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巻頭言

東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会共同代表　　木村　朗

　昨年（2020年）初めのコロナ危機発生後の世界は、感染拡大防止のために都市封鎖や外出自粛が行
われる一方で、コロナ対策の影響で経済活動が長期停滞するのを恐れて都市封鎖の解除や外出自粛の
緩和を行うなど、まさに混沌とした状況を呈している。はっきりと言えるのは、コロナ危機の前と後
では、私たちの社会と生活の前提が根本的に大きく変化したということ、そしてこの変化は急速なデ
ジタル社会化が象徴しているように不可逆なものとなる可能性が高いということだ。
　コロナ危機後の世界における大きな変化としては、①グローバリゼーションの後退とナショナリズ
ムの台頭、②世界的規模での国家の役割増大と監視社会化（ファシズム化・強制収容所化）の急速な
進展、③国内および国際レベルでの貧富の格差増大と社会の分断・二極化の拡大、などの特徴があげ
られよう。より大局的には、米国単独覇権体制（G1）の崩壊とそれに代わる米中二極体制（G2）ある
いは多極体制（米国、中国、EU、ロシア、インドなどを含むG20と国連）、さらにはイアン・ブレマー
が提起しているような無極体制（Gゼロ）への移行・転換が加速されつつあるといえよう。
　そして、コロナ危機後の世界において、米ソ冷戦体制に代わる米中新冷戦あるいは米欧日vs中露
新冷戦の到来が自明であるかのように叫ばれている。コロナ危機後の世界において、米国の存在感・
影響力は世界最大の感染者数・死者数というコロナ対策の明確な失敗もあって縮小・希薄化する一方
で、中国の存在感・影響力拡大は非欧米世界を中心により一層強まる傾向となっている。米国は中国
の「一帯一路」構想や5Gに関連したファーウェイ（華為技術）、ロシアのEUとの新パイプライン構想
「ノルドストリーム2」を敵視して、米中貿易戦争や対ロ経済制裁・NATO拡大政策の発動によって中
露両国になりふり構わず対抗しようとしている。
　そのアジア太平洋への具体的適用が、日米が提唱する「自由で開かれたインド太平洋」構想とQuad

（日米豪印の4カ国）、AUKUS（米英豪3カ国）などの中国封じ込めの動きである。南西諸島防衛と銘打っ
た琉球列島の軍事要塞化と日米軍事一体化の動きもそうした中国包囲網形成の動きの一環であること
は明白である。
　このように現在の東アジア地域における安全保障環境は危機的な状況を呈しており、いまこそ東ア
ジアにおける戦争勃発の危機を克服して平和と共生を実現するための発想・構想・政策が求められて
いる。その意味で、今日東アジア不戦共同体の構築を目指す私たち東アジア共同体・沖縄（琉球）研
究会の存在意義も問われていることは間違いない。
　今後、東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会の活動をさらに充実・活発化させ、より多くの成果を
あげるためにも皆さん方のこれまで以上の積極的参加とご協力をお願いして挨拶とさせていただきた
い。
 2021年11月5日
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論　説

ドゥテルテ外交
――バイデン政権下で何が変わったのか？――

東北公益文科大学
東江　日出郎

1．はじめに

　2020年7月27日、比国のドゥテルテ大統領は、議会で行われた彼の施政方針演説で、中国に対す
る彼の考え方を示した。彼は、演説の4日前に習近平に、もし提供可能な新型コロナ・ワクチンがあ
るならば、それを受け取る最初の国々の1つにフィリピンを加えて欲しいと述べ、もし購入の必要が
あるならば、信用供与を行って欲しいと依頼した、と述べた。そして、西フィリピン海（南シナ海）
の問題に関しては、現在中国が領有権を主張し、実際に占拠している島々の支配権を奪い返すことが
できるとすれば戦争に訴えることだが、中国には武器があり、それを支える富もあるが、比国にはそ
の余裕はない。私はこの問題では役立たずだということを認める、という趣旨の発言をした。また、
米国について彼は、米国は米軍の基地があったスービックに戻りたがっているが、米軍が戻ってもし
戦争にでもなれば、比国人は「絶滅」してしまう、と述べた。

1

実際、演説の前に彼は、米国がスービッ
クへの復帰を打診した時、それを断ったと言う。理由はやはり、米国の基地が戻ってくれば核兵器が
持ち込まれ、戦争勃発にでもなれば、

2

比国人という人種（Filipino Race）が絶滅してしまう、というも
のだった。これは彼の従来の立場を表現しているが、それ以上の切迫感と開き直りがある。野党は彼
を批判して「中国へのへつらい外交」と言ってきたからである。ドゥテルテにはそのような「プライド」
よりも、台頭する覇権国家中国が比国の目の前にあり、好むと好まざるとに関わらず、つき合ってい
かなければならないという地政学上の問題や、歴史的経験がより大きな関心事なのかも知れない。比
国はこれまで、スペイン、米国、日本という3つもの帝国主義国の植民地を経験してきた。その中で、
それらの国々は、「キリスト教の福音」や「民主的で近代的な文明の恵みを伝える使命」、そして「欧
米の支配のくびきから脱して大東亜共栄圏を作る」といった自らの卑しい欲望を覆い隠すための偽り
の大義を掲げながらも、実際は比国を植民地化して政治や経済だけでなく、社会制度や文化までも蹂
躙して搾取してきたのである。そして米ソ冷戦が終わって米国の事実上の軍事植民地の立場から脱し、
平和の下での繁栄を築くために米軍基地を撤去させたが、そうしたがために中国の西フィリピン海へ
の侵攻が始まったのである。それを知るドゥテルテは、中国もこれまでの帝国主義国と差はなく、ま
た、対抗し得ない程巨大な存在なため、如何に振舞えば生き残れるのか、如何に振舞えば自立性を維
持して繁栄を築けるのかを、したたかに考えているのかも知れない。

3

　再び米国を偉大な国にするために、米中共同覇権を否定し、中国に覇権を渡す事は許さないという
強い意志の下、経済分野のみならず、軍事・安全保障を含む全ての分野で中国を本格的に主要敵国と
するよう舵を切った米国のトランプ政権が終わり、ジョー・バイデン政権ができた。彼の下での米国
は超党派で中国への危機感を高めていると言われる。

4

　このような現在の国際環境の下、ドゥテルテの比国外交には変化があるのか。就任から4年間のドゥ
テルテの外交・安全保障政策の特徴は、先ず、均等―均衡外交にあった。米軍の循環的駐留を認めは



『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究』　第５号

5

するが、安全保障の全側面で米国と一体化することはせずに一定の距離を取り、逆に中国には、西フィ
リピン海での人工島建設やその軍事化、比国の排他的経済水域への不法な艦船の侵入、そして南沙諸
島の島々を中国が占拠していることに対して国際仲裁裁判所が中国の違法性を全面的に認めたにも関
わらず、接近を図り、中国からの経済援助や新型コロナ・ウィルスのワクチンを受け取ってきた。第
2の特徴は国軍近代化だった。就任以降ドゥテルテは、国軍近代化を図り、予算を増やし、装備を更
新し続けてきた。第3の特徴は、日本との安全保障協力の促進だった。沿岸警備用装備を日本からの
支援で強化し、ミンダナオにおけるモロの分離独立諸勢力との和平、つまり国内的安全保障・治安問
題への対処を同様に日本からの支援で強化する等、関係強化を進めてきた。

5

第4の特徴は、安全保障
協力の輪をロシアやインドに拡大して、より自立性を高めようとしてきたことである。本稿は、この
ようなドゥテルテ政権の外交・安全保障政策が米国での新政権誕生でどう変ったかを明らかにするこ
とを目的とする。
　尚、本稿は新聞やインターネットの記事等に多くのデータを依拠するため、紙幅の都合上、使用し
たデータ・ソースを示すのみに留めることを予めことわっておく。

6

2．ドゥテルテの外交安全保障政策の展開（2020年9月からバイデン大統領就任まで）

　2020年前半のドゥテルテの米中日との関係は、比中関係では、2019年の緊張が、初の合同軍事演
習を行う等で緩和を見せ、対中強硬派の強い批判にもかかわらず、関係悪化を避ける対応を見せ、中
国も新型コロナ・ワクチン支援を比国に供与する等、改善を見せた。他方、米国との関係では、後に
留保されたものの、一時は ｢訪問米軍の地位に関する比米協定（VFA）｣を一方的に破棄するとドゥテ
ルテが表明し、外国の軍隊との演習を禁じ、事実上米国軍との演習を取りやめる等、距離を置く姿勢
を示した。日本との関係では、防空レーダー4基を三菱電機から調達する契約を結んだことを河野太
郎外相が発表する等、良好な関係を維持した。均等―均衡外交である。また、彼は国防予算を前年比
で11％増額し、国軍近代化への強い意志を示した。
　このように、2020年前半は中国との関係改善、接近が目立ったドゥテルテ外交だったが、後半に
は中国を牽制する動きも見られた。9月22日の国連総会の一般討論演説で、常設仲裁裁判所が2016

年に出した、西フィリピン海での中国の領有権主張を国際法違反とした裁定を今までになく強く支持
する演説を行い、中国から離れて米国に付く姿勢を示した。これは、中国船が比国漁船に衝突して乗
船者が海に投げ出されても救助もせずに逃げたことによって中国への反発が国民に広がった事を鎮め
る必要があったことが背景にあった。また、28日には、比基地転換開発公社（BCDA）が、クラーク
国際空港からマッカーサー・ハイウエーへの接続道路の工事入札を開始したが、それに応札出来るの
は「比国人のみ」で、合弁企業の場合は、発行済株式の60%以上が比国人所有であることを条件とし
ていた。これは、中国が債務返済が出来ない際に当該施設を長期自由使用する、いわゆる「債務の罠」
への対策だった。
　2020年の最終盤に入ると、米中双方との関係改善を図る動きと、米中双方を牽制する動き、そし
て国軍近代化や安全保障協力の多角化の動きが同時に見られた。10月15日には、クーシー比エネル
ギー相が、西フィリピン海での石油探査再開を許可したことを明らかにした。その際同相は石油探査
再開について、比国と中国、比国のフォーラム社と中国海洋石油（CNOOC）が進める交渉に十分配慮
して決定したと述べており、中国との共同開発も含めた3件の計画が再開される可能性が出てきた。
ドゥテルテによれば、中国は西フィリピン海に関する国際仲裁裁判所の裁定を比国側が無視するなら
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ば、西フィリピン海でのガス共同開発の過半数権益を比国に渡すと提案したと言う。また11月12日
には、2月にドゥテルテ側近の入国を拒否したことに反発して米政府にVFA破棄を通告したが、結局
その判断が12月まで延期され、それが再度半年間延期されると発表された。これは、米大統領選挙
で勝利宣言をしたバイデンの出方を慎重に見極めようとしたと見られる。
　だが、同日にはASEAN首脳会議やASEAN諸国と米中日韓等で行われる東アジアサミット等の一
連の会議が行われたが、その中でドゥテルテは中国を牽制した。この一連の会議では、日本は中国の
東シナ海と西フィリピン海での動きを批判した。日本とASEAN首脳の会議は新型コロナのためにテ
レビ会議形式で行われたが、ASEAN独自のインド太平洋構想と日本の「自由で開かれたインド太平
洋地域」は原則を共有しているとして、この地域での更なる連携を確認した。また、菅前首相は西フィ
リピン海問題について、航行及び上空飛行の自由等の正当な権利が尊重されるべき、と述べた。だが、
この会議では日本のような発言をしたのは一部の参加国に限られた。背景には、ASEAN各国への支
援を強化する中国の戦略があったと言われる。14日開催の米中日を含めた東アジア首脳会議では、
菅前首相は、東シナ海や西フィリピン海で法の支配や開放性と逆行する動きがある、と述べた。東シ
ナ海では日本の主権を侵害する活動が継続し、西フィリピン海では弾道ミサイル発射や地形の一層の
軍事化等、緊張を高める行動があると述べて、名指しは避けたが、中国を批判した。その中でドゥテ
ルテは、この会議へ寄せたメッセージで、「2016年の国際仲裁裁判所の裁定はどんな国も無視できな
い」、と述べた。

7
比国内での反中感情を考慮したのである。

　また、11月27日には、国軍近代化と関連する動きがあった。フランスのネイヴァル・グループ社
が比海軍からの通常動力潜水艦受注を見込んでマニラに事務所を開設したのである。西フィリピン海
の領土保全の必要性が比国内で叫ばれ、ドゥテルテは2023年から2027年に実施予定の「ホライズン3

計画」に挙げられていた潜水艦2隻の建造を、2022年までの「ホライズン2計画」に前倒ししたのであ
る。これは国軍近代化の動きであるとともに、フランスという新たなパートナーを迎えて安全保障関
係の多角化を図るものでもある。

3．バイデン政権と中国の狭間のドゥテルテ外交（2021年1月―9月現在）

　バイデンの大統領就任直後の2月、中国は法執行機関である海警局に安全保障の役割も担わせる「海
警法」を施行し、西フィリピン海への圧力を強化したが、領有権を争う比国やベトナムには対話アプ
ローチを進め、同海域の問題を口実とした欧米の介入を防ごうとしている。

8

そのため、比国への対応
でも経済攻勢を仕掛けた。2021年1月22日には、スービック湾とクラーク空軍基地を結ぶ鉄道を9億
4000万ドルで中国が建設することが比中の間で合意されていたのである。

9

　VFAをめぐっては中国との合意で比中間が接近し、米国との距離が広がるかに見えたが、比米間
の溝を埋める動きが2月8日に出た。比外相ロクシンが、米国とVFAをめぐる意見調整が行われるこ
とになったと発表したのである。そして2月15日に比大統領報道官は、VFA延長の条件として軍事
援助拡大を要求したと明かした。
　この比米の接近を牽制するためか、中国は新たな動きを見せた。比政府は21日までに、西フィリ
ピン海南沙諸島のウィットサン礁周辺に同月初旬、約220隻の中国漁船が集結していたことを確認し
た、と発表した。パラワン島バタラザの西約175海里にある珊瑚礁周辺海域で漁船群が隊列を組んで
停泊しているのが7日に確認され、晴天にもかかわらず操業せず、夜間は白色光を点灯させていただ
けだった、と言う。その海域は比国が排他的経済水域に指定しているため、領有権の示威行為の可能
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性があり、比政府は中国の海上民兵が漁船を配備したとみて動向を注視していた、と言う。これに比
国軍司令官ソベジャナ中将は21日、漁船群の退去を要求した。ウィットサン礁の海域は中国も領有
権を主張しており、中国は3月7日に舷側を互いに繋いだ船団の写真を公開して領有権を主張した。
また、比国防相ロレンサーナは3月29日、状況の監視のために中国船団の上空に軽戦闘機FA-50を毎
日派遣していると述べ、中国に再度、船団の撤退要求を行った。3月31日に比国軍当局は、中国船団
はウィットサン礁から西フィリピン海にある比国カラヤアン自治州やティトゥ（パグ・アサ）島、ファ
イアリー・クロス礁、ミスチーフ礁、スービ礁等に移動したことを確認したが、このような警戒活動
の中で比国軍は4月1日、中国船が集結する海域付近の西フィリピン海のユニオン堆で違法に建設さ
れた構造物を発見し、それを国際法違反と非難した。
　バイデンの対中強硬姿勢は中国から見れば挑発で、それに中国は反発していたが、更にそれが米国
の警戒感を高めた。米国務省報道官は記者会見で、米国はウィットサン礁近海での中国の海上民兵集
結に、比国と懸念を共有し、西フィリピン海を含む太平洋で比国軍、公船、航空機に武力攻撃があれ
ば、比米相互防衛条約に基づく米国の義務が発動される、と述べたのである。
　この状況で4月10日には、比国民放テレビ局ABS-CBNは、その取材班が8日に南沙諸島のセカンド・
トマス礁に向かった際、中国の海警艦1隻と高速攻撃艇2隻に追跡された、と報道した。同局によれば、
取材班の船に海警局艦船が身元を明かすよう要求したため、方向転換して進もうとしたら追跡を受け
た、と言う。比国軍はこの報道を受けて、調査を行っている、と発表した。
　米国はこの状況を憂慮したのか、4月10日、初めての海外訪問先のイスラエルに向かう機内からオー
スティン米国防長官がロレンザーナ比国防相と電話会談を行い、中国の海上民兵船団が西フィリピン
海のウィットサン礁に停泊している問題を話し合った。
　中国はこの船団について漁労中との発表をしていたが、米国の動きへの牽制の意味もあった。米大
統領府カービー報道官がこの時期、セオドア・ルーズベルト空母打撃群と強襲揚陸艦メイキン・アイ
ランドが西フィリピン海で行動中と発表していたからである。また、4月12日から23日にかけては、
比米合同演習のバリカタンも行わることになっていた。この演習は2020年には新型コロナの影響で
中止されたが、今年は再開されることになったのである。
　中国の動きに対してドゥテルテは4月19日、西フィリピン海における石油や鉱物資源保全のために
艦艇を派遣して領有権を主張する用意がある、と表明した。彼は中国との友好関係を維持する意向を
改めて示しながらも、「中国が石油掘削を開始したら、我々との合意の一部なのかと中国に問うだろ
う。それが合意の一部でなければ、こちらも同海域で石油を掘削する」意思を表明したのである。そ
して比政府側は21日、比国が西フィリピン海で領海と資源を守るため、警備艇や航空機を配備して
いる、と明らかにした。ドゥテルテが領海警備継続と領海での中国漁船の違法操業取り締まり強化を
指示したことを受けて比当局は、領海と排他的経済水域防衛のためにあらゆる手段を行使していると
して、沿岸警備隊等の船9隻、航空機、ゴムボート等が南沙諸島周辺を含む西フィリピン海に配備さ
れた、と明かした。だが、西フィリピン海哨戒中の警備艇に海警局艦船は「嫌がらせ」を行った。こ
の中国の動きに比外務省は、これまで通り強い抗議を行った。

10

また、5月3日にロクシン比外相はツ
イッターで、「中国よ、消えうせろ」と罵った。西フィリピン海で艦船の停泊を続ける中国や中国海
警局艦船の嫌がらせへの苛立ちが過激な表現を誘発した格好だが、これは、両国の対立をさらにエス
カレートさせる恐れもあった。そして5月12日、中国民兵が乗る287隻の艦船が領海を侵犯した、と
比政府は発表し、比国外務省も声明文で、パグ・アサを含む島々は比国が主権と司法権を持つ不可分
の一部、と述べた。ドゥテルテの大統領就任以来、中国への抗議は少なくとも84回目となっていた
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が、比政府は28日にもパグ・アサ島付近での中国の艦船による違法活動に外交ルートで抗議し、船
舶の撤収を求めた。パグ・アサ島は比国本土から451キロ離れており、南沙諸島で比国が実効支配す
る8カ所の岩礁、砂州、島の中で最大のもので、その25キロメートル先にあるスービ礁には、中国が、
滑走路や格納庫、地対空誘導ミサイル（SAM）を備えたミニ都市を築いていた。中国の収まらない違
法活動には比国国会議員のみならず、国民も怒りを感じており、ドゥテルテもその圧力で中国への友
好的姿勢を変えざるを得なくなる恐れもあった。

11

　中国との関係が敵対的になりつつあった6月14日、ロクシン比外相は米国と結ぶVFA破棄を引き
続き留保する、と発表した。その理由をロクシンは、同協定を精査し、両国で対処するため、と説明
した。中国との関係が悪化しても、それ程簡単に米国にすり寄ることはなかったのである。だが、ロ
ムアルデス駐米比国大使は同月4日、協定の改定版がドゥテルテに送られ、協定が維持される見通し
だと発言しており、改定内容は定かではないが、何らかの合意が出来たことは確かで、これでVFA

は維持されることになった。これはまた、オバマ政権末期以来米民主党を中心に叫ばれているドゥテ
ルテの麻薬戦争によって多くの国民が超法規的に殺害されているとの批判と、それに対する制裁を米
国が封印したことをも意味していた。実際、6月24日に米国は、比国にF-16戦闘機12機や空中発射
型ハープーンミサイルとサイドワインダーといった対艦ミサイル等、総額約2880億円相当の売却を
承認し、米議会に通知した。これは、人権を重視するはずのバイデン政権が、対中包囲網の重要な一
翼を担って欲しいと考える比国に一種の譲歩をしたことを意味する。

12

更に7月11日には、米国が踏み
込んだ動きを見せた。ブリンケン米国務長官が西フィリピン海での中国の権利主張を退けた仲裁裁判
所の裁定から5年を迎えるに際して声明を出し、トランプ前政権が2020年7月に示した中国の海洋権
益に関する主張を否定する米政府の方針を確認し、西フィリピン海での比国軍や公船、航空機への武
力攻撃は、比米相互防衛条約第4条の下で、米国の相互防衛義務が発生する、と発表したのである。
そしてオースティン米国防長官は7月23日、ワシントンを出発してシンガポール、ベトナム、そして
比国を歴訪した。米国の東南アジア重視の姿勢を示して東南アジアからの信頼を回復し、中国との競
争戦略をめぐって同地域からの協力を取りつけたかったのである。

13

　米国のこの譲歩とドゥテルテによるVFA維持の事実上の承認にも関わらず、彼の姿勢は変化しな
かった。7月26日の下院での任期中最後の施政方針演説で彼は、西フィリピン海問題で中国の主張を
全面的に否定した国際仲裁裁判所の裁定の価値を認めない旨を強調したからである。彼はその裁定が
国際法の一部で妥協の余地はないと中国を牽制する一方、「こんな拘束力のない文書で私にどうしろ
というのか。本当の意味での仲裁裁判等ない」、と述べたのである。
　その後VFAに関しては7月29日、比国訪問中のオースティン米国防長官がドゥテルテと会談し、
破棄撤回が決定された。

14

バイデン政権は、アジア太平洋地域の同盟国や友好国との連携強化で「中国
包囲網」を構築する戦略を採っており、ドゥテルテからVFA維持の確約を取ることを今回の訪問の最
優先課題にしていたが、比国側でも新型コロナのワクチンが必要で、中国の西フィリピン海での動き
の活発化を牽制する必要もあり、双方の利害が一致した結果である。VFA維持の見返りに比国は、米
国からの軍事援助と新型コロナのワクチン300万回分の支援を受けた。
　この時期、米国は要人が手分けして対中包囲網強化のための外交攻勢をかけていた。7月30日には
ハリス副大統領が8月にシンガポールとベトナムを訪問するとの発表が行われた。そして彼女は8月
23日にシンガポールを公式訪問し、リー・シェンロン首相と会談した。会談後の記者会見で彼女は、
シンガポールをはじめとした東南アジアと米国との永続的関係を再確認し、自由で開かれたインド太
平洋地域を追求する、と述べた。リー首相は、米国がアジア太平洋地域で積極的役割を果たすことを
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歓迎する、と述べている。また、8月25日にハリスは、米国副大統領として初めて、かつて戦火を交
えたベトナムの首相ファン・ミン・チンと会談した。そこでは、経済や安全保障での2国間連携強化や、
コバックス・ファシリティーを介して供与済みのモデルナ製ワクチン500万回分以外に、新たな支援
としてファイザー製ワクチン100万回分の供与を受けることが合意された。

15

この会談は両国の関係強
化につながることは確かだったが、この会談の前日にチン首相は駐ベトナム中国大使とも会談してい
た。

16

米中対立激化の中、ベトナムは米国との関係強化を図りつつも、中国への配慮を見せ、ワクチン
調達が不十分な中で米中双方から追加のワクチンを獲得したのである。ブリンケン米国務長官も、バ
イデン政権が重視する日米豪印（クアッド）の一角であるインドを訪問し、クアッドの枠組みでの協
力深化を確認した。バイデン政権は今秋、ワシントンで４カ国戦略対話首脳会談を開く方向で調整し
ていた。

17

4．2021年の国軍近代化の動き（2021年1月―9月）

　ドゥテルテは、緊張感の増す西フィリピン海情勢を念頭に、2021年も国軍近代化を継続している。
比国が韓国HHI社に2隻発注したフリゲート艦の2番目のアントニオ・ルナが2月13日に到着し、19

日にマニラ南港で就役式典が行われた。同艦はホセ・リサール級多用途フリゲート艦で、2016年に
武器弾薬と共に発注されていたものである。
　また、比政府は国軍近代化計画の「ホライズン計画2」に基づき、空軍へ2億5200万ドルの支出を
認めた。これには高性能地上防空システムの他に中型輸送機や軽戦車が含まれている。この地上防空
システムは、ラファエル社製のスパイダー自走地対空ミサイルである。29億8千万ペソが支出される
陸軍の軽戦車はエルビット社がGD社製の車体にサビア105ミリ砲を搭載したものである。中型輸送
機には26億4000万ペソが充てられ、3機の購入が計画されている。
　また、5月には比海軍司令官が、100億ペソで発注した8隻のイスラエル製シャルダッグMk Vミサ
イル搭載型高速哨戒艇の最初の4隻が2022年の第1四半期に引き渡されることになると発表した。比
海軍によれば、8隻の内4隻はラファエル社製のスパイクNLOSで、残りの4隻には機関銃と機関砲を
装備する。同月27日には、比国の次期潜水艦をめぐって韓国と比国が協議を行っていることが明ら
かになった。韓国のDSME社によれば、比国防省調達担当次官が12日に韓国潜水艦隊司令部を訪問し、
訓練を含む協力について協議した。比国は、2011年からナガパサ級潜水艦の改良型のDSME 1400PN

をトータルパッケージで導入しており、2023年から2028年にかけての防衛力近代化計画「ホライズ
ン3」には潜水艦建造が挙げられている。退役するバコルド中将によれば、700億ペソで2隻の潜水艦
を建造する計画となっている。この計画にはフランス、韓国、トルコ、インドが比国に対して売り込
みをかけてきており、非公式にはシンガポールも同国の中古潜水艦を売り込んでいると言う。6月に
は、米政府が24日に、F-16戦闘機 12機や対艦ミサイル等の武器売却を承認し、議会に通知している。
　ドゥテルテは、国軍近代化を着実に進めているというよりも、そのスピードを加速させている。

5．欧米諸国の東アジア地域への介入と安全保障協力体制の進展

　①欧米諸国の東アジア地域への介入

　東南アジアの域外諸国で同地域の安全保障分野に明確に介入するような動きを見せていたのは、主
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に米国、中国、日本、オーストラリアで、インドは4カ国安全保障対話との関連で消極的関与を示
し、ロシアも軍の艦船を比国に寄港させたり、武器の支援を行う程度の関与を示したりしていただけ
だった。欧州の国々の場合、北朝鮮問題に関連して、いわゆる「瀬取り」の監視等で東アジア地域へ
の一定の関与はあった。東南アジアの文脈でも、アジア・欧州会議（ASEM）等を通じて、海上での
航行の自由や国際海洋法の順守を求める等、関与をしてきたことは確かである。だが、2021年に入り、
その動きはより活発になっている。そしてそれは、東南アジア地域にも大きな影響を与え始めている。
　2021年、最初に極東地域に展開したのはフランスだった。同国は2月にフリゲート艦を日本近海に
送り、攻撃型原子力潜水艦で西フィリピン海を航行したと発表した。仏軍事大臣パルリは、2月9日、
自身のツィッターで、攻撃型原子力潜水艦エムロードと支援船セーヌが昨年9月以来インド太平洋で
活動しており、西フィリピン海も航行したと発表した。エムロードは昨年12月に沖ノ鳥島周辺で、
日米仏3カ国で対潜水艦戦訓練も行ったと述べた。また、同国のフリゲート艦プレリアルは2021年2

月から3月にかけて、日本近海で北朝鮮籍船舶の「瀬取り」の警戒監視活動を行い、日米との海上共
同訓練を行った。フランスがこの地域に展開する理由について、同大臣は、西フィリピン海では同海
域の島々の主権をめぐる論争が地域紛争に発展するリスクは現実のもので、その状況でフランスはど
ちらか一方の味方をすることもないが、フランスのプレゼンスで航行の自由と国際法にコミットして
いることを示したい、と語っている。また、ニューカレドニアや仏領ポリネシア等、フランスの海外
領土がインド太平洋地域に多くあることも理由の1つに挙げた。このフランスの動きには、中国から
強い反発があった。2月9日、中国外交部汪文斌報道官は、仏軍艦の西フィリピン海航行と飛行の自
由を中国は尊重するが、どの国家も航行の自由の名の下に、中国の主権と安全に危害を与え、地域の
平和と安寧を損なうことに反対する、と述べた。3月1日には、中国国防部報道担当部局が、仏海軍
艦艇の西フィリピン海での「自由航行」任務と英国海軍艦艇が将来西フィリピン海で活動する件につ
いて、現在西フィリピン海は全体として安定しており、地域諸国は同海域を平和の海、友好の海、協
力の海にするために努力しており、同海域を平和で安定させることへの中国の決意はゆらぐことはな
く、いかなる国家も航行の自由の名の下に同海域での軍事的プレゼンスを増大させ、緊張させ、地域
の事象に手を突っ込み、地域諸国の共同の利益を害することには強く反対する、と述べた。そして、
関係国が同海域の平和と安定の維持に建設的に貢献し、同海域の情勢を悪化させる挑発的行動をとら
ないことを希望する、とも述べた。更に中国は4月23日、中国初の強襲揚陸艦で、米軍のワスプ級に
匹敵すると言われる「海南」の就役式を、習近平出席の下、海南島の三亜で行った。同艦は、台湾や
西フィリピン海での紛争を想定していると言われる。加えて中国は、今後も上陸作戦の中核を担う強
襲揚陸艦を配備する意思があり、軍事力の海外展開能力獲得を指向している、と言われる。その後フ
ランスは日米に呼びかけ、陸自と米海兵隊、仏陸軍に豪軍も加えて合同軍事演習を5月11日から17

日にかけて霧島演習場で実施した。日米仏は歩調を合わせて海洋進出を続ける中国を牽制したのであ
る。仏軍が日本の陸上訓練に参加するのは初めてだった。また、フランスは演習後には、西フィリ
ピン海を航行する、と発表していた。このような動きを中国系のネット・メディア Japanese.CHINA.
ORG.CNは、「インド太平洋のNATO化」と批判している。
　イギリスも4月に最新鋭空母クイーン・エリザベスを中心とする空母打撃群を東アジアに派遣する
と発表した。クイーン・エリザベスを中心とする空母打撃群は、約7カ月かけて航海し、最終的にシ
ンガポール、日本、インド、韓国等に寄港する計画だった。イギリスは3月に公表した外交・安全保
障の新たな方針で、地政学的重要性が高まっているインド太平洋地域を重視する姿勢を示しており、
空母派遣には中国の急速な台頭で米中の対立が深まる中、イギリスとしてもこの地域への関与を強め、
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自衛隊との共同演習を実施し、日本との安全保障上の連携を強化する意向を持っていた。また、イギ
リスの計画にはオランダも同行することになっていた。オランダは、仏独に続いて2020年秋に、イ
ンド太平洋戦略のガイドラインを策定し、「法の支配」を守るため、西フィリピン海や東シナ海地域
の安定に積極的に関与する方針を示していた。そしてイギリスの空母打撃群が日本への航海に出るの
に合わせて同行することを決めたのである。オランダからはフリゲート艦エフェルトセンが参加する
ことになっていた。これに対して中国外務省の汪文斌報道官は、27日の記者会見で、関連する報道
を注視し、域外諸国がこの東アジア地域の平和と安定を守り、発展と協力を促進しようとする願いを
尊重するとともに、情勢を複雑化させる動きをしないよう望む、と述べた。イギリスの空母打撃群は
結局5月にイギリスを出港し、インドやシンガポール等と合同軍事演習を行って7月末には西フィリ
ピン海に差し掛かった。そして、同海域で米国の要請に応じて、合同軍事演習を行った。これに対し
て中国は同時期に軍事演習を行って対抗した。また、中国国営メディアや外交筋は、英国が米国の要
請によって係争水域で問題を起こしている、と非難した。英国空母打撃群はその後8月30日に韓国海
軍とも軍事演習を行い、9月2日から9日にかけては海自や空自とも洋上訓練や飛行訓練を含む共同
軍事演習を行った。「パシフィック・クラウン21-3」である。この訓練にはイギリスのみならず、米国、
オランダ、カナダの5カ国が参加した。

　②東アジア地域における安全保障協力体制の強化

　2021年には、中国を睨んだ東アジア地域における安全保障協力体制構築の動きも活発化した。先ず、
日米豪印の4カ国戦略対話である。この枠組みは、二国間同盟関係を持つ日米豪印の四カ国が安全保
障問題で戦略的対話を行うもので、特定の国を標的としてはいないと言うが、事実上は対中抑止の枠
組みである。
　2021年3月12日、米国の呼びかけで、テレビ会議形式で行われた。参加者は菅首相、スコット・
モリソン豪首相、モディ首相、バイデン大統領を中心に各国の外相も参加していた。会議後の共同声
明では7つの点が確認されたが、東アジアの安全保障に重要なことは、先ず、4カ国が基本的価値を
共有し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の強化にコミットしており、そのために協力を強
化することだった。また、法の支配、航行及び上空飛行の自由、紛争の平和的解決、民主的価値、領
土の一体性といった原則を支持することでも一致した。第2に、「自由で開かれたインド太平洋」につ
いては菅前首相から、このビジョンはASEANや欧州を含む国際社会に浸透しており、その実現に向
け、より多くの国々と連携する必要があることが指摘され、4カ国はこれに向けて様々なパートナー
と協力することで一致した。その中で4カ国首脳は、ASEANの主体的取組の「インド太平洋に関する
ASEANアウトルック」や、ASEANの一体性・中心性への支持を確認した。第3には、4カ国首脳は、
日米豪印の下、質の高いインフラ、海洋安全保障、テロ対策、サイバー・セキュリティ、人道支援・
災害救援を始め、様々な分野で実践的協力を進め、ワクチン、重要・新興技術、気候変動について、
それぞれ作業部会を立ち上げることで一致した。第4に、菅前首相からミャンマー情勢悪化への懸念
が表明され、民間人への暴力の即時停止、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問を含む関係者の解
放や民主的政治体制の早期回復をミャンマー国軍に求めるべきとの意見が出され、4カ国首脳がそれ
を支持した。第5に、東シナ海、西フィリピン海情勢について菅前首相から、一方的現状変更や中国
の海警法について、国際法と整合性が取れないとことについての懸念を表明すべき、との意見が出さ
れ、4カ国首脳が、東シナ海と西フィリピン海における国連海洋法条約等の国際法や諸ルールに基づ
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く海洋秩序に対する挑戦には4カ国が連携することで一致した。また、香港の選挙制度に関する全人
代の決定や新疆ウイグル自治区の人権状況にも懸念が表明された。第6に、北朝鮮情勢について4カ
国首脳が国連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを再確認し、菅前首相か
ら政権の最重要課題である拉致問題の早期解決に向けた各国の理解と協力の要請が出され、各国から
の支持を得た。最後に、2021年末までに対面での首脳会合を開催することで一致した。
　3月の会議を受けて、2021年9月24日、ワシントンDCで2回目の4カ国戦略対話会議が初めて対面
式で開かれた。出席者は前回と同様だった。そこで出された共同声明の内容は、前回会議よりも多く
12点に及んだ。その中には、先ず、EUの「インド太平洋における協力のための戦略」を歓迎したこ
とである。次に、4カ国首脳が新型コロナ対策に関し、日米豪印がワクチン供与や資金拠出を通じて、
インド太平洋地域における安全性、有効性、品質が保証されたワクチンへの公平なアクセスの確保に
向けて大きな役割を果たしていることを確認し、ワクチンの生産拡大、インド太平洋地域への供給を
含め、新型コロナ対策で引き続き協力することがあった。第3に、3月の会議で立ち上げた重要・新
興技術、気候変動に関する作業部会で着実に成果が上がっていることを確認したことである。第4に、
これまでもインフラ、海洋安全保障、テロ対策、サイバー・セキュリティ、人道支援・災害救援等で
協力が行われているが、この会議では、宇宙、サイバー分野で作業部会等を立ち上げ、クリーン・エ
ネルギー、人的交流分野等でも協力を強化することでも一致したことである。第5には、アフガニス
タン情勢で菅前首相が、希望者の安全な出国の確保が課題と指摘し、アフガニスタンをテロの温床に
させないよう国際社会が連携することが必要だということで一致したことである。第6に、東シナ海
と西フィリピン海情勢については前回同様の内容が確認されたが、今回会議では、香港、新疆ウイグ
ル、台湾に関する日本の基本的立場が表明されたことである。第7に、この時期に行われた北朝鮮の
弾道ミサイル発射が安保理決議違反として非難され、国連安保理決議に従った北朝鮮の完全非核化へ
のコミットメントを再確認した上で、北朝鮮に国連の義務に従って挑発を控え、実質的対話をするよ
う求めたことである。第8に、ミャンマー情勢の事態打開に向けて、ASEANの「5つのコンセンサス」
をミャンマーが早期に履行することを求めたことである。第9に、今後は毎年日米豪印首脳会合を開
くことで一致したことである。4カ国戦略対話が進展した背景には、バイデンがアフガニスタンから
の撤退で支持率を下げたために、撤退理由で挙げていた「中国シフト」の早期実現が必要だったこと、
2020年4月に新型コロナの起源をめぐる問題や貿易問題等で中国との対立を深めるモリソン豪首相が
対中戦略としての4カ国戦略対話に前向きだったこと、隣国パキスタンに加えて中国もアフガンのイ
スラム原理主義組織タリバンに接近する状況に、伝統的に非同盟を外交方針とするインドも懸念を深
めていたことがあったと言われる。
　4カ国戦略対話以外にも、中国を念頭に置いた枠組みができた。いわゆるAUKUSである。バイデ
ンは多層的な国際的枠組み推進で中国の封じ込めを狙っている。2021年9月半ば、米英は、オースト
ラリアの原子力潜水艦開発と配備を支援し、太平洋地域での米国の同盟国や友好国の軍事プレゼンス
強化を目指し始めた。それは米英豪の新たな軍事同盟とも言えるものである。モリソン豪首相、ジョ
ンソン英首相、バイデンによる共同声明には、特定の国名を挙げてはいないものの、「ルールに基づ
く国際秩序の重視」があり、中国封じ込めの意図が鮮明に現れていた。
　4カ国戦略対話やAUKUSに対して中国は強い反発を見せている。4カ国戦略対話については、「ア
ジア版NATO」や「平和に対する真の脅威」、と述べて強い反発を示した。AUKUSについても、中国
の趙立堅報道官が、米英豪は原子力潜水艦開発での協力で、核の国際的不拡散努力を阻害し、軍拡競
争を促進し、地域の平和と安定を著しく損なっている、と非難した。ワシントンD.C.の在米中国大
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使館も、3カ国は冷戦的精神とイデオロギー的偏見を持っている、と非難声明を出した。更に、環球
時報も名指しで、豪州を中国の敵、と批判する。
　4カ国戦略対話やAUKUSへのASEAN諸国の見方は大きく2つに分かれている。比国のロレンサー
ナ国防相は豪州に理解を示した他、シンガポールのリー・シェンロン首相も、AUKUSが地域の平和
と安定に貢献することを期待する、と述べる等、米英豪の動きを歓迎する国もある。だが、懸念を持
つ国も少なくない。東南アジアに関心を見せないで中国との緊張だけを高めたトランプに対して「東
南アジア軽視」との不満を持っていたASEAN諸国の中には、バイデン政権にはASEAN地域への関与
を通じて米中のバランスを保って欲しい、という期待があった。だが、バイデンが大統領になっても、
米国の対中強硬姿勢は変化していない。また、バイデンが「民主主義対専制主義」というイデオロギー
的対立軸を持ち出して中国を批判することにも懸念がある。ASEAN諸国には非民主主義国も含まれ
ており、そのような国々は必ずしもバイデンを支持はしないし、それはASEANにとって最も重要な
価値であるASEANの一体性を損なう可能性がある。AUKUSに見られる豪州の動きに対しての反発
もある。マレーシアのイスマイルサブリ首相は、AUKUSはインド太平洋地域での核軍備競争に向け
た触媒になりかねない、と豪州に伝えた。インドネシアも、ASEANを含むインド太平洋地域で軍備
競争と戦力展開が続いていることを深く懸念する、との声明を出した。
　東南アジア諸国の平和と安定、そして繁栄を考える時、ASEAN諸国から懸念が出ることは当然で
あろう。だが、このような環境の変化は、任期があと1年を残すのみとなったドゥテルテ政権の政策
には大きな変化をもたらすことは無いだろう。

6．結論

　2021年のドゥテルテ外交は基本的にこれまでと同様である。慎重かつ大胆な均等―均衡外交で米
中どちらか一方の属国にならないで部分的だが、「自立性」を確保しようとしている。世界的コロナ・
パンデミックの中で米中双方から新型コロナのワクチンの支援を引き出すことにも一定程度成功もし
ている。また、国軍近代化も一貫して推進し、その速度を上げてさえいる。日本との協力関係でも、
日本企業によるレーダーの売却やミンダナオでの和平への協力等、良好な関係が続いている。そして、
フランスからの武器取得の計画が進み、安全保障協力関係の多角化の裾野も広がっている。
　このように、ドゥテルテの外交・安全保障政策に関しては大きな変化はないものの、2021年には、
比国や東南アジアを取り巻く国際的安全保障環境に悪い影響を与える兆候が見え始めている。米中の
対立の深刻化である。その対立は単に米中の対立ではなく、米国を中心とした英独仏加豪印日等の安
全保障協力のネットワークと中国の対立の構図になりつつある。これに対して中国も、今後ロシア等
との連携を深めることになる可能性もあるだろう。それは世界全体を巻き込んだ冷戦構造が再び出現
する可能性が出てきていることを意味する。これにASEAN諸国の中からは深刻な懸念も示され、米
中双方に自制を求めている。かつて、冷戦構造の中で東西両陣営に分断され、国内でも親ソ派や親中派、
親米派に分断され、挙句の果てには「熱戦」を経験し、苦い思いをしたからである。そしてASEAN

諸国はこれまで、このような対立構造に陥らないように、ASEANとして協調的な安全保障環境構築
にむけて独自の安全保障対話の枠組みを作って大国をそれに巻き込む努力をして来た。今こそ米中を
中心とした大国は、如何に自分たちが世界の諸国家や人々に底知れない悲しみと苦しみを与えて来た
かを真に理解し、そこに積極的に参加して平和を創造する努力をすべきだろう。欧米諸国や日豪等は
対中封じ込めをやめ、中国も九段線や西フィリピン海の軍事化を放棄し、双方ともに誠実に軍縮交渉
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を始めるべきである。
　しかし、いずれにしろこの国際環境の悪化は、状況の変化で多少の変化はあっても、任期が残り1

年となったドゥテルテの外交には大きな影響を与えないだろう。大きな転換をするには、ドゥテルテ
の残りの任期は短すぎるからである。
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第3号及び、東江日出郎「ドゥテルテ政権のフィリピン外交―大国の狭間の小国外交、その自立と
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8   比国とは17年以降6回の2国間会議で石油・天然ガスの共同開発等を議論し、李克強首相は6月に
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たスービック湾は、施設を保有していた韓進海運社が9億ドルの負債を抱えて倒産したため、中
国の2社が買収に意欲を示していたが、再開発を日本が支援することになった。だが、それに中
国はスービック湾とかつて米空軍のクラーク空軍基地があったクラーク自由港を結ぶ44マイルの
貨物線の建設に9億8700万ドルを投資すると表明した。日中が比国をめぐって競合していたので
ある。

10   この頃菅前首相は比国とインドへの訪問を行う予定だったが、それを見送っていた。新型コロナ
感染拡大への対応を優先したのである。菅前首相はモディ首相とドゥテルテとの初の対面会談で、
中国を念頭に置いた連携の強化を狙っていた。特にモディからは、日本が提唱する「自由で開か
れたインド太平洋（FOIP）」構想について、3月の日米豪印首脳のオンライン協議に続き、協力を
取り付けるつもりだった。

11   中国の西フィリピン海での活動には東南アジア諸国も懸念を持っていた。6月15日のASEAN国防
相会議の成果文書は、「西フィリピン海における航行と上空飛行の自由の維持と促進」を強調し、
軍事活動を活発化させる中国を牽制した。会議後にシンガポールが発表したASEAN共同宣言は、
西フィリピン海問題について「状況を複雑化させたり、悪化させたりする行動を避け、自制する」
重要性や「実効性のある行動規範（COC）の早期妥結をもたらす環境の必要性」を指摘し、紛争防
止を目的とする中国とのCOC策定交渉が進展するには、西フィリピン海の平和と安定が前提にな
る、との認識を示した。また、COCは国連海洋法条約等の国際法と合致すべきとも主張した。5

月末には中国軍機がマレーシア領空に接近し、マレーシア空軍戦闘機のスクランブル発進という
事態も起きた。共同宣言は軍事活動を強める中国に自制を促した。現在、COC交渉は足踏みして
いる。新型コロナ感染拡大後、対面による突っ込んだ交渉ができないためである。対面交渉が再
開しても、COCに法的拘束力を持たせるか等論点が多く、コロナ前に目指していた2021年中の妥
結は難しいと言われる。

12   だが、ドゥテルテの麻薬戦争への批判は別の形で現れた。国際刑事裁判所（ICC）のベンスダ主任
検察官が6月14日、ドゥテルテの麻薬戦争を「人道に対する罪」として捜査するよう求める、と発
表した。その後9月15日、ICCはドゥテルテが行った麻薬犯罪容疑者の超法規的殺害を人道に対
する罪の疑いで正式に捜査することを承認した、と発表した。ICC検察局は2018年に比国人弁護
士の告発を受けて予備調査を開始し、2021年6月に正式な捜査の許可を申請した。比政府は麻薬
犯罪取り締まりに関連する死者は2021年4月時点で6000人を超えると発表したが、検察局は、犠
牲者は2016年7月から2019年3月の間で1万2000人から3万人に上るとみている。これに反発し
たドゥテルテは2019年に ICCを脱退したが、ICCに加盟していた間に犯された罪は捜査できる、
と検察官は主張する。

13   バイデン政権は発足後、日豪印や韓国、欧州との関係強化にすぐ動いたが、東南アジアへの関与
は出遅れていた。米シンクタンク戦略国際問題研究所（CSIS）のグレゴリー・ポーリングは、オー
スティン国防相の外遊の最大の目的は、「東南アジアに米国は関心がない」との不満を鎮静化させ
ること、と指摘する。また、オースティンは、東南アジアの信頼回復に努めつつ、中国との競争
に東南アジア諸国の理解と協力が重要で、特に中国が軍事拠点化を進める西フィリピン海問題を
めぐっては、比国とベトナムの側に立つことを明確にする必要がある、と考えていた。実際、こ
の時期、米国は東南アジア諸国との関係強化に動いた。米国とシンガポール軍は6月下旬からグ
アム沖で対テロ作戦合同演習を行い、7月19日には、米インド太平洋軍司令官のアキリーノがシ
ンガポールのウン・エンヘン国防相を表敬訪問している。だが、東南アジア諸国は中国との決定
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的対立は望んでいない。ウン・エンヘ国防相は、中国が地域で影響力を増す中、バランスを取る
ためにも米国の積極関与を期待するとツイッターで述べたが、シンガポールは2月には中国海軍
とも合同演習をしており、経済的関係も深い。中国との関係も維持したいと考えているのである。
米国とかつて戦火を交えたベトナムでも、2018年には米原子力空母がカムラン湾に寄港して関係
強化を進めて西フィリピン海問題をめぐって中国を牽制する一方で、米国に近づき過ぎて最大の
貿易相手国の中国の反発を避けようと、全方位外交を行っている。

14   オースティン米国防長官は23日にワシントンを出発し、シンガポール、ベトナム、比国の東南ア
ジア3カ国を歴訪した。東南アジア重視の姿勢を示して信頼を回復し、中国との競争をめぐって
東南アジア諸国からの協力を取りつける狙いだった。同長官は出発前の21日の記者会見で、「米
国は引き続き信頼できる友好国であり、必要とされる時に姿を現す友人だ」と述べている。

15   他にも米国国際開発庁と疾病予防管理センター（CDC）が新型コロナ対策事業に追加で2300万ド
ルの支援を表明した。これで支援額は累計で4400万ドルに上った。また、東南アジア地域を管轄
する米国CDCの統括拠点をハノイに開設した。他方、米国はベトナムに貿易面ではトウモロコシ
や小麦、豚肉製品への関税引き下げを要求した。ベトナムは米国の農産物にとって7番目に大き
な市場で輸出拡大が期待される。また、ベトナムは米国にとって中国、メキシコに次ぐ貿易赤字
国で、貿易赤字是正にもつながる。その他、両国は気候変動対策や開発支援、人権、戦後支援、
安全保障、2国間関係強化、宇宙開発、高等教育支援での連携も確認した。

16   ベトナムはキエンザン省で6月に「海上民兵」部隊を発足させた。それは9隻で構成され、構成員
は海軍士官学校等で事前に軍事訓練を受けた。南部のバリア・ブンタウ省でも4月に同様の部隊
が創設された。ドアン・カク・ベト外務省副報道官は、海上民兵は西フィリピン海を念頭に中国
の手法をまねたもので、中国との過度な対立を避けるために西フィリピン海からは離れたところ
に置かれていた。ベトナムは東南アジアの対中強硬派の急先鋒だが、中国は最大の貿易相手国で
経済的結びつきも強い。新型コロナ対策では中国からのワクチン供与も受けた。チン首相は24日、
駐ベトナム中国大使と会談し、中国製ワクチンの追加供与200万回分に謝意を述べるとともに、
ベトナムは特定の国と協調して他国と敵対することはない、と述べている。このワクチンは王毅
国務委員兼外相が10日から15日にかけてベトナム、カンボジア、シンガポール、韓国への歴訪を
行った時に約束されたものである。外交や安全保障でアジアに力を入れ始めた米国を意識する中
国は、新型コロナ対策や経済協力でこれらの国々を親中派に引き止める狙いがあったと思われる。
中国外務省によると、王毅は10日、ハノイでファム・ビン・ミン副首相と会談し、「共に社会主
義事業を発展させよう」と呼びかけた。両国が領有権を争う西フィリピン海については米国を念
頭に、「域外勢力の干渉や挑発を共に防ぐべき」と強調した。今回の訪問国の内、ベトナムとシン
ガポールにはハリス副大統領が8月に、オースティン国防長官が7月に訪問し、カンボジアには
シャーマン国務副長官が6月に訪問していた。

17   ブリンケン国務長官は7月28日、訪問先のニューデリーでモディ首相、ジャイシャンカル外相と
会談し、米印関係強化と防衛協力深化で一致した。また、ブリンケンはインド北部に本拠を置く
チベット亡命政府幹部とも会談した。バイデンはインドに接近したトランプの路線を継承し、「地
政学上最大の試練」と位置づける中国に対抗する姿勢を鮮明にしている。外相会談では、両国関
係強化を始め、米軍が撤退するアフガニスタン等の周辺地域の安全保障問題、新型コロナ対応が
協議された。米国はインドの新型コロナのワクチン製造等に新たに2500万ドル支援すると明らか
にした。会談後の記者会見でブリンケンは、「米印関係程重要な二国間関係は世界にほぼない」と



『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究』　第５号

17

述べ、「両国は世界を先導する民主主義国家」と強調し、暗に中国への対抗姿勢を示した。ジャイ
シャンカルは「インド太平洋地域の繁栄は印米両国だけでなく、アフガニスタンの安定にも大切」、
と述べた。
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論　説

東アジア共同体形成の意義と課題をめぐる考察
――木村朗氏との対話を手掛かりに――

西原和久

序――東アジアへの着目

　東アジアの連携を説く言説は、日本においても1990年以後、活性化している。この点との関連で、
筆者個人の研究上で出会った出来事をここで述べさせていただくならば、1994年3月16日付の朝日
新聞夕刊（東京版）の文化欄における廣松渉の寄稿記事は筆者にとって衝撃的であった。

(1)

「東北アジア
が歴史の主役に」という横書きで白抜きの大きな活字の下に、「欧米世界観は崩壊へ」と書かれ、さら
に記事の中央に縦書きで「日中を軸に「東亜」の新体制を」と記されていた寄稿文である。括弧付きと
はいえ「東亜」の新体制という表現は「右翼」的に見えて、この記事の掲載後は日本の思想界に一定の
波紋を広げた。
　しかし、その内容は廣松流の「反体制的」で「左翼」的なものであった。廣松は問う、「……五百年
つづいたヨーロッパ中心の産業主義が根本から問い直されている」時代、「近い未来には、東北アジ
アが主役をつとめざるをえないのではないか」と。そして「東亜共栄圏の思想はかつては右翼の専売
特許であった。日本の帝国主義はそのままにして、欧米との対立のみが強調された。だが、今では歴
史の舞台が大きく回転している。（改行）日中を軸とした東亜の新体制を！　それを前提にした世界
の新秩序を！　これが今では、日本資本主義そのものの抜本的な問い直しを含むかたちで、反体制左
翼のスローガンになってもよい時期であろう。」と廣松は強調する。
　そこから彼は、「商品経済の自由奔放な発達には歯止めをかけねばならず、そのためには、社会主
義的な、少なくとも修正資本主義的な統御が必要である」として「ポスト資本主義の二十一世紀の世界」
を展望しつつ、「エコロジカルな危機がこれだけ深刻化している今日、これは喫緊の課題であると言
わねばなるまい」と述べて、文章を締め括っている。
　ヘーゲル・マルクス研究を基にして、近代的な主客二元論の徹底した批判で知られる廣松渉が、死
の床に臥せながら逝去の2か月ほど前に書いた「東北アジア」への「期待」は、いまだ欧米志向の強かっ
た日本の学問・思想界にも新たな波紋を広げたことは間違いない。それはちょうど、1992年の鄧小
平の南巡講話によって中国が「社会主義市場経済」を柱として本格的に世界に乗り出そうとする時期
でもあった。晩年の廣松がその主著『存在と意味』第2巻の刊行に注力し、1993年末にそれを刊行し
たのち、

(2)

病と闘いながらも、時代のそうした変容を見抜いて記事にしたためた彼の「慧眼」
(3)

には驚か
ざるを得ない。廣松は現代中国の「発展」を見てはいないが、この30年近くも前の彼の提言は、東ア
ジアの平和を考えようとするとき、避けて通れない問題提起ではあった。そして筆者自身も、こうし
た廣松の言説に触発されながら、この時期あたりから東アジアを強く意識するようになった。その後、
筆者は中国、台湾、韓国などに頻繁に足を運ぶようになり、21世紀に入ってからは南京大学や北京
外国語大学などの客員教授も経験して、東アジアへの関心をますます深めていったのである。
　……このように、個人史的な事柄に属する内容を場違いを厭わずに記したのは、その個人史が、ちょ
うど東アジア共同体論の展開と軌を一にしていたからだ。いわゆる「中国の台頭」とも重なりながら、
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世界が東アジアを無視して進むことがあり得ない状況となってきたのである。だが、「新冷戦」など
と煽って、実情以上に誇張された中国脅威論が示すのは、覇権をめぐる米国（そしてそれに追随する
日本）およびヨーロッパの危機感の表れであろう。

(4)

「欧米との対立」ではなく、東アジアから発する欧
米をも含めた「世界」における平和と共生は、いかにして可能なのか。「戦争法案」成立や軍備の拡充
（あるいは自衛隊の「南西シフト」）、さらには「敵基地攻撃」論が語られる時期に、だからこそ、いか
にして北東アジアからの平和構築への戦略を描くことが可能なのか。この点がいま問われなければな
らないという思いが、強く筆者の脳裏をよぎる。
　社会学者として筆者はこれまで、国家間の「国際関係」ではなく、国境を越えた人間間の「人際（に
んさい）関係」（および民間団体間の関係である「民際関係」も）こそ重要だとして、人びとのトラン
スナショナルな「移動」と「共生」に関心を寄せてきた（西原 2018a）。そこから見えてくる東アジア共
同体論への期待と課題を、本稿では主題として語ってみたいと考えている。そのためには、社会学と
いう狭い枠を超えて、政治学や平和学などとの対話も必要となってくる。そこで本稿では、この問題
に活発に発言し、活動・実践も継続的に行っている、政治学者でありかつ同時に平和学者でもある木
村朗氏に焦点を合わせて、東アジア共同体論に言及していくことにしたい。そのためにはまず、東ア
ジア共同体論の概要に関して論及しておくべきだろう。

(5)

1．日本における東アジア共同体論の展開

　ここでは、日本における東アジア共同体論の、とくに21世紀における展開に限定して、その概略
を述べておくことにしたい。もちろん、日本における東アジア共同体論の展開を語ろうとするとき、
歴史的には1930年代後半の「東亜共同体」論をすぐに思いつく人もいるだろう。しかしながら、この
議論は、それ以前の「アジア主義」の潮流とも相まって、「東亜新体制」⇒「大東亜共栄圏」につなが
る系譜であったことは間違いないので、日本盟主論や偏頗な欧米批判などとともに、それには批判的
に対峙するほかない。ただしこの「東亜共同体」論の周辺には、三木清のように日本中心・アジア自
閉に対して批判的な言説も見られたし、それはそれで再検討に値する部分もあるが、ここでは詳細に
立ち入ることはしない。

(6)

　さて、アジア太平洋戦争後、日本のアジア侵略への反省もあって、また中国の新中国建設や、さら
には朝鮮半島での朝鮮戦争後の分断国家における閉ざされた独裁体制の出現もあって、北東アジア各
国では「内向き」な時期が続いていた。東アジア全体としては、ASEANの発足（1967年）はきわめて
重要な転機の一つだが、こと北東アジア

（7）
に関しては、1972年の日中国交回復はあったものの、1978

年末の中国の改革開放政策決定から1992年の社会主義市場経済への政策転換、あるいは1987年の韓
国、台湾の民主化の流れなどが生じて、ようやく1990年代に入って北東アジアが、海をも挟んで（た
だし友好と敵対の両方の関係を含むが）一定のまとまりある地域・リージョンの自覚が芽生えてきた
ように思われる（後述も参照）。そうしたなかで――民間レベルでは――すぐ後で述べる森嶋通夫の「東
アジア共同体」の提唱などが現れ、そして一気に新たなミレニアムあるいは21世紀に入ってから、日
本において東アジア共同体論の活性化が見られるようになったのである。

(8)

　そこで、背景となる日本国内の時代状況を見ておきたい。ただし、ここでは国家レベルではなく、
日本における「地方」（地方自治体）および「民間」のレベルに着目し、かつ沖縄を中心にして、東ア
ジアへの着目の動きの概略を見ておきたい。まず、1993年頃からの沖縄の大田昌秀県政下でのアジ
アとの連携を核とする「国際都市形成構想」の本格的開始（1996年決定）、および1997年の（アジアか
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らの参加者を含めた連帯の動きが見られた）沖縄独立のための「激論会」（「沖縄独立の可能性をめぐ
る激論会」実行委員会編 1997）が着目に値するだろう。ただし、こうしたことが伏線となりながらも、
1998年の大田知事の知事選敗北、保守系の「沖縄イニシアティブ論」や「二一世紀日本の構想」の提
唱（2000年）などから、さらに21世紀の00年代中ごろ以降の普天間基地の辺野古への移設を明示化
した「ロードマップ」の作成、保守系の仲井眞県政への移行（以上は2006年）、自治権拡大を期待した
道州制案の消滅（2009年）といった流れの中で、そして最後は東アジア共同体志向を明確にしていた
民主党鳩山政権の崩壊とともに、地方／民間ベースの東アジア共同体（そして関連する沖縄独立）の
構想もいったんは潰えたかに見えた。
　だが、2010年に松島泰勝らによる「琉球独立宣言」が出され（松島・石垣 2010）、さらに松島らによっ
て「琉球民族独立総合研究学会」も設立される（2013年）。そして、ここではさらに、この独立論の動
きと深く絡み合いながら、「東アジア」関連のいくつかの新しい運動の流れにも同時に着目すること
ができる。すなわち、まず上述の国際都市形成構想から前述の鳩山政権を経たのちに、東アジア共同
体研究へと本格的に進む組織的な流れが生まれた。それは、2013年の「東アジア共同体研究所」（理
事長は鳩山元首相：以下では「研究所」と略記）の設立であり（東アジア共同体研究所編 2014）、次い
で翌2014年には沖縄の那覇に同研究所の「琉球・沖縄センター」が開設されたという流れである。そ
してさらに、2016年には、「東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会」（発足当時の共同代表は木村朗と
高良鉄美：以下では「研究会」と略記）の発足という動きが続く。
　なお、こうした動きに加えて、北東アジア連帯への志向をも伴ったかたちの、脱国家的志向をもち、
平和（非戦）のための憲法案、すなわち川満信一の「琉球共和社会憲法Ｃ私（試）案」（初出は1981年）
を柱とする複数の琉球憲法案の2010年代の復活と提示という流れもある（川満 2010、川満・仲里編
2014）。それらの憲法案のいずれもが、沖縄戦の悲惨さを踏まえた反戦平和思想とアジア／世界との
連携を模索する私案であるが、

(9)

2010年代は、こうした琉球独立論、東アジア共同体論、そして琉球
共和社会憲法私案といった興味深い議論が再活性化しはじめた時期であるということができる。さら
に付け加えておけば、これらと歩調を合わせるかのようにして、日米間の密約問題をも含む沖縄基地
問題の研究と日本の対米従属批判の流れ、たとえば2011年からの矢部宏治の著作活動（たとえば、矢
部 2011, 2017）や孫崎享の戦後史（孫崎 2012）や白井聡の永続敗戦論（白井 2013）などの登場と、それ
以降、本土側からも沖縄差別を含む興味深い議論の流れなどがある。
　そこで、こうした状況で2010年代を経た現在の2020年代に問われるべきことは、いったい何であ
ろうか。以下では、この点を考えてみたい。それは、結論を先取りして端的にいえば、理論的＝実践
的な課題としての、「東アジア」の連帯に向けた具体的な指針ではないだろうか。とはいえ、東アジ
アの連帯は日本からのみ志向できるわけではない。東アジアの他の人びとの立ち位置を考える必要が
ある。そのために、ここで東アジアは（北）東アジアの人びとにとって、東アジアはどういう視点で
眼差されているのだろうかという点をまず見ておきたい。
　中国や東アジアの研究者の韓国歴史家・白永瑞（Baik Yeong-Seo）は、韓国知識人の植民地関連の課
題意識から発して、分断問題（南北朝鮮、中国 /台湾、沖縄 /日本）と（旧）帝国日本批判を踏まえた東
アジア共同体への志向の表明しながらも、果たして中国には「東アジア」という視点はあるのだろう
かと問う（白 2016）。他方、現代中国を論じる中国人研究者の徐涛（Xu Tao）は、1990年代を中心に
中国外交における「東アジア」の「発見」を語る（徐 2018a,b）。こうした言説からは、ひとまとまりと
しての（北）東アジアへの着目は、戦後において、比較的最近のことといえるように思われる。そこで、
「北東」アジアを中心とする東アジア共同体（East Asian Community: EAC）論への道の現代国際政治史
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的な背景を再度確認してみると、北東アジアにとって1992年の中韓国交回復がきわめて重要な外交
上の政治的出来事であり、さらに1994年のASEAN地域フォーラム（ARF）への中国参加も東アジア
を考える上では大きな転換点であったと思われる。そうした背景のもとで、1997年にはASEAN+3（日
中韓）の会合が開かれたのである。21世紀に入ってからは、そのなかの東アジア・ヴィジョン・グルー
プ（EAVG）による2002年の報告書で「東アジア共同体」（EAC）構想が明記され、そしてさらに2003

年の韓国の盧武鉉（No Muhyon）大統領による東北アジア共同体への「視野拡大」も打ち出されて（盧 
2003）、現実政治的にも一気に北東アジアでEACへの着目の機運が高まったように思われる。そのあ
たりで、中国では、孫歌（Sun Ge）の著作活動によって、東アジアへの視線と中国における課題意識
が明確になってくる（孫ほか 2006, 孫 2008）。さらに台湾においても、陳光興（Chen Kuan-Hsing）の「脱
帝国」論の研究が注目に値する（陳 2011）。こうして2010年前後から、北東アジアにおいて（北）東ア
ジアがひとまとまりのものとして実際に意識されるようになってきたのではないだろうか。
　このような時期に、日本では上述のように、論壇で森嶋をはじめとする動きが生じていたのである。
繰り返しになる部分もあるが、その間の経緯をあらためて簡潔に振り返っておこう。21世紀に入って、
森嶋通夫は――実は1997年に森嶋が中国で提唱したのだが――沖縄を首府とする東アジア共同体の
設立を提案する著作を日本で刊行する（森嶋 2001）。その後は、姜尚中や和田春樹が韓半島を強く意
識して「東北アジア共同の家」構想を展開し（姜 2001、和田 2003）、谷口誠や進藤榮一も「東アジア共
同体」に関する新書を刊行した（谷口 2004、進藤 2007）。さらに2010年代に入ってからは、鳩山政権
の崩壊などによって政治的なEAC構想が頓挫するなかで、あらためて上述の2つの研究グループの流
れである東アジア共同体研究が日本においても本格化したのである。
　そこで、ここでは上述の2つの研究グループのうち、後者の「東アジア共同体 琉球（沖縄）研究会」（「研
究会」）の組織化に着目してみたい。というのも、この「研究会」に多くの東アジア共同体研究者が集っ
ているからである。2016年に発足した「研究会」の最初の共同代表は、木村朗（当時、鹿児島大学教授、
後述参照）と高良鉄美（当時は琉球大学教授、その後はオール沖縄系の国会議員となる）、現在の共同
代表は木村朗と島袋純（琉球大学教授）である。ここでは明らかに、沖縄・琉球が一つの焦点となっ
ていることがよくわかる。その活動内容を後に示すが、少なくとも「研究会」に関しては、終始、木
村朗が中心的なリーダーの一人としてその活動を強力に推し進めてきたし、木村氏はまた東アジア研
究所（「研究所」）との関係も浅からぬものがある。

(10)

　そして重要なこととして、この「研究会」の活動グループが、未来展望として、どのような方向性
を考えているかという点に目を向けたいと思う。それは本稿の一つの目的でもあるからだが、同時に
このグループの中心メンバーで、かつ推進役でもある、木村朗氏個人が、東アジア共同体形成への具
体的な道筋を考え始めていると思われるからである。そこで、彼の活動に着目することが大いに意味
があると筆者は考えるので、さっそくその着目内容について、立ち入って検討していきたい。

2．木村朗氏と東アジア共同体「研究会」のこと

　はじめに、木村朗氏その人自身について簡潔に記しておこう。木村氏は1954年、北九州・小倉の
生まれで、九州大学法学部で学んだ後に九大大学院に進み、「社会主義とナショナリズムの相克とい
うテーマ」を――具体的にはチトー時代のユーゴスラヴィアとソ連との間の紛争の問題を通して――
研究した。

(11)

大学院博士課程時代には、約1年半、ユーゴに留学をし、そこでも多くの知見を得たよう
だ。そして九州大学法学部助手を経て、1988年に鹿児島大学法文学部に赴任し、2020年3月まで主に
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平和学・国際関係論を教授してきた。そしてその間に、平和学者・政治学者として、日米安保や沖縄
問題を研究すると同時に、PKO活動問題、原爆投下・核問題、9.11後のアメリカと世界秩序の問題な
どを主な研究テーマとしてきた。単著は『危機の時代の平和学』ほか、共著と編著は『核の戦後史』ほ
か多数あるが、最近の共編著では、すでに本書で言及してきた『沖縄自立と東アジア共同体』や『中国・
北朝鮮脅威論を超えて――東アジア不戦共同体の構築』などで、積極的に「東アジア共同体」を論じ
ている。
　さて、木村氏が、高良鉄美共同代表とともに「東アジア共同体 琉球（沖縄）研究会」を立ち上げたのは、
2016年であると先に述べた。そこで、この「研究会」の目的や組織などに焦点を当てて、検討してみ
たい。まず、その趣意書にあたる「設立宣言」

(12)

では、「研究会」設立の背景が、いくつかの議論の段階
を経ながら述べられている。まずは、大きな前提である。「2009年夏の政権交代で登場した鳩山民主
党政権は、新たな東アジアの経済秩序と平和・協調の枠組み作りに資する構想として『東アジア共同
体の構築』（アジア重視）を、『対等な日米関係の樹立』と並んで5つの外交課題の一つに掲げ、日中
韓三極協力事務局設立からアジア総合開発計画など、一連の構想具体化を推し進めた。また普天間飛
行場移設問題で、沖縄の民意を尊重して『できれば国外移転、最低でも県外移転』を掲げ、その実現
に向けて努力したものの、結局は日本内外の壁・圧力に屈するかたちで挫折し、自民党政権時代の辺
野古案に回帰する結果となった」。この「設立宣言」では、まず日本の「政局」がらみの記述が導入部
となっていた。
　次に、東アジア共同体と沖縄との関係が問われ始める。その際のキータームは「平和」である。そ
もそも、「東アジア共同体構想は、アジアにおいてＥＵ型の地域統合が起きることを前提としている
と同時に、現行の日米安保体制の縮小・廃棄といった将来的展望を含むものである。それは当然『自
発的従属』を本質とする現在の非対称的かつ主従的な日米関係の根本的見直しにもつながるものであ
る」が、「今日の東アジア地域では、米日韓による軍事的脅威とそれに対抗する中国と北朝鮮の軍拡
という緊張関係が高まる一方で、中国を軸にしてアジア諸国との経済的依存関係は急速に強まってい
る」という現状認識が語られる。そうして、「その中で、東アジア地域における平和の実現にとって、
大きな鍵を握っていると思われるのが沖縄の存在である。この沖縄をこれまでの『軍事の要石』から『平
和の要石』へと転換し、東アジア共同体の構築を進める中で東アジア地域の統合と連帯の拠点とする
ことが喫緊の課題として浮上している」として、沖縄が着目されるのである。
　そこで、いうまでもないことだが、「沖縄は、戦争による犠牲をアジアの中で最も強いられた地域
の一つであり、戦後も他国軍隊による異民族支配を27年間受け、土地や財産を奪われ、人権を蹂躙
され、民主主義から見放された経験をし、『共生』の思想の重要性を最も強く認識してきた地域である」。
だが、ひるがえって、「戦後日本は、アジア・太平洋地域への歴史的加害の忘却と沖縄への過重負担
の一方的押しつけという構造的差別を前提として成り立ってきたと言っても過言ではない」ので、「い
まこそ日本は脱植民地化の道を進めると同時に、日本人の内なる植民地主義を克服しなければならな
い」と述べられていく。つまり、日本（本土）・沖縄・アジアなどとの関係が語られ、戦争、植民地化、
構造的差別、などが重要なキータームとして挙げられる。こうした認識に関しては、筆者としてもまっ
たく異論はない。
　そうして「設立宣言」は最後に、「本研究会は、『永続敗戦構造（戦後レジーム）』の中で際限のない
対米従属を続けてきた日本の真の独立を実現し、沖縄と日本本土を含む東アジア地域における平和の
実現と人権の確立のために東アジア共同体構想を深めるとともに、『米国と日本本土（ヤマト）による
二重の植民地支配状態』に置かれ続け、日米両国政府によって翻弄され続けてきた沖縄の独立を含む
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自己決定権のあり方を多角的視点によって研究することを目的として設立する」と宣言されるのであ
る。この引用の論点に関しては、筆者は若干の違和も感じる部分があるので、その点に関しては後に
触れてみたい。だがいまここでは、上記の文章で「日本の真の独立」や「沖縄の独立」なども語られて
いた点にのみ留意を促しておこう。
　なお最後に、以上の「設立宣言」への主要な呼びかけ人について、触れておきたい。呼びかけ人は
まず、政治にも深く関わる大田昌秀（社会学者で元琉球大学教授、元沖縄県知事、沖縄平和研究所所
長、2017年没）と鳩山友紀夫（元内閣総理大臣、東アジア共同体研究所理事長、なお政権後には「由
紀夫」ではなく、この表記の名前を一貫して使用しているようだ）の名が連ねられている。その他に
は、この研究会の一つの核となる沖縄の歴史や思想に関して積極的に発言してきている人びと、とく
に石原昌家（沖縄国際大学名誉教授）、仲地博（沖縄大学学長）、比屋根照夫（琉球大学名誉教授）、新
垣誠（沖縄キリスト教学院大学）、松島泰勝（龍谷大学教授）、島袋純（琉球大学教授）、高里鈴代（「基
地・軍隊を許さない行動する女たちの会」共同代表）などの沖縄関係の人びとの名前が掲げられてい
る（肩書は「設立宣言」に記載されているものである）。また沖縄外では、軍事・政治史的な面でも知
られている、前田哲男（軍事評論家）、前田朗（東京造形大学教授）、孫崎享（元外務省国際情報局長）
の諸氏の名前が挙げられており、さらに東アジア共同体を積極的に検討してきた、進藤榮一（筑波大
学名誉教授）、羽場久美子（青山学院大学教授）などの研究者の名前も見ることができる。さらにまた、
SEALDs琉球の活動学生たちやピースボートの共同代表、政治学者の白井聡やジャーナリストの高野
孟、金平茂紀、新垣毅の名前も確認できる。そして、（共同）代表の木村朗や高良鉄美のほかに、（共同）
副代表には、前田朗と松島泰勝が就任している。
　なお、「会則」によれば、この研究会の目的は、「東アジア共同体と沖縄（琉球）に関する研究成果
の発表と知識の拡大」であると簡潔に述べられており（第3条）、そしてその目的達成のために、研究
会および講演会の開催、ホームページ「東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会」の開設、会誌『東アジ
ア共同体・沖縄（琉球）研究』の発行が掲げられている（第4条）。そこで次に、研究会の主たる活動
に絞って、その様子を見ておきたい。
　この「研究会」は、シンポジウム形式を含む数多くの研究集会を開催してきた。特筆すべきは、こ
の研究集会のテーマだけでなく、その回数の多さである。以下に、この期間のシンポジウムを含む研
究集会の主要題目

（13）

を掲げておく（第1回から21回までの開催年月：主要題目：開催地の順に表記して
いる）。

  1：2016年  9月：東アジア共同体と沖縄の未来：沖縄
  2：2016年10月：東アジア共同体と沖縄の未来：東京
  3：2016年11月：高江・辺野古の今を問う：沖縄・名護
  4：2016年12月：中国・北朝鮮脅威論の内実を問う！：東京
  5：2016年  3月：沖縄問題とは何か：東京
  6：2017年  6月：反差別・反ヘイト・自己決定権を問う：札幌
  7：2017年  9月：東アジア地域の平和・共生を沖縄から問う！：沖縄
  8：2017年11月：中国・北朝鮮脅威論の虚構性を問う：東京
  9：2017年11月：県外移設論と脱植民地主義・沖縄差別：香川
10：2017年12月：東アジアにおける琉球人遺骨返還問題：京都
11：2018年  1月：日本の植民地主義と中国・北朝鮮脅威論を問い直す！：沖縄
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12：2018年  2月：反レイシズムの作法：東京
13：2018年  3月：沖縄の抵抗運動を問い直す！：東京
14：2018年  8月：朝鮮半島和解と東アジア新秩序の模索：東京
15：2018年  9月：沖縄、済州島から問う東アジアの平和と共生！：沖縄
16：2018年10月：なぜ、琉球人遺骨返還請求訴訟を闘うのか
　　　　　　　　――学知の植民地主義を問い、琉球人の尊厳回復を目指して：京都
17：2018年12月：東アジアにおける戦時性暴力・再考：沖縄
18：2019年  5月：日本の民主主義を問う～日本は本当に独立国家・民主国家なのか：沖縄
19：2019年  6月：脱植民地化運動としての琉球民族の遺骨返還運動：沖縄
20：2019年  8月：沖縄から発信する東アジアの平和と共生！：沖縄
21：2020年11月：ポストコロナにおける新世界秩序と東アジア・沖縄

　さて、以上のリストを一瞥してすぐに気づくことは、2020年以後は新型コロナウィルスの影響も
あって1回しか開催されていないが、2016年から2019年の4年間には実に20回、ほぼ年に5回ほど、
沖縄、東京、京都ほかでシンポジウムが開催されている点だ。毎回、複数の報告者がいるので、登壇
者の数も多数に上る。

(14)

そして、その会合を毎回のように組織するリーダーとそのリーダーシップも特
筆すべきことであろう。そしてそれは、間違いなく、毎回欠かさず参加している木村氏の「能力」で
あろう。

(15)

　なお、この研究会のこうした活動と筆者自身のかかわりについても補記しておく。筆者自身は、移
民問題から、とりわけハワイ－沖縄の移民研究・トランスナショナリズム研究から東アジア共同体論
に強く関心を持つようになり、自著『トランスナショナリズム論序説――移民・沖縄・国家』（西原 
2018a）刊行時の2018年春からこの研究会に関わるようになり、研究会誌への寄稿や研究集会（シン
ポジウム）での報告なども行っている。こうしたプロセスのなかで、木村朗氏個人とも親しく接する
機会を持つことになって現在に至っている次第である。ただし、筆者自身は、東アジア共同体をどの
ような道筋で構築していくのか、そのための「人際関係」的なネットワークの形成はいかにしてなさ
れるのかに当初から関心があった。その点からみると、この研究集会のテーマ設定には――その重要
性は大いに認めつつも――多少の違和感もある。なぜなら、こうした研究集会は、たしかに日本を中
心して歴史および現状への批判を通してきわめて重要な論題を検討しているのだが、「いかにして東
アジア共同体は可能か」という問い自体に正面から向き合っているのかどうかという点が、なかなか
見えてこない印象があったからである。とはいえ、そうした「違和感」は、実はまだ内情を知らない
段階の「印象」に過ぎない面もあったかもしれない。というのも、共同代表者である木村朗氏個人は、
この間にも着々と人的ネットワークを広げつつ、「東アジア不戦共同体」構想を固めつつあったから
である。次に、その点に集中的に言及してみたい。

3．「東アジア共同体」への具体的なプロセスをめぐって

　そこで、その木村朗氏の新たな試みの一端について触れておきたい。木村氏はおそらく2019年に
は明確に上述の「アジア不戦共同体」的な団体を構想して、その「組織化」に動いていたようだ。

(16)

そし
て2020年の3月下旬に沖縄で国際集会を開いて、「アジア共同体平和評議会」という名称の団体を発
足させる予定でいた。だが、コロナ禍で中韓もまた大変な事態を迎え、かつ東京などでも「緊急事態
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宣言」が出されて、国際集会の開催は延期となった。そして現在（2021年春の段階）でも、国境を越
える移動は依然として不自由なままである。
　この動き出しつつあった構想に関して検討することは、この動きが東アジア共同体研究の進展を意
味すると思われるので、きわめて重要な作業となろう。いま手元に、2020年秋に木村氏から送られ
てきた「アジア共同体平和評議会」という名の団体の「設立趣意書」がある。いまだ「案」の段階だと
推測されるが、すでにしっかりと書かれているので、その内容を見てみたい。
　まずそこでは、この団体の「設立の背景と目的」が次のように語られている。「21世紀のアジアは
どこに向かうのでしょうか。東アジア諸国は、地理上の近接性と経済社会的な相互作用の緊密化を通
じて、すでに一蓮托生の関係にあります」。これがその書き出しである。しかしながら、現実には「運
命を共にするはずのアジア諸国は、様々な問題をめぐり今なお反目を続けています。具体的には、尖
閣諸島をめぐる日中間の対立、南シナ海をめぐる中国と米国および周辺諸国の摩擦、日本の植民地支
配・侵略戦争に端を発する歴史認識や戦後補償の問題などが争点となっています。さらに、中国と台
湾の両岸関係、朝鮮半島の南北分断といった冷戦構造も存続しています」。こうした現状認識に筆者
としてもまったく違和感はない。「そればかりではありません。人権侵害、貧困、環境破壊、越境性
の感染症、海洋資源の共同利用、食糧・飲料水・エネルギーの持続的な確保など、東アジアの人びと
が一致団結しなければ切り抜けられない難局が眼前に待ち受けています。このままでは、アジアとい
う船は乗員の対立により全く前進できないまま沈没しかねません」。この趣意書の思いは、船のメタ
ファーに仮託して、ナショナルなレベルの対立から、トランスナショナルな問題、そしてグローバル
な問題へと視野拡大されている。だが、その基本視線は、あくまでもアジアというリージョンにある。
　すなわち、「同じ船に乗り合わせた私たちアジアの人間にとって緊急の課題は、新たな戦争という
最悪の事態を回避しつつ、連帯や共生に基づく国際協力を進展させることです。そのためには、まず
もって、アジア諸国すべてに共有される具体的な目標や指針が必要になります。言い換えるなら、ア
ジアという船が到達すべき目的地とその航路が記された海図を用意しなければならない、ということ
です。アジア共同体平和評議会は、アジア共同体の構築こそが、すなわちアジア地域全体の人々が向
かう最終的な目的地である、と考えます」。

(17)

こうして、「アジア共同体」の構築という当面の目標・目
的が明確に示された。そしてそのための、アジア共同体の構築のための海図づくり・実行策が次にく
ることになる。
　そこで、具体的になされるべきことは、以下の2つであると示される。すなわち、（アジア共同体
平和評議会という）「本団体の目的は、第一に、目的地とその到達ルートを明確に示す海図をつくる
ことにあります。すなわち、多角的かつ多面的な調査研究を通じて、平和と繁栄に基づくアジア共同
体の姿を描き出し、その具体的な実行策を提言する、ということです。第二に、アジアにおける相互
理解と友好関係を民間レベルの国際交流によって促進することも、本団体の重要な目的となります。
これは、同じ船で運命を共有する人びとの間に共同体意識を育むことを意図しています」。要するに
ここでは、「具体的な実行策」の提言と、「民間レベルの国際交流」の促進、この2つがこの評議会の
当面の具体的な目標であると示される。ただし、まだそれでもかなり抽象的な表明ではある。
　他方、「アジア共同体平和協議会」の設立趣意書では、「アジア地域の市民の参加による新しい智慧・
知恵の創造と実践を進めていくことでアジア共同体の創成という目的地に最終的に辿り着くことにな
る」ための「第一歩・基盤・道・空間としてアジア共同体ネットワーク評議会を設立」することが提
唱されている（注（16）も参照）。しかしながら、この「アジア共同体ネットワーク評議会」とは何か。
とくに「アジア共同体平和評議会」と、この「第一歩・基盤・道・空間」として示される「アジア共同
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体ネットワーク評議会」とは、どういう関係にあるのか（下線は引用者）、少し分かりにくい点もある
（後述）。
　なお、前者「アジア共同体平和評議会」の「設立趣意書」は、さらにマレーシアのマハティール首相
提唱以後の東アジア共同体構想の動きを歴史的に簡潔に振り返った後で、次のように述べている。「い
ずれの構想にしても、既存の外交枠組みにしても、今のところ東アジア共同体の創設に直接つながっ
ているとはいまだいえない状態です。しかしながら、今後、21世紀の世界においては、東アジア地
域のみならずアジア地域全体の国際的共同体が形成される可能性が高まっているといえます。すなわ
ち、東アジア共同体からアジア共同体へという大きな流れが生まれているのです」。ここですぐに気
づくように、この文章では、「東アジア共同体」から「アジア共同体」への流れが強調されている。そ
して、「アジア共同体は東アジア共同体の拡大版であり、これはアジア地域の主体的な人間と組織に
よって初めて形成されるものだと確信しています。一個人、一組織の研究発表、シンポジウムだけで
成立する世界ではありません」（以上の下線も引用者による）。ここに見られるように、（一個人、一
組織を超えた）東アジア共同体からアジア共同体へという展開・拡大は、明快・明確だ。
　だが、文章はまだ続く。「そのため、アジア共同体を創造する人間と組織を我々が作り、国境・国家・
民族を超えた民間基盤を創造することによって未来の国家間におけるアジア共同体創成を支えること
ができます。その大事な第一歩がアジア共同体のネットワーク構築を通じて人間と組織を創造する評
議会の設立です」。そしてさらに、「未来は過去の活動の積み重ねの上に成立するものです。未来を創
造する組織、空間、場として、本評議会を新しい知恵・智慧を生かして挑戦・発見・創造する本評議
会を設立して、これを着実に発展させていくことがアジアの平和と共生の実現にとって大きな意義を
持つであろうことを確信しています」と続けていく。
　ここでいう「アジアの平和と共生」にはもちろん異議はないどころか大賛成であるが、前述のよう
に、この最後の文章に2度出てくる「本評議会」が何を指すか分かりにくい。「アジア共同体平和評議
会」はいわば「親団体」「上位団体」であり、「アジア共同体ネットワーク評議会」は当面の組織化の第
一段階ということなのだろうか、あるいは後者は前者の到達点を示すものなのだろうかという素朴な
疑問点は残る。

(18)

とはいえ、筆者はここで、以上でみてきたような新しい構想の記述には「矛盾がある」
ということを批判的に指摘するのが狙いではない。実は、この点に関して、木村氏と直接お会いして
話を聞かせていただいたところ（2021年3月21日）、木村氏自身は「アジア共同体ネットワーク評議会」
を構想していたが、とくに中国側から「ネットワーク」という用語への違和感が表明されて、最終的
に「アジア共同体平和評議会」という名称を用いた経緯もあるようだ。ちなみに、「東アジア共同体」
から「東」をとって「アジア共同体」に広げる点も、木村氏によれば、中国側の主張であったようだ。
それゆえ、本稿が検討してきた「設立趣意書」等は、まだ過渡的なものであるとも考えられる。団体
の立ち上げ時のこうした名称の決定過程では、それ自体も交渉事であるので、関係者が折れ合い、合
意する地点で着地するのは通常のことで、それに関してはもちろん異議があるわけではない。問題は、
「ボトムアップ型」の形成を表明する以上、やはり具体的な道筋は明示する必要があるという点だ。

(19)

その意味で、「アジア共同体ネットワーク評議会」から「アジア共同体平和評議会」へという道筋のプ
ランは、何らかの形で残しておくべきではないかと思われる。そしてその際、「ネットワーク」とい
う用語が問題であれば、当面は「アジア共同体平和評議会・北東アジア不戦協議会」といった名称で、
東アジアからの「第一歩・基盤・道・空間」を示しておく必要があると考えるのも一つの方向性であ
ろうと思われる。

(20)

　というのも、このことは、上述の「設立趣意書」でも「事業計画書」でも、事務局が日中韓3国それ
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ぞれに置かれると示されている点からみても妥当なことと考えられるからである。具体的には、日本
側事務局は沖縄（那覇市）に、韓国側は済州島（済州市）に、そして中国側は安徽省（合肥市）に置く
とされている。当面、この3つの国が「第一歩」であれば、「東アジア」ないしは「北東アジア」のよう
な（地域）限定的な名称が求められるように思われるのである。なお、本節の最後になったが、「アジ
ア共同体平和評議会」の共同代表は、日本側が木村朗、韓国側が金汝善（済州大学教授、アジア共同
体研究センター長）、そして中国側は金哲（安徽三連学院大学副学長）の各氏が予定されていたことも
付け加えておこう。

4．残された主要な課題
　さて、以上のように、東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会は、その共同代表の一人・木村朗氏によっ
て、名称は何であれ、「アジア共同体平和評議会」といったかたちの連携に拡大されようとしていた。
しかしながら、すでに触れたように、2019年末からの新型コロナウィルスのパンデミックによって、
会合そのものが延期となってしまった。今日では、オンラインでの会合も比較的容易に国際会議が開
催可能となってきているが、やはり設立大会のような会合は――参加者が初対面のケースも含むので
――やはり対面状況で会合を持つのが望ましいであろう。その意味では、2020年3月の会合が流れて
しまったのは、返す返すも残念である。旗振り役の木村朗氏は、コロナ禍の2020年の春には沖縄の
地にも居を構え、現在は、事務所を兼ねたその地の自宅で、新たに「東アジア沖縄平和塾」を主宰し
ている。

(21)

木村氏においても、再出発、あるいは仕切り直し、次への準備、といったところであろうか。
　以上で、「東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会」の展開から「アジア共同体平和評議会」への構想
について見てきた。そこで論じられてきたこと、あるいは趣意書などで記されてきたこと、こうした
ことはいずれの重要な点である。しかしながら、筆者としては、この構想に関して、細かい点も含め
いくつか気になる点、あるいは今後さらに検討すべき点がある。以下ではまず3点、そして最終的に
は合計で4点ほど指摘してみたいと考えている。
　まず第1に、「天皇（制）」をめぐる議論である。なぜ、ここで天皇制に言及するのかは少し説明が
いるだろう。それは戦前の帝国日本における天皇の役割、とりわけアジア侵略における帝国軍隊・皇
軍の問題、あるいは琉球やその他の植民地における皇民化政策、そして戦後すぐの日本国憲法成立後
の昭和天皇の「政治的」行為、こうした歴史的な問題を背景に、（北）東アジアにおけるトランスナショ
ナルな交流を考えようとするときに、「アジア侵略」の背景にある「天皇」の問題への明確な自覚がな
ければ、「人際」「民際」の交流は進展しないという問題があるからである。ここでは、この天皇（制）
の存立基盤などに関する分析には立ち入らないが、

(22)

天皇制への明確な意識化なくしては、アジアの交
流の飛躍的な進展は望めない。もちろん、それぞれの国の文化の差異は尊重されるべきで、差異の中
での交流が望まれる面もあるが、とくに（北）東アジアの交流に関しては、かつての戦争と天皇の問
題への反省なくしては、進展しない。それは、中国や韓国がこの問題を常に意識しているからでもある。
　この点に関して、木村氏のスタンスは明確である。それは、最近の例では、内田樹や鳩山友紀夫の
両氏との対談で、明確に浮き彫りにされている（内田ほか 2019）。前者は「天皇主義宣言」を語りつつ
民主制と天皇制のいわば補完性を認めて天皇制を評価し（内田2017も参照）、後者の鳩山元首相は平
成の天皇との個人的関係も含めてこの天皇への高い評価を抱いているのに対して、木村氏は「天皇制
と共和制は本来相反するもの」だとして、批判的に見ている（内田ほか 2019:67）。それゆえ、木村氏
自身は、「憲法第一章の天皇条項はすべて削除すべきだ」という点で「改憲論者」だとも表明する。少
なくとも、このように天皇制へのスタンスは、東アジア共同体を論じる際に明確にしておくべき重要
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な点である。筆者はこの点でも木村氏と発想は極めて近い。
　だが、第2に、もう一つ気になる点がある。「（東）アジア共同体」を現時点で論じている人びとの
多くは、きわめて当然のことだとはいえ、沖縄の基地を問題視する。それについては、筆者もまった
く異論はない。しかしながら、日本の基地問題を考えるとき、たとえば東京の米軍横田基地や旧米軍
立川基地（砂川闘争後に横田基地に統合され、そこに現在は自衛隊が移駐している）も重要な役割を
果たしてきた。とくに戦後の朝鮮戦争やベトナム戦争において米軍立川基地や横田基地などはきわめ
て重要な役割を担ってきたし、2018年にオスプレイが配置された横田基地には、在日米軍の司令部
があり、さらには「国連軍」の司令部（正確には朝鮮国連軍の後方司令部）も置かれている。つまり、
米国・米軍の東アジア支配の主要拠点の一つが横田基地であり、しかもオスプレイも配置されており、
普天間の近隣住民と同じく、横田の近隣住民も騒音や事故の危険などに直面している（高橋 2020参
照）。
　つまり、残された課題の一つとして、沖縄の基地問題に取り組んでいる人びとと、本土の基地問題
やさらには済州を含む韓国の基地問題にかかわっている人びととが、いかに連携を確立していくかと
いう問題があるのではないだろうか。もちろん、こうした連携が今日までなかったわけではない。

(23)

し
かし、北東アジア地域全域を意識した連携は少なかった。そしてそれは、「中国・北朝鮮脅威論」を
越えていくことで、北東アジアにおける国ぐにの関係の改善をも包含するものとなろう。沖縄の基地
問題（自衛隊配備のいわゆる「南西シフト」問題を含む）が、横田空域や岩国空域など本土の米軍支配
との関係をも重視することで、北東アジアからの平和構築の道の第一歩がここに見えてくるように思
われる、と筆者は考えている。もちろん、その第一歩は、本土の人間によっても積極的に踏み出され
る必要があることは言うまでもない。
　第3に、もう一つだけ気になる点（ないしは要検討課題）を述べて、「残された課題」へのここで
の言及をひとまず終えたい。それは、「国益」をめぐる問題である。筆者は別の個所で（西原 2021: 
188f.）、国益との関係で現代のオリンピックに言及したことがある。オリンピックは、19世紀末に始
まり、20世紀を通して継続し、そして21世紀も続いているが、「平和の祭典」からは程遠く、実情と
しては「国家間競争」をあおる祭典の歴史となっていることを指摘した。問題となるのは、かつても
ナチスの下でのオリンピックなどのような国威発揚だけではなく、また1984年のロス・オリンピッ
ク以後の祝祭資本主義的な利潤獲得の場（あるいは利権の場）となっているという点だけではない。
ここで問題となるのは、とりわけ無意識のうちに自国を応援するプチ・ナショナリズムの場となって
いる点である。この点に触れたのは、私たちの中には多くの場合、知らず知らずのうちに、まず自国
のことを真っ先に考えることや自国の発展などを願うことが「当然である」かのような心性が形成さ
れているからである。そしてそれが、自分の国さえよければという「自国中心主義」「自国第一主義」、
あるいは自国ファースト、たとえば「アメリカ・ファースト」（トランプ大統領時代の言葉）などと結
びついている。
　これと同様に、「国益」という発想も、自分の国の利益が優先されるのは極めて当然＝自然とされ
てあまり問い直されることはない。だがこれは、明らかに近代国民国家が本格化した段階での歴史
拘束的な見方に過ぎない。今日では、グローバルな平和、共生、格差、環境などの問題が自覚され、
SDGsのように国際的な規模での対応が提起されてきて久しい。一方でナショナルな個別の論点が自
明視され、他方でグローバルな普遍の論点が提起される。そしてこの間に、まったく矛盾がないよう
なかたちで事が論じられている。そしてそれらに、民主主義の論理が重ねられる。これは本当にそう
なのであろうか。この点で、先に留意を促していた点だが、日本の保守政権批判の文脈でも「真の独
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立国家」などといった「国家」の存在（ないし「国家」化をめざす「独立」）の自明視のもとで議論が展
開されがちである。国家とくに近代国民国家の存在（様態）は「自明」ではなく、もはやこれまでの存
在様態の国家はその歴史的使命を終えつつあり、再検討の時期に来ているのではないだろうか。そう
した問いへのアプローチがぜひとも必要だ。あるいは少なくとも、パーソナルやローカルな問題とナ
ショナルな問題との関係のみならず、さらにはナショナルな問題とリージョナルな問題やグローバル
な問題との関係もまた、これまでの国家存在の自明性を前提にせずに、未来に向けた理念理論の構築
のためにしっかりと問われる必要があるのではないか（西原 2018a）。
　筆者としては、その根底に、人びとの生命・生活に関わるコーポレアルな（身体的な）位層の問題
が出発点としてあることは再確認しておきたいが（西原2018a, 2021)、そうした位層の問題は一般に
は必ずしも十分に問われていない。筆者は、社会空間を考えるときに、これらの位層間の関係を問う
という視点を導入すべきだと考えており、それを――トランスナショナルな視点と同時に――「グロー
カル」な視点において問うことを提起している（西原 2021）。まさに、「東アジア共同体」論は、ナショ
ナルな位層を超えたリージョナルな位層での「連携」への問いを立てることであり、単に「国益」のレ
ベルから問うことではない。あるいは百歩譲って、「国益」は今日、自国のみを考えていては達成で
きずに、一方でパーソナル、ローカルな位層と、他方でリージョナル、グローバルな位層を考慮に入
れて初めて、達成できるのである。簡潔にあえて言えば、「国益」は「国際益」の下でのみ、達成可能
だということである。それは戦争の問題などを考えれば明らかである。戦争によって、身体や人間性
は危険にさらされ、ローカルな地域生活やリージョナルな地域生活すらも破壊され、そして核時代に
は、グローバルな危機に直面する。だからこそ、グローカルな問いに応えることが――百歩譲って言
えば――「国益」にも叶うことになるのだ。いずれにせよ、国家間戦争を背後で支えるナショナリズ
ムと親和性を持つ「国益」や「国家」という発想自体には大いに注意が必要だ。しかし巷では、政治家
の（選挙や国会での）発言に典型的なように、多くの政策が「国家のため」や「国益に叶う」かどうか
だけで判断されるような風潮がある。その風潮に無自覚なままに、「国益」「国家」のためにリージョ
ナルな共同体が論じられるとすれば、それは大きな問題をはじめから抱えることになるのではないか。
自国の国益のためだけにリージョナルな連携が模索されているわけではない。「国益」や「国家」とい
う言葉遣いや概念などには十分な留意が必要だろう。

結びにかえて――いま問われるプラットフォーム形成という課題

　以上のことから、筆者自身は、「国家」ベースではない「民間」ベースの「ボトムアップ型」の組織
論に大いに関心がある。そしてその組織的展開は、複数の道があってよいだろう。日常生活者それぞ
れの生活世界の場から、国家を超えて繋がるトランスナショナルな結びつきこそ、いま求められてい
るのではないか。そしてその結びつきは、これまで見てきたような「東アジア共同体」設立だけがも
つ専売特許ではない。それは多様なトランスナショナルな繋がり、たとえば各種の学会レベルや研究
団体レベルでのトランスナショナルな連携（学術交流だけでなく、共通の歴史認識のための共通の教
科書の作成などを含む）、あるいは地方自治体間での連携、あるいは共通する課題を持つ島嶼地域同
士での連携、さらには平和に逆行する軍事基地への反対運動グループ間での連携、こうした繋がりは
いくらでも考えられるであろう。
　それゆえ最後に、第4点目にあたる東アジアの連携のための（全体を通した）課題として、次のこ
とを述べておきたい。すなわちそれは、いくつかの民間ベースの団体のこうした多様な連携の動き
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を、いわば各団体が相互に把握でき、かつそれらを結び付けていくような、いわばプラットフォーム
（platform）のような働きを担う団体がいまこそ必要ではないだろうか、という点である。言うまでも
なく、ここでいうプラットフォームとは立ち寄るべき駅のホームという意味合いよりも、さまざまな
民間ベースの運動体や活動団体が情報交換をし、相互に学び合い、互いの連携を試みるような基盤的
な場ないしは社会空間・情報空間をイメージしている。本稿で見てきた「アジア共同体平和協議会」
のような団体は、そうした「連携のための基盤となる場の形成」という志向性を鮮明にして、その機
能を団体組織内に組み込んでいく必要があるのではないだろうか。そうであるとするならば、本書の
第3節で問題としたような「アジア共同体平和評議会」と「アジア共同体ネットワーク評議会」との関
係という問題は、たとえ表現が異なるにせよ、まず何よりも「プラットフォーム」の役割を果たす「第
一歩・基盤・道・空間としてアジア共同体ネットワーク評議会」（あるいはもっと広範かつ直截的に「ア
ジア太平洋プラットフォーム協議会」といったような会）が組織化され、それを含む各国の評議会（そ
の名称は別様でもありうる）が集う場としての「アジア共同体平和評議会」がありえるのではないか。
そうした段階を経て「アジア共同体平和評議会」が「アジア共同体の創成という目的地に最終的に辿
り着くことになる」ための団体として機能しうると考えられる。
　ただ留意すべきは、とくに民間ベースの東アジア共同体形成の場合のみならず、運動の初期の段階
に多々見られることであるが、まず自分の運動体の態勢の確立のみを最優先するといったような愚を
避けることである。それゆえにこそ、その運動体の中に、他の運動体との連携を模索する回路を組織
化の本質的な核心として組み込むことであり、それがいま問われていることのように筆者には思われ
るのである。それは、ネットワーク（あるいはプラットフォームあるいは連携や連帯、あるいはそれ
に類する語）を組み込んだ「第一歩・基盤・道・空間」としての運動体である。コロナ禍で対面的な
トランスナショナルな交流が難しくなったのは極めて残念であるが、（ポストコロナ時代、あるいは
ウィズコロナ時代に向けた）オンラインでの結びつきも可能だ。たとえそれが小さな回路による結び
つきであっても、オンラインで繋がることでトランスナショナルな連携が進んでいくこと、この点も
きわめて重要な点だと思われる。トランスナショナルでリージョナルな連携を組み込んだネットワー
ク型の空間形成という基盤となる道の第一歩を――冒頭で触れた廣松渉の近代批判と資本主義批判と
の発想をも組み込んで――ともかく歩み出すこと、それが、本稿で最後に指摘したかった第4の、そ
して最後の、一つの中心的な「残された課題」であると筆者には思われるのである。その具体的な展
開はこれからだが、

(24)

まず隗より始めよ、という段階にいまあるように思うのは筆者だけではないだろ
う。そういう時点に、現代は差し掛かっているのである。

〈注〉
(1)     筆者は1980年代初めに『存在と意味』第1巻を上梓した廣松と個人的に知り合うことができ、

1980年代半ばからは廣松主催の「社会思想史研究会」に参加しており、そのことから彼の著作の
書評を書き、かつ共同作業も進めていた。その成果の一端が、1991年に青土社からほぼ同時に
刊行した廣松渉『現象学的社会学の祖型』と西原和久編『現象学的社会学の展開』であった。そ
の後、注 (2)でみるように『存在と意味』第2巻の20枚書評を書いた後に、この記事に接するこ
ととなったのである。なお、廣松との交流の様子および東アジアとの関係については、拙稿「廣
松渉と―東アジアと―社会学」（西原 2007）参照。

(2)   『存在と意味』第2巻に関する『図書新聞』の筆者の書評を参照（西原 1994）。
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(3)   これは、白井聡の言葉である（白井 2016）。
(4)   中国や北朝鮮の脅威論に対する考察は、進藤・木村（2017）を参照されたい。なお、近年では、
ＥＵ離脱後の英国の「グローバル・ブリテン」構想や仏豪をも巻き込んだ日米軍事演習も展開さ
れている。こうした点も、当然念頭に置いておくべきことであろう。

(5)   筆者はこれまで社会思想的なスタンスから東アジア共同体に関して著書や内外での論文・講演な
どで考察を深めてきた（Nishihara 2019a,b）。今回は、これらを踏まえつつ、さらに一歩進める議
論を試みたいと思う。なお、本稿が掲載された『21世紀東アジア社会学』第11号の特集論文であ
る河野道夫論文や森川裕二論文もぜひ参照されたい。

(6)   たとえば、筆者は拙著『トランスナショナリズム論序説』の第10章末尾で（西原 2018:323）で、
三木の東亜共同体論に言及している。

(7)   ここでいう北東アジアとは、日中韓だけでなく、いわゆる北朝鮮や台湾、あるいは北では極東ロ
シア、モンゴル、南ではフィリピン、ベトナムなども、歴史的な経緯のみならず、東アジアの海
側にあって、海で繋がる領域を視野に入れる可能性のあることを記しておく。なお廣松が用いた
「東北」アジアという用語法は、日本の東北地方、中国東北部（旧満州）などとの混同を避ける意
味で使用せず、ここでは「北東」アジアという語を用いる。

(8)   本文を含めた以下の記述は、吉林大学での筆者の講演原稿に依拠している。そこで示したのは、
次の点である。すなわち、必ずしも専門書だけではなく、Amazonで一般に入手可能で、「東アジ
ア共同体」の文字が主題・副題に入った著作（単行本）を、筆者なりにカウントしてみると、20

世紀にはほとんどそうした著作がなかったといえる状況が、21世紀の2005~2011年の7年間に32

冊、および2013~2019年の6年間に22冊という数値をしめす状況になっている。つまり、大きな
流れとしては、21世紀の00年代の後半、および10年代の後半に、「東アジア共同体」に関する著
作が数多く刊行されていることがわかる（西原 2019）。

(9)   この川満の憲法案に関しては、その生成過程をも論じた筆者の川満論がある（西原 2020）。参照
いただけると幸いである。

(10)   木村氏は、研究所の鳩山理事長との対談や共著も多い。最近の対談としては、『株式会社化する
日本』（内田ほか 2019）や『沖縄を平和の要石に1』（東アジア共同体研究所 琉球・沖縄センター
編 2020）といった文献を参照されたい。

(11)   こうした木村氏の経歴に関しては、『木村朗 退職記念文集』（2020年3月14日付発行、非売品）
の1頁以下や311頁などを参照した。また、一部は木村氏との対話の中で確認した事項も記して
いる。

(12)   この「設立宣言」は、当該研究会のブログにて参照することができる。最終閲覧は2021年4月末
である。http://east-asian-community-okinawa.hatenablog.com/参照。

(13)   以下に示す主要題目等の情報に関する記述は、拙稿（西原 2018b）での記述を基に、今回さらに
加筆したものである。

(14)   たとえば、コロナ禍以前の2019年の第20回の研究会は、沖縄・琉球大学を会場として、（筆者を
含む）基調報告者2名にコメンテーター1名、さらに個別報告として2名の合計5名が登壇者であっ
た。もちろん、フロアーの参加者（約100名）からも活発な発言があった。筆者が参加した研究
会では、回によって異なるが、約50名から300名の規模で研究会が開催されていたという印象が
ある。

(15)   研究会としての活動のもう一つの柱は、研究会誌『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究』の発行で
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あろう。2017年から年1回発行のかたちで刊行され、最新号は2020年の第4号である。各号、ほ
ぼ10名～20名が寄稿している。

(16)   2019年7月の8日と9日付の「Net IB News」には、この組織化に関する木村氏への　インタビュー
記事が掲載されている（https://www.data-max.co.jp/article/30319：最終閲覧2021年4月30日）。ただ
し、ここでは、めざす組織の名は「アジア共同体ネットワーク評議会」と称されている。この点は、
本文のなかで検討してみたい。なお、木村氏がインタビューの最後で、「私たちが提唱している
のは『不戦共同体』の構築なのです」という言葉の重みは確認しておきたい。

(17)   なお、この引用文中の「アジア共同体平和協議会」という団体は、原文では、「アジア共同体連絡
評議会」となっているが、単純な誤植の類いだと思われるので、訂正してある。

(18)   以上の点に関して、「アジア共同体平和評議会」の「会則」を見てみよう。そこでは、最初に、「第
1条 本会は、『アジア共同体ネットワーク評議会』と称する」と記されている。「アジア共同体平
和評議会」の「会則」の第1条で、「本会は、『アジア共同体ネットワーク評議会』と称する」とい
うのも不明瞭で、木村氏から送られてきた、おそらくは特定非営利活動法人（NPO法人）の申請
のための「事業計画書」でも、「法人」の名称は「アジア共同体ネットワーク評議会」となってい
たことを付け加えておく。設立構想の段階では、いろいろ未決定のこともあるのは了解できるの
で、ここでは事実上は両「評議会」が同一だとみなしておく。木村氏からの私信でも、そのよう
に捉えられていると思われるからだ。

(19)   「アジア共同体平和評議会」の設立趣意書では、最後に、「本団体の特長」として、「ボトムアップ
型の共同体構築」と「（日本側）活動拠点としての沖縄」が挙げられており、ともかくもその第一
歩は日本側においては「沖縄」からという点が示されている。ここがポイントの一つである。そ
の点をいまはしっかりと確認しておきたい。

(20)   なお、「東アジア共同体評議会」という団体はすでに存在している。それは、2004年に「産・官・
学が一堂に会して議論する『場』」として、中曽根康弘元総理大臣を会長として成立し（現在の会
長は伊藤憲一日本国際フォーラム会長）、ASEAN関連団体とも積極的に交流しながら、2010年
に『東アジア共同体白書二〇一〇』（東アジア共同体評議会編 2010）を刊行し、現在も活動を続
けている（ちなみに、参与は大山真未文部科学省国際統括官であり、顧問としては、石井直電通
顧問、今井敬日本製鉄名誉会長、田中明彦日本国際フォーラム最高参与、張富士夫トヨタ自動車
相談役などの名前があり、事務局長は日本国際フォーラム理事が務めている）。現在までの活動
はそのHP（http://www.ceac.jp/j/）で確認できる。

(21)   この会合には2020年末に筆者も参加した。その時には、事務所を兼ねた沖縄の自宅での会合で
あったが、山城博治・沖縄平和運動センター議長などが参加して活発な議論がなされていた。現
在もさらに規模を拡大してこの塾は開催されている。

(22)   天皇制に関しては、とりあえず拙著『トランスナショナリズム論序説』（西原 2018）の付章を参
照願いたい。なお、この著作は近々に、基地と天皇制に触れた新しい付章も加えた増補改訂版が
出される手筈になっている。

(23)   その例としては、新崎盛暉の「沖韓民衆連帯」の活動が挙げられる。新崎編 (2014)を参照されたい。
(24)   筆者自身としては、本誌へのこの寄稿文のような著作活動のみならず、オンラインでも繋がる「砂
川平和しみんゼミナール」といったプラットフォーム化をめざすゼミナール構想を実現しつつあ
ることを付け加えておく。
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論　説

「対米従属」から脱却し、
「東アジア共同体」の実現をめざそう

木村　朗（鹿児島大学名誉教授）

　近年激しさを増す米中対立の中で、ヨーロッパ各国も巻き込みながら「中国包囲網」を形成するよ
うな動きも活発化し、軍事的緊張が一段と高まりつつある東アジア。そうした動きの中心に日米同盟
と自衛隊がある中、日本に住む私たちが、この地域が再び戦禍に見舞われることのないようにするに
はどうすべきなのか？
　東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会共同代表や、国際アジア共同体学会共同理事長なども務めて
おられる鹿児島大学名誉教授の木村朗（きむら　あきら）さんに、東アジア情勢について、これまで
の経緯や現状、今後の展望についてお話を伺いました。
（聞き手　本誌編集員　谷野隆　2021年7月23日）

●「冷戦終了」とNATOの拡大

　現在の状況をお話しする前に、前提としてポスト冷戦後の「新世界秩序」について考えてみます。
　1989年から91年、ベルリンの壁崩壊からソ連消滅で米ソ二極対立の世界秩序が崩壊して、「アメリ
カが一方的な独り勝ちをした」というような宣伝がされました。それを象徴する言葉がパパ・ブッシュ
の「新世界秩序」です。1992年に提起された「ウォルフォウィッツ・ドクトリン」も同じ発想で、ア
メリカの世界支配体制を絶対的なものにして、ライバルの登場を許さないという戦略です。
　冷戦終了に関して改めて考える必要があるのは、ソ連とワルシャワ条約機構が消滅したのになぜ、
もう一方の軍事同盟であったNATOが存続したのか、日米安保が存続したのか、ということです。私
はこれについて合理的な理由は無く、基本的には軍産複合体の生き残り戦略だったと思っています。
NATOは、大きな脅威は基本的に無くなったのに、新たな脅威を、テロだとか、ならず者国家とか、
そういうものに求めていった。これは加盟国に対する直接の脅威ではなく、冷戦終結後は域外の脅威
への対処を新戦略に取り入れ、メインに対応する組織に変わっていった。一九九九年三月のコソボ空
爆は、NATOに対する侵略でもないのに、初めてNATOが軍事作戦を行った最初の事例で、「新しい
戦争」「二一世紀型の戦争」と言われました。
　その後もNATOは縮小・解体するどころか拡大を続け、当時10カ国だった加盟国が今では30カ国
になっています。客観的に見て、私はロシアの脅威はほとんど無いと考えています。むしろロシアの
ほうがNATOを脅威に感じている。なぜなら、ソ連邦は崩壊し、東ヨーロッパが離れて、旧ソ連やロ
シア帝国にいた地域、国々さえも独立して、一部はNATOに加わった。NATO諸国によって完全に包
囲され、一方的に脅威を受けているのはロシアなんです。バルト三国（私はその一国のリトアニアを
2019年に訪問した）やポーランドは、過去の経緯からロシアに対する脅威感を持っていますが、ロシ
ア側から侵略する意図、可能性はほとんどゼロだと思います。
　しかし、「ロシアの脅威」をでっちあげながらNATOは拡大してきました。2014年にクリミアがロ
シアに「武力で併合された」ことで欧米各国は経済制裁を続け、日本もこれに同調していますが、こ
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れも実態は違います。詳細は省きますが、発端はウクライナで親欧米派の策略によって親ロ政権が追
い払われ、ロシア系住民への迫害が強まったことにあります。ウクライナ東部が内戦状況となる中、
ウクライナからの分離・独立とロシアへの編入を問う住民投票が国際監視下でクリミアで行われまし
たが、8割以上の住民の圧倒的支持でそれが決まったのです。もともとクリミアはロシア領であり、
ウクライナ出身のフルシチョフ書記長が1954年にウクライナに割譲させたという経緯があります。
最初に脅威を受けたのはロシアやロシア系住民の側であり、「武力併合」もいいがかりに近いことが
わかります。

●米中対立をどう見るか

　もう一つの「脅威」とされているのが中国です。アメリカは1972年にキッシンジャーが訪中して以
降、「一つの中国」政策を基本的に維持しながら、中国を「国際社会」に関与させるという政策できま
した。中国は、国力、経済力が2000年以降急速に大きくなり、2010年にはGDPで日本を追い抜き、
世界第2位となりました。長期的、相対的に衰退する傾向が鮮明なアメリカにとって、中国は2010年
前後から初めて脅威的な存在になりつつあります。
　ロシアと中国のどちらかと言えば、アメリカのネオコンの人々は旧ソ連や東ヨーロッパ出身の人が
多くて、ロシアに対する反感、憎しみ、敵視が強い。また民主党系の人々は、ヒラリー・クリントン、
ビル・クリントンに代表されますが、中国との関係では「共存共栄」、「米中共同覇権」的な構えをとっ
てきました。オバマ政権の途中から、「リバランス政策」で安全保障の重点をヨーロッパから東アジア・
太平洋に移す動きが出てきましたが、まだ本格的なものではなかった。それに明確な変化を与えたの
がトランプ政権の登場です。「再びアメリカを偉大な国にする」ために、「米中共同覇権」や、中国が
アメリカに代わって覇権国家になるのは許さないという強い意思の下、政権の前半では貿易戦争はじ
め経済、金融面での対立が前面に出ていましたが、後半になるにつれ、軍事、安全保障を含むすべて
の分野で、中国を本格的に主要な敵とするように舵をきったのです。
　これには昨年からのコロナ・パンデミックの影響も大きいと思います。アメリカが最も犠牲者が多
く、経済的な打撃が伝えられる一方、中国は当初、武漢で大きな被害を受けながらも短期間で収束さ
せ、経済的に世界中のほとんどの国が大幅なマイナスを記録する中で、成長を見せました。長期的な
アメリカの衰退と中国の台頭が、コロナによってさらに加速する状況になったことが、アメリカの人々
に超党派で危機感を抱かせるに至ったのです。
　客観的に見て、東アジアで米中の軍事力が拮抗しつつあることは間違いありません。もちろん世界
的な軍事力は圧倒的にアメリカ優位、これは変わりません。けれども、経済力であと10年もしない
うちに世界一になろうとしている中国が、それに合わせて軍事力をある程度拡大するのは、正当化す
るわけではありませんが、自然なことでもある。しかしそれは必ずしも中国が「第二のアメリカ」の
ような軍事大国になろうとしているということではない。核兵器も増やしていないし、空母は3隻目
を持ちつつありますが、アメリカの巨大な最新型の空母とは比べものにならない。ただし、「第一列
島線」と言われる沖縄からフィリッピンまでの海域・空域で、中国が軍事的な影響力を強めつつある
のも事実です。
　このように見ると、覇権国家として軍事的な支配を東アジア・太平洋地域においても独占してきた
アメリカが、中国にその一角を崩され、経済的にも追い上げられ、追い抜かれそうになっていること
に、アメリカ国民の多くがものすごい焦りを超党派で抱くようになった。これが、オバマ政権末期か
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ら現在までの大きな時代の流れだと思います。
　だから私は、中国が意図的・挑発的にアメリカを刺激して今日の米中対立を引き起こしたというよ
りも、米中の覇権交代の移行期という大局的な流れの中でアメリカ側が力でそれを押し返そうという
動きが本格的に始まった結果だと見ています。
　ただ、私自身は「米中新冷戦」という言い方については、かつての「米ソ冷戦」と同じような形で世
界的に一般化するとは思っていません。なぜなら、すでに中国は世界経済との相互依存体制が引き返
しのできないところまできています。アメリカと日本、ヨーロッパの一部が中国封じ込めに動こうと
しても、他の多くの国々は簡単には応じないでしょう。元々イタリアは中国が提唱する「一帯一路構想」
に積極的でしたし、ドイツはロシアとのパイプライン建設もあってロシアとの関係を進めようとして
います。ただし、そういった融和的な動きは、トランプ政権・バイデン政権から強い圧力を受けてお
り、最近はかなりアメリカに同調するようになりつつあります。

●トランプ政権と「ディープ・ステート」

　不思議なことにバイデン政権も、トランプ政権時代の強硬な対中国政策を踏襲しているようです。
その背後にはトランプを今でも大統領として忠誠を尽くすペンタゴン、軍部がいます。日本の大手メ
ディアは報じませんが、私は昨年のアメリカ大統領選挙には大規模な不正があったと考えていて、再
びトランプが正当な大統領として復活する可能性も出てきていると思っています。しかしそうなると、
今、トランプ陣営から出されている「コロナ・中国生物兵器説」にも絡んで、米中対立はより悪化す
る可能性がある。なぜなら、中国がその生物化学兵器を使用したとなると、これは「戦争行為」です。
まさしく「新しい冷戦」を本格的にあらゆるレベルでやることになる。その点は非常に懸念しています。
ただし、私は「コロナ・中国生物兵器説」には懐疑的で、むしろ「コロナ・米国生物兵器説」の立場です。
トランプ大統領（いまもそうです）は、いわゆるディープ・ステート、「軍産複合体と国際金融資本の
世界的ネットワーク」と私は言ってきましたが、民主党・共和党の違いにかかわりなく、アメリカを
支配してきたその軍事介入主義の放棄を、2016年の選挙のときから一貫して追求してきました。そ
れについては私は支持し、期待もしています。
　「核なき世界」をアピールしたプラハ演説でノーベル平和賞を受賞したオバマの時代は、その言葉
とは裏腹に、ブッシュ時代に行っていたアフガン、イラクからさらにフィリッピン、リビア、シリア、
ウクライナなどに戦線を拡大し、ドローンや民間軍事会社を使った「汚い戦争」を大々的に行いました。
ブッシュ政権の8年以上にオバマの8年の方が米軍による犠牲者が多かったと言われています。政権
末期にはロシアとの対立がものすごく深刻化して、もしヒラリーが大統領になっていたら第三次世界
大戦の可能性も含めどうなっていたかわかりません。
　トランプは一方では軍事予算を拡大し、軍産複合体を潤すこともやったのですが、それは国内産業
を保護して労働者の働き口を確保するという彼の公約に沿ったものでもあった。トランプの本音は
ディープ・ステートが牛耳る軍事介入主義の放棄にあります。アメリカを世界一の強国、覇権国家と
して維持しながら、軍事介入主義を転換し「世界の警察官」の役割を本気でやめようと考えている。
他国の問題に米軍が巻き込まれて、米軍の若者が命を失うのはとんでもないし、他国の防衛のために
アメリカのお金をこれ以上無駄遣いしても仕方がない。世界的レベルでの米軍基地の縮小、米軍撤退
を本気で考えています。だからこそ、オバマが拡大した戦争を収束させて、イラク、アフガニスタン
からの米軍撤退も決めましたし、ドイツ駐留米軍の大幅な削減計画さえも打ち出しました。ただこれ
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は、議会では民主党だけではなく共和党からも大反対があり、バイデン政権になって撤回されました。
　北朝鮮問題についても平和的解決を目指しつつ、その問題が解決した後には在韓米軍を撤退させる
意向を示しました。韓国や日本の米軍駐留経費も従来の額の数倍をふっかけましたが、撤退してもい
いという意思があるからこそあのようなやり方をしたわけです。ただしまわりの側近、官僚すべて反
対ですから、実際にそれは動きませんでしたが。
　トランプの言う「アメリカン・ファースト」とは、「国内問題優先主義」というとらえ方が一番正し
いと思います。グローバリゼーションの下で国際金融資本の利益のためにアメリカ国民の本当の利益
を失うという馬鹿らしいことはやめよう、世界中の国がそれぞれ自国ファーストでやればいい。今の
国際金融資本が主導するグローバリゼーションに対する反発をあのような言葉で言ったのだと思いま
す。
　そういった孤立主義的な発想があるので、今は中国との対立があるから一挙に韓国や日本からの米
軍撤退にはなかなかならないとは思いますが、トランプが復活すれば、さらに世界的な、軍事基地の
縮小、米軍撤退の動きも本格化する可能性もあるのではないかと思っています。

●南シナ海・尖閣諸島問題について

　東アジアの安全保障の問題は、もちろん西沙・南沙諸島の南シナ海、尖閣諸島を含む東シナ海、そ
して香港、台湾、そういった具体的な問題として出てきます。私は、南シナ海の西沙・南沙諸島の問
題は、基本的に中国とその周辺の東南アジア諸国との問題であって、当事者間で解決すべきだと考え
ています。米欧各国が、とりわけ軍事的な干渉を行うことは誤りです。2016年に国際仲裁裁判所の
判決が中国に不利な形で出されていますが、必ずしも普遍的な正当性を持つものとは私はみなしてい
ません。ただその一方で、中国が強引な形で軍事的な能力をこの地域で拡大しつつあり、ベトナムや
フィリッピンが脅威を感じて反発していることも事実です。当事者間の対話による平和的な解決が図
られるべきだと思っています。
　尖閣諸島問題については、そもそも民主党の野田政権時代の2010年に、「棚上げ合意」に反する形
で中国漁船を拿捕、船長を逮捕するという衝突事件が演出されました。その後、2012年にアメリカ
でヘリテージ財団のシンポジウムが開かれた際、石原慎太郎氏が「東京都による尖閣買い取り発言」
をしたことが契機になり、同年、日本側の一方的な尖閣国有化が行われた結果、中国が自国の主権を
主張するためにも尖閣海域に頻繁に自国の船を派遣することが常態化するようになったのです。現在
の状況を招いたそもそもの原因は、日本側にあることは押さえておくべきです。

●21世紀の超大国・インドをめぐって

　アジアで鍵となるのはインドの動向ですが、米日豪にインドを含むQuad（クアッド）という4カ
国連合を結成しようとする動きは、2006年に当時の安倍首相が最初に提起したと言われています。
2012年にも「セキュリティダイヤモンド構想」として提唱しています。基本的に今はアメリカ主導で
進められようとしていて、21世紀の超大国になるインドを、米日やヨーロッパの側が取り込めるの
か、あるいは中国の陣営に取り込まれるのかが大きな問題になっています。インドは長年、非同盟主
義を貫き、中国とは国境紛争を抱えて昨年も軍事的な衝突がありましたが、ロシアとの関係は良好
で、上海協力機構にも入っています。その一方で、先行していた米日豪の戦略対話に途中から加わっ
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てQuadの一員であるかのような動きも見せてはいます。けれども、本当に中国を仮想敵国として軍
事的に対立するような形で4カ国連合、いわゆる「アジア版NATO」のようなものに本格的に加わろう
としているわけではない。これは南シナ海で一番対立しているベトナムやフィリッピンについても同
じことが言えます。これらの国は中国と軍事的に対立しても何も良いことはないことを知っています
ので、もちろん自らの正当性は主張しながら、慎重に最悪の事態を避けようとしている。それを無理
やりアメリカや日本が自らの陣営に取り込もうとして、うまくいっていないのが現状だと思います。

●香港と台湾をめぐって

　中国に対するアメリカの基本戦略として、台湾、香港、ウイグル、チベットという、いわゆる国際
社会から批判的な目が向けられる「人権問題」を連動的にとらえています。ウイグル・チベット問題
は国内問題ですから別問題として考えるとしても、私はジェノサイドだという最近のアメリカの認定
は、根拠に乏しく、定義的にも内容的にも全く当たっていないと思っています。もちろん少数民族へ
の抑圧政策や、漢民族への同化政策はありますので、何らかの形で解決すべきと考えていますが。
　香港については、そもそもイギリスがアヘン戦争で植民地にしたものを長年手放さなかったことが
大問題ですし、香港返還が決まったときの交渉で、中国側は10年、20年の短期間における一国二制
度の終了を主張していたのが50年になったことや、その妥当性について議論があったことは言及さ
れません。また、途中で段階的に移行していくのか、50年後に完全に一挙に統一するのか、大きく
見れば2つの考え方に分かれますが、私は、過渡期において徐々に同一制度になっていくというのが
自然だと思っています。その際、もちろん香港市民の意識レベルでの自由の問題もありますが、一番
大きな問題は、香港を金融のハブとして利用し、植民地時代と同じように大きな利益を引き出してい
る国際金融資本の動きです。具体的に言えば、「アラブの春」から「カラー革命」と言われているもの
の背後に、必ずジョージ・ソロスやジョン・マケイン（2018年に死亡）らの策動、アメリカ、イギリス、
イスラエルの諜報機関といった勢力の関与があったのと同じように、香港でも逃亡犯条例の制定に関
する市民の反発を利用して、「市民的自由、言論の自由を守る」ということを口実に、そうした勢力
が裏からてこ入れを図りました。でもそういった問題は欧米や日本の大手メディアでは報じられませ
ん。
　さらにこうした香港情勢を利用して、昨春台湾で蔡総統の再選が圧勝という形で引き出されました。
その意味で香港問題と台湾問題は連動しています。再選した蔡総統は1期目以上にアメリカへの関与
を深めていて、武器を大量購入するだけでなく、アメリカの高官を次々に受け入れるという形で、事
実上アメリカに「一つの中国政策」を放棄させ、一国二制度を全面的に拒否して独立を目指すような
対応をしつつある。これは台湾の人々にとって賢明な選択とは私には思えません。中国はもちろん統
一を志向しているので、完全独立を既成事実化するような台湾の動きとそれに加担する外国勢力の関
与については、武力行使も厭わず絶対的に許さないという姿勢を示しています。今、台湾問題が米中
対決の一番ホットな焦点になっているのは、そういう「越えてはならない一線」を、アメリカ側（そ
れに加担する日本や英仏独）と蔡政権が一体となって越えようとしていることから来ています。

●日本安保～「自発的な」対米従属

　このような東アジアの状況の中で、日米軍事一体化の動きは冷戦終結後の日米安保共同宣言・新ガ
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イドラインによって大きく加速し、米軍再編とそれに伴う日米同盟の再編が行われてきました。とり
わけ「台湾有事」に日本が自動的に参戦するシステム・制度が着実につくられてきたのです。冷戦時
代の日本は慎重にそこを避けてきましたが、冷戦終結後、何段階かを経て、今は自動参戦どころか、
自ら積極的に「台湾有事」に関与する姿勢さえ見せています。日本の安全とは直接かかわりのない南沙・
西沙諸島の問題についても、事実上の空母化を決めた「いずも」をはじめいろんな海自艦艇を派遣し、
共同警戒活動に参与しています。Quadに象徴されるように、直接的な軍事的関与をも辞さない姿勢
さえ示しているのです。
　国内では日米安保に関して、辺野古や高江をはじめ米軍基地問題が注目されてきましたが、最近、
実は南西諸島問題のほうが本丸だったのではないかと感じています。奄美、宮古、石垣、そして与那
国まで、自衛隊配備が南西諸島防衛、南西シフトの名目で進められていますが、これは明らかに中国
を仮想敵国とし、自衛隊が前面に出た日中戦争あるいは米中戦争を想定したものです。これに関連し
てジョセフ・ナイのオフショア・バランシングに関する論文があるのですが、その内容を一言で言う
と、日中間で衝突を引き起こして、アメリカは無傷で第三者的な漁夫の利を得ながら関与するという
ものです。そうした発想は今でもアメリカ側の一部の政治・軍事指導者の間に共有されていると思い
ます。
　日米安保の基本的な性格は対米従属、しかも自発的な対米従属で、アメリカの圧力、強制によって
日本側がなし崩し的に軍事協力を余儀なくされる部分もあるのですが、日本が部分的な主体性をもっ
て積極的に関与しようという動きも見られます。台湾問題や南シナ海問題への積極的な関与は、一方
的にアメリカから圧力を受けて強制されたものだとするだけでは説明できないと思います。
　米軍の日本駐留の目的は、「日本の防衛」と「米国の東アジア戦略あるいは世界戦略への貢献」と言
われてきました。要するに前方展開戦略に基づいて日本に基地を置いている。しかしその本当の目的
は、戦争が起こった時に、戦場をその地域にとどめるということなんです。これは「本土防衛」のた
めに沖縄だけが戦場になって犠牲になった沖縄戦と同じ発想です。今の軍事技術のレベルでいえば、
嘉手納基地なんかは中国のミサイルですぐにやられるから、基地はむしろ分散したほうがいい。それ
でも沖縄に基地を置くのはそうした狙いがあるからです。
　そしてもう一つは「終わらない占領」、日本の独立をあくまでも抑えて、支配を永久化するためです。
そのための組織が日米合同員会に他なりません。これついては、『日米合同委員会の研究』（吉田敏浩
著、創元社、2016年）に詳しいので、ぜひお読みください。
　米軍が駐留している国は、程度の差はあれ、アメリカに従属させられているのは間違いありません。

●「東アジア共同体」の実現に向けて

　こういった状況を日本の私たちがどうやって打開していけばいいのか？　まずそういう事実関係、
歴史的な経緯、現状を正しく分析、評価することが第一だということと、それに関連して、つくられ
た中国・北朝鮮脅威論のカラクリを見抜くメディア・リテラシーを、一人ひとりが身に着けることが
必要です。とは言っても、大手主流メディアの影響力は絶大ですので、それに風穴を開けるような新
しいソーシャル・メディアの創設が、市民主導でなされる必要があると思っています。それが可能か
どうか、私もいま試みている最中です。
　もう一つは、政府、国家レベルでは難しくても、市民、個人、各団体あるいは自治体レベルでは可
能なこともあります。東アジアにおいて、日本と韓国と台湾とは比較的やりやすい。中国とはなかな
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か難しい部分がありますが、アメリカ、ASEAN諸国の市民などとも連携して、そういった紛争問題
を平和的な解決に導くような連帯、連携のネットワークをさらに広げていく必要があると思います。
　そして政治的には日本の宿痾である対米従属からの脱却を図る必要があります。そのためには選挙
でまた政権交代を実現する。細川政権、鳩山政権に次ぐ第三の革新的な政権をつくるしかないという
のが結論ですが、その際にやはり、新しいアジアの安全保障に対する具体的なビジョンを提起する必
要がある。その点で注目されるのが、この間一貫して鳩山由紀夫元首相が提起しておられる「東アジ
ア共同体構想」です。これは、沖縄を拠点にそれを構築していこうといういう発想で、私が去年3月
に鹿児島大学を退職して翌4月から沖縄に拠点を移したのもそのためです。安全保障政策で言えば、
日本では「東アジア共同体構想」とともにタブーにされているもう一つの考え方が、いわゆる「有事
駐留」、「常時駐留なき安保論」で、これを公の政策として政権交代後には全面的に打ち出していく。
要するに日米安保条約の縮小、解体です。具体的な平和条約への転換へのプロセスを打ち出していく
必要がある。沖縄では、大田知事時代になされたような基地返還プログラム、アクションプログラム
ですね、国際都市形成構想と並んで出されたあのようなものをもう一度、具体的なスケジュールを含
めて日本全体で提起し直す必要があると思っています。

※なお、この原稿は、季刊『アジェンダ』秋号にインタビュー記事として掲載されたものです。本紀
要への転載を快諾していただいた編集部にこの場をお借りして感謝申し上げます。
【季刊『アジェンダ』は、現代資本主義が抱えるさまざまな社会問題を毎号の特集で取り上げ、その
解決に向けて新たな社会への展望を多くの人々と共有していくことを目指す雑誌です。最新号の74

号では「『戦争準備』にひた走る自衛隊」を特集しています。季刊『アジェンダ』のホームページは
https://agenda-project.com/】
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論　説

琉球人遺骨返還請求訴訟で問われているもの
西浜　楢和

序
　
　玉城毅、亀谷正子、松島泰勝、照屋寛徳、金城実の5名が原告となり、京都大学（被告）を訴えた
琉球人遺骨返還請求訴訟が京都地裁で争われている。
　裁判の訴え（請求）は、第一に1928年から1929年に、被告（旧京都帝国大学）助教授であった金関
丈夫が百

モモ

按
ジャ ナ

司墓等から少なくとも人骨59体を持ち出し、現在、京都大学が占有している26体の遺骨
を原告らに引き渡せ、第二に各10万円の慰謝料を支払え、の二つである。
　本稿は裁判の経過を逐一述べることを主たるテーマとしているのではなく、戦前、戦中、戦後と一
貫して継続する琉球・沖縄に対する植民地支配、そして植民地主義とそれの克服を、訴訟で問われて
いるものの分析を通して解明することが目的である。

１

百按司墓とはいかなるものか

　百按司墓とは「たくさんの按
あ じ

司の墓」という意味である。
　12世紀頃、沖縄島で部落間の抗争に際し、その統率者・指導者が現れ、次第に支配者としての権
力を持つようになった。各地域の支配者は互いに競って自己の地位を保持し、勢力の拡大を図ったが、
この支配者が按司の始まりと考えられている。

２

　百按司墓は16世紀以前に遡るとされる古い墳墓で、墓内に風葬されている遺骨は、北山時代およ
び第一尚氏時代の貴族およびその一族の遺骨で、現在でも「今

な

帰
き

仁
じん

上
ヌブ

り」という琉球人の聖地巡礼地
の一つとなっている。地縁組織、血縁組織（現在では「門中」）、あるいは個人等によっておこなわれ
ている「拝

ウガ

み」であり、かつての北山の地・今帰仁村内外の拝所などを巡拝する。
　形質人類学が専門の京都帝国大学助教授・金

かな

関
せき

丈
たけ

夫
お

（1897年～1983年）は、1928～29年に琉球人
遺骨を百按司墓から盗掘した。金関の指導教授である清野謙次・同大学医学部教授は日本帝国が支配
領域を拡げるに応じて、自らの調査地（遺骨収集地）を弟子を通じて拡大させていった。ここから今
回の訴訟となった遺骨の問題が始まる。
　盗掘は金関個人の問題ではない。1928年、帝国学士院より研究費の一部が補助され、金関の指導
教授・足立丈太郎が琉球人の体質人類学的研究の必要性を金関に説いて琉球に派遣したのである。
　日本（ヤマトゥ）では天皇陵や古墳に納められた人骨の調査はタブーだが、琉球では同じ王族の墓
であっても研究者によって遺骨が持ち出せた。これが可能であったのは、琉球が日本の植民地であっ
たからである。
　さて、この琉球人遺骨返還請求訴訟においては、日本（ヤマトゥ）と異なる琉球弧の葬墓制を理解
することが大きなポイントの一つであるから、それを確認しておく。

　琉球の葬制の特徴は、洗骨葬を伴う複葬であり、風葬を採用してきたことにある。風葬とは、
遺体を墓室に一定期間置いて肉を自然に削ぎ落とさせる葬制である。その後、洗骨を行い、遺骨
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を厨子甕に納め、墓室に安置し直す。墓の形態として、岩陰墓、亀甲墓、破風墓、掘込墓等があ
る。現在、洗骨儀礼は少なくなったが、火葬後、遺骨を甕に納め、埋葬せず、墓室内の棚上に安
置するなど、風葬の形態を維持している。

３

　墓は通常、血縁集団の門中によって、共同で管理され、清明祭や一六日祭等の先祖供養の儀礼にお
いて祖霊と交流し、門中や親族間、先祖と子孫との絆を強めてきたから、彼らにとって遺骨は先祖の
マブイ（魂）を象徴するものとして不可欠な存在である。
　それ故、研究者が自由に琉球人の遺骨を持ち出し、その保管が許されるなら、先祖の骨が本来ある
べき場所から離れ、供養が受けられないこととなり、祖先と子孫との紐帯を断ち切り、琉球人の精神
的生活を危機的事態に陥れることになるわけである。
　一方、ヤマトゥの葬制は一家族の遺骨を埋葬する形式が一般的である。
　被告・京都大学は『答弁書』で、自らが保管している遺骨と原告との関係性を示すよう求めた。こ
のことは、京都大学が琉球・沖縄とヤマトゥとの葬制が異なることを理解せず、ヤマトゥの葬制を琉
球に機械的に当てはめていることの証左である。
　板垣竜太（同志社大学教授）は裁判所へ提出した『鑑定意見書』で次のように述べる。

　京都帝大の人類学者が琉球人骨をまとめて収集した機会は二度あった。一度目は、金関丈夫に
よる琉球調査（滞在期間1929年1月5～24日）。二度目は、清野謙次が派遣した三宅宗悦による
南島調査（奄美大島1933年12月12～22日、沖縄島12月23～29日）で、収集した人骨は金関が
70～80例、三宅が約70例である。
　清野が本州～九州島での人骨「蒐集は思う様には進行しなかった」と述べているのは、古墳横
穴が「法規上墳墓」であり、人びとの信仰の対象となっているからであるのに対し、三宅は（奄
美大島、沖縄島では）「割合手軽に大量的な蒐集」が出来たと述べている。京大系人類学者によ
る奄美以南の島々での人骨収集において、慎重な態度が見られないのはダブルスタンダードであ
る。
４

　日本人（ヤマトンチュ）の金関丈夫は、合葬された多量の遺骨を散乱した人骨と見なし、採集して
持ち去った。しかし百按司墓は当時、墳墓であったし、現在でもそうである。現行刑法（189～191条）
によれば、「墳墓を発掘した者」や遺骨等を「領得」した者は処罰の対象である。同じ刑法（1908年施行）
のもと、戦前の植民地状況下の当時でさえ金関の行為は刑法上の犯罪に該当した。
　被告・京都大学は、金関が沖縄県庁、県立図書館、沖縄県警等を訪れ、人骨の収集について協力を
求め紹介を得るなど、当時の必要な手続きを経て収集したものであって占有の権原が

５

あると主張して
いる。しかし遺骨の持ち出しは門中関係者、地域住民等の了解を得たものではない。沖縄県庁等の同
意を得ていると抗弁しても、1879年の琉球併合後、県庁、県警を含む行政機関や教育界の上層部の
大部分は本土（ヤマトゥ）からやって来た日本人が占有していたのである。それ故、こうした植民地
体制下における盗掘であったと言わざるを得ない。

学知の植民地主義とは何か

　この訴訟で「学知の植民地主義」という概念がクローズアップされた。植民地における研究対象を
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モノとして取り扱い、人権や慣習等よりも研究者の我欲を優先させることを称する概念である。
　後ほど詳しく検討するが、日本人類学会（会長　篠田謙一）は2019年7月22日、京都大学総長・山
極壽一宛に「古人骨の管理と継承について」の『要望書』を提出した。
　日本人類学会とは1884年、当時東京帝国大学理学部学生であった坪井正五郎（後に東京帝大教授）
ら10名によって結成された「じんるいがくのとも」という団体から始まる。坪井は1903年、大阪・天
王寺区で開かれた「学術人類館」に大きく係わった人物である。坪井は1889年にパリ万国博覧会を見
学し、柵で囲われた集落に様々な民族を展示した「植民地パビリオン」を見て、人類館を構想した。
中国側からの抗議を受け、「人類館」を「学術人類館」と名称変更した。これは「学術」という文字を
付け加えることによって、学知による植民地主義を自己正当化しようとしたものである。
　琉球人の身体をモノとして扱って、学知上の利益の対象にすること、琉球人の人権、信仰、慣習よ
りも研究者の欲求を優先させる点において、この人類館事件と琉球人遺骨盗掘事件とは「学知の植民
地主義」として共通している。これは後述する、沖縄戦の遺骨を辺野古の埋め立てに使うことにも通
底するものである。
　原告団長の松島泰勝（龍谷大学教授）は、学知の植民地主義について、次のように述べる。

　坪井にとって「陳列された人間」は「人類学研究の材料」でしかなかった。人権を否定された当
事者の声に真摯に向き合うのではなく、自らの研究に対する欲望を優先している。ここから学知
の植民地主義が生まれた。琉球人、朝鮮人、アイヌ民族、台湾原住民等の陳列された民族は、帝
国の威信を国民に自覚させ、日本帝国主義の拡大のための研究素材、宣伝材料として認識されて
いた。
　学術人類館において日本人は展示されなかった。なぜなら日本人が「人種」間序列の頂点にい
ることが前提とされ、その高見から「下位の人々」を眺め、観察し、分類し、統治することがで
きるという帝国主義の心性を人類学者や多くの日本人が共有していたからであった。植民者によ
り被植民者の遺骨が奪われ、琉球支配の「戦利品」として収奪され、保管され、「見せ物」にされ
ている。６

　前述したように、日本人類学会は2019年7月22日、京都大学総長・山極壽一宛『要望書』を提出した。
その中で、「古人骨の管理と継承について」は「三つの原則が欠かせない」と次のように列挙する。７

①  （前略）古人骨は、…学術的価値を持つ国民共有の文化財として、将来にわたり保管継承され
研究に供与されるべきである。
②  古人骨資料を保管する機関は、…地方公共団体との協議により、…適切に管理する方法を検討
すべきである。
③  （前略）合意に基づき古人骨資料が当該地方公共団体へ移管される際は、研究資料としての保
管継承と研究機会の継続的な提供を合意内容に含めるべきである。

８

　「古人骨は、その地域の先人の姿、生活の様子を明らかにするための学術的価値を持つ」と述べて
いる。この訴訟において原告が、京都帝国大学（現・京都大学も）がおこなった遺骨の収集、保管の
方法に瑕疵があると主張しているにもかかわらず、一方的に人類学者である我々研究者だけが「研究
資料」として使い続けるという、このこと自体が問題であり（それ以外の方法はダメだと言っている）、
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遺骨としての価値を無視しておこなうべき「学知」などは存在しないのだ。
　「国民共有の文化財」という文言にはたして沖縄は含まれているのであろうか。この文言に触れた時、
2015年9月8日、安倍・元首相との会談において、翁長・前沖縄県知事が「『日本を取り戻す』という
中に沖縄は入っているんですか」と発言したことを想起する。更に、オスプレイ事故に抗議する緊急
集会が開かれた2016年12月22日、「政府は沖縄県民を日本国民として見ていない」との発言も思い出
される。「国民共有」という時の「国民」の中に、琉球民族は沖縄以外の他府県と対等な地位であるこ
とを拒否されている（＝植民地）にもかかわらず、琉球民族の遺骨は「国民共有の文化財」として研究
者に差し出せと要求しているわけである。
　そして我々研究者以外に交渉相手になっても構わないのは、唯一「由来地に係わる地方公共団体」
だけであり、それ以外と交渉すべきでないと居丈高に主張する。
　この傲慢かつ驕り高ぶった「学知の植民地主義」を看過することはできない。

諸外国における動き

　アメリカ、イギリス、カナダにおける先住民の遺骨の扱いは、いかなるものであるかを検討する。

■アメリカ

　1970年初頭に、アメリカ・アイオワ州で道路工事中に白人と先住民の墓地が発見され、白人の遺
体はすぐさま改葬されたが先住民の遺体は一方的に大学の研究室に送られた。こうした差別的な取り
扱いが問題視され、1976年に「アイオワ埋蔵保護法」が制定され、返還に関わる事態が大きく進展す
ることになった。
　その後、1990年に「アメリカ先住民族墓地保護返還法」（NAGPRA）が制定された。アメリカの公
有地で発見され公的機関が所有している遺物は先住民に返還することを規定している。また遺骨や副
葬品の売買、輸送した違反者に罰金を科し、遺骨返還にあたって連邦政府は財政的補助をおこなうと
している。2015年9月末で、18万体のうち約5万3千体が返還済みか、返還に向けた手続きが取られ
ている。ハワイ先住民の遺骨返還は2017年の時点で、3コレクションを残してほとんどが返還された。
　遺骨返還は人権侵害の問題として議論されている。そして、先住民の代表者が保存施設、遺骨の保
存状況を視察する。National NAGPRAの職員は常に全米を回り、博物館、大学の研究者、先住民のた
めのワークショップを開いている。
　かつてアメリカでは、「西部開拓」の過程で遺骨が盗掘され、先住民族に対する差別、排除を正当
化する「科学的研究」がおこなわれてきた。このことの反省の上に、スミソニアン博物館は2010年12

月末までにネイティブ・アメリカンの4,330体の遺骨（全体の4分の3）、99,550埋葬品（全体の半分）
を返還した。

■イギリス

　イギリスでは、2004年制定の「人体組織法」において、植民地主義時代に蒐集された先住民族の遺
骨を含む遺体は研究目的での保管に適さないとされ、その親族、文化コミュニティ、管理者、学術組
織に遺体の請求権を認めた。
　2005年、政府は「博物館等が保有する遺骨類の取り扱いに関するガイドライン」を発出し、「現地
住民の承諾を得ずに持ち出しただけでなく、遺骨がイギリスの植民地支配の中で集められただけでも
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決して対等な関係ではなく、このことを踏まえて解決策を検討せよ」とした。また同ガイドラインで
は系譜上の子孫とともに文化的共同体をも遺骨の返還先として想定している。
　2006年、大英博物館等はアボリジナルに対する遺骨返還の要求に同意した。

■カナダ

　カナダでは、1989年にカナダ博物館協会と先住民族の全国組織であるファーストネーションズ議
会がタスク・フォースを設置し、1990年、研究機関による先住民族の文化や歴史の解釈に際し、〇
先住民族が参加する機会を増大すること、〇博物館の資料に対する先住民族の利用機会の改善、〇製
造物および人骨の返還という、三つの論点を提示した。
　そして、〇返還原則と情報提供の義務に関して、個人の遺骨は、適切な先住民族自治体、部族、家
族、その子孫の求めに応じて提供されなければならない。先住民族の希望に反して、遺骨を長期間保
持することは受け入れられない。〇埋葬のあり方について、先住民の伝統的または他の宗教的慣行に
従って遺骨を再埋葬できる、との勧告をおこなった。
　1996年、王立先住民族委員会は、「遺骨は、遺族、出身コミュニティ、あるいは先住民族自治体に
返還すること」を勧告した。
　ところで、2021年5月、カムループスの先住民寄宿学校跡地で215人の子どもの遺骨が発見された。
同月24日にはサスカチュワンにある先住民寄宿学校の跡地で、墓標のない751基の墓が発見された。
こうした事件を受けて、ブリティッシュ・コロンビア州各地で7月1日のカナダデー（建国記念日）の
記念イベントの中止が発表され、あるいはカナダプレースのように、大幅なプログラムの変更がおこ
なわれている。トルドー首相は、2021年のカナダデーは過去の出来事の「振り返りの時間」にすると
述べた。
　以上、3ヵ国における先住民の遺骨に関する取り扱いの事例を見た。歴史的に犯した過ちを真摯に
反省した上で、遺骨は遺族に返還するとの原則を貫いていることが分かる。
　一方、日本では過去の植民地支配の反省と植民地主義からの克服が、全くと言ってよいほどなされ
ていない。これら諸国との比較からも明確である。
　五十嵐彰は、文化財返還は原状回復されねばならない、遺骨も返さなければならないと強調し、次
のように述べている。

　「植民地主義」は、差別と排除、抑圧と暴力、支配と従属という関係性によって成り立ってい
ました。「精算」とは、外面的な植民地状態が解消されるだけでなく、私たち一人一人の心の中
に巣食う植民地主義的な考え方や人種主義的な価値観が克服されることを意味します。

９

国連を中心とした世界の動向

　2007年の「先住民族の権利に関する国連宣言」に、遺骨返還に関する条項が記述されている。加工品、
舞台芸術、文学といった可視的な「文化的伝統と慣習を実践しかつ再活性化する権利」（11条）が先
住民族にあるとする。さらに先住民族の遺骨の返還権を含む「精神的および宗教的伝統、慣習、儀式
を表現し、…宗教的および文化的な遺跡を維持し、保護し、…遺骨の返還に対する権利を有する」（12

条）とあり、歴史、言語、口承伝統、表記方法といった非可視的な文化を「未来の世代に伝達する権
利を有し」（13条）と定めている。
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　ここから、国連は「文化」の扱いの中で、遺骨返還の問題を位置付けていることが分かる。遺骨を
どのように祀るのかは一つの文化的営みであるわけだ。
　植民地主義に対する地球規模での反省のもと、国際会議が積み重ねられ、その具体化が1993年の「ウ
イーン宣言および行動計画」や、2001年の「ダーバン会議宣言」

10

として結実した。

「ウイーン宣言」（第1部20節　先住民の権利）
　国家は国際法に従い、先住民のすべての人権と基本的自由の尊重を確保する協調的な積極的措
置を、平等と非差別を基礎にしておこない、また先住民独自のアイデンティティおよび文化と社
会組織の価値および多様性を認識しなければならない。

「ダーバン会議宣言」（第1部14）
　植民地主義が人種主義、人種差別、…関連のある不寛容をもたらし、…先住民族は植民地主義
の被害者であったし、今なおその帰結の被害者であり続けている。植民地主義によって苦痛がも
たらされ、植民地主義が起きたところは何処であれ、いつであれ、非難され、その再発は防止さ
れねばならない。

　日本もこれらの「宣言」に賛成票を投じてきたのであるから、日本の裁判所は、先住民族の権利に
関する国際慣習法を国内の法適用においても援用する義務を負っているといえる。
　日本の裁判所が、先住民族についての見解を述べたものに1997年、札幌地裁の二

に

風
ぶ

谷
たに

ダム判決が
存在する。管見によれば、先住民族に言及した歴史上初の判決であり、原告・被告双方が控訴しなかっ
たので確定判決である。
　判決は、「アイヌ民族が先住民族に該当する」と述べ、さらに国際的に先住民族の文化等を尊重す
べきとの動きが強まっているとの理解を示し、「同化政策によりアイヌ民族独自の文化を衰退させて
きた歴史的経緯に対する反省の意を込めて最大限の配慮がなされなければならない」と言う。また、「得
てして多数民族は、多数であるが故に少数民族の利益を無視ないし、忘れがちであり、殊にこの利益
が少数民族独自の文化にかかわる時はその傾向が強くなりがちである」。そして最終的に、「少数民族
にとって民族固有の文化は、多数民族に同化せず、その民族性を維持する本質的なものであるから、
その民族に属する個人にとって、民族固有の文化を享有する権利は、自己の人格的生存に必要な権利
ともいい得る重要なもの」であると判示した。
　一方、遺骨返還請求訴訟の被告・京都大学は、二風谷ダム判決は国が当事者の事件であるのに対し、
この訴訟の被告（すなわち京都大学）は国ではないから憲法や条約が直接適用されるものではない、
と答弁している。
　2008年10月30日の国連自由権規約委員会は総括所見で、「アイヌ民族と琉球民族を国内法で先住
民族と明確に認め、継承文化や伝統的生活様式を保護、保存及び促進する特別な措置を講じ、土地に
ついての権利を認めるべき」と勧告し、2018年8月28日の国連人種差別撤廃委員会は、「琉球の人び
とを先住民族として認識することに関して、締約国（日本のこと）は、その立場を見直すこと」と勧
告した。
　この国連自由権規約委員会の総括所見によって、日本は琉球併合の歴史的評価、言語、文化、教育、
宗教的伝統、慣習などの社会的・文化的処遇、在沖米軍の処遇などが先住民族の権利の視点から問わ
れることとなった。しかし、日本政府は琉球・沖縄民族を一貫して先住民族とは認めていない。
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　それでは、先住民族とは何か。国際基準としての ILO169条約や
11　

二風谷ダム判決から、重要なポイ
ントは、
①  近代国民国家成立時の植民地支配の結果、支配的集団により民族としての存在を否定され、同化を
強制された民族的集団ないしその子孫であって、
②自己の社会的、経済的、文化的および政治的制度の一部または全部を保持し、
③そのような自己認識（アイデンティティ）がある。
という点である。特に重要なのは、同化政策と植民地支配がおこなわれたか、もしくは現在も植民地
的状況が続いているかという点、および先住民族自身の自己認識である。
　これらのポイントを琉球・沖縄に当てはめるならば、歴史的側面から見れば、1879年の琉球併合
に至るまで、琉球王国は独自の王国として存立してきた。
　社会的、経済的、文化的側面を見ても、ユネスコに登録されているグスク遺跡からも明らかなよう
に、ヤマトゥとは別の王国が独自の社会的集団として存在し、現在にもつながっている。
　また「シマクトゥバ」、「ウチナーグチ」と呼ばれる琉球の言語は、ユネスコにおいて（消滅の）「危
機に瀕している少数言語」と認定されている。
　琉球・沖縄人の自己認識（アイデンティティ）に関しては、2011年のアンケート調査では8割以上
が自らをウチナーンチュだと思うと回答し、2016年の県民調査でも沖縄の独立を含め、沖縄の権限
を現状より強化すべきだと考える人が増えている。
　それ故、日本政府の見解は正しいとはいえない。琉球・沖縄民族は先住民族である。それに対し被
告・京都大学は「琉球民族は先住民族であるとの主張は認否しない」と答弁している。

沖縄戦の遺骨を辺野古の埋め立てに使うこと

　沖縄戦の遺骨が眠る土砂を辺野古新基地建設の埋め立てに使おうと沖縄防衛局が計画している。事
の発端は2013年12月、当時の仲井眞知事が沖縄防衛局の埋め立て申請を承認したことに遡る。この
申請書によると、埋め立てに必要な土砂の総量は約2,062万㎥、そのうち主体となる岩ズリ（土砂混
じりの岩石）は1,644万㎥としている。
　必要量とは別に岩ズリの調達可能量として、沖縄県北部の2地区から670万㎥、九州・瀬戸内6県
の7地区から1,830万㎥で、約7割を沖縄県外からの調達としていた。
　ところが、大浦湾に軟弱地盤が存在することが判明し、沖縄防衛局は設計変更の承認を県に申請し
直せねばならなくなった。2020年4月に提出された『設計変更承認申請書』によると、埋め立てに必
要な土砂の総量は2,018万㎥、うち岩ズリは1,690万㎥と、当初計画をわずかに上回っている。しかし
調達可能量は大幅に増えている。沖縄県7地区と九州4県11地区で9,316.6万㎥と当初の3.7倍に、沖
縄県だけでは4,476.3万㎥と6.7倍に跳ね上がっている。このうち遺骨が混じる可能性のある南部の糸
満市と八重瀬町で3,159.6万㎥と、県内の約7割を占める。
　何故、沖縄防衛局は“沖縄県内だけで岩ズリの調達は可能”と、当初計画を変更せざるを得なくなっ
たのか。そこには、2015年11月、翁長知事時代に埋め立て用材についての「外来生物侵入防止条例」

12

が施行されたことが影響しているのである。防止条例を回避するために考えついた悪知恵と言われて
も反論できないのではなかろうか。
　南部の糸満市と八重瀬町は先の沖縄戦の激戦地である。沖縄戦跡国定公園に指定されている一帯に
は沖縄戦戦没者の遺骨がいまだに多く眠っている。沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」代表
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の具志堅隆松は「遺骨が眠る土砂を辺野古新基地建設の埋め立てに使うことは死者に対する冒涜であ
る」と、述べる。
　そして、具志堅は次のように語る。

　遺骨はモノではない。帰るべき権利を持った人である。まだ家族に弔ってもらっていない人は、
家族の元へ帰すべきだ。それを無視して、あたかもモノであるかのように、「じゃあ、そこから
遺骨を全て取り除けば土砂として使っていいんですよね」というのは違う。その人の血と肉がす
でに土となっているそこは祈りの場であるべきだ。
　業者に遺骨収集を任せるなんて無理です。小さな骨や薄い骨は、土砂に溶け込んでいます。骨
だけでなく、血も肉も染み込んだ土地です。
　遺骨も戦没者の魂も遺族の元へ返すべきだ。遺骨収集の責任主体はどこにあるかと聞かれたら、
「これからは国民がなるべきだ」と思っている。

13

　遺骨収集を平和の授業として次世代に引き継いで継続すべきだ。沖縄戦体験者が亡き後、戦争
の実相を確認できるのは遺骨収集の現場ではないか。

14

　ここで、沖縄戦で5歳年上の兄・安村昌
しょう

範
はん

を20歳の時に亡くした新垣宏子（93）の体験を聴こう。

　昌範は「海軍沖縄方面根拠地隊」
15

の下士官付きの兵士として働いていたが、どこで死んだのか
が不明で、宏子が高校生の時、家族から「昌範が戦死して箱が届いたが、中には石ころが入って
いた」と聞いた。…兄の最期を知る人が具志川村にいると聞いて探したこともあったが、見つか
らなかった。…1995年、糸満市摩文仁に「平和の礎」が建立されてからは、「ここに兄は眠っている」
と思って参拝してきた。
　具志堅隆松の活動を知り、約4千人の兵士が亡くなった豊見城市の旧海軍司令部壕や周辺に遺
骨が残っているかもしれないと聞き、2021年6月10日、「まずは調査を」と県に壕の再調査を要
請した。…兄の遺影を手に、涙ぐみながら宏子は訴える。「私はこのために生かされていたのか
もしれない。兄の遺骨を探して、亡くなった母に報告したい」。

16

　遺骨は遺族の元に返さなければならない。遺族はそのことを何よりも待ち望んでいる。
　さて、沖縄戦の遺骨が眠る土砂を辺野古新基地建設の埋め立てに使うことと琉球人の遺骨を盗骨す
ることは、双方ともウチナーンチュの歴史やアイデンティティ継承の場を破壊する行為であるという
点において通底している。「死人に口なし」とばかりに、琉球・沖縄人をモノ扱いし、琉球・沖縄人
の人権、信仰、慣習をないがしろにした上、死者の尊厳を踏みにじり、基地建設資材や研究素材扱い
とすることに罪悪感を抱かない。これこそ琉球・沖縄を植民地と見る眼差しであり、ヤマトゥの植民
地主義の表出だといえるのだ。
　2021年4月15日に、遺骨が眠る土砂を辺野古埋め立てに使うことに反対する決議が沖縄県議会で
全会一致採択されたのに続いて、同年7月2日、奈良県議会で『意見書』が、これも全会一致で採択さ
れた。『意見書』は、「戦没者の遺骨を新基地の埋め立てに使用することは、犠牲者の人々の尊厳を冒
涜し、『物言わぬ』戦没者を2度殺すような人道に反する行為であり、遺族の方々や国民の悲嘆は計り
知れない」と述べている。沖縄県を除く本土（ヤマトゥ）で採択された都道府県レベルで初めての『意
見書』である。植民地主義を克服していくためにも、こうした取り組みがヤマトゥにおいてさらに拡
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がることが重要である。

結―琉球人遺骨返還請求訴訟で問われているもの

　最後に、琉球人遺骨返還請求訴訟で問われているものは何かを考え、結びとする。
　この訴訟は、ヤマトンチュにとっては特に、琉球・沖縄に対する植民地支配、そして植民地主義と
いう歴史の清算をどのようになすのかという問題として提出されている。ウチナーンチュにとっては、
日本（ヤマトゥ）による植民地主義政策、沖縄差別政策に抗うアイデンティティの確立と自己決定権
の確立に向けた闘いとしてあるだろう。ヤマトンチュはこうしたウチナーンチュの営為を妨害せず、
敬意を持って尊重すること。そして、先住民族の権利を明らかにすることである。
　先住民族の権利に関する国際的な合意形成が図られている現在、日本の裁判所（＝司法機関）が明
確に見解を述べることも求めていかねばならない。
　そもそも百按司墓は墳墓である。遺骨は琉球民族独自の精神世界に根付く神聖なものであるから、
アイデンティティの核心部分と直結する重要性を持っている。
　したがって、この訴訟を通じて、遺骨を帰還（再風葬）させ、慰霊することこそが最大の課題である。
ただし、この課題（の実現、実現に向けた格闘）は訴訟という枠内に依存しとどめておけば済むもの
ではなく、一人ひとりの人間、ウチナーンチュのみならずヤマトンチュにこそ、そのことが課せられ
ているのである。

(Endnotes)
1  この裁判の名称は「琉球人遺骨返還請求訴訟」と呼ばれる。そもそも「返還」という用語は、「返還」
する側にとっては適切であっても、「返還」を求める側、「返還」を受ける側にとっては適切とは言
えない。「帰還」と表記すべきではないか。返す側の「返還」と取り戻す側の「帰還」を総称する用
語としては「原状回復」が適切ではないか。本稿ではこうした用語に含まれる問題を踏まえた上で、
「返還」という用語を使用する。

2 沖縄大百科事典刊行事務局編『沖縄大百科事典』（沖縄タイムス社、1983年）、上51頁。
3 松島泰勝『帝国の島』（明石書店、2020年）、271頁。
4 板垣竜太『鑑定意見書』。
5 （法律用語）自分が利益を受ける意思によって物を現実に支配している事実・状態をいう。
6 松島泰勝『鑑定意見書』。
7   「アイヌの人たちの骨、ならびに民法において定義されている祭祀継承者が存在する人骨」は含ま
ないとの但し書きがあるから、琉球人遺骨返還請求訴訟の原告は祭祀継承者ではないと認定して
いる。ただし、その証拠は示していない（原告は公判において示している）。後述する「琉球民族
は先住民族である」との国連の勧告も否定している。

8 2019年7月22日付、京都大学総長宛　日本人類学会『要望書』。
9 五十嵐彰『文化財返還問題を考える　負の遺産を精算するために』（岩波書店、2019年）、5頁。
10 正式名は「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容に反対する世界会議宣言」。
11   先住民族の保護に関する最も一般的な条約で、1989年採決。正式名は「独立国における先住民族
および種族民族に関する条約」。日本は未批准。個人が先住民であるかどうかの最終的な判断は、
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第一条2項で「先住民族又は種族民としての自己認識」に基づくと規定している。
12 正式名は「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」。
13   けーし風編集運営委員会編『けーし風　第110号』（新沖縄フォーラム刊行会議、2021年4月）21

から25頁。
14 2021年6月23日付『沖縄タイムス』「証を求めて 戦後76年遺骨収集」〈3〉。
15   日本海軍が南西諸島防備強化のため新設した海軍部隊。大田実少将を司令官とし、小禄航空基地
に司令部を置いた。兵員の3割が現地召集の防衛隊や補充兵であった。編成時の隊員約2,000人中
1,006人が死傷。

16 2021年6月21日付『沖縄タイムス』「証を求めて 戦後76年遺骨収集」〈1〉。
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論　説

沖縄から見る日米地位協定と日米合同委員会
宮城恵美子（内海）

はじめに

　日本は米国の属国だと言われて久しい。『戦後史の正体』で孫崎享氏は、戦後の日本は、対米追随
路線と自主路線の二つの糸があり、自主路線を提案した政治家、特に在日米軍縮小や中国接近などを
提言した政治家は排除されたと述べています。米国の圧力を背景に日本の戦後史を捉える必要性があ
るとのことです。
　属国化の背景には、「日米安保条約（新・旧）―日米地位協定（行政協定）―日米合同委員会―日米
地位協定裏マニュアル」が存在します。憲法と安保体制は、その内容がまるで違うにもかかわらず、
憲法体系と安保条約のそれぞれに基づいて多数の法律・命令ができています。日本には「二つの法体
系が存在する」と「はじめて指摘されたのは憲法学者の長谷川正安だ」（古関）と記述されています。
戦争放棄とは水と油の戦争協力体制があることで、その穴埋めに「密約」がうまれ、政治の歪みが生
じているのです。ここでは沖縄の視点からこの課題を考えてみたいと思います。

1．沖縄の基地公害

　今年の8月27日、琉球新報の一面トップ記事は「PFAS汚染水放出、米海兵隊、公共下水道に　『処
理済み』強調　県・市反発、政府も抗議」でした。次頁は、「米軍“だまし討ち”」「検証の方法なく」「『一
方的』知事激しい怒り」と続いています。社会欄では、多くの県民がまたか、と怒っている様子が掲
載されました。2020年4月10日には普天間基地内の泡消火剤が流出し、泡が子供たちの遊ぶ場所に
まで飛んで問題となりました。北谷浄水場の水源である比謝川が、泡消火剤に含まれるPFASで汚染
されていることが判明しています。北谷浄水場を管理している沖縄県企業局が、汚染源と思われる嘉
手納基地への立ち入り調査を米軍に要請していますが、未だに許可されていません。日米地位協定に
地元自治体に調査権がなく、米軍に汚染者負担の原則が適用されていないことが壁になっています。
　今回、米軍が汚染水を公共下水道に放流しました。米軍は「処理済み」と言っています。しかし、
宜野湾市が独自に排出水を調査したところ、PFOSとPFOAの濃度は環境省の基準を13倍も上回るも
のでした。今回の汚染水放出は米軍が県、沖縄防衛局、外務省沖縄事務所にメールで伝え、日本政府
と沖縄県が制止するのも聞かずに米軍は一方的に放出したのです。水を流した日は日米合同委員会の
隔週木曜日の定例会のようです。当日の日米合同委員会の議題にも上がっていたにも関わらず、その
日の早朝に汚染水放出をしています。米軍は県等と話しあう意思が無いばかりか、日米合同委員会の
日本側委員とも話し合う気がなかったということです。日米合同委員会の日本側委員は米側に反論も
しないまま米軍の提案・報告をただ受け取るしかないようです。日米合同委員会においても両国が不
平等であることが、この事件からも伺われます。県や住民の反発を受けて防衛局は9月17日に普天間
基地に残っている汚染水を引き取り、処分することを発表しました。
　県民は、9月29日に沖縄防衛局前で抗議集会を行っています。9,200万円を費やして米軍の尻ぬぐ
いをする日本政府に対しても怒っています。
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　現在の日米地位協定では日本政府や沖縄県が環境汚染を防ぐ為に反対しても、米軍の一存で環境破
壊が行われる事実を突きつけられました。このような不条理が明らかになった以上、汚染者負担の原
則を地位協定に取り入れて改善するしかありません。
　戦後、沖縄は米軍による基地公害に苦しめられてきました。ジョン・ミッチェル氏は沖縄は「70年
以上にわたって、米軍基地は放射能性廃棄物、枯れ葉剤、劣化ウラン、PCB（ポリ塩化ビフェニル）
やヒ素などの有害物質で日本を汚染してきた。毒物が河川、海、土壌を汚し、米軍兵士や軍雇用員、
地域住民などの健康を害してきた。」とし、「なかでも沖縄は、米軍基地の負担が集中する最大の被害
地だ。（略）最近、那覇市を含む百万規模の人口を支える飲料水源が、危険なレベルのパーフルオロ
化合物で汚染されていることが発覚した。これは軍用の泡消火剤に含まれる物質で、発がん性や発達
を阻害する病例との関連が指摘されている。米軍は自らの環境汚染、すなわち米軍公害に関する情報
を、自軍の兵士にも日本政府にも隠し続けてきた」と記述しています。
　日米地位協定は、日本の当局者が汚染調査で基地内に入るための許可すら与えていません。米軍は
返還された土地の汚染除去の負担も免れています。「このような事態を悪化させているのが、軍事公
害について米軍の責任を追及できないでいる日本政府」（ジョン）とも記述しています。
　日本政府は、米軍北部訓練場の一部返還に伴い高江部落に6カ所のオスプレイヘリパッドを建設し
ました。県民の飲料水の水源であり生物多様性の宝庫を破壊しています。基地返還後のゴミ・薬きょ
うなどが散乱して土壌を汚染し続けています。そのような事態を告発し「兵器ゴミ」の処理を米軍に
要求する蝶類研究家の宮城秋乃氏に対して政府は家宅捜索で弾圧を加えています。汚染者を擁護し環
境保護者を犯罪者のように対処する警察・政府に対して多くの批判が寄せられています。このヤンバ
ルの森は軍事訓練による廃棄物をそのままに、世界自然遺産に登録されました。その過程で米軍によ
る汚染が問われることはありませんでした。
　「飛ぶ鳥後を濁さず」との姿勢が土地を利用した者の取るべき態度です。日本政府は全く改善の姿
勢を示していません。日米地位協定第4条の基地返還時における現状回復責任免除条項を改定すべき
です。
　枯れ葉剤のダイオキシンを含んだドラム缶約100本の有毒廃棄物が沖縄市で出てきて、返還地の跡
利用に支障が出た事もあります。北谷町でも返還地の汚染が問題になりました。今後日米のSACO合
意が進展すれば、多くの地域で返還地の汚染問題に直面します。主権国家として当然の汚染調査のた
めの基地内立ち入りを認めさせ、「地位協定に風穴を開けたい」とPFASと闘う住民たちは意気込んで
います。

2．1995年の「少女暴行事件」

　1995年9月、「少女暴行事件」が起こりました。沖縄県警は数々の証拠から海兵隊員の事件への関
与は明らかであるとして、同年9月7日に逮捕状の発付を請求しました。日米地位協定第17条「刑事
裁判権」によれば、被疑者が米軍所属の場合、その身柄がアメリカ側の手中にある時、起訴されるま
では、米側が被疑者の拘禁を引き続き行うこととされています。したがって、たとえ逮捕状が出ても、
日本側捜査当局は起訴前には逮捕状を執行できず、被疑者の身柄を拘束して取調べるという実効的な
捜査手段を採ることもできませんでした 。このような米兵の特権的な取り扱いは事件捜査に支障を
きたしています。沖縄県は日米地位協定の改定を求めました。政府は改正ではなく運用することで終
止符を打っています。公務内ならばアメリカ軍に第一次裁判権があり、公務外ならば日本側が持つ。
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公務内か公務外か分からないときには判断は米側が行う。つまり実質的に米軍の判断に左右されるこ
とになります。よっぽど日本側が頑張った時だけ犯人が日本側に勾留され、尋問されて裁判が行われ
るということになります。95年の事件は地位協定の矛盾を浮き彫りにしました。

3．航空機事故から見えること

　2004年の沖国大にヘリが落下した時も、2016年に名護市安部にオスプレイが落下した時も米軍が
事故処理の主導権をとりました。沖国大ではヘリの事故処理作業を行う兵士たちは防護服を着た人も
いました。放射能物質ストロンチウム90がヘリから飛散したのです。
　事故直後に最初に墜落現場に到着したのは宜野湾市の消防隊でした。次いで普天間飛行場の救難消
防隊も駆けつけて消火活動に当たりました。放射能検査は米兵のみに行われ、市の消防隊員には実施
されていません。約100人の米兵が隣接する普天間飛行場のフェンスを乗り越えて、事故現場の沖国
大に入り、付近を封鎖し、その後7日間に亘って事故機の残骸や汚染されたと思われる表土を持ち去
りました。この行為は私有地への無断侵入であると同時に、大学当局の損害賠償の請求に必要な証拠
類の収集、警察の事故検証のための現場保存措置も取らせませんでした。米軍による治外法権となっ
たのです。
　日米合同委員会は議事録で記載しています。「日本国は、所在地のいかんを問わず米軍の財産につ
いて、捜索、さし押さえ、または検証を行う権利を行使しない」（日米合同委員会の公式議事録　部
分　1953年9月29日）。「議事録」は両国の合意がある場合を除いて公表されません。国会で承認を得
る必要はないと2017年12月の国会答弁書で山本太郎氏の質問に答えています。それでいて法的効力
を持たせています。「米軍の財産」の意味ですが、ヘリの破片も全て財産です。米軍の財産権の前で
は日本は手出しできない。つまり証拠物件をさし押さえることはできないのです。しかも「所在地の
如何を問わないという意味は在日米軍基地内だけではなく、日本全土ということです。破片が飛んで
行ったどの場所も米軍の「財産権」があり、そこには警察権力は入りこめない治外法権であることを
認めています。日米合意においては事故機の残骸を米軍は強制的に回収できるということです。
　日本の空は戦後75年を経過した現在も米軍優先となっています。沖縄では1972年の本土復帰まで
全てが米軍に支配されていました。2010年に手直しされましたが、嘉手納基地を中心にアライバル・
セクターと言う名の「米軍専用空域」が設定されています。その規模は沖縄本島をスッポリと覆うほ
どの巨大なために、事実上は米軍の完全空域支配と変わらないのです。相変わらず那覇空港で離着陸
する際には1,200フィート（360メートル）以下の低空飛行を要求されます。民間機には危険が伴うの
です。
　沖縄県以外でも米軍基地周辺では空域が支配されています。岩国エリアと横田エリアです。特に横
田エリアでは羽田空港から西に向かう定期便は急上昇を強いられ、小松便などは急上昇後にすぐに急
降下しなければなりません。又、羽田への着陸時は南へ迂回する必要があり、飛行ルートが限られる
ため渋滞が常態化しニアミスが懸念されています。それに加えて日米合同委員会における1999年1月
14日付けの在日米軍による低空飛行訓練に関する合意「低空飛行訓練ルート」が新たに設定され、実
質上、全国が低空飛行訓練区域になりました。国内法では危険な低空飛行は違反ですが、米軍は特例
により航空法が適用されません。
　そして海外から入国している米兵の入域状況を日本側は把握できません。沖縄では2020年にコロ
ナが猛威をふるったとき、新型コロナウィルスの検疫が問題になりました。基本的に海外から日本に
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入国する際には検疫を受けなければいけません。現在は沖縄県の強い働きかけでアメリカ軍関係者に
PCR検査が実施されていますが、当初は海外から日本国内の米軍基地に直接到着する場合には、PCR

検査は実施されていませんでした。政府は他国からの入国を制限していますけれど、アメリカ軍関係
者は家族含めて適用除外されています。

4．安保の本質―戦争協力体制の継続

　1941年8月、米国大統領ルーズベルトと英国首相チャーチルが会談し、アメリカが連合国として
参戦し、戦後秩序を共通認識の基に形成することを意図して「大西洋憲章」を宣言しました。大西洋
憲章第1条で「領土不拡大の原則」、第2条で国民の合意なき領土変更の不承認、第3条で国民の政体
選択の権利の尊重と、奪われた主権の回復（民族自決の原則）が謳われ、第8条で武力使用の放棄と、
恒久的な一般的安全保障体制の確立（後の国際連合）が宣言されています。
　その後、ダン・バートン・オークス提案、国連憲章へと理念が伝えられていきました。一連の憲章
の中に日本国憲法の原理が見えます。戦後、米国は日本を占領しました。1947年、日本国憲法の成
立にGHQは積極的にかかわりました。
　ところが世界情勢は変化していきました。1949年に中華人民共和国が樹立されます。1950年6月に
は朝鮮戦争が勃発します。朝鮮戦争は米軍に日本の平和国家方針の転換を促しました。朝鮮戦争が始
まった時点では、米軍の属する連合派遣軍は劣勢で、50年8月初旬には釜山まで追い詰められます。
そこから戦線の延びた北朝鮮の背後の仁川に上陸して反撃し、戦況を優位に運びました。地理的に近
い日本の兵站地機能を活かし、日本は武器や弾薬、兵士の送りこみなどの協力をしたのです。同年
11月下旬には戦線は中国国境まで北上します。そこに中国が参戦し38度線でこう着状況となり、現
在に至ります。今も国際法上では戦争は継続しており休戦中です。
　米軍にとって朝鮮戦争は歴史上もっとも困難を極めました。そうした中で占領国日本の戦争協力状
態を継続させることが軍側の要請になったとされます。朝鮮戦争がもたらしたのは「占領体制の継続」
ではなく、「占領下の戦争協力体制の継続」だと矢部宏治氏は『知ってはいけない』で指摘しています。
この指摘は沖縄の視線から重要です。「占領下の戦争協力体制の継続」は吉田・アチソン交換公文で
交わされています。

5．吉田・アチソン交換公文

　1951年9月8日に日米安保条約（旧）と、サンフランシスコ平和条約が締結され、同日に「吉田・ア
チソン交換文書」を結びました。日本側署名人は全て吉田茂氏です。交換公文も広義の条約です。当
初の原文で「（平和条約と旧安保条約が発効した時に）もしもまだ朝鮮で軍事行動を続けていた場合は、
日本は、国連が朝鮮の国連軍（実態は米軍）を以前と同じ方法で、日本を通じて支援することを認める」
としています。つまり朝鮮戦争でやった後方支援を独立後も続ける、という内容でした。その後の日
米交渉で公文は改まり「朝鮮」の地域限定名は無く、「国連軍」と言う縛りも無くなり、米軍への戦争
協力を義務づける内容となり、今に至っているのです。武力使用の放棄を謳った大西洋憲章からスター
トするはずの東アジアの戦後秩序が、国連軍への、内実は米軍への支援として日本を位置づけている
のです。戦争協力体制が日米安保体制なのです。
　そして孫崎氏が指摘するように「旧安保条約には米軍の日本駐留のあり方についての取り決めが、
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何も書かれていないのです。それは『条約』が国会での審議や批准を必要とするのに対し、政府間の『協
定』では必要ないためです。都合の悪い取り決めは、全部この行政協定のほうに入れてしまったから
なのです」「本能寺は行政協定にこそあった」のです。この指摘は「寺崎太郎氏が指摘していたものです」
「時間的には平和条約、安保条約、行政協定の順序でできたが、だが、それが持つ真の意義は、まさ
に逆で、行政協定のための安保条約、安保条約のための平和条約でしかなかった」のです（孫崎）。
　その行政協定（現在は日米地位協定）こそ米軍が日本に対して要求した根幹なのです。国会で審議
されない行政協定によって米軍の特権が認められているのです。これは民主主義的ではありません。
戦争協力体制の安保体制は民主主義とは相いれない体制です。このようにして成立した安保体制に
よって私たちの権利が日々おびやかされているのです。
　旧安保第1条は米軍の「陸軍、空軍、海軍を日本国内及びその周辺に配備する権利」を有する、と
いう包括的な基地権を定めています。つまり米軍が自由にどこでも基地を置き、自由に軍事行動を行
うことを可能にしています。

6．米国による司法権の独立への侵犯

　米軍による日本の民主主義制度の破壊は司法へも及びます。1957年7月に米軍立川基地の拡張に伴
う「砂川裁判」において、マッカーサー駐日大使は露骨に日本の司法への介入を行いました。東京地
裁が日米安保条約が憲法9条に照らして違反するとし、1959年3月30日に基地拡張反対闘争への懲罰
は不当との判決（伊達判決）を出しました。その判決を巡り日本政府は跳躍上告で、一挙に最高裁に
係属させました。地裁判決からわずか8カ月後の1959年12月16日、最高裁判決は地裁判決を覆しま
した。
　2008年に明かになったのは、「最高裁判決が下される以前に田中耕太郎最高裁長官がマッカーサー
駐日米国大使と都内のホテルで密かに打ち合わせをしていたという驚愕すべき事実が、米国務省文書
から判明した」のです（古関）。マッカーサーは藤山外相や福田自民党幹事長とも直接に裁判について
意見交換をしていました。最高裁判決では「安保条約のごとき、主権者としての我が国の存立の基礎
に重大な関係をもつ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は、（略）裁判所の
司法審査権の範囲外にある」と述べ、悪名高き「統治行為論」を主張しました。行政が憲法違反を行っ
ても高度な政治性のある事柄は、憲法判断をしないと宣言したのです。何の為の憲法、何の為の司法
なのでしょう。三権分立と言う民主主義の大原則を破壊する行政府への免罪符を最高裁判所は与えた
のです。そしてそのように方向付けたのは米国であったことが米国務省の公開文書によって明らかに
なりましたが、未だにこの矛盾を解決する努力を日本政府も司法も行っていません。国民主権を破壊
し続けています。

7．軍隊指揮権

　古関彰一氏は、著書の中で、安保条約草案の作成は米陸軍自体であること、執筆者はマグルーダー
国防省地域担当特別補佐官であると述べています。原案の第14条（1）で「この協定（＝旧安保条約）
が有効なあいだは、日本政府は陸軍・海軍・空軍は創設しない。ただしそれらの軍隊の兵力や種類、
編成、装備など、あらゆる点についてアメリカ政府の助言と同意があり、またその創設計画がアメリ
カ政府の決定に従う場合はその例外とする」とあります。占領初期の米軍は、日本軍を創設しないと
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しながら、ただし書きで「日本軍再軍備に対する基本政策を示してい」ました。戦争の脅威が生じた
と米軍が判断したときは、「すべての日本軍は、海上保安庁も含めて、合衆国政府によって任命され
た最高司令官の統一指揮下に入る」として軍隊指揮権を米国が保有していると記載しています。この
案は「結果的には、安保条約にも行政協定にも含まれていないが、（略）その後の密約に生かされた」
のです。吉田首相とクラーク大将が1952年7月23日に指揮権密約を結んだことを示す文書が1981年
古関氏によって発見されました。軍隊の指揮権を米国が持つのですから、日本は独立国ではないのが
前提です。属国扱いして、そのうえで戦争協力体制を維持させています。
　現在、南西諸島で台湾有事を想定した自衛隊ミサイル部隊の配備が加速しています。鹿児島県馬毛
島から、沖縄本島勝連、宮古島、石垣島、与那国島での自衛隊基地の新増設が進行しています。米国
の中国封じ込め政策への日本政府の対応ですが、台湾有事の際には、これらのミサイル基地等は中国
からの攻撃目標となります。それにも関わらず住民への避難計画すら存在していません。有事には自
衛隊が米軍の指揮権に編入されることから、日米合同軍事演習では、米軍主導で2005年から「島嶼奪
還作戦」が継続的に行われています。今年は30年ぶりに全国から10万人が参加する「陸上自衛隊演習」
を行っており、島嶼防衛を念頭に過去最大の規模で九州に全国から部隊の移動訓練を行っています。

8．日米合同委員会は軍事支配の基盤

　1952年4月28日、平和条約、安保条約、行政協定が効力発生したことに伴い日米合同委員会が発
足した。日米地位協定について外務省は「裏マニュアル」とも呼ぶべき「日米地位協定の考えかた」
（1973年4月）を作成しています。また検察は「実務資料」（1972年3月）を作成しています。早い時期
から最高裁判所は「部外秘資料」、正式名「日米行政協定に伴う民事及び刑事特別法関係資料」（1952

年、最高裁判所事務総局編集発行）を発行しています。最高裁が憲法に立脚しないで米軍の為の「裏
マニュアル」で裁いていることは、とても残念なことです。裏マニュアルないしは「米軍法コメンター
ル」とも呼ぶべきガイダンスで司法・行政が実施されている国が他に存在するのでしょうか。民主主
義国でも法治国家でもないことの証左です。
　また日米合同委員会は「密約製造マシーン」と呼ばれているように、多くの「密約」を生み出してい
ます。委員会のメンバーは13名です。米側は1人の外交官（在日米大使館公使）以外の6人は軍人で、陸・
海・空軍の副司令官クラス（軍のナンバー2）です。日本代表は6人全員が官僚です。法務省の委員は、
官房、次官コースの幹部候補で、そのほとんどが検察総長などになるといわれています。日本の法務
行政をする人間です。外務省も同様に将来は北米局長、外務次官、駐米大使等になる幹部候補です。
　この構成からして軍人が支配していることは一目で分かります。これには米国内からも異論が度々
ありました。しかし軍事特権で、日本に戦争協力体制を続けさせる仕組みですから軍側は妥協しない
のです。日米合同委員会で米軍が日本側に案件を出し、日本の官僚が受けいれるのが主要な流れでは
ないでしょうか。政治的な最新情報もここで取りかわされ、情報の量及び質の点では多分国会の比で
はないでしょう。日本の権力・官僚の力の源泉がここにあるのだと考えられます。米主導の裏政治で
コントロールし、そこに従属することで官僚の立場をゆるぎないものにしていると言えるのではない
でしょうか。「属国」でいることで利益を得ている集団を形成しているとも言えます。
　検察が小沢一郎氏を追い落し工作をしたことがありました。また鳩山由紀夫氏が首相時に普天間基
地の県外移設は米軍マニュアルによると不可能だと外務・防衛官僚から報告され断案しましたが、そ
のようなマニュアルは存在しませんでした。外務・防衛官僚が「でっちあげ」までして、県外移設の
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公約を守れなくし、結果的に鳩山氏は首相の座から退かざるをえなくなりました。一国の首相を辞職
させる影響力があったのです。このような策動の基本的な取り決めが、この委員会が源になっている
との推察ができます。鳩山氏の後の述懐に「別の誰かに忠誠を尽くしているよう」に思えたそうです。
「誰か」とは日米合同委員会集団（先輩も含む）ではないかと考えられます。日米合同委員会は「秘密
組織」で「議事録」は米軍に都合の良い一部の公表しかしませんから、証拠を掴むことも難しいですが、
推察することはできます。
　鳩山政権のプロセスで日本の「歪み」の「見える化」が始まっています。多くの人々が「属国」や「追
随」、「闇の政治」にメスを入れはじめています。また元外務省職員の孫崎享氏や天木直人氏らは自ら
見聞してきた事実をもって警告を発しています。
　先ほど、司法の在り方を見ましたが、日本国憲法に基づく判断を止めているということは、憲法の
上位に安保条約が存在しているということになります。様々な「歪み」が生じていることは誰の目に
も分かる状況です。その課題にメスを入れていく時だと思います。安保条約の調整機関である日米合
同委員会を米軍が主導していく中で、軍人の威圧の前で国民の声はかき消され、沖縄の声が届かない
システムになっています。日米合同委員会を牛耳ることによって日本の属国体制が運営されていると
言っても過言ではありません。この委員会を国会が介入できる機関に変えるべきです。日米地位協定
改定を国会で審議する状況を作るべきです。韓国の地位協定は韓国側の働きかけによって2度改定し
ています。

9．日米合同委員会の議事録が非公開になった訴訟

　私が属している沖縄平和市民連絡会の仲間に「辺野古・高江」の解決の為に奔走されている北上田
毅氏がいます。彼は幾つかの情報公開にも挑み開示させてきました。
　2015年、北上田氏が沖縄県に対して行った情報開示請求は「アメリカ軍北部訓練場や東村を通る県
道70号の共同使用に関するもの、この道路は日米両政府が1990年に共同使用を決めていました」（琉
球朝日放送）。「県道70号線が、日米の共同使用になった経過、県道の使用の条件」について情報の開
示を求めました。県はそれを認めました。しかし国は、すぐに取り消しを求めて訴訟を起こしました。
国の理由は「日米合同委員会の議事録などは、」「日米双方の合意が無い限り公表されない」と言うの
です。それに対して、県は「国の事務に支障が生じるとは考えられない」と主張しています。この事
件は「知る権利の実現を阻む壁となっている」（沖縄タイムス2017年3月8日）との批判があがりまし
た。日米地位協定の中に「日米双方の合意がなければ公表されない」という条文があるわけではあり
ません。日米合同委員会で決めているだけです。米軍にとって県道の使用の情報を知られるか否かが
大ごとなのでしょうか。日米委員が本気で議論を闘わせたのか疑問です。日本側が米軍との関係に「ヒ
ビが入る」とか「関係が弱まる」ことを避けるあまり、国民の声を蔑ろにしていないでしょうか。県
道の解釈権までも米軍が関われば非公開にできる仕組みが日本国内に組み込まれています。そのこと
は法治主義への制限になっています。尚、この事件は2019年1月、上告棄却、情報開示取り消しが確
定しました。結局市民の知る権利は侵害されたままです。
　同じことは「辺野古新基地建設」についても起こっています。「辺野古唯一」を繰り返すだけで政治
は、一度決めたことを少しも修正しようとしません。米軍との信頼感関係を重視するとのことですが、
事実関係、例えば軟弱地盤やジュゴン保護（米国も法で保護）について意見交換することは両国にとっ
て意義の有ることです。密室で結論が出るのでは、その判断の経緯や理由も明確になりません。この
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日米合同委員会の内容をできる限り公開すべきです。「開示不開示の判断を日米の裁量にまかせると、
いかなる文書も開示できず、情報公開法の意義が失われ」（沖縄タイムス）ます。沖縄で度々報道さ
れた「日米地位協定を運用で進めます」というフレーズにストップをかけていかねばならないと思い
ます。裁量・運用・解釈権を密室で極少数者に任せるのは、人治主義であって法治主義ではありません。

10．世界の動向と今後

　現在唯一の軍事大国として世界に君臨している米国は、経済的にも優位に立っています。しかし、
2028年前後には中国がGDP（国内総生産）で米軍を凌駕するとの予測も発表されており、東アジアの
勢力地図は書き換えを迫られています。前トランプ大統領の方針は「アメリカ・ファースト」でした。
世界の警察官としての役割を終えるということです。米国は中国に対しては世界経済の主導権を守る
ため批判的に対応しています。中国の通信機器の最大手ファーウェイに対する交易禁止まで行われて
います。バイデン大統領にも強硬な対中国政策は引き継がれております。長期的には米国が普通の国
家となり、中国が世界一の経済大国になるでしょう。しかし、アメリカは中国の後塵を拝することを
快しとしません。現在の優位なシステムをできるだけ維持したいと中国包囲網を形成しています。
　日本が米国に従属しておれば対中国との緊張関係は不可避です。米国からの従属から離れれば、日
本独自の東アジアでの関係構築も模索でき、近隣諸国との友好関係も可能です。貿易額では輸出入と
もに日本の最大交易国となっている中国と軍事的に事を構える必要はありません。平和的関係構築を
阻害しているのが日米安保体制であり、日本国の主権を侵害しているに留まらず、人々の人権や生活
を制限しています。日本は主体的に近隣外交を行うべきです。

11．さいごに

　沖縄の住民にとって米中関係の変化は重要ですが、生存を賭けた沖縄戦を再びもたらす程では全く
ありません。日本政府や米国の利害の為に再び「捨て石」になることは断固拒否すべきです。
　国連の複数の人権機関からは繰り返し、沖縄の人々の自己決定権を日米両政府が尊重するように勧
告がなされています。沖縄の意思を無視して軍事基地を造ることは国連の人権宣言の否定となる暴挙
です。軍事基地の沖縄への過度の集中は現代的差別として改善を勧告されています。沖縄の私たち住
民は正に生存権を守るために辺野古新基地建設等に反対し闘い続けます。
　最後に、歴史的確認をしたいと思います。私たち（琉球・沖縄人）は、この地で生きてきた人々で
あり地域を自らの力で統治してきました。中継貿易拠点として自立的経済を営み且つアジアに貢献し
てきました。1850年代には米、仏、欄と修好条約を締結し、近代的国際法による外交関係の主体と
して欧米諸国にも認められていました。この事実は沖縄に自己決定権があったという動かぬ証拠にな
ります。そして1879年に日本政府は「琉球処分」と言う形であたかも行政処分の衣を着せて琉球の日
本版図への統合を行いました。実際は随行官ら40名余と警察官160余名、そして熊本鎮台の兵員約
400名、計600名余を引き連れて武力で首里城を包囲して琉球藩王（国王）を東京に連れ去り、その上
で沖縄県への改変を強制しました。それは当時の国際法においても違法行為であり、現在の琉球・沖
縄の人々には自己決定権が存在する根拠となっています。
　清と薩摩の二国両属から日本の版図に組み入れるため、清との断交を迫る日本に対して激しい抵抗
運動が長く続きました。その後の第二次世界大戦では沖縄を本土のための「捨て石」として、4人に1
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人が亡くなりました。戦後は天皇メッセージもあり、沖縄は本土と切り離され、米軍直接統治を経て、
今も安保の政治的道具=軍事植民地として使い続けています。日米両政府ともども沖縄に住む人々を
主権を持ち尊重されるべき存在と考えるのではなく、物・道具として使い捨て扱いをしています。繰
り返しますが琉球・沖縄への軍事基地の集中は、国連の人権機関が勧告している「現代的差別」です。
日本が先進的な民主主義国を自認するのなら国連の勧告に従い、早急に沖縄政策を変えることが必要
だと考えます。そして、日本も沖縄（琉球）もまずはアジアの一員として近隣との外交、民間外交を
切り拓いていくべきだと思います。
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論　説

沖縄県民の天皇観とアイデンティティ
―なぜ沖縄県民は昭和天皇来沖に反対したのか？―

村岡　敬明（明治大学）

1．はじめに

　沖縄は2022年に本土復帰50年の節目の年を迎える。1972年の本土復帰以降の沖縄の歩みを振り返
り、沖縄の未来を考える一年にするべきではないだろうか。戦後沖縄史は、1945年の沖縄戦を皮切
りに、27年間の米軍統治、正当に裁かれることのない米軍の事件・事故など、沖縄県民の怒りと悲
しみによる抵抗が大半を占めている。こうした戦後沖縄の悲劇の源流を考えてみると、1947年9月19

日に連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）に伝えられた昭和天皇の「沖縄メッセージ」を避けて通る
ことができない。「沖縄メッセージ」は米軍による沖縄統治を天皇が認めるきっかけを作った文書で、
沖縄県民はこれを「第二の琉球処分」と呼んでいる。
　沖縄県民のアイデンティティは、1879年の琉球処分を起点に翻弄されてきた。沖縄県民には、皇
民化政策の名のもとに「天皇崇拝」と「日の丸掲揚」、および「君が代斉唱」などが求められた。皇民
化というヤマトへの同化政策の下に、沖縄県民のアイデンティティをヤマト的な価値観に強制的に転
換させた。その上で、1979年に昭和天皇の「沖縄メッセージ」が発見された。メッセージの内容から、
大日本帝国の琉球処分の延長線上で日本本土の国体護持のために、またもや沖縄を切り捨てたと理解
した沖縄県民は大反発した。
　以上の理由から、本研究では、まず昭和天皇の「沖縄メッセージ」が沖縄県民のアイデンティティ
に与えた影響について検討する。つぎに、沖縄県教職員組合内部における「昭和天皇の戦争責任問題」
や「日の丸・君が代問題」をめぐる論議にも触れることで、沖縄県民が昭和天皇の来沖に反対した理
由を考察する。

2．沖縄県民のアイデンティティと琉球処分

　沖縄県民間では、沖縄戦、および「日の丸・君が代」と「天皇」が同化政策と差別の象徴として認識
されてきた。

1)

1879年の琉球処分以降の近現代沖縄史において、沖縄県民のアイデンティティがどの
ように同化政策で翻弄されてきたのかを振り返っておきたい。

2.1 皇民化教育

　1889年には、日本で一番早く、沖縄県内の各学校に「御真影」を配置して皇民化教育が徹底された。
その皇民化教育と同時進行で行われたのは「方言撲滅運動」であった。

2)

一例であるが、学校で方言を
使用すると首に方言札がかけられたりした。「方言撲滅運動」は、ウチナンチュが形作ってきた方言
を奪い、本土の文化的支配を強めるものであった。
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2.2 沖縄戦（1945年）

　1945年の沖縄戦は、国内唯一の地上戦であり、日本軍が武器を持たない沖縄県民を巻き込んで物
量に勝る米軍と数か月にわたって決戦を挑んだ。地上戦も終盤を迎えると、日本軍の戦死者が増大し
ただけでなく、非戦闘員である沖縄県民の虐殺や集団自決という耐え難い悲劇が多発して終戦を迎え
た。沖縄県民を巻き込んだ悲惨な地上戦から得られた教訓として、日本軍の守備隊は沖縄県民を死守
するために駐屯していたのではなく、国体護持のためだけであったことを知らなければならない。こ
うした本土復帰後も沖縄県民が抱き続けてきた教訓は、昭和天皇の戦争責任をめぐる議論へと繋がる
のである。
　沖縄戦で着目すべき点は、”1945年8月15日”に対する本土と沖縄の認識の温度差である。本土で
は8月15日を「終戦記念日」とし、政府主催の「全国戦没者追悼式」が毎年執り行われている。しかし、
地上戦で多数の非戦闘員（老人・女性・子供）を亡くした沖縄では本土とは事情が異なり、旧日本軍
の組織的戦闘が終結した日とされる6月23日を「慰霊の日」と定めている。「慰霊の日」には、沖縄県
主催の「沖縄戦全戦没者追悼式」が毎年挙行される。しかし、政府主催の8月15日に戦没者追悼式が
行われることはない。こうした”1945年8月15日”に対する本土と沖縄の温度差は、沖縄が国体護持
のための時間の引き延ばしに利用されたという県民と本土との歴史観の隔たりが大きく影響を及ぼし
ているのではないだろうか。

2.3 米軍統治（1945年～1972年）

　1947年9月19日に昭和天皇が「沖縄メッセージ」をGHQに伝え、琉球諸島の米軍統治を許可した。
このメッセージを受けて、沖縄の施政権（司法権・立法権・行政権）は米国に委ねられ、異民族支配
が1972年5月14日まで続いた。
　このように、日本の施政権を守るために沖縄が再び犠牲になったことから、沖縄県民は昭和天皇の
行為を「第二の琉球処分」と呼んでいる。1979年に昭和天皇の沖縄メッセージが発見されるまで、沖
縄県民は米軍統治の詳細を知らされていなかった。そうしたなかで、沖縄県民は「異民族支配からの
脱却」「軍事基地の全面撤去」「平和憲法の適用」などをスローガンに掲げて、本土復帰運動を展開し
たのである。しかし、1965年1月の佐藤・ジョンソン会談で、沖縄の施政権返還が明らかになると、
本土復帰の内実をめぐって沖縄の世論を二分する論争が持ち上がった。

2.4 本土復帰 （1972年～現在）

　1972年5月15日に沖縄は本土に復帰した。しかし、「平和憲法への復帰」という沖縄県民の願いが
叶うことはなく、逆に核軍事基地としての機能が強化されていった。こうした沖縄の現実に対して、
沖縄県民は本土復帰を「第三の琉球処分」と呼んでいる。沖縄県民の視点からすれば、沖縄の民意が
「軍事基地の全面撤去」で明示されているにもかかわらず、その民意を時の政府が聞き入れなかった。
そのことに対する失望が「琉球処分」という文言で表現されていると思われる。そうした失望の中で、
昭和天皇の「沖縄メッセージ」が明らかとなり、沖縄県間で大反響が巻き起こったのである。
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3. 昭和天皇の「沖縄メッセージ」と沖縄県民の反天皇観の形成

　沖縄県民が昭和天皇の「沖縄メッセージ」を知るきっかけとなったのは、1979年に筑波大学の進藤
榮一助教授（当時）が、岩波書店の月刊誌『世界』の1979年4月号に執筆した論文「分割された領土―
沖縄、千島、そして安保―」の中で、同メッセージを紹介したことであった。同メッセージは進藤助
教授が米国立公文書館で発掘した文書で、象徴天皇制下においても天皇自らが日本の敗戦処理に関与
していたことを裏付けたものとして大変な反響を呼んだ。しかし、昭和天皇の「沖縄メッセージ」を
めぐっては、昭和天皇が国体護持のために沖縄を盾にしたとの見解や、昭和天皇が長期租借の形式を
取ることで潜在主権を確保する意図があったとの見解などがあり、現在でも論争が続いている。

3.1 昭和天皇の「沖縄メッセージ」の内容

3.1.1 マッカーサー元帥への覚書（1947年9月20日付）

　1947年5月、昭和天皇が3回目のマッカーサー訪問を行なった。そのなかで、昭和天皇の方から沖
縄問題について意見を述べた。これが俗に言う昭和天皇の「沖縄メッセージ」と呼ばれている。そし
て同年9月19日、昭和天皇の側近で宮内庁御用掛の寺崎英成が、沖縄の将来に関する昭和天皇の考え
を伝えることを目的として、シーボルド（William Joseph Sebald）GHQ対日政治顧問のもとを訪れた。
以下に「琉球諸島の将来に関する日本の天皇の見解」と題するマッカーサー（Douglas McArthur）元帥
への覚書を記述する。

3)

　昭和天皇の顧問の寺崎英成氏が、沖縄の将来に関する昭和天皇の考えを私（シーボルトGHQ

対日政治顧問）に伝える目的で、時日を約束して訪問した。
　寺崎氏は、米国が沖縄その他の琉球諸島の軍事占領を継続するよう昭和天皇が希望していると、
言明した。昭和天皇の見解では、そのような占領は、米国に役立ち、また、日本に保護を与える
ことになる。昭和天皇は、そのような措置は、ソ連（現：ロシア）の脅威ばかりでなく、占領終
結後に、右翼および左翼勢力が増大して、ソ連が日本に内政干渉する根拠に利用できるような「事
件」を引き起こすことをも恐れている日本国民の間で広く賛同を得るだろうと思っている。
　さらに昭和天皇は、沖縄（および必要とされる他の島々）に対する米国の軍事占領は、日本に
三権（司法権・立法権・行政権）を残したままでの長期租借（25年間ないし50年間あるいはそれ
以上）の継続に基づくべきであると考えている。昭和天皇によると、このような占領方法は、米
国が琉球諸島に対して永続的野心を持たないことを日本国民に納得させ、また、これにより他の
諸国、特にソ連と中国が同様の権利を要求するのを阻止するだろう。
　手続きについては、寺崎氏は、（沖縄および他の琉球諸島の）「軍事基地権」の取得は、連合国
の対日平和条約の一部をなすよりも、むしろ、米国と日本の二国間条約によるべきだと考えてい
た。寺崎氏によれば、前者の方法は、押し付けられた講和という感じがあまりにも強すぎて、将
来、日本国民の同情的な理解を危うくする可能性がある。

　昭和天皇の「沖縄メッセージ」で重要なポイントは、米国が沖縄を施政権下に置くことによって、
反共の防波堤としての拠点を確保でき、ソ連の対日侵攻の阻止できる可能性があると、昭和天皇が言
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及していた点である。また、同メッセージが出されたとされる時期が、日本国憲法の施行（1947年5

月3日）直後であることも注目すべき点である。日本国憲法には主権在民と象徴天皇制が規定されて
いる。そうした状況のなかで、昭和天皇が自ら高度な政治判断を下していたことになる。結果的に、
昭和天皇の「沖縄メッセージ」は、1951年の対日平和条約で具現化した。そして、沖縄は1972年まで
米国の施政権下に置かれたのである。

3.1.2シーボルトGHQ対日政治顧問からマーシャル国務長官への書簡（1947年9月22日付）

　1947年9月22日、シーボルド（William Joseph Sebald）連合国軍総司令部（GHQ）対日政治顧問がマッ
カーサー元帥への覚書を添付して、マーシャル国務長官（George Catlett Marshall）に昭和天皇の「沖縄
メッセージ」を伝達した。以下に「シーボルトGHQ対日政治顧問からマーシャル国務長官への書簡」
を記述する。

4)

　昭和天皇のアドバイザーの寺崎英成氏が同氏自身の要請で当事務所（連合国軍総司令部
（GHQ））を訪れた際の同氏との会話の要旨を内容とする1947年9月20日付のマッカーサー元帥
あての自明の覚書のコピーを同封する光栄を有する。
　米国が沖縄その他の琉球諸島の軍事占領を続けるよう日本の天皇（昭和天皇）が希望している
こと、疑いもなく私利に大きく基づいている希望が注目されるだろう。また昭和天皇は、長期租
借による、これら諸島の米国の軍事占領の継続を望んでいる。その見解によれば、日本国民はそ
れによって米国に下心がないことを納得し、軍事目的のための米国による占領を歓迎するだろう
ということである。

　昭和天皇の「沖縄メッセージ」がGHQのシーボルト対日政治顧問からマーシャル国務長官へ直接伝
達されていたことは、昭和天皇が米国の沖縄統治に言及したことを示す証左である。米国は日本の統
治コストを最小限度に抑えるために、積極的に昭和天皇を利用した。そうすることで、米国は軍事目
的で日本を占領することについて、日本国民の同意を得ようとしたのである。このことが日米同盟を
基軸とする戦後日本外交の始まりとなった。そうした日米同盟の枠組みの中で、沖縄は反共の防波堤
の最前線に位置づけられた。

3.2 『入江相政侍従長日記』による裏付け

　筑波大学の進藤助教授が1979年に昭和天皇「沖縄メッセージ」を紹介した当初は、国会で同メッセー
ジに関する話題が取り上げられたものの、メディアからはほとんど無視されていた。しかし、1989

年1月11日付の朝日新聞が『入江相政侍従長日記』の記述に基づいて、入江侍従長に昭和天皇が「沖
縄メッセージ」の事実を認める説明をしていたことを報じた。
　朝日新聞の報道によると、1979年4月19日の入江日記には「お召しということで出たら、昨夜（1979

年4月18日夜）赤坂からの車の中でうかがった。沖縄を米国が占領されることをお望みだったという
件の追加の仰せ。蒋介石が占領に加わらなかったのでソ連も入らず、ドイツや朝鮮のような分断国家
にならずに済んだ。同時に米国が占領して守ってくれなければ、沖縄のみならず日本本土もどうなっ
たかもしれぬ、との仰せ」

5)

と記されていた。この入江日記の報道によって、進藤助教授の発見した昭
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和天皇の「沖縄メッセージ」が真実であることが改めて裏付けられた。

3.3 昭和天皇の「沖縄メッセージ」に対する反応 

　『入江相政侍従長日記』の報道は、沖縄に大きな波紋を呼び起こし、昭和天皇の「沖縄メッセージ」
に再び注目が集まった。入江日記に関する受け止めには、自民党とそれ以外の野党・労働組合で温度
差が見られた。
　自民党沖縄県連の嘉数知賢幹事長は、1979年5月31日の衆議院内閣委員会で園田直外相の昭和天
皇自身が意見表明をすることはあり得ないと答弁したことを踏まえ、「コメントする立場にない」

6)

と
述べた。自民党のコメントからは、昭和天皇の「沖縄メッセージ」の存在を否定することによって、
日本国憲法における象徴天皇制と主権在民との関連性に問題が波及することを回避したい思惑が読み
取れる。
　一方、野党や労働組合からは昭和天皇の戦争責任や戦後責任は免れないとする批判が相次いだ。日
本社会党沖縄県本部の仲宗根悟書記は「昭和天皇の戦争責任は明白であり、沖縄については戦争を始
めた責任、多くの犠牲者を出した責任を免れない。昭和天皇からすると沖縄は本土防衛の前線でし
かなく、天皇制を守るものであった」

7)

と述べた。沖縄社会大衆党の瑞慶覧長方委員長は「昭和天皇の
戦争責任については、従来から指摘してきた。沖縄がわが国唯一の地上戦に巻き込まれたのも早め
に戦争を終結させなかったからだ。また、沖縄だけ米国の軍政下に置かれたのは、昭和天皇が沖縄
を売り渡したからであり、その責任は大きい」

8)

と述べた。日本共産党沖縄県委員会の根保幸栄委員長
は「昭和天皇の名で始められた侵略戦争で沖縄県民十数万人の命が奪われたが、県民を地獄の戦争に
追いやった戦争責任を取ることもなく、米国の軍事占領支配を提案するなどという行為は、断じて許
すことのできない売国行為である」

9)

と厳しく批判した。沖縄高教組の川上辰雄書記長は「昭和天皇は、
1945年2月、側近の降伏宣言の進言を退け『もう少し成果を上げてから』と述べている。今回の入江
日記は、これまでの事実を改めて明確にしたものだ。これによって昭和天皇の戦争責任はおろか、沖
縄に対する戦後責任も免れることはできない」

10)

と述べた。野党や労働組合のコメントからは、沖縄戦
から引き続いて沖縄が本土に復帰するまでの27年間に渡る米軍統治が、沖縄を日本本土の捨て石に
利用した証左であると捉え、昭和天皇の戦争責任および戦後責任を含めて沖縄県民の反天皇観を惹起
したことが窺える。

4.沖縄県教職員会の「昭和天皇の戦争責任」「日の丸・君が代問題」をめぐる議論

　昭和天皇の戦争責任を検討するうえで、「日の丸・君が代問題」との関係を放置することはできない。
1950年代～1960年代にかけて、沖縄教職員会（現：沖縄県教職員組合）の屋良朝苗会長を中心に、「日
の丸」を掲揚することにより本土復帰運動を展開した。「日の丸」の掲揚は、戦前の皇民化教育の象徴
であり、沖縄県民の感情にはそぐわないはずである。それでも沖縄教職員会は、本土復帰運動を組織
化して、沖縄県民の復帰意識に多大な影響を及ぼし続けてきたのである。
　今回、沖縄教職員会の屋良朝苗元会長の側近であった石川元平氏から、沖縄教職員会内部における
「日の丸・君が代問題」や「昭和天皇の戦争責任問題」の議論をまとめた新たな資料を入手した。石川
氏の提供資料によって、沖縄教職員会内部において「日の丸」の扱われ方が否定的な意味合いに変化
した過程と昭和天皇が来沖することに反対した理由を一端ではあるが窺い知ることができたので以下
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に記述する。

4.1 沖縄教職員会内部における「日の丸」の取り扱いの変化

　沖縄の施政権返還は、1967年11月の佐藤・ジョンソン共同声明と1969年11月の佐藤・ニクソン共
同声明を経て合意された。しかし、その合意内容は沖縄県民の多くが願った「軍事基地の無条件撤去」
とは程遠い内容であった。
　そうした流れのなかで、1968年1月21日～1月23日に沖縄教職員会が第15次教研集会を開催した。
同教研集会第20分科会の「国民教育分科会」で、「沖縄における国民教育はどうあらねばならないか」
をテーマとして討議が行われた。同分科会が設けられた理由は「体制側（佐藤栄作自民党政府）が本
来あるべき国民教育を国防論や教育課程の改悪等に見られるように、再び教育を日本の軍国主義化、
ファッショ化の手段にしようと画策している」

11)

と記されている。同分科会における実際の討議におい
ても、「日本の反動化や国家主義化を批判し、『日の丸』についても再び国家主義のシンボルになりつ
つあることから、組織的に整理すべきである」

12)

との指摘がなされた。
　また、第15次教研集会の全体会では、教員の戦争責任問題にも触れながら、以下のような報告が
なされた。

13)

・  日の丸・君が代問題を提起し、具体的に社会・国語・英語等の教科書に反動体制の国防教育、
天皇神格化等にメスを入れた報告が中部地区から出された。
・  現実の国民教育はサンフランシスコ体制の中で、佐藤栄作自民党政府を中心とする権力によっ
て、安保体制・国防教育、侵略戦争を進めるための教育に歪められつつあることは明らかである。
・  この権力（佐藤栄作自民党政府）に立ち向かう教育が憲法や教育基本法に基づく自由と平和を
愛し、民主主義を守り、不当な異民族支配に抵抗する国民教育である。

　沖縄教職員会の第15次教研集会が、沖縄教職員会において「日の丸」の在り方が初めて問われた集
会であった。同集会の討議では、佐藤栄作政権の政治手法が国家主義化していると指摘したうえで、
戦前の皇民化教育が再来することへの警戒感が示された。そうした警戒感が、沖縄教職員会における
「日の丸」の取り扱いが否定的な意味合いに変化した契機となった。
　1969年3月には、沖縄教職員会第35回定期総会で「国旗」の斡旋をしないこと全会一致で決定し
た。

14)

同定期総会では、「前進歌」の代わりに「緑の山河」が歌われた。そして、これまでの本土復帰運
動と「日の丸」との関わりは、継続して検討することとなった。

15)

しかし、今日まで沖縄教職員会（現：
沖縄県教職員組合）として「日の丸」についての組織的総括は行っていないが、組織の方針上は「日の
丸・君が代」の強制に反対する姿勢をとっている。

4.2 石川元平氏の幻の「日の丸」総括案

　沖縄県教職員組合で「日の丸」掲揚運動の総括をしようとした動きが一度だけあった。1986年6月
28日～6月29日の沖縄県教職員組合第20回定期大会において、沖縄教職員会の屋良朝苗元会長側近
の石川元平氏が「日の丸」の特別総括を試みたが、沖縄県教職員組合本部の専従会議で同意が得られず、
幻の総括案となった。

16)

以下に幻となった石川氏の「日の丸」総括案の内容を記述する。
17)



『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究』　第５号

67

① 沖縄教職員会を中心に沖縄県祖国復帰協議会が「日の丸」掲揚運動を行なったのは事実である
が、「君が代」斉唱はしなかった。しかし、それは日本本土の一県で行われたのではなく、敗
戦後本土から行政分離され、対日平和条約の締結によって、米国の植民地支配下に置かれた沖
縄において起こったいう事実である。
② 「日の丸」掲揚運動の行った1950年代前半は、平和憲法と教育基本法体制下の“新生日本”や“民
主日本”が運動の中でイメージされ、指導者もそれを信じて大衆を指導した。
③ 本土復帰前に義務教育教員給与の半額国庫負担・教科書無償配布・校舎建築など日本政府の責
任で支出させた意義は計り知れないものがある。これは、戦争をしでかした国に責任を取らせ
るという側面を持っていた。
④沖縄の教職員は反戦平和の教育の担い手になって戦後史を切り拓いてきた。
⑤  1960年代後半から本土復帰運動は民族主義的で心情的運動の側面を持っていたことは否めな
い。このことは、沖縄教職員会によく歌われた「前進歌」の中の“友よ仰げ日の丸の旗”、「沖
縄を返せ」の中の“民族の怒りに燃ゆる島”の歌調に見られる。

⑥ 民族的な運動が主流になった最大の原因は、沖縄戦を含む第二次世界大戦の「戦争責任」の問
題が不問にされてきたからである。そのために沖縄の多くの戦争体験者も、被害者意識が強く、
加害責任への思いが及ばなかった。
⑦ 昭和天皇の沖縄戦への責任は重い。加えて、1947年9月の「沖縄メッセージ」で明らかにされ
たように、日本の独立と国体護持のために沖縄を米国に売り渡した張本人である。併せて重要
なのは、日本の支配層は天皇を自らの地位と権益のために国家構造の頂点に据えて政治的に利
用しているところが一番危険である。
⑧ 沖縄戦は本土決戦を引き延ばし、国体護持のための持久戦であった。このことからも昭和天皇
の戦争責任は問われなければならない。
⑨ 沖縄教職員会や沖縄県祖国復帰協議会も昭和天皇の「戦争責任問題」などについては組織的議
論と方針化が図られていなかった。だから「日の丸」が「君が代」とともに「天皇制」のシンボ
ルであり、「日の丸」の延長線上に「君が代」「天皇」があるという捉え方が不十分であった。
⑩ 本土復帰後一貫して推し進められてきた本土への“一体化策”の総仕上げは「日の丸・君が代」
への攻撃である。私たち（沖縄県教職員組合）は今こそ、その延長線上にある「第二の皇民化教育」
の意図を見破らなければならない。

　上記のうち、特に⑨が沖縄県教職員組合における「日の丸」問題の総括を困難にした要因ではない
かと思われる。もし⑨を総括で承認した場合、組織の方針として「日の丸・君が代」の強制に反対し
ている事との矛盾が出てくるからである。矛盾が生じる要因は、1950年代に「日の丸」掲揚運動を推
進した事実と、昭和天皇の「戦争責任問題」などについて組織的議論や方針化を図っていなかったと
いう石川氏の指摘は、沖縄県教職員組合として論理的に説明のしようがない急所になり得るからであ
る。1986年に沖縄県教職員組合で「日の丸」問題の特別総括案が提起されたのは、沖縄県の西銘順治
知事が昭和天皇に沖縄訪問を要請したことが背景にある。
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5. 昭和天皇の沖縄訪問計画と中止

5.1 海邦国体への出席要請

　1985年10月11日、沖縄県の西銘順治知事は、地方事情の説明のために皇居を訪れた際、昭和天皇
に1987年10月の海邦国体への出席を要請した。その中で、西銘知事は「ぜひご来県され、日本の戦
後を終わらせてください」

18)

と述べた。一方、昭和天皇は1987年4月の誕生日会見で「念願の沖縄訪問
が実現することになりましたならば、戦没者の霊を慰め、長年県民が味わってきた苦労をねぎらいた
いと思っています」

19)

と沖縄訪問に懸ける思いを語った。

5.2 昭和天皇来沖の反対運動

　海邦国体への出席を目的とした昭和天皇の沖縄訪問には、県民から反発の声があがった。沖縄県民
が昭和天皇の来沖に反発した理由は主に2つある。
　一つは国体の持つ性格である。国体はもともと「明治神宮体育大会」と呼ばれていたが、1942年か
ら「明治神宮国民練成大会」に改称された。大会の性格は、神事的な体育行事で、天皇への忠誠や国
民精神の総動員などを特色としたものであった。そうした性格を帯びた国体に昭和天皇が出席するこ
と自体に、沖縄県民のなかには強いアレルギーがあった。
　もう一つは、昭和天皇の戦争責任問題と「沖縄メッセージ」である。1987年9月11日、「天皇の戦
争責任を追及し、国体の民主化を要求する労働者決起集会」が開かれた。同集会のアピール文には、
西銘知事が「昭和天皇の来沖で日本の戦後を終わらせてほしい」と発言した狙いについて、「第二次世
界大戦で国内唯一の地上戦という沖縄県民の悲惨な『戦争体験』と敗戦後27年の長期にわたる過酷な
『米軍支配体験』を清算しようとする意図がある」

20)

と読み解いている。また、昭和天皇が摩文仁の国立
戦没者墓苑を慰霊し沖縄県民に「ねぎらいのお言葉」を述べられる予定についても、昭和天皇の戦争
責任の回避や天皇制国家への帰属を強制するものではないかと不信感を滲ませている。

21)

5.3 昭和天皇の沖縄訪問中止

　海邦国体が1987年9月20日に開幕したが、昭和天皇は宮内庁病院に緊急入院し沖縄訪問が中止に
なった。海邦国体には名代として皇太子ご夫妻（現：上皇・上皇后ご夫妻）が出席し、「数多の尊い犠
牲者を出したことに加え、戦後も長らく多大の苦労を余儀なくされてきたことを思うとき、深い悲し
みと痛みを覚えます」

22)

との昭和天皇のお言葉を代読された。西銘知事は「感激に堪えない。英霊と遺
族に対する深い思いやりと労いのお言葉でした。沖縄の戦後は終わった」

23)

と戦後終結を宣言した。ま
た1988年4月に西銘知事は、同年6月に摩文仁で開催する沖縄全戦没者追悼式への昭和天皇のご出席
を宮内庁に打診したが、昭和天皇の容体が好転することはなかった。

24)

西銘知事は自身の政治決断とし
て、昭和天皇に戦争責任と「沖縄メッセージ」に決着を図ってほしいとの意図があったのではないだ
ろうか。
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6. 結語

　本研究では、沖縄県民が昭和天皇の来沖に反対した理由について、「皇民化教育」「沖縄戦」「沖縄メッ
セージ」「日の丸・君が代」をトピックに考察した。特に本土復帰運動を主導した沖縄教職員会（沖縄
県教職員組合）内部で、「日の丸」の取り扱いが否定的な意味合いに変化していく過程を明らかにでき
たことは、沖縄県民の反天皇観の神髄を突くものとなったかもしれない。以下に本研究で新たに解明
した事実を記述する。

・  1967年11月の佐藤・ジョンソン共同声明で沖縄の施政権返還が確定すると、1968年1月21日
～1月23日に沖縄教職員会主催の第15次教研集会で、「日の丸」の在り方が初めて取り上げら
れた。同集会では、佐藤政権の教育政策が再び反動化してると指摘した。また、「日の丸」の
取り扱いについても再び国家主義のシンボルになりつつあることから、組織的に整理すべきで
ある」との意見が出された。以上のような意見が出たのは、佐藤政権の反動化した教育政策が、
戦前の皇民化教育の再来を彷彿とさせるものであったからである。

・  1969年3月の沖縄教職員会第35回定期総会で「国旗」の斡旋をしないことを決定した。さらに、
これまでの本土復帰運動と「日の丸」との関わりについては、継続して検討することとした。

・  1986年6月の沖縄県教職員組合第20回定期大会において、屋良朝苗元会長側近の石川元平氏が
「日の丸」の特別総括を試みた。しかし、沖縄県教職員組合本部の専従会議で同意が得られず、
幻の総括案となった。総括を困難にした理由は、「沖縄教職員会や沖縄県祖国復帰協議会でも、
昭和天皇の『戦争責任問題』『日の丸』などについては組織的議論と方針化が図られていなかっ
た」ことに対する石川氏の指摘は、沖縄県教職員組合として論理的に説明のしようがない急所
になるからである。

【脚注】
1)   作成者不明（1987）「何故沖縄は天皇来沖に反対するのか―いま天皇制について考える―」（読谷

村史編集室所蔵）。
2)   崎原盛秀（1980）「なぜ沖縄は天皇の沖縄訪問に反対するのか」、パンフレット刊行委員会、p.2（読
谷村史編集室所蔵）。

3)   DEPARTMENT OF STATE（1947年 9月 22日）“Emperor of  Japan’s Opinion Concerning  the Future 
of  the Ryukyu Islands”, General Records of the Department of State, Central File, 1945-49,Box No.7180 
Folder No.1（沖縄県公文書館所蔵：資料コード0000017550）。

4)   DEPARTMENT OF STATE（1947 年 9 月 20 日 ）“General MacArthur for Memorandum”, General 
Records of the Department of State, Central File, 1945-49,Box No.7180 Folder No.1（沖縄県公文書館所
蔵：資料コード0000017550）。

5)   『琉球新報』（1989年1月12日）「昭和天皇の『沖縄の米国統治希望』、故入江侍従長日記に明記」（読
谷村史編集室所蔵）。

6)   『琉球新報』（1989年1月12日）「史実の証明に『怒り』と『…』、”天皇メッセージ”県内の反響」（読
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谷村史編集室所蔵）。
7) 同上記事。
8) 同上記事。
9) 同上記事。
10) 同上記事。
11) 沖縄教職員会教文部（1968）「68年度　第15次教研関係綴」（読谷村史編集室所蔵）。
12) 石川元平（1986）「特別総括（案）：復帰前の『日の丸』掲揚運動について」（石川元平氏提供）。
13) 同上資料。
14) 同上資料。
15) 同上資料。
16)   石川元平（2009）「歴史を切り拓いた人―屋良朝苗の運動力学に学ぶ（その1）―」『赤木（赤木発
行委員会）』、第5号、p.31。

17) 石川元平（1986）、前掲資料。
18) 琉球新報社編（1998）『西銘順治日記―戦後政治を生きて―』、p.491。
19) 同上書、p.493。
20)   石川元平（1987年9月11日）「天皇の戦争責任を追及し、来沖に反対するアピール（案）」（石川
元平氏提供）。

21) 同上資料。
22)   『沖縄タイムス』（1989年1月7日）「遠かった沖縄、中止された”ご訪問”、県民に残るわだかまり」
（読谷村史編集室所蔵）。

23) 同上記事。
24) 琉球新報社編（1998）、前掲書、p.495。
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研究ノート

1998年のヘイト・クライム
――千葉朝鮮会館強盗殺人放火事件再考

前田　朗

一　問題意識
二　事件の概要
三　捜査の問題点
四　事件の背景
五　事件を想起する
六　二重のヘイト・クライム
七　おわりに――事件の現在

一　問題意識

　1998年10月15日、千葉市の千葉朝鮮会館（朝鮮総連県本部）に何者かが侵入し、宿直者を殺害し
た上、手提げ金庫を奪い、放火する事件が発生した。
　当時、朝鮮総連に対する暴力事件や暴力予告が各地で生じたため、千葉朝鮮会館は交代で宿直者を
置き、施錠・巡回するなど安全対策をとっていた。ところが、外部から侵入した複数犯による残虐な
殺害行為が行われた。
　千葉県警・捜査本部は初動間もなく現場検証すら十分にできていない段階で、何の根拠もなしに「内
部犯行説」を唱え、朝鮮総連関係者に捜査を絞り込んだ。朝鮮総連関係者に疑わしい人物がいないと
判明するや、捜査は急速にしぼみこんで、本件は迷宮入りした。朝鮮総連関係者や弁護士・市民が適
正捜査要請を繰り返したが、県警本部は動かなかった。事件は闇に葬られ、人々の記憶から早急に消
失することになった。
　筆者は、殺害された宿直員と友人であったため、事件当初は恐怖に震えていた。当時、朝鮮学校生
徒に対する暴行・脅迫事件が全国で頻発したので被害聞き取り調査を行い、その報告書を小さなパン
フレット『再び狙われたチマ・チョゴリ』にまとめた。

（1）

パンフレットではこれらの事件を「ヘイト・
クライム」と呼んだ。筆者が初めて「ヘイト・クライム」という言葉を用いたのが、この時であった。
　それから20年後、2018年2月23日未明、朝鮮総連中央本部銃撃事件が発生した。

（2）

2名の「右翼活動家」
によって数発の銃弾が撃ち込まれ、その中には門扉を貫通したものもあったという。門扉の近くには
警備室が置かれ、警備員が宿直していた。死傷者が出なかったのは不幸中の幸いであった。
　この時、筆者は周囲の知人に1998年の千葉朝鮮会館事件のことを話したが、この事件を覚えてい
る日本人はいなかった。だが、在日朝鮮人は1998年の事件を言い知れぬ恐怖とともに明瞭に記憶し
ていた。思い出せば鳥肌が立つような恐怖体験だからだ。
　ヘイト・クライムは特定の集団に集中的に被害を生む。千葉朝鮮会館で標的とされた朝鮮人には、
関東大震災朝鮮人虐殺以来、連綿と続く差別と暴力の歴史的体験があり、その最新最悪の形態として
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千葉朝鮮会館事件が記憶に刻まれている。しかし、日本人の記憶にはほとんど痕跡を残していない。
ここにヘイト・クライムの特異性がある。ヘイト・クライムは人種・民族、皮膚の色、宗教、言語、
障害、性的指向等を動機として、差別的選択的に特定の集団を標的として行われる暴力犯罪である。
人種・民族を理由に攻撃された被害者側は被害を忘れないが、加害者側は容易に忘れる。
　1998年当時、日本ではヘイト・クライムは理解されていなかった。筆者は1997年8月に人種差別
撤廃委員会の審査を傍聴して、ヘイト・クライムとヘイト・スピーチという言葉を聞いたばかりであ
り、朝鮮人差別についてヘイト・クライムと表現したが、言葉の意味を正確に理解していたわけでは
ない。

（3）

　筆者は本件を1980～90年代におけるヘイト・クライムの一事件として理解してきた。今回、本件
を改めて想起し、資料を再確認するとともに、当時のことを記憶している関係者から聞き取りを行い、
資料の提供を受けた。
　本稿では、20年余りのヘイト・クライム研究の成果を踏まえつつ、1998年の千葉朝鮮会館事件と
は何であったのかを解明することで、日本におけるヘイト・クライム史研究の進展に資するとともに、
反差別と反ヘイトの法理論を鍛える一助としたい。
　殺害された友人・羅勲に、遅すぎた報告を詫びるとともに、反差別と反ヘイトの人権運動史に彼の
名前を刻むことで、改めてご冥福を祈ることとしたい。

二　事件の概要

1　深夜の凶行

　1998年10月15日、千葉市の千葉朝鮮会館（朝鮮総連県本部）に何者かが侵入し、宿直者を殺害し
た上、手提げ金庫を奪い、放火する事件が発生した。

（4）

　同年8月31日に朝鮮民主主義人民共和国が人工衛星を打ち上げたことに対して、日本政府及びマス
コミが「テポドン・ミサイル」騒動を惹き起こした。マスコミは連日、「北朝鮮が日本に向けてミサイ
ルを発射した」かのように大騒ぎした。このため朝鮮総連に対する攻撃が激化するとともに、朝鮮総
連に火炎瓶が投げ込まれ、脅迫電話が殺到した。朝鮮学校にも嫌がらせ電話が集中し、子どもたちが
通学路で日本人から暴行・暴言の被害を受けた。朝鮮学校（生徒）に対する脅迫・暴行事件が多発す
る状況下で、千葉では強盗殺人放火事件が起きた。
　こうした状況下で、千葉朝鮮会館事件が発生したにもかかわらず、捜査本部は直ちにこれらの「テ
ポドン」騒動と事件には関連性がないと決めつけ、「内部犯行説」や「物取り説」に立って捜査を行った。
読売新聞と東京新聞（10月16日朝刊）が、捜査本部は「テポドン騒動」と事件が関係ないと見ている
と報じている。産経新聞10月16日夕刊は、捜査本部が「強盗と恨みの両面から捜査を進めている」、「会
館内の事情に詳しい者の犯行の可能性もあるとみて調べている」と報じている。

（5）

　被害を受けた朝鮮総連側は外部犯行説に立って、速やかな捜査と真相解明を要求した。日本社会か
らも適正な捜査を求める要請行動が行われ、民間の調査委員会が立ち上げられた。
　しかし、警察の捜査方針は変わらず、予想通り本件は迷宮入りした。事案の真相は不明のままであ
る。警察には最初から真相を解明する気がなかったのではないか。

2　被害者は誰か
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　事件は何者かが不法侵入し、宿直者を殺害し、さらに放火する事件であり、事件全体の被害者は朝
鮮総連千葉県本部であるが、当夜の宿直者が殺害されるという生命に対する犯罪が行われた。殺害さ
れた被害者は羅勲（朝鮮総連千葉支部副委員長、42歳）である。
　羅勲は1956年、神奈川県横浜市生まれ、1975年に神奈川朝鮮高級学校を卒業し、朝鮮総連千葉県
本部職員になった。1977年、朝鮮総連千葉県千葉支部職員、1978年、朝鮮総連千葉支部・朝鮮新報
社副分局長、1983年、朝鮮総連千葉支部・朝鮮新報社分局長、1986年、朝鮮総連千葉支部出版補給
部長、1992年、朝鮮総連千葉支部社会部長を経て、事件当時は朝鮮総連千葉支部副委員長の任にあっ
た。
　新聞報道では以下の記事を確認することができる。
　「朝鮮総連によると、殺された羅さんは今年二月ごろから同総連千葉支部副委員長を務め、まじめ
でおとなしい性格だったという。／総連職員の男性は『朝早くから夜遅くまで献身的に働いていた。
会館の中でこんな事件が起こるなんて残念だ』と声を落としていた。また、会社員男性は『母親と二
人暮らしで親孝行だった。冠婚葬祭を扱う仕事をしていて、葬式などでは遺族を最後まで慰めるやさ
しい人だった』と話していた。」（読売新聞1998年10月16日朝刊）
　「総連関係者によると、羅さんは、同胞の生活面での支援を担当していたという。」（産経新聞1998

年10月16日朝刊）
　「羅さんは千葉市花見川区の団地で母親と二人暮らし。団地の住民によると、羅さんらは今年春ご
ろに入居してきたという。自宅で留守番をしていた女性は『人に恨まれるようなことは何もなかった
はず。とにかく早く犯人が捕まってほしい』と言葉少なに話していた。」（千葉日報1998年10月17日
朝刊）
　筆者（前田）は当時、「在日朝鮮人・人権セミナー」事務局長として朝鮮学校生徒に対する暴行・脅
迫事件を調査していた。それ以前、初めて調査したのは1989年の「パチンコ疑惑」の際に、朝鮮学校
生徒に対する暴力事件が発生した時であった。

（6）

続いて、1994年4～6月に「北朝鮮核疑惑」問題が生
じて、朝鮮学校生徒に対する暴行・脅迫事件が多発した際にも、同様に調査活動を行った。

（7）

　1994年7月段階で北海道から福岡までの各地の朝鮮学校が約200件の被害を受けたが、千葉でも5

件の被害が記録された。
　例えば6月15日、千葉朝鮮初中級学校の女子生徒（中3）2名が、JR千葉駅総武線ホームで日本人男
性から「朝鮮バカヤロウー、朝鮮に帰れ、出て行け」と怒鳴られた。
　同日、千葉朝鮮初中級学校の生徒（初5）が JR津田沼駅から電車に乗ってきた男性から「朝鮮人め」
と罵られた。
　6月17日、千葉朝鮮初中級学校の男子生徒（初5）2名が、JR千葉駅の階段を降りる際に、日本人男
性から「朝鮮人め、どけ！」と怒鳴られ、威嚇された。
　筆者は、東京朝鮮中高級学校で被害を受けた生徒からの聞き取りを行った。その場に当時千葉支部
社会部長だった羅勲が参加して、千葉の状況について情報提供してくれた（1994年6月28日）。この
時が羅勲との初めての面会であった。1歳違いの同年代だと話したことを覚えている。その後も羅勲
と複数回会った記憶があるが、どこで会ったのか正確に記憶していない。1998年の「テポドン」騒動
の際にも朝鮮学校教員や生徒からの聞き取り調査を実施したが、その際に羅勲と会った記憶はない。
　友人知人が強盗殺人事件被害者になったのは初めての経験であった。しかも、差別被害を訴えてい
る朝鮮人が差別とヘイトによって残虐に殺害された。前年に知ったばかりの言葉「ヘイト・クライム」
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の意味を調べている段階であったので、衝撃を受け、震えたことを記憶している。
　ヘイト・クライムは人種・民族、皮膚の色、言語、宗教等の属性を理由に攻撃がなされる。朝鮮人
であるがゆえに標的とされる。生命を奪われた被害者は羅勲であり、千葉朝鮮会館を襲撃された被害
者は朝鮮総連千葉本部である。朝鮮人という属性が攻撃理由であるから、朝鮮総連や朝鮮学校の全体
が標的とされている。少なくとも被害者側にはそうした危機意識と被害感情が生まれる。朝鮮総連関
係者や朝鮮学校関係者だけではない。全国の在日朝鮮人全体が民族的被害の苦痛を感じる。「共感共苦」
が生じるのは当然であろう（後述、「五の2　生きる前提の破壊――黄英治」参照）。

三　捜査の問題点

1　予断に基づく捜査

　本件での警察による捜査には少なからず疑問が沸き起こる。捜査本部の内情が詳しくは分からない
が、報道された情報や一部の関係者による証言を見ただけでも捜査には疑問があったと言える事例だ。
　第1の問題は、捜査本部が何らかの予断を持って捜査に臨んだのではないかという疑いである。
　事件発生は15日未明であり、早朝から捜査が始まった。強盗殺人放火事件での現場検証により、
現場の遺留品、紛失物、被害者の遺体の様子などの情報確認が行われた。報道を見ると、15日に捜
査本部が立ち上げられ、現場検証が始まったが16～17日まで続いたことがわかる。ところが、16日
朝刊にすでに「千葉朝鮮会館周辺にも一時、右翼団体の街宣車などが押し掛けてきたことがあったが、
捜査本部では、今回の事件とは直接関係ないものと見ている」（読売新聞）、「県本部のある「千葉朝
鮮会館」で十五日未明発生した強盗殺人、放火事件で県警は、一連の朝鮮民主主義人民共和国（北朝
鮮）問題が絡んでいる可能性は薄いとみている」（東京新聞）といった記事が掲載されている。つまり、
捜査を始め捜査本部を設置した15日の内に捜査本部は早くも事件と「テポドン騒動」とは関係がない
という判断を下している。
　新聞報道では各社とも、事件と「テポドン騒動」の関連に注目している。朝鮮総連側も事件の背後
に「テポドン騒動がある」と指摘した。ところが、捜査本部は早いうちにその可能性を否定して、内
部犯行説に向かっていった。16日夕刊では「捜査本部では、強盗と恨みの両面から捜査を進めている」
（産経新聞）としつつ、「捜査本部では、警報装置や防犯カメラが多数設置された警備の厳重な会館内
の事情に詳しい者の犯行の可能性もあるとみて調べている」（産経新聞）という。
　実際、朝鮮総連千葉県本部副委員長（当時）だった康東勲によると、捜査本部は早いうちに朝鮮総
連関係者からの聞き取りに力を注いでいる（後述、「五の1　公正捜査を求めて――康東勲」参照）。
現場に詳しい関係者からの聞き取りをするのは当然だが、当初、捜査本部は朝鮮総連関係者を被疑者
扱いして、警察署に出頭させて尋問しようとした。朝鮮総連側がこれを嫌って、朝鮮会館での聞き取
りに変更させるとともに適正捜査を要請した。

2　証拠が語ること

　捜査本部がいかなる証拠を収集したか、その全貌は必ずしも明らかではないが、判明している点を
確認しておく。
　第1に、被害者の身体、特に頭部の状況である。鈍器のようなもので殴られた上、鋭利な刃物で顔
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を切り刻まれていた。その鈍器も刃物も発見されていない。外部から持ち込まれ、犯行の後に持ち去
られたと考えられる。現場の血痕付着状況等は報道されていない。
　第2に、「揮発性の油」「ガソリン」の持ち運びである。犯人はいかなる容器に入れて持ち込んだの
か不明である。容器は犯行後に持ち出された。マッチやライターなど着火用具は発見されていない。
犯人が持ち去ったのであろう。
　第3に、被害者にかぶせられていた燃えた布団はもともと宿直室にあったものだという。燃焼状況
の詳細は不明である。
　第4に、手提げ金庫が一つ紛失している。犯人が持ち去ったと考えられる。中身は僅かな現金、預
金通帳、保険証書だという。その後、利用された形跡はない。なぜ、この手提げ金庫が持ち去られた
のか、捜査本部の認識は報道からは分からない。
　第5に、2階で燃やされたのは隣の図書室から運び込まれた本である。それ以外に何かが一緒に燃
やされたのか等の情報は不明である。何のために本を燃やしたのか、その理由が必ずしも明らかでな
い。通常であれば、2か所も火を付けることはないはずだ。それだけの時間をかけていると、犯行が
外部に発覚する可能性が高くなり、犯人の逃走に差し支える。発煙状況も気になるはずだ。それでも
なお燃やさなければならないものがあったのか。
　第6に、朝鮮会館のドア、窓、特に2階の窓の状況である。1階ドアにはすべてカギがかかってい
た。2階の窓からの出入りの可能性を捜査本部も調べていた。にもかかわらず、屋根の上の物音につ
いての会館の隣の民家住民の証言は軽視された（後述、「五の1　公正捜査を求めて――康東勲」参照 )。
一部報道によると、鍵が紛失したという情報がないにもかかわらず、捜査本部は外部から施錠できる
ことに注目していた。
　第7に、犯人が凶器等を持ち込み、そして持ち出していることから、犯行時刻前後の現場付近の車
両の通行及び停車状況が極めて重要となる。ところが、これに関する報道はない。捜査本部がメディ
アに秘匿した可能性が高い。メディア自身による情報収集もなされなかったのだろう。
　以上の他に、新聞報道されていない何らかの証拠を捜査本部が入手していた可能性がないわけでは
ない。秘密の暴露との関係で、捜査本部が入手したことを秘密にする場合があるからだ。

3　犯人像を描く

　捜査本部は「テポドン騒動」と事件の関連を早期に否定し、朝鮮総連関係者からの聞き取りに力を
注いだ。その結果、朝鮮総連関係者には疑わしき人物がまったくいないことが判明した。もし少しで
も疑わしい者がいれば、全く異なる捜査が進行しただろう。実際には内部犯行の可能性がないことが
すぐに認識できたのに、その後も捜査本部は方針を変えなかった。それはなぜなのか。
　被害者の遺体の状況、放火その他の犯行の状況から、捜査本部は複数犯の可能性を検討した。本件
で顕著なのは、単に複数犯ということだけではなく、訓練された者による組織的犯行ではないかとい
う点である。用意周到に準備された犯行である。朝鮮総連側も、調査委員会も、組織的に準備された
テロ行為と指弾している。
　「この事件は単なる刑事事件ではなく、政治的意図をもって計画的にしくまれた組織破壊、テロ行
為である。」（在日本朝鮮人総連合会千葉県本部・徐昌武委員長）
　「単なる刑事事件ではなく計画的で、用意周到であり訓練をうけた者の犯行だと思われ、よって、
組織的なテロだと思わざるを得ない。」（広瀬理夫・弁護士）
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　この点を捜査本部がどの程度洗ったのかは不明である。現場付近の車両の通行、不審な車両の存否
は真っ先に洗ったはずだ。犯行現場への移動手段、物の移動・持ち込み、会館への侵入、殺害、放火
準備、着火、ふとんの移動、凶器等の回収と持ち出しを冷静に行うことはどれだけ可能だろうか。こ
の種の犯行が可能な組織を、捜査本部こそ知悉していたのではないだろうか。
　
4　事件の行方

　その後の報道も見ておこう。
　読売新聞10月17日朝刊は「これまでの調べで、一階の宿直室と炊事場付近と、二階左側の事務室
付近から出火していることがわかり、一階と二階それぞれに灯油のようなものがまかれ、火がつけら
れたと見られている。奪われた手提げ金庫には、現金二、三千円と銀行の預金通帳一冊などが入って
いたという。羅さんの全身には、激しく争った時にできたような傷もあったという。首には絞められ
た跡があり、後頭部には殴られた傷があったが、凶器は発見されていない」とする（読売新聞1998年
10月17日朝刊）。
　朝日新聞によると「調べによると羅さんは、鉄筋三階建てビルの一階の廊下に倒れており、全身を
覆うようにふとんのようなものがかけられていた。その上から油がまかれ、火を付けられたらしい。
首には絞められた跡があり、頭部に殴られたような傷、体に刺し傷も数カ所あった。／捜査本部は、
羅さんを殴ったり刺したりした後に首を絞めて殺害、二階を物色して金庫を奪い、犯行の痕跡を隠す
ために油を撒いて放火したとみている。建物の中に灯油やガソリンはなかったと言い、油を用意し
て侵入したらしい。そうした手口から複数犯との見方を強めている」（朝日新聞1998年10月17日朝
刊）。
（8）

　読売新聞10月18日朝刊は「羅さんは十四日夕、最後の退庁者があった後、会館のカギをかけて宿
直勤務につき、その後、何者かに襲われたとみられている。また、金庫以外に奪われたものは、確認
されていないという」（読売新聞1998年10月18日朝刊）とする。

（9）

　千葉日報は「現場は放水による消火作業が行われたため指紋や足跡などの細かい物証が得られず、
県警科学捜査研究所の鑑定結果をまって詳しい状況を確認していくことにしている」（千葉日報1998

年10月18日朝刊）と報じた。
　第1に、犯行の残虐性が徐々に明らかになっていった。第2に、複数犯であることも間違いのない
ところである。単独で実行できる犯行ではない。第3に、外部から侵入し、かつ玄関等から出入りせ
ずに逃走している。鍵が外部に持ち去られた形跡はない。侵入・逃走経路が2階の窓と燐家の屋根で
あった可能性が指摘されていた。第4に、事前に放火の準備をして、外部から持ち込んでいる。第5に、
犯人は凶器等をすべて持ち出している。手がかりとなる遺留品がほとんどない。
　つまり、外部の複数犯によって周到に用意された計画的犯行である。警察は根拠のない内部犯行説
にこだわることによって、真犯人を逃す目的を果たしたかのようだ。

四　事件の背景
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1　被害者の視点

（1）朝鮮総連

　被害者側の朝鮮総連は10月16日、記者会見を開き、速やかな捜査と真相解明を求めた。
　「同総連県本部は同日、千葉市内で記者会見を行い、徐昌武委員長は『この事件は単なる刑事事件
ではなく、政治的意図をもって計画的に仕組まれた組織破壊、テロである』と主張したうえで、犯人
の早期逮捕や事件の真相解明などを強く求めた。」（毎日新聞1998年10月17日朝刊、読売新聞1998年
10月17日朝刊も同旨）
　「同日、朝鮮総連県本部の徐昌武委員長は『速やかに犯人を逮捕し、事件の背後関係を徹底的に解
明することを強く求める』などとする声明文を発表した。」（産経新聞1998年10月17日朝刊）

（10）

　犯行の形態や具体的な状況から言って外部犯行であることは明瞭であったし、当初に行われた朝鮮
総連関係者からの事情聴取によってそのことはいっそう明らかになった。捜査本部は根拠のない内部
犯行説に固執していたから、朝鮮総連が速やかに適正捜査を行うよう求めたのは当然である。

（2）在日韓国民主統一連合（韓統連）

　韓統連の機関紙『民族時報』号に掲載された「主張」は事件に関連して次のように述べた。
（11）

　「われわれは、所属団体が違っても一つの血筋を受け継いだ同じ民族として、何の罪もない朝鮮籍
同胞に対する日本支配層と右翼暴力団のこのような蛮行に、込み上げる怒りと憂慮を禁ずることがで
きない。／日本支配層と右翼暴力団が、世界が認めている人工衛星の発射を『ミサイル発射』とわい
曲し、今に至るまで強弁し続け、反北キャンペーンを騒々しく繰り広げながら、対北制裁措置ととも
に在日同胞に脅威を加え、殺人や放火まで犯す目的は、はたして何であろうか。周知のように日本は
早くから軍事大国化を目指してきたし、最近では「新ガイドライン』による『周辺事態法制』を急いで
いる。また、同時に軍事偵察衛星の導入と戦域ミサイル防衛体系の確立を進めている。日本のこのよ
うな軍事力強化と戦争体制の整備強化が北韓を目標にしていることは、すでに広く知られている事実
である。」
　事件の背景や政治的文脈から、事件の本質が「日本支配層の反北キャンペーン」にあると把握し、
マスコミや右翼暴力団を動員した殺人放火事件に怒りを表明している。

2　日本社会からの発言

　当事者の朝鮮総連だけでなく、日本の市民からも適正な捜査を求める要請行動が行われた。「朝鮮
民主主義人民共和国（北朝鮮）に援助物資などを送る活動をしている『日朝親善千葉県の会』の横堀正
一事務局長も同席し、『弁護士や県議などに呼び掛け、真相を調査する委員会を発足させたい』と話
していた。」（読売新聞1998年10月17日朝刊）
　発言や活動の内容をもう少し詳しく見ておこう。

（1）新社会党

　1998年10月19日、新社会党千葉県本部は次のような声明を出した。
　「8月31日、朝鮮民主主義人民共和国が人工衛星を打ち上げ、米、ロシア、中国をはじめとする諸
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国が、そのことを確認するなかでも、ひとり日本のみが突出して『弾道ミサイル』説に固執しながら、
反共和国キャンペーンを繰り広げた。／そして不当な『制裁処置』を強行し、事実に反する国会決議、
自治体議会決議などをあげ、こんにちに至るもその姿勢を変えていない。／そうした日本政府の対応
のもとで、マスコミの歪曲された報道も影響し、かってない反共和国の排外主義的雰囲気が醸成され
てきた。そして、右翼団体等による朝鮮総連各級機関や商工人に対する暴力、暴言、脅迫等があいつぎ、
とりわけ朝鮮学校や女子生徒に対する暴力行為、脅迫、いやがらせなどが続発し、日本における人権
と民主主義の根幹に関わる問題点として内外からの批判が高まっていた。／今回発生した残虐きわま
る殺人、強盗、放火事件は、明らかに以上の脈絡のなかでおきたものであり、9月2日、3日総連西部
支部に対する爆破脅迫、9月22日街宣車13台による総連県本部に対する脅迫行為の延長上にある。」

（12）

（2）社会民主党

　渕上貞雄・社民党幹事長が次のように発言した。
　「千葉県の朝鮮会館で発生した事件は、許しがたい犯罪であり、徹底的な捜査をしなければならない。
朝鮮総連中央本部や神奈川県本部への火炎瓶事件も同様だ。さらに、子どもに対する嫌がらせや脅迫
は、恥ずべき行為である。／これらの事件の根源には歴史的に作り上げられてきた朝鮮への差別意識
がある。また、これらを意図的に煽り立てた報道は良心にもとる行為だ。マスコミは真実を探求した
報道をしてほしい。」

（13）

（3）日本婦人会議議長

　さらに、津和慶子・日本婦人会議議長は次のように発言した。
　「凶悪な暴力事件が相次ぐ中で、犠牲となられた羅勲氏のご冥福を祈る。／日夜恐怖と不安の中で
生活をしている在日朝鮮人の皆様に心からのお詫びの気持ちを伝えるとともに、本来このような集ま
りは日本人側が開くべきだと思っている。／日本社会の矛先がいわゆる『社会的弱者』に暴力という
形で向けられている。これはかつての関東大震災時での朝鮮人虐殺と戦後の相次ぐ弾圧事件を思い起
こさせる。」

（14）

（4）広瀬理夫・弁護士

　広瀬理夫・弁護士は次のように発言した。
　「さる十月二十三日、『千葉朝鮮総連役員虐殺・放火事件調査委員会』を結成した。十五日に朝鮮会
館で起きた事件は、極めて極悪な事件である。単なる刑事事件ではなく計画的で、用意周到であり訓
練をうけた者の犯行だと思われ、よって、組織的なテロだと思わざるを得ない。事件が勃発する以前
も、事件のあった千葉県の総連西部支部には脅迫電話や嫌がらせもあった。／こうした事件が起こる
背景には根強い敵視政策がある。調査会をきっかけに県民にも幅広い理解を求めて行きたい。」

（15）

　以上の通り、日本社会からも千葉朝鮮会館事件に注目し、政治的弾圧と差別の中で事件が発生し
たとの疑念から、警察捜査の在り方に疑問を呈する発言が出されていた。「調査委員会」が設置され、
千葉県警や県議会への申し入れ行動が行われた。調査委員会による報告会や市民集会も開催された。

3　ヘイトのメカニズム
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　千葉朝鮮会館事件は偶然に単発で起きた事件ではない。1998年10月になぜ千葉朝鮮会館事件が発
生したのか。その政治的歴史的文脈に捜査本部は意図的に目を閉ざした。メディアも関係者も一様に
指摘したにもかかわらず、容易に目に見える事実から目を背けた。そのこと自体がヘイトの所産であ
る。

（1）「テポドン」騒動

　1998年9～11月、全国各地で朝鮮総連に対する脅迫や嫌がらせが相次ぎ、朝鮮学校生徒に対する
暴行・暴言事件が多発した。その発生メカニズムは明らかである。
　8月31日、日本政府は「北朝鮮が日本に向けてミサイルを発射した」と発表し、マスコミはその後、
数週間にわたって「テポドン」騒動を繰り広げた。アメリカ政府が「テポドン」と命名したため、日本
ではこの名で報道された。
　9月4日、朝鮮政府が人工衛星打ち上げを発表した。アメリカ、ロシア、中国が人工衛星打ち上げ
と確認したが、日本政府とマスコミは「ミサイルでも人工衛星でも同じ」と言い募り、「制裁だ」「食
糧援助中止だ」「在日朝鮮人は人質だ」と猛烈なキャンペーンを続けた。在日朝鮮人に対する襲撃予
告が堂々とマスコミで流された。国家ぐるみのヘイトの煽動である。

（2）朝鮮学校生徒に対する暴行・脅迫

　9月1日、西東京第一初中級学校の中級部1年の女子生徒が、JR南武線南多摩駅で20代くらいの男
性に傘で殴られ、つばを吐きかけられた。愛知中高級学校高級部3年の女子生徒は、中年男性に「あ
んたたちの国は我々を殺す気か」とつきまとわれた。広島初中級学校には「朝鮮人は殺す」等の暴言
電話があった。
　9月2日、東京初中級学校に「チマ・チョゴリを着た女子生徒を自分の家につかまえている。殺し
て荒川に棄てる」と脅迫電話があった。京都中高級学校の女子生徒が銀閣寺バス停前でバスを待って
いると、老人が「ミサイル…」「日本人をなめんなよ！」と威嚇した。
　こうした暴言が9月から11月にかけて続発した。多くは暴言事件だが、暴行事件も起きた。
　9月11日、東京中高級学校の高級部3年の女子生徒が、初老の男から「刺されるよ」と言われ、肩
をつかまれたが、走って逃げた。
　9月16日、京都中高級学校の中級部3年の女子生徒は、京都バス十条竹田街道停留所で、中年男性
から腕をつかまれ、「お前朝鮮人か！」と威嚇され、逃げた。
　9月17日、西東京第一初中級学校の初級部6年の男子生徒が、JR昭島駅ホームで、男に肩をつかま
れ、「朝鮮人か」と言いながら腹をなぐられ、驚いて泣き出すと、男は走って逃げた。
　このように暴言事件、暴行事件が相次いで発生した。大阪福島初中級学校、神戸高級学校、九州高
級学校、中大阪初中級学校、東大阪初中級学校、朝鮮大学校、埼玉初中級学校の生徒たちも被害を
受けるなど、全国的な被害であった。千葉でも同様の事件が起きていたことはすでに述べた（「二の3　
被害者」参照）。
　朝鮮人学生に対する人権侵害調査委員会編『再び狙われたチマ・チョゴリ』に掲載された一覧表には、
上記の事例も含めて、41件の事例が記載されている。

（3）朝鮮総連等への攻撃
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　朝鮮総連及び関連機関にも脅迫や嫌がらせが行われた
　9月1日、朝鮮総連横浜支部に「朝鮮人は殺す」と電話があった。同日、朝銀藤沢支店に爆破予告の
脅迫電話があった。9月4日、朝鮮総連神奈川県本部に右翼街宣車13台が押し寄せ、一部メンバーが
警察警備を突破しようとして警察と乱闘騒ぎになった。9月7日、朝鮮総連岐阜県本部にかみそりを
同封した脅迫状が届いた。
　10月の千葉朝鮮会館事件の後も同様の出来事が続き、11月3日、朝鮮総連中央本部に火炎瓶が投げ
込まれた。11月4日、朝鮮総連神奈川県本部に火炎瓶が投げ込まれた。
　『再び狙われたチマ・チョゴリ』に掲載された一覧表には、上記の事例も含めて、16件の事例が記
載されている。

4　ヘイト・クライムの戦後史

　『再び狙われたチマ・チョゴリ』では次のように分析している。
　「アメリカでは特定の人種や文化的背景を持つひとびとに対して嫌がらせや暴力を奮う行為を『ヘ
イトクライム』と呼ぶ。アメリカの基準で言えば、チマ・チョゴリへの暴行は立派な『ヘイトクライム』
だが、日本では憲法観や国家観をめぐる国内の対立にしばしば巻き込まれる形で発生するという点で、
いささか趣が異なる。チマ・チョゴリ事件の再発を防ぐには文化的アプローチとともに、政治的なア
プローチも不可欠なのである。」
　1989年の「パチンコ疑惑」の際は、日本政府が国会で朝鮮総連非難を繰り返し、それが報道された
結果、朝鮮学校生徒に対する暴行・暴言事件が多発した。

（16）

　1994年の「核疑惑」の際は、マスコミが朝鮮「核疑惑」を報じ、日本政府がこれに乗じて朝鮮非難
を行った結果、朝鮮学校生徒に対する暴行・暴言事件が多発した。

（17）

　1998年の「テポドン」騒動がこれに続いた。その後も同じことが繰り返された。
　2002年の日朝交渉に際して、朝鮮政府が日本人拉致事件を認めたことから、日本メディアは大騒
動となったが、日本社会は朝鮮学校生徒に暴行・暴言を加えた。

（18）

　2006年の朝鮮によるミサイル発射訓練の際にも、同じメカニズムで、日本社会は朝鮮学校生徒に
暴行・暴言を加えた。

（19）

　朝鮮半島と日本をめぐって政治的軍事的緊張関係の下、何らかの事件が発生するや、日本政府が朝
鮮を激しく非難し、マスコミがこれを伝えると、朝鮮学校生徒に対する暴行・暴言事件が発生するこ
とが、何度も繰り返されてきた。日本におけるヘイト・クライムは政治的につくり出された犯罪である。
1989年、1994年、1998年、2002年、2006年に暴行・暴言事件が多発している。そのたびに全国紙で
も報道されている。にもかかわらず、誰も反省しないし、再発防止措置が取られることもない。予想
通りに次の犯行が起きる。ヘイト常習社会になりつつあるのではないだろうか。
　遡れば、在日朝鮮人に対する差別と暴力には長い歴史がある。

（20）

　1948年の阪神教育闘争 (～49年、朝鮮学校強制閉鎖 )の際に李太一少年が殺害され、1949年、在日
本朝鮮人連盟が強制解散させられた。朴柱範朝連兵庫県委員長が獄死している。
　1951年に出入国管理法体制（朝鮮人排除・管理政策）が構築されたが、同年、武装警官隊が東京朝
鮮学校に乱入した。この時期、韓宇済殺害事件が起きている。1952年には泉大津朝鮮小学校襲撃事件、
大津事件（申聖浩射殺）が記録されている。
1955年に在日本朝鮮人総聯合会結成（朝鮮総連）が結成された。1960年代、日韓条約闘争が行われる
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一方、日本政府は朝鮮学校を排除するため外国人学校に関する文部省次官通達を出した（1965年）。こ
の時期、ふたたび朝鮮人に対する暴力が激化している。1962年、法政二高殺人事件（辛英哲殺害）、
1963年、朝鮮高級学校生への暴行事件多発、1966年、朝鮮高級学校生への暴行事件、1967年、武装自
衛官、朝鮮大学校正門前で射撃訓練と続く。この時期には朝鮮学校管理目的の外国人学校法案問題、
及び東京都の朝鮮大学校認可問題が政治課題となっていた。1969年、朝鮮高級学校生への暴行事件、
1970年、朝鮮高級学校生への暴行事件、九州朝鮮学校寄宿舎放火事件、愛知朝鮮学校放火事件、1971年、
朝鮮高級学校生への暴行事件、1972年、東京朝鮮学校放火事件、大阪朝鮮学校放火事件が起きている。
1987年、大韓航空機事件が発生すると、朝鮮学校に対する脅迫電話、生徒に対する暴行事件が多発した。
　朝鮮人に対するヘイトの要因としては、「嫌韓現象」とも言われたように、「慰安婦」問題や徴用工
問題などの歴史認識や、竹島（独島）の領土問題のため、韓国に対する政治的非難とともに朝鮮人に
対するヘイト・スピーチが多発するようになった。朝鮮半島の南であれ北であれ、日本社会にとって
はヘイトの動機になっている。

五　事件を想起する

　本節では3人の記憶を通じて、事件が当時、どのような衝撃を与えたかを見ておきたい。現在に至
るもなお、事件は関係者の心理に大きな影響を及ぼしている。
　2021年7月2日、当時の朝鮮総連千葉県本部副委員長だった康東勲に面談し、証言を聞くとともに、
資料の提供を受けた。

（21）

　2021年7月29日、小説「小さな蓮池」において千葉朝鮮会館事件を取り上げた作家の黄英治（当時・
在日韓国民主統一連合中央本部宣伝局長）から、事件の記憶と現在に至る思いを教わることができ
た。
（22）

　最後に、2021年7月30日、『思想運動』に寄稿した論説において千葉朝鮮会館事件に言及した土松
克典（韓国労働運動研究）から、千葉朝鮮会館事件を考えるもう一つの視点を提示された。

（23）

　3人の記憶を以下にそれぞれ紹介する。

1　公正捜査を求めて――康東勲

　私は事件当時、朝鮮総連千葉県本部副委員長で主に国際政治部担当でした。2004年まで副委員長
を務めて定年で退職しました。
　1998年8月31日に朝鮮民主主義人民共和国が人工衛星を打ち上げました。アメリカが「テポドン」
と名付けたので、日本ではテポドンとして知られています。朝鮮政府は人工衛星発射と発表しました。
ところが、日本政府はミサイルと決めつけ、マスコミも「北朝鮮が日本に向けてミサイルを発射した」
と大騒ぎしました。
　直後から朝鮮総連や朝鮮学校に対する脅迫電話が殺到し、各地で在日朝鮮人に対する暴行事件や暴
言事件が続発しました。
　千葉でも、9月2日と3日に、朝鮮総連県西部支部に「爆破する！」「朝鮮に帰れ！」などの脅迫電
話がありました。9月6日、JR千葉駅前で、朝鮮総連に対する規制・弾圧を強化せよという街宣とビ
ラ配りが行われました。9月22日、千葉朝鮮会館にいわゆる右翼の街宣車が押し寄せてきました。街
宣車が13台やってきて、会館の周辺を回りました。一時間くらい続きました。彼らは「ミサイルを日
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本に撃ってくる危険な朝鮮人は帰れ！」「ミサイル発射の暴挙を許すな！」「テロ国家は日本から出て
いけ！」などと叫んでいました。
　その後も数日間、街宣車が来ました。初日は13台でしたが、2日目以後は数台だったと思います。
事件のあった10月15日、朝、連絡を受けて現場に駆けつけました。羅さんの遺体を引き渡すという
ので、10時に千葉中央署に行きました。ところが、10時になっても引き渡しはなく、12時に来るよ
うに言われました。12時に行くと15時と言われ、それが17時に延び、実際に引き渡されたのは18時
でした。遺族のみに渡すということで、私は千葉中央署の外で待たされましたが、ご遺族が遺体を引
き取ってきました。
　このように遅れた理由は、翌日、捜査員の一人から聞きましたが、遺体の状況がひどかったためで
す。身体がばらばらというか、特に顔が滅茶苦茶になっていて、千葉大学医局に運ばれた遺体を検証
した後、顔を針で縫うのに随分と時間がかかったということです。殺傷行為の激しさを知ることがで
きます。
　捜査本部は最初から内部犯行説でした。10月16日、私たち朝鮮総連関係者から任意の事情聴取を
したいと連絡があり、千葉中央署に出頭するよう求められました。しかし、千葉中央署での事情聴取
ではまるで被疑者扱いではないかと思い、これを断って、千葉朝鮮会館での事情聴取にしてもらいま
した。朝鮮総連関係者が20数名いましたが、全員、順次の事情聴取を受けました。指紋も取られました。
　私も事情聴取を受けました。私自身の行動をあれこれ聞かれましたが、私にしても他のメンバーに
しても、事件と関係ないことはすぐに明らかになったと思います。捜査本部は関係者の事情聴取を突
き合わせて矛盾がないか、何かおかしな点はないか、慎重に検討したはずです。現場の証拠と照らし
合わせて、何も怪しい点はなかったのでしょう。捜査本部は内部犯行説と言い続けたようですが、調
べれば調べるほど、内部から怪しい人物は一人も浮かびません。被害者なのですから、当然です。
　捜査員から聞いた話では、現場には犯人のものと思われる遺留品が一つもなかったそうです。殺害
や放火のためにいろいろなものを持ち込んだはずですが、すべて持ち去ったことになります。扉や窓
にはすべてカギがかかっていたのに、窓を破って出入りした可能性が高いのですが、その道具。羅さ
んを殺害した凶器も、鈍器と鋭利な刃物の2種類があったはずです。放火のためにガソリンを運び込
んでいます。ガソリンの容器は何だったのか。これらが一切なく、外に持ち出されたということは、
冷静に準備・実行された組織犯行とみるのが自然です。内部犯行説では説明がつきません。
　出火ですが、火元が2つあったようです。1つは宿直室の台所付近と報道された通りです。犯人は
羅さんに襲いかかり、鈍器で殴り、布団をかけて蒸し焼きにしています。ところが、2階の会議室で
も火を付けています。隣の図書室から大量の本を会議室に運び込んで、これに火を付けたのです。本
は容易には燃えませんから、外側が激しく焦げて、燃えかけた本がたくさん残っていました。なぜ2

カ所に火を付けたのかもわかりません。
　10月26日に千葉県知事、県議会、県警本部に要請行動に行きました。私も毎回ご一緒させてもら
いました。
　12月12日に調査委員会主催で真相究明の集いが開かれました。1999年1月10日には新春の集いを
開き、1月12日に県議会議長に再度要請しました。1月27日に調査団事務局会議が開かれています。
10月15日に一周年追悼の集いを開き、この時にも千葉県警に要請行動しました。
　その後も毎年、県警本部に要請行動を続けました。私は2004年に退職しましたが、2003年10月ま
では要請行動に行き、そのつど県警記者クラブ回りもしました。
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2　生きる前提の破壊――黄英治

　「千葉事件」を読むのが辛かったです。あまりにも無残に同胞が殺されたこと、あのときの恐怖が
フラッシュバックしますから。
　これはつまり、被害者の無念と痛みへの強い共感共苦であり、自分へ加えられるだろう苦痛への恐
怖です。
　朝鮮人なら、誰でもこんなことに遭う。ジャーナリストの中村一成さんがいう、在日朝鮮人がこの
社会で人間らしく「生きる前提の破壊」がなされていることを再確認することになるからです。「千葉
事件」で初めて知ったのですが、警察が「内部犯行の見込みを立てた」ということ。事件の背景が「テ
ポドン騒動」にあり、それが殺人者たちの動機となり、「朝鮮人にはなにをしてもよい」と、犯罪にた
いする逡巡を無化する、「報復」「正義」「正当化」となっていたのは明らかで、警察は重々承知なのに、
「内部犯行と見込み」、殺人者たちが姿をくらます時間を与えたわけです。それはまさに私（たち）の「生
きる前提の破壊」そのものです。
　当時、私は在日韓国民主統一連合（韓統連）中央本部の宣伝局長という役職にあり、「テポドン騒動」
についてはリアルタイムで把握し、危機感を募らせていました。
　韓統連（私）は、ある意味事件の当事者として、「千葉事件」のような、テロ・襲撃が、韓統連に対
しても、私に対してもなされる（可能性が排除できない）ことを痛感していたわけです。
この当事者意識は、権力とテロリストが狙う「萎縮効果」「沈黙効果」を「誘発」することになる、と
いう指摘がありますが、それは否定できないでしょう。
　当時、わが家の長男は六歳で、妻と私は彼を東京第一朝鮮初中級学校（東京第一）へ入学させる準
備をしていました。「テポドン騒動」で、東京第一の学生たちが集団登校など自衛措置をしていたか
どうかは、まだ子どもたちがハッキョの学生でなかったので把握はしていませんでしたが、わが子が
朝鮮学校の学生だったら、という怯えが心に浮かび、妻とそのことについて対話したように思います。
とはいえ、私も妻も民族教育を受けずに育ち、朝鮮語の獲得やアイデンティティの確立に苦労したこ
と経験から、息子をハッキョへ送ることへのためらいはなかったのです。しかし、朝鮮学校の学生に
なれば、息子が頻発するヘイト・クライムの標的となり、被害者となる、という当事者意識から、「千
葉事件」を凝視していたのでした。
　次に、『こわい、こわい――短編小説集』所収の「小さな蓮池」に「千葉事件」を取り込んだことに
ついてです。
　これは2017年、朝鮮が連続して弾道ミサイルの発射実験を敢行して、安倍政権がこれを悪用して、
無意味な「Ｊアラート」なるものを乱発して、反朝鮮キャンペーンを一層強化した状況への危機感から、
また「千葉事件」のような虐殺事件が起こるのではないか、という恐怖心からでした。もちろん私な
りの文学的な仕掛け――死刑問題、今日的なヘイト問題、朝鮮半島の分断問題と和解の問題の寓話と
しての歌――をほどこしましたが……。
　2017年の状況は、「拉致問題」をへて、1998年の状況よりも悪化していたと言えるでしょう。常態
化した「朝鮮、在日朝鮮人にはなにをしてもよい」日本政府の差別・制裁政策が、在特会などのレイ
シスト団体の「行動」を通して、日本マジョリティに浸透していたわけですから。「千葉事件」の再演
はありうる蓋然性は高かった。朝鮮総聯中央本部への銃撃事件（18年2月）も衝撃でした。
　だからこそ、「千葉事件」を忘れてはならない、と強く意志したのでした。
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3　日韓関係の視点から――土松克典

　千葉朝鮮会館事件が戦後日本における朝鮮人に対する差別とヘイトの最悪の事件であることは言う
までもありません。朝鮮民主主義人民共和国との政治的緊張関係、朝鮮総連に対する政治弾圧、そし
て朝鮮学校に対する差別と暴力のメカニズムはこの社会の病理を示しています。
　私は日韓関係にも目を向けておきたいと思います。というのも、千葉朝鮮会館事件は「日韓パート
ナーシップ宣言」の取り交わしからわずか1週間後のことだったからです。
　1998年の金大中大統領訪日時に当時の首相小渕と金大中大統領のあいだで交わされたのが「日韓
パートナーシップ宣言」です。当時のマスコミで、1965年の日韓基本条約に次ぐ「第2の文書」とも
評価されました（日本経済新聞1998年10月8日）。
　日韓間の市民交流が硬直した国家関係を補完するというシェーマです。これは「未来志向の日韓関
係」とも目されましたが、いずれにしても日韓関係における資本主義的近代化路線です。市民社会の
重視に見せているところが新しいとはいえ、そのもとで淘汰される企業から韓国労働者と勤労人民が
一夜にして街頭に投げ出され、「労働力の柔軟化」や、非正規労働者や国外からの移住労働者を搾取
する日韓投資協定などを推進する施策の一環です。
　結局のところ、「日韓パートナーシップ宣言」は2001年の「新しい歴史教科書をつくる会」の扶桑社
版『新しい歴史教科書』が採択されたことで、韓国国会で日韓関係の全面見直しと同宣言の破棄が満
場一致で採択されて頓挫しました。日韓関係における資本主義的近代化に歴史のとげが突き刺さり、
矛盾を激化させたまま今日の歴史認識をめぐる対立の事態を迎えています。
　こうした背景を踏まえて千葉朝鮮会館事件のもう一つの側面を見ることができるのではないでしょ
うか。千葉朝鮮会館事件は朝鮮民主主義人民共和国との政治的緊張、朝鮮総連に対する弾圧の文脈で
理解できますが、同時に日韓関係のありようにも影を投げかけているのです。「韓国と朝鮮とは違う」
と単純に分断するのではなく、日本と朝鮮半島の歴史的関係を見る必要があります。

六　二重のヘイト・クライム

　前節まで千葉朝鮮会館事件の概要、捜査の問題点、事件の背景、そして事件を想起する証言を見て
きた。以上を踏まえて、ヘイト・クライムとしての千葉朝鮮会館事件について再考したい。千葉朝鮮
会館事件をヘイト・クライムとして位置付けることは、何を意味するのか。何を見えやすくするのか。
そのためにヘイト・クライムとは何かを明らかにする必要がある。

1　ヘイト・クライムとは何か

　ヘイト・クライムという言葉は1980年代に英米で用いられるようになった。
（24）

　この言葉が必要とされたのは、公民権法の制定以後のことである。かつてアメリカでは奴隷制が公
認されていた。黒人奴隷に対する暴力は当然のこととされ、法的規制はなかった。奴隷解放以後も、
黒人に対する差別やリンチの歴史が長い。1960年代の公民権運動によって、法制度的な黒人差別が
なくなり、黒人にも基本的人権が認められた。国家（州）による黒人抑圧が法的になくなった段階で、
白人社会は目の前の黒人に直面することになった。ここからヘイト・クライムが生じる。暴力的な場
合がヘイト・クライム、主に言葉による場合がヘイト・スピーチと呼ばれる。
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　こうして各州にヘイト・クライム法が制定されるようになった。ヘイト・クライム法は次の4つ
の類型があったとされる。①刑罰加重法、②独立犯罪、③公民権法、④情報収集法である。そして
2009年に連邦法としてマシュー・シェパード法が制定された。
①刑罰加重法　　刑法上の犯罪行為が人種主義動機による場合に刑罰を加重する法類型である。
②独立犯罪　　　偏見によって行われた犯罪を独立のヘイト・クライムと定義する法類型である。
③公民権法　　　  公民権法は、特定集団の構成員の市民権や憲法上の権利を妨げる犯罪に刑罰を

科すとして、差別犯罪を定める。暴力的手段が用いられればヘイト・クライム
の一種となる。

④情報収集法　　  政府機関にヘイト・クライムに関するデータの収集・報告の権限を与えるヘイ
ト・クライム統計法が連邦レベルで制定された。

　2009年、連邦のヘイト・クライム法としてマシュー・シェパード法が制定された。通称は「マシュー・
シェパードとジェームズ・バード・ジュニアのヘイト・クライム予防法」という。
　マシュー・シェパードとジェームズ・バード・ジュニアは、法律制定を必要と意識させた事件被害
者の名前である。1998年、ワイオミング州のララミーで、マシュー・シェパードという学生が殺害
された。彼がゲイであることが襲撃の原因とされた。テキサス州のジャスパーでは、アフリカ系アメ
リカ人のジェームズ・バード・ジュニアが3人の白人優越主義者によって殺害された。いずれも残忍
な犯行であった。
　ヘイト・クライム法の必要性が唱えられ、2001年以来、議会に法案が提出された。2007年、上院
が法案を採択したが、ブッシュ・ジュニア大統領が署名拒否を表明したため法律は成立しなかった。
2008年、上院・下院が改めて法案を採択し、2009年、オバマ大統領が署名して法律が成立した。
　以上はアメリカにおけるヘイト・クライム法の歴史だが、現在では、国際人権法分野でもヘイト・
スピーチとともにヘイト・クライムへの対処が語られる。世界の多数の諸国にヘイト・クライム規制
法がある。

（25）

ここでは国際人権法や各国の立法状況を割愛せざるをえないが、それらを念頭に置いて、
要点を確認しておこう。
　第1に、ヘイト・クライムは人種・民族、皮膚の色、言語、宗教、性的指向、セクシュアル・アイ
デンティティ等の属性を動機として行われる差別に基づく暴力犯罪である。
　第2に、ヘイト・クライムは直接標的とされた被害者個人のみならず、同様の属性を有する者全体
に影響を及ぼす。
　第3に、ヘイト・クライムを容認しておくと、差別と暴力が社会に蔓延し、公共の秩序が転覆・攪
乱され、民主主義が損なわれる。個人のみならず社会全体が被害を受ける。
　第4に、ヘイト・クライム法には、刑罰加重事由とする場合や独立の犯罪類型とする場合などがあ
るが、いずれにしても重大な暴力犯罪である。
　第5に、国連人権機関はヘイト・クライム対策を勧告してきた。国連人権理事会、国連人権高等弁
務官、及び人種差別撤廃委員会が繰り返しヘイト・クライム対策を求めてきた。
　第6に、ヘイトの認定は通常の暴力犯罪の認定に加えて差別という要因を考慮に入れる必要がある
ため、国連人権高等弁務官、及び人種差別撤廃委員会はヘイト認定のためのガイドラインを提供し、
各国にこれを考慮するよう求めてきた。

2　ドイツにおけるNSU事件
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　ヘイトの認定の困難性は、一般論としては、ヘイト・クライム／スピーチ対策が1980年代に始まっ
たため十分な蓄積がないこと、特に法的要件や法手続きにおけるヘイト・事件の特殊性が十分認識さ
れてこなかったことに求められる。
　それ以上に深刻なのは、捜査・訴追・裁判に関わる刑事司法機関がヘイトを黙認・容認してしまう
ことである。最近紹介されたドイツの事例が参考になる。

（26）

　ドイツでは、1998年から2011年に、国家社会主義地下組織（NSU）のメンバーが人種差別動機に基
づいて10人の殺人を惹き起こした。
　一例をあげると、2000年9月9日、ニュルンベルクで1人のトルコ人生花商が殺害された。犯人は9

発発砲し、4発が頭に、1発が胸に命中した。
　捜査当局は、被害者が麻薬産業やトルコ人マフィアにかかわりを持っているに違いないと見込みを
たて、数年間にわたって被害者とその家族に容疑をかけて捜査を進めた。現場で自転車に乗った2人
組を目撃した証言は軽視された。
　後にこれらの事件は極右集団NSUのメンバーによる犯行であることが判明したが、その間に10人
もの命が失われた。8人がトルコ・ルーツ、1人がギリシャ・ルーツであった。
　被害者側弁護人として活動したオヌール・エツァータによると「この現象はドイツに存在する制度
内で慣例化した人種差別の結果である。制度内で慣例化した人種差別が意味するのは、諸制度が人種
差別的な分け隔てを取り入れているということであり、その分け隔てからは人種的にマーキングされ
た人々に対しては組織的な不利益が生じるのである」という。
　エツァータは「ここではっきりとわかるのは、人種差別主義的なステレオタイプが捜査官たちの判
断力を誤らせ、誤った推論へと誘惑したことである。しかし、もしすでに連続殺人の初めに、極右の
ことも視野に入れるということを始めていたならば、場合によっては殺人のいくつかは阻止できたで
あろう」と述べる。
　ここではヘイト・クライムが二重の構造の下で起きていることが判明する。第1に、極右集団NSU

の人種主義・外国人排斥による暴力犯罪である。第2に、捜査当局に予断を持たせた「人種差別主義
的なステレオタイプ」であり、「ドイツに存在する制度内で慣例化した人種差別」である。両者の相乗
効果によって、ドイツ社会におけるトルコ人等の外国人の生命と安全が脅かされる。ドイツ人に対す
る殺人事件とトルコ人に対する殺人事件が、同じ捜査規範に基づいて適正に行われる保障がない。む
しろ、「制度内で慣例化した人種差別」の結果、トルコ人に対する殺人事件は適正に捜査を受ける可
能性が低下し、それゆえ実行犯が法の網から逃れ出ることができる。
　第3に、人種主義者は「制度内で慣例化した人種差別」を当てにすることができる。「トルコ人を殺
害しても、捜査当局は誤った方向に捜査を向けるから、自分たちは捕まらずに犯行を続けることがで
きる」という期待可能性がある。
　第4に、ドイツ社会が「制度内で慣例化した人種差別」を是正しないまま放置してきたとすれば、「ト
ルコ人が殺害されても、ドイツ人殺害事件ほど念入りに捜査しなくても良い」と受容していたことに
なる。
　このためドイツ社会においてはトルコ人など外国人の生命と安全は常に危うい状態とされている。
適切な法的対処が行われないため、二重三重のヘイト・クライム状態が継続することになる。

七　おわりに――事件の現在
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　1998年のヘイト・クライムは、NSU事件になぞらえて表現すると次のようにまとめることができる。
　第1に、千葉朝鮮会館事件は正体不明の複数犯によって行われた暴力犯罪である。しかし実行犯だ
けによって行われたのではない。第2に、捜査当局に予断を持たせた「人種差別主義的なステレオタ
イプ」があり、「日本に存在する制度内で慣例化した人種差別」がある。両者の相乗効果によって、朝
鮮人の生命と安全が脅かされる。日本人に対する殺人事件と朝鮮人に対する殺人事件が、同じ捜査規
範に基づいて適正に行われる保障がない。「制度内で慣例化した人種差別」の結果、朝鮮人に対する
殺人事件は適正に捜査を受ける可能性が低下し、実行犯が法の網から逃れ出ることができる。
　第3に「制度内で慣例化した人種差別」は長期的継続的に存在しているから、人種主義者はこれを
当てにすることができる。「朝鮮人を殺害しても、捜査当局は誤った方向に捜査を向けるから、自分
たちは捕まらずに犯行を続けることができる」という期待可能性がある。「警察が見逃してくれる」と
いう安心感である。
　第4に、「制度内で慣例化した人種差別」は長期的継続的に存在しているにもかかわらず、日本社会
がこれを是正しないまま放置してきたとすれば、「朝鮮人が殺害されても、日本人殺害事件ほど念入
りに捜査しなくても良い」と受容していたことになる。
　以上のことは、千葉朝鮮会館事件だけでなく、1998年に各地の朝鮮学校や朝鮮総連に対して行わ
れた暴行・脅迫事件にも当てはまる。1989年、1994年、2002年、2006年等に特に集中的に発生した
朝鮮学校生徒に対する暴行・脅迫事件に当てはまる。
　ヘイト・クライム／スピーチは、個別具体的な被害者に多大の被害を与えるのみならず、被害者と
同じ属性を有する集団全体に被害を及ぼす。それだけではない。ヘイト・クライム／スピーチを容認
する社会は人間の尊厳を尊重することができず、すべての人々の生命と安全を不安定にさせ、民主主
義を根底から破壊してしまう。1998年の千葉朝鮮会館事件を手掛かりに、ヘイト・クライム問題を
正面から問い直す時である。

【註】
（1）   朝鮮人学生に対する人権侵害調査委員会編『再び狙われたチマ・チョゴリ』（在日本朝鮮人人権

協会、1998年）。調査委員会は日本人側と朝鮮人側の合同委員会として設置した。報告書をま
とめたのは筆者と金徳龍（在日本朝鮮人人権協会事務局次長・当時）である。

（2）   前田朗「朝鮮総聯銃撃テロ事件」『社会評論』192号（2018年）［後に前田朗『ヘイト・スピーチ
法研究要綱』（三一書房、2021年）に収録］。

（3）   1995年、日本政府は人種差別撤廃条約を批准した。筆者は1997年8月、人種差別撤廃委員会第
51会期の審議を初めて傍聴した。ノルウェーやデンマークの報告書の審査を傍聴し、ヘイト・
クライムやヘイト・スピーチという言葉を初めて知った。在日朝鮮人・人権セミナー編『在日
朝鮮人と日本社会』（明石書店、1999年）参照。ヘイト・クライムについては、2006年に朝鮮民
主主義人民共和国のミサイル発射実験が行われた際に、朝鮮学校に対する暴行・脅迫事件が多
発したため被害の聞き取り調査を行い、一連の論考を発表した。在日朝鮮人・人権セミナー『在
日朝鮮人への人権侵害について』(2006年 )、前田朗「差別を煽る戦争の火付け役」『自然と人間』
2006年8月号、同「ヘイト・クライム（憎悪犯罪）」『救援』448～451号（2006年）［後に前田朗『ヘ
イト・クライム』（三一書房労組、2010年）に収録］。
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（4）   事件の第一報は、朝日新聞の次の記事である。
　　   「朝鮮会館出火　放火殺人か　千葉／十五日午前三時四十五分ごろ、千葉市中央区都町二丁目の

朝鮮総連県本部などが入る千葉朝鮮会館から煙が出ているのを新聞配達員が見つけ、一一九番
通報した。約一時間後に鎮火したが、焼け跡から性別不明の焼死体が見つかった。県警捜査一
課と千葉中央署は放火殺人の疑いがあると見て捜査している。／調べでは、鉄筋コンクリート
三階建てのうち一、二階部分が燃え、一階部分から焼死体が見つかった、焼死体は頭部に傷が
あるという。／朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の『テポドン発射』問題があってからは同会
館では幹部クラスが宿直をして警戒をしていた。この夜は同県本部千葉支部副委員長の羅勲さ
んが泊っていたと言い、身元の確認を急いでいる。」（朝日新聞1998年10月15日夕刊）

（5）   「千葉朝鮮会館周辺にも一時、右翼団体の街宣車などが押し掛けてきたことがあったが、捜査本
部では、今回の事件とは直接関係ないものと見ている。」（読売新聞1998年10月16日朝刊）。

　　   「県本部のある『千葉朝鮮会館』で十五日未明発生した強盗殺人、放火事件で県警は、一連の朝
鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）問題が絡んでいる可能性は薄いとみている。」（東京新聞1998

年10月16日朝刊）。
（6）   床井茂編『いま在日朝鮮人の人権は』（日本評論社、1990年）。編者の床井茂（弁護士）が実行委

員長、筆者が事務局長であった。
（7）   朝鮮人学生に対する人権侵害調査委員会編『切られたチマ・チョゴリ』（在日朝鮮人・人権セミナー

／マスコミ市民、1994年）。
（8）   千葉日報は「殺害された羅さんも、衣服の破片を残して火傷二―三程度（皮膚がめくれ、焦げる

状態）まで焼けていた。直接の死因である首を絞められた状況のほかに、頭部の損傷や体に複
数のけがの跡もあることから、複数者による計画的犯行の可能性を含めて捜査している」（千葉
日報1998年10月17日朝刊）と報じている。

（9）   東京新聞によると「県警捜査本部では、三日目の現場検証や関係者からの聞き込みを行い、被
害品や逃走経路の特定を急いでいる。／調べによると、羅さんは同会館一階炊事場付近に倒れ
ており、直接の死因は首を手で絞められたことによる窒息死だが、鈍器で後頭部を殴られた上、
体に刃物のようなもので刺された跡もあった。その後、揮発性の油をまかれ、火を付けられた
らしい」（東京新聞1998年10月18日朝刊）。

（10）   徐昌武委員長（在日本朝鮮人総連合会千葉県本部）の談話（1998年10月16日）は「この事件は単
なる刑事事件ではなく、政治的意図をもって計画的にしくまれた組織破壊、テロ行為である。
／この事件は朝鮮民主主義人民共和国の人工衛星の打ち上げをきっかけに反朝鮮民主主義人民
共和国キャンペーンが繰り広げられ、朝鮮総連機関ならびに朝鮮人学校生徒を含む在日朝鮮人
に対する挑発と暴行、暴言、脅迫、嫌がらせなどの人権侵害が日本各地で引き起こされている
ことと密接に関連している。／9月22日には朝鮮総連本部に対して『全日本愛国者団体協議会』、
『日本民族青年同盟』を名乗る右翼団体が13台の街宣車を動員し同本部を回りながら約1時間に
わたって『朝鮮人は帰れ』『ミサイル発射の暴挙を許さない』などの挑発、妨害行為をおこなった。
／また9月2，3日朝鮮総連千葉県西部支部事務所には『総聯か、おまえたちの事務所を爆破す
るからな』という内容の脅迫電話がかかってきた。」という。

（11）   「主張」『民族時報』868号 (1998年 )。
（12）   朝鮮時報1998年11月26日によると、日本人による調査活動が始まった。「真相究明へ全力を　

朝鮮総連千葉事件　調査委が知事らに要請」（『朝鮮時報』1998年11月26日）。なお横堀正一「羅
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勲・朝鮮総連千葉支部副部長の虐殺糾弾！」『思想運動』595号（1998年）参照。
（13）   『朝鮮時報』1998年11月26日。
（14）   『朝鮮時報』1998年11月26日。
（15）   『朝鮮時報』1998年11月26日。なお二瓶一夫「千葉朝鮮総連放火・虐殺事件から二か月」『思想

運動』598号（1998年）参照。
（16）   詳しくは前掲『いま在日朝鮮人の人権は』参照。
（17）   前掲『切られたチマ・チョゴリ』参照。
（18）   前掲『となりのコリアン』参照。2002年9月17日のピョンヤン会談において朝鮮政府が「日本人

拉致問題」を認めたことから、朝鮮総連や朝鮮学校に対する猛攻撃がなされた。筆者の自宅も
襲撃されたため、筆者はホテル滞在を余儀なくされ、朝鮮学校の被害聞き取り調査に加わるこ
とができなかった。

（19）   前掲『在日朝鮮人への人権侵害について』参照。
（20）   在日朝鮮人の人権を守る会編『在日朝鮮人の基本的人権』（二月社、1977年）金徳龍『朝鮮学校

の戦後史』（社会評論社、2004年）等参照。なお朝鮮学校の闘いの歴史に関する最新研究として、
呉永鎬『朝鮮学校の教育史』（明石書店、2019年）。

（21）   康東勲から、当時のメモ等のコピー及び新社会党千葉県本部『千葉朝鮮会館職員殺害放火事件
資料』（1998年10月）の提供を受けた。

（22）   黄英治から2021年7月29日付の私信でコメントをもらった。なお、黄英治『こわい、こわい―
―短編小説集』（三一書房、2019年）。

（23）   土松克典「韓国からの呼びかけに触発されて――否定すべきわれらの敵は二つにして一つ」『思
想運動』1044号（2019年）。なお土松克典「金大中訪日と新たな日韓パートナーシップ」『思想運
動』594号（1998年）参照。

（24）   ヘイト・クライムについて、前田朗「ヘイト・クライムとは何か――国際社会における差別犯
罪対策」『明日を拓く』131号（2021年予定）。さらに前田朗『増補新版ヘイト・クライム』（三一
書房、2013年）、木村朗・前田朗編『ヘイト・クライムと植民地主義』（三一書房、2019年）参照。

（25）   ヘイト・クライム／スピーチの立法例と適用例について、前田朗『ヘイト・スピーチ法研究序説』
（三一書房、2015年）、同『ヘイト・スピーチ法研究原論』（三一書房、2019年）参照。

（26）   オヌール・エツァータ「ドイツ国家社会主義地下組織（NSU）とドイツにおけるヘイトクライム
に対する取り組み」中川慎二・河村克俊・金尚均編『インターネットとヘイトスピーチ』（明石書店、
2021年）。
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東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会会則（改訂版）

 
第 1条 本会は、「東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会」と称する。 
第 2条 本会は、事務局を琉球大学内に置く。 
第 3 条 本会は、東アジア共同体と沖縄（琉球）に関する研究成果の発表と知識の拡

大を目的とする。  
第 4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
（1）研究会および講演会の開催 
（2）ＨＰ『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会』の開設 
（3）会誌『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究』（電子版含む）の発行 
（4）その他、本会の目的を達成するために必要な事業 
第 5条 本会の主旨に賛同し、所定の会費を納入する者を会員とする。  
第６条 会員は次の 5種とする。 
（1）一般会員 年額 4,000円を納入する者 
（2）学生会員 年額 2,000円を納入する者（大学院生を含む） 
（3）賛助会員 年額 1,000円を納入する者 
（4）機関会員 年額 10,000円以上を納入する者 
（5）海外特別会員 年額 無料 
第７条 一般会員および学生会員は、会誌の配布および本会の事業の案内を受けるこ

とができ、且つ研究発表・会誌への投稿などのかたちで本会の事業に参加する

ことができる。賛助会員は、会誌の配布はなく本会の事業の案内を受けること

ができる。機関会員は、会誌の配布および本会の事業の案内を受けることがで

きる。海外特別会員は、会費免除とし、会誌の配布および本会の事業の案内を

受けることができ、且つ研究発表・会誌への投稿などのかたちで本会の事業に

参加することができる。

第 8条 本会は、次の役員を置く。 
（1）（共同）代表 2名 
（2）（共同）副代表 2名 
（3）顧問（名誉顧問を含む） 15名以内 
（4）執行委員 30名以内 
（5）監事 1名 
第 9条 共同代表・共同副代表および顧問は、総会で選出する。  
第 10条 執行委員および監事は、共同代表がこれを委嘱し、会務を担当する。  
第 11条 執行委員は、編集、会計、庶務、広報そのほか必要な業務を担当する。  
第 12条 監事は、会計を監査する。  
第 13条 役員の任期は、いずれも 2年とする。ただし、再任を妨げない。  
第 14条 共同代表は、毎年 1回総会を召集し、会務を報告する。 
第 15条 本会の事務遂行に要する費用は、会費その他による。 
第 16条 本会の会計年度は、毎年 9月 1日（初年度のみ 9月 11日）に始まり、翌年

8月 31日に終わる。 
第 17条 会則の変更は、総会の議決による。  
（付  則）この会則は、2016年 9月 11日から施行する。 
（付 則）この会則改訂版は、2017年 9月 9日から施行する。 
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48

東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会会則（改訂版）

 
第 1条 本会は、「東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会」と称する。 
第 2条 本会は、事務局を琉球大学内に置く。 
第 3 条 本会は、東アジア共同体と沖縄（琉球）に関する研究成果の発表と知識の拡

大を目的とする。  
第 4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
（1）研究会および講演会の開催 
（2）ＨＰ『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会』の開設 
（3）会誌『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究』（電子版含む）の発行 
（4）その他、本会の目的を達成するために必要な事業 
第 5条 本会の主旨に賛同し、所定の会費を納入する者を会員とする。  
第６条 会員は次の 5種とする。 
（1）一般会員 年額 4,000円を納入する者 
（2）学生会員 年額 2,000円を納入する者（大学院生を含む） 
（3）賛助会員 年額 1,000円を納入する者 
（4）機関会員 年額 10,000円以上を納入する者 
（5）海外特別会員 年額 無料 
第７条 一般会員および学生会員は、会誌の配布および本会の事業の案内を受けるこ

とができ、且つ研究発表・会誌への投稿などのかたちで本会の事業に参加する

ことができる。賛助会員は、会誌の配布はなく本会の事業の案内を受けること

ができる。機関会員は、会誌の配布および本会の事業の案内を受けることがで

きる。海外特別会員は、会費免除とし、会誌の配布および本会の事業の案内を

受けることができ、且つ研究発表・会誌への投稿などのかたちで本会の事業に

参加することができる。

第 8条 本会は、次の役員を置く。 
（1）（共同）代表 2名 
（2）（共同）副代表 2名 
（3）顧問（名誉顧問を含む） 15名以内 
（4）執行委員 30名以内 
（5）監事 1名 
第 9条 共同代表・共同副代表および顧問は、総会で選出する。  
第 10条 執行委員および監事は、共同代表がこれを委嘱し、会務を担当する。  
第 11条 執行委員は、編集、会計、庶務、広報そのほか必要な業務を担当する。  
第 12条 監事は、会計を監査する。  
第 13条 役員の任期は、いずれも 2年とする。ただし、再任を妨げない。  
第 14条 共同代表は、毎年 1回総会を召集し、会務を報告する。 
第 15条 本会の事務遂行に要する費用は、会費その他による。 
第 16条 本会の会計年度は、毎年 9月 1日（初年度のみ 9月 11日）に始まり、翌年

8月 31日に終わる。 
第 17条 会則の変更は、総会の議決による。  
（付  則）この会則は、2016年 9月 11日から施行する。 
（付 則）この会則改訂版は、2017年 9月 9日から施行する。 
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東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会 入会申込方法

◆◆会会員員のの種種類類  
＊一般会員（年会費4,000円）：会誌の配布および本会の事業の案内を受け、且つ研究発

表・会誌への投稿等本会の事業に参加できる。 

＊学生会員（年会費2,000円）：上に同じ。 

＊賛助会員（年会費1,000円）：本会の事業の案内を受ける。 

＊機関会員（年会費10,000円）：会誌の配布および本会の事業の案内を受ける。 

 

◆◆年年会会期期 9月１日～翌年8月31日 

 

◆◆入入会会手手続続きき  ※※下下記記のの（（１１））かか（（２２））ののどどちちららかかをを選選択択ししててくくだだささいい。。  

  

（（１１））イインンタターーネネッットトかかららのの直直接接入入力力にによよるる手手続続きき  

  

  

  

  

  

  

（（２２））入入会会申申込込書書にによよるる手手続続きき  

  

  

      

＊事務局から申込書が届いた旨の連絡が届きましたら手続き完了です（事務局（池上）の校務や出張等で、ご返信が

少し遅くなることがございますことをご了承ください。）

＊下記の振込先に会費をお支払いください。

◆◆振振込込先先  ＊＊以下のいずれかの方法をお選びください。  

１、払込取扱票（青色）による納入（※こちらを推奨します）

番号： 加入者名：東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会

２、ゆうちょ銀行口座振り込みによる納入

口座名：東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会

店名：七〇八 店番： 番号：普通

 

 
◇東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会事務局◇ 

【ブログURL】 http://east-asian-community-okinawa.hatenablog.com/ 
【E-mail】east.asian.community.okinawa@gmail.com 
【住所】903－0213 沖縄県中頭郡西原町字千原１ 琉球大学国際地域創造学部 池上大祐研究室気付 

【電話・FAX】098－895－8296（研究室直通） 

必要事項を記入 → 事務局へ提出 （ メールでの添付、郵送、 でも受け付けます）

※入会申込書は、本研究会ブログから、ダウンロードできます。インターネット環境のない方は、事務局あてにお電話くだ

されば、入会申込書をご郵送いたします。

本研究会ブログ 「入会手続き方法」のページを開く → 「個人会員入力フォーム」を開き、必要事項を入力

（ は以下です）
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『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究』 第４号 

会誌『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究』へのご投稿について 

１．「東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会」の顧問、一般会員の方は、ご投稿いただけます。  ふる 

ってご投稿くださいますようお願いいたします。 

２．原稿の区分は以下の通りです。 

（１）論説/時報 10000～12000字程度 
・・・学術的な調査・分析を踏まえた論考。引用する場合は出典を必ず明記すること。

（２）実践報告 4000～8000 字程度
・・・教育研究活動や市民運動等についての紹介や実践記録など。

（３）書評/新刊紹介 2000～5000 字程度
・・・過去５年以内に出版された書籍に対する論評。

（４）シンポジウム参加記 1000～3000 字程度
・・・これまで本研究会が主催した公開シンポジウムについての感想など。

３．執筆要領はいかのとおりです。 
（１）ワードファイルにて、横書きにて作成してください。ページ内の字数・行数お   よ

び文字フォントは任意とします（編集委員会で適宜調整します）。 

（２）写真を掲載する場合は、撮影日・撮影者の氏名も明記してください。（著作権に   関わ
ります。） 

（３）ご投稿される場合は、どの「区分」でのご投稿かを明記してください。

（４）希望者には査読体制をとります。しかし、査読を希望されない投稿者の原稿は、

文法上の不備や誤字・脱字をチェックしたうえで、いただいた原稿を原則すべ

て掲載する予定です。ただし、編集委員会の判断で「区分」を変更する場合が

ございます。 

（５）原稿提出先は下記までにお願いいたします。

編集委員会 east.asian.community.okinawa.e＠gmail.com
（※編集委員会用メールアドレスは、本研究会事務局メールアドレスと似ていますが、お間

違えないようにお願いいたします。＠の直前に「.e」が入っています。） 

４．原稿提出期限 
毎年 7 月 20 日（必須） 

（文責）『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究』編集委員会 
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『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究』 第４号 

会誌『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究』へのご投稿について 

１．「東アジア共同体・沖縄（琉球）研究会」の顧問、一般会員の方は、ご投稿いただけます。  ふる 

ってご投稿くださいますようお願いいたします。 

２．原稿の区分は以下の通りです。 

（１）論説/時報 10000～12000字程度 
・・・学術的な調査・分析を踏まえた論考。引用する場合は出典を必ず明記すること。

（２）実践報告 4000～8000 字程度
・・・教育研究活動や市民運動等についての紹介や実践記録など。

（３）書評/新刊紹介 2000～5000 字程度
・・・過去５年以内に出版された書籍に対する論評。

（４）シンポジウム参加記 1000～3000 字程度
・・・これまで本研究会が主催した公開シンポジウムについての感想など。

３．執筆要領はいかのとおりです。 
（１）ワードファイルにて、横書きにて作成してください。ページ内の字数・行数お   よ

び文字フォントは任意とします（編集委員会で適宜調整します）。 

（２）写真を掲載する場合は、撮影日・撮影者の氏名も明記してください。（著作権に   関わ
ります。） 

（３）ご投稿される場合は、どの「区分」でのご投稿かを明記してください。

（４）希望者には査読体制をとります。しかし、査読を希望されない投稿者の原稿は、

文法上の不備や誤字・脱字をチェックしたうえで、いただいた原稿を原則すべ

て掲載する予定です。ただし、編集委員会の判断で「区分」を変更する場合が

ございます。 

（５）原稿提出先は下記までにお願いいたします。

編集委員会 east.asian.community.okinawa.e＠gmail.com
（※編集委員会用メールアドレスは、本研究会事務局メールアドレスと似ていますが、お間

違えないようにお願いいたします。＠の直前に「.e」が入っています。） 

４．原稿提出期限 
毎年 7 月 20 日（必須） 
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編集後記（『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究』　第5号）

　『東アジア共同体・沖縄（琉球）研究』第5号をお届けします。昨年以上に新型コロナウィルスの感

染が猛威を振るい、未だ終息が見えない状況です。今年も本研究会としての活動が困難な中で、第5

号を刊行することができました。会員の皆様の温かいご協力に深謝申し上げます。

　2021年は、東京五輪が開催され、日本選手の活躍に列島は歓喜に沸きました。その反面、政府に

よるコロナ禍の緊急事態宣言の長期化が国民の自粛疲れを誘発する始末です。そこで、コロナの感染

症拡大と五輪の関係を調べてみました。驚くべきことに2021年の東京五輪と1920年のアントワープ

（ベルギー）五輪に2つの類似性があることが分かったので簡単に紹介します。一つ目は、パンデミッ

ク下の五輪であったことです。1920年のアントワープ五輪は、スペイン風邪のパンデミックが続く

なかで、日本は男子テニスで五輪初のメダルを獲得しました。我が国の感染は、1918年～1921年ま

で続いたので、同五輪でのメダル獲得のニュースは、当時の国民に大きな勇気を与えました。二つ目

は、IOC会長の放漫さです。2021年の東京五輪ではバッハ会長が、緊急事態宣言下の銀座で買い物を

楽しむ光景が報道されるなど、その傍若無人な振る舞いに国民から非難が出ました。また、バッハ会

長の開会式と閉会式のスピーチが長すぎたことでも選手の不評を買いました。その一方で、1920年

のアントワープ五輪では、クーベルタン（当時）IOC会長の独断で、第一次世界大戦からの再建途上

で財政に事欠くベルギーにおいて、是が非でも開催したことが知られています。

　このように、自らが気になった話題から、歴史を紐解いて比較すると思わぬ発見があるかもしれま

せん。 （村岡　敬明）
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