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▼私の原点と「核密約」
私は 1961 年から 71 年までの 10 年間、民放労連・長崎放送労組の組合員でした。そのうち８年間（63 年から
71 年）を佐世保支局で記者として過ごし、同時に、労組・佐世保支部の執行委員や代議員をつとめました。当
時の佐世保は、64 年 11 月に原子力潜水艦が初めて日本に入港、68 年１月には原子力空母エンタープライズが入
港した「激動の時期」でした。私は、そのような時代、いわば「状況に挑発された」形で放送記者をやめてフリ
ーになって、以後、戦争・基地、安保・自衛隊を自分のテーマに据えることになりました。それだけに民放労連
に属していた時代はなつかしく、かつ有意義であったと今も思います。
最初の原子力潜水艦寄港からエンタープライズまでの時期は、まさしく取材をしながらデモをし、デモをしな
がら取材するという日々でした。当時はジグザグデモ、渦巻きデモといった荒っぽいもので、とくに米軍基地の
ゲート前や主要な建物の前では激しく行動しました。翌日、サツ回りに行くと、警備課の刑事から「写真はいっ
ぱい撮ってあるぞ！」と言われたりしましたが、充実した日々で使命感もありました。
最近、「核持ち込み」に関して、艦艇の寄港に際し、日本政府はアメリカ政府に事前容認を与える密約が、60
年安保改定交渉の過程で交わされたと報道されています。2010 年１月までに、このいきさつが外務省の検証委
員会によって公表されるとのことですが、流れをたどると、「核密約」は単に歴代自民内閣に受け継がれた文書
というだけでなく、そもそも、それは 64 年に佐世保に原子力潜水艦を入港させる必要から現実に運用されてい
た事実が浮かびあがってきます。ライシャワー駐日大使が東京に赴任したのはケネディー政権時代の 61 年で、
63 年１月に、大使は、大平外務大臣を訪ねて原子力潜水艦を日本に入港させたい、と申し入れます。アメリカ
は密約に沿って行動したいのだけれど、日本側の総理大臣・外務大臣は国会で、核搭載艦の日本入港はいかなる
場合もノーであると国民に説明している。これはまずいということで調整のためにライシャワー氏は大平外相を
訪ね、密約の遵守を改めて確認させたのです。これが「核持ち込み密約」の確認作業の始まりで、私が佐世保で
取材したころの事実経過と合致します。政府は対米と対国民向けの「二枚舌政策」を押し通しました。この手法
は、以後 71 年に空母ミッドウエイが横須賀を母港化するというとき、また昨年ジョージワシントンが横須賀を
母港化するときにも再確認され、再生産されてきました。そして今も機能しているのです。文書検証だけでなく、
現実の検証と是正もなされなければなりません。
しかし一方で、「核持ち込み容認」の非核３原則崩しが長年にわたり運用されてきたのであれば、その経緯を
明らかにすることは必要だけれど、今後の運用については「現実を踏まえて」容認すべきだ、とする読売新聞の
ようなメディアも現れています。しかし、それは本末転倒です。密約という、民主政治において本来あってはな
らない外交が行われて、現実にそれが存続しているというあり方を、いかに正すかという方向での報道および論
説が求められます。それはまた政権交代による信頼回復のけじめであり、根源的な意味での軍事に対する政治の
優位、シビリアンコントロールの課題です。

▼シビリアンコントロールの根底とは
日本の政治におけるシビリアンコントロール＝文民統制には、いくつかの側面があります。
第一は、日本国憲法前文にある「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決
意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」という、国民主権の原則、これがシビリ
アンコントロールのいちばん根底をなす考えです。大日本帝国憲法（明治憲法）時代には、は第１条に「大日本
帝国は萬世一系の天皇これを統治す」と天皇主権が明記され、第 11 条で「天皇は陸海軍を統帥す」とあって、

内閣、国会、国民が関与する機能や権利はあらかじめ排除されていました。しかし、今私たちが持っている憲法
は、国民主権を宣言し、かつ政府の行為による戦争を否認する文章ではじまっています。シビリアンコントロー
ルという場合、ここが原点であるということを確認しておく必要がある。
次に、シビリアンコントロールの原則は、
「国会による統制」として機能します。憲法第 41 条の「国会は国権
の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」という規定によって確認できます。国会が立法によって政治
を動かしていくという議会制民主主義です。歴史的にたどれば 13 世紀の英国のマグナカルタにさかのぼり、イ
ギリスの貴族議会が、国王の戦費調達権、徴兵権に議会の権威を認めさせました。ここから近代の議会制民主主
義におけるシビリアンコントロール原則は発している。国会の承認下、内閣による統制という日常機能に移り、
行政レベルに入っていく。憲法第 65 条「行政権は内閣に属する」および 66 条「国務大臣はすべて文民でなけれ
ばならない」という規定があり、通常は内閣＝行政府による軍事組織への統制をシビリアンコントロールと言う
ようになりました。
しかし、シビリアンコントロールを論ずるならば、なによりも、以上のような国民や国会による統制をどのよ
うに拡げていくか、実質化していくかにかかっていると思います。
「密約問題」は、まさにその典型例です。国民の知らないところで安全保障に対する重大な決定が内閣によっ
てなされ、歴代内閣の自浄能力によって正すことができなかった。内閣が国民に事実を隠蔽しつづけた場合、文
民統制は危機に瀕することになります。それに対し政権交代は、原則回復の一つのチャンスですが、同時に、国
民がどれほど実質的な監視力を持つかが本質だろうと思います。そこにメディアの責任もある。
ここで、国民＝市民による文民統制を憲法運用のなかで実質化していくことが大切です。たとえば、行政刷新
会議における「事業仕分け」は、一種の市民統制といえます。あの手法が全防衛分野、安保分野に適用されるな
らば、シビリアンコントロールの実質的な拡張になります。今回は「思いやり予算」に関する給与の一部、自衛
隊の装備に関するごく一部が取り上げられただけで十分ではありませんでしたが、あの事業仕分けは、これまで
と違う政治のコントロールの中で、安保、防衛問題がごく一部であるとはいえ入ったことにより、市民統制拡張
の端緒であったと言えると思います。仕分け作業に、国会議員の他に専門委員が市民代表として入っていたのは
非常に大事なことだと思います。それを拡大していくと市民オンブズマンのような、地域における自衛隊の活動
に対する監視委員会、自衛隊内における人権問題、教育の問題を透明化していくというシビリアンコントロール
の実質化にもつながっていく、そのような可能性が出てきます。シビリアンコントロールは政治概念ではありま
すが、市民がより深く関わっていく実際的な問題としてもとらえることができます。「密約解明」はその試金石
だと思います。

▼護憲運動も新しい次元に
では、政権交代という政治の様変わりをどう見るのか。また、シビリアンコントロールが憲法本来の姿から大
きく逸脱した歴史的な経緯、それが自民党の単独長期政権のもとで生まれ、堆積し、巨大な既成事実となって今
日に持ち越されてきた事実を考えるならば、今日、「二枚舌政策」が崩れたことの意味もきちんと点検しなけれ
ばならないと思います。
自民党政権が崩壊したことによって新しい政治の可能性が生まれているわけですが、必ずしもそれが実を結ん
でいるとはいい難い。とりわけ普天間問題を中心とする安保・外交関係においても今それが頂点に達しつつある。
しかし、巨視的にこの政権交代を見てみると、護憲運動にとってたいへん大きな画期をもたらすものだ、と私は
総括します。そして護憲側がそれを自覚していないことに、ややいらだちを感じます。少し楽観的すぎると批判
されるかもしれませんが、政権交代は護憲運動における重要な転機であり、ここから「護憲 vs 改憲」のせめぎ
合いが新次元に移ったという認識はしなければならないと思います。惰性のような「まだまだいるぞ改憲論者」
といった論理ではない視野転換̶̶これから護憲運動に何を求めていくか、という課題設定が重要であると思い
ます。

護憲運動は、
「改憲に対するアンチ」として生まれてきました。
「護憲連合」が片山哲・元社会党委員長をはじ
めとする人たちによってできたのは 1954 年、自衛隊が創設された年です。
「再軍備反対・改憲させない」が運動
の目標で、自民党の改憲路線に対する抵抗の論理でした。55 年結成された自由民主党は、結党宣言に「自主憲
法制定、自衛軍創設」を明記していたので、そこでも「改憲の危機」は切迫していました。9 条を変えさせない
ということは、自民党改憲路線と対峙していく戦略目標であったわけです。
自民党には、宮沢喜一さんや鈴木善幸さんのようにあまり憲法改正を表に出さない人もいましたが、中曽根康
弘さん、安倍晋三さんのように、国会の３分の２をとって憲法改正をする野心を隠そうとしない総理大臣もいま
した。程度の差はあれ、一貫して「改憲派が権力の座にいた」事実はまちがいない。その意味で、改憲政党であ
る自由民主党が権力を失ったことの意義はもっと強調されなければなりません。今度の総選挙で落選した人の顔
ぶれを見れば、それはもっとはっきりしてくると思います。中曽根さん、安倍さんに連なるような人たちは軒並
み落選した。自民党が単に負けたばかりではなく、改憲派が壊滅的な打撃を受けたということをもっとはっきり
読み取るべきだと思います。
爆発的に当選者数が増えた民主党の新人議員の憲法意識は、毎日新聞のアンケートによると圧倒的に護憲・憲
法改正反対が多い。このように、改憲勢力が権力を失った、護憲勢力の新次元が到来したというのが今回総選挙
の一面であり、これを評価しないのは、護憲側の謙遜しすぎ、あるいは自己認識の不足ではないのか、と思いま
す。ただ、謙遜や自己認識の不足が起こる理由はたしかにあるので、それは総選挙の結果「護憲が権力を得たの
ではない」という事実に明瞭です。
「安保・自衛隊問題」は争点にはなってはいなかったし、護憲 vs 改憲を賭け
て選挙が行われたのではなかった。とはいえ、やはり改憲権力は半世紀以上にわたる座から放逐されたことに疑
いはない。そのことによって、これまで積み上げられてきた既成事実、憲法の空洞化に、とりあえず回復のきっ
かけをつかんだのもたしかです。今後、どのように憲法が求めている理念を実現していくか、それが護憲側の新
次元の運動の論理、戦略目標にならなければならないだろうと思います。
自民党の権力失墜＝改憲権力の失権を過小評価すると、彼らはいぜん復権のチャンスを伺っている、いや、民
主党のなかにも改憲派がいる、小澤も鳩山もそうだという判断になってしまう。「新たな改憲派」をつくりあげ
て護憲の目標にしようというのです。
「またオオカミがくる」というような従来型の護憲論からそろそろ脱却すべきではないか。なるほど民主党に
も護憲で一本化できない勢力がいる、だから、その不一致ぶりを批判することは大切であるが、しかし改憲側が
権力を失った今、憲法の空洞化を埋め戻す好機である、という問題意識に着目すれば、民主党内に「新たな敵」
をさがすのではなく、なすべきことはもっとある。
「積極的護憲」の見地に立って新政権に、たとえば「非核法」
や「海外派兵禁止法」、
「武器輸出禁止法」、
「宇宙の平和利用限定法」を制定させようではないか、という問題意
識です。
これまで「内閣の見解」として国会で示されてきた憲法解釈は、「その内閣かぎり」という限界のゆえに、後
継内閣による変更の危険を常にはらんでいました。だから、自民党内閣のもとでも「それは憲法上できない」と
されてきた事項を法律にしてしまえばいい。たとえば「平和基本法」のような法律、つまり憲法確定法ないし 9
条具現法のような法律を定めれば、以後、法制局長官をいちいち国会に呼ばなくても問題は片付くと思います。
これは同じ問題̶̶政権交代後の憲法の論じ方̶̶を両面から見ているわけで、小沢さんの憲法論を批判しな
いでいいと言っているわけではありません。「新・改憲派」批判は必要だし、警戒も怠ってはならない、しかし
「狼さがし」のみにエネルギーを傾注するのではなく、確定した憲法解釈＝立法府によるシビリアンコントロー
ル確立のもとで、拡大解釈が行われないよう法制化する、今の議会の勢力分野からすれば決してできないことで
はない。「非核法」や「海外派兵禁止法」などは鳩山首相、岡田外相、小沢幹事長の口ぶりからして、十分に現
実性があるはずです。そのようなイニシアチブを護憲側がつくっていけるかどうかにかかっていると思います。
このように私は、総選挙の結果における政治情勢の変化を、憲法にとっていい方向に利用すべき機会が生まれ
たと解釈して、護憲運動をそのような方向に向け直していくことに使う̶̶積極的護憲̶̶に転換すべき時期だ

と考えています。これまでの自民党長期政権、また 10 年間の自公政権における憲法破壊、シビリアンコントロ
ール無視のもとで累積された現実を一朝一夕に解消することはたいへん難しい。そのために 9 条を具現化する法
律を制定して着手し、そのもとで年度計画と中長期計画を策定するようなことが求められます。

▼「9 条破壊」これまでの現実
そのような見地から、憲法 9 条破壊の跡、シビリアンコントロールの欠落という現実を見ていくと、インド洋
でなお続いている（10 年１月で終了と予告されているが）給油活動、さらにソマリア沖アデン湾における海賊
対処の軍事活動に、日本の海上自衛隊が参加し続けていること、さらに、「米軍再編」の名のもとに進められる
米軍と自衛隊との一体化、それらをどのように正していくか、負の累積を少しずつ埋め戻しながら、いかに憲法
理念に近づけるかに、護憲側の新たな目標設定が望まれます。新内閣の「体質論議」にかまけるのでなく、「何
をさせるか」をもっと議論すべきです。密約問題にしても「何があったか」より「どう決着させるか」のほうが
重要でしょう。
核持ち込み密約のほかに、「朝鮮半島・台湾海峡密約」というものもあります。これは朝鮮有事、台湾有事に
おいて在日米軍、また米第７艦隊（安保条約でいう「在日米軍」ではないが横須賀、佐世保、沖縄に常駐してい
る）を、事前協議抜きに事態に関与させうることを約束した密約です。日本の基地を朝鮮戦争の戦闘作戦行動に
使わせないというのが「建前上の安保解釈」ですが、そこにも対米密約があったということです。のちの佐藤首
相時代に密約をなかば是認するような操作（佐藤・ニクソン共同声明 1969 年）が行われましたが、基本的には、
建前として国民に説明された「戦闘作戦行動＝事前協議」と密約部分、「戦闘作戦行動＝即座に承認」には大き
な断層があります。これを、政府が国会で説明した建前どおりに決着させれば、日米軍事一体化路線に実質的な
歯止めがかけられます。
また、在日米軍に属する軍人・軍属やその家族が日本国内で刑事事件を起こした場合、日本の検察は起訴する
が実質的な刑罰は加えないという「司法密約」もあります。これは裁判権を放棄する意味で、司法の独立に政府
が介入したとも受け取れる密約です。このことは、米軍の犯罪の被疑者・被告の起訴・有罪率が国内犯罪と比べ
ると限りなくゼロに近いという半世紀以上の事実によって実証されています。ここでも新政権が「自民党政権の
司法密約には拘束されない」と表明することで、一歩前進できます。
もっと大きな 9 条破壊̶̶「政府の行為による戦争」、それも、他国の戦争に日本が関与していくという、本
来あってはならない憲法タブーが一般化していくのは、「01 年９月 11 日」を契機とするここ 10 年の動きです。
この 10 年間におけるはなはだしい憲法からの逸脱、集団的自衛権行使へのにじり寄り、海外派兵の日常化にメ
スが入れられなければならない。
21 世紀に入って安保協力における自衛隊の運用は、集団的自衛権の行使、すなわち海外で第三国が行う戦争
に日本が関わっていいんだ、ということをさまざまな形で表した現実であったと思います。自衛隊を海外に常駐
させるような体制を整えておくことは、同時に、国内でそれを支える基盤がなければできません。その意味で、
「９・11」以降、インド洋、イラク、そしてソマリア沖というように、安保の協力分野が外へと出て日常化して
いったことと、国内で有事法制が同時進行で整備されていったのは当然の流れです。その仕上げが国民保護法で
あったことは言うまでもありません。
アメリカの戦争に協力する自衛隊、そのための安保条約の適用、それは「周辺事態協力」という言葉で表現さ
れますが、これは日本本土の外ということになります。しかしどこから見ても、この協力は自衛隊が創設された
ときに政府が議会に説明した目的から逸脱するものです。「日本周辺地域」は、字義からして日本領域のみでは
あり得ない。しかし一方で自衛隊の運用原則は「専守防衛」とされている。その矛盾、乖離が、イラク派遣時に
おける小泉首相の「自衛隊が活動する場所が非戦闘地域である」で極まった。その極まりの果てに自民党政権が
壊れたわけですから、
「改憲権力崩壊」には、間接的に民意が働いていると読み取るのは自然だろうと思います。
ただ、護憲側がそれを選挙に掲げるだけの決意と説得力を持っていなかったゆえに、今回の総選挙では、「護憲

の権力確立」に至らなかった。しかし一方、ということは、来年の参院選はもっと積極的な政策の一致、憲法解
釈における統一のマニフェストの必要性を痛感させるものではないか、そういう公約がなされて、かつ勝てば、
護憲が権力になったということになります。
憲法解釈権をわれわれが手にすることになれば、法制局長官が国会で答弁できるかどうかはマイナーな問題に
なってくる。護憲が権力になり、一定期間それが続けられ、政策として確定するということになれば、政治的な
事実として、法律や政策として確立できるでしょう。そのように私は前向きに今回の政権交代をとらえ、そこか
ら護憲運動に新たな展望を持つことが重要だと思います。それはたいへん知的な努力、政策を練り上げていく集
中力を必要とすることではありますが、何かをさせないということではなく、まだないものをつくっていくとい
う努力なくしては真の護憲はあり得ない。真の護憲とは憲法をあらしめる、理念を具現化する、これまでになか
った政策をつくっていく、ということです。今までの負の累積を崩す作業と新たな質をつくっていくという作業
を同時に行っていかなければならないので、大きな努力を要求されるとは思いますが、今、憲法を語るにはそう
いう視野転換が必要ではないでしょうか。

▼安全保障概念の変化と九条の先進性
そのような日本国憲法の理念、そして今回の総選挙の結果を総括するとき、しからば、それは国際社会におけ
る 21 世紀の時代潮流と合致するものであるか、という点検も必要だろうと思います。世界は別の方向に動いて
いるのに、われわれは憲法を護るんだという独りよがりの踏ん張りをやっているのではないか、という批判があ
ります。冷戦時代にはそういう批判が右側からありました。押しつけ憲法だ、空想的平和論だ、にはじまる非現
実論というようなものです。しかし、国際社会に見えるのは、日本国憲法の先見性、先駆けて打ち出した路線の
正しさだろうと思います。
憲法はかなり先取りした形で、今日の国際社会で形作られつつある動きを予感し、そこにむけた日本国民の関
与を要請している。だからわれわれは、憲法前文と 9 条を具現化していくことこそが国際社会に対する寄与だと
主張できます。海外派兵が国際貢献であり、憲法を護る側は国際貢献を否定するのだ、と護憲か国際貢献かの二
者択一を突きつける一部メディアに対し、そうではない、護憲こそ国際貢献だと言えます。自衛隊の海外派遣か
それとも何もしないか、という問題の建て方こそがナンセンスであることは、この憲法が持っている理念の世界
的な広がりによってはっきり説明できます。
軍隊の役割に対する国際的な認識の転換が今あります。ベルリンの壁崩壊からはじまる冷戦終結から 20 年経
ったわけですが、その流れの中で国際社会の動きを見ていくと、軍隊が果たす役割が徐々に変化して、安全保障
を軍事力によってではなくつくっていこうという国際合意の形成があると思います。
人類の歴史は戦争の歴史であると言われます。オバマ米大統領のノーベル平和賞受賞演説のように「戦争をな
くすための戦争は正しい」という「正戦論」も、今に始まったものではありません。オバマ氏は、大統領候補と
してそういう考え方を否定して当選し、「核なき世界」をめざすプラハ演説を行い、それが評価されてノーベル
平和賞を受けた。それを「アフガニスタン増派」正戦演説でひっくり返したのは、彼が国内政治における包囲網
に苦しめられていることを察知できますが、それが今の国際社会の中で受け入れられているかというと、そうで
はない動きが主流となりつつある。それも見ておかなければならない。
まず技術の発達です。核兵器という究極兵器を持ってしまった以上、戦争をもはや 1945 年以前のような形で
論じることはあり得ない。戦争は政策の道具、あるいは一国の存廃という域を完全に超えて、人類が滅亡するか、
地球が消滅するか、というレベルの問題になった。核兵器がついに使用不能のまま冷戦期を終えたということは、
米ソ両国首脳は暗黙のうちに戦争が不能であるということを認めたことに他ならない。彼らは平和主義者ではな
いが現実主義者として、もはや物事を解決する手段としての戦争兵器は無いということを察知したということで
す。冷戦下の核抑止力のもとにおいても地域戦争はありましたし、今も続いていますから、「すべての戦争が 」
という言い方はできませんが、戦争一般がもはや留保付きでしか語れなくなったということをきちんと認識して

おかなければならない。それは日本のように核兵器を持つことが財政的にも技術的にも可能な国にとって、より
深刻に考えておかなければならない側面だと思います。20 世紀後半に起こった出来事によって 21 世紀の人類は、
戦争を何かの解決方法として考えることは許されない、そういう時代を生きる最初の世代となったということに
なるでしょう。
認識の第２は、国際社会の急速な発達、つまり国際社会が相互依存性を強め、世界貿易が日常現象となった結
果として、軍事力で国境を護るという意味合いが低くなったことがあります。変わって、例えば「エネルギー安
全保障」のようなことが違和感無く語られる。
1973 年に第４次中東戦争が起こって、アラブ諸国がイスラエルに協力する西側諸国には石油を輸出しない「石
油戦略」を発動しました。日本は驚愕しました。新宿のネオンは真っ暗になり、テレビが夜の 12 時で放送をや
めた。石油戦略は、エネルギーもまた安全保障の要件である、という認識を生みました。日本でそういった概念
を含んだ安全保障が語られ始めたのは、大平内閣の総合安全保障研究会（京都大学の高坂正堯さんら）の報告書
です。安全保障とは総合的な概念で、そこにはエネルギーや食糧が入る、という考え方です。安全保障、国防と
いうと、従来それは軍隊の役割であり、目的は外敵侵入を阻止すること、そのために精強な訓練を持った強大な
軍隊をつくり、優秀な兵器を供給するといったことであったのが、今ではエネルギーや食糧も安全保障の条件と
なった。さらに言えば、今論じられている地球温暖化防止には、軍事力の果たす役割はありません。軍隊は純粋
に「負の生産集団」であり、軍隊がない方がＣＯ２排出量は少なくなるのだから、環境安全保障の面で言えば軍
隊がない方がよいということになります。どこかの段階で、議論が「軍縮」に至るのは確実です。
このように安全保障の概念が変わることで、軍隊が必要な理由が小さくなる。それは今年から３年後にゼロに
するという行程表は乱暴であるにしても、50 年、100 年ということであれば十分論じるに値する。地球温暖化で
はまさに 2050 年という、今いる人たちがこの世にいない将来について政治家は議論しているわけですから、同
じことを軍事についてやっても不思議は無いのだけれど、それを言うと非現実的だとか空想主義者であるとか言
われる。しかし、大きな状況から見れば、軍隊は徐々に不要な集団になりつつあります。クラスター爆弾、劣化
ウラン弾、対人地雷などの禁止条約など、徐々ではあるがその方向に向かっています。それは日本国憲法が求め
た道筋ですから、この道筋をわれわれがより具現化する努力をしていく、そのために護憲権力を強化していくと
いうことは時代潮流と少しも矛盾するものではない。むしろ奨励されていると思います。

▼ＥＵ、ＡＳＥＡＮの試みに学ぶ
傍証的にそれを国際情勢の中で例示するならば、ＥＵやＡＳＥＡＮがあります。どちらも地域共同体として、
「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」(日本国憲法前文)を実行するかのように、ヨーロッパ
地域、東南アジア地域の安全保障を、一つのユニットにして実現していこうという新しい安全保障概念です。主
権国家、国境、民族を超えた地域共同体が現実に生まれて、冷戦後は著しく力を増している。ヨーロッパの大半
がＥＵになったのは 1991 年のマーストリヒト条約以降ですが、27 ヵ国、人口は５億人とアメリカを凌駕する人
口と経済力を持ち、ドルより強い通貨̶̶17 ヵ国で単一通貨として機能しているユーロを持っている。通貨を
発行するのは国家の独立の証し、権力の証しでもあったのに、フランスからフランが消え、ドイツからマルクが
消え、イタリアからリラが消えユーロになったのです。
古典的な国家観から見れば非難されるべきことであるだろうけれど、しかしＥＵの人たちはそうは考えていな
い。主権国家は依然として存在するが、国境は自由に乗り越えられる。通貨を発行する権利も多くの国が放棄し
た。09 年 12 月からはＥＵ大統領、ＥＵ外相を持つようになった。ヨーロッパ議会はそれ以前から存在し、そこ
でＥＵの法律が生み出されています。環境基準や食の安全基準におけるＥＵの原則は、今や世界レベルになって
いるような拘束力のあるものです。ＥＵという地域共同体が、「戦争のふるさと」と言われたヨーロッパに起こ
った現象であることを知るならば、われわれは厳粛の感に打たれなければならないだろうと思います。
一方、ＥＵはアフリカに対しては依然として植民地主義的な側面を持っています。アフガニスタンに戦闘部隊

を派遣している国もあります。核兵器保有国もありますし、多くの国で徴兵制を維持しています。だから、ＥＵ
を丸ごと美化してしまうと誤ってしまうかもしれません。しかし、地域共同体の可能性が 21 世紀における現実
性をどれほど持ちうるか、ということの例証としてＥＵを挙げているわけで、少なくともドイツとフランスが戦
争することはもはやあり得ないとみな思っています。ポーランド人がドイツの侵攻におびえる必要はない、とい
う意味で EU は「不戦共同体」です。その範囲内で、日本より速いテンポで 9 条の「理念を実現」しているとい
う言い方もできます。
ＥＵの安全保障政策は「コモンセキュリティ」といわれ、70 年代にヨーロッパの社会民主主義者らがつくり
だした概念です。スウェーデンのオロフ・パルメ、フランスのフランソワ・ミッテラン、ドイツのウィリー・ブ
ラント、ヘルムート・シュミットといった人たちが作り上げた「共通の安全保障」です。主権国家はなお存在す
るが、戦争という手段を用いることなく安全を維持するためにどのような手だてが必要か。ドイツ国民の安心・
安全がフランス国民にとっても安心・安全であるような、安全保障をシェアできる関係が築けないか、というこ
とでした。ドイツ人の安全がフランス人には危機感となって映るといった「ゼロサム型安全保障」
（足すとゼロ）
ではない、WIN‐WIN 型（どちらも得）の安全保障をつくっていく。70 年代にそういうことが議論され、概念
が形成され、ドイツとフランス２ヵ国の協調がＥＵ全体の求心力になっていきます。
このような安全保障は、われわれの憲法が前文で述べている、「われらは平和を愛する諸国民の公正と信義に
信頼して生存と安全を保持しようと決意した」という部分と共通しています。まさにドイツ人の公正と信義に信
頼してフランスの安全保障があるわけで、隣国、近接国の公正と信義を前提にして共通の安全保障という形にま
とまったのです。われわれがそれを言うと、北朝鮮に公正と信義なんか期待できない、中国には公正と信義はな
い、という批判がすぐ出ますが、それは 30 年前、ドイツ人に聞いてもフランス人に聞いても、もっと強い批難
と反発が返ってきたかもしれない。しかし彼らは克服した。われらはなお克服できていない。それはわれらが劣
っているということです。残念なことですが 。日本人は植民地問題（北朝鮮との関係）の精算さえできていな
くて、一方で拉致問題を言い立てるということでは、国際社会の同調は得られません。
ＡＳＥＡＮはすべて植民地の苦しみにあえいだ国々でした。また冷戦期に地域戦争の舞台として代理戦争、そ
のための基地提供といった大国の利害と密接につながっていた国々でした。その東南アジアの国々がＡＳＥＡＮ
となり、ＥＵの域にはまだ達していないが、地域共同体として機能しようとしています。これはＥＵとは別の形
の地域共同体になると思いますし、そのためにさまざまな努力が傾けられると思います。しかしそこで行われて
いることも、21 世紀における安全保障のあり方の模索として参考にしなければならないし、日本国憲法がめざ
している理念と同じ方向であろうと思います。

▼普天間問題の原点は何か
諸国民と公正と信義に信頼する安全保障のあり方をめざすのであれば、なぜ日米安保にのみ安全をゆだね続け
るのか。日米安保という抑止力がないと日米関係は危機になるということをさんざん聞かされてきましたが、そ
の発想自体どうも不可解です。たしかに日米が対立すれば太平洋はもとよりアジア、世界に不安を巻き起こすこ
とは間違いない。破局に向かって直進したのが 68 年前の日本でした。それを繰り返すのは愚です。けれども今
度は反対側の方向、対米従属、対米追随の極まで̶̶隷属という言葉も使う人もいますが̶̶行ってしまった。
日米安保条約による国家生存が唯一のもので、それを維持するためには集団的自衛権の行使、つまりアメリカの
戦争に自衛隊が参加できるようにするようにしなければ日米同盟は成り立たないとまで解釈されるようになっ
た。しかしそれは、国際情勢の流れに照らしてもかけ離れたものですし、安全保障の役割を逆向きに展開させる
ようなことだと思います。
今、「普天間基地移設問題」に対する新政権の取り組みに、さんざん悪罵が投げかけられて、米海兵隊が沖縄
の辺野古の新基地に駐留しなければ日米関係が危機に陥るという、極度に単純化された言説が横行しています。
かつて 1930 年代に「満蒙生命線論」なるものがありました。1931 年の満州事変後、
「国家総動員法」のもと「国

家非常体制」がつくられると、「日露戦争での満州権益を死守せよ」という極度に単純化され、スローガン化さ
れた言論がメディアに強要され、当時の新聞はそれを受け入れて自分で自分の首を絞め、結果として言論の自由
を自ら失わせる政治の流れをつくることになりました。それを振りかえると、かつての言説に対する自己批判を、
メディアは自分たちの中で内部化したり語り継いでいくことにどれほど努力してきたのだろうか、という気がし
てなりません。
アメリカがアメリカの軍事の論理によって駐留し続けたいと主張することは、報道に値する情報であると思い
ます。しかし、そもそも普天間問題はどこから発生したのか̶̶。1995 年に少女暴行事件が起こって、沖縄県
民のたいへんな怒りが「県民集会」という形で爆発した。これは市民参加による一種のシビリアンコントロール
のデモンストレーションです。95 年に県民宣言と日米特別委員会(SACO)が設置され、そこで出た結論̶̶普天
間基地の閉鎖と返還約束、それが原点です。このことから発しなければならないのに、「海兵隊の抑止力維持」
が出発点になっている。原点が伝えられてない。日米特別委員会の決定は、沖縄の基地全廃を決めてはいないが、
普天間基地の閉鎖と返還は実現するわけですから、その点では県民の納得が得られると思います。しかしそれが
そうならずに、県内移転となり、名護湾埋め立てによる新基地建設となってしまう。規模も最初は 1500 メート
ルの滑走路が 1800 メートルに、やがてＶ字滑走路に拡大していく。これからさらに付帯設備の要求がまちがい
なく出てくる。原点を外れて悪しき進化、プロセスにおちいった。
その意味でも、「日米合意」の再検証は最低限必要です。沖縄の基地を存続としたとしても、普天間基地は閉
鎖・返還する。少なくとも県外か国外に移動させる。今鳩山内閣が立っているのは、その原点です。政権が変わ
れば政策転換は当たり前のことであって、前政権が行った政府間合意とて例外ではない。それを外交の継続とか
政策の連続性で批判するのは、とても言論機関とは思えません。今の沖縄報道、文字通り市民によるシビリアン
コントロールとして始まった沖縄県民の願い、つまり基地苦からの解放、軽減という見地からなされているかを
考えると、ジャーナリストとして忸怩たるものを覚えずにはいられません。
これから普天間問題は大きな転機を迎えるでしょうし、どのような転機を迎えたとしても、大きな議論が巻き
起こり、それは来年の参院選の一つの争点となるはずです。むしろ大きな争点にすることによって、そこから憲
法理念の政策化、シビリアンコントロールの可能性の増大につなげていくことが望まれます。何よりシビリアン
コントロールは、有権者の一票によって始まる政治的な行為であり、結果であるからです。（了）

（これは、09 年 12 月 12 日に都内で開かれた「民放九条の会」結成 4 周年記念集会での前田さんの講演をまとめ、ご本人に加筆し
ていただいたものです。中見出しは本サイトの編集委員会が付けました）

