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講師：山田敬男      ―「光ヶ丘近隣センター」― 2010 年 6 月 27 日  

 

4 月 25 日「普天間基地の国外・県外撤去」を求めて行われた県民大会には、県知事さんや 41 の市町村

の全ての首長さんをはじめ、約 9 万人の県民が参加しました。いま、その期待が裏切られ、大きな怒りに

変わっていると言われています。一方本土では、「アメリカに守って貰っている」とか「抑止力のために

必要」など政府やマスメディア等から伝わってきます。国民も「遠く離れた沖縄のこと、自分に関係ない

ものとして無視」しょうとしているように見えます。そこで、「沖縄の基地の実態」「安保条約とは？」「真

に世界平和にとって優れた日米関係とは？」などについて、近現代歴史家・山田敬男さんをお招きし、 

6 月 27 日「沖縄の叫び（怒）から、日米関係を考える」と題して学習会を開きました。その講演の 1 部を

掲載します。 
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「琉球新報」と「毎日新聞」の共同世論調査が 5 月 31 日に発表されました。 

『辺野古沖への移設』反対が 84.1％という数字で、沖縄の８割以上の人たち 

が移設に反対しています。反対の主な理由は、普天間基地を 

◎「無条件に撤去すべきだ」38.0％。  ◎「国外に移すべきだ」  36.4％ 

◎「日本のどこか他の場所に移すべき」がわずか 16％ 

▲安保条約を「維持すべき」7.3％。（約７％しか安保を維持することに賛成していない） 

▲「平和友好条約に改めるべきである」54.7％  

▲「すぐ安保を破棄すべきだ」     13.6％  (計68.3％(安保を無くすべき) 

●「沖縄への海兵隊の駐留は必要ない」 71％。 

沖縄では、安保賛成は７％ぐらいですけれど、日本の本土の場合は、 

逆に「70 から 80％が安保はやむを得ない、安保は必要だ」と答えています。 

そういう点において、沖縄と大変な意識的落差があります。政府はこの沖縄の叫びを理解できないのです。 
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沖縄の叫び（怒）から、日米関係を考える (講演抜粋) 

      

 

 

 

 

 
 
 
 

１．沖縄の現状 

1995 年に海兵隊員が沖縄の少女をレイプした時に

も大集会がありました、それに続く約９万人参加の

大きなうねりが沖縄で起きています。ところが鳩山

前首相そして今の菅首相は、それに挑戦するような

形で「アメリカとの合意に基づいて辺野古に移設す

る」と「沖縄県民の声よりもアメリカとの信頼を優

先」し、元の案に戻してしまいました。 
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２．普天間基地 

 普天間基地は沖縄県宜野湾市のど真ん中にあります。市のど真ん中にあって、市の面積の 25％を占め、そ

の基地の周りに、住宅がへばりつくようにあり生活しています。だから、常に危ない。基地の周辺には 12

の小中学校があり、50 近い保育所があります。その外 121 の公共施設があります。 

アメリカの市民社会であれば絶対許されない世界でも 

一番危ない基地なのです。だから普天間のこの基地という 

のは、安保条約に賛成しようと反対しようと、そういう 

こと以前に人間として許されない、そういう基地の問題 

なのです。 

こういう普天間基地がどういうふうに作られたのか？  

これは、私たちはきちんと知る必要があります。つまり 

「日本政府とアメリカ政府の話し合い」によって、出来た 

ものではありません。これはアメリカの一方的な強制力に 

よって出来た基地なのです。 

第二次世界大戦の最後、沖縄戦が行われましたが、日本 

は 1945 年（昭和 20 年）8 月に、ポツダム宣言を受諾して 

降伏します。日本の本土は占領され、一応日本の政府や日本の行政機構を通じて占領するという、間接占領

の形態をとりましたが、沖縄の場合は、地上戦があったということで、アメリカの直接的な全面占領下に置

かれてました。そういう中で、アメリカは住民を 12 か所の収容所に強制的に収容して、住民がいなくなっ

た土地を、色々と調べて一番適した土地を基地にした。だから普天間の基地というのは沖縄の県民が収

容所に強制収容され、いない間に、米軍が作って始まった基地なのです。だから基地用地のおよそ

92％は民有地です。そういう土地の強奪によって生まれた基地なのです。 

しかし現代社会というのは戦争に関してもルールがあって、1921 年に出来た国際法・ハーグ陸戦法規：「陸

戦の法規慣例に関する条約」というのがあります。この４6 条に、「戦時中であっても私有財産はこれを没

収してはならない」と書かれています。占領した軍隊が勝手に相手の国の土地など私有財産を没収してはな

らないと。国際法のルール・ハ―グ陸戦法規にも違反しているのです。 

３．安保改定 50 年・基地国家日本 

日本は、アメリカの異常な基地国家になっていて、かなり深刻な事態になっています。安保条約の第 6

条（「基地の許与」）に基づいて米軍の基地が置かれていますが、その第１項に「日本の安全と極東の平和と

安全のために、アメリカは日本を基地として、全土を利用することができる」ことが書かれています。 

全国に基地が 133 ありますが、そのうち米軍の専用基地が 84 で、49 が米軍と自衛隊の共同使用の基地で

す。この基地に約 4 万 8 千人の米兵がいます。冷戦構造が崩壊しても、世界に配属されている米軍や米兵

は減っていますが、日本の場合は基地が逆に増えています。1980 年には 120 だった。それが 2010 年には

133 に増えております。面積も 2 倍です。ちなみに冷戦崩壊の前の 1990 年には約 60 万 9 千人の米兵が世

界に配備されていましたが、去年、2009 年には 26 万 3 千人ですから、半分以下になっています。たとえば、

北朝鮮の脅威が言われている在韓米軍は、4 万 7 千人から 2 万 4 千 600 人に削減されております。 

また、基地の上空というのは米軍の専用空域になっております。たとえば横田エリアという１都 8 県に及

ぶ広大な米軍の専用空域が設定されている。羽田を発って、民間旅客機は、米軍の許可なしではこの空域を

飛ぶことができない。そういう形で「基地国家日本」になっているのです。 

４．米軍は日本を守る部隊ではない 

「抑止力」だとか「日本を守ってくれている」とか、よく言われますが、基地を置いているアメリカの政

[普天間基地] 
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府高官や軍の高官というのは、「在日米軍は日本を守るものではない」と公言しています。置いている方が

「日本を守るものではない」と言っているのに、政府やマスメディアは盛んに「守るものだ」と言っている。 

たとえば 1970 年 1 月にジョンソン国務次官補がアメリカの上院外交委員会で、「駐留米軍の多くは、直

接日本の安全と結びついていない。それは日本周辺の地域の安全と結びついている。日本を守るためのもの

ではなくて、日本周辺の安全のために米軍はいるんだ」と議会で公言しています。また 1982 年 4 月に当

時の国防長官のワインバーガーが、同じくアメリカの上院で、「沖縄の海兵隊は日本防衛に割り当てられて

いない」とはっきりと述べている。 

在日米軍というのは海兵隊、海軍、陸軍、空軍の 4 軍で成り立っていて、そのすべてが主要基地に揃って

います。ただ、この在日米軍の性格は、一言でいえば、「海外遠征軍」。つまり、世界中に出撃する介入部隊

です。「日本を守る部隊ではない」「在日米軍は世界的規模で展開する『遠征軍』」なのです。 

５．対等ではない「日米地位協定」 

日米地位協定の幾つかの特徴をあげます。 

一つは全土基地方式と呼ばれているのですが、協定上は、アメリカはどこでも自由に何時までも基地を設

定することが可能になっている。（安保条約の第 6 条ほか） 

二つ目は、地位協定の第 17 条に、犯罪・事故を起こしたアメリカの軍人、軍属の刑事裁判権が規定され

ていて、公務中の場合、第一次裁判権はアメリカ側に、公務外の場合は日本にある事になっているけれど、

これも密約があって、日本政府にとって著しく重要な事件の米兵の犯罪以外は、日本政府が裁判権を放棄す

るという事になっている。公務外の犯罪でも、起訴前に米兵を日本側に引き渡すことが出来ない仕組みにな

っていて、アメリカの軍人・軍属の犯罪や事故を免罪する「特権」が地位協定によって保証されています。 

三つ目は、米兵の事件・事故でも、地位協定の 18 条で、日本政府が賠償金や見舞金の 25％を負担するこ

とになっている。米軍基地の使用料は勿論タダです。全部日本政府が負担。 

それから、基地内の重金属、環境汚染物質等々の環境汚染にもアメリカは一切責任をとらない。 

６．日米共同作戦・アフガン、イラク戦争へ自衛隊派兵 

日米共同作戦は、安保条約第 5 条に基づいて行われます。「日本の中にある米軍基地に武力攻撃があった

ら、米軍と自衛隊が共通の危険に対処するように行動する」。ということが書かれています。軍事的な共同

作戦を行うということを公然と宣言しています。ソ連の脅威を前提に安保条約第 5 条の１項があった、肝心

のソ連が崩壊しましたが、その後も「世界の中の日米同盟」で、アメリカの戦争に協力しています。 

2003 年にイラク戦争が起きて、2003 年 5 月に日米首脳会談が開かれ、ブッシュさんと小泉さんが、正

式に「世界の中の日米同盟」の考えを発表。これによって、戦争放棄をうたった憲法 9 条を持つ国が、安

保条約の枠を超え、アフガニスタンには１万 3 千人以上、イラクには 1 万人近い自衛隊員を派遣し、

世界中の紛争でアメリカに協力していくことになっているのです。「世界の中の日米同盟」が平和のため

の抑止力ではなくて、アジアと世界の最大の脅威になっているのです。 

７．思いやり予算と基地のグアム移転費用負担の異常 

ソ連崩壊後色んな段階があって、世界の中でアメリカと協力するために「日米同盟」は必要なんだ、とい

うふうに意味合いが大きく変化してきています。このことを具体化するために、今行われようとしているの

が、米軍再編なのです。こういう米軍再編の特徴は、一つはアメリカと日本の共通の戦略目標に基づいて、

日米同盟をグローバルなものにしていくということです。そしてそのために米軍と自衛隊の一体化を進め、

在日米軍基地を強化する。普天間基地の移転というのは、この一環です。縮小ではなくて、強化です。 

2004 年には防衛計画の大綱でき、2006 年の自衛隊法の改定で、防衛庁から防衛省に昇格しまし

た。 

2004 年の防衛計画の大綱では、国土防衛よりもテロや大量破壊問題への対応、海外の地域紛争に
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アメリカに従って介入するということが、非常に強調されています。防衛計画の大綱では「日本を攻

めてくる脅威は殆どない」と言っている。北朝鮮の脅威とか中国の脅威なんて言っていますけれども、

本音のところでは、日本を攻めてくる国なんて実際にはない。そんなことより大事なのは、テロや大量

破壊問題等々でアメリカが起こす地域紛争に積極的に協力することだ。というふうに位置づけがされている

のです。 

安保条約の第２条に、「経済的協力の促進」が書かれています。皆さんご存知の思いやり予算は、地位

協定にもありません。1978 年からこの思いやり予算が開始され、62 億円に過ぎなかったのですが、09 年

度を見ますと思いやり予算と SACO 関連経費と米軍再編関連経費を合わせると 2879 億円になります。 

また、経済協力で、農業の問題ですが、日米 FTA 自由貿易協定を進めようとしております。米を中心と

する農産物の自由化を容認するということですから、これがもし実行されると、日本の米の生産縮小は

82.1％と推定されています。米の生産量が 82.1％縮小するということは、日本の農業の壊滅的な破壊にな

る。食料自給率も現在の 40％から 12％まで下がると考えられています。 

８．安保条約は政府の通告で廃棄できる 

日米関係を 21 世紀には、正常化していく必要があります。つまり、軍事同盟である安保条約を止めて、

平和友好同盟条約に切り替えていくべきです。 

安保条約 10 条２項を見ますと、「この条約が 10 年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、

他方の締約国に対しこの条約を終了させる意志を通告することができ、その場合には、この条約は、

そのような通告が行われた後１年で終了する」と。廃棄の通告後、1 年間の準備期間を経て安保条約は

自動的になくなるのです。だから、国民の中に、「安保条約ではなくて、平和友好条約だ」という国民の多

数派をどう作るかということになってくると思います。 

９. 世界は軍事同盟を解散・機能停止へ 

世界の流れは、今、どんどん平和のルールを作る地域共同体の運動が進んでいます。アジアでは何層にも

及ぶ共同体の運動「TAC 等に基づく東南アジアの共同体の運動」、「上海協力機構の運動」等の共同体運動が

進んでいます。大国の介入を許さない、平和的に外交的に問題を解決する。こういう形で南米においても、

「中南米カリブ共同体」に向けて運動が大きく進んでいる。 そういう平和の共同体の運動は「もう、軍事

同盟ではだめだ」ということを示しているのです。 

いま実際に世界で軍事同盟として機能しているのは、北大西洋条約機構（NATO）、日米、米韓、

米豪の四つだけです。これらの軍事同盟に参加している国は、31 カ国、国連加盟国の 16％、人口

は世界人口の 16％にすぎないのです。 

これから、21 世紀の日本を本当に日米同盟にしがみ付いて生きて行くのか？ それとも、そういうアジ

アの地域平和共同体の一員として、自覚的に生きて行くのか？そういう根本的選択の問題を大いに市民のレ

ベルから議論することが大事になっているのではないでしょうか。（終） 
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おしらせ 

●国民平和大行進     私たちも参加します。歩ける方は 1 歩でも一緒に歩きましょう！！ 

・7 月 24 日（土） ・集合場所：柏市役所 平和記念碑前 ・出発式＊AM 9 時 ・出発：9 時 30 分 

・コース  市役所  ⇒  柏駅ダブルデッキ  ⇒  旭町近隣センター  ⇒ 南柏西口 

出発 9：30     10：00 宣伝行動 11：00      11：40 昼食 13：00       13：50 

●平和のための戦争展 

  ・8 月 21 日（土）～22 日（日） ・場所：柏市中央公民館（市役所となり） 

    柏市南部「9 条の会」は、「世界に輝け！ 憲法 9 条」の展示コーナーを担当します。また、「戦争体験者の証言」の 

お手伝いをします。東京大空襲の体験をお持ちの方、是非、フロアーからの発言に参加して下さい。 

●9 の日行動・・・毎月 9 日 16 時から１7時に JR 南柏駅で、①ビラ配布 ②呼びかけトーク ③署名など 

          行っています。都合のつく方は参加して下さい。  （連絡先：7173-0941 三石） 

 

 

 

 

＊現在次のブックレット作成準備中で

す 

・「総会時のトーク・トーク」（日下部さん他） 

・「沖縄の叫びから日米関係を考える」 

（山田敬男さん） 

              

☆ブックレットを活用して下さい。   

  ・例会での講演をブックレットにまとめてあります。   

・カンパとして一冊 300 円（5 冊発行済み） 

・戦争を知る数少ない方々の貴重な戦争体験談や平和への思いは、 

私たちの生き方を見つめるきっかけにもなると思います。 

 


