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　日本にとっての「戦後」をどうしても終わらせ
たいと願っていた安倍首相にとって、今年の夏
は忘れられない夏になったはずだ。いわゆる
「安倍談話」を発表し、新安保法制をも成立さ
せたからだ。前者においては、彼が本音として
は絶対に使いたくなかった「侵略」「植民地支
配」「痛切な反省」「心からのお詫び」という四
つの言葉を、主語をあいまいにした上で、それ
ぞれを歴史的文脈から切り離してバラバラに
配置して、「あの戦争には何ら関わりのない、
私たちの子や孫、そしてその先の世代の子ど
もたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせては
なりません」と言い切った。また後者において
は、あらゆる“横紙破り”を繰り返した結果、「法
治国家からの逸脱」「立憲主義の崩壊」「独裁
政治」などと散々な批判の集中砲火を浴びな
がらも、これまで日本政府が日本国憲法の下
では行使できないとしてきた集団的自衛権を
行使することができる法制を実現させた。こ
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くまもと九条の会事務局長 三澤　純

日本国憲法がめざす安全保障とは？日本国憲法がめざす安全保障とは？

と　き：2015年12月5日（土） 18：00～ 21：00
ところ：くまもと森都心プラザ

記念講演

チラシとポスター、チケットを用意しています。ひとりでも多くの友人仲間に知らせて、講演に足を運んで
もらって、現在の状況とこれからの闘いの方向性について情報を共有してください。

くまもと九条の会11周年

講　師：青井未帆氏（学習院大学法科大学院教授・憲法学）

の二つの事象をもって、将来の歴史家は、
2015年夏を、日本における「戦後の終わり」だ
と評価するのであろうか？
　「戦後」を終わらせるための最も簡単な方
法は、「次の戦争」が始まることである。世界中
で1000万人以上の戦死者が出た第一次世界
大戦は、人類が総括を必要とするたくさんの
重要な問題を残したが、その講和条約が結ば
れた年から僅か20年後に第二次世界大戦が
始められたことによって、それらの問題はうや
むやにされてしまった。敗戦国としての「戦後」
に耐えきれなくなったドイツが「次の戦争」と
しての第二次世界大戦を引き起こしたからで
ある。
　しかし、そのドイツとともに第二次世界大戦
の敗戦国となった日本が、「戦後」を終わらせ
るためにドイツと同じ手段を取ることはでき
なかった。全世界で5000万人以上の人々が殺
された第二次世界大戦が各国に与えた傷は、

それほど大きく、深かったのである。
その分、人類は第二次世界大戦が
残した諸問題を長い時間をかけて
考察してきた。国連憲章や日本国憲
法はその結果の一つであるが、核
兵器問題や従軍慰安婦問題のよう
に、70年という時間を費やしても、
まだ解決できていない問題も多い。
　そういう中で、安倍首相と同じ思
考パターンを持ってきた人々は、こ
う考えたに違いない。「ひょっすると
日本は永久に敗戦国のままなので
はないか？」と。そんなことは耐えら
れないと思った彼らは、何とかして
「戦後」を強制終了させる方策を模
索し続けてきた。
　この夏、彼らがやったことがそれ
に当たる。一方で、これまでの首相
談話を引き継ぐと言いながら、「70
年間も我慢したから、もう許してく
れてもいいんじゃないか」と本音を
押し出し、他方で「次の戦争」では
絶対に勝ち組となることを期して、
頼りにしている親分に言われた宿
題をやっとの思いでやり遂げたの
だ。その際、彼らは「国益のため」「国
民の生命を守るため」と繰り返し、
「それが積極的平和主義につなが
る」と開き直ったが（しかも誤用！）、
要するに、過去の戦争を忘れても
らって、「次の戦争」に期待をかける
という下劣な品性を丸出しにしただ
けであった。

　ところで、本業で幕末の儒者横井
小楠の史料を読みながら、彼の思
考基盤に「天地間の道理上におい
て条理が立つかどうか」「世界に向
けて発信しても国辱とならないかど
うか」という基準があることに注目
している。詳しいことには触れられ
ないが、横井は幕末期における国
内外の諸政策を考える際に、この基
準に照らして、自らの考察を鍛え上
げていったのである。国際情勢につ
いての情報がごくごく限られていた
時代に、しかも一度も外国に行った
ことがないだけではなく、英語さえ
読めなかった彼が、儒学思想を徹
底化させることを通して、ここまで到
達していたことが、今日、彼の評価
を非常に高くしていると言えよう。
　翻って、国際情報が溢れかえって
いる中、世界中を飛び回っている安
倍首相のことである。この夏、彼は
間違いなく、国際政治の大舞台で
「道理」を説き、世界中の注目を集
めることができる、絶好のポジショ
ンに立っていたと言うべきだろう。
彼が、アジア太平洋戦争における日
本の戦争責任と真摯に向き合い、加
害責任を認めて謝罪した上で、アメ
リカに対して原爆投下の非を問い、
かつ核廃絶に向けたビジョンを語
れば、来年のノーベル平和賞受賞
も夢ではなかったはずだ（2009年4
月に、いわゆる「プラハ演説」を行っ
ただけで、具体的なことは何もしな
いまま、その年のノーベル平和賞を
受賞したオバマ米大統領の例を見
ても、この想定は決して無理ではな
いと思う）。しかし現実には、「安倍
談話」によって国際社会から戦争責
任のとり方の本気度を疑われ、新安

保法制によって専守防衛という戦後
日本の国是を大きく転換させて周
辺国に不安を与えてしまった。彼が、
祖父・岸信介に憧れて、祖父のよう
に歴史に名を残したがっていること
は、もはや衆目の一致するところだ
が、彼が考えるよりも数百倍の価値
で、人類史の偉人として称えられる
可能性を、彼自身が握りつぶしてし
まったことは記憶しておいていいこ
とだろう。
　ただこの夏の闘いを経て、私たち
の手許には、二つの大切なものが
残された。一つは、「戦後70年」とい
う時間をかけて、日本国憲法、とりわ
け第九条の精神が、日本国民の中
にしっかりと定着していたという「実
感」である。もう一つは、安倍流政治
によって、これ以上、知性や理性を
踏みにじられたくないという「危機
感」である。この二つの大切なもの
を足がかりに、秋以降、新たなス
テージを迎える闘いに挑んでいくに
当たって、いま一度、横井小楠の思
考原理に立ち戻って、私自身に問い
かけてみたい。「お前の行動と主張
に、世界に誇ることができる『道理』
があるか？」と。
　いま、憲法違反の戦争法を一刻
も早く廃止するための議論が盛ん
に行われている。その議論を、議論
のままで終わらせないためには、そ
こに「道理」がなくてはならないだ
ろう。その「道理」は、人類社会の過
去・現在・未来を貫く、普遍的な「道
理」でなければならない。そしてそ
の「道理」が、世界中で認められた
とき、日本の「戦後」は終わるのだろ
う。  
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意志表示は我々の最強の武器だ。8.30県民大行動。
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　9月13日、長嶺の広福寺で平和
の集いを開きました。
　戦争体験者4名のお話を聞いた
後、平和委員会事務局長の坂本浩
一氏の講演「戦争法案を考える」を
聞きました。4名の体験者のお話し
はテレビや本で得た知識とはまた
違った思いを与えて戴きました。坂
本講師の話からは、自衛隊の米軍
との一体化が益々進んでいること
を学びました。

たくま・ながみね九条の会神田 武尚

　集いの前の4日間は宣伝カーを
廻し、チラシ2,500枚を配りしま
した。
　目標は50名としていましたが、
54名（子供を除く）の方が参加し
て頂きました。特記すべきは、地元
選出参議院議員の馬場議員の後援
会者とその周辺の方が思った以上
にご参加いただいたことです。チラ
シを見て来場して戴いた人もいて、
九条の会の運動の広がりを感じる

　私たちは、熊本市東区の託麻・長嶺地域の「憲法九
条の会」です。
　本日、地元長嶺の広福寺で「平和の集い～戦争した
くないから学んで考える」会を開催し、先生の後援会
と思われる方も含め地元の住民54人が参加しまし
た。最初に地元の長老の方4名から戦前戦後の体験談
を聞き、次に、「戦争法案を考える」というテーマで講
演をいただき、学び語り合いました。
　この集会の中での戦前・戦後を生きた体験談は、映
画や書物で知る知識とはまた一味違うものでした。当
時は登校時に、英米人の人形に向かって竹やりを突い
てから教室へ入っていたこと、またいつ襲うか分から

ない艦載機グラマンが突然現れて、機銃掃射されるの
ではとの不安があったこと。そして、体験者の方々は
戦争だけはしてはならないと仰っていました。
　また参加者からは、自衛隊員の親が不安がっている
こと。自衛隊は政情不安定な地域への派遣を準備して
いること、それなのに、首相は「自衛隊のリスクは変わ
らない」と言っていることなどが、話されました。
この集会の様子をお知らせしますので、地元住民の気
持ちをくみ取りいただきますようお願いいたします。

アピールを熊本選出の議員に送りました！

参議院議員　馬場 成志先生
平和安保法制に対する地元住民の気持ちをお届けします

たくま・ながみね憲法九条の会
戦争したくないから学んで考える平和の集い

ことが出来ました。
　集いの最後にアピールを採択し、
それを熊本選出の国会議員へ送り
ました。宛先は、木原稔、野田毅、江
田康幸、松野頼久の各衆議院議員
の皆さま、馬場成志、松村祥史の参
議院議員の皆さまです。集いの要
請文を添付します。

平和の集い at 広福寺
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平和憲法を守る熊本県民会議

纐纈厚氏（山口大副学長）

4地区九条の会「戦争と平和展」より

野田 邦治

　安倍首相の70年談話は長文の
割には「中国・朝鮮・東アジアへの
侵略、植民地支配に対する深い反
省、謝罪はなく、一般論に終始した
最低の談話である。
　「積極的平和主義」を推進し、武
力による平和維持推進を言明した
安倍首相の顔には、まさに、平成の
ファシストの顔が見え隠れする。
　集団的自衛権行使容認を憲法解
釈変更で乗り切る閣議決定は、暴
挙そのもので、「朕は国家なり」と
思い込んでいる「恥知らずの首相」
である。
　この法案の「同盟国であるアメリ
カが他国から攻撃を受けた場合
は、日本の平和が侵されると首相
が判断すれば自衛隊は武力行使が
できる」と規定している。日本はア
メリカ軍と一緒に戦争に参加する
と明記されており、「首相の判断」
次第では、戦争を始めることが可
能となる。まさに戦争法案そのもの
であり、廃案しかない。
　過去の歴史で集団的自衛権が
最初に行使されたのは、日英同盟

敗戦から70年目を迎えた8月15日、熊本市県民交流館パレアホール
で講師の纐纈厚氏（山口大学副学長）は暴走する安倍内閣が進める「戦
争法案」について、甚だしい憲法破壊の暴挙であると痛烈に批判、廃案
を求める講演を行った。
主催は秘密保護法廃止！くまもとの会で市民ら約三百人が参加した。
以下講演の要旨を述べる。

（1902）後に起きた日露戦争であ
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～纐纈厚（山口大副学長）講演を聞いて～

　つたない文章だが、集団的自衛
権とは何か、少しでも感じ取って
もらえただろうか。
　この会を主催した「秘密保護法
廃止！くまもとの会」は県内で平和
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　みなさんこんにちは。セイラで
す。本日はお越しいただきありがと
うございます。WDW4人の主催メ
ンバーの中で、おそらく私が一番日
本の政治や歴史について無知で
す。じゃあなぜそんな私がここに
立っているのかというと、ただ漠然
と戦争が怖いからです。
　私は幼い頃から戦争の映画やど
こか遠くの国で起こっている戦争
のニュースを見ては怯え、そのたび
に母にいつも「日本は戦争する
の？」、「パパは戦争に行くの？」と
聞いていました。母は「大丈夫。日
本は戦争しないと約束したんだ
よ。」と言ってくれたのを覚えてい
ます。そんな政治も歴史も無関心
だった私が唯一、社会の勉強で覚
えた言葉があります。憲法9条で
す。これによって、私や私の家族、
友人、そしてここにいる方、そして
日本国民が守られていますよね。し
かし今70年築き上げた平和という
当たり前すぎる日常が、頭の悪い
誰かさんによって簡単に売り払わ
れようとしています。「こうなって
しまったのは、70年もの間で骨抜
きにされた大人たちの責任で、私た
ちはそれの犠牲者だよね。」なんて
言葉は言い飽きたし、聞き飽きまし
た。私はそうやって誰かのせいにし
て逃げるのはやめて、自由に生きる

WDW@熊本の若者

上村 征良
ために好きなことをして好きな人
たちと生きていくために、ここに立
つことを決めました。
　特定秘密保護法が成立してから
2年。集団的自衛権の行使容認が
なされてから1年。いま私たちは政
府が新しく作ろうとしている安保
法案について声を上げています。そ
してつい先日、衆議院で強行採決
されましたね。あまりにも強引すぎ
るやり方でした。私たちの間で戦争
法案と呼ばれるこの法案ですが、
いくら戦争、戦争と言っても実際現
実味がないのは分かります。私もそ
うです。だって私たちは戦争を経験
したことがないから。しかし、それ
がどれだけ幸せなことなのか私た
ちは気づいていない。ここ数十年の
無関心こそが頭の悪い権力者たち
を生んでしまったことも。すました
顔をし、関係ない、どうでもいい、
今日を生きればそれでいいなんて
言っている自分がかっこいいと
思ってる人に聞いて欲しいです。
聞き飽きたかもしれませんが、戦争
は起こってからでは遅いんです。
「だって、戦争なんてまだ先の話で
しょ？ っていうか私たちが死んだ
後の話じゃないの？ 大げさだよ。」
果たしてそうでしょうか。あなたた
ちがいま動かなければ、数年後の
日本は絶賛「戦争中」だと私は思い

ます。戦争経験者の方が言っていま
した。いまの日本は戦前の日本とよ
く似ていると。政府の動きと焦り方
が異常だと。戦争はいつの時代も
突然どこからかやって来て、知らな
い間に始まっているのです。そして
一部の大企業は武器を売り、もう
けようとしている。権力者たちが目
先の利益やおのれのプライドのた
めに始めるバカげた戦争に、いつの
時代も私たち国民は巻き込まれて
いくのです。
　戦争が始まれば、誰もが、間に合
わなかった、怖い、助けて、もうどう
にもならないなどと口を開くで
しょう。そして、言葉で伝えること
や行動に移すことを小馬鹿にして
きた人たちが、こうなることは分
かっていたんだと優越感にひたる
のでしょう。どうか人と違う意見を
持つことに怯えないでください。自
分はヤンキーだから、ギャルだか
ら、オタクだから、ニートだからっ
て政治に関わらないのではなく、関
われない世の中になってしまって
いる。十代、二十代の若者が政治に
関心を持つことすらタブーな世の
中になっていることに私は違和感
を感じます。
　いま誰が総理大臣なのか分から
ない、日本や世界の政治や歴史が
分からない。だからなんでしょう

自由に生きるために私はここに立つ自由に生きるために私はここに立つ自由に生きるために私はここに立つ
2015年7月20日、WDW@熊本の若者が行ったデモで訴えた上村征良さんの発言をおこしたものです。 か。だから戦争に行くのですか。巻

き込まれるのですか。違いますよ
ね。そういう作られたおかしい常識
は捨てて欲しいです。いま私たちの
置かれている状況はぜんぜん難し
くありません。簡単です。戦争に巻
き込まれるのをかっこつけて待つ
のか、私たちと一緒にあなたの声を
上げるのか。私はもちろん後者を選
びました。ショッピングのついでに、
デートのついでに、お昼ご飯のつい
でに、「デモなう」ってつぶやけば人
が集まり、誰もが意見を言い合い、
おかしいことにはおかしいと言え
る時代に、私たちで政治をコント

ロールできる時代に、私たちにはそ
の力と何より権利があります。閉ざ
されたあなたの口を開き、より多く
の人々に伝え、行動に移すのは今し
かありません。誰かがやってくれて
る、デモって怖い、大声を上げるな
んてダサイ、うるさいし迷惑じゃな
い？ そんな古くさい考えは今日で
やめませんか。この国の権力者たち
に不信感を抱き、この国のために闘
う気がないのなら、自分のために、
家族のために、友人、恋人のために
声を上げるべきです。
　三日もすれば私たち国民は強行
採決されたことなんて忘れるって

言ったけど、絶対忘れません。私は
30年後に、好きなことをして、好き
な人たちと生きて、ああ日本は
100年間も戦争していないんだ
ね、って言うと決めているんです。
　私たちは進み続けます。私は、私
が今していることをしたこともな
い人から、無駄だと言われても、絶
対諦めません。諦めちゃダメです。
戦争法案、ぜったい廃案にしましょ
う。

2015年7月20日、私、
上村征良は戦争法案に
反対します。
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