丁PP反 対勢力は大同団結を
原発●
改憲●
増税●
!
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相官邸、
国会、
永田町・霞が関― 帯の反原発100万 人大占拠行動

巻 頭 言〉
く

〈
講

「民主大敗・自民圧勝」予測 の 中で ……

(日

比谷公園使用禁止で10万 人規模に一特集参照

)

演〉

再 びの「新 党 ブ ー ム 」が意 味 す る こ と (下 )
小森 陽‑

8

〈
読者の広場〉

三 年 有余 の 民主党政 権 を どうみ るか
大川清 /宮 本雅行 /元 祖・民主党員

〈
写 真特集 〉
11・

H首 ‖lrf邸 、l可 会、永田町・霞が関

反原発 100万 人大占拠行動

^帯 の

22

地域から〉
〈

全国連携 してオスプレイ配備・低空飛行訓1練 反対を
―山口での護憲大会で米軍岩国基地問題の集会―
!

1

反戦情報 201212i5 No339

〈
映画の世界125〉
『一枚 のハ ガ キ』

鈴木

右文

23

本号が読者 の皆 さんに届く ころ
には︑勝負 は既 に決着している︒
２月６日投開票
いうま でもなく︑ １
１
︒
の第 ６
４回衆院総選挙 のことだ
２
︲月４日 の公示直後 に行われた
マスメデ ィアの大方 の ﹁
予測﹂は︑
﹁
民主大敗 ﹂ ﹁
自 公圧勝﹂ ﹁
維新躍
進﹂︱︱︲と ぃぅも の︒
戦後初 の本格的な政権交代を実
９
現した先 の総選挙 ︵
０年 ８月︶ で
圧勝した民主党 の獲得議席 は３０

﹁
日本未 来 の党﹂執 行部

８︒そ の前 の ﹁
小泉郵政選挙﹂大
敗時 の１１３を倍以上も上回 る文

終段階︑小泉政権 が推進 した のは︑

腐敗 ・堕落政治 に終止符 を打 つこ

上にも及んだ自民党 の反民衆的な

字通り地滑り的な勝利だ った︒
今回は︑投票日直前 にかなり の

弱肉強食 のと て つもな い新自由主
義 と︑ ﹁
対 テ ロ﹂戦争 をす す める
アメリカ ヘの協力以外何もな い︑

﹁
美 し い国 ︒日本 ﹂な どと いう空
疎な ス ローガ ンのもと推進した の

対米従属 一辺倒 の外交政策だ った︒
そし て︑そ の後継 ︒安倍晋 三が

とだ っただろう︒しかも︑そ の最

変化 は見込まれるにし ても︑確実
０議席を上回 る程度だと い
な のは８
われ ている︒ この予測 におおきな
狂 いがなければ︑民主党 は前回 の
３分 の１程度 に激減す ることとな
る︒ ここま でではな いにし ても︑
民主大敗 は変わらな いだろう︒ マ

﹁
民主大敗 ・
自 民 圧 勝 ﹂予 測 の中 で ⁝ ⁝

に違 いな い︒鳩山 ︵・小沢︶政権

は︑ ﹁
戦後 レジ ー ム解 体 ﹂ のた め

確 かにそれを全否定 はできな い
が︑ ︵
た ぶん大敗す る︶本質 的 な

︑ ﹁コンク
の﹁
国民 の生活が第 一﹂
︑﹁
対等な日米関
リートから人 へ﹂
︑﹁
係﹂
東 アジ ア共同体構想推進﹂
︱︱ と い った スローガ ンには︑そ

スメデ ィアはそ の要 因を︑内政 ・

原因は別 のと ころにあ る︒
９
改めて思 い起 こし て欲し い︒ ０
年民主圧勝 に込められた国民 の願
ほん
いを︒それは︑三百でいえば︑︵

うした民衆 の願 いが︑相当程度︑

外交とも ﹁
稚拙﹂ で ﹁
政権担当能
力 に欠 ける未熟さ﹂ に求 めている
が︑果たし てそうか？

の 一時期を除 いて︶戦後半世紀 以

教育基本法改悪﹂と ﹁
九条改
の﹁
憲策動 だけだ った︒
﹂
９年
こう した経験がなければ︑ ０
の民主圧勝 ︒政権交代 はなか った

〈巻 頭 言〉

反映 され ていた のだ︒
しかし︑ この新政権 の ﹁
非米﹂
的志向 に危機感を抱 いた アメリカ
のジ ャパ ン ハンド ラーや国内 の対

米従属至上主義者 たち の︑ マスメ

デ ィアを挙げ た新政権批判 の大合
唱 で鳩山政権がおし潰 され︑﹁
３・
脱原発 依存 ﹂ に転換
Ｈ﹂ 以降︑﹁
した菅政権も同じ運命を辿 るなか

登場した野田政権 は︑前任者たち
の ﹁
失敗﹂を総括した のか︑自民
党以上 の対米従属政治と反民衆的

政治を推進︑財界や財務省 の悲願

だ った消費増税法案 さえ自公合意
脱原発 ﹂ 政策 は完全 に
で通 し︑ ﹁
骨抜き にし てしま った︒ これで︑

政権交代時 に大きな期待をよせた

国民を︑根底から裏切 ってしま っ

た のだ︒

期待 を裏切られた国民 の次 の行

動がど のようなも のか︑現時点 で
９年
正確 にはわからな い︒ただ︑ ０
政権交代時 の民主党 の内外政策を
忠実 に継承している政党がど こか
日本未来 の党﹂
と言 えば︑それは ﹁
であ る ことは疑 いな い︒
２
︵
︲月 ８日 記 Ｎ︶
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三年有余 の民主党政権をどうみるか

も のが脅威﹂であるし︑
日
天間は ﹁
移
並
設﹂と いうたらい回し ではなく︑無
条件返還しかな いのではな いかと思
︒
ノ
つ
︐
鳩山政権は岩国にお いても︑艦載

機部隊 の移転計画 に ついて︑日米合
意に基づ いて計画通り に進めると い

う方針を閣議決定し︑私たちは裏切
られた思 いと大きな怒りに包まれた︒
その後も愛宕山開発跡地を米軍再編

関連施設用地として買 い取るなど︑
自公政権と何等変わらぬやり方に︑

新政権 への失望と怒りは日増しに強
ま っていった︒政権交代後︑この３

での衆院選 ︵
この号が発行される頃

には既に結果が出 ているのだろうか︶
であるが︑平和憲法 の改悪や国防軍

構想を標榜する自民党や維新 の会 の

台頭など以ての外 であるし︑岩国基

地や上関 のある山 口２区は絶対に自

民 には渡 せな い重要な選挙区 であ
′
つ︒
私たち岩国市民は︑ これま で何度

も何度も国に編されてきた︒また無

謀な国 の圧力 にどれほど悔し涙を流

した ことかしれな い︒しかしその度
に私たちは立ち上がり声を上げ続け

て来た︒愛宕山を絶対に米軍住宅や

米軍施設 にさせな い運動︑艦載機部
隊移転計画を撤回させる取り組 み︑

そしてオ スプ レイ配備を許さな い闘
い︑更 には海︑山︑空 の裁判等々︑

毎日毎日精 一杯 の粘り強 い取り組み
を私たちは続けて来た︒政権がどの

国 の人々と共 に粘り強く闘 っていき

よう に代 ろうとも︑﹁
私たち の街 の
未来 は私たち自身が決めていく﹂と
の強 い思 いをも って︑ これからも全

縄県民︑全国 の人々が強く反対する
中︑世界 一危険なオ スプ レイの搬入

あるのだから︒

年余り で私たちが政府 に提出した抗
０数通にも のぼる︒
議や要請 は３
更 には先般︑私たち岩国市民や沖

と配備を日米両政府 は強行した︒今
後︑全国 での低空飛行訓練がなされ

︵
おおかわ きよし／住民投票 の成
果を活かす岩国市民 の会代表︶

た い︒主権は私たち市民 ︵
国民︶に
更 にいえば︑﹁
海兵隊 が脅威 への

たちは絶対に許してはならな い︒
今回︑そんな民主党 への失望 の中

ようとしているが︑ こんな暴挙を私

抑止力﹂ であるのではなく︑私たち
基地 の街 の住民にと って︑繰り返さ
れる米兵 の犯罪など︑﹁
海兵隊 そ の

の軋蝶等 々あ ったであろうが︑政治
家生命を賭けてでも初志を貫徹し︑
も っと粘り強く闘 ってほしか ったと
思う︒

しかし鳩山政権は迷走を繰り返し︑
海兵隊が脅威 への抑止力 で
最後は ﹁
ある事が分か った﹂などと︑連立を
組む社民党を切り捨 て︑１年も経た
ぬうちにあ っさり鳩山首相は辞任し
てしま った︒官僚やアメリカ政府と

議し交渉されるものだと思 った︒普
天間問題 に ついても﹁
最低 でも県外︑
そして国外﹂を掲げ︑沖縄県民は大
きな期待を寄せたであろう︒

私たち岩 国市 民は︑ワ
しれ からも
粘 り強 く闘 って いく
３年前 の夏︑﹁
国民 の生活が第 一﹂
と のス ローガ ンのもと民主党 が衆
院選 で圧勝し︑ これまでの自 公政権
に代 って歴史的な政権交代が実現し
た︒ これからは私たち国民 の声 が聴
かれて真 に国民 の為 の政治が行われ
るも のと私たちは人 いに期待した︒
とりわけ沖縄はじめ私たち岩国市
民は﹁
Ｈ米地位協定 の改定を提起し︑
米軍再編や在日米軍基地 のあり方に
ついて見直しの方向 で臨む﹂と明記
された民主党のマニフェストを信じ︑
今後 は政府あげ て基地 の縮小 に向け
て全力 で取り組まれるものと期待し
た︒鳩山首相も ﹁
対等な日米関係﹂
東 アジ ア共同体構想﹂などを提
や ﹁
起し︑ これまでの対米従属姿勢 では
なく在日米軍基地 の問題も対等 に論

反戦情報 2012 12 15 Nα 339

3

の訴訟経過や マスメデ ィアの取り上
げ方を見 ていると︑不透明感な いし

て捨 てることはできな い︒
そして︑陸山会事件を通じて︑そ

国 民 の期 待 を 根 幹 で
異切 った 野 田
一
３年前︑現実 の民主党支持率とは
乖離した︑民主党 の圧勝そ のも のが
小選挙区制と いうも のが持 つ虚構性

として辞任に追 い込まれた︒自民党
はおろか民主党内 からさえ足を引 っ
張られた︒﹁
ぶれな い小沢﹂の後ろ盾
を失 ったことも大きか ったよう に思

う︒ マスメデ ィアもそれに乗 って足
を引 っ張 った︒しかし︑普天間と沖

縄 の現状を考えれば︑少々米国 の機

最低 で
嫌を損ねたとしても︑国外 ︵
も県外︶移転 の政策 は︑むしろ当然

であり真 っ当な ことであ ったはず で

︒

の民主 党 の面 々 のふ が いな さ を 思

つノ

そして︑そもそもが小沢降ろしの

波を利用して出現した首相 である菅

直人自身が菅降ろしにあ った︒ これ

またその理由がひどか った︒福島第
一原発 の事故 の広がりを︑あたかも

ら︑ アメリカ のご機嫌を損なわな い
よう に︑国外 はもとより県外移転ま

は脱却しなければならな い︒と ころ
が︑あろう事か尖閣 の問題があるか

必要は無 いが︑従米 であることから

島 の領有権 の問題 以上に︑引 いては
ならな い問題 であ る︒反米的 である

日本人が
少なくとも︑
たはず である︒
一人も生活していな い竹島や尖閣諸

政治家が いたとは思えな い︒菅を攻

にも菅首相より危機対応能力が高 い

題 に関する限り︑自民党 にも現官僚

門家 の言動を振り返れば︑容易に想

事故前までの官僚や原発推進派 の専

の力を引き出せていたとも思えな い︒

たら︑そ の公開性はも っとひど い状
態 であ った であろう︒専門家や官僚

公開性など多く の問題を含んでいた
事は事実 であるが︑他 の首相 であ っ
たら︑ましてや自民党 の政府 であ っ

首相 の対応 の悪さに起因するかのよ
うにすり替える論議がで っち上げら
れた︒無論︑政府 の対応 には︑その

でもあきらめなければならな いと い

自民党 ・マスメディア︶が過去に犯

ある︒それを全力 で支持すべきであ っ

う真 っ逆さまの論理がまかり通 った︒

してきた誤りを転嫁しごまかそうと

りから現在 にいたるまで︑ぶれてい

小沢 の言動を少し引 いて俯腋的 に見
ると︑先 の総選挙 の マニフ ェスト作

選挙 のスペシャリ ストと喧伝される

嫌 いと︑
政策 の整合性 は別物 である︒

だろう︒豪腕と言われる政治手法に
対する警戒感もある︒しかし︑好き

いいも のやら︒

は特定 の政党を越えているようだし︑
この危惧をど このどなた に向けたら

らに大きな脅威だ︒ この脅威 の根源

な い︒ これは︑小沢の豪腕よりもさ

日本と いう政治風上には︑小選挙区

制度がもたらしたも の︒少なくとも

い離合集散も小選挙区制と いう選挙

授受︶なら いっぱ い見 てきたはず の

アメリカの軍事的後ろ盾などなくて
も︑歴史的に正し いのであれば平和

しているだけ である︒

を感 じさせた︒今回も２割そこそこ
の支持率 の自民党 の圧勝が予測され
ている︒ このところの余り にもひど

制は似 つかわしくな いようだ︒
さて実 のところ個人的 には︑小沢

マスメディァの人たちや政治家連が︑
素知らぬ顔 で攻撃し︑あ るいは小沢

裏 に主張し続ければ良 い ︵
それ こそ

野田と いう人は︑国民が民主党 に

不公平感をぬぐえな い︒確かに︑庶
民感覚からすれば︑そ の金銭 の動き
は﹁
常識﹂ばなれしている︒しかし︑
どうもその金銭 の授受 そ のものすら
霧 の中︑ で っち上げ の可能性まで出
金銭 の
てきた︒また︑そんな こと ︵

好き﹂
一郎と いう政治家はどうも ﹁
にはなれな い政治家 である︒その物

失脚に利用する︒小沢を攻撃するこ
ある
とが︑誰かによ って許された ︵

が︑世界に誇るべき９条 の精神だ︶
こと であるにもかかわらずだ︒鳩山

期待した事を︑その根幹 にお いて裏
切 ったと いえる︒予想される︑総選
鳩山首相 は︑日米関係 の重要性を
忘れて普天間 の県外移転 に固執した

官僚 ・
専門家 ︒
撃することで︑自ら ︵

像 できる︒少なくとも原発事故 の問

言 い︑顔 つき⁝⁝が原因しているの

いは課せられた︶との印象をぬぐえ

の軟弱さもだが︑それ以上に軟弱な
マスメデ ィアや 同志 であ った はず
な いことに驚かされる︒それらを全
て︑選挙手法 であると片付け︑切 っ
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挙 の敗北を機に表舞台から退 いて欲
し いも のだが⁝⁝白 民党あたりに拾
われるのだろうか？
︵
みやもと まさゆき／広島県
元高校教員︶

米国は日本政治にど こ
ま で干渉するのか
元 祖 ︒民主 党 員

が衆院議席を確保していました ︵
今
日まで議席は確保し続けていますが︑
２月６日の総選挙結果はどうなりま
︲ １
︒
すか？︶
政権交代 ︵
２００９年９月︶
ま では︑当然野党として市民 ・県民
の声を国会 へ届ける大役を担 ってい
ました︒
自民党小泉政権後 の安倍︑福田︑
麻生各総理 のダ ッチ ロールで︑ いよ
いよ政権交代 の実現可能性が見え て
きたなか︑当時 の民主党 のマニフ ェ

に不利な影響をもたらす人物 の排除
を謀る作戦にかか ってしま いました︒
私にはそう感じられます︒

りさま です︒小生個人としては︑ こ

の民主党政権は︑応援することに二

︒
ますが︶

の足を踏 みます ︵
この文面を見てい
ただく頃 には︑総選挙結果が出 てい

閣総理大臣 に就任しました︒就任 の

ただ︑自民党 は︑安倍氏が総理に
なれば︑最も有 の ︿
憲法９条改悪／

１年後 ︵
２０１０年︶菅氏が︑内

翌年 ︵
２０１１年︶３月Ｈ日︑東日
本人震災による津波 で東電 ・福島第

日本銀行 への無謀介人／個人情報把

握／芸術 の規制／言論︑
行動 の規制﹀

一原子力発電所 の１号機から４号機

までが︑核燃料メルトダウ ン等 の取
り返しのつかな い事故を引き起 こし︑

是が非 でも︑過去 に戻 ってはなら

など︑国家秘密主義が予測され︑戦
前と同様 の政策を推し進めるでしょ
う︒ただひと つ戦前と違う のは︑保

力が湧 いてきた のでした︒
外交政策 では︑︿
緊密 で対等なＨ

上が大変な事態に陥りました︒菅氏
に ついては︑３・
脱原発﹂
Ｈを経 て ﹁
の志向を強めた ことを私は評価し て
います︒そ の後︑その ﹁
脱原発依存﹂
発言 で又︑米国 の国益を損ねかねな

ないし︑米国追従政策を許してはな

即アク ションを起 こさな いと日本全

５歳︑
小生 の自己紹介をします︒６
団塊 の世代 で︑日本 の人口構成 のナ
ンバーワン︑現役時代は生存競争に

築をめざし アジ ア外交を強化する／

いとされ︑排除を謀る作戦 で降板さ

米関係を築く／東 アジ ア共同体 の構

ストを見 て︑我々党員には頑張り の

絶えず晒され︑戦 い過ごしてきまし
た︒そして︑平穏 の生活を求め︑音

世界 の平和と繁栄を実現する／核兵

えさせられます︒

２０１１年９月に︑民主党政権３
代Ｈ ︵
世間 では３代目は身代を潰す

８日 記︶
２０１２年 Ｈ月２
︵

る意識が必要だと思 います︒

態から覚 めた日 でこの動きを見届け

たりす る中︑有権者は 一時 の興奮状

る国造りが必要だと思 います︒
︑
２ ６
︲月 １日 の総選挙に向けて ２大
政党 に割り込む第 ３極として︑離合
集散を繰り返す政党が現れたり消え

対等に欧米諸国と交渉 できう る東 ア
ジア共同体 の実現と︑その上台とな

りません︒東 アジ アの 一員として︑

発 ・ＴＰＰ等︑米国優位 の政策を国
民に強要しようとすること です︒

身 のために米国追従主義を貫き︑原

から関わり のある政党 ・民主党を応

器廃絶 の先頭 に立ちテロの脅威を除
去する⁝⁝﹀などの項目に大 いに賛
同し︑党員として誇りをも って活動

せられました︒米国は日本 の政治 に
ど こまで関与するのか︑ つくづく考

援してきました︒
旧民主党は１９９６年結成︑現在 の

をしたも のです︒又︑
他 の政策 でも︑

歴史 の短 い民主党 の中 で︑前身 の
民主党 は１９９８年 の結成 であり︑

国民 の支持を獲得し政権交代が実現

ジー︑対米国 では︑民主党 の中 で最
も親米派と思える前原氏と共同歩調

⁝⁝と言うが︶野田氏が総理 に就任
しました︒野田氏は︑小生 の想定通
り︑
脱原発 にはファ
消費税はアップ︑
義が鳩山氏 に災 いし︑民主党両頭 の

下政経 ︵
塾︶党 の政策を実行するあ

を続け︑まさに民主党 ではなく︑松
鳩山 ・小沢両氏 の機密情報などが マ
スメディアに持ち出され︑米国国益

めに奔走するも のの︑米国 の国益主

総理大臣として政策 の実現を図るた

しました︒
けれども︑代表 ︒鳩山氏が︑内閣

成り行きで産別労働組合 の役員は︑
連合加人←民主党員があたりまえで
し ︒
が
こ
の
時
た
代
最
初
の関わり︒そ
の後︑小生は６
２００４年︶早
５歳 ︵
期退職 で故郷 へ帰り︑翌年 の２００
５年︑山 口県第２区総支部 の党員と
なりました︒当時︑保守系 の強 い山
口県 の中 で︑選挙区 ２区 のみ民主党
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プ レイが６本 のルートで低空飛行訓
練を実施し︑６ルート直下 の自治体
︲県︑１３５市町村 に上ると推定
は２
されること︑②環境 レビ ューでは︑
現在︑米軍機が最も激し い訓練をし

軍が同 ルートの使用も認めたため︑

氏が︑﹁
オ スプ レイ配備 と全国 の低
空飛行訓練 ルート﹂と題 する報告を

をするようになること︱︱ などを明

性が 一段と高 いオ スプ レイまで訓練

レイの訓練 の状況︑普天間基地 の実
態 に ついて報告した︒
︲市町村
伊波氏は︑沖縄県下 の全４
長が参加した︑９月９日のЮ万人超

がオスプ レイ配備反対運動とオスプ

最後 に︑伊波洋 一・元宜野湾市長

にした︒

﹃
よく見 て避けろ﹄だけだ った﹂と
述 べ︑危険極まりな い実態を明らか

は燃料補給施設がな いため︑﹁
岩国
基地と厚木基地 ︵
神奈川県︶が多く使
われるのではな いか﹂と指摘した︒
さらに︑か つての低空飛行訓練 で
の墜落事故報告書 で︑米軍が事故防
障害物を︶
止策として挙げたのは ﹁︵

けた︒また︑オスプ レイ の訓練拠点
静岡県︶に
とされたキャンプ富士 ︵

ルートでの被害実態を把握し交流し
ながら︑米軍機 の低空飛行訓練反対
の全国的運動を展開しようと呼びか

日
配備・
低空飛行訓練反対をコ

ヽ
米軍岩国基地問題 の集会︱

による島根県浜田市旭町上空 での低

ている︑中国山地 のブ ラウ ンルート
を隠していたが︑その後 の追及 で米

ビ ュー ︵
環境審査報告書︶で︑米軍

空飛行訓練 の様子を撮影したビデオ
が上映され︑参加者は訓練 によるす

訓練 ルート直下 の自治体数がさらに

機 の低空飛行訓練国内 ルートの存在
を米軍が初めて公式 に認め︑① オス

﹁
米軍岩国基地を考える〜オ スプ
レイ配備反対︑沖縄 ・岩国だけじゃ
な い︑日本全国が訓練場に〜﹂集会
がＨ月Ю日︑山 口市 でひらかれた︒
この集会は︑ 馬生命 の尊厳﹄をもと
に︑
原発も基地もな い平和な社会 へ﹂
をテー マに同市 で９〜Ｈ日に開催さ
９
れた ﹁
憲法理念 の実現をめざす第 ４
回護憲大会災主催 は自治労︑日教組︑
私鉄総連などで つくる ﹁フォーラム

さまじ い爆音を体感した︒同町は自
衛隊 ︒米軍 の訓練空域 ﹁エリア５６

増えること︑③す でにこれらの訓練

集会 の冒頭︑地元山口県 の岩国市
リム
議 で在 日米軍基地監視 団体 ﹁
ピース﹂共同代表 の田村順玄氏が︑
オスプ レイ の岩国基地 一時配備と試
本誌
験飛行に反対する運動 の状況 ︵

平和 ・人権 ・環境﹂中心の実行委︶
の企画 の 一つで︑全国各地から約２

７﹂下 にある︒

ルート では︑米軍機 の墜落事故が起
こ ったり︑全国 で土蔵倒壊︑ガラス

おこな った︒

らかにした︒
そして︑全国各地 の低空飛行訓練

窓崩落︑牛馬の骨折など被害が多発
しており︑それに加え て墜落 の危険

金子氏 は︑オスプ レイ の普天間配
備 と日本 で の運用 に関 す る環境 レ

つづ いて︑神奈川県 の相模原市議
でリムピー ス共同代表 の金子豊貴男

恥３３４〜３３７参照︶を中心に報
告した︒また︑同基地所属 の米軍機

００人が参加した︒集会 では︑米海
２オス
兵隊 の垂直離着陸輸送機ＭＶ２
プ レイ の普天間基地 ︵
沖縄県宜野湾
市︶配備撤回と低空飛行訓練中止を
もとめる運動や︑日米安保条約破棄
をめざすたたか いを全国で展開する
ことが︑報告者や参加者から呼びか
けられた︒
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の県民大会や︑普天間基地ゲ ート封
が適用されず︑何ら制限を受けな い

を中止したことも明らかにした︒

拍手が送られた︒

をおこしていただきた い﹂︱︱ と発
言すると︑会場からひときわ大きな

状況になりかねな い︒日中国交正常
０周年と いう時に中国と対立して
化４
いく日本をそのままにしては いけな
い︒全国 で日本を憲法９条 の国︑平

と呼びかけた︒

後とも安保破棄 の闘 いのために行動

鎖行動など全県挙げ てオ スプ レイ配
備反対運動が取り組まれ︑Ю月１日
米軍 は１９５２
ことを例 に挙げ︑ ﹁

また︑
千葉県 の男性は ﹁
ヤ マト ︵
本
上︶ の人が沖縄 のたたかいと連帯す

締めくくり の発言 で︑田村氏 は﹁
厚
９機などが岩国
木基地 の空母艦載機 ５
基地に集ま ってくるが︑ これは根本

なかで︑沖縄は沖縄 の運動︑本上は

空法を無視 した︑オ スプ レイ の低空
飛行訓練をおこなわせな いよう︑が
んば
い
り
と
述 べた︒
た
﹂
金子氏 は︑﹁
今ま で反基地運動 の

的 には日米安保 の問題だ︒日米安保

和を守る国 にするため︑がんばろう﹂

るために必要な ことを率直に言 って
ほし い﹂と伊波氏に質問した︒
これらの発言 にた いし伊波氏 は︑
﹁
今︑米軍 のな か で問題 にな って い

条約 の根幹 から問題 にし︑日本 の航

万９０００件も起 こっている︒女性
０万人 いるので︑実にЮ人 に
兵士は２
１人がレイプされていることになる︒

るのは︑基地内 での婦女暴行 ・レイ
プだ︒国防総省 の推定 では︑年間 １

女性暴行︑ つづ いて夜間外出禁止令
を破 っての中学生殴打︑ ア
﹂
う いう事

イラクやアフガ ニスタ ンでの戦争を
通して︑戦場がもたらす緊張が結果

３氏 の報告を受けて︑会場から山
︑ 私は
口県宇部市 の︒
９歳 の男性 が ﹁
か つて労働組合 の地方本部役員や総
０
評 の全国オルグ団 の 一員として︑６
年安保闘争︑三井三池闘争をたたか っ
た︒最近︑沖縄 で起きた米兵による

ている﹂ ことを強調した︒

年以降も占領軍 の特権を維持し続け

同氏は︑米軍機 には日本 の航空法

の配備後も同基地ゲ ート前 での抗議
２月には県下 の
行動が連日行われ︑ １
全市町村長が参加した東京行動が予
定されていることを伝えた︒
普天間配備後 のオ スプ レ の飛行
イ
や訓練 の状況について︑同氏は ﹁
日
米合同委 の合意に反して ヘリモード
で住宅密集地 の上空を飛んだり︑伊
江島 では１ト
ンのコンクリートブ ロッ
クを吊り下げ て移動する訓練を住宅
の上を飛んで繰り返している︒夜間
訓練を終え普人間 に帰るときには︑
ひど い騒音をまきちらす︒ こうした

件が再 々起 こる︑あるいは全国 の米
軍基地問題︑ このような ことが発生

本上 の運動と いう傾向があ ったが︑

オ スプ レイ問題 では双方が連携して
日本 に米軍基地はいらな いと いう運

的 に兵十 の犯罪として起 こる﹂と報
告︒﹁
沖縄 では︑日米安保が問題なん

だと多く の人が言うようにな った︒

する原因は日米安保条約 にある︒し
たが って安保条約をどうすれば破棄
できるかが︑ これから の問題だ︒東

憲大会を契機 に連携をも っと進 めて
いかなければならな い︒住民と地方

状況に県民はものすごく怒 っている﹂
と語 った︒
また︑世界 ＾危険な基地と いわれ
る普天問基地について︑滑走路 の先

オ スプ レイ問題を通して全国 で安保
の見直しに取り組んでいく必要 があ
る︒米軍基地問題は沖縄だけ の問題

自治体︑日本 の空を守 っている国土

題意識を全国各地 で持 つことが大事
だ︒ このまま いけば自衛隊が米軍と

ともに砲弾を撃ち込んでいると いう

︵
編集部 Ｍ︶

を進めた い﹂と語 った︒

鐘を鳴らしている人たちが手を結ん
で︑日米安保体制そのも の への反撃

動 にできる要素があるので︑ この護
相官邸や国会をとりまく運動をされ
ているが︑私はこう いう市民運動が

ではなく︑
米軍基地があることによ っ

交通省 のなかで危険な低空飛行 に警
保問題が結び つく のは難し いかもし
れな いが︑そう いう行動 のなかから

京 では 一般市民 の方が原発反対で首

に設置されている ﹁
クリアゾー ン﹂
は事故 の可能性が高 いためアメリカ
では居住や経済活動が全面的 に禁止

日米安保反対 の闘争 に つなが ってい

て日本 の自主性がそこなわれ︑日本

されているが︑普天間 では同ゾー ン
８カ所あり︑
に小学校など公共施設が１
約３６００人が居住していると指摘
した︒さらに︑米 ハワイではオ スプ

安保反対 の運動を進 めていく ことが
大切だと思う︒若 いみなさん方が今

を戦争 へ導 いてしまう︒そう いう問

く ことを希望している︒反原発と安

レイ の訓練計画があ ったが︑遺跡や
野生動物 の保護 のため海兵隊 は訓練
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︵
※編集部註 この講演録は︑さる
０ ３ ︑
１月 １日 広島県廿日市市 の中央公
九条 の会 ︒は つか
民館 で行われた ﹁
いち 第８回総会 ・記念講演﹂ での
小森氏 の講演を書き起 こし︑要約し
たも のです︒タイトル︑小見出しを

熱 弁 ふ る う 小 森 陽 一氏

森

が意味すること
・
ム﹂

小

ト
︵
一
︶
ロ

ださ い︒大きな関連があります︒

あ
的表現 のキー ワードなん です︒﹁

本国憲法９条 のことが世界的に有名

いう言葉 は︑大江健二郎さん の文学

いま いな日本 の私 をお読 みにな っ
﹂
石波
た方は いら っしゃいますか？ 山

にな っていた時期な のです︒
何故だ っ

含 め ︑ 文 責 は す べ て編 集 部 に あ り ま
す ︒︶

新書 にな っていますから︑是非︑お

イ エン︶さんがノーベル文学賞を受
賞しました︒莫言さんは大江さん の
同志 のような中国の作家 です︒受賞

いう３ つの軍隊だと思わぎるをえな

１９９４年と いう のは︑まさに日

あ いま いなＨ
︿
前号■大江健二郎 ﹁

読みくださ い︒

たかも︑思 い出しながら聞 いてくだ
あ いま いな日本 の私﹂と
さ いね︒﹁
いう のは︑日本国憲法９条 の問題だ っ

﹁
戦後 日本 のあ いま いさ﹂と いう
ことが︑大江健二郎さん の文学的な

本﹂ の警鐘■ の項より つづく﹀

な政治状況だ ったのかという ことと︑

たんです︑演説そ のも のがね︒ つま
り世界中 の誰が見 ても︑陸海空軍と
キーワードだと いうことを思 いお こ

１９９４年に日本は 一体ど のよう

﹁
あ いま いな日本 の私﹂と いう講演
は深くからんでいるのです︒︱︱思
してもら いた い︒

い出せますか？ １９９４年 はどう
０分後 に触れ
いう政権だ ったのか︒４
ますから︑それまでに思 い起 こして
８年前 で
おいてくださいね︒今から１
す︒そ の前 にノーベル文学賞を受賞
した川端康成という人は︑﹁
美しい日
本 の私﹂と いう演説をしたんですね︒
人江さん のスピーチは︑ これに対す

違反 である と言 つていた政党 の党
﹂
自衛隊
首が︑首相にな った瞬間に︑﹁

大江健二郎さんは︑１９９４年 に

する会 に行 ったらスピーチをしなけ
ればならな いですね︒１９９４年暮

る真 っ向からのパ ロディーなのです︒

る﹂と言 ってしま った︒ こんな日本

は合憲 であり日米安保条約も堅持す

法違反 であり︑日米安保条約も憲法

条 に合致していて︑陸海空軍︑その
他 の戦力 ではな い﹂と言 ってきた︒
自衛隊は憲
また︑野党 のときには ﹁

い自衛隊と いう組織を︑日本 の歴代
日本国憲法９
の自由民主党政権 は ﹁

れ のノーベル文学賞受賞 スピーチ の

﹁
美 し い日本﹂が好きだ った のは安
倍晋三だと いう ことも忘れな いでく

ノーベル文学賞を受賞しました︒数
ばくげん モー
日前︑中国 の莫言 ︵

あ いま いな日本 の私﹂だ っ
題名が ﹁
あ いま い﹂と
たんです︒ ですから ﹁
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学者として真実が書 けるだろうかと

語 の使 い方をする総理大臣が いる国
で︑同じ日本語を使 いながら私は文
明 文 改 憲 ﹂ の危 険 ■

■ ﹁民 ｏ自 ・新 党 大 連 立 で

も のな のかと言 った のか？ まさに

郎から政権を譲り渡された安倍晋 三
は自らの任期中に憲法を変えると い
い︑まず教育基本法を変え国民投票

倍晋三政権﹂ のもとで推進されてい
く でしょう︒２００６年に小泉純 一

るか分かりませんが︑総選挙 の結果
がどうであれ︑解釈改憲と明文改憲
安
は 一体 の動きとして︑おそらく ﹁

近 いうちに﹂総
野田佳彦政権 は ﹁
選挙を行うといいました︒ いつにな

原発問題は９条問題だと いう ことで
す︒ この間︑東京都知事 の石原慎太

法を作 って退陣したんですね︒そ の

いう︑嫌味た っぷりな演説だ ったん
︒
れが﹁
です︒ン
﹂
あ いま いな日本 の私﹂
そ の大江さんが︑何故︑憲法９条

郎がと ことん尖閣諸島問題をあお っ
て︑それに野田佳彦政権がのせられ︑
ここま で危険にな ったわけですが︑

記憶をし っかり私たちは甦らせる必

に違反する日米安保条約体制 の問題

そ の根幹 にどう いう問題があ ったの

要があると思 います︒

と原発 が安全だと いう神話が 一体 の

か？ 解釈改憲と明文改憲が今︑ 一

左 ︶と 石原慎 太郎 ︵
右︶
橋 下徹 ︵

活ができな いんだ ったら︑それを保
障するのは国なんだから﹂︱︱ と︑
厚生労働省 のまん前 の日比谷公園 で

投票すると ころがな いから︑ マスメ
デ イアは︑第二極とか第二 の勢力と

か いって︑自民党や民主党よりもひ

ど い橋下 ﹁
日本維新 の会﹂ に期待を
かけるような報道をこの間してきま

したが︑それもだ いぶ化け の皮がは
がれてきたみた いで︑支持率 は決し

て伸び ていません︒

﹁
日本維新 の会﹂が第 二極 とな っ
た場合 には︑自民︑民主だけ ではな

維新 の会﹂も巻き込んだ人連
くて ﹁
立を行う︒そうすれば︑と っかかり
６条 です︒﹁
は憲法第 ９
憲法改正 には
衆参両院 で３分 の２以上 の議員によ
る発議 が必要﹂と いう︑ この 一番重
た いも のだけを変えると いう ふうに

めてある︒その意味 で︑九条 の会が

非常 に厳 し い期間 の中 でお作り に
な った︱︱ と同じ危機 の中 に今︑改

５年︱︱皆さんが廿日市九条 の会を

そう いう意味 で︑私たちは２００

■﹁
九条 の会﹂ 発足を
めぐ る政治情勢■

して︑その後は 一気にや ってしまう

︱︱ ︑ こう いう形 で明文改憲策動が
一気 に進むと いう ことは︑予測可能

今 そう いう政党 が
の生活が第 一﹂ ︵
︑そう いう路線 に転
できましたが︶

﹁
日比谷派遣村﹂を湯浅誠さんたち
がや ったわけですよね︒ これが２０
０８年から２００９年 でした︒だか

換すると いう政権交代を望んで︑ み

自民党と公明党 の連立政権︑ つま
労働者 の雇用を守る法律はと ことん
剥奪され︑製造業まで派遣労働 でや
る︑そこまでな ってしま った︒そし

んな投票したわけですよ︒そ の民主

な ことだろうと思 います︒

て２００８年 のリー マンショック で

らこそ２００９年 の総選挙 で︑小泉

多くの労働者がクビを切られ生活 が

党が自民党や公明党よりもひど い大

国民
新自由主義路線 ではなく て︑﹁

できなくなる︒２００８年から２０

消費税増税しかやらな い政権 にな っ
てしま ったわけですから︑多く の有

権者 は ﹁
民主党 でもダ メ︑だからと
となります︒
いって自民党 でもダ メ﹂

０９年︑労働者を守る法律がすべて
だ ったら私
なくな ってしま った︒﹁
５条をかかげ︑ つまり自
たちは憲法 ２
分たちが最低限 の健康 で文化的な生

り小泉政権 のもとで何があ ったか？

体とな って進んで いる中 で︑そのこ
とも私たちは改めて︑捉え直してお
く必要 があると思 います︒

大江健 三郎 氏
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何をしなければならな いかと いう こ
とを︑皆さんとともにし っかりと考

これまでどのような運動をや ってき
て︑どのような力を作り︑ これから
︲年から始められた
が出た直後 に︑９
湾岸戦争 でアメリカが撃ち込んだ劣

ました︒
そして︑ この読売新聞 の世論調査

えていきた いと思 います︒
化ウラ ン弾 によ って被曝していたイ
ラク の子どもたちを︑日本 の被爆者

加藤 周 一氏

ラクの武装勢力 の人質になりました︒

まず九条 の会がどう いう状況 の中

活動をや っていた高遠菜穂子さん︑
彼女 の活動を尊敬していた︑当時北

海外 における日本国民 の命を守らな
ければ いけな い責務をも っているは

を救うために培われてきた被爆医療
によ って救おうというボ ランティア

海道 の高校生だ った今井紀明さん︑
子どもたちを助けるこの２人 のボ ラ

で発足した のかと いう ことを思 い起
こしていただきた い︒
﹁
九条 の会 アピー ル﹂を出した の
は︑２００４年 の６月Ю日でした︒
２００４年がどう いう年だ ったかと
いう ことを思 い出していただきた い
と思 います︒読売新聞は︑毎年４月
の第 １週に憲法世論調査と いう のを

ず の小泉純 一郎内閣総理大臣は︑﹁
あ
んな危険なところにいくや つらが悪

いんだ﹂とばかり に︑﹁
自 己責任﹂
と いう言葉を若者 の心に楔 のように

ンティア活動を写真にしようとして
いた郡山総 一郎さん︑ この３人がイ

行 っています︒２００３年にアメリ
カとイギリ スのイラク戦争にいつで

打ち込 んだ のです︒﹁
自己責任﹂と
いう四字熟語が︑ いった いいつから

が︑Ｆ﹂れ以上放置 はできな い﹂と
な ったのです︒けれども︑１９６０

年 の安保闘争 のときに 一度統 一した
３年 の原
日本 の憲法を守 る勢力は︑６
水爆禁止運動 の分裂 によ って︑その

後も分裂 に分裂を重ねていました︒
だから今︑どこの政党やど この労働

組合 の全国組織が呼びかけたとして
も︑本当 の意味 での国民的な統 一し

た運動はできな いだろう︑
だ ったら︑
そう いう戦後日本 にしてしま った責

任 のある自分たちが直接呼びかけよ

う︱︱ とな った のです︒

最初相談していた のは︑加藤周 一
さんと井上ひさしさんと私なんです

ね︒その前に憲法再生 フオーラムと
いう のを憲法学者を中心にや ってい

たんです︒憲法学者 の方たちみんな
真面目なんで︑その会 に０
３人くら い
出 ていたんですが︑喫煙者は加藤周
一さんと井上 ひさしさんと私だけ

この国 の政治 の世界にまかりとおる

よう にな った のかも︑皆さん の記憶
からは っきりと甦らせてほし いと思

だ ったんですね︒体み時間にな と
る
必ず灰皿を囲 みながら︑３人︒ ﹁
３

も協力 できるよう︑﹁
武力攻撃 が予
測される事態 でも︑それは武力攻撃
がされた場合と同じだとみなす﹂と
いう文言を入れた武力攻撃事態対処
法︑その他自衛隊法 の関連法案 の改
悪など︑武力攻撃事態関連４法を国

います︒大江健二郎さんが いったさ
きはど の ﹁
あ いま いな日本 の私﹂と

︒﹁
どうすれば
人寄れば文殊 の知恵﹂
いいか︑どう いう組織を作れば いい
か﹂と毎月１回︑タバ コ吸 いながら
考え ていました︒残念ながら今︑生
き残 っているのは私だけなのですが︑

からん でいる時期 です︒

から生涯 一度も運動など呼びかけら
れた こと のなか った︑日本 の戦後を

まず大江さんに呼びかけ︑﹁
小田実

会 で通過させました︒そして戦場 で
あるイラクに自衛隊を送る︑そう い

代表する評論家 である加藤周 一さん

完全 に憲法改悪 の方向 へ︑日本 の
世論 は向か っていたんですね︒ です

イラク に派遣 された自 衛隊

う時期 でした︒２００４年 の第 １週
の読売新聞 の憲法世論調査では ﹁
憲
法を変えたほうが いい﹂という人が
∞数 ％︑﹁
変えな いほうが いい﹂と
０数％︑３倍 の開きがあり
いう人が２
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左 ︶と井 上 ひさ し氏
小 田実 氏 ︵

さんは不可欠だろう︒小田さんが入

の新間が小さな記事しか出してくれ

して記者会見しました︒記者はたく
さんき てくれた のですが︑ほとんど

の九条 の会ができていました︒２０

翌２００５年 には全国に３０００

てと いうふうに︑ ヒタヒタとすすん
でいったわけです︒

﹁
９条 をも つ日本国憲法を主権者と
して選びなおし︑日々行使しましょ
う﹂︱︱︒それだけでは︑何をした
ら いいのか殆どわからず︑全国 で何

いかんせん︑全国 で３０００ の九条
郵政
の会 の時には︑小泉純 一郎 の ﹁

選挙﹂にしてやられました︒参議院
で郵政民営化法案を否決されたとき︑

今の
小泉首相 は衆議院を解散し︑ ﹁
政治 の対決点 は郵政民営化イ エスか
︑﹁
改革を止めるな﹂
ノーかなんだ﹂
と いって反対する自民党議員 のと こ

ろには刺客を送り込む︱︱︑あ の劇

場選挙にみんなだまされた のです︒

２００８年 のリー マンショックを経
て︑今から振り返れば︑あ の郵政民

コーヒーを飲みながら︑ニヤリと笑 っ
久々にオ レは 一面を飾 ったぜ﹂
て︑﹁
と︑とてもうれしそうだ った のを覚

︒年代後半からアメリカの銀行は︑
９
貧し い人びとに住宅を わ るため
買
せ
サブプ
の特別 のロー ン︑その名も ﹁

営化選挙 っていった い何だ った のか
は っきりし ていますね︒

えています︒

そうして波及し一いったのですが︑

当時 ︶
小泉純 一郎首相 ︵

日本 のバブ ルが崩壊したように︑

宅を無理やり貧乏人に買わせました︒

年後 にガー ンと返済額をあげ るも の
で︑そう いう ロー ンを売り出して住

だから︑給料は絶対あがりますよ﹂
などと甘言を弄し︑だましながら８

リームの国 に住んでいら っしゃるん

年間もたてばあなたはアメリカ ンド

ライム ロー ン﹂と いう のを売り出し
ました︒それは︑最初 の８年間くら
８
いは低 い返済額 で済む のですが︑﹁

一面 にカラー写真入り で出してくれ
ました︒小田実さんが︑ モー ニング

た のは︑その前 の２
１月 の沖縄 の那覇
でした︒
沖縄タイムスと琉球新報は︑

実 行委員会 を組織 す る必要 はな く
な っていました︒局面 が変わりだし

０５年 の３月に九州 で九条 の会 の講
演会をやるときは︑福岡だ った ので
すが︑もう ﹁
福岡九条 の会連絡会﹂
と いう のができていて︑そこが講演
会 の主催者 にな ってくれ︑私たちが

なか ったんです︒テレビは︑夜 のＨ
九条
時すぎ のわず か数十秒 です︒﹁
の会結成﹂とか映像が映るんだけれ
ど︑ ﹁
なんか老人が いっぱ いいるな﹂
と いうくら いの印象 でした︒それで
日本 の
小田実 さんがブチ切 れ て︑﹁
マス コミがここまで退廃していたと
は思わなか った︒報道しな いのなら
オ レたちが直接講演会をして全国を
回るしかな い﹂と いう ことで︑全国
行脚 の講演会をおこな った のです︒
講演会 はどこでも満杯だ ったんで
すが︑ いかんせん九条 の会 のアピー

が悪 いと断られたりして︑結果的に

をや ったらいいかわからなか ったの
あ の人たちがや っ
で︑全国各地 で ﹁

ルは具体性にかけていたんですね︒

九条 の会﹂
９人 にな った のです︒ ﹁
だからと︑ダジ ャレで９人にした訳

たよう に︑呼びかけ人を作 って九条

るんだ ったら鶴見俊輔さんは絶対﹂
呼びか
とか︑そう いう感じであ の ﹁
け人﹂ の９人にな ったんです︒ いろ
んな人にお願 いしたんですが︑体調

ではありません︒ つく った のです︒

の会を作 ろう と いう運動にな って
﹂
九条 の会
いった のです︒私たちが ﹁
を作 ってほし い﹂と言 ったわけでは
な いんです︒自然発生的 に︑自発的
に︑どこかが作 ったら︑それをまね

九 条 の会﹂は急 拡 大 ︑だ が
■﹁
小 泉 劇 場 政 治 に負 け る■
九条の会アピール﹂を出
そして ﹁
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を組 み込んだ証券を作り出して全世
界に売り つけたのです︒サブプライ

ことを避けるため︑金融工学と いう
サギ の学問を駆使し︑その不良債権

べて不良債権がらみの︑ いった いマ

界中 の銀行は民間 ですから︱︱︑す

日本 の郵便貯金と簡易保険だけなん
です︒あとはす べての民間 の︱︱世

額面どおり のお金が入 っていたのは

２００５年 の夏に全世界において︑

から︑﹁
供給過剰 で終わり﹂と いう
ふう にな っていった訳 です︒

が入 っていました︒ この２枚 の紙幣
をどうしようかと思 い︑昼ごはんに

り焚斗袋をくれ︑そこにも高額紙幣

の叔母も︑挨拶 にいったら︑や っぱ

でドキドキしたんですが︑５００メー
トル離れたと ころに住ん でいた母方

ともな い︑触 ったこともな い高額紙
幣が入 っていたんですよ︒それだけ

中を のぞ いてみたら︑ 一度も見たこ

焚斗袋 に入 ったも のをくれて︑
たら︑

ショーで ﹁
純ち ゃん︑キャー﹂みた
いに騒がれると︑普段きちんと選挙

票したんですよ︒あ のような劇場選
挙をやられた場合︑テレビ のワイド

カ金融業を助けるために差し出した
わけ です︒そんな極悪人 にみんな投

一郎と竹中平蔵がアメリカの ハゲタ

しかなか ったのです︒それを小泉純

そのロー ンが不良債権 になると いう
ことは︑彼らは当然予測していまし
たから︑貸した銀行が損害をかぶる

ム ロー ンのような ﹁ハイリスク ・ハ
イリタ ー ン﹂ の金 融商 品と堅実 な
イナ スがどれだけあるかわからな い
代物を抱え込ん でいたのです︒ この

た のです︒自分が いくら頑張 って働
いた って生涯 １０００万円以上貯ま
らな いとふんだ貧乏人 の頂け先は郵
貯 です︒私も郵貯 でした︒私 の親も︑
私がなぜ私 のお金を最初 に郵便貯

メよ！ 銀行なんかに預金して取り

けど︑銀行 にでも預金しなきゃいけ
な いかな﹂と私が回走 った途端︑祖
陽ち ゃん︑ダ
母は形相 を変 え て︑﹁

に︑﹁
今 ま で コイ ンだ ったから豚 の
貯金箱 に入れていたらよか ったんだ

火鉢 でお餅を焼きながら父方 の祖母

うど皆さんが廿日市九条 の会を作ら

つでも憲法改悪 の発議ができるよう
な状態にな ってしま ったのです︒ちょ

中 では︑一気に事態は変わるのです︒
あ の時︑自民党と公明党が衆議院

題な いのですが︑今 の小選挙区制 の

えがあ って投票するわけですから間

官︑日本 の防衛大臣と外務大臣︑ こ
の﹁
２＋２﹂と実務官僚が︑日本 に
おけるアメリカ軍 の再編成をどうす
るかと いう声明を出しました︒

て自衛軍を保持することを明記した
︑
のです︒そして︑
同じ日に﹁
２＋２﹂
つまリ アメリカの国防長官と国務長

のを出し︑憲法９条をば っさり切 っ

では２／３以Ｌ の議席をと って︑ い

付け騒ぎ にな ったらお金 はなくなる
のよ﹂︱︱ と︑小学校６年生 に訳 の
わからな いことを言う のですね︒よ

はなくな ってしま ったらしいのです︒
︑
５
３年前 のことだから 祖母はよく覚
えていたわけですね︒

そのロー ンを返済 できな い人が大量

にいっている人は自分 の政策的な考

ガー状態 にして全世界 に売り出した

﹁ローリ スク ・ローリター ン﹂ の金
融商品を﹁
ひき肉状態﹂にし ハンバー

貯 ですが︑それを巻き上げようとし

アメリカの ハゲタカ金融業を救済す

わけです︒それを全世界 の民間銀行
が買 いあさりました︒
格付け会社は︑

祖母もそう でした︒

るために︑日本 の貧乏人 の貯金は郵

﹁これはダブ ル です﹂とか ﹁
トリ
Ａ
プ ルＡ です﹂とか︑ ﹁
ち ょ っと危な
いけどＡＢです﹂とか︑ でたらめな
格付けで世界中をだましながら︑そ
れに加担しました︒全世界 の民間金
融機関 に︑ このサブプ ライムロー ン

れたときです︒その危機感 は確かな
も のだ ったと思 います︒ ですから皆
０日後くら いに小泉
さんが作られた２
純 一郎 は︑自民党新憲法草案と いう

だからあの時 の郵貯 の４００兆円︑

金に預けたか？ そのき っかけがと
ても印象的なん ですが︑私は１９６
５年ま で足掛け５年︑父 の
１年 から６
仕事 でチ ェコスロバキアにいました︒
︒
５
２
６年 の１月に帰 ってきたんです 当
たり前 ですが︑すぐお正月 です︒正

くよく聞 いてみると︑１９２９年か
０年 の世界恐慌 の時 に︑銀行は取
ら３
り付け騒ぎ にな って︑小森家 の財産

に生まれました︒そして︑彼らが手
放さぎるをえなか った大量 の住宅が

月にな ってお雑煮祝 ったあと︑ 一緒

全世界 でサブプ ライムロー ン債権 に
汚され ていな いきれ いなお金 はこれ

の不良債権が ﹁
優良な証券﹂として
バラ撒かれた のです︒そして︑
当然︑

売りに出された のです︒しかし買う

に住ん でいた父方 の祖母が︑﹁
陽ち ゃ
ん︑お いｒ と なつので︑行 ってみ

２００４年 の年末から アメリカでは

人はいません︒サブプ ライムロー ン
のカラクリがわか ってきていました
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■ 負 けた教 訓 学び ︑改 憲

わけです︒あ の時︑大江さんは朝日

民主
を理事 からおろした のです︒ ﹁

の民主党側理事 であ った枝野幸男氏

あ って︑あ の人にも︑また この人に

な い人が︑ いろんな地域 で声をかけ

りながら︑今まで話しあ ったことの

法を守ろうと いう声が いろんな人の
口から いろんな人 の耳 へと飛び交 っ

も呼びかけようと いう︑そう いう憲

憲法改悪路線からはおりる﹂︱︱︑
９
こう いう意思表示をした のが４月１
Ｈだ ったわけ です︒枝野幸男は︑そ

ていくなかで︑世論は確かなも のと

党としては安倍晋二政権がすすめる

冊子にして子どもを今育 てている親

の日から反小沢になりました︒自民

れが︑二人政党 の片方︑民主党 の路

線を大きく変えた のです︒

して変わ っていきました︒そしてそ

党側 で中心的 にすすめていた船田元
盟友︑憲法改
は︑枝野氏 のことを ﹁

新聞 の同じ ︿
定義集﹀と いう コラム

今 回もそうだ った でし ょう︒今年

は全員自分 の胸 のポケ ットに入れ て
おこう﹂と いう呼びかけをなさり︑
今 でもご本人はち ゃんとポケ ットに
入れてら っしゃいます︒私が全国を

教育基本法 は変 えられたけれ
で︑﹁
ども︑１９４７年 の教育基本法を小

７日 に自 民党 が憲法改正草案
の４月 ２
を出 し た同 じ日 に︑ ﹁２ ＋２﹂ はオ
スプ レイを沖縄 の普 天間基地 に配備

講演で行脚をするようにな ったのも︑

路 線 押 し戻 す ■

す ると いう方針を出 し ています︒ つ

ですから２００７年 ７月 の参議院

まり︑あ の時と同じことを再び次 の

正をやれる盟友だ﹂と いっていまし
た︒

選挙に向けての民主党 の方針は︑明

教育基本法 改悪反対 の運動 の中 で

規
新自由主義的な性格 つまり﹁
確 に︑

総選挙 でやろうとしているのです︒

つまり︑九条 の会 の草 の根 の運動

年 の夏 の参議院選挙 では民主党をは

によ って︑自民 ・民主 一体とな った

だ ったわけです︒

じめとする野党が勝利して︑自民党

改憲路線を挫折に追 い込んだのです︒

ような新自由主義的な政策をも って

と公明党は大敗しました︒勿論衆議

そし て︑ ２００７年︑国思法を変

と ころの国民投票法が議論されてい

いた政党だ ったわけですよ︒それを︑

制緩和︑構造改革ライ ン﹂から脱却
して︑﹁
国民 の生活第 一︑コンクリー

ました︒

私ら の草 の根運動は︑下から世論を

最初は︑自民党だ って︑民主党だ っ

ですから私たちは︑あ の時３０００
の九条 の会 ではだまされて負けたと
いう教訓を︑もう 一回し っかり捉え
なおす必要があるわけです︒

その２００７年４月 の第１週 の読

院 は︑まだ２／３ありますから︑や

トから人間 へ﹂と いう方向 へ転換し
ていったわけです︒そして２００７

売新間 の世論調査 は︑ ﹁
３年続 け て

喚起してひ っくり返した のです︒小

憲法を変えよう﹂と いうと ころ
て﹁
では 一致した改憲政党 であり︑同じ

２００６年︑
小泉純 一郎は︑２／３

憲法を変えな いほうが いいと いう人

えるためにはまず手続き法を作らな
ければ いけな い﹂と いう ことで︑衆
院特別委員会 で改憲手続き法 であ る

以上 の衆議院 の議席を手に入れ︑ つ

選挙区制 の困難な状況 の中 で︑憲法

ろうと思えばす べて再可決 でや って
いく ことはできるんですが︑そこま
ではやれな い︒３代目世襲議員 の安

では︑どう いう教訓をふまえれば

まり参議院 で法案 が否決 され ても

多数派をとるのはほぼ不可能 に近 い︒

﹁
自分 の政権 の間 に憲法を変 える﹂
と いって︑手始めに ﹁
戦後 レジーム

安倍晋三は︑
政権を譲り渡しました︒

う にな った状態 で若手 の安倍晋三に

いいのか？

衆院 で再可決 でき︑何 でも できるよ

世論と いう のは今まで漠然としたも

動をすることによ って世論を変える︒

だ ったら私たちは草 の根から対話運

を守ると いう議員を国会 に送り出す
のは並大抵 のことではなく︑国会 で

が増え続けて︑憲法を変えたほうが
︑
いいと いう人が減り続 けている﹂
０数％でほぼ並んでい
現在 ４
そして ﹁
る﹂と︑非常 に悔しそうな報道をし
たわけです︒それが４月９日でした︒
そのЮ＝くら いあと︑当時 の民主党
代表︑小沢 一郎代表 は︑衆議院 の国

のでしたが︑私たちが九条 の会を作

﹁
おなかが痛くな って﹂総理大臣を
やめてしま いました︒
夏
その後︑自民党 の総理大臣は ﹁

倍晋二と いうヤワなヤツにはそこま
では耐えられなくなり︑２ヵ月後︑

民投票法を議論している特別委員会

を打破する﹂とし て教育基本法を変
２月︑実際
えると いい︑そし て同年１
に教育基本法を強行採決で改悪した
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生太郎がやめ︑そして総選挙が行わ

がくれば思 い出す﹂じゃな いですが︑
夏から秋にかけて必ずやめるよう に
なり︑福田康夫が１年後 にやめ︑麻
な ことな のです︒

たちが総選挙に臨む際 にとても重要

いいよ﹂と いう話 にな ってしまう︒
これに私たちは歯止めをかけなけれ

なく漠然とした感情だと︑﹁
新党が

継がさなければ いけません︒なんと

任としてき っちりと︑若 い人たちに
し っかりとした歴史認識として受け

が問題 にな っていたのかと いう記憶
を︑私たち年を重ねてきたも のの責

の総選挙だ った のです︒その時︑何

わよ﹂と言うに決ま っているのです︒
なぜなら︑自分たち の若か った頃︑
９年前︑そう いう事態が起き
今から１
たからです︒自民党単独政権が崩壊
し て︑﹁
反自民︑非共産﹂ の細川護
熙政権ができた のが１９９３年 の夏

ります︒その親 です︒︒
５代くら いか
な︒初 めて投票する若 い人たちは︑
親 の影響が大き い︒それでどうしま
すか？ その親たちは ﹁
新党が いい

かか ってきた のです︒

ろと いう圧力が強烈 にアメリカから

いう ことが決まりました︒そして︑

シス︶＝平和維持部隊を編成すると

動をする際 にアメリカ軍を中心とし
ピー スキーピ ング フオー
たＰＫＦ ︵

ふうにな って︑イラクに対し軍事行
動を含めた経済制裁をする︑軍事行

バチ ョフもきちんと協力すると いう

いうとアメリカが拒否権を発動する
と いう ことで何も決まりませんでし
０年 の時 は︑前年にベル
た︒しかし９
リ ンの壁が崩壊して東西冷戦は終わ
り︑﹁
ヨーロッパは 一つ﹂という状況
だ った のです︒ ですからソ連 のゴ ル

れば︑ アメリカが何か提案すると ソ
連が拒否権を発動する︑ ソ連が何か

改憲競争﹂をや ってゆく
ムの中 で ﹁
のです︒ こう いう選挙が行われた の
が︑１９９３年 の夏だ った のです︒
その時 に崩壊した政権 の名を覚えて
ら っしゃる人はいますか？ 潰れた
のは宮沢政権 です︒ この記憶を私た

とな っていたような年 です︒ ですか
らアメリカでは ﹁
ジ ャパン ・バ ッシ
ング﹂が行われていた時 で︑強烈な
圧力がかか った︒ この時 の日本 の政

しょう︒日本がアメリカの企業を買
いまくり︑デ ィズ ニーまで買おうか

１９９０年と いう のは︑日本 のバ

この部隊 に日本 の自衛隊を参加させ

れまでの国連 の安全保障理事会 であ

安全保障理事会が開かれました︒そ

﹁
１９９３年 の夢をもう 一度﹂
と狙 っ
自民 でも だめ︑民主
ている のが︑﹁

ば いけな い︒

んだよ﹂と明確な歴史認識として語
る必要があるのです︒なぜならば︑

でもだめ﹂とな ったとき の改憲新党
である ﹁
日本維新 の会﹂とか︑その
他︑﹁
雨後 の筍﹂ のよう に出 てく る
だろう諸政党 で︑そう いう新党ブー

■ 湾 岸 戦 争 で 有 名 に な った

明確 に歴史認識としておさえ︑
ちが︑
そしてそ のことを周り の人に語 って
いかな いと︑今度 の総選挙 でもだま

発端は︑２０００年代と同じよう
に自衛隊の海外派遣 の問題でした︒

憲 法 ９条 ■

ブ ルが事実上は崩壊していましたが︑
バブ ル最後 の年 と い っても いいで

年 です︒１９９３年に何 が起きたか
と いう ことが︑今︑２０１２年に私

れて２００９年 に政権交代が起きた
今年 の新入生はその頃生まれてい
ません︒その時 のことをおぼえてい
る人たち が︑﹁
あ の時 は こうだ った

わけです︒そう いう力を私たちは︑
草 の根 の運動 で作 ってきたわけです︒
その草 の根 の運動は︑どう いう政
治動向と対抗する運動だ った のかと
いうことを︑もう少し前にさかのぼ っ
て振り返 っておく必要があると思 い
ます︒

■﹁
新 党 ブ ー ム﹂で改 憲 競 争 ■
参議院選挙で野党が勝利して︑２
︑
ねじれ国会﹂
０００年代のいわゆる﹁
つまり衆議院 では多数の与党と参議
院では野党が多数派という状況がう
まれたのですが︑その問題を考えて
みましょう︒
２００８年 ︑読売新聞 の憲法世論
調査 は︑前年 より はるかに悔 しそう
５
に︑ ﹁
１年 ぶり に憲法を変えな いほう
が いいと いう 人 が変えた ほう が いい

されるのです︒ ここが決定的なせめ
ぎあ いの争点 です︒
選挙権をもたな いんですが︑それ以

１９９３年に生まれた人は︑まだ

と いう人を上回 った﹂と いう報道 を
し し ︒ こ ﹁５
ま
た
の
年
ぶ
り に﹂と い
１
う のが人事なん です︒﹁
２００８ マイ

前 に生まれた人たちには選挙権があ

１９９０年の８月︑
イラクがクウェー
トに軍事侵攻しました︒これは国連
憲章第２条違反です︒直ちに国連の
１９９３

５ は何年 ですか？
ナ スー
﹂

反戦情報 2012 12 15 NQ339 14

権は︑自民党単独政権 の海部俊樹政
︒
権 です︒自民党 の幹事長が︑若き４
代 の小沢 一郎だ った のです︒なぜ海
ですから主要な自民党 の政治家は
全部 ﹁
真 っ黒け﹂だ ったわけ です︒
実力 のな い人 のと ころにはお金も集

り立たな いような状況にな っていま
す︒

０年
の発言を恨みにうらみぬいて︑２
後︑自分たちが政権をと った２０１
国会 では内閣法制局長官 に
０年︑﹁

ん ですね︒ この時 の内閣法制局長官

ＰＫＦ法案 は廃案 にな ってしま った

本 は絶対にアメリカ の腰巾着 で︑ポ

産業から買 っているわけだから︑日

発言させな い﹂と いう法律を通した
のが︑鳩山 ︒小沢政権だ ったと いう

の組織 は軍隊そ っくり で︑軍隊と同

しかし︑星条旗 の隣に日の丸はなか っ
た︒全世界 の普通 の人々が︑テレビ
を見 ていて︑﹁
何故 ？ 何故 ？ 何
故？﹂と いう ことにな った のです︒
﹁
どうも日本 には憲法 ９条︑ つまり
アーテクル ・ナイ ンと いう のがあ っ
て︑俺たちが軍隊だと思 っていたあ

ま ってきませんから︑海部さんのよ

る専守防衛 です︒だから持 っている

ことを忘れな いでくださ い︒あ の人
０年も の﹂ で ﹁
恨 み︑ つ
たち は︑﹁２
らみ﹂を覚え ていて︑ちゃんとそれ
晴らす﹂ のです︒
を ﹁
あ の人たちに比べて︑私らはどれ
ほどの ﹁
恨み︑ つらみ﹂がたま って
いることか︒それを私らが忘れては

じ装備をも っているんだけれど軍隊

部みた いな マイナーな人物が首相を
９年ま
や っていた のか？ その前 の８
でが竹下政権︑旧田中派ですね︒ こ

チで コバンザメだ﹂と全世界が知 っ
ているわけです︒だから当然︑１９
５日から始まる ﹁
９１年 １月１
砂漢 の
嵐作戦﹂と いわれる湾岸戦争 に日 の
丸がはためくと思 っていた のです︒

業から汚 い裏金をもら っている自民

運動 にはならな いのです︒私たち庶

党も含めて今 の中選挙区制 でやる選
挙は︑お金がとてもかかるので汚 い

にもかかわらず︑海部政権 はＰＫＦ

日本が攻撃されたときに領海内 で守

海空軍その他 の戦力ではありません︒

従来 の自由民主党 は︑﹁
自衛隊 は陸

一郎が入 った︒´
﹂
う いう政権 でした︒

うな マイナーな人が良か ったんです
ね︒お日付け役として竹下派 の小沢

党 の政治家 が汚 いわけなのに︑自民

武器は領海内 でしか使 いません︒自
衛隊が武器をも って領海 の外 へ出る
ことは憲法違反 です﹂︱︱ ︑と いう
説明を基本的 にしていたんですね︒

民 の︑とりわけ九条 の会 の運動 の力
か つて︑あんな ひど い
の原点 は︑﹁
ことをやられた﹂と いう恨みと︑そ
れに対する歴史認識をふまえた怒り

の時に ﹁
リクルート事件﹂が起き︑
﹁
党
の
政
治
は
み
んな汚 い金 に
自
民
家
︑コ﹂
まみれている﹂
う いう汚 い金 に
まみれた政治はやめなければ いけな
い﹂︱︱と いう ことで︑﹁
政治改革﹂
と いう ことが言われていました︒企

金に手を出したくなるんだ︑だから

に自 衛隊 を派遣 す ると いう法律 を

ですからね︑ これが私たち の生命線

の人々が︑日本 は憲法９条を持 って
いて︑戦争をしてはいけな いだけで

だ った のです︒それが全世界 の普通

世界でも１００人 いるか︑ いな いか

まで︑日本が憲法９条を持 っている
などと事を知 っている法律研究者は︑

本番 で使 っては いけな いそう だ﹂
︱︱ と いう話が︑全世界 の普通 の人
に広ま ってしま ったんですね︒それ

フォーシスと いう組織らし い︒持 っ
ている武器は領海内 の練習 では使 っ
ていいんだけれど︑外 に持ち出して

ではなく︑ セルフ ・デ ィフ エンス ・

中選挙区制をやめて小選挙区制 にす
ればきれ いな政治 になるんだ︱︱ と

作 った︒国会 に出された法律が憲法

ですから︒ ﹁
最近︑年をと ってきた

は︑私らには通用しな い﹂︱︱ と い
う ことで︑よろしくお願 いした い︒

ですが︑当時 の内閣法制局長官は国
会 で︑﹁この法律 は︑従来 の自民党

話をもとに一
戻します︒当然︑全世
るのではな いか﹂と答弁してしま っ
た のです︒海部首相 の説明もしどろ
もどろにな って︑野党からもと こと
︒年 の臨時国会 で︑
ん追及され︑ン
﹂の９

界 は︑﹁
日本 はアメリカ のいいなり
になる国だ﹂と思 っています︒何度
も何度も日米合同演習を見 ていて︑
﹁
日本 の武器は全部 アメリカ の軍需

の憲法解釈からはかなり逸脱してい

ので記憶 の方はいまひと つと いう の

に違反しているかどうかを判断する
のが︑内閣法制局と いうと ころなん

いう人ウ ソを政治学者も含めて吹聴
し︑ 一気 に ﹁
小選挙区制 へ﹂と いう
流れを作り出し つつあ ったときだ っ
たのです︒小選挙区制を作るために
﹁
リクルート事件﹂ は仕掛けられた
かと︑今なら思 いたくなるような事
態です︒そ の後 の規制緩和︑構造改
革 でリク ルートがボ ロ儲けをする事
態にな っていくわけですが︑
今 では︑
リクルート社なしに派遣労働など成

15反 戦情報 2012 12 15 No339

はなく て︑軍隊も持 っていなか った
んだ︱︱ という ことを劇的に知 って
︲年な のです︒特 に中東
しまう のが９
の人たち は︑﹁
日本 はなん てすご い
国だ﹂と驚嘆するのです︒
皆さん︑中東 に行く機会 はあまり
な いと思 いますが︑
中東 に行 って﹁
私
と いうと︑
必ず︑﹁
オー！
は日本人だ﹂
広島︑
ナイ ン！﹂
長崎︑アーティクル・
と３連発が返 ってきます︒彼らはア
よくぞ
メリカ は大嫌 いですから︑﹁
広島︑長崎に耐えて９条をも ってい
ださ い︒

されている資料 の憲法前文を見 てく

小沢 一郎が何をしたかと いうと︑﹁
小
沢委員会﹂という のを作 って︑﹁
従来
の自由民主党 の憲法解釈を いつま で
もや っているから︑ こんなふう にア
︑﹁
憲法解
メリカから怒られるんだ﹂
釈を変えなければならな い﹂と いう
ふうに考え て︑どうしたか？ 配布

んだから武器は持 って行きません︒

行為が終わ って平和にな った地域 に
しか送れません︒非戦闘地域 に送る

は絶対 に送れません︒す べての戦闘

戦力 ではありません︒だから戦場 へ

ョー ・ザ ・フラ ッグ﹂をしなければ
ならなくな ったんですが︑宮沢喜 一
政権 は︑﹁
小沢委員会﹂ の見解 では
なくて従来 の自民党 の憲法解釈に基
づ いて ﹁
自衛隊は陸海空軍その他 の

深夜
行かな いと いう縛りをかけて ︵
の︑早朝明け方までの牛歩戦術 で野

法を自衛隊員にかぶせて送ります﹂
︱︱と いう︑何重 にも武器は持 って

法 ではなく て警察官 の職務法 の警職

ルと梶棒くら いです︒だから自衛隊

と同じよう に自分 の身を守 るピ スト

一緒に選挙 の監視団を務める警察官

そして宮沢喜 一政権 のもとで ﹁シ

ハト派 の河野洋平さんです︒

です︒それまでなら︑秘密裡に色々
ごり押しして白民党政権を変え︑自

する諸国民 の公正と信義に信頼して︑

るね︒日本はア リカ のいいなりに
メ
ならな い国だね﹂
︱︱と いう印象が︑
怒涛 のように広ま っていったわけで
す︒
アメリカも︑ これには困 ったわけ

衛隊 を海外 に出 し てしま ったらよ

我らの安全と生存を保持しようと決

こう書 かれ ています︒﹁
平和を愛

か ったわけでしょう︒ ですが︑日本
の憲法に ﹁
それは許されな い﹂︱︱ ︑
そう書 いてあると全世界 に知られて

意した︒ 主語は日本国民です︒ ここ
﹂
前文だから９
を﹁
小沢委員会﹂は︑﹁
条より上位 にある﹂として︑どう解
釈したかというと︑イラクがクウ ェー
トに侵攻 したと いう ことは︑ ﹁
平和

を愛する諸国民 の公正と信義が武力
︑ コ﹂
によ って踏みにじられたんだ﹂
れに信頼して日本国民は自ら の安全

党は抵抗したんですが︶ＰＫＯ法案

を通し︑初めて自衛隊 の海外派遣が

しかし︑この時の ﹁
縛り﹂は非常
に大きかったのです︒

の ﹁
縛 り﹂ ■

行われることにな った のです︒

と生存を保持しようと決意している
んだから︑前提が踏 みにじられた以

﹁これが自民党 の新し い憲法解釈 で
す﹂として︑海部俊樹首相は政権を
自民党 ハト派 の宮沢喜 一政権 に譲 っ

■ 大 き か った 宮 沢 政 権

これが小沢 一郎を始めとする当
時 の自民党政治家たち の ﹁
湾岸
戦争トラウ マ﹂となりました︒
アメリカの意 のままにならな い
と︑どんな怖 いお仕置きがくる

たんです︒内閣官房長官は︑やはり

上︑自衛隊を派遣することは憲法違
反 ではな い﹂
︱︱ と︑
殆どアク ロバ ッ
トのような解釈を持ち出したんです︒

のか︒それで鳥肌状態にな った

自衛隊 の旗を外 に出せ︱﹂︱︱
と強 い圧力をかけてきたのです︒

費を出しました︶血と汗は流さ
︑﹁
な いのか！﹂
ショー ・ザ ・フ
なん でも いいから
ラ ッグ ー﹂ ﹁

国民１人あたま１万円分 の軍事

ァメリカ は︑﹁
日本 は金だけ出
して ︵
あ の時︑
海部俊樹政権は︑

手に使えなくな ったと いう こと
で︑当時 の日本 の政権 に対して

しま ったわけです︒ これはアメリカ
としては許せな い︒自衛隊を勝

湾岸戦争後 ベルシャ湾 に派遣された海自 ・
掃海艇
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の７党１会派﹂ の細川護熙政権がで
３年 の夏 でした︒
き のが９
た
そして︑この時 に初当選した のが︑

政権だと いう ことで有権者が安心し

党政権 ではなくて︑自民党 ではな い

でしょうか？ や った のは小選挙区

党最大派閥 の旧田中派と竹下派 の大

三世議員 の安倍晋三です︒結党以来

ソ連が崩壊してしまうとは誰も予想

けれども︑事態は急変していきま
した︒
冷戦構造は終わ ったけれども︑

たときに︑それまでやれなか ったこ

制を導入しただけです︒まさに自民

小泉政権が自衛隊をイラクに派遣
するとき︑野党 の議員たちは ﹁
イラ
クと いう国は戦場な のに︑どうして
半 が賛成して︑宮沢喜 一政権は内閣

とをや った のです︒

不信任案 に小沢派が賛成するわけ で
す︒また鳩山派も賛成︑ つまり自民

陸上自衛隊を送るサ マーワだけが非

初めて野党 に転落した自民党 の総裁
に選ばれた河野洋平が内閣官房長官

戦闘地域だといえるんですか？ そ

いたと いう内閣官房長官声明を出す

の最後 の仕事として行 った のが︑従

総辞職に追 い込まれ︑夏 の総選挙 に
３年な のですね︒
な ったのが９

ことで︑ これによ って教科書 に載 る

軍慰安婦問題 に日本軍がかかわ って

このとき︑小沢 一郎 は︑羽田孜と

■﹁
新 党 ﹂作 り 改 憲 進 め る ■

小泉純 一郎はせぎ るを得なか ったの

ことにな った︒それを撤回しろと迫

していませんでした︒ ソ連が崩壊し
てしまう︒するとどうなるか？
国連 には安全保障理事会 の常任理

の根拠は何ですか？﹂と追及していっ
自衛隊 の行くと ころ
たら︑最後は ﹁
が非戦闘地域なんだ﹂と︑原因と結
果を完全 にひっくり かえした答弁を
です︒そこまで追 い詰められたとい

り続けた のが安倍晋三たち︑日本 の

こったと いう のは︑その反復なんで
３年 の事
すね︒ ですから私たちは︑９
態と今 の事態をし っかり つなげ て︑

です︒だから今回も自民党が野党 に
転落するとき に︑﹁つくる会 ﹂系 の
教科書を採択させる策動が ＾気 に起

のときに教科書問題 に火が ついたん

まさに自民党が野党に転落したそ

が行 っていた核開発事業は︑ ソ連が

まり北朝鮮 の核開発問題 です︒ ソ連

発事業と いう のはソ連 のも のではな
くなる︒ ここが大きな問題 です︒ つ

崩壊すると︑ ソ連がや っていた核開

理 で何も決まらなか った︒ この５カ

ＣＦＲです︒Ａはアメリカ︑Ｂはイ
ギリ ス︑Ｃは中国︑Ｆはフラ ンス︑

侵略戦争 の責任を認めな いグ ループ

何 がどう だ った のかと いう ことを
し っかりと記憶から呼び覚まして︑

崩壊したから北朝鮮 の事業 にな って

事国と いう国々がありますね︑ＡＢ

ま で９条解釈をめぐ って不毛な論争

一つひと つ︑そう いう ことが起きて
いな いかどうか︑起きていたら潰し

です︒

をしていた自民党 でもダ メ︑社会党
でもダメ︑新党しかな い﹂と︑ 一気
に新党ブームが起 こされたのです︒
９条 が
そしてこれら新党 はすべて ﹁

ていくと いう ことが必要にな ってい

に基づ いて︑クリ ント ン政権 は北朝

う ことにな っているんです︒ ソ連が

国だけが核兵器を保有していいと い

すから︑冷戦構造 の時は国連 の安保

Ｒは旧 ソ連︒ ここに拒否権がありま

あるから国際貢献ができな いんだ﹂
と主張し︑﹁９条 をかえ て普通 の国
へ﹂と小沢 一郎 は言 つた のです︒
そう いう路線を︑読売新聞も全面
的に宣伝をして︑そう いう選挙にな っ
３年 の総選挙 でした︒そし て
た のが９
自民党も敗北し︑社会党も敗北し︑
新党が勝 った︒小沢 一郎 による政界

しま いました︒ ここで核不拡散条約

と ころで︑細川政権は何をや った

るわけ です︒
熙を首相 にた て︑﹁
反自 民︑非共産

再編と いう形 で︑日本新党 の細川護

人をたてて ﹁
新党さきがけ と いう
﹂
のを作 って自民党を出ました︒﹁
それ

いう人物をたてて新政党を作りまし
た︒鳩山山紀夫 は︑武村正義と いう

縛り﹂があ っ
う こと ですね︒ この ﹁
たから こそ︑２００８年 の名古屋高
裁 で︑イラクに居残り活動を続けて
兵隊を運んでいた航空自衛隊 の活動
が ﹁
憲法９条違反 であり︑国民 の平
和的生存権が犯され ている﹂と いう
判決 が出たわけです︒ つまりそう い
２年か
うせめぎあ いがあ ったのが︑９
３年 です︒
ら９

けれども野党とし ては︑初 めて自
衛隊 の海外派遣をお こな った宮沢喜
一政権 は許せな い︒同時に小沢派も
含 め て改憲勢力 は︑ ﹁
従来 の自民党
の憲法解釈に即し て集団的自衛権 の
行使 がやれないと いっているのはダ
３年 ６月末︑野党が
メだ﹂として︑９
提出した宮沢喜 一政権 に対する内閣
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村 山富 市 内 閣

鮮 の核開発が危険だと大宣伝します︒
日米安保条約 は︑ ソ連が崩壊したら
いらなくなる︒ アメリカは日本 にこ
の時 ﹁
さよなら﹂されたら困るわけ
です︒それで︑日本 のすぐそば に新
し い敵を作らなければ いけな い︒と
いう こと で北朝鮮 の核開発疑惑をと
ことん巻 き起 こし て い ったわけ で
す︒
それが細川政権 のときに行われま
した︒そうすると︑北朝鮮 の労働党
と友党関係 にある日本社会党が政権
内部 にいるのは困るわけです︒その

ためには細川政権を つぶさなければ

掛けた旧大蔵省 の官僚が︑亀井静香

本社会党 の委員長を総理大臣に上げ
るから︑連立組まな いかね︒反小沢

状況なのです︒

の活 動 ■

の会は２００４年から２００８年 の

４年間 で押し返しました︒全国７０

ていくうえで︑弁護士さんの役割 は

氏 の発案 で小沢 一郎 の意をくんで︑

■ 被 災 地 で憲 法 実 質 化

でいこうね﹂と いうふう にして︑短
い２ヶ月 の羽田孜政権 のあとに出 て
き のが ４
で誰も んな こと
年
ま
そ
た
︵
９
︑宿敵 の
は考 えなか った のですが︶

５
３
９年から１年間作り出されてきた
この改憲 のたくらみを︑私たち九条

なりません︒それで小沢 一郎が動き︑
絶対 に実現す るはず がな い︑﹁
福祉

表させ︑ これで細川政権 は内閣総辞

自民党と日本社会党と新党さきがけ

００を超える九条 の会 が出来たこと

のためだけに使う増税法案﹂と いう
のを深夜 の国会 で細川護熙首相に発
職をせざ るをえなくなる︒ これを仕

が 一体とな った﹁
自社さきがけ政権﹂
です︒ でもその直後 にキム ・イルソ
ンさんがなくな って︑キム ︒ジ ョン

ときに︑ アメリカ の大統領と同じよ
うな重要な責務をになう のに世襲 で

不可欠 でした︒ いろんな地域 の九条

イル氏 がその政権を受け継ぐと いう

今︑郵政 の社長にな って います︒あ
０年も のの記憶﹂ で
の人たち は︑﹁２
恨みを晴らすだけではなく︑ちゃん
と恩賞も授けている︒
だから私らは︑

継 いでいいのか︱︱ と︑クリ ント ン

の会 の相談役︑また学習会 の講師と
して必ず弁護士さんたちがおり︑同

時 にこの弁護士さんたちの多くが派

の交渉や裁判を抱えても いらしたわ

遣労働や一
雇用をめぐり様 々な企業と

ら２００９年 にかけての︑湯浅誠さ

けです︒ このことが︑２００８年か

いま いな日本 の私﹂と いう演説をせ
ぎるをえなくな ったわけです︒と い

んたち の ﹁
反貧困ネ ットワーク﹂全
国展開を側面から支え︑九条 の会 の

運動と反貧困ネ ット ワーク の運動が

主 でも自民でもだめなら維新 の会﹂
とばかりに煽り立 て︑あとは３党連

店体業﹂状態とな っていたんですが

権交代を実現したわけです︒そのあ
と︑﹁
もう大丈夫だ というふうにな っ
﹂
て九条 の会 の活動が︑ちょっと ﹁
開

運動していく中 で︑２００９年 の政

立 で 一気 に改憲︱︱ これが今 の政治

３年に起きた ﹁
っまり ９
改憲めざし
た新党ブーム﹂による総選挙を今ま
た︑改憲勢力 はや ろうとし て︑﹁
民

う ことで︑さきほどら いの話は全部
結び ついたわけですね︒

北朝鮮危機﹂をあお った
大統領が ﹁
ため︑国会 で村山富市首相 は ﹁
自衛
隊も合憲︑日米安保条約も堅持﹂と
表明せぎ るをえなくなり︑その年末
にノーベル賞をと った大江さんが﹁
あ

によ って︑九条 の会 の学習会とか集
まりが無数 にもたれ︑それを持続し

自分たち の記憶をきちんとしておか
なく ては いけません︒
そして細川政権崩壊 です︒小沢 の
推した羽田孜政権にな って日本社会
党は政権から離脱︒その直後に︑元
アメリカ大統領 のカーターが北朝鮮
に飛んで︑今 の指導者 ＝キム ・ジ ョ
ンウ ン氏 のおじいさんに当たるキム・
独自 の
イ ルソンさんと話をし て︑﹁
核開発をしなければ︑アメリカが原
子力発電所をあげるまで重油もあげ
る﹂とし て︑ ﹁
米朝枠組 み合意﹂を
まとめています︒
こうなると ﹁
社会党が内閣に入 っ
てきても︑ アメリカは文句を言わな
い﹂と判断した河野洋平さんは︑﹁
日
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ね⁝⁝︒

られました︒ この前︑熊本 の九条 の
会 の講演会 に行 ったら︑温泉地 のお
として福島 の子どもたちを夏体みに
招待し︑１週間︑２週間滞在しても

寺がみんな連動して宗教者九条 の会

化しています︒例えば会 の呼びかけ
ら って︑温泉を浴びながら外 で遊ん

でも ﹁
３ ・Ｈ﹂以降︑特 に被災地
にお いては︑九条 の会 の活動が活性
１ひさしさんがＮＨＫ
人であ った井１
でもらおうと いう活動をしていると

憲法 に即して守 る﹂と いう こと実践
し ているわけ です︒ いろんなアイデ
アを出 しな がら全 国 の九条 の会 が
３・
や ってきた ことが︑﹁
Ｈ﹂以降 いっ
さ い責任を放棄している政府とは全

いう報告がありました︒
命と暮らしを
まさに 一つひと つ ﹁

ひょっこり ひょうたん島﹂
人形劇 ﹁
のモデ ルにしたと いわれている吉里
吉里国 の占里古里地区︱︱町長さん
が津波 で流された岩手県大槌町 です
が︑そ この人びとは︑九条 の会 の人
たちを中心に︑津波 がきた晩︑まず
ガ ソリ ンスタ ンド の社長をよんで︑
﹁
これからはお前さんところのディー
ゼ ル軽油とガソリ ンと灯油は地区有
︑﹁
房に使
にする﹂
灯油は避難所 の暖一
い︑ガソリンは物資を運ぶ車 に使 い︑
軽油 はガ レキを取り除く建築会社 の
ブ ルドーザーに使う﹂と宣言︑ いき

■ 期待 さ れた民主党 政権 ︑
な ぜ堕 落 ？■

政権交代直後にできた鳩山 ︒小沢
政権︒社民党に連立で協力してもら
天問基地の移設先を︑
２
並
自
うために︑

２＋２﹂できめた辺野
００５年 の ﹁
古 にしそこにＶ字型 の基地を つくる
と いう のではなく︑﹁
少なくとも県
外﹂と言 ったら︑まず外務省と防衛
省 の官僚が裏切り︑官僚に畳をひ っ

焼肉を食 ってメタボ にな った防衛次

官が いましたね︒そう いう人たちが

こぞ って鳩山政権を引きずりおろし

たわけです︒鳩山由紀夫は宇宙人だ
と いわれますけど︑最後 は ﹁いたち

の最後 っ屁﹂を残して去 ったわけで
す︒ つまり︑普通は核兵器に ついて

しか使わな い ﹁
抑止力﹂と いう言葉
を︑Ｆ日天問基地 のアメリカ海兵隊

には抑止力があるんだ﹂と いってや
めたわけですよ︒６月２日にやめて︑

縄 の海兵隊 に日本を守る義務はある

そ のあと ワイド ショーなどでも繰り
返 し この問題 が取り上げ られ︑﹁
沖

くりかえされた人臣もまた裏切りま
した︒まさに日米安保 マフィアです

外務省国際情報局長︶などが出 てき

待をした民主党政権が︑ こんなふう

にな っているわけです︒
その中 で︑改めて何故あれだけ期

シ ョー でや って いた

い﹂︲
︱︱そう いう こ
と を ず っと フ イ ド

海兵隊 はなぐり こみ

こと はな いん です︒

て︑ 月 切 そ う いう

んですか と いう ことが問題とされ
﹂
元︒
ました︒そして︑孫崎享さん ︵

よね︒日米安保条約体制下︑ アメリ
カ の軍需産業と つるむ ことでべらぼ
うな金儲けをし︑毎週ゴルフにいき

﹁
小鳩政権﹂
８ヵ月半 で幕

び ているんですね︒避難所 でた った

にな ってしま った のかを多く の人が

米安保条約 は日本を

らば︑ ２０１０年 の

を守 る義務 は ＾切な

部隊 ですから︑日本

１人だ ったという九条 の会 の佐藤さ

考えているわけです︒そこに私たち

のです︒ あ のままな

く違 ったあり方を作り出してきてい
ることも事実 です︒
理
理念﹂や ﹁
今まさに︑憲法を ﹁
想﹂ではなくて︑本当 に現場で守 る
のかどうか︑憲法を実現するのかど
うかが︑被災地 では大きなポイ ント

んと いう人は︑体育館 で避難者全員
に︑災害 にあ った辛さや︑そ の時ど

がもう 一度︑草 の根 でどう いうふう

なり ﹁エネルギー共産主義革命﹂を
起 こしたのです︒ それで皆︑生き延

んな状態だ ったかを聞 いてまわり︑

鳩 山 ・小沢政権 の崩 壊 伝 え る新聞

参 議 院 選 挙 は︑ ﹁日

それを全部まとめて自治体に要求す

いく必要があると思 います︒

にこの事態をとらえたら いいのか︑
どうすれば いいのか︑ これを広 めて

る︱︱ と いった活動をされた のです
が︑そうした活動 が全国で繰り広げ
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前に︑菅直人は財務官僚まるがかえ
で︑﹁
民主党は選挙に負けても いい︑

それを潰すには︑﹁
消費税大増税﹂
しかな い︒わざわざ参議院選挙 の直

を作 るために︑クリント ン ︵
米国務

ようとしたか です︒菅直人 の求心力

どれだけ アメリカと日米安保 マフ
ィアがグ ルにな って︑菅直人を支え

５％ では
日本 の消費税増税 は１
て︑﹁
２％にあげなければ いけ
少なすぎ︑２
ません﹂みた いなことま で言 った の
ですから︒

です︒ アメリカが日本に沖縄を返す
ときに︑そのことを明記しておけば

のは沖縄 の 一角 です︒あそこはアメ
リカが沖縄 の施政権をも っていたと
きは︑ アメリカ軍 の射爆場だ ったの

んだ ったら︑横田基地にアメリカ軍

ト モダチ作戦﹂をや っ
と自衛隊 の ﹁
ている司令部があるんだ︑他国 の軍

隊が他国 の首都 に軍事基地を置 いて
いる例が他 にあるか︑ちゃんと言え

よ︱︱ と いう話 でしょ︒
まさに彼は︑

ァメリカの手先として︑そう いう役

割を忠実に果たし ていった のです︒
それが今 の尖閣諸島問題 の事 の本質

そのような︑官僚とアメリカ丸抱
え の菅直人政権も︑﹁
３・
Ｈ﹂が起き︑
脱原発依存﹂
怖 い思 いをした ので ﹁
と いった瞬間︑原発ペンタゴ ンーー
つまり原発 で利益を得 ている政治家︑

です︒ マスメデ ィアもず っと この間
題を煽り続け支え続けています︒

するときにあそこまでだと明記しろ﹂
と ニク ソン大統領 に言 っていた ので
す︒ でも ニクソン大統領は日本より

学 の工学部 の教授 を中 心とす る学

官僚︑大企業︑そして学者︑私 の大

先に米中国交回復をする つもり でい
ましたから︑中国が領土権を主張し

者︑ マスメディアーー︑ この原発 ペ
ンタゴ ンによ って引きずりおろされ

てしま いました︒その結果出 て来た
財
自公政権 でも できなか った﹁
のが︑
界最優先︑対米従属 一本槍﹂の野田

ここまで冷静 に考えたら︑そう い
う政治を完全に転換して︑きちんと

佳彦政権な のです︒

ている フリをし ている︑﹁ノーと言

守 っていな いと主張しているような

憲法９条を守ると言 っている政治勢
力︑日米安保条約 は日本 の安全など

える日本﹂という看板だけはかかげ
ている石原慎太郎と いう右翼国粋主
義者な のです︒そう いう ことを言う

いなきゃだめでし ょ﹂と主張 できる
から です︒そのお先棒をか ついだ の
が︑ アメリカのことをとやかく言 っ

日本 の間 で尖閣 の領土問題が起きた
時 には︑﹁
やはリ アメリカ は沖縄 に

ているので︑それにはふれな いこと
にした のです︒そうすれば︑中国と

これは 一体 の問題なんです︒ アメリ
俺 たちが射爆場
カ の軍人たちは︑ ﹁
にし ていたんだから︑施政権を返還

の ハノイで︑です︒尖閣諸島と いう

あとは俺たちがなんとかするから﹂
と︑全部官僚 に保障された形 で消費
長官︶が尖閣諸島問題 の切り札を切

守 るのか﹂と いう ことが争点 にな っ
たはずなんです︒

税増税を持ち出し︑争点を全部そ っ

しかも ハノイーー日本と アメリカが
原子炉を売 ろうとしているベトナム

りました︒ ﹁
尖閣問題﹂ を最初 に言
い出した のは︑クリ ント ンですよ︒

よか っただけの問題 です︒
０
で
年
あ
ると同
今年は沖縄返還４
周
︑
時 に︑日中国交回復︒
４周年 で その
記念行事が尖閣問題 でつぶれました︒

ちにずらしてしま ったのです︒財務
省が協力すると いっていた ことは明
らかです︒なぜなら参議院選挙が終
わ った２日後︑ＩＭＦが通達を出し

尖閣諸島 ︵
上 ︶と中 国 で の反日デ モ
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当時 ︶
鳩 山 政権 の後 を襲 った菅 直 人首 相 ︵

人たちに国会に行 ってもらわなけれ
ば いけな いという ことはわかるはず
です︒ このことが鮮明になるかどう

的 に理性的 に問題を考えることな の

ウラ ン２３５の原子核が分裂するの

た核燃料棒 に中性子をぶ つけると︑

原子力発電所と いう のは︑あ の危

険な︑連続的な核分裂が起 こる所な
連続
んでしょ︒英語 では正しくも ﹁

の中性子がバンと出 て核分裂するこ

常 の連続的核分裂装置よりも っと危

﹁
３人寄れば文殊 の知恵﹂と いう
人事な菩薩 の文殊と いう名前を︑通

的核分裂装置﹂と いっています︒中
国 でもそう です︒日本語 で何と いっ
囲
原子炉﹂ でしょ︒﹁
ていますか︒﹁
炉裏かよ︑あれは﹂と突 っ込みたく
なりますね︒﹁
炉端焼 きなん てでき
︒そう いうごまかしが
な いんだよ﹂
一杯あるんですから︒

とが止まらな い状態 のことを いうん

険な高速増殖炉に つけているあ の財

んだと︑ このことを今︑大きな声 で

団は︑直ちに解体し︑そ の予算を こ
そ被災地 に出せ︑そう いう話 でしょ︒
﹁
３連続 の何故﹂ は︑そうや って
感情的な雰囲気 に流されている多く

ですね︒原子力発電所は︑ いったん

なるプ ルト ニウムまでいくま で止ま
らな いんです︒臨界と いう のは︑こ

そして最後 に︑長崎型原爆 の材料と

発電します︒ウラン２３５が核分裂
すると︑また中性子がバー ッと出ま
す︒これで次 の核を分裂させていく︒

で水を水蒸気にしてタービ ンを回し︑
ここからは火力発電と同じですが︑

です︒そ の時︑熱がでます︒ この熱

です︒
最後に言 います︒同じ 一つの問題
に ついて︑ ﹁
何故 ？﹂と いう︑原 因
と結果を問う︑問題 の因果関係を論
何
理的に問う︑合理的 に思考する ﹁
故？﹂を︑ 一つの問題 で連続して３
発︑発することができるかどうか︒
原子力発電所は必要だ︒
たとえば︑﹁
原子力発電 がなければ日本 の企業 は
外
い
に
で
と
原
発維持派は いい
て
く
﹂
何故︑原子力発
ます︒それに対して﹁

の１／３は原発 でまかなわれている

電所は必要なんですか﹂と１発目を
聞きます︒すると ﹁
日本 の総発電量

臨界にな ったら人間 の意志 で つけた
り︑止めたりすることは非常 に難し

いのです︒人間 の意志 できちんと制

な い技術なんだから︑や っち ゃダメ
でしょ︒ この３発︒ｌ人 でやるのは
つら いです︒必ず３人以上 の人とい

から です ︒ これ で納得したら負 け
﹂
どうし て
ます︒すかさず ２発 日︒﹁
日本 の総発電量 の１／３がす でに原
︒ ２発目を出
子力発電 なん ですか﹂
すと︑むこう はかなり追 い詰 められ
ます︒大飯原発３号機︑４号機を再

主張していく ことが︑ この日本を下

御 できるのは水力と火力 です︒だ っ
たら原子力発電 は︑人間が制御 でき

稼動させたあと︑関西電力は火力発

ることが大事 です︒違う考えをも っ

かがカギ です︒それを鮮明にさせな
いために︑歴史認識は つぶし︑政策
下維新 の会﹂のような︑小泉と同じ

電と水力発電を止めたでしょ︒原子

的な思考も つぶしと いう形 で︑﹁
橋
大阪都構想イ エスかノーか﹂
よう に﹁
と二者択 一だけを いうような政治勢

力発電所を フル稼動させたら︑水力

九条 の会事務局長︶

︿
おわり﹀

︵
こもり よう いち／東京大学教授︑

てみせましょう︒

んですから︑ちゃんと三度目もや っ

から変えていく力になります︒
私たちは︑ 一度や った経験がある

因果論的な︑
もう 一度 ﹁
の人たちを︑
理性的な︑政策的な思考﹂に立ち戻
らせる︒その要 に憲法 の条文がある

力が現れてくるわけです︒

や火力は止めてしまう のです︒ ここ
ですかさず ３発目 です︒﹁
なん で原

れると いう尊 い教えがあるわけです
︒
し
・
い

■﹁
何 故 ？﹂を 発 し続 け る

子力発電所を フル稼働させると︑水
︒原子
力や火力 は止 めるん ですか﹂
力発電 では︑ウラン２３５を濃縮し

ている︑しかも いつも文句を言 って
いるような人がたくさん いることが
︒
人事 です︒﹁
３人よれば文殊 の知恵﹂
ただ の人間も３人集まれば菩薩 にな

理性 的 思考 を ■
今︑ここで大事なのは︑常に政策

21反 戦情報 2012 12 15 No339

反戦情報 2012 12 15 No339 22

﹃一枚 の ハガ キ﹄
新 藤 兼 人監 督
馨

鈴

木
右

文

アーミテイジ報告﹂は何を狙うか？
＝豊旗梢 ＝の︵
下︶は︑編集 の都合 に
より︑次号順延となります︒あしか

弱肉強食 の新自由主義を︑またぞろ

らなる対米貢献策を公約しているの
︑﹁
ですから︒
核武装 を公言す
ま
た
﹂
な政
る石原 ・橋下 のような﹁
やくざ﹂
治家が︑小泉路線 の復活とも いえる

■お知らせ■連載中 の会酬壇Ｙナイ・

らず︑ご了承くださ い︒

酷暑だ った夏が︑ つい先日のように

もう師走 です︒
▼今年も早 いも ので︑

夢な のは︑自民 ︒公明 ・維新などが

悪名高 い竹中平蔵が控え ていること
を忘れてはなりません︒そして︑悪

推進しようと躍起 になるのが日に見
え ているからです︒彼らのバ ックに

思 っていたら︑昨日︑ ここ山口でも

民主内 の改憲派と つるんで３分 の２

︽編 集 後 記 ︾

が焼けながらも農家として行きてい

初彎 が降りました︒ これから吹雪く

う︒ ふたりはやがて惹かれあ い︑家
く中 に希望を見せて映画は終わる︒
いかにも新藤監督らし い実直にし

津波が押し寄せた宮城 ︒東北地方 の

﹁一枚 の ハガキ﹂ 含一
〇 一一︶は新
藤監 督九 九歳 の遺作 とな った作 品
で︑野太 い反戦作 である︒
大竹し のぶ扮する気丈な友子︒夫
て力強 い作風で︑ふたり の俳優も熱
演︒乾 いた ユーモアも織り交ぜ︑技
法的 にも円熟 の極致︒さすが二〇 一

被災者 の方々︑また職を失 い街頭に

品として撮 った︒ この作品に出 てく
る形と同様 に戦争 に生き残 った監督
の︑ 一貫した執念 の反戦作 である︒

るかもしれません︒
▼安倍晋三は︑ゾ ンビ のように復活

加 人者名 反戦情報
銀行 日座
福岡銀行箱崎支店
普通預金 ２０ １２６７２
水田信男
加 入者名 ヽ
ｍ︲
歩ｏコ∽０つ︲
Φ∽汁
６０Ｐコｐ一
ヨＬ一
﹄
００ｏ﹁
〇

代表 で水田信男︶
反戦情報編集部 ︵
〒７５３１０８３１ 山 口市平井 ３９５１５
︵
Ｔ／ Ｆ︶ ０ ８３１９０２１３０３０
広島連絡所
︵
Ｔ／ Ｆ︶ ０８２１２３３１７３２２
福岡連絡所
︵
Ｔ／ Ｆ︶０９２１２９２１８５２１
郵便振替 口座

ました︒来年もよろしくお願 いいた
します︒
︵
Ｎ︶

これは絶対に阻止しなければなりま
せん︒来年 はまさに正念場です︒
▼読者 の皆様︑今年もお世話 になり

の議席を確保することです︒そうな
れば九条改憲が 一気に走り出します︒

争 で全滅︑舅 は失意 のうち に死 に︑

一年 のキネ マ句報 ベストテ ン第 一位

と の予報 ですが︑再度 の強 い地震と

姑 は貧乏を気遣 い自殺︑ひとり残さ

である︒戦争 のせ いでこんなにも酷

集人成 にして最高傑作 の風格あり︒

進﹂ でもしようも のなら︑今後 の４
年間は︑希望を見出す のも難しくな

を戦争 で失 い︑夫 の弟と結婚させら
れ︑その弟も戦争 で失 い︑実家も戦

れた彼女は水道も電気もな い貧し い

いことになる理不尽さを訴えて圧倒

その夫 はくじでフィリピ ン ヘ向か
う ことにな ったのだが︑豊川悦ｌ
Ｔ扮
する戦友 の男はくじで国内 に留ま っ
た︒男は故郷に帰 ると︑家 はから っ
ぽ︑出征中 に実父と妻ができ てしま

新藤監督 にはお疲れ様 の言葉をか

しましたが︑前回首相在任中に挫折
した改憲策動を 一挙 に強めるかもし

的だ︒

農家暮らしを続ける︒

い逃げ ていた のだ︒しばらくしてブ

けた い︒本 コラムでも多数 の作品を
裸の
取り上げ させ ていただ いた︒﹁
島﹂ の衝撃 は今 でも忘れられな い︒
合掌︒

れません︒﹁
集団的自衛権 の行使容

新藤監督が自ら映画人生最後 の作

ラジ ル行を思 い立 った男 は︑﹁
その

︵
すずき ゆうぶん／九州大学

認﹂や自衛隊 の﹁
国防軍化﹂など︑さ

放り出されたホームレスの人々の厳
し い越冬を思うと心が痛 みます︒
２月６日の総選挙
▼それにしても︑１
１
結果が心配 です︒今日は８日︑ この
５日 ですから︑
号 が発行される のは１
結果 はまだ見え てきません︒もし︑

大 ﹂ から フィリピ ン行 の直前 に預
か った葉書を見 つける︒友子が夫に
送 ったも のだ︒
︑
ー
男は友子に葉書をー
ーけに行き 互
サ
いに礼を尽くしながらも︑友ｒはく

言語文化研究院教員︶

安倍自民や石原 ・
躍
橋下維新 の会 が﹁

じで生死を分けた理不尽さに我を失

23反 戦情報 2012 12 15 No339

反戦情報
・自。
の危険な兆候
民
新党「改憲大連立」
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「日米安保」
の正体曝すオスプレイ強行配備

東アジアの緊張で利益得るのは誰か?
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