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本ニュースレターについて
経過：このニュースレターの第 1 号は、反原発官邸前・国会前抗議活動で顔を合わせた北海道大学経済学部・内
海ゼミナール卒業の 4 人が、ゼミの卒業生を対象にして、原発問題の検討と他の関心あるトピックスをとりあ
げることにして 2013 年 7 月 17 日に発行しました。その後、宮澤・レーン・スパイ冤罪事件を知り、折からの
特定秘密保護法制定の動きに対応して、宮澤事件＋秘密保護法批判をとりあげて、北大関係者に配布を広げま
した。さらに安保法制批判を中心にして、配布を北大関係者以外にも広げました。現在、特に「反戦・反核イ
ロハネット通信」のご厚意により広い配布になっています。
目的：
「原発、宮澤・レーン事件と特定秘密保護法、集団的自衛権をふくむ憲法（立憲）体制の破壊、の３つ
の問題を中心にして、北海道をめぐるトピックスに特に関心を寄せながら、その他多様なトピックについての
情報交換・検討を進める」ことにしています。
編集（企画、原稿獲得、調整、配布）：トップのタイトル右端の 4 名が編集部を構成しています。
執筆者：内海ゼミ、経済学部あるいは北大関係者を中心にして編集部からお願いし、北大関係者以外の方にもゲ
スト執筆者を依頼することもありうるものとしております。
記事内容：編集委員以外による執筆内容に関しては、編集部が目を通していますが、異論・反論をふくめて多様
なご意見を歓迎し、記事内容は執筆者の責任としています。
配布対象：北大関係の方が３割、北大関係以外の方が７割で、全国に配布しています。
発行間隔：国政等の情況をみながら、２～3 カ月間隔で発行してきています。
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1

安保法制 (戦争法) 廃止、安倍政治 No！ 参院（＋衆院？）選挙で
の「市民＋野党共闘」の前進・勝利に向けて

昨年 9 月末の安保法(戦争法)「成立」を経て、
「戦争する国」
「殺し、殺される国」への転換に反対する「市
民＋野党」の運動は力強く継続している。本年 3 月 29 日の安保法の施行によって、戦争参加への危険が拡大
している。憲法改定を狙う安倍政府は、参院選挙での 2/3 獲得を狙って、沖縄、TPP、消費税増税などの懸案
の多くを棚上げ・先送りし、熊本地震対策でリーダーシップを誇示し、また伊勢志摩サミットやオバマ大統
領の広島訪問等を最大限に宣伝活用して、選挙に臨もうとしている。
この安保法体制の廃止に向けては、選挙、裁判、市民を中心とする運動の連携が必要である。まさに日本
の岐路にある本年の、7 月に予定される参院選での改憲勢力阻止に向けての取組みが進行し、違憲訴訟がはじ
まり、市民運動では、署名運動が進行中である。中央での国会前集会や日比谷公園集会が多人数を集め、全
国各地での取り組みが広がっている。この１では、例年の 5 月 3 日憲法集会の歴史の中で、おそらく最重要
といえる今年の集会への呼びかけ、現在の諸状況の吉田氏の分析、斎藤・山口氏による「安保法制違憲訴訟」
の紹介、総がかり行動委員会の行動、そして、参院選の前哨戦となった 4 月 24 日の北海道 5 区と京都 3 区の
選挙結果データをしめす。

1.1

5月3日

有明憲法集会へ参加しよう！ (ご案内)
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■わたしたちグループは、集会開始 13:00 に向けて、12:30-45 にゆりかもめ「有明駅」
（り
んかい線・国際展示場駅に近い）の防災公園側の道路の「有明駅前」信号付近で待ち合わ
せをします。【パレード後・中途にお茶を】。携帯電話で連絡しあいましょう。
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1.2

再稼働止めよ！ 戦争法廃止！ 改憲阻止！
５.３憲法集会～６.５国会大行動へ
【反核・反戦イロハネット

安倍内閣退陣！
吉田 隆
No.170(16/4/21)から転載】

▼川内原発を止めよ！
熊本地震は重要な問題を投げかけている。明らかになった点をいくつか記すと、
①地上に断層面が露出し、今まで、確認されていないところに活断層が延びていたことや、新たに枝分かれの
活断層が実証された。
川内原発などの耐震設計は、既知の活断層による影響を基本としており、過小評価はまぬかれない。日本
では既知の活断層は 2000 ほどあるが、専門家は 6000 程度はあるだろうと推定している。
②熊本地震は、日本最大の活断層である中央構造線の熊本~大分で生じているが、川内原発は、その一端の
活断層に面している。今回の最大計測ガルは、1580 であり、川内原発の耐震設計ガル 620 ではとても耐えら
れない。
規制委員会がゴーサインを出した伊方原発は 650 ガルで計算しているが、中央構造線が数キロ先をとおって
おり、同じ問題を抱えている。ちなみに、中越地震では 2515、宮城内陸地震では 4022 ガルが計測されてい
る。
③平田東大地震予知研究センター長は「市民にとって重要なのは、今回体験したような強い揺れが日本中ど
こでも、生きている間に起こり得ると認識し、備えることだろう」と述べている。(毎日 4/19)
震源をはるか遠方に想定したり、過小な活断層長に基づくもっともらしい人為的計算で、安全であるとするの
はまやかしであり、忌避されるべきである。
④避難の問題も大きいことを示した。橋や道路が壊れ孤立する地域。新幹線も高速道路も不通になり避難に
役立たないなどなど。
まして放射能が撒き散らされる中では一層深刻である。今回の地震では、当初本震としていたものが前震と
され、より大きな地震に見舞われた。このような状況をみると、避難は早いものがちになるのは避けがたい｡
道路混雑を避けるために５Km 圏内の住民を優先し、それ以外のものは自宅待機にするなどの方針は全く机
上の空論になるだろう。何十万人にも及ぶまともな避難は到底不可能であり、人々は事故に翻弄され、人命
がないがしろにされるのは不可避である。
⑤規制委員会は 18 日、今回の地震による川内原発への影響は小さく､今後も同じ断層帯が地震を起こしても
「今は安全性に問題ない」として､運転継続を容認している。だが､前述のような問題が明らかになり、震源の
移動も十分起こり得る。阿蘇山などにどのように連動するのかは誰にもわからないが、九州では破滅的な大
噴火が過去幾たびも起こっており、確実なのはいつの日か必ず起こるということである。(阿蘇山の観測機器
15 機のうち 10 機は不能、うち地震計は一時すべて不能などの問題も生じている。)
まして、九電は、許可条件であった免震棟の建設を拒否し、耐震棟にすり替え､かつ､これから何年もかけて
準備する方針で安全軽視もはなはだしい。
一方、安倍は、集団的自衛権の話になると「国民の生命、自由、幸福」を守るためと言うが、原発の話になっ
た途端､規制委の合格を金科玉条とし、再稼働を進める。この 2 枚舌は許されない。
川内原発の運転継続は容認できず、直ちに止めるべきと思う。
政府や電力会社の本・支店に連日、多くの市民が再稼動ストップの要求をしているが、ここでは、二つの緊
急署名をご紹介します。（いずれもクリックすればできます。）
①高木 博史 さんの 川内原発を止めてください。 署名（数日で 11 万を越えています）
②avaaz の署名（遅れてのスタートゆえまだ 1 万余ですが、ダブりも可です）
https://secure.avaaz.org/jp/most_dangerous_plant_loc/?cdGfljb

▼今一度、核発電＝原発について
熊本地震では、またまた「想定外」がおこり、大地の鳴動に人知がとても及ばないことを教える。古来、われわ
れの祖先は、この大自然に対し、自然に包摂されたものとして、畏敬の念を抱いてきた。しかし、近代科学の
発展は、自然に対抗し、超克するものとの幻想を生み、拡大してきた。
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核発電はその頂点に立つものといえる。確かに、核分裂に伴うエネルギーはばく大で、その活用に魅力を感
じるのはもっともである。だが、核分裂に不可避的に伴う放射能は超有害である。正常運転により生ずる核の
ゴミは処理できない。10 万年ものまともな管理を想定すること自体、夢想である。
まして、過酷事故により発生する放射能は、まさに「死の灰」となって、人類ばかりか大地を襲う。はたまた汚
染水となって海を汚す。 このような核発電＝原発は、本来許されないもので、ドイツの選択は全うである。
ところが、安倍政権は核のゴミ問題は先送りし、規制基準絶対化による新安全神話をつくり、再稼働を進める。
40 年廃炉の原則も投げ捨て、無謀な 60 年に向けひた走る。もっぱら、原子力ムラの利益保持と核武装の準備
のために。
核と人類は共存できないことに踏まえ、かような邪道を弾劾し、総ての核発電＝原発の廃止を要求したい。
▼震災の政治利用（その１）＝改憲・緊急事態条項の宣伝
4 月 15 日、菅官房長官は記者会見で、大災害時などの対応を定める緊急事態条項を憲法改正で新設するこ
とについて“極めて重く大切な課題だ”と述べた。
同日の災害対策本部会合で、安倍首相は、16 日の現地視察を表明、被災者の屋内避難を指示した。これは
ただちに、熊本県知事に「現地の事情がわかっていない」と指弾された。熊本県から要請のあった激甚災害指
定や自衛隊の大量派遣は持ち越し、現地視察は急遽取りやめにするなど、初動でもたついた。緊急事態条項
があればよいなどの問題では全然ない。
長谷部早稲田大学教授は「災害対策基本法や有事法制などが既にある。もし新たな制度も必要だと言うのな
ら、国会で法律を作ればよいだけの話」、「改憲の必要はない」と述べている。
政府自民党は、緊急事態条項は災害対策のためのように言うがそんなものではない。憲法学者の木村首都
大学教授は、「緊急事態条項の実態は内閣独裁権条項である」と警鐘を鳴らしている。(朝日 3/14)
▼震災の政治利用（その２）＝日米軍事同盟の強化推進はかる救援劇
もう一つ見逃すことができないのは、オスプレイ問題だ。
4 月 18 日、普天間基地所属の米軍輸送機 MV-22 オスプレイ４機が熊本大地震の被災地に投入された。まず、
いきさつから不可解だ。政府は、米国からの申し出というが、米軍の「星条旗」新聞では日本からの要請とアベ
コベである。
西日本新聞によると、「自衛隊は輸送だけで 80 機以上、救難や哨戒などの用途を含めると 530 機のヘリを所
有している」が、防衛省の 18 日の発表では、熊本大地震に投入された航空機の数はこの 6 分の 1 にも満たな
い。オスプレイより積載容量の大きい CH47 ヘリは 70 機保有しているが、多くは待機状況である。つまり、日本
のヘリで十分間に合っうのにわざわざ、投入されたのだ。
この投入の背景には、①一機 100 億円を越えるオスプレイを 17 機(全体で 3600 億円)も購入予定しているが、
本命拠点の佐賀空港受け入れ実現のため｡(現在は多くの市民が反対し、同意は得られていない）②日米同盟
の誇示や配備計画の地ならし。③海外での戦争を本命とする普天間の海兵隊が日本でも役立つことのアッピ
ール。④大型護衛艦”ひゅうが”での給油や物資積み込みなど米軍と自衛隊の一体化推進。の狙いがあろう。
また、このほか、米軍Ｃ130 輸送機で自衛隊員約 10 人と車両４両を千歳基地から熊本空港へ輸送し、米軍
UC35 輸送機で自衛隊員４人を厚木基地から熊本空港へ運ぶなど、わざわざ米軍に頼る必然性はないにもか
かわらず、あえて行うのも、集団的自衛権行使の合同訓練を始めているとみるべきではないか。
▼５.３憲法集会～６.５国会大行動へ
前述のように安倍政権の権謀術策は目に余る｡沖縄も TPP も先送り｡「急がば回れ」の戦法だ。年金基金の膨
大な損失は選挙後の 7 月末発表と意図的に繰り延べた。消費税問題も衆参同時選挙問題も総て憲法改定に
必要な議席を獲得するのに有利かどうかで判断しようとしている。
19 日､国連人権理事会が任命した特別報告者で「表現の自由」を担当する米カリフォルニア大のデビッ
ド・ケイ教授は、調査の結果、特定秘密保護法や政府の圧力などで、報道の独立性が重大な脅威に直面
していると警告した。20 日には、NGO の国境なき記者団が世界報道の自由度ランキングを発表した。2010 年に
11 番であった日本は、安倍政権になり急落、韓国を下回り 72 番で「問題がある」になった。安倍政権下の日本
はもはや昨日の日本ではない。重症の日本になったことを直視したい。
毎日新聞の世論調査によれば、戦争法も原発も反対が多数をしめ、アベノミクスも評価しないが過半数を越
えた。しかし、安倍内閣支持はなお､40%を越えている。権謀術策により、まだ幻影・残像現象にはまっている。
24 日の北海道と京都の衆院補選と来るべき衆参院選はこの幻影を吹き飛ばせるか否かがキーポイントであ
る。
5

それには、止めよ再稼働！ 戦争法廃止！ 改憲阻止！ 安倍内閣退陣！めざし、諸行動の積み上げ、5.3 憲
法集会、6.5 国会大行動への圧倒的な総結集がかぎとなろう。
【工学部 1960 年卒】

1.3

「安保法制違憲訴訟」は国民運動の一環だ
斉藤 修治

昨年 9 月、全国の「弁護士有志の会」が東京で「安保法制違憲訴訟の会」）以下「訴訟の会」）を結成
しました。代理人は弁護士の伊藤真氏と内田雅敏氏ら、そして元裁判官の田村洋三氏や元検事らが 30
人以上。弁護団は 620 人で原告は 2000 人以上と云う大きな訴訟集団が結成されました。
4 月 20 日「訴訟の会」は第 1 弾として 4 月 26 日に訴訟提起を控え「訴訟決起集会」を参議院議員会
館で開催しました。400 人を超える参加者で会場は超満員。熱気あふれる集会でした。以下に、ご紹介
致します。
国を被告に 前代未聞のたたかいを
集会の冒頭、伊藤真氏は「現在進行している前代未聞の事態に対処するには、前例を見ない方法『党
派を超えた総がかり行動』
『2 千万人署名』
『共産党を含む野党共闘での選挙』などでの対処のほかに、
法律家の前代未聞の闘い方で『司法を通じて政権与党による憲法破壊の革命的クーデタを阻止し、憲法
価値を守り、立憲主義と民主主義を取り戻すため』にその責務を果たさなければならない。従って訴訟
提起は、①弁護士としての職務を果たし司法の役割を問うため、と②安保法制廃止に向けての国民運動
の一環を担うためだ、と発言しました。
訴状は 2 本建てです。①差止請求行政訴訟：原告 52 人。被告は国。
「行政事件訴訟法 3 条 2 項、37 条
の４」に基づく訴え。内閣総理大臣は自衛隊に存立危機事態における防衛出動をさせてはならない。防
衛大臣は重要影響事態・国際共同対処事態における後方支援・協力支援活動として自衛隊の物品又は役
務の提供を実施させてはならない。そして各原告に 10 万円の支払を請求する。侵害される権利は、イ）
平和的生存権、ロ）人格権、ハ）憲法改正・決定権、です。
②国家賠償訴訟：原告は委任状提出の約 500 人。被告は国。
「国家賠償法 1 条１項」に基づく訴えで、
安保法制の違憲性と制定行為の違法性を訴え、イ）平和的生存権、ロ）人格権、ハ）憲法改正・決定権、
が侵害されたとして各原告に 10 万円の支払いを請求する。更に、公権力行使に当たる公務員としての
国務大臣と国会議員の故意と過失も問います。
原告の真摯な訴えを傾聴せよ
憲法学者、在日ピアニスト、宗教家、身体に障がいを持つ方、若者国会前コーラーと基地周囲住民の
方々が、それぞれの立場から原告の訴えを表明しました。
全国の提訴で国民運動を広げよう
「訴訟の会」は現在、第 2 次提訴の予定で原告の受け入れをしています。
また札幌、仙台、横浜、名古屋、福岡、長崎など 15 カ所で 6 月までには提訴できるよう準備が進め
られています。
埼玉県では昨年 10 月に準備が始まり、2 月 14 日「安保法制違憲訴訟埼玉の会」が結成されました。
原告は私を含め現在 223 人です。
勝ち目がないとして違憲訴訟に消極的な九条の会も散見されますが、九条を守れ、そして改悪に反対
してきた九条の会として、やれることは何でもやることが必要でしょう。
もちろん勝訴することが目標ですが、国民運動の一環として全国の訴訟が、憲法を尊重し擁護する義
務を課せられている裁判官の良心を呼び起こすことが出来ないか。日本が立憲主義を回復し民主主義と
平和を取り戻すための最小限のたたかいなのではないでしょうか。
結審するまで数年掛かるでしょう。安保法制は既に 3 月 26 日施行されましたが、係争中は自衛隊が
殺したり殺されたりする戦場に派遣されるのを遅らせる効果を生むのでないでしょうか。生命が無謀に
失われることを何としても防がなければなりません。
（4 月 22 日記）
【「九条の会・さいたま」 内海ゼミ・1960 年卒】
【編集部：本 NLNo.11 の斎藤氏の原稿を編集部が誤記しました。お詫びして訂正します。○「落選運動」は公職選挙法違
反に非ず○上 1 行目：示しておち→おり、○下 4 行目：
「選挙運動」→「落選運動」
、○本文最終行：安保政権→安倍政権】
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1.4

「安保法制違憲訴訟」に関する資料
山口 幸夫

弁護士らでつくる「安保法制違憲訴訟の会」が開催する「違憲訴訟提訴決起集会（4 月 20 日）」に参加し
た。この集会で、市民ら 500 人が 26 日に東京地裁に違憲訴訟を起こすことを発表。集会は午後 6 時から 8 時
まで行われ、会場（参議院議員会館）には定員を超える 400 人以上の人が集まった。
訴訟内容と決起集会については、本号掲載の「1・3『安保法制違憲訴訟』は国民運動の一環だ！」に詳しい。
決起集会を受け、4 月 26 日に市民約 500 人が同法による自衛隊の出動の差し止めなどを国に求める訴訟を
東京地裁に起こした。同じくこの日、福島県いわき市の市民ら 204 人も、安保法制が憲法違反だとして国に
１人あたり１万円の慰謝料を求める集団訴訟を、福島地裁いわき支部に起こした。
この二つの裁判の重要性に鑑み、決起集会時における寺井一弘弁護士・伊藤真弁護士両名の発言全文と「
安保法制違憲訴訟提訴宣言」並びに「安保法制違憲訴訟の会」のについて掲載する。
（4 月 28 日 記）
【内海ゼミ・1970 年卒】
（以下、 安保法制違憲訴訟の会ホームページ：http://anpoiken.jp/から抜粋）

■

憲法訴訟の意義と現状―寺井一弘弁護士

本日は大変お忙しいところ、「安保法制違憲訴訟提起に向けての決起集会」に全国各地から大勢の方々が
お集まりくださり、大変有難うございました。
私からは最初に、本日の決起集会の趣旨と訴訟提起に関するご報告を簡潔に申し上げたいと思っておりま
す。
改めてご説明するまでもなく、安倍政権は昨年９月１９日にわが国の歴史上に大きな汚点を残す採決の強行
により集団的自衛権の行使を容認する安保法制を国会で成立させ、先月の２９日にこれを施行いたしました。
そして安倍首相は憲法改正に着手することを明言し、７月の参議院選挙ではそのために必要な３分の２の議
席獲得を目指すに至っています。一方、最近の世論調査では、国民の半数近くが「安保法制は必要であると
回答した」との報道もなされています。わが国の平和憲法と民主主義を守り抜いていくにあたって、今日の
事態はきわめて深刻であると言わなければなりません。
私達はこのような危険な状況を察知して昨年９月に「安保法制違憲訴訟の会」を結成してこれまで全国の
憲法問題に強い関心を持つ弁護士仲間と平和を愛する市民の皆様に対して、共に違憲訴訟の戦いに立ち上が
るよう呼びかけて参りました。その結果、本日までに全国すべての地域から６３０名を超える弁護士が訴訟
の代理人となることに賛同するという声が寄せられ、市民の方々からは今回の訴訟の原告となるとの意思が
次々と表明され、その数は短期間ながら２０００名を大きく超えるまでになり、委任状も現在まで６００名
近く集まっております。この勢いは今後もさらに広がっていき、全国的に怒涛のような流れになっていくこ
とは間違いありません。
そこで、私達は立憲主義を堅持し、わが国を二度と再び戦争をしない国にしていくという国民市民の強い
願いと期待にこたえてこの度「安保法制が憲法違反であることの判断を求める訴訟」、すなわち、「防衛出
動命令等の差し止めを求める行政訴訟」と「安保法制の成立により受けた精神的苦痛の回復を求めて国家賠
償請求訴訟」の第一次提訴をすることといたしました。
具体的な訴訟提起の期日ですが、来週の火曜日の２６日午後２時を予定しております。東京地方裁判所に対
して差し止め訴訟については原告が５０名以上、代理人６００名以上、国家賠償訴訟については原告５００
名以上、代理人６００名以上になると思っています。
なお、東京地裁以外では、原発を間近に抱える福島地裁いわき支部でも、近々の提訴が予定され、その後、
北から、札幌、仙台、埼玉、横浜、長野、名古屋、大阪、京都、岡山、広島、高知、愛媛、福岡、長崎など
での提訴が準備されております。その動きは時を追って急速に全国に拡大されていくものと考えています。
私達は圧倒的多くの憲法学者、そして最高裁長官や内閣法制局長官を歴任された有識者の方々が安保法制を
憲法違反と断じてされている中で、裁判所が沈黙することは、基本的人権を保障することを使命とする司法、
そして憲法の基本的な目的に背馳し、それらの存在意義を根底から危うくすると判断した次第です。これは
平和国家のあり方を基本的に変えることに他ならないからです。
安倍政権はこの安保法制問題について国民が「忘却」することをひたすら期待しています。私達は、こう
した策動に屈することなく、「２０１５年の夏」を忘却することなく闘い続けることができるかどうかに、
これからのわが国の将来がかかっていると思っております。
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私達は「歴史と知性に背を向けて開き直る安倍政権を絶対に許してはならない」との立場を堅持し、裁判
を通じて社会にインパクトを与えながら世論を形成し、国民市民の皆様と共に必ずや安保法制を廃棄に追い
込むことを最終目標にして、前例のない違憲訴訟に挑んで参りたいと決意しております。
皆様方の限りないご支援とご協力をお願いして、冒頭の挨拶とさせていただきます。
■ なぜ今違憲訴訟か－伊藤真弁護士
現在、この国では前代未聞の事態が進行しています。
安保法制はまさに、日本を戦争する国に変えるものです。このように国柄（口頭発言では「国の形」）を変える
ことは本来、それによって加害者にも被害者にもなる主権者国民の意思でなければできないことのはずです。
最高裁が「違憲状態」と断じた正当性のない選挙で過半数の議席を得ただけの政権、しかも、先の衆議院選
挙で自民党・公明党を合わせた得票率が有権者のわずか２４％に過ぎないような政権が、憲法を無視して日
本の国柄を変えてしまうことは、まさに国民の憲法制定権、すなわち主権の侵害であり、法的には一種のク
ーデタに他なりません。
この前代未聞の事態に対しては、これまでとは全く異なる、前例のない手段で対処しなければなりません。
党派を超えた総掛かり行動や 2000 万人署名、そして選挙において共産党を含む野党で統一候補を擁立して闘
うことも、前例のない画期的なことであります。ならば、法律家としても、前例のない規模と質の訴訟を提
起しなければなりません。
私たちは、安保法制が違憲であり、違憲の法律の存在を認めることなどできないという怒りとともに、憲
法を無視する態度、法をなんとも思わない（口頭発言では「無視する」）態度を、許すことができません。この
国は法の支配の国であり、立憲民主主義国家であったはずです。単なる数の力で何でも自分の思うとおりに
押し通そうとする政治が、なんの歯止めもなく、このまま放置されてしまうことは、企業も社会も家庭もあ
らゆる場面で、法を無視することがまかり通ることにつながります。これはあってはならないことです。
司法を通じて、この異常事態から脱却し、政権与党による憲法破壊のクーデタを阻止し、日本の憲法価値を
守り、立憲主義と民主主義を取り戻すために、法律家は、その職責を果たさなければならないと考えます。
今なぜ、安保法制違憲訴訟を提起するのか。その理由は２つあります。第 1 に、弁護士としての職責を果
たし、司法の役割を問うため、第 2 に、何よりも、安保法制廃止に向けての国民運動の一環として必要と考
えるからです。
まず、私達は今この時点において、多くの市民の皆さんの声を受けて、弁護士の使命として、違憲訴訟と
いう手段で安保法制廃止への行動を起こすことが必要だと考えました。
第一に、今現在、実際に、この無謀極まる安保法制の閣議決定や国会での採決強行によって、すでに平和的
生存権などの基本的人権を侵害されて、現実に苦しんでいる方が多数いらっしゃるということです。さらに、
これから予定されているこの安保法制に基づく南スーダンへのＰＫＯ派遣、中東への自衛隊派遣、集団的自
衛権行使などの政府の行為によって、より一層の被害が拡大しようとしています。具体的な被害が生じてい
る場合に、それを救済することは、司法の第一の重要な役割であることは言うまでもありません。
また、法律が施行され、いつでも違憲違法な自衛隊の出動が可能となった今、これを事前に差し止めなけれ
ば、命に関わる重大な被害が市民に生じてしまいます。戦争という最大の人権侵害が起きてからでは手遅れ
なのです。この緊急事態に臨んで，誰かが犠牲になる事件が起きるまで傍観することなど、法律家として決
してできません。
私達の違憲訴訟提起に対しては、様々な考えがあることかと思います。しかし、具体的に苦しんでいる方
が目の前にいるのに、また具体的な危険が迫っているのに、これを単なる間接民主制の下における政治的敗
者の個人的な憤慨、不快感、挫折感または単なる不安感にすぎない、などといって放置していいものである
はずがありません。
また、裁判官の中にも、憲法尊重擁護義務を負う法律家として、このような違憲の安保法制が放置される
事態は、立憲主義、法の支配の観点から看過できないとの、強い思いを持っている方もいるはずです。その
ような裁判官に判断の場を提供することも、弁護士の使命の一つであると考えます。
第二に、私達はこの訴訟を通じて、司法の役割を問うことも必要であると考えています。裁判所には違憲立
法審査権の行使を通じて、政治部門によって壊された憲法秩序を回復し、立憲主義を取り戻す職責がありま
す。これを「憲法保障機能」と呼びますが、裁判所には憲法秩序の維持という職責から、憲法判断を示さな
ければならない場合があるはずです。私たちは、今回がまさにその場合にあたると考えます。
もちろん、大変に困難な厳しい訴訟になることは十分に理解しています。
ですが、そもそも課題やリスクのない憲法訴訟などありません。ましてや初めから結果が保障されている裁
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判などありえません。結果がわかならないからこそ、私たちは市民の皆様とともに全力でこれにぶつかり、
突破口を開いていかなければならないと考えています。
私達は、最高裁で違憲判断を勝ち取ることをめざします。しかし、たとえ下級審であっても何らかの実質的
な違憲判断が出ることによって、すべての公権力が合憲と判断しているのではないことは明らかになります。
これは極めて意味のあることだと考えています。公権的な合憲判断のみ存する状態を放置してこれが徐々に
既成事実化され、国民の関心が薄れていってしまうことは絶対に避けなければなりません。
最後に、私たちは、この裁判の目的が、単に違憲判決を得ることに尽きるものではないことを明確にして
おきたいと思います。すなわち、国民運動の一環として、裁判を通じて、違憲の安保法制を許さないという
世論を、より強く、大きいものとし、選挙を中心とする多様な政治過程を通じて、原告の皆さんと共に、こ
の違憲の安保法制を廃止させることこそ、最大の目的であることを再度確認いたします。
2000 人を超える市民の皆さんの熱い思いに後押しされて、最初の 1 歩としての東京第１次訴訟を提起しま
す。この訴訟提起後も事態の推移に合わせて、各地で市民による怒りの訴訟が続きます。多くの市民の皆さ
んと連帯して、この安保法制の廃止に向かって、最後まで絶対に諦めずに闘い続ける決意と覚悟をお伝えし
て、私の報告を終えたいと思います。
■安保法制違憲訴訟提訴宣言
私たち原告約 500 名は、600 名を超える弁護士、そして全都道府県にわたる多くの支援者の方々に支
えられつつ、来る 4 月 26 日を期して国を被告とする安保法制違憲訴訟を提起いたします。
先の大戦で日本は、アジア諸国民を始め 2000 万人を超える人々の命と生活を奪い、300 万人を
超える同朋の犠牲者を出すとともに、すべての市民が政府による圧政のもとに苦しみました。
こうした加害・被害の歴史を踏まえ、「敗北を抱きしめて」、政府の行為によって再び戦争の惨禍を
もたらさないとの固い決意を持って制定された日本国憲法は、国際情勢が複雑化し、多くの地域で愚か
な戦闘行為が行われ、人間が殺し殺されあっている現時点においてこそますますその輝きを増していま
す。
このような時、現政権は愚かにも過去の教訓を忘れ、沖縄の米軍基地の強化・恒常化を進めようとし、
とうてい民主国家とは思えぬ強引な手法を用い、立憲主義までかなぐり捨てて、世界のどこでも戦争が
できる戦争法制を作り上げたのです。
私たちは、民主主義と立憲主義を取り戻すために、それぞれが全国各地で様々な運動を実践していま
すが、その運動の一環として今こそ司法を通じて声を上げるべきと考えました。
今も広がり続ける市民の怒りと行動に深く連帯しつつ、三権の一翼を担う裁判所に政権の暴走を抑制す
るその役割を正当に果たすことを期待し、 ここに、安保法制による戦争参加を差止め、さらに、将来は
もとより現に受けている深刻な精神的苦痛という損害の賠償を求めるための訴訟を提起するものであり
ます。
市民の皆さまの熱いご支持をお願いするとともに、私たちも全力を尽くして闘いぬく決意であること
を表明し、このことを本日の集会の名において宣言します。
2016 年 4 月 20 日

■安保法制違憲訴訟の会とは
２０１５年９月１９日は、多くの市民にとって決して忘れることのできない日となりました。安保法制の
この上ない強引な国会採決を目の当たりにして驚きと怒りを覚えました。今でも怒りがふつふつとわいてき
ます。
わたしたちは、立憲主義をしっかりと守り、憲法をまもりぬくという強い思いから、安保法制による自衛
隊の出動などに対する「差止訴訟」と平和的生存権と人格権侵害などに対して「国家賠償請求訴訟」を提起
しようと、「安保法制違憲訴訟の会」を立ち上げました。わたしたちは、これまでいろいろ異なった生き方
や活動をしてきました。弁護士会の内外で、立憲主義と憲法をまもる活動を理論的に追求し、実際の運動を
してきた者、行政訴訟を専門に扱ってきた者、戦争被害者を支援する弁護団活動をしてきた者や、この違憲
訴訟構想に賛同した複数の元裁判官などが集まっています。
わたしたちは採決の強行（そもそも「採決」自体が存在したのかという問題点もあります）が行われる前
後から、内閣や国会の行動が憲法上許されるべきではない、もしこれを司法が黙って見過ごすようなことが
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あっては、司法はその役割を放棄することになってしまうと心配していました。三権分立の原則の下で、司
法は立法・行政に対する監視、抑制機能をなっているからです。
今こそ、立憲主義をまもり、平和主義、国民主権、人権尊重という憲法がうたう価値を擁護するという一
点で共同して違憲訴訟を提起することが求められているとの思いを強くしています。多くの市民の皆さんか
らの訴訟を超すことへの強い期待と希望が日々寄せられていることを実感しております。私たちは、法律家
としてこの期待と希望にしっかりと答える義務を負っていると考えております。さらに、この訴訟は、戦争
体験者、戦争被害者、国際ＮＧＯ活動に取り組んでいる人々、基地被害に苦しんでいる人々、これからの社
会を憂える市井の人々、二度と戦争加害者にならないことを願っている人々、これからも声を上げ続けよう
との決意を行動で表している若者たちに勇気を与えるとわたしたちは考えています。
［安保法制違憲訴訟の会・共同代表(50 音順)］
伊藤真 内田雅敏 黒岩哲彦 杉浦ひとみ 田村洋三 角田由紀子 寺井一弘 福田 護 堀野紀
【事務局】 安保法制違憲訴訟の会 東京都渋谷区桜丘町 17-6 渋谷協栄ビル 2 階
TEL 03-3780-1260 FAX 03-3780-1287 E-Mail iken.soshou@gmail.com

1.5

総がかり行動・市民連合・その他による集会・行動－1 月～今後

市民連合や総がかり運動実行委の活動は 2016 年に入って活発に行われ、また予定されている。

月日

集会・行動名

毎金曜日
1 月 19 日（火）

18:30～
18:30～

2 月 14 日（日）

13:00～

2 月 19 日(金)

18:30～

反原発官邸前抗議
私たちはあきらめない！戦争法を廃止
へ！ 安倍内閣は退陣を 1.19 総がかり行
動
5,800 人
安倍政権 NO! 0214 大行進 in 渋谷
10,000 人
私たちはあきらめない！戦争法を廃止
へ！ 安倍内閣は退陣を 2.19 総がかり行
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会場

主催団体

官邸前・国会正門前
議員会館前を中心に
行動

首都圏反原発連合

代々木公園・ケヤキ並
木

安倍政権 NO!実行委員
会（反原連他）

議員会館前を中心に
行動

総がかり行動

総がかり行動

動
2 月 21 日(日)

7,700 人

止めよう！辺野古埋立て 2.21 首都圏アク 国会周辺
ション国会大包囲 28,000 人
NO NUKES! ENERGY AUTONOMY! 0311 官邸前・正門前
再稼働反対！首相官邸前抗議 6,000 人

3 月 19 日（土）

14:00～
15:30
18:00～
20:00
13:00～

3 月 26 日（土）

12:30～

3 月 28 日（月）

16:30～

3 月 29 日（火）

16:30～

代々木公園→3 方向で
デモ
戦争法施行はやめよ 3,600 人以上
衆院第 2 議員会館座り込み
＋スタンディング
国会正門前
戦争法発動反対！戦争する国許さない

3 月 11 日（金）

4 月 19 日（火）

5 月 3 日（火）
5 月 19 日(木）
6 月 5 日（日）

戦争法廃止・安倍政権の暴走許さない 3.19
総がかり日比谷大集会 5,600 人
No Nukes Day 35,000 人

3.29 閣議決定抗議！ 37,000 人
18:30～
私たちはあきらめない！戦争法を廃止
へ！ 安倍内閣は退陣を 4.19 総がかり行
動
7,500 人
午後
平和といのちと人権を！ 5.3 憲法集会
戦争法発動させない！ 戦争する国許さ
18:30～
ない！ 安倍内閣は退陣を！
戦争法廃止！ 安倍内閣退陣！6.5 国会前
14:00～
大行動（仮称）

日比谷野音・その後銀
座デモ

総がかり行動
反原連
総がかり行動
反脱原発 3 団体＋総が
かり行動
総がかり行動
総がかり行動

衆院第 2 議員会館－国
会図書館

総がかり行動

有明防災公園
衆議院第２議員会館
前～国会図書館前
国会周辺

総がかり行動
総がかり行動
総がかり行動

▼総がかり行動：http://sogakari.com/⇒行動予定、▼市民連合 2http://shiminrengo.strikingly.com/
▼首都圏反原発連合：http://coalitionagainstnukes.jp/

1.6

衆院補選－北海道 5 区と京都 3 区

（2016 年 4 月 24 日）結果資料

4 月 24 日の衆院補選では、北海道 5 区で「市民＋野党」が健闘の末惜敗、京都 3 区では、自公が候補者を
立てず北海道 5 区に勢力を集中する中、民進党候補が圧勝した。北海道 5 区の戦争法廃止をうたった「市民
＋野党」の善戦をふまえて、6 月の沖縄県議選（5 月 27 日告示、6 月 5 日投票）を経て、7-8 月の参院選に向
かう。この選挙は、戦後 70 年の戦争をしない国を、戦争に参加し殺し・殺される国に転換する安倍首相の仕
上げにあたる選挙だ。参院での 2/3 獲得で憲法成分の改定を公言し、戦争体制・軍事化を推進する安倍政治を
阻止し過半数割れをめざさなければならない。4 月 24 日衆院補選の結果を、選管発表資料で紹介する。

■北海道 5 区
選挙当日の有権者数
市区町村名

男

女

計

投票者数
男

女

棄権者数
計

男

女

計

札幌市厚別区

48,820

59,386

108,206

28,738

34,717

63,455

20,082

24,669

44,751

江別市

46,543

52,728

99,271

27,543

31,446

58,989

19,000

21,282

40,282

千歳市

38,863

38,145

77,008

21,209

19,373

40,582

17,654

18,772

36,426

恵庭市

27,000

29,016

56,016

16,056

16,821

32,877

10,944

12,195

23,139

北広島市

23,219

25,711

48,930

13,697

15,255

28,952

9,522

10,456

19,978

石狩市

23,283

25,360

48,643

12,678

13,813

26,491

10,605

11,547

22,152

市区計

207,728

230,346

438,074

119,921

131,425

251,346

87,807

98,921

186,728

当別町

6,950

7,466

14,416

4,395

4,648

9,043

2,555

2,818

5,373

新篠津村

1,292

1,480

2,772

987

998

1,985

305

482

787

石狩振興局 計

8,242

8,946

17,188

5,382

5,646

11,028

2,860

3,300

6,160
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北海道第５区

215,970

239,292

455,262

投票率(%)
市区町村名

125,303

137,071

262,374

前回投票率(%)

90,667

102,221

和田義明
計

得票数

192,888
池田真紀

男

女

計

男

女

得票率

得票数

得票率

札幌市厚別区

58.87

58.46

58.64

60.84

58.14

59.36

29,292

46.70

33,434

53.30

江別市

59.18

59.64

59.42

59.81

57.87

58.78

28,661

49.12

29,687

50.88

千歳市

54.57

50.79

52.70

59.97

54.25

57.14

25,591

63.93

14,439

36.07

恵庭市

59.47

57.97

58.69

62.42

58.31

60.30

19,447

59.82

13,062

40.18

北広島市

58.99

59.33

59.17

60.57

58.87

59.68

13,419

46.89

15,200

53.11

石狩市

54.45

54.47

54.46

55.07

52.54

53.75

13,103

49.94

13,133

50.06

市区計

57.73

57.06

57.38

59.97

56.92

58.37

129,513

52.12

118,955

47.88

当別町

63.24

62.26

62.73

60.45

57.41

58.87

5,023

56.28

3,902

43.72

新篠津村

76.39

67.43

71.61

70.95

61.60

66.00

1,306

66.43

660

33.57

石狩振興局 計

65.30

63.11

64.16

62.11

58.09

60.02

6,329

58.11

4,562

41.89

北海道第５区

58.02

57.28

57.63

60.05

56.97

58.43

135,842

52.38

123,517

47.62

▼北海道新聞（北海道新聞（04/25 02:00、04/25 02:04 更新）
「和田氏、２０～４０代の支持厚く 出口調査、無党派層は３割
衆院道５区補欠選挙で、北海道新聞社は２４日、選挙区内３０カ所の投
票所で投票を終えた有権者１８００人を対象に出口調査を行った。自民党
公認で公明党などが推薦する新人和田義明氏は、自民党、公明党支持層の
大半を固めたことが当選につながった。民進党や共産党など野党４党が推
薦する無所属の新人池田真紀氏は民進党、共産党の大半を固めたものの、
支持に広がりを欠いた。
和田氏は、自民党の支持層の８割以上を取り込んだ。公明党の支持層も９
割固めた。無党派層からの支持は３割にとどまった。前回２０１４年の衆
院選で故町村信孝前衆院議長に投票した人の８割から支持を得た。

池田氏は、民進

党支持層と、共産党支持層の９割以上を固めた。無党派層からも７割の支持を得たが、当選には及ばなかった。世代別の
支持では、和田氏は２０～４０代で、池田氏は５０代以上でそれぞれ優位だった。職業別は和田氏は「民間企業従事者」
「自営業」などで、池田氏は「公務員・団体職員」「契約派遣・アルバイト」などで上回った。今回の補選で最も重視し
た課題や政策は、「社会保障」２４・９％、「景気・雇用」１９・４％、「安全保障問題」１０・９％の順に多かった。」

■京都 5 区 ▼有権者数：344,172 人（男-163,862、女-180,310）、▼投票者数(投票率)：103,650 人（30.12％）
【男-50,937（31.09％）、女-52,713（29.23％）】
政党
候補者

日本のこころ

幸福実現

小野 ゆ
きこ

大八木 み
つこ

たぶち
正文

おおさか維新
森

なつえ

民進
泉

ケンタ

コオリ
昭浩

計

伏 見 区

4,854

2,664

1,189

12,472

38,438

205

59,822

向 日 市

529

700

334

2,740

8,562

53

12,918

長 岡 京 市

896

995

606

4,468

14,965

93

22,023

170

240

118

1,030

3,086

19

4,663

6,449

4,599

2,247

20,710

65,051

370

99,426

大 山 崎 町
計
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２

軍事体制の実質化に対する監視・批判の一層の強化へ

安保法の施行に対抗して、１でみたように衆院補選や参院選挙や地方自治体選挙など選挙での闘いがあり、
また違憲訴訟の形で法的闘いが開始された。一方で、米軍基地の強化、日米軍事共同行動・軍事一体化＜ガ
イドラインのの推進＞、自衛隊の軍備増強、国内軍事生産の加速、武器輸出、軍学共同（大学等における軍
事研究協力）、これらを支える機構の強化（防衛省への昇格＜07.1.9＞、防衛装備庁設置＜15.10.1＞）があ
り、人的には文民統制の弱化－自衛隊制服組の権限強化・独走傾向－がある。これらの危険な動向について
は、しっかりと監視し、批判・反対運動を強めていく必要がある。沖縄の辺野古基地設置反対を始めとする
基地反対運動、そして各地の基地（被害）反対運動は、市民を中心とする長い闘いである。これら運動がま
た、軍事強化の動向を監視してきた。この 2 では、制服組の権限強化・暴走に関する文献を読んでのノート
と、武器輸出に反対する運動体として最近発足した NAJAT からの奈良本氏の稿を掲載する。 氏は編集者の
伊藤の旧同僚、反原発官邸前抗議の常連。4 月 23 日の NAJAT の講座第 1 回で寄稿を依頼した。

2.1

自衛隊が自ら推進する「軍隊化」への警戒・監視・批判運動を（メモ）
伊藤 陽一

ここ数年、この２の導入文で記した軍事化を警戒する指摘が多くなった。2016 年に入って目についたもの
として、①纐纈厚(2016)『暴走する自衛隊』ちくま新書、②水島朝穂（2016）
「自衛隊制服組が『軍隊化』を
進める」
『週刊金曜日』1081 号(2016.3.25)、③朝日新聞記事(2016.4.24)、さらに、前田哲男「三つの同盟と
ガイドライン上、中、下」
『世界』2015,12～16.2、山根隆志「戦争法と日米軍事同盟、上、下」
『前衛』2016.3.4、
他がある。ここでは①～③からの抜き書きメモで、筆者なりの当面の把握としたい。
■制服組が政治の表に
4 月 24 日の朝日新聞・朝刊 4 面【上記文献③】に「制服組 じわり政治の表に」
の大見出し下に、
「統幕長、頻繁に官邸訪れ意見」と「部隊運用も権限拡大」の中見出しで、以下の導入が掲
載された。
「自衛隊の制服組(自衛官)の影響力が安倍政権で強まっている。政治の表部隊である首相官邸に現
れる機会が急増。防衛省では背広組 (文官) との駆け引きの結果、部隊運用の権限も強めた。制服組の判断を
政治が追認するだけになるのではないか。そんな懸念に政権は『文民統制（シビアリアンコントロール）は
確保されている』と繰り返す。
」
本文記事には以下の指摘がある。自衛隊制服組トップの河野克俊統合幕僚長が第 2 次安倍内閣発足後にひ
んぱんに(76 回)会うようになった、以前は震災対応や新旧交代の挨拶が中心で防衛相や防衛省幹部 (背広組)
を同行していたが、最近は熊本地震前まではほぼ週一回、地震発生後は 2，3 日に 1 回の頻度になった。「自
衛隊は発足以来、政策の専門家である文官（背広組）が制服組より優位だとする『文官統制』が行われてき
た。戦前・戦中に軍部が暴走した反省から生まれ、シビリアンコントロールを強化する制度と位置付けられ
てきた。しかし安倍政権はこれを撤廃」
。そして、○2015 年 6 月の改正防衛省設置法により背広組の官房長・
局長らは、制服組の統合幕僚長、陸海空各幕僚長らと「対等」に防衛相を補佐することになり、○同法によ
り防衛省は大規模な組織改編を行い、自衛隊の運用を統幕に集約して制服組の発言力は格段に高まった。防
衛省幹部は「法律で制服組を抑える担保がなくなったのは問題・シビリアンコントロールの問題が出てくる
可能性がある」と危惧している。○部隊運用計画作成でも、これまで背広組が把握していた防衛相の指示と
承認を、計画の作成から完成まで統幕に移して、制服組が請け負うことになった。○日米防衛協力でも、自
衛隊と米軍の制服組が、平時から有事まで運用調整にあたることになった。これによって、政治家や背広組
は、制服組が決めたことを追認するだけになる可能性がある、という。
■河野克俊統合幕僚長と自衛隊トップの歴史観
この記事で引き合いに出され、熊本地震の被災地視察で
安倍首相の後ろに控えてツーショットの写真がある河野統合幕僚長とは、防衛大学出身(21 期)で、海上幕僚
長を経験している。文献②によれば、防衛大学 24 期で、2 等陸尉で退官した中谷防衛大臣にとっては、
「雲
の上の人で、頭が上がりません。昨年 10 月の内閣改造で中谷防衛大臣が予想外の留任となったのは、制服組
にとってコントロールしやすいらからではないか」という。そして、河野統幕長は、14 年 12 月の訪米時に
「安保法制は来年夏までに成立する」とか、「自衛隊の連絡官を米アフリカ軍に派遣する」といったりして、
防衛大臣や防衛省内局を意に介さないような政治的発言を平気でしている、という。文献②は「警戒すべき
は、
『自衛隊が軍隊で何が悪い』という、政治的発言も躊躇しないような河野統幕長のような軍事テクノクラ
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ートたちが、陸海空の自衛隊トップ占めるようになってきている現状です」と指摘する。
文献①の指摘の一部を筆者なりに引用・要約すると、まず、(1)自衛隊トップは「アメリカとの同盟関係に
便乗しながらも、その一方ではアメリカ及びアメリカ軍への従属性を希薄化させ、自立した国防軍への変貌
の機会を窺がっている」、(2)統合幕僚学校の高級幹部課程でつくられた「歴史観・国家観」では、(i)「昭和の
戦争」は侵略戦争ではなく、
「自存自衛」のためのやむを得ない受身の戦争であり、(ii)「昭和の戦争」が侵略
戦争でないとすれば、現行憲法は論理的に廃絶しなくてはならない虚偽の体制である、とされていた。これ
は「戦後の歴史研究の成果を全く無視し、恣意的で観念的な歴史観によって歴史事実を全く認めようとしな
い、歴史否定主義、歴史修正主義の典型スタイルと言えるもので、田母神氏の主張と同じである。この歴史
観が制服組幹部の教育で展開されている。
「自衛隊高級幹部の間では、半ば公然化あるいは常識化していると
思わざるをえない」ということになろう【文献①、第 6 章】。そのうえで要点は以下であると読んだ。
■文民統制の機能不全
「幹部自衛官の超法規的な言動が頻発している事態に対し、すでに自衛官や自衛
隊組織に対する法による規制や政治による統制が限界に達していることである。その点からも、文民統制が
機能不全に陥りつつある、と言えよう。同時に、そのことは幹部自衛官たちの民主主義社会の規範への不服
従の姿勢が露わになってきたとも言える」(文献①、p.164)。
■政治家たちによる文民統制の軽視・幹部自衛官の動きの黙認・促進・利用
「こうした動きが加速して
いる最大の理由は、政治家たちの間にある文民統制への無関心あるいは拒否反応が明らかになっていること
である。むしろ積極的に自衛官の政治的言動を促し、既成事実の積み重ねのなかで、この国の軍事化に拍車
をかけようとする目論見も透けて見える。そこで問題とすべきは、自衛官を統制する役割の文民政治家が、
場合によっては幹部自衛官以上に軍事主義に囚われていることである。世論にしても、かつての三矢研究や
来栖発言問題の時のように激しい反応が見られない。そうした政治家のスタンスや世論の変化が、幹部自衛
官の政治的発言に拍車をかけているのである。
」
（p.164）
■自衛隊幹部による「軍隊化」推進の監視・警戒と批判運動へ
筆者・伊藤は、これらの自衛隊幹部の独
走傾向への社会的注目と監視は、軍事体制の特殊性と情報不足、マスメディアの委縮・自主規制傾向の中で、
なお弱いままであると思う。戦争法の実施を阻止する参院選挙や裁判闘争と連携しながら、市民運動を中心
とて独自の監視・批判の運動の強化がますます必要になっていると考える。
【内海ゼミ 1961 年卒】

2.2

「三原則」と武器輸出反対ネットワーク
奈良本 英佑

日本の潜水艦が、フランスの潜水艦に敗れた――今月 26 日の日本経済新聞は、
「豪潜水艦、日本勢受
注逃す――仏企業を選定」と報じた。潜水艦隊の大幅拡大を計画するオーストラリアとの潜水艦共同開
発を巡って、日本、ドイツ、フランスの 3 カ国が激しい売り込み合戦を繰り広げたが、オーストラリア
は、同日、フランスの DCNS 社を選んだと発表した。設計・建造費は約 500 億豪ドル、日本円にして 4
兆 3000 億円にもなる巨大プロジェクトだ。日本企業が受注していたら、日本企業最大の武器輸出プロ
ジェクトが実現するはずだった。
日経によれば、
「日本は豪州が求める通常動力型で 4000 トン級の大型潜水艦で唯一、建造実績がある
と訴えてきた。アボット前首相は航続距離や静粛性に優れた日本の『そうりゅう』型に高い関心を示し
ていた」
。そこで、オーストラリアは「昨年 2 月、日独仏を招いた選定手続きを開始。仏 DCNS や独防
衛大手ティッセンクルップ・マリン・システムズが参加した。
・・・日本にとっては 14 年に武器輸出を
条件付きで認める防衛装備移転三原則を定めてから初の大型案件。中国の南シナ海進出をにらみ、米国
を交えた日米豪防衛協力の進化につながると期待していた」が、武器輸出実績のある DCNS が競争に勝
ったわけだ。
だから、安倍政権や、
「そうりゅう型」の売り込みに期待していた三菱重工、川崎重工、経団連などは
非常にがっかりしたに違いない。一方、筆者を含め、日本の武器輸出に反対する人たちは、ともかく安
堵の息をついた。
■ まだある、武器輸出大型プロジェクト
しかし、安心するのは早すぎる。日本の武器輸出計画の大型プロジェクトとしては、F35 多用途ステ
ルス戦闘機の外国機向けの部品製造が最初のものだ。F35 戦闘機は米英など 9 カ国が国際共同開発して
いるもの。日本は共同開発国ではないが、2013 年 3 月、第一次安倍政権が官房長官談話で外国機向け
の部品製造を武器輸出三原則の例外とした。そして、防衛省は外国機向けも視野に入れて、三菱重工が
胴体部分、IHI がエンジン部品、三菱電機が電子部品を製造する契約を交わした。小野寺五典・防衛相
（当時）は、F35 の機体がイスラエルに輸出される可能性を認め、「武器輸出三原則と（の関係を）整
理している」と記者会見で語った。
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代表的な紛争当事国イスラエルへの F35 輸出計画は、当時、日本の内外で問題になり、同年 2 月 7 日
には、日本の市民団体など 14 のグループが、イスラエルへの武器輸出反対、武器輸出三原則順守を求
める要請文を、安倍首相らに提出した。また、3 月には、日本と海外のグループが共同で、（1）日本政
府は、F35 共同開発参加計画を撤回、イスラエルに武器輸出しない立場を明確にすること（2）三菱重
工など日本企業はこのプロジェクトへの参加を拒否すること、の 2 点を求める「国際共同声明」を発表
した。
この結果、日本政府は、武器輸出三原則に基づいて F35 共同開発計画から撤退するのではなく、武器
輸出を国策にするために、三原則自体の撤廃を図った。この結果が、2014 年 4 月 1 日の「防衛装備移
転三原則」というものだ。
そして、その翌月、イスラエルのネタニヤーフ首相が来日して安倍首相と会談し、両国は緊密な軍事
協力を約束した。
実は、日本は、1974 年以来、中東紛争について、イスラエル全面支援のアメリカの立場とは距離を置
き、占領地の全面返還やパレスチナ人の権利回復を求めるなど、アジア・アフリカ諸国に近い立場をと
ってきた。F35 共同開発への参加計画は、日本の中東政策がイスラエル＝アメリカ寄りに転換する、外
交政策の大きな変化を示すものだ。
現在、国内向けの F35 については、三菱重工が機体組み立てを、三菱電機が部品製造を始めているも
のの、外国機向けには関わっていない。しかし、今後、イスラエルなどが購入する外国機向けの部品製
造に参加する可能性は高い。十分な警戒が必要だろう。
もう一つの武器輸出に関わる大型プロジェクトが、イギリスとの空対空ミサイル「ミーティア」改良
型の共同研究だ。これは、防衛装備移転三原則の初適用で、2014 年 7 月 17 日、国家安全保障会議の関
係閣僚会議で決定した。同日の「産経」は、
「共同研究では、命中精度を高めるため、標的を識別する日
本のセンサー技術を組み込むことを想定、
日本側からは防衛省のほか三菱電機も研究に加わる見通しだ。
防衛省では、ミーティアを次期主力戦闘機『Ｆ３５』に搭載することを念頭に置いている」と報じた。
この 2 週間余り前、安倍政権は、今までの憲法解釈を変えて、集団的自衛権の行使は合憲だとする閣議
決定をしたばかりだった。
同プロジェクト具体化のための、日英外務・防衛担当閣僚級協議（「２プラス２」
）の第１回会議がロ
ンドンで開かれたのは、翌 2015 年 1 月。日経によれば、ここで「海上自衛隊の国産哨戒機『Ｐ1』の対
英輸出などを念頭に、防衛装備品での協力の拡大で一致、最新鋭機『Ｆ35』に搭載する空対空ミサイル
開発に向けた共同研究の推進も申し合わせた」。
日英「2 プラス２」の第 2 回会議は、今年 1 月 8 日、東京で開かれた。日本では、あまり詳しく報道
されなかったようだが、ミーティアの共同研究を含め、さらなる軍事協力が話し合われた模様だ。
日本は現在、米国や欧州諸国のほか、インド、東南アジア諸国など、計 21 カ国との間で武器開発、
輸出計画を進めている。
（
「防衛装備・技術政策、防衛装備・技術協力の現状」（平成 28 年 2 月、防衛装備庁）参照。
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/meeting/bouei_gijutsu/sonota/01_b.pdf）
■ 日本の武器輸出政策
すでに見た通り、日本政府は、2014 年 4 月 1 日、
「武器輸出三原則」を骨抜きにした「防衛装備移転
三原則」を閣議で定めた。
この「武器輸出三原則」は、1967 年 4 月に佐藤内閣が定めたもので、次の場合は武器輸出を認めな
いとしていた。
（1）共産圏諸国向け（2）国連安保理決議で武器等の輸出が禁止されている国向け（3）
国際紛争当事国またはその恐れのある国向け。
1967 年、これを強化した三木内閣「統一見解」では、（1）三原則対象地域以外の地域についても憲法
及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、武器の輸出を慎む（2）武器製造関連設備の輸出
も、
「武器」に準じて取り扱う――と、日本の武器輸出を原則的に禁止する方針を打ち出している。
さて、新しい「防衛装備移転三原則」では、「防衛装備」（武器など）の海外移転（輸出）を認めないケ
ースは、次の通りとされた。
（１）移転がわが国の締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反す
る場合（2）移転が国連安保理の決議に基づく義務に違反する場合，又は（3）紛争当事国（武力攻撃が
発生し，
国際の平和及び安全を維持し又は回復するため，国連安保理がとっている措置の対象国をいう。
）
への移転となる場合。
ここで注目すべきところは、第 3 項の（カッコ）の部分だ。建国以来大小の戦争を繰り返し、2014
年にもガザ地区へ大規模な軍事攻撃を行ったイスラエルも、アフガニスタン、その他の中東・北アフリ
カ地区での爆撃や地上戦闘などに関与を続けている、アメリカ、フランス、イギリス、トルコなどのＮ
ＡＴＯ諸国もロシアも、この定義では、
「紛争当事国」ではないので、こうした国への武器輸出は問題な
いというわけだ。このように、日本の武器輸出規制は、まったくのザルとなってしまった。
軍需産業を中心とする、経済界は、この流れに勢いを得て、昨年 9 月、
「防衛産業政策の実行に向けた
提言」を発表、国策としての軍需産業の保護・育成と強化を公然と訴えた。政府は、防衛省の機構改革
で、同年 10 月、防衛装備庁を設置、武器輸出の業務を一元化した。安倍政権の「防衛装備移転三原則」
と、この新部局の設置は、2012 年ごろから同政権が進めてきた武器輸出振興政策の既成事実を、制度化
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したものといえるだろう。
■ 終わりに
筆者も参加している、市民団体「武器輸出反対ネットワーク」
（略称ＮＡＪＡＴ）は、昨年 12 月に発
足した。これは、
「憲法改正」をかかげ、
「特定秘密保護法」と「安保関連法」
（戦争法）を強引に成立さ
せ、大型プロジェクトを含めて、武器など軍需品の生産と輸出を進めている現政権の方針に、私たちが
危機感をいだいたからだ。ＮＡＪＡＴは、この間、1 月の日英「２プラス２」や、オーストラリアへの
潜水艦売り込みへの抗議行動、また、核拡散を加速させる、日印原子力協定へ向けた動きに反対するな
どの活動を行ってきた。国会議員への働きかけも始めている。
日本にも、戦争をビジネスチャンスとして待望する「軍産複合体」ができてしまってからでは手遅れ
だ。今ならまだ間に合う。ＮＡＪＡＴが掲げる「死の商人国家になるな」の声を大急ぎで広げ、同様の
運動に取り組んでいる、他のグループや個人とも協力して、危険な坂を転がり始めようとしているこの
国の武器輸出促進政策に、ブレーキをかけなければならない。
幸い、オーストラリアへの潜水艦売り込みは頓挫した。少し時間ができた。このチャンスを生かさぬ手
はない。
（ＮＡＪＡＴの Facebook ホームページは：https://www.facebook.com/AntiArmsNAJAT/）

【NAJAT 運営メンバー/ 『アル・ジスル－日本とパレスチナを結ぶ』 代表】

３

反・脱原発をめざして

前号以降の大きな出来事は、3 月 9 日に、大津地裁（山本義彦裁判長）が、1～2 月に再稼働をはじめた関
西電力高浜原発 3，4 号機の運転差し止めの仮処分決定を出したことである。2 基は翌日運転を停止した。関
電による安全性の立証が不十分であるとの理由であった。○稼働中の原発が、原発所在の福井県の隣県滋賀県
の住民 29 人による仮処分申請で、停止されるという歴史上初めての事態であった。これで稼働原発は鹿児島
県の川内原発 1，2 号機だけになった。この 2 機の運転差し止め仮処分申請の即時抗告審査で、4 月 6 日に福
岡高裁支部は九電の主張を丸のみして稼働停止を認めない決定を出した。福島原発事故から 5 年が経過する
中、原発再稼働を急ぐ電力会社と政府・規制委員会の動きはなりふりかまわなくなってきた。電力会社は、
老朽原発を、当初用意するとしていた免震重要棟の建設を撤回しながら稼働申請をし、規制委員会は、次々
に基準に沿っているとの判断を下している。多くの不備や問題点の多方面からの指摘について放送しないよ
うにと、籾井 NHK 会長は語っている（編集後記 Y.Y を参照）。3.11 以降途絶えた原発＝安全広告（費用は
電気料金から）が電力会社によって復活しつつある。他方で、原発再稼働阻止を求める国民運動は、3 月 26
日の NO NUKES DAY 代々木集会に 3 万 5 千人を集めた。今、熊本地震が「日本列島＝地震列島」を再度警
告している。東電福島事故から学ばない再稼働推進者たちへの批判が高まりつつある。

3.1

九州の地震に際して、川内原発の稼働停止を求める声明
脱原発弁護士全国連絡会

今回の九州地方の地震によって亡くなられた方々に心からお悔やみを申し上げると共に、被災された皆さ
んに、一刻も早く日常生活を取り戻すことができるよう、お見舞い申し上げます。
私たちは、平成２３年東北地方太平洋沖地震によって東京電力福島第一原発事故を発生させたことについ
ての反省のもと、地震や火山噴火という自然災害によって、万が一にも原子力災害を発生させてはならない
という観点から、今回の九州地方の地震の周辺地域に立地している九州電力川内原発及び四国電力伊方原発
の安全性について強い危惧を有しており、とりわけ運転中である九州電力川内原発の速やかな停止を求める
ものです。
４月１４日にマグニチュード６．５、４月１６日にはマグニチュード７．３の地震が熊本地方を襲い、強
い揺れが続いている。一連の地震は終わっておらず、今後さらに大きな地震活動の可能性も否定できないと
いう観点を対策の基本に据えなければならない。防災科学研究所が運用する KiK-net 益城(KMMH16)ポイント
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では、地表の最大加速度は４月１４日には１５８０ガル、１６日には１３６２ガルを記録した（いずれも三
成分合成値）。さらに、１６日には小規模ではあるが、阿蘇山の噴火も始まった。
気象庁は、熊本県での地震活動の範囲がこれまでよりも南西側に広がっているという見解を示し、引き続
き、広い範囲で強い揺れに警戒するよう呼びかけており、１７日の記者会見では、「いつ、どのような規模
の地震が起きるのか、という正確な予測はできないが、地震活動が高まっていると考えられる。これまでの
地震で強い揺れを観測しているところもあり引き続き強い揺れに警戒して欲しい」としている。
このような状況において、日奈久断層帯を南西方向に延長した地域に位置する川内原発の稼働を継続するこ
とに対する社会的な不安は高まっている。
また、４月１６日以降、余震は、地溝帯の阿蘇、大分方向にまで伸びている。これらは、中央構造線の断層
帯の活動であり、１５９６年９月１日、大分県湯布院から愛媛県西条市まで１６０㎞にわたり中央構造線が
活動した慶長豊予地震が発生した実績があることから、伊方原発直近の中央構造線の断層が大きな地震を起
こす恐れがある。
都司嘉宣元東大地震研究所教授は、「中央構造線の一部が動いたと見ていい。」「豊後水道を震源とする比
較的大きな地震が起きる可能性もある。四国地方も含めて警戒が必要だ」とコメントしている（２０１６年
４月１７日毎日新聞）。林愛明京都大学教授は、「今回ずれた断層の延長線上にひずみがたまり、大分県側
でＭ７級の地震が起きることも否定できない。四国側の中央構造線が動く可能性もある。」とコメントして
いる（２０１６年４月１７日朝日新聞）。
大分から日向灘を挟んだ四国側には伊方原発が位置し、今夏にも再稼働が予定されているが、伊方原発を強
震動が襲う可能性が増しているということである。
今回の九州地方において連続する地震は、すでに多くの命を奪い、生活・財産の破壊を招いているが、さら
に地震が拡大するおそれは十分にあり、また、一連の地震活動が火山活動につながる可能性も否定できない。
既に地震によって新幹線や道路網が傷つけられており、もし原発事故が起きた場合、その避難にも重大な支
障が生じている。この上、突然の震災で大変な苦境にある被災者に対して、原発事故による放射能の追い打
ちをかけるようなことは、万が一にもあってはならない。
私たちは、政府と原子力規制委員会に対して、地震・火山による災害を原発事故災害に拡大させないために、
少なくとも今回の地震活動がおさまるまでは川内原発を停止させ、伊方原発の再稼働を認めないことを強く
求める。
平成２８年４月１９日
脱原発弁護団全国連絡会：共同代表 弁護士 河合 弘之/弁護士 海渡 雄一
「原発なくそう！九州川内訴訟」弁護団：共同代表 弁護士 森 雅美/弁護士 板井 優/
弁護士 後藤 好成
伊方原発をとめる弁護団：団長 弁護士 薦田伸夫
伊方原発差止訴訟広島弁護団：団長 弁護士 胡田 敢

3.2

函館市大間原発訴訟（大間原子力発電所建設差止等請求事件）を傍聴

山口幸夫
この裁判は、原発立地自治体以外の自治体（函館市）が原告となって、大間原発建設の差し止めを提訴
（2014.4.3）するという全国でも注目すべき裁判である。被告は国と電源開発株式会社の二者である。
「金曜官邸前抗議行動」の際に配布されたチラシで、第 8 回口頭弁論が 4 月 20 日東京地裁で開廷される
ことを知り傍聴することとした。
午後 3 時開廷につき 30 分前に地裁前に到着。既に多くの人が抽選待ちで並んでおり最後尾についた。
最終的に 120 人ほどの人の中から抽選に当たり法廷内に入ることができた。103 号法廷は 7 列（1 列
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14 人）
、そのうち記者席は７席（２席が空席）であった。
１. 第 8 回口頭弁論の内容
（１）原告側弁護士より、高浜原発 3・4 号機の大津地裁決定と川内原発 1・2 号機の福岡高裁宮崎支部
決定の 2 つの判決について説明。
（２）大津地裁の差止め決定を評価する一方、福岡高裁宮崎支部の決定論理の中に「社会通念」という
概念をもち込み、それを都合よく解釈しているのは問題であると主張。
２. 裁判報告集会
裁判終了後、地裁から徒歩で 15 分離れた参議院議員会館会議室にて報告集会が催された。会場は参加者
(えんれい草グループの伊藤、イロハネットの吉田隆氏も参加)で満席となり、弁護団からの裁判の報告、その
後大間原発の MOX 燃料の危険性についての報告などがあった。
自治体が原告となるこの裁判に、参加し法廷内の雰囲気を自分の身体で感じとりたいと思い以前から機会
をうかがっていた。今回は原告弁護士の口頭弁論だけで裁判自体は 20 分ほどで終了したが、傍聴席に空席が
なかったこと、報告集会にも多くの参加者がいたことは、この裁判に対する関心の強さを示すものであった
と思う。福岡高裁の決定要旨を読む限りでは到底納得ができるものではない。あらためて福岡高裁決定の全
文に目をとしてみたい。なお、提訴からの経緯等訴訟の詳細は函館市のホームページに掲載されている。ま
た、えんれい草 5 号（2014.5.26）でも提訴について掲載している。 【内海ゼミ 1970 年卒】

【参考】
○大津地裁、高浜原発運転差止め決定要旨
関電高浜原発 3・4 号機（福井県高浜町）を巡り、隣県の滋賀県内の住民 29 人が運転の差し止めを求めた
仮処分申請で、大津地裁（山本善彦裁判長）は 3 月 9 日、
「安全性が確保されていることについて（関電
側は）説明を尽くしていない」などとして、申し立てを認める決定を出した。３号機は原子力規制委員会
の新規制基準に適合したと認定されて１月末に再稼働したばかりだが、仮処分は即座に効力が発生するた
め、関電は 10 日、停止作業を始める。稼働中の原発の運転を停止させる仮処分決定は初めて。
（毎日新聞
より抜粋）
○九電川内原発 1・2 号機の再稼働差し止めを認めなかった 4 月 6 日の福岡高裁宮崎支部の決定要旨
どのような事象でも原子炉施設から放射性物質が放出されることのない安全性を確保することは、少なく
とも現在の科学技術水準では不可能だ。わが国の社会がどの程度の危険性であれば容認するかの社会通念
を基準として判断する。
【新規制基準の合理性】 基準地震動（耐震設計の目安となる揺れ）の策定、耐震安全性確保や重大事故対
策に関する新規制基準に不合理な点はなく、施設が新基準に適合するとした原子力規制委員会の判断も不
合理とは言えない。九電は相当の根拠、資料に基づく説明を尽くした。
基準地震動を上回る地震のリスクはゼロではないが、耐震安全性の確保の観点から新基準は極めて高度の
合理性を有する。住民に直接的かつ重大な被害が生じる具体的な危険が存在するとは言えない。
【火山の危険性】
火山の噴火時期や規模を的確に予測できるとする規制委の前提は不合理だが、日本全
体で見れば破局的噴火は約１万年に１回程度だ。極めて低頻度で経験したことがない規模の自然災害の危
険性については、安全性確保の上で考慮されないのが実情であり、無視できるという社会通念がある。こ
のような危険性を自然災害として想定するかは政策判断に帰するが、現行法制度では想定すべきとの立法
政策は取られていると解釈できない。立地不適とは言えない。
【その他の危険性】
竜巻による飛来物が使用済み燃料ピットに衝突し重大な被害が生じる具体的な危険
があるとは言えない。テロリズム対策も新基準に適合するとした規制委の判断は不合理ではない。戦争に
よる武力攻撃対策は国の防衛政策に位置づけられ、危険性を検討する余地があるとしても、九電による人
格権侵害の恐れがあるとは言えない。
【避難計画の実効性】
避難計画は、施設からの距離に応じた対応策が合理的かつ具体的に定められてい
ることを確認したとして原子力防災会議で了承されている。段階的避難の実効性や避難経路の確保などの
問題点を指摘することができるとしても、避難計画が存在しないのと同視することはできない。原発の運
転で、直ちに九電による人格権侵害の恐れがあるとは言えない。（毎日新聞より抜粋）
○大間原発訴訟について詳細は、函館市のホームページ「大間原発の建設凍結のための提訴について」
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031000166/
○大間原発反対関東の会 函館市の大間原発差し止め裁判等を首都圏で勝手連的に応援するためにつくられ
た会：http://genki365.net/gnkf03/pub/sheet.php?id=63258

3.3

福島原発事故損害賠償請求事件（千葉地裁）裁判傍聴記

山口 幸夫
3 月 31 日ある裁判を傍聴した。千葉地裁の「福島原発事故損害賠償請求事件」である。
福島県から千葉県に避難した 6 世帯 20 人が、国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟。その第 1 回口頭弁論が
あった。20 人の原告は、当時何らの事故情報も得られない中で、放射性物質拡散の恐怖から自主的に避難し
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た住民たちである。この人たちは、
「指定区域」の指定はされず“区域外避難者”とされた。
１. 冒頭、原告Ｍさんの陳述
原告の一人である M さん（37 歳女性）は、南相馬市から家族 4 名（夫と子供 2 人）で避難し、茨城県内、
姉が住む神奈川県 H 市、現在居住している千葉県 Y 市まで来た経緯を説明。その際、当時の苦難を思い出し
たのか、涙声になり話が途切れることもあった。M さんは、｢目に見えない放射線の被曝から私たち自身や子
供を守らなければという、当然の要請から避難行動を選択した私たちの権利を認めてください｣と述べた。そ
して、現在子供も地元小学校に入学、学校生活にも馴染んできており、Y 市への永住を考えざるを得ないと
いう心境を語った。M さんは当時働いていた仕事も辞めざるを得なかった。
２. 次に原告弁護士・滝沢信氏からの意見陳述
以下「意見陳述書」を要約する。
① 裁判の目的
・この裁判の目的は、最大かつ最悪の公害事件である原発事故を起こした「国と東電の法的責任」を明確に
し、｢原発被害の完全な救済を実現｣することにある。この裁判の意義は、原発事故によって「失われた生
活と人間の尊厳の回復」にある。
・原告ら避難指示区域外者は自主避難したというだけで、同じ南相馬市内の区域者（帰還困難区域・居
住制限区域・避難指示解除準備区域）と比べても満足な賠償を受けることができていない。
②裁判の争点
イ．責任論･･･津波知見の存在によって被告らは、事故予見できたのであり当然法的責任を負う。
ロ．損害論･･･国が指定した避難指示区域は、放射線被曝の実態を把握した上のものではなく、当時恐怖か
ら避難した原告らの避難が不合理とはいえない。被告らは年間 100 ミリシーベルト以下の被曝線量では
他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さいため、発がんリスクの明らかな増加を
証明することは難しいと主張する。しかし、それをもって“発がんリスクが存在しない”とはいえない
のであり、特に子供達に対する放射線被曝による影響を恐れて避難した原告らに、避難の合理性は十分
にある。
③今後の裁判日程（千葉地裁 601 号法廷）
第 2 回（2016. 6.30 15：00～）、 第 3 回（2016. 8.29 10：30～）
、
第 4 回（2016.10.30 10：30～）、 第 5 回（2016.12. 4 13：30～）
３．原発訴訟全国連絡会の結成
この裁判に先立つ 2 月 13 日、
「原発被害者訴訟原告団全国連絡会」が結成された。連絡会に加わったのは
各地 21 原告団（9645 人）で、都内で行われた結成大会には約 180 人が集まったという。
４.県外避難者と子ども甲状腺ガンの実態

①“原発震災”から 5 年経ち、福島県からの避難者数はピーク時の 16 万人から減少しているものの、
今なお約１0 万人が避難中である。そのうち 4 割以上（4 万 3 千人）が県外避難者として全国各地で
生活している。
②福島県は、当時 18 歳未満の子供を対象に健康調査を続けている。福島県民調査報告書によると、子
供甲状腺ガンが確定したか疑いがあるとされたのは 167 人（昨年 12 月末現在）
。うち 116 人は 2011 年から
13 年度までの 1 巡目検査(先行調査という)で、51 人は 14 年度以降の 2 巡目検査（本格調査という）で分
かった。
県の検討委員会では「いま見つかっている甲状腺ガンは被曝の影響とは考えていない」という。
しかし、1 巡目検査では問題のなかった子供に、なぜ 2 巡目検査では 51 人のガン（疑い含む）が見つ
かるのか。子供甲状腺ガンの頻度は、世界で年間 100 万人に数人といわれている。福島県の場合は対象者
数（38 万人）に対し 167 人である。100 万人に換算すると約 500 人という異常な数字になる。科学的根拠
に基づく健康管理体制を、早急に構築していくべきではないか。
（4 月 5 日 記）

3.4

北海道の原発関係施設をめぐる動向（５）－2016 年 4 月下旬－

この NL 前号に続いて、上記タイトルで、関連施設と抗議行動等の概要を示します。
１ 北海道電力泊原発
裁判（札幌地裁） 北海道電力・原子力規制委員会等 抗議活動等：北海道の反・脱原発市民運動は活発・多様
2016 2.16
第 16 回口頭弁論 15:30～
2.25
HAIRO ニュース No.17【第 16 回法廷だより】
3.11
忘れない 3.11 メモリアル講演会・大島堅一氏
3.13
フクシマを忘れない！さよなら原発北海道集会 1,100 人
5.17 第 17 回口頭弁論 15:30－

HAIRO ニュース（http://tomari816.com/blog/wp-content/uploads/2015/08/news-no15.pdf）

２

電源開発（Ｊ．パワー）大間原発
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裁判 (函館市訴訟は東京地裁、 電源開発株式会社（J.パワー）
訴訟の会訴訟は函館地裁)
函館市訴訟第７回口頭弁論 15：00～ 103 号法廷
■ 大間原発訴訟第 19 回口頭弁論

2016 1.19
3.3
3.28
4.20
函館市訴訟第８回口頭弁論 15:00～
7.8
■ 大間原発訴訟第 20 回口頭弁論
7.14（木）
函館市訴訟第 9 回口頭弁論 15.00～103 号法廷
7.16（土）
7.17（日）
10.18（火）

抗議活動等

訴訟の会・会報 40 号
報告集会

オオマグロック・講演会
第 9 回大間原発反対現地集会
函館市訴訟第 10 回口頭弁論 15.00～103 号法廷

＊大間原発訴訟口頭弁論の概略は「大間原発訴訟の会」
（http://oomagenpatsu-soshounokai.org/index.html）に掲載
＊函館市訴訟の口頭弁論提出書面は」
「大間原発に関わる主な経過過」に掲載。http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100330/）
＊電源開発「大間原子力発電所の建設計画」
（http://www.jpower.co.jp/bs/field/gensiryoku/project/index.html）

今後の審理スケジュールは次のとおりです。(以下「訴訟の会」会報から
① 2016 年 ５月２７日（金） 13:30～ 弁論準備期日（口頭弁論は行われません）
※4 月 8 日との２回の準備期日で、争点の説明、証人の確定がなされることになります。
② ７月 ８日（金） 14:30～ 第２０回口頭弁論期日（この期日までに証人が決まっている予定）
③ 証人尋問、証拠調べの日程は、次のようになる予定です。
2016 年 ９月 23 日（金） 全日 2011･3･11 福島事故以後、法廷における初めての証人尋問になると思います。
９月３０日（金） 全日
訴訟指揮にが注目されるところです。
１１月１０日（木） 全日 その後も２～３回尋問期日が入ると思われます。
１１月１１日（金） 全日
④ 2017 年・・・ 原告弁護団の予想によれば、2017 年３～５月までに証人尋問・証拠調べを終える見込みで、同
年夏ぐらいまでに結審したいと考えています。
➄ 2018 年・・・ 現在の裁判官らが判決を書くとすれば、結審の１０ヶ月後くらいに判決の言渡しがあると予想
しています。
（現在の裁判官も、自分たちで判決を出すと予定していると思われます。
）

３．幌延深地層研究センター(日本原子力研究開発機構：JAEA)
幌延センター
資源エネルギー庁

監視・抗議活動等

1980 年代に深地層試験場は処分場になるとの言もあったが、90 年代に試験施設と処分場は別とされ、特に 2000 年 5 月に「核廃棄物
の町内持ち込みを認めない」町条例、10 月に「核抜き」の北海道条例成立、11 月に道知事・町長・核燃料開発機構理事長の三者間で
「核廃棄物を持ち込まず、使用しない」協定を締結。(2001 年 4 月：研究センター開所)。研究センターの存在が核廃棄物持ち込みの
契機になるとの批判、核抜き研究機関の存続で固定資産収入等の経済効果を期待する町、最終処分場を狙う原発推進勢力等がある。

2015.8.1・2
ほろのべ核のゴミを考える 全国交流会と講演会(豊富町)
11.11
「幌延フォーラム 2015」
11.23
幌延デー北海道集会（30 年目：第 30 回：幌延町共進会場）に 1200 人
2016.4.25,26～5.24
平成 28 年度調査研究計画の説明(幌延町、北海道、地域の皆様)
＊幌延研究センターの経過は、2014.2.3 の日比谷図書文化会館での「No! 核のゴミ 高レベル放射性廃棄物の最終処分を考える東京集
会」での、①長田秀樹（北海道平和運動フォーラム・事務局長)報告（http://www.peace-forum.com/gensuikin/140203_04s02.pdf）、
②本田正（平和運動フォーラム幌延現地監視委員会）・久世薫嗣（核廃棄物施設誘致に反対する道北連絡協議会・代表委員）報告
(http://www.peace-forum.com/gensuikin/140203_04s01.pdf) が年譜に沿って詳しい。
＊原発問題全道連絡会（http://genpatsuren.blogspot.jp/）ニュース

４. 核廃棄物最終処分場
資源エネルギー庁・NUMO

北海道等

抗議活動等

高レベル放射性廃棄物の最終処分地と方法は経産省資源エネ庁の委員会で議論され、2000 年に「特定放射性廃棄物の最終処分に関す
る法律（特廃法）
」制定。使用済み核燃料を再処理した後の「核のごみ」
（高レベル放射性廃棄物）を日本ではガラスと混ぜ固化体と
して金属製の容器に詰め、地下 300 メートルより深い地盤の安定した地層に安置する方式とされた。2002 年から原子力発電環境整備
機構（NUMO）が候補地自治体を公募したが、唯一応募した高知県東洋町は議会や住民の反対で取り下げた。以後 10 年余の経過の中
で、地層処分方式への異論が出る一方、政府は、廃棄物処分問題が原発推進の障碍なるので、2015 年 5 月 22 日に国が前面に立って
取り組むことにした。これで最終処分場問題は全国の問題となった。説明会が全国で開始され、市民運動等が強く警戒している。

2015.4
日本学術会議提言
5.22
最終処分法に基づく基本方針の改定案を閣議決定
5－6 月 資源エネ庁・NUMO 全国 9 都市でシンポジウム
6.1・2
道内市町村対象の非公開説明会を札幌で実施
6.20
資源エネルギー庁/NUMO の地層処分シンポ（札幌）で説明型に対して厳しい意見
7.3
釧路市議会：
「高レベル放射性廃棄物最終処分場の建設を受け入れない意見書」を全会一致で可決
7.31
e-シフト：どうする？！核のゴミ - 最終処分と合意形成を考える日独シンポジウム
9.3
「核のゴミはいらないアクション」が蛯名大也釧路市長に拒否声明を出すよう要請署名 1 万 6741 人提出
9.10
厚岸町議会決議により厚岸町「
「厚岸町に核廃棄物最終処分場はいらない」宣言
10 月
資源エネ庁・NUMO 全国 9 都市でシンポジウム｟第 2 弾）
2016.5.9～6.4 資源エネ庁・NUMO 全国 9 都市でシンポジウム
＊資源エネルギー庁「地層処分ポータル」
（http://chisoushobun.jp/

20

４

秘密保護法反対・メディアの自由に関わって

秘密保護法反対と関連して、北大生・宮澤弘幸冤罪事件をとりあげてきた本 NL にとって、広める会活動、
報道への政府の統制圧力 NHK やメディアの動向は大きな関心事である。当初の企画にはなかった異なる切り
口からの 3 つ原稿を、４にまとめることにした。

4.1

宮澤弘幸・レーン「冤罪事件」を広める会の新リーフレット

福島清

【編集部：
「広める会」事務局長から、新しい短縮版の新リーフレットが配布されました。配布にあたっての
文章とともに、掲載します。】
「 北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会会員のみなさま
ご支援いただいているみなさま /報道関係のみなさま（BCC でお届けします）
全国各地で安倍暴走政権打倒に向けた行動が組織されています。その行動の一環として、
「宮澤・レーン・
スパイ冤罪事件 二度と許すまじ！」と題した、リーフレットを作成しました。
Ａ４判横サイズですので、両面印刷して二つ折りにすれば、Ａ５判のリーフになります。本会ホームペ
ージにも掲載します。
秘密保護法・戦争法廃止のためにご活用ください。」
福島 清 【北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会 事務局長
101-0061 千代田区三崎町 2-19-8 杉山ビル 2F 千代田区労協気付
T: 03-3264-2905 F: 03-6272-5263 E-mail; chyda-kr@f8.dion.ne.jp 、HP=http://miyazawa-lane.com/」
（北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会 事務局長）
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4.2

屹立が望まれるジャーナリズム

泉

定明

１．映画「スポットライト」の紹介
映画「スポットライト」には、隠された事実を追い、社会に問題提起するジャーナリストの姿が描かれて
いる。アカデミー賞の作品賞と脚本賞に輝いた、実話に基づく社会派ドラマの傑作である。評判良い映画な
ので２０１６年５月現在でも、上映されていることと思う。日本の混迷深まるジャーナリズムの中で、上位
者に忖度しているジャーナリストが増えていると危惧される現在に、正義と勇気の眩い光を放つ映画。
２００２年１月に、アメリカの新聞「ボストン・グローブ」紙が、『スポットライト』と名のついた一面
記事に掲載した、多数の国での膨大な数のカトリック神父による児童への性的虐待事実と、意図して隠蔽し
てきた組織への追及記事は、大きな衝撃を与えた。
教区の少年に性的いたずらをしている神父がいるという噂・疑惑は、氷山の一角に過ぎなかった。取材する
うちに、次々と芋づる式に、容疑神父が膨大な数いることが発覚してゆく。しかも彼らは、地位を失うこと
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もなく罰せられることなく、病気療養名目の隠蔽入院後に転勤し、別教区でも犯罪的行為を重ねていた。神
父を神様と慕う貧しい家の子どもに近づき、目を掛けてもらえる嬉しさに付け込む犯行は卑劣だ。しかし、
親も含め地元の熱心な信者たちは、事件をもみ消そうとする。カソリック教徒が多いボストンでは、彼らの
行為はタブーでさえあった（新聞の経営面からも）。
彼らの追跡は、全米・全世界へと波紋を広げ、教会で長く隠蔽されてきた歴史を暴き、社会で権力・権威
を持つ人物たちを失脚に追い込む。ローマ教会もこの事実があったことを認める。神父の個人的犯罪の記事
にするのではなく、地域の教会だけの問題ではなく、犯罪を知りつつ尻拭いしてきたカソリックという巨大
権力体質が、同様の犯罪を全世界に蔓延・放置したという事実を、巨大権力に屈せず明るみにした。封印し
たトラウマを語り泣き崩れる被害者たちを、記者たちは戸惑いと義憤の中で取材する。記者自身も、信仰の
対象に裏切られアイデンティティーが崩壊する。地域社会に影響力を持つ法律家と教区司祭との裏取引への
失望感にとらわれる記者。個別の事件から取材開始し、組織の体質の問題として追及し記事に仕上げた記者
たち。記者生命をかけても、真実の追求の戦いに挑む記者たち。
それでも彼らが闘ったのは？ 「私たちの仕事は、こんな記事を書くことだ」「隠された事実がある限り
事実を探ってゆき、読者に知らせるのが我々の役目」「事実を書くことにより、タブーは消えてゆく」とい
うセリフを、日本のマスコミ・ジャーナリストも忘れないでほしい。
映画は、抑えたトーンで進み、事実が次々と明らかになる取材過程はリアルで、展開の面白さと真実の重
み、記者たちの信念で魅せる映画。被害者たちの声なき声を世に知らしめんと奔走する彼らの姿に、共感と
感動の持てる、テンポ良い映画である。
題名の「スポットライト」とは、闇の中にあるものを探し出し浮かび上がらせる鋭い光。そして、闇から
抜け出す道筋を照らし出す一筋の希望の光。
彼らが自分たちジャーナリストの力を信じていた基礎に、嘗てマッカーシズムに立ち向かった先輩キャス
ターへの記憶があった。

２．米国の「マッカーシズム」を告発したキャスター
東西冷戦の初期段階の１９５０年に共和党右派ジョセフ・マッカーシー議員が、「国務省にいる 250 人の
共産党党員のリストを持っている」と発言し、これをきっかけとしてアメリカ国内の様々な組織において‘共
産主義者の摘発’が行われた。告発の中心の場は、下院の日々活動委員会である。告発対象は、官僚にとど
まらず、陸軍やマスコミ関係者、映画関係者や学者にまで広がった。「共産党員」や「同調者」、「スパイ」
「非米的活動者」というレッテルを貼って、社会的生命を奪った。
当初はマッカーシーの強硬な姿勢が、国民から大きな支持を受けた。人々は「非米活動者」として告発さ
れないように、批判的言動を避け沈黙した。友人関係にも溝が生まれた。しかし、告発にあたりマッカーシ
ーは様々な偽証や事実の歪曲を使い脅し、自白や協力者の告発・密告の強要を強いた。次第にマスコミをは
じめ政府、軍部内にマッカーシーに対する批判が広がる。1954 年 3 月に冷静なジャーナリストのエドワード・
Ｒ・モローが、キャスターを務める「See it Now」の番組内で、「違法な手法」批判キャンペーンを行い、
国民にマッカーシー「赤狩り」に対する警告を訴え、批判が広がる。（2005 年の映画『グッドナイト＆グッ
ドラック』は、マローの戦いを描いた品質良い映画です）
１９５４年１２月に、上院はマッカーシーに対して「上院に、不名誉と不評判をもたらすよう行動した」
として譴責し、「マッカーシズム」は終焉した。
しかし、この間の１９５４年８月に、共産党統制法が成立し、党は非合法化される。その後も米国におい
ては、反社会主義が外交面で強く打ち出され、反共産主義思想は色濃く根付き今に至っている。
マッカーシズムが全米を席巻していた頃、多くのメディアは、マッカーシーやその手先と手法を批判しな
かった。
「共産党シンパ」を擁護したとして、自らがアカの烙印を押されることを恐れたからである。威嚇さ
れ萎縮した結果が、マッカーシズムの脅威を助長した。ジャーナリストは、批判のキャンペーンを行ったキ
ャスターのエドワード・Ｒ・マローのように、肝心なときに黙ってはならない。市民も、主権者として声を
上げ続けないと、自由な立場のジャーナリズムを育てることが出来ない。国としては、当時は東西冷戦下の
反社会主義の牽引者、今は産軍共同資本主義の盟主として覇権的に世界を統括しようという米国であるが、
米国民の気質には建国・開拓以来の原理主義・個人自立主義が流れていて、これが時にバネとなって自分の
意見を政権に対しても自由に突出する力となっているのだろう。

３．日本のメディアと権力の状況
日本は戦後政治の転換にさらされている。安倍首相は、国の根幹を示す憲法を、国民の権利を削減し、権
限の権力への集中を強化し、戦争ができるようにする改定を提起する路線を打ち出している。その中で、メ
ディアが果たす国民への責任は重要であり、ジャーナリストは委縮しないでほしい。
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メディアの役割とは、権力が国民に対し不利益を及ぼすことのないよう正視し、隠された権力の横暴・不
正義を国民の前に提示し、為政者がどのような人物、立場であれ、国民の視点から批判し政策の是正を促進
させることである。為政者の側もメディアの独立性を守るために、権力とメディアの越えてはならない一線
を保ちつつ、メディアが発信する批判を受け政策に生かす真摯な態度が必要である。今、メディアの批判機
能は、不全となるように権力から仕向けられつつあり、メディア首脳部は機能を簡単に放棄していて、それ
が現場での自主的委縮となってきている。政府のメディアに対する手法は、マッカーシズム的である。政権
に批判的なメディアには、非論理な、感情的粗雑な言説で、権限を振りかざし攻撃する。批判的な報道に存
在する小さな瑕疵に対しても、増幅し声高に攻撃する。国民への情報提供の現状は、危機的である。
安倍は、メディアが持つ情報の発信力・伝達力の有効性を充分に研究している。首相に近い政治見解を持
つ人物を NHK の会長や経営委員に送り込んだ例が、安倍政権のメディア統制として判り易い。今までの政
権は自制してきたことであった。それは戦前の日本放送協会が、権力の側の情報を流し国民の目を欺き、国
を間違った方向へ導いたという事実を、従前の政治家・国民は自覚しているからである。
今や NHK ニュースは、差しさわりのないテーマを扱うことが多い。政治報道は、安倍首相の言動や政策
を紹介する「政府広報番組」の様相を呈している。国会の質疑において、野党の質問は省略して安倍首相の
得意顔の持論展開を長々と映し出すことが、盛んに行われている。また、首相・官房長官の会見など、政府
見解の表出回数が激増しており、それに対する論評が行われない。２０１６年４月のＮＨＫ番組編成替えで
は、当り障りのない娯楽的番組がゴールデンタイムに並んでいる。これが人事を握った効果である。
安倍政権は、ＮＨＫのみならず、種々メディアを政権の意に統制することを企み、かなりの程度成功して
いる。安倍政権は、マッカーシーが政治批判者に対し魔女狩りのようにレッテル貼りをして圧力を掛け、社
会からの放擲をはかり、これを見た国民が社会的圧殺の脅威に怯え自己保身せざるを得なくなり、一定のイ
デオロギーの渦に巻き込んでいったのと、同じことをしている。一部の言説を問題だと取り上げ、攻撃を掛
け、全体を否定するのが、マッカーシーのアジテーションの特徴である。２０１４年には朝日新聞に対する
「慰安婦報道」内容介入、記事を書いた者への非難がそれであり、２０１６年３月には、政策に対して厳し
い視点を持つ国谷裕子、古舘伊知郎、岸井成格各氏がニュース番組キャスターから立て続けに降板した。メ
ディアは萎縮し、権力への批判を避け、自分への権力や反対意見からのバッシング攻撃に対して反論する気
概を失っている。国民は為政者からのニュースしか入手できず、判断が偏る危険がある。
一方、政権側の言い逃れ・内容変節・虚言は放置される。しかしメディアは、それを問題視しない。

４．「日本メディアの独立性懸念」が世界に広がっている
・２０１６年４月１９日､国連人権理事会が任命した特別報告者で「表現の自由」を担当するデビッド・ケー
ン氏は、調査の結果、報道の独立性が重大な脅威に直面していると警告した。
【デビット・ケーン氏日本外国特派員協会で会見要旨】
・政府は、メディア規制から手を引くべき―――放送法、特定秘密保護法は改正を
・メディア横断組織を設立し、政府からの独立性強化をメディア・ジャーナリストは図るべき
・メディア内で広がる自己規制（自主規制より以前に記者が上部意向を忖度）の実情
・構造的に政府機関との癒着を招く、記者クラブは廃止すべきだ
・高市早苗総務相には、面会を数度申し込むも断られる
・自民党の憲法改正草案は、
「表現の自由」の観点から問題
・同月２０日には、NGO の「国境なき記者団」が「世界報道の自由度ランキング」を発表した。2010 年に１
１番であった日本は、安倍政権になり急落し７２番で年々順位が下がっている。「問題がある」になった。
少し前の日本であれば、国連などの機関による批判に対しては、まず耳を傾ける姿勢があった。今回政権
はまだ国連特別メディア調査者の発言を無視している。マディアの反応も弱い。安倍政権の恫喝を含めた
強硬・強引な政権運営の勢いに慣れてしまい、政策に反応しても仕方ないという雰囲気が生まれつつある
と思われる。
・資料１：国際連合広報センターＨＰ（2016.4.19）「報道の独立性に対する重大な脅威を警告」
―――国連特別報告者ディビッド・ケイ氏が火曜日（4 月 19 日）
、日本政府に対し、メディアの独立性保護と国民の
知る権利促進のための対策を緊急に講じるよう要請しました。
http://www.unic.or.jp/news_press/info/18693/
・資料２：東京新聞ＨＰ（2016.4.20）「特定秘密保護法は報道に重大な脅威」 国連報告者が初調査
（報告詳細内容）http://www.tokyo-np.co.jp /article/national/list/201604/CK2016042002000111.html
・資料３：HUFFINGSTONPOST by AsahishimbunＨＰ（2016.4.20）
国連「表現の自由」特別報告者「懸念は深まった」記者クラブ廃止など提言【発言詳報】
http://www.huffingtonpost.jp/2016/04/19/freedom-of-expression_n_9728404.html
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５．最後に
マスコミ、ジャーナリズム、ジャーナリストが真実を探りだし、国民の前に提示し、自らも見解を述べつ
つ、国民に判断をさせるという役目は大きい。いま日本では、この機能が脆弱にされる動きが安倍政権によ
って推し進められ、権力を監視するというメディアの重要な役目が危機的になっている。メディアを作るジ
ャーナリストたちにも奮起を求めたいが、それを支えるのは受信者・読者であり、国民の世論であろう。権
力者の行き過ぎや嘘を黙って見過ごさない民主主義・自由主義が国民に根付くためには、個人の自立の育成
が必要なのだろう。
【経済学部 1967 年卒】

4.3

NHK 受信料の未払い裁判（奈良地方裁判所）と「表現の自由」について
山口幸夫

ＮＨＫ受信料未払いについて、奈良地裁で裁判となっている。2015 年 10 月 1 日ＮＨＫ（原告）が、受信料
未払者（奈良市在住の一個人）に対し未払分（合計 4 万 3980 円）と 2％の遅延損害金の支払を奈良簡易裁判
所に申立てた訴訟である。この裁判は、単なる受信料未払問題であるのみならず、憲法 21 条に定める「表現
の自由」との関係で重要な裁判となるので、第 1 回口頭弁論における意見陳述について紹介する。
１. 簡易裁判所から地方裁判所への移送
①被告側は、放送受信契約の締結の時期、内容、支払中止の経過を争うにとどまらず、
「放送受信契約の法
的性格、放送受信料の法的性格、原告の放送法遵守義務と受信契約者の義務との関係等の法的見解を展
開主張して争う」として、奈良地裁への移送申立をした。
（2015.11.26）
②ＮＨＫは籾井会長名で地裁に移送することに反対する意見書を提出した。
③奈良簡易裁判所は、本案件が「基本法たる放送法に関する原告と被告の法的権利・義務、法的地位等の
法律解釈と確定が必要」であり、簡易裁判所で審議するのは相当でないとして奈良地方裁判所への移送
決定をした。（2015.12.11）
２. 第 1 回口頭弁論における意見陳述
本年 3 月 4 日奈良地裁において、答弁書（2016 年 2 月 26 日）を補充して被告側佐藤弁護士が意見を述べ
ている。
以下その要旨である。（全文は【参考資料・１】）
①放送受信契約の法的性質は、受信の対価として受信料を支払う有償双務契約である。放送法は、TV 設置
者が受信について契約を締結しなければならないと定めるが、受信料を支払わなければならないとは定
めていない。
東京高裁も、受信料は受信の対価であり、受信と受信料には対価性があると判示している（24.2.29 判決）。
②NHK は、放送法 15 条の目的を達するために、放送番組編集の準則を遵守した放送番組を放送する義務
があり、これに対応して受信者が対価として受信料支払の契約をしている。放送法 4 条 1 項各号を遵守
した放送番組を放送することは、放送受信契約の内容になっている。
（放送法 4 条は、公安及び善良な風俗
を害しないこと、政治的に公平であること、報道は事実を曲げないこと、意見の対立する問題は多くの角度から論
点を明らかにすること、と定める）

② 憲法 21 条（表現の自由）と放送法 1 条の目的に鑑みて、放送法 4 条は“法規範”ではなく"倫理規定“に
すぎない。政治的公平を口実に政府の報道機関への干渉・介入・規制は、憲法 21 条で定めた「･･･一切
の表現の自由･･･」を牽制、委縮させるものである。（放送法１条は、放送法の目的として、放送が国民に最大
限に普及され、その効用をもたらすことを保障すること、 不偏不党・真実及び自律を保障することで表現の自由
を確保すること、 放送に携わる者の職責を明らかにして健全な民主主義の発達に資すること、と定めている）

３.裁判のポイントは、次の 2 点である。
第 1 は、受信料は受信の対価であり、受信と受信料には対価性がある。つまり受信の対価として受信料を
支払う有償双務契約である。受信料支払には、双方が契約を遵守するということが前提にある。
第 2 は、放送番組の編集に定められた放送法 4 条をどのように位置付けるかである。
「法規範」か、ある
いは「倫理規範」かである。
仮に放送法が法規範とするならば、重要な問題が提起される。それは、憲法 21 条に定めた「表現の自由」
に抵触することとなり、放送法自体が憲法違反の法とならざるを得ないからである。
４、憲法 21 条「表現の自由」について
憲法 21 条は次のように規定している。
「①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
」
この規定は「公共の福祉に反しない限り」という前提が一切なく、無条件でみとめるものである。従っ
て放送法が法規範であると主張することは、憲法違反の法であると認めざるを得ないこととなる。
次に自民党の憲法草案 21 条をみてみよう。
（表現の自由）という表題の下に次のように規定されている。
「第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
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２

前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的
として結社をすることは、認められない。
」
「公益及び公の秩序を害することを目的」とした活動や結社を認めないという条文が新たに設けられて
いる。これは「公益及び公の秩序」を理由に、原発反対デモや安保法制反対デモなどの抗議行動が規制
の対象となる危険性を孕んだ条文である。自民党が党是としている憲法改正草案は、特定秘密保護法と
相俟って国民の「知る権利」さえ危うくするものである。

つい最近のことであるが、報道の自由に関する国連報告者デービッド・ケイ氏が、記者会見（28.4.19）で
語っている。
「日本の報道の独立性は重大な脅威に直面している」と。また、国際 NGO「国境なき記者団」
が「報道の自由度ﾗﾝｷﾝｸﾞ」を発表した（28.4.20）
。それによると日本は年々順位を下げ 180 カ国地域のうち、
前年より順位が 11 下がって 72 位なった。そして多くのﾒﾃﾞｨｱが自主規制し独立性を欠いていると警告を発し
ている。
戦時中、南京事件を題材にした小説の発禁処分を受けた石川達三（第 1 回芥川賞受賞）が、戦後語った言
葉がある。
「政権を握った者が自分の野心を動かす前には先ず最初に言論を抑圧します。これは古今東西を問わず同じ
形で行われていると思います。つまり自分の為さんとするところを国民に批判させまいとする、そのために
先ず言論を弾圧して、しかる後に彼らの行動に移る。
」
（新潮文庫「人間と愛と自由」1975.6.10）
最後に、奈良裁判を支援する「奈良の会」が支援を要請しているので、その「お願い」文書を掲載する。
【4 月 26 日記】
【参考資料・２】

また、奈良裁判を含め NHK に関する詳細情報については、
「ＮＨＫを監視・激励する視聴者コミュニティ」
（http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/）で知ることができる。
【参考資料・１】
平成２８年（ワ）第３号 放送受信料請求事件
原告 日本放送協会
被告 ＊＊＊＊＊＊＊
第 1 回 口 頭 弁 論に お ける 意 見陳 述 書
２０１６年３月４日
奈良地方裁判所 民事部
４Ｂ係 御中
被告訴訟代理人
弁護士 佐 藤 真 理
第 1 回口頭弁論に当たり、答弁書を補充して若干の点について意見を述べる。

１ 放送受信契約の法的性質について
（１）放送法６４条１項は、
「テレビを設置した者はＮＨＫとその放送の受信についての契約を締結しなければならない。」
と定めているが、
「テレビを設置した者はＮＨＫに受信料を支払わなければならない」とは規定していない。
このように、放送法は「受信契約」の締結を義務付けているが、税金・社会保険料のように法律で受信料の徴収権
をＮＨＫに付与していないのである。
（２）放送受信契約の法的性質は、受信の対価として受信料を支払うという継続的な有償双務契約と解される。
答弁書で引用したとおり、東京高等裁判所平成２４年２月２９日判決（判例時報２１４３号８９頁）においても、
「受信料とは文字どおり受信（視聴可能性）の対価であり、受信と受信料に対価性があることは明白である」と判
示されているのである。

２ 放送法の遵守が放送受信契約の内容になっている
（１）放送法４条
放送法４条は、放送事業者は、放送番組の編集にあたって、①公安及び善良な風俗を害しないこと、②政治的に公平
であること、③報道は事実をまげないですること、④意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度
から論点を明らかにすること、の４つを遵守しなければならないと規定している。

（２）ＮＨＫ設置等の目的
ＮＨＫが設置された目的は、憲法２１条が保障する「報道の自由」と「国民の知る権利」を実効化するためであ
る。そのために、放送法１５条は、ＮＨＫ（日本放送協会）の目的について、公共の福祉のために、①「あまねく
日本全国において放送を受信できるように」すること、②質の面においても、
「豊かで、かつ、良い放送番組による・・

26

放送を行う」ことを定めている。
これに対し、放送受信者（国民）が受信料を支払うことを契約内容にしたのは、国やスポンサー（広告主）等の
影響を出来るだけ避けて、自主的、自立的に番組編集を行えるようにするためである。
ＮＨＫは、上記の目的を達するために、放送番組編集の準則を遵守した「豊かで、かつ、良い放送番組」を放送
する義務があり、これに対応して、放送受信者（国民）は、かかる放送を受信する対価として受信料を支払うとい
う契約を締結しているのである。
したがって、
「放送法４条１項各号を遵守した放送番組を放送すること」は、当然に、放送受信契約の内容にな
っているというべきである。
このように、放送法４条１項各号を遵守することは、放送受信契約の内容になっているので、NHK は、単に「放
送事業者」として同条項各号の遵守を求められているのではなく、個別の放送受信契約者に対しても、同条項各号
を遵守した放送番組の放送を行う義務を負っているのである。

３

2012 年末の衆議院選挙に関する NHK の報道は放送法４条に違反していた。
答弁書では、2012 年末の衆議院選挙に関するＮＨＫの報道が、放送法４条２号「政治的に公平であること」
、同４号
「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」に違反して、
「２大政党」
と「第３極」の報道に偏重し、
「政権選択」の選挙への誘導を行っていたことを詳しく解明し、主張した。

４ その後も続く放送法違反
2014 年 1 月 25 日、籾井勝人氏が原告の会長に就任し、同氏は就任会見において「政府が右を向けという時にＮＨ
Ｋが左を向くことができない」などと発言した。
籾井氏の会長就任後の原告の放送法違反はさらに顕著となり、「安倍チャンネル」と指摘される現状がひどくなって
いる。
被告は、籾井会長就任後から現在に至る原告の放送法違反の実態について、追って詳細に主張する予定である。

５

高市総務大臣発言
高市早苗総務大臣は、2 月 8 日の衆議院予算委員会で、野党議員の「憲法 9 条改正に反対する内容を相当の時間にわ
たって放送した場合、電波停止になる可能性があるか」との質問に対し、
「放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り
返し、行政指導しても全く改善されない場合、それに対して何の対応もしないと約束するわけにいかない」と述べ、政
府が放送局に対し「放送法 4 条違反を理由に電波法 76 条に基づいて電波停止を命じる可能性」に言及した。菅官房長
官や安倍総理も、この発言を「当然のこと」
「問題ない」として是認している。
しかし、このような発言や政府の姿勢は、明確に放送法４条に違反するものである。
放送法 4 条が放送事業者の番組編集基準の一つとして「政治的に公平であること」を挙げているが、これは放送法１
条二号に於いて「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を
放送法の目的と定めていることに対応する。1950 年の放送法の制定時にも、当時の政府は国会で「放送番組について
は、放送法 1 条に放送による表現の自由を確保することを根本原則として掲げており、政府は放送番組に対する検閲、
監督等は一切行わない」と説明していたのである。
このように憲法 21 条、放送法１条に照らせば、放送法 4 条は、政府による放送内容への規制・制限の法規範になる
ものではなく、放送事業者の自律性における倫理規定に過ぎないことは明らかである。
政治的公平を口実とする政府による報道機関への干渉、介入、規制は、報道機関の報道・表現の自由を牽制し、委縮さ
せるもので、我が国の民主主義を危うくするものである。
戦後日本は、2 度と戦争はしないとの「不戦の誓い」のもとに、平和国家、民主国家として再出発した。しかるに、
昨年 9 月に、違憲の戦争法案が強行採決により「成立」させられた今日、日本は、米国と共に海外で戦争する国に踏み
出そうとしている。戦前のような国家による報道統制につながるような動きは絶対に許してはならない。

６

合議体での審理を求める。
本件は、4 万余円の放送受信料請求訴訟であるが、争点は、原告と被告間の放送受信契約の時期、内容、被告による
放送受信料の支払中止の経過等にとどまらず、放送受信契約の法的性格、受信料の法的性格、原告（NHK）の放送法
遵守義務と受信契約者の義務との関係等、重要な論点が多数含まれる複雑な事案であり、社会的影響もきわめて大きい。
よって、既に簡易裁判所に対する移送申立書で述べたが、改めて、裁定合議事件として本件を合議体にて審理されるよ
う要請する。
以上
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【参考資料・２】
２０１６年１月
ＮＨＫ問題を考える奈良の会
NHK 受信料裁判への支援のお願い
（１）昨年１０月、奈良の会の一会員に、奈良簡易裁判所より、ＮＨＫ受信料を支払うよう督促がきました。当会員は、
ＮＨＫの報道内容が余りにも酷いもので、やむなく受信料の支払を凍結しています。
ＮＨＫの報道番組は、放送法で定められている「政治的に公平であること」
「報道は事実を曲げないこと」
、
「意
見が対立問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」から著しく逸脱しています。
特に、籾井会長就任（２０１４年１月）以降、政府の広報機関化が進み、最近では、
“アベチャンネル”と言わ
れています。
（２）本裁判は、受信料支払問題を通して、放送法の規定に基づいた番組提供をＮＨＫに迫ろうとするものです。報道
の自由を守り、平和を守ることにつながります。そこで、６人の弁護士による強力な弁護団が結成され裁判に臨
みます。皆さま方には、カンパ、裁判傍聴のご支援を心からお願い申し上げます。
①カンパ 郵貯銀行への振込み
イ．振込者が郵貯口座を持っている場合 （口座間振込につき振込料金不要）
記号入力 ００９９０５
番号入力 ３３１２１６
ロ．振込者が郵貯口座を持っていない場合（振込料金ご負担）
口座記号番号 ００９９０－５－３３１２１６
口座名称（漢字）ＮＨＫ問題を考える奈良の会
②裁判傍聴 奈良地方裁判所での第１回口頭弁論期日が３月４日（金）１０時に決まりました。多くの方々の傍聴
をお願いします。
（案件の社会的影響、重要性に鑑み奈良地方裁判所での審理を要請し、認められました。奈良地方裁判所は、近
鉄奈良駅１番出口を東へ約２００ｍにあります。
）
＊ＮＨＫの受信料について
（１）国の法律（放送法）でテレビを設置すれば、ＮＨＫと「受信契約」を結ぶことが義務づけられていますが、
受信料は、放送法ではなく、ＮＨＫの規則（放送受信規約）で支払が定められています。
（２）受信料の支払は、無条件の義務ではありません。視聴者とＮＨＫが交わす「受信契約」という双務契約の上
での支払義務です。ＮＨＫが公共放送としてしての責務が履行（特に、政府からの自立）されないならば、視
聴者には、受信料支払を一時停止、保留する権利があります。
以上

５

熊本地震－参考：熊本県と気象庁の資料

4 月 14 日にはじまり今も続く「熊本地震」（編集部は、この名称に違和感を持っているが、ひとまず使う）
は、過去 30 年間では、地震規模で、東日本大震災、阪神・淡路大震災に次ぎ、死者・不明者数では、上記に
続く 2004 年の新潟中越地震を超えようとしている。犠牲者には哀悼の意を表し、被災者には、お見舞いと一
日も早い日常生活の回復を願いたい。そのためのニーズにへの的確な対応を見守りたい。この地震は継続し
ている点で近来経験したことのないタイプでもある。そして、激甚災害指定の大幅な遅れ、日本側からの米
軍オスプレイの出動依頼、東日本震災の教訓が生かされているか、日本が地震列島であることへの警戒の徹
底、川内原発稼働停止が怠られているなど、今後、全国で発生する天災に向けて検討すべき諸点がある。こ
こでは、熊本県のトップページ「緊急情報」→「被害情報」：「・・被害状況について」（第 30 報）4 ペー
ジ中の 1 ページ目と、気象庁の「平成 28 年(2016 年)熊本地震椅ついて」（第 34 報）5 ページ中の 2 ページの
表の半分（他ページには図もあって有効）を引用提示する。
（http://www.jma.go.jp/jma/press/1604/28a/kaisetsu201604281630.pdf）
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６

「ドストエフスキー、悪霊」が描いた革命者像

泉 定明

亀山郁夫によるドストエフスキーの『悪霊』新訳が発刊されている。テーマが思い出され、今のことを考
えた。一つは、近年戦後のレジームが大きく変えられようとしている時代閉塞の事態に対し、１９６０年代
共に学生時代を過ごした友人たちの多くが、現在社会の出来事に無関心・無行動ともみえる反応への疑問で
あり、２つ目は、若い人達の社会への関心希薄が、１９８０年代まで続いた運動組織の荒廃に原因の一つが
あるといわれていることの検討であり、３つ目は、格差社会を解消できる「次の社会」がありうるのかとい
うことが、友人間でメールでやり取りされていて、
「次の社会」形態について考えたいという希求であった。
『悪霊』には、物語の中にこれらに関連したテーマが描かれている。
１． 「悪霊」との最初の遭遇
1960 年代初頭に入寮した学生寮内では、ドストエフスキーの小説は、驕り・悲嘆・聖的なもの・粗暴・ユ
ーモアが、ごった煮で散りばめられているためもあり、よく議論されていた。新入生の私は、議論を行って
いる先輩諸氏の間に隠れるように聞いていただけであったが、
「如何にもこれが、大学の寮にいる雰囲気か！」
と、高校では味わったことのない言葉が飛び交う楽しさを味わった。
学生が持つ総力を挙げて取り組んだ、６０年安保が過ぎて２，３年経った時期だった。①闘いが終わる間
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もなく戦いの総括をめぐり、地方大学学生自治会並びに一般学生に関係なく、中央では組織が分裂してきて
いた。②地方の活動家自身が、活動の「行方」を自信持って学生に語れなくなり、活動から離れる人（当時
挫折という言葉で表現されていた）などの混乱が発生した。すなわち闘争終了直後の混乱は、
「安保」という
物神の喪失であり、困難な事態の解釈、身の落ち着かせ処、
‘よりどころ’となる理論とが求められていた。
③そして、この学生寮出身の全学連委員長が、政治的には本来敵対関係にあたる右翼の大物田中清玄から、
活動資金・生活資金援助を得ていたことを、
「弾劾すべき悪か、仕方ない行為か」を判断し、自身で納得し一
般学生に説明しなければならない課題があった時期だった。
上記のような事態もあって、当時主流派系の活動家とロシア文学好きの学生の間では、
‘並の人間では書け
ない’複雑で意味深いものをもつドストエフスキー文学が、関心を集めていた。特に悪魔的なテーマが入っ
ている「悪霊」は、関心を持って読まれ議論された。
２． 「悪霊」がかかれた時代
革命運動を行う組織を扱った『悪霊』が書かれた 19 世紀後半のロシアでは、アレクサンドル２世による農
奴解放（上からの改革）行われたが、前期的色彩の濃い封建国家の近代化政策としては不徹底であった。目
覚めた知的エリート（貴族層の一部、学生）は、近代化をより進めようとナロードニキ運動が起こる。この
革命運動は、当初は人民と共にあり、地についた活動であったが、その後組織対立が起こりセクトへ分化し、
やがて‘ニヒリスト’といわれる急進派の中には、理性的な活動からツアーリー憎悪と革命への熱狂へと進
んでいったものがあった。１８６９年には、結社から脱退を求めた大学生が殺され、死体が池の中から発見
される＜ネチャーエフ事件＞が起こる。
ドストエフスキーは、この事件を知る。彼は、自分でもナロードニキ活動に関与しシベリヤ送りもされる
経歴を持って居たが、この時期の革命結社・革命家にはドストエフスキーは否定的であり、綺麗には描き出
せなかった。
『悪霊』の主人公で、結社のカリスマであるスタブローギンは、未来に関心はなく、新しいユー
トピアの政権の政策や指導層になどになろうとは考えてもいない人間として描かれる。若いにもかかわらず、
享楽と悪行と人の心を弄ぶことを行いつくし、無感動な人間になっていると描かれている。出口はないし元
に戻れない状態、その人間は破壊的な行為に走り、そして自らにも破壊的終末を課すと描いた。
３． 小説『悪霊』の持つテーマ
「悪霊」には、大きく言うと２つ、細分化すると３つのテーマを見ることができ、それらが学生寮の議論
の対象となっていた。一つは「スタブローギンの告白」部分に書かれている罪深さと傲慢不遜ぶりと「わた
しは神を殺してしまった」という言葉に、＜神を殺して自分は神を超えたと自覚したかったか、そしてその
彼が最後にはなぜ自殺せざるを得なかったかという＞哲学めいた「理想の喪失とその後の生き様」テーマが
あった。
もう一つは、スタブローギンの属していた組織内で発生する仲間殺しする「革命運動の未来」だった。ド
ストエフスキーが描いた理想を目指すための結社に発生する腐敗する人間関係が、１９６０年代日本の運動
組織の集散に見え始めていた。
最後に、組織に発生する腐敗は、スタブローギンたちの運動には「革命の未来などはない」
「全体主義に陥
る」基盤となると書いてあり、その姿が垣間見え始めていたソ連に似ていたからだった。フルシチョフのス
ターリン批判演説、ハンガリー事件などを起こしたソ連国家の姿を見ると、運動の目指す「次の社会の姿」
理想郷に、確信が持てなくなりつつあった。６０年安保を学内で主導してきた活動家にとっては、看過しえ
ない課題であり『悪霊』が読まれた所以だ。
４． 3 つのテーマと現代
４-１．
「理想像の喪失」による無感動について。
『悪霊』でスタブローギンは、
「告白」の中で「つまり、自分は悪と善のちがいもわからないし、感じても
いない、感覚を失ってしまっただけでなく、悪も善も存在しない―――あるのは、迷信だけで、私はこの迷
信から自由になれるが、もしその自由が得られたら、破滅する」と言った。革命結社仲間で結社から脱退し
ようとして、秘密が漏れるのを恐れた仲間たちに殺されるシャートフは、スタブローギンに「で、本当なん
ですか、なにかしら好色で獣じみた行為と、なんであれ人類のために命を犠牲にするといった英雄的な行為
との間には、美という観点で見ると差異は認められないと主張した、とかいうのは？」と問いかける。
「悪と
善」を識別する力がなくなると、あと残るのは好嫌の区分のみである。
ここに見えるのは、「人間失格」ぶりである。しかし、
「社会と人間をその全体的な有機的な連鎖の中で見
る力を失って」いるスタブローギンの姿は、無気力・無関心となっている姿でもある。ドストエフスキーは
スタブローギンを、正常と異常の境界にぎりぎりで立つ人間として描き、かつ彼の自殺後に検視した医師に
「精神の異常を否定」すると鑑定させ、
「悪霊として正常」であることを述べた。スタブローギンは、健全な
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精神を持って居ることを証明するために、自ら縊死し、裁きを下す。
「この僕から流れ出てかたちを成したの
は、否定のみ。どんな寛大さもどんな力もありません。否定さえ、かたちをなしませんでした」と最後に書
き残す。
ドフトエフスキーが追求しようとしたテーマは、社会に・人間に、何かしら崇高な輝きを感じとれなくな
った人間の、自己決着の仕方だと思う。スタブローギンは、失った理念・霊的なもの、失われた輝いていた
時間を取り戻す旅をし続けたといえる。だが、ロシア的でなく西洋的知性を身にまとって帰ってきたスタブ
ローギンに、ロシアの人々に呼びかけるイコン的人間愛とユートピア理念は失われていた。やがて、それら
を行わなければならないという回帰心、ノスタルジーの痛みさえ心から失われてゆく。生きる意味を持つ帰
るべき場所がなくなる。これは、サラリーマン生活を送った現代人が、生計のために入った環境でその雰囲
気と事業目的のために‘心’を失い資本主義の理念に絡み取られて行く姿とダブる。理性的、批判的視線が
消えてゆき、これでよいと納得している姿と。
『悪霊』の中に、自分が傷つけたマトリョーシャが納屋に似た鶏小屋に入ってゆくのを、アパートの４階
からスタブローギンが見下ろす場面がある。小屋の中で死ぬのだろうと半ば判りつつ、彼の耳に聞こえるの
はハエが小さくうなる音だけという場面がある。
今、テレビからテロの爆発音・煙と瓦礫の山と血を流す人の姿が映し出され、テロの恐怖・テロリストへ
の憎悪とテロリズムの犯罪性が訴えられる。そしてその論調に引きずられて、我々はテロの抑制と予備的警
備の強化を語りあう。一方、テロリストたちの出身地域への欧米大国諸国による空爆・無人兵器攻撃により、
一瞬の閃光・煙に包まれる家屋・建物は、上空からもしくは兵器を操作するモニターからの俯瞰的映像が映
し出されるだけだ。そこに埋もれているだろう住民については視聴者の耳には泣き叫ぶ声は届かず、悲しみ
の感情はそれほど起こらない。この世に起こっていることを、単に見る対象として突き放している。自分の
感覚を研ぎ澄まし、自分の近くに感じることを捨て、感じること判断することをレポーターにまかせ、時の
流れにまかせてしまった。スタブローギン的ニヒリズムと無関心に陥ったことに気付かねば、世界は自分を
呼び戻してはくれないと思うが。
マリア・テレジアは、
「‘愛する’の反対は何か？」との問いに、
「
‘愛する’の反対語は、
’無関心‘である」
と云った。事が起こっていること自体を知らないとか、知ってはいるが自分の全くの対象外である故、無関
心であればまだよい。いけないのは、過去の何らかの自己事由で直視不能・対応不可能となり、無関心を装
うとか無視するとかである。意思を明らかにすべき課題について「黙っている、見過ごす」という無関心装
いは、多くの場合自分を殺して強い力に屈した‘恥’の経験から来ているのではないだろうか？自分自身が
若いころに打ち負かされた「悪魔」をきちんと把握し、
「悪魔」を克服しなければ、最後まで自分を騙すとい
う怠慢を続けることになるだろう。スタブローギンのように、無関心・無感動な自己を追い詰め破滅してゆ
くかわりに、再体験し‘無関心’から抜け出す勇気が少々いるだけと思う。
今私は、多くの人に交じって政策に対する意思表明行動を行っている。自分の社会的存在の意味を持ち
たいが、文章を残すとか皆の前で語るとか理論体系を作るとか、まして次の社会も見通すことが出来ない無
能である。何があっても続けてゆく、勇気と執念があるか自分でも不安である。自分に出来ることは、街頭
で立っていることしかないと考えている。
４-２．次に「革命運動組織の荒廃」について。
ドストエフスキーは、「組織の荒廃」を悲惨な結果で描く。
秘密結社の一員のシャートフが、革命的手段では人々は救えず、ロシア正教こそがその役割を果たせると
の考えに立ち転向を明らかにしていたため、密告を恐れる結社の指導者やスタブローギンらが最終的手段を
講じることとして描かれる。シャートフを３年ぶりに妻が訪れ、男子を出産する。赤子がスタブローギンの
子供であることを知りつつ、シャートフは出産を喜ぶが、その夜一味により殺害される。姿を消したシャー
トフを探しに出た妻は産褥で死に、赤子も病死する。
一味のうちの独自のユートピア論をとなえる一人は、殺害直前に現場から立ち去る。死の恐怖を乗り越え
たものは神になるという人神思想を持つ一人は、殺害の責任を引き受けた後ピストル自殺する。スタブロー
ギンは「誰も責めてはならない、僕、自身だ」の一行を残し、キリスト教では最も忌み嫌われる首吊りをす
る。こうして、結社はなくなる。
ドストエフスキーは、なぜこの結社に不幸な結末を用意したのだろうか。それは、人々が生活する場であ
る社会を変えてゆこうとする運動にかかわる結社が持つべきアウラの喪失だと、ドストエフスキーは語る。
アウラとは、＜微風、香り、輝き＞の意味である。ドストエフスキーが嘗て社会運動に属していた際のキリ
スト教的人間愛とユートピア的社会主義は、時代の進展とともに姿を消していた。ドフトエフスキーが今で
も理想として持つ夢想的運動は、ヒューマニズムに裏打ちされた運動体であり、目指す社会は生命と夢にあ
ふれた生命と生活を伸びやかにする社会主義である。ドストエフスキーは、１８６９年に実際に発生した学
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生活動家組織の殺人事件の裁判証拠書類で、首謀者ネチャーエフの書いた『革命家の教義問答」を読む。
「革
命家は、死を定められた人間だ。自分の興味、事業、感情、愛着、所有物、いや、名前すらもない」
。ニヒリ
ストたちには、謂わば、爽やかな理念、生命感覚がない。その「革命」がなしえたとき出来る社会は、悪霊
の跳梁する場であり、殺害前に組織を離れるシガーリョフが述べる「人類の十分の一は、個人の自由と残り
十分の九に対する権利を享受します。この十分の九は人間の個性を失い、家畜の群れのようなものに変わり、
絶対的な服従の下で、・・・」という全体主義に向かってしまうと、ドストエフスキーは懸念する。（ニュー
ヨークのデモで見られたように、資本主義も同じ！）
ネチャーエフ事件の裁判後、ロシアの進歩的な若者は、
「謎めいた悪夢、陰謀」とは一線を隔す。組織中央
の持つ深淵とそこから求められる盲従に拒否反応を示す。若者たちは、ネチャーエフ主義の組織でなく、新
たな原則に基づく組織を作る（いわばフラットな会員関係組織）
。しかしロシアの政情と人々の生活状況打開
の動きは、ネチャーエフ事件の１０年後にザスリーチがペテルブルグの知事を狙撃することで、テロリズム
が復活する。政治的動機を持つ殺害を、犯罪とは人々は見なかった。数々のテロが発生し、１８８１年２月
アレクサンドル２世が暗殺される。レーニンは、ネチャーエフの「目的は手段を正当化する」という考えを、
「革命に必要なマキャベリズム」として評価する。
権力に抗する組織がニヒリズムに捉われ、硬直化に陥ったときに起こるこの悲劇の描写は、1970 年代に日
本の革命を目指す組織間で発生した、当初少々の理論的相違点の論争から発し、組織分裂、そして「内ゲバ」
を先取りしたものであったし、連合赤軍の組織内に発生した「粛清」を予見した。これらの出来事は、革命
を目指す運動の力の分散と、社会に関心を持とうとする人々の運動からの離脱を生んだ。日本では、ロシア
と異なる社会情勢であったため、新たな原則に基づく組織は出来ず、権力への抵抗勢力は弱体化する。多分
これらの演出に携わった、公安警察の思うつぼとなった。
４-３．最後に、
「革命の未来などはないからだ」といった’次の社会‘について。
１．ドストエフスキー
ドストエフスキーは、
『悪霊』執筆当時、嘗て関わった社会主義の理念そのものへの共感は捨ててはいなか
った。彼は、同時代のニヒリズム運動の未来は、自分の考えるヒューマンで夢にあふれる社会主義と似てい
ない社会しかできないと、考えた。この苦渋があったから、ニヒリストたちの姿を、批判的に、醜く、悲劇
的に「自分の魂から取り出してきた」と絞り出すように描いた。だが、ニヒリストに対抗し得る新しい社会
像論理は彼も持っていなかった。
『悪霊』の中で、キリスト教的人類愛社会主義者シガーリョフの口を借りて、
「ニヒリストたちの革命は全体主義的社会しか生みださない」と予見したように、ロシアで起こった１９１
７年の革命は、専制的なツアー制度を倒しはしたが、革命家の期待した理想の社会の実現まで行かなかった。
２．実現された社会主義国の姿
ロシア革命成功以降、ソ連邦の政治経済体制が社会主義体制と呼ばれることとなった。プロレタリア独裁
体制、特に党内専制主義の国家社会主義は、人々の生活水準の低迷と自由制限・監視社会の圧政感を時間と
ともに強めた。ソ連型国家体制は国家消滅の筋道を示すこともなく、生産手段の共同所有(国有化)の下での中
央計画による社会的生産の意識的制御という計画経済構想で行われた。それは、市場経済こそは、競争・利
潤の不平等・搾取・格差の諸矛盾の根源であり、生産手段の共有と計画経済の立案共有なしに市場を廃止で
きないとの考えからであった。資本主義は多様な需要と供給と不用品の排除と有用品の増産を、市場とその
中で演じられる価格メカニズムで調整した。ソ連型経済機構では、所得・富の再分配や需要と供給の調整の
メカニズムシステム構築や生活を豊かに導く生産力向上のトリガーが形成されることがなかった。またソ連
型国家内での社会全体が組織された経済構造では、メディア・研究・開発も組織化統制構造であり、権力者・
官僚への批判が許されなくなることが進み、自由で切磋琢磨な独創的な考えを発展されることが不可能とな
った。
このように実現された社会主義体制は、本来の社会主義が持っていたヒューマンらしさと楽天性を消し去
るものとなった。
＊ドストエフスキーも求めた「次の社会」の姿はまだ見えてこない。しかし、現代が発生させる矛盾の解消
について考え行動し続けることは、これからの世代の人たちのためにも必要だとおもう。
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編集後記
■安保法制の廃止と立憲主義の回復をめざす動き－戦争国家か、殺し・殺されることのない国をめざすか－は、
日本の歴史の分かれ目となる今、夏の参議院選挙を中心に、多くの市民運動・野党の連携の下に闘われていま
す。この「えんれい草」も、ひきつづき、「安倍政治を許さない」
、原発再稼働反対と再生エネルギー拡大、言
論・報道、学問・研究の自由への統制強化に対抗する論議・運動等を紹介し論じていきます。
本 No.12 には、お忙しい中、奈良本英佑氏から特別な寄稿をいただきました。深く感謝します。
このニュースレター編集中の今も、熊本から、ひんぱんに震度 3 を超える地震の情報が伝わってきます。この
連続は、わが身にひきつけても本当に耐えがたいと思います。震災の犠牲者の方々への哀悼の意、被災者の方々
へのお見舞いの意を表明し、速やかな日常生活の回復、経済・産業の復興をお祈りしたいと思います。
▼ 病院に行ったついでに、劇画が一杯の週刊雑誌を手に取った。線を多用した絵が、見るからに暑苦しく息苦
しく迫ってくるので、筋を追うことはやめた。絵では、すぐ手が出たり、足蹴したり、飛び掛かる。やたらマ
ッチョマン露出が多い。セリフは、短文のわめき言葉。決めつけ口調での叫ぶ会話。激烈である。やたらと相
手をなじり文末に「‼‼」が付く。以上が、ほとんどすべての作品に共通している。これが、ヘイトスピーチを
したり、ネット上で相手になんでも汚い言葉でケチをつけるという、習俗の根源かと思った。若者よ！こんな
もので、憂さ晴らしはやめてくれ！
【S.I.】
▼ＮＨＫ籾井会長の驚くべき発言。熊本地震に関する災害対策本部会議で、
「原発については、住民の不安をいた
ずらにかき立てないよう、公式発表をベースに伝えることを続けてほしい」、
「いろいろある専門家の見解を伝
えても、いたずらに不安をかき立てる」などと指示していたとの新聞報道があった。これは政府の公式発表に
沿った報道をするようにとの指示であり、戦前の大本営発表に沿った報道をしていた新聞を彷彿とさせるもの
である。NHK はどこまで堕ちていくのか。
▽4 月 14 日から熊本・阿蘇・大分へと続くと二つの断層帯で発生している地震。今後の先行きが分からないと気
象庁・地震学者は云う。断層帯の延長線上にある川内原発の稼働を一時停止して地震の様子を見ようとするの
が常識的ではないか。原発賛成派の中からも稼働一時停止すべきという意見が何故でてこないのか。摩訶不思
議としか言いようがない。
日本列島には 2000 以上の活断層があり、更に「未知の活断層」があるというのが気象庁・地震学者の意見な
のである。
【Y.Y】
▼「保育園落ちた。日本死ね！」この一言に現在の政権の実態と矛盾が現れていると思う。まさしく娘の実態で
もある。就職氷河期に生まれ合わせ、ようやく勤め先が見つかったが、初任給から１割カット。出産後仕事を
継続。だが近くの公立保育所の抽選に全て外れ、職場近くの保育所まで１時間、電車を乗り継ぎ地獄通勤。娘
の勤務の都合によっては、祖父母が代わりに迎えに行かなくてはならない状態となった。次の抽選での幸運を
願うばかり。
【A.I】
▼チェルノブイリ (1986.4.26) 事故から 30 年。3 年前だったでしょうか。ベラルーシ特別大使の「ベラルーシは
事故処理で日本から学んだが、日本はチェルノブイリから学んでいない」との講演を聴き、質疑したことがあ
ります。
「想定外」の動きををする熊本地震、事故に際して避難不可能が示されているにもかかわらず、川内原
発の稼働を継続する政府・規制委。チェルノブイリどころか、福島第一原発事故すら学んでいないことが明ら
かになっています。この社会的倒錯状態は何か。
国内での秘密法に対抗するパナマ文書（とスノーデン）もとりあげたい。安倍経済政策への対抗政策論議も。
リニア新幹線で掘った土はどこへ？ 首都圏に唯一残されている八王子市の山々（自然・生物多様性）
。この一
角を切り崩す道路やスポーツ施設の計画に運び込まれるのではないか、との話がでています。オリンピック便
乗、道路・新幹線の利便性の宣伝。自然を壊すと金になるという一部の者の利益・時代錯誤が、人口減少社会
を無視して横行することは許せません。
【Y.I】
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