党が政 権とらなあ かんわな 」
などの書き込みがた くさんされ ました。 な
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2014年2月9日
朝日新聞デジタル

切りをされたり家族関係がうまくいかない孤
立感のある人が、疑似家族を求めて参加して
いると、安田浩一著『ネットと愛国―在特会

るそうです。若者は「寂しい」から在特会に
加わるということがけっこう多いのです。在
日朝鮮人との利害関係が直接なくても、派遣

を報じた小さなニュースです。これに対して、
「懲りないねぇ。またボッコボコにされたい
のか 」「シナ人ごときが海自に勝てる見込
みがついたと？ それは楽しみだな」とか、
ヤクザまがいの言葉を使った書き込みがネッ
トにはあふれています。
山本 本当にひどいですよね。
八木 こういうネトウヨ勢力が糾合したの
が「在日特権を許さない市民の会」（在特会）
で、若い人が集まっているといわれています。
桜井誠会長があちこちで演説すると、すぐに
ネットの動画サイトＹｏｕｔｕｂｅなどにアッ
プされて拡散され、共鳴した人が入会するよ
うです。全国に一四〇〇〇人くらい会員がい

いなかったのですが、ジェームズ・フェアネ
ル米太平洋艦隊諜報情報作戦部副部長の発言

左翼」という意味）というものもあります。
（※「 」は 笑( の)意味のネット用語）
もう一つは今年の三月一一日のニュースで、
中国が日本に対して短期的な戦争準備に入っ
たということが、米国海軍の機関紙に掲載さ
れたというものです。一般の新聞には載って

かには「ブサヨを黙らせろ」（「ブサイクな

自治体との関係では、大洗町がこれで「町
おこし」をしているのです。大洗を訪ねるこ
とは「聖地巡礼」と呼ばれ、大洗の「市街戦

最近は戦車です。しかしこれには「軍事オタ
ク」が夢中になっているのではなく、むしろ
「萌え系」の人たちが夢中になっています。

り 得な い よ う な こ と が 最近 起 こ っ
て いま す 。 そ れ が 自 衛 隊や 軍 隊 を
許 容す る 文 化 で す 。 大 ヒッ ト し て
いるのが「ガールズ＆パンツァー」
（ 「ガ ル パ ン 」 、 パ ン ツァ ー と は
ド イツ 語 で 戦 車 ） と い うア ニ メ と
ゲ ーム で す 。 セ ー ラ ー 服と ミ ニ ス
カ ート の か わ い い 女 の 子の キ ャ ラ
ク ター が 主 人 公 で 、 茨 城県 の 大 洗
が 舞台 で す 。 県 立 大 洗 女子 学 園 と
いう架空の学校が、「戦車道」という武道で
アンツィオ高校やサンダース大学附属高校な
どと対戦するストーリーです。従来の日本の
ゲームソフトはせいぜい剣での戦いでしたが、

とでしょう。
また 、 一 〇 年 、 二 〇 年前 に は あ

に詳しく書かれています。
ここ 十 数 年 の 不 況 で 貧困 化 し て
いる若者が不満のはけ口を求めて、
中 国や 韓 国 、 在 日 朝 鮮 人を 攻 撃 し
た り安 倍 政 権 の 軍 事 化 路線 を 支 持
す る言 説 に 接 近 し て い ると い う こ

の「闇」を追いかけて』（講談社）

もりが治った若者もいるらしいです。二〇一
三年一月には大洗のお祭りに自衛隊の戦車が
来ました。こうした大洗観光協会による「大

どそれぞれの店に登場人物のキャラクターを
割り当てられていて、若者が一軒、一軒回る
と店の方が親切に接してくれるので、引きこ

マップ」が大洗観光協会のホームページに載っ
ています。商店街の地図の上に、物語のなか
でどういう市街戦が展開されたかがマッピン
グしてあるのです。八百屋さんや魚屋さんな

w

w
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大洗町の観光情報サイト ガールズ＆パンツァー特設ページより
http://www.oarai-info.jp/girls-und-panzer/index.htm
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一年一一月に道徳の授業として自衛隊員を招
いて「優しさと思いやり」をテーマに東日本
大震災での活動についての講演をして、市議

桑社刊、月刊）というＰＲ誌が七年前に創刊
され、一般書店で売られています。私は中央
線の吊り広告で知ったのですが、なぜ目を引
いたかというと、自衛隊の制服を着たＡＫＢ
の メ ン バ ー が 表 紙 を 飾 っ て いた か ら で す
（二〇一四年三月号）。自衛隊の装備品から
自衛官の婚活まで取り上げています。自衛官
との合コンが人気といわれていて、自衛官と
お近づきになりたい女性に働きかける雑誌の
ようです。
さらに、東日本大震災で自衛隊が活躍した
ので、公立や私立の中学校・高校で自衛隊員
を講師に招いた講演会や講習会が盛んに開催
されています。国立第一中学校では、二〇一

はないでしょうか。そこに目をつけているの
が自衛隊で、『ＭＡＭＯＲ（マモル）』（扶

の「いばらきイメージアップ大賞」（茨城県
主催）を受賞しました。
池上 これは重大だ。この間私は茨城で講
演したばかりですが、知りませんでした。
八木 軍隊や武器を抵抗感なくスッと受け
入れてしまう若者がつくられてきているので

洗ガルパンプロジェクト」は、二〇一三年度

がある町の駅構内にはたくさん自衛官募集の
ポスターが張ってあります。こういうことが
ジワジワ浸透して、集団的自衛権行使など政

員会ＨＰ： http://www.kyoiku.metro.tokyo.
jp/press/pr130425c.htmを参照）そこでは
ＤＶＤの上映もやっていて、米軍とのトモダ
チ作戦などを盛り込んだ自衛隊のＰＲが行わ
れました。
八木 以前は東北や北海道の農村の子ども
たちをリクルートするのが自衛隊のイメージ
でしたが、最近はエリート校からも募集しよ
うとしている点で変化があるようです。大学

山本 全都立高校の一つの学年を対象とし
た一泊二日の防災訓練を学校で実施して、そ
れとは別に防災教育推進校に指定された一五
校（二〇一三年度）は二泊三日の宿泊防災訓
練をやっています。（詳細は、東京都教育委

高校でも自衛隊員を招いた講演が行われてい
ます。

を行っています。担架でけが人を運ぶなど、
災害時の対応を教えたということです。これ
には教育関係者や市民が東京都教育委員会と
防衛省に質問状・要望書を出して抗議してい
ます。ほかに多摩地区では、立川高校、立川
国際中等教育学校（旧北多摩高校）、秋留台

朝霞市）や東京都内の会場で「宿泊防災訓練」

もとづいてやるべきです。
砂川闘争の問題ですが、私は多摩に住んで
いて改めて痛感しています。当時、基地闘争

行憲法の下で、消防法という民主的な法律が
あり、防災とはどういうものかをきちんと描
いています。もし防災教育をやるならそれに

世界大戦が始まるのですが、その間二〇年ちょっ
とです。つまり、戦争をしなかった世代が二
〇代を少し超えて鉄砲を撃てるようになるの
が基準だというのが、国連ができた時期に議
論になりました。平和のためには教育を本気
になって考えないと、また大戦は必ず起こる
ということです。ユネスコ（国際連合教育科
学文化機関）ができたときの「戦争は無知か
ら起こる」という有名な言葉があります。そ
ういう構えをもう一度原則に据え直して、い
ま起きている教育委員会問題などにも向き合
う覚悟が必要です。
もう一つは、一般的に防災教育を自衛隊員
から学ぶなどということはあり得ません。現

話は消えるといいましたが、一九一八年に第
一次世界大戦が終わり、一九三九年に第二次

池上 この段階で何をどうするかですが、
さっき、あと一〇年経つと体験による戦争の

示板には必ずといっていいほど張ってありま

地方自治の役割

す。

会でも問題になりました。最近の事例ですと、 府の動きを「いいんじゃない？」と思わせる
東京都立田無工業高校が二〇一三年と一四年 土壌になっている気がします。
山本 自衛隊員募集のポスターは市内の掲
の二回にわたり、自衛隊朝霞駐屯地（埼玉県
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取り上げて、事柄のついででない物言いをす
べきだったことです。憲法を生かすわれわれ
の観点からみても、それをどうみるかという

東京都です。この間の東京都知事選挙で私自
身が反省していることの一つは、きちんと横
田基地課題をわれわれの政策課題に正面から

て条例をつくって平和の町にすべきだという
請願運動をしてきました。そういうことをた
どってみると、いま立川市ではかなり大きな
公園地を確保して、役所も移したりしていま
すが、あれは砂川闘争とそれ以後の市民の努
力の成果なのです。そういう認識が大事だと
思うのです。いま生存権裁判といっていい裁
判として横田基地訴訟をたたかっていますが、
基本的にわれわれが憲法理念のどこに立つか
ということとしても重要な意味をもっている
と思っています。
地方自治のような位置から果たせる役割は
いくらでもあるという感覚・思想がいま必要
なのだと思っています。それでみると問題は

です。立川市と砂川町は合併しましたが、あ
のあと立川の人たちは米軍の基地返還をめぐっ

かというと、町ぐるみで反対し、地方自治体
そのものが立ち上がったからなのです。当時
の町長などが立派だったと思います。砂川裁
判はていねいに考える必要があって、そうい
うものに励まされて伊達判決が出たと思って
います。実際には基地拡張はできなかったの

はたくさん起きて、その天王山でした。なぜ

いろいっても国家体制の基礎は地方自治です
から、基礎からつくれるわけです。
山本 いい忘れましたが、東京都は石原都

八木 国民保護条例のことはどうですか。
池上 重要なのは国民保護事務を統合的に
できるわけで、そら恐ろしいことです。いろ

きる法律になりました。要するに、それぞれ
の自治体の自律性を簡単に放棄できることを
制度化したのです。これは重大な問題です。
単純な支配体制を手に入れたいというのが
道州制と市町村合併の狙いです。しかし、知
事会から何からみんな道州制に乗り気でない
ので、下手に動くとかえって孤立する流れが
強まっており、さらに、もうこれ以上の市町
村合併はダメという雰囲気が広がっています。
このような状況下では、正面からは進められ
ないので、広域化が簡単にできる制度をつく
り、からめ手から事実上の統合ができる単位
をどんどんつくっていくことで、支配体制を
強化する狙いがあるのです。

問題は分かりやすいのです。東京都の政治を

めの司令部になり、そこでの訓練の強化も進
んでいきます。そういうことを私たちがいろ
いろな情報を得て監視したりしているわけで

という覚え書きを交わしています。たぶんこ
の動きは広がっていく可能性があると思いま
す。一方で、米軍の存在は住民に対して被害
をまき散らしています。福生市も昭島市も裁
判にとても協力的ですし、昭島市などは騒音
調査の資料などもどんどん出してくれていま
す。そういう意味では騒音訴訟の原告団を応
援してくれているのですが、他方米軍との関
係でも交流を進め、米軍も市民社会への浸透
を図ってきていると感じます。
日米一体化が進めば、横田基地は日本中の
あちこちへ移動する自衛隊機を支援するよう
になりますが、横田基地には日米の共同統合
運用調整所ができて、弾道ミサイル防衛のた

き受ける。もっと大きなＣという町があれば、 善する目的として、福生市との間で、災害の
ほとんどの事務を引き受けることが自由にで ときはお互いに助け合って米軍が駆けつける

どうするかは必ず視野に入れなければなけま
せん。
さきごろ地方自治法の改正が国会を通過し
ました。この改正で、Ａ、Ｂ、Ｃという自治
体があった場合に、Ａという村の人口が少な
くなったらＢという町がその事務の一部を引

すが、秘密保護法やＮＳＣ（国家安全保障会
議）で、まったく秘密裡に情報集約が進めら
れていくのです。高い塀がめぐらされて、実

を盛んに進めようとしました。平成一八年か
らは東京の総合防災訓練を横田基地で米軍も
参加して行うようになりました。それに加え
て、米軍もフレンドリーになり、自治体も入っ
ていくようになり、昨年一二月四日に、防災
及び災害対策に関する相互支援体制を強化改

知事のときに横田基地を軍民共用にすること
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いので、定員そのものを減らす動きだそうで
す。現職自衛官のなかで実際に海外に行って
武力行使をする人が何人くらいと想定されて

員二四万人、現員二二万人、充足率九〇・八
％（二〇一三年三月末現在、『防衛白書平成
二五年版』）です。定員がなかなか埋まらな

八木 私が最後に申し上げたいのは、集団
的自衛権行使で「日本の若者が血を流す」と
いうことをどれくらいの人がリアリティをもっ
て考えているかです。石破茂自民党幹事長も
若者が血を流す可能性に言及していますし、
安倍首相も著書『この国を守る決意』のなか
で、日米同盟を「血の同盟」と書いています。
国民の命をどれだけ戦争に捧げるかが国際社
会で日本の地位を保つために必要だと考えて
いるようです。そのためにどうしても集団的
自衛権行使をやりたいということなのです。
では、誰が血を流すのかといえば、明文改
憲が強行されて徴兵制でも敷かれない限りは
まずは現職自衛官です。いま現職自衛官は定

今後に向けて

当に秘密のベールに包まれ、中でどれほど危
険なことが進んでいるのか分からないのが、
恐いことだと思います。そこに関しては自治
体も手を出せないし、もちろん市民も手を出
せないという危機感を感じています。

際にも中がほとんど見えなくなってきて、本

山本 高齢者ではＩＴに対応できないため
です。
もう一つ、厚木基地の訴訟での横浜地裁判

隊員の高齢化が進み、若い世代は増やそうと
しているので、まさにリクルートを懸命にやっ
ています。

この前、ベランダで洗濯物を干していたら、
年配の女性が二人家の前の道をおしゃべりし
ながら通り「いますぐ戦争が起こるわけじゃ
ないし、北朝鮮のことも中国のこともあるし、
安倍さんの話は説得力があったね」といって
いました。自分の子や孫は自衛隊員ではない
から大丈夫だと安心しているのでしょうか。
私は二人の息子がいますが、上の子が生まれ
た年からＰＫＯ活動への自衛隊員派遣が始まっ
たので、この子たちが戦争に行くような世の
中にしてはいけないという願いは、過去の戦
争時代のものではなく、これから先にある可
能性の問題としてリアルです。
神子島 自衛官の定員は減らすのですが、

隊している人もいるので、少し感じ方が違う
ようです。

とごと」という人はいるかも知れません。自
衛官のなかでも世代間の違いがあり、中堅以
上の世代の隊員は、入隊のときに宣誓をして
いるからと海外に出動する命令が出れば行く
でしょうが、若い隊員のなかには東日本大震
災で自衛隊が活躍を見て、一種の憧れから入

いるか分からないので、現職のなかでも「ひ

でお金も湯水のごとくつぎ込んで、どうぞお
やり下さいといっているのは日本ではないか
と、私たちは主張しています。アメリカに対

しかし、国にとって米軍は「第三者」なの
でしょうか。安保条約を結び、地位協定を結
び、基地の場所を提供し、「思いやり予算」

画期的なことです。
実際には厚木では自衛隊機よりも米軍機の
方が格段にうるさいのですが、少なくとも軍
事に対して市民がものをいえるのだと認めら
れたことに勇気をもらいました。しかし、他
方で、アメリカに対してはなぜこんなに及び
腰なのかという問題があります。国に対して
米軍機の飛行差し止めを求めると、騒音を発
しているのは米軍という「第三者」であり、
国は米軍には何もいえない、国に米軍機の騒
音を止めろというのはそもそも筋違いだとい
う「第三者行為論」が裁判ではまかり通って
います。これを盾に差し止めが認められてこ
なかったわけです。

られませんでした。ですから、今回、自衛隊
の夜間飛行の差し止めを認めたのは、本当に

厚木でも橫田でも、日本国を被告にして夜間
の米軍機と自衛隊機の飛行差し止めを求めて
います。前に横田基地の訴訟ではアメリカも
被告にしたのですが、それは却下されたので、
いまは日本国だけを被告にしています。基地
訴訟ではこれまで飛行差し止めが一度も認め

決（五月二一日）について触れておきます。
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暴行事件が起きたとき、日本青年団協議会が
主催して、判決が出た直後に、この問題をど
う考えるかのシンポジウムを行いました。そ
の当時沖縄は大田昌秀知事だったので、県の
基地対策の室長が来て討議に加わってくれま
した。そのときに、私はこういったのです。

一九九五年に沖縄で米兵による少女

れて、戦死して子どもが残されたということ
がありました。子どもを残して行きたくなかっ

の解は得られないと思うのです。「血の同盟」
の当事者は誰か。本来ならば血を流さなくて
いいようにするのが国家ではなかったか。と
くに日本国憲法の理念は明確です。
八木 アメリカでは、小さな子どもを持つ
シングルマザーの米兵がイラク戦争に派遣さ

そういう観点が一方にないと、この問題で

池上

れています。これからどうやって「第三者行
為論」を突破するかが、全国で基地訴訟をた
たかう私たちの課題であり、願いでもありま
す。
神子島 厚木基地の場合は本来、日米地位
協定第二条第四項（ｂ）にもとづくもので、
当時、「米兵の刑が八年とは軽い」などの議
論もあったのですが、そもそも日米安保条約

たはずです。スーパーマーケットなどの駐車
場でたむろするドロップアウツ（中退者、落
伍者）と呼ばれる青年を、軍がどんどんリク
ルートしています。日本に来ているのも、こ
うした貧困層の若者なのかも知れませんね。
池上 そのシンポジウムでは、沖縄県のよ
うな地方自治の単位でも、何のために政治が
あって行政があるのかという観点から共同を
広めて下さいということをいいました。それ
がわれわれが寄って立つ民主主義だったり、
地方自治だったりしないといけないのです。

してものを言えず、国土も空も一部を占領さ

もともと基地の管理権は日本が持っているの
ですね。

は誰を守っているのか。アメリカ兵は幸せな
のか。事件を起こした米兵の最年長は当時二
三歳で、恋人と別れて来たかも知れない、婚
約者と別れて来たかも知れない、遠い沖縄ま
でやってきて、一人の人間として非人間的状
況に置かれていたのではないだろうか。その
ことを一度考えてみないか、と。
沖縄はいまも日本で最悪の失業率です。産
業の場所を基地が奪っているからです。そう
いうことを考えて、いったい誰を守っている
のか、何を守っているのか、誰を犠牲にして
いるのかを考えよう、といいました。刑罰の
軽重を語ってもいいけれど、大切なことは、
国家の行為で行っていることが何をもたらし

（二〇一四年六月六日 多摩研にて）

山本 そうです。管理権は日本が持ってい
て、一時的に米軍に貸しただけなのです。
神子島 ですから厚木基地では本当は法律
論ではできるはずなのです。地位協定上日本
政府は差し止めを要求する義務は明記されて
いませんが、自発的に米軍に止めてくれとは
いえるのです。でもいわないのです。
池上 地方自治は領土統治権との関係でど
うなるのだということで、統治権の根本問題
がここにあるわけです。日本の市民は米軍基
地には一般的に入れません。それは地方自治
権の侵害もいいところで、ムチャクチャです。
そこにおける領土統治権はどうなるのかは、
おおいにやるべしと思っています。「植民地

現できるか、考えませんかと話しました。こ
れはショックだったらしく、共同通信や連合
通信の記者が発信してくれました。

支配といっしょだ」と叫んでいるだけでなく、 ているかです。むしろアメリカ兵がそんなこ
根本的にヘンでしょうということをていねい とをせざるを得ない状況のなかで、アメリカ
に位置づけることの大切さがあります。
から来ている青年兵士の幸せをどうしたら実
山本 とくにいまの若い人たちは、生まれ
たときから安保条約があり、自衛隊がいて、
米軍がいるのが当たり前ですから。
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