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こんばんは。琉球新報の島袋と申します。よろしくお願いいたします。今日は皆さんお仕事を終

えられた後とお見受けしますけれども、貴重なお時間をいただいて、沖縄の事、基地の問題の話を

聞きに来ていただきましてありがとうございます。色々な事に答えられるようしっかりお話をして

いきたいと思います。よろしくお願いいたします。北海道は三度目で、今日で最後なのですが、こ

の間、皆さんから色々温かいお言葉をいただきました。特に沖縄は南の端ですが、連合の皆さんが

これだけ考えてくださっている事を身にしみてありがたいと思っております。

まず「在日米軍基地の…」とありますが、沖縄には米軍のすべての軍種が駐留しているのですが、

今沖縄の中で一番大きな問題になっている事、関心事として一番高い事というと普天間飛行場の辺

野古移設の問題です。辺野古新基地建設問題と言われていますが、そこと切り離せないところで言

うと、普天間飛行場とは何かというところから説明をさせていただきたいのですが、普天間飛行場

というのは、米海兵隊という種類の軍種が使っています。米軍の中には四軍というのがあって、空

軍、陸軍、海軍、それで海兵隊というものがあって、普天間飛行場を使っているのが海兵隊です。

沖縄にはあと嘉手納基地という大きな基地がありますが、そこは空軍が使っていて主に戦闘機とか

が配備されています。普天間飛行場は主にヘリコプターの部隊で、攻撃ヘリとか、ヘリコプターで

はありませんが輸送機のオスプレイといった回転翼機といったものが配備されています。よくオス

プレイのことは「最新兵器」でこれがないと日本の抑止力が…といった事が言われますが、冷静に

考えると24人の人を運ぶ輸送機という事です。「オスプレイすごい」という感じがあるかもしれま

せんが、実態は人を運ぶ輸送機という事が第一にあるという事をお伝えします。もちろん、機能と

しては従来より航続機能が延びるとか、飛行距離が早いとか、そういった面では確かに最新ですが、

それが日本の安全保障に死活的に必要かどうかという議論をした時に、冷静に考えるとそんなもの

だという、そういう考えもできるかと思います。

沖縄に海兵隊が来た経緯とか、そもそもどういうふうに何故いるのかと、そういった事をまず説

明したいのですが、海兵隊というのは沖縄にはそんなにいなかった、というか戦後沖縄が米軍に占

領されてそのまま米軍がいて、このままずっと大量の米軍が駐留していると思われている方が非常

に多いのですが、もともと海兵隊というのは、戦後山梨とか静岡に陸上の部隊が駐屯していました。

今、普天間を使っている部隊は山口県の岩国基地にいました。それがどういう経緯で沖縄に来たか

というと1951年4月28日にサンフランシスコ講和条約が結ばれて、日本が主権を回復し国際社会に
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返り咲いた、そういう日として政府がお祝いとして万歳をやっていましたが、その条件というのが

沖縄は引き続き米軍統治下に置くという事が定められました。日本国全体としては主権を回復した

のですが、一方で沖縄はそこから切り離されて約20年間米軍統治下に置かれることになります。そ

して1972年に復帰という事になるのですが、この間に色々な事があって沖縄にどんどん海兵隊がや

ってきました。それは何かというと、山梨とか静岡とかにいた部隊、今ちょうど矢臼別に来るよう

な部隊が富士山に向かって演習などを行っていると、当然反対運動が起こってきます。もちろん米

軍は占領は終わっているので、高圧的なことはできないのでなかなか強制的に排除することもでき

ず、地域の農家の方、主婦の方が反対運動を行っている間に運用に支障が出て、ここを出ていかな

ければという時にあったのが沖縄という場所でした。それは、沖縄はまだ米軍統治化だからいいの

ではないかという事で流れてくる事になります。海兵隊というのは陸の歩兵部隊とかと輸送機のオ

スプレイやヘリコプターを運ぶという事で運用されているのですが、今ある海兵隊の航空部隊とい

うのがどういう形で沖縄に来たかというと、1972年に沖縄が本土復帰するわけですが、その時は沖

縄の中ではめでたいという話になっていたのですが、ちょうどその2週間くらい前に駆け込みのよ

うに岩国基地からヘリ部隊が移転してきます。そういう形で今の普天間飛行場が形作られてきまし

た。世界一危険な飛行場とよく言われますが、その前は普天間飛行場というのは陸軍が管理してい

た飛行場で、ほとんど使われていなくて、一日1～2回の離発着があるかどうかという状況でした。

よく地元の人の話を聞くと、昔はフェンスもなく歩いて横切ることもできたというゆっくりとした

空港だったのですが、そこに海兵隊が移転してきたことで非常に過密なところになり、危険だと言

われるようになりました。作家の百田尚樹さんは「沖縄の普天間飛行場は何もないところに基地が

あって、その周りに人が住み着いて…」とか言われていますが、実際はそもそも滑走路自体ほとん

ど運用されていなかったという事と、何もないところにあったのではなく、今の普天間飛行がある

ところというのは、かつて当時の村役場だったり、学校、郵便局があって、今滑走路になっている

場所は地元の競馬場があって競馬が行われていました。松並木があって大きな競馬の時には沖縄中

から見に来るというように、何もないところに基地ができたという事はまったく嘘で、そういうと

ころに基地が作られたという事です。その後、先ほど言ったように陸軍の基地になってほとんど使

われていなかったので、地元の方がそこに住んでいたらいつの間にか本土からヘリが来て、あのよ

うな形になったという事が実際の経緯です。そもそも普天間飛行場というのはもう一つ問題があっ

て、1943年にアメリカの統合参謀本部が作った文書があるのですが、それはいかにして日本を制圧

するかというプランを考えたものがあります。一連の公文書ですが、そのプランはたくさんあって、

その一部を北海道新聞社が2014年か15年の元旦号でやっていると思いますが、沖縄戦ではなく北海

道の方から攻めて上から下へ攻めていくというオプションもありました。場合によっては僕らが経

験をした沖縄戦というのは存在しなくて、彼らが選択したオプションによっては北海道戦もあった

かもしれないというような話ですが、その文書の中に、文書は海軍が作った資料ですが、その資料

で沖縄戦をするにあたってどうするかというものが示されているのですが、その中で1943年の段階

で普天間飛行場となるエリアに目を付けて、嘉手納空港のところにも那覇空港のところにも目印を

して、占領したらここに滑走路を作るという計画を作っていました。これの何が問題かというと、

その場所というのは、嘉手納飛行場だけは旧日本軍の中飛行場という場所で、ここを占拠して米軍

が嘉手納基地にしました。そこは百歩譲って法律上問題はないのですが、普天間があった場所は完

全な民有地で、民有地を取って基地を作るというのはハーグ陸戦条約に違反している事です。だか

ら、そもそも米軍が沖縄戦でそこを接収して、そこに基地を作ったという事自体がハーグ陸戦法規

違反なわけで、それは冷静に考えると無条件で返せという話なんですけれども、それを最終的に日

本政府が正式な施設として提供した。後にお伝えしますが、日米地位協定にも係るのですが、米軍

が基地として使うといった場所は日本は提供するという形になっているので、それが事後的に正当

化されて、それを返してくれというと「返すから新しい基地を」という事で、今の辺野古の基地の

問題が出てきているという事です。なのでもともと、原点というか入り口からして、そもそも代替
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施設を作れという性質のものではない、法律違反によって作った物というような経緯があります。

長々と普天間飛行場の経緯を話したのですが、そこを使っている海兵隊というのはいったいどう

いう部隊で、どういう事をしているのかという説明をしますが、海兵隊というのは即応部隊と言わ

れて、任務が必ずしも一つではなく色々な事に対応します。災害救助とか人道支援とかそういう事

もしますし、対テロの都市戦、都市を制圧するとか、名前は海兵隊なのですが主に陸上の任務が多

く、そもそも陸上部隊という事です。では、なんで海兵隊なのかというと、彼らは船で移動して

色々なところを回りながら太平洋全体をにらんで、何か起きた時に船で向かってオペレーションを

するという事です。それが自然災害の対応だったり、どこか政情不安で問題が起きているところで

制圧をして政治を安定化させる。そして、さらに紛争の拡大を防ぐとかそういった事をしています。

通常そういった事をする部隊編成というのは、海兵隊の中には三つの編成段階があって、一つは

「ＭＥＵ」と言われるもので、二つ目は「ＭＥＢ」と言われるもので、三つめは最大規模の「ＭＥ

Ｆ」と言われるものです。この最大規模の「ＭＥＦ」になると二万人規模で編成して全面戦争まで

対応することになるのですが、これはレゴブロックのように「ＭＥＵ」が一単位あって、もっと大

きなオペレーションにしなければいけないとなると、更にほかの「ＭＥＵ」をかき集めてくっつけ

て「ＭＥＢ」の単位になる。さらに「ＭＥＦ」を構成するときには「ＭＥＢ」をくっつけて「ＭＥ

Ｆ」になるとなっているのですが、通常災害支援とか、通常想定される対ゲリラ戦だとかそういっ

たオペレーションについては「ＭＥＵ」で対応するという事です。沖縄には最大の「ＭＥＦ」とい

う司令部が置かれています。「ＭＥＦ」というのは世界に三つしかなくて、一つはアメリカ西海岸

に、もう一つはアメリカの東海岸、そして沖縄という事になっています。そのくらい沖縄に基地負

担というか海兵隊の駐留規模が大きいという事になっている一つの指標として言えるかと思いま

す。では、「ＭＥＦ」の規模が果たして沖縄に必要なのかという事について疑問がずっと言われて

いて、そもそも不要なのではないか。「ＭＥＵ」程度でいいのではないかとかいうような事もよく

言われています。それは、ランド研究所というアメリカの軍事シンクタンクがあるのですが、そこ

がアメリカの議会から、アメリカの太平洋における、もしくは海外における軍事配備について、ど

の位必要でどのくらい不要なのかというような事を検証するように言われ、国防総省から委託を受

けて出した報告書が2012年に作られていますが、その中でも「ＭＥＵ」位のものがあればいいので

はないか、そのほかのものはカリフォルニアなどに戻して、何かあった時に「ＭＥＢ」「ＭＥＦ」

で対応できるのではないかという内容の報告が出ています。「ＭＥＵ」は2000人位の規模で、例え

ば同じ「ＭＥＵ」の規模でオーストラリアにも海兵隊が展開していますが、そこではオーストラリ

ア・ロイヤル・エアフォースの基地をちょっと間借りをして使う程度で運用していて、今の普天間

飛行場のような規模のものが本当に必要なのかどうか、辺野古の新基地が必要なのかどうか、そも

そもそんなに必要なのかどうか、そういった疑問がずっと言われ続けています。これは後ほどお話

をする「思いやり予算」にもつながってくるのですが、こういう事は過去にも何度も話をされたこ

とがあって、1970年代にアメリカの統合参謀本部と大使館がやり取りをした文書の中で、沖縄の海

兵隊はこのまま置いていてもコストもかかるし、実際に必要な任務があるのかという事が話されて、

沖縄から出てカリフォルニアに通常置いた方が効率的なのではないかという提言が出ています。国

防総省としてもそれでＯＫだったけれども、日本政府がそれを引き留めるという事がありました。

日本政府が引き留めたことに対し国務省の公電では「日本が出て行ってもらいたくないと言ってい

る」という事で、これは今後の日本政府に対する交渉のテコになるのではないかという報告をして

います。

同じような時期に「思いやり予算」というのが出てきます。海兵隊の運用上はカリフォルニアに
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あってもできる。海兵隊というのは先ほども言ったように強襲揚陸艦に乗って、これは小さな空母

のようなものですが、これに乗って太平洋をぐるぐる巡回してパトロールし、幅広く活動をしてい

るので、ピンポイントでいなければ運用できないという部隊ではなく広く展開する。沖縄からも1

年のうち半年くらいはいなくてずっと船に乗っていて、トモダチ作戦等の時、海兵隊は沖縄から直

行したと思われていますけれども、あの時はシンガポールにいて、そこで地震が起きて北上して東

北まで行きました。沖縄で普天間飛行場の県外移設の話とか、海兵隊がここにいなければいけない

のかという話をした時に「地理的優位性が」とか「2～3時間の動きが出ればそれだけで圧倒的な、

致命的な遅れが生じてしまって」云々という説明があったりするのですが、実際は太平洋のどこか

から駆け付けるとか、たまたまいた場所から向かうとか、そういうのが有事対応の動きなので「地

理的優位性が」などという事はあまり影響はありません。地理的優位性の話で言うと、よく言われ

る事で「朝鮮有事があった時どうなるのか」という話ですが、そもそも海兵隊はミサイルなどとは

関係がなくて、あれは空軍とか海軍が対応するものなのですが、仮に海兵隊が朝鮮有事に出動する

としてどういう動きをするのかというと、船自体は長崎県佐世保にあります。佐世保から強襲揚陸

艦が南に下りてきて、沖縄の部隊、ヘリコプターなどを押さえて、その上で朝鮮半島に向かいます。

これでだいたい三日間くらいかかります。では、九州にあった方が効率的なのではないかという話

も出てきます。九州からですと8時間くらいで行く事ができます。もちろんこれは九州に置くべき

だと言っているわけではありませんが、沖縄にある事があたかも軍事的に合理性があるという事が

言われたりしますが、実際は船がないと動けない。張り子の虎のようなもので、なかなか合理性が

ないという事になります。それで、辺野古新基地建設をめぐる、埋め立て承認をするとかしないと

かいう過程とか、その後の裁判の中でもずっと沖縄はその事を指摘していて、普天間飛行場がなぜ

最適なのかという合理性のところになると、政府からは最初、それは潜在的な紛争地帯に近いため

という回答が来て、九州などの方が近いのではと投げかけると「近すぎず」「遠すぎず」といった

回答が返ってきて、ではどこでもいいのではないかという話になって、「近すぎず」「遠すぎず」と

はどれだけの距離なのかという事に対しても、明確な答えはないという事です。最初にお話をした

経緯についてですが、初めから海兵隊が沖縄にいたのではなく、本土から移ってきて、陸上部隊は

関東から来て、ヘリ部隊は山口からと考えると、僕がこの取材をしている中でなぜ海兵隊は沖縄に

いるのだろうという話をすると、最終的には歴史上の事項という説明しかできないような状況があ

ったりします。そういう中で、今の沖縄の海兵隊の問題があると位置づけられます。これはどこに

置くべきか、いるのかいらないのかといった色々な議論があると思いますが、最初にお伝えをした

いのが、沖縄にあることが絶対的に不可欠な条件であるといった事ではないし、海兵隊からすると

世界最強の米軍の海兵隊がここにいなければ何のオペレーションもできないと言うと、むしろ彼ら

は憤慨すると思います。そのくらいその必然性というのは分からなくて、たまたま政治的事情、復

帰に伴う流れで沖縄が統治下に置かれた、こういった事などによって今の形があるという事を一つ

お伝えできればと思います。95年に米軍人3人が少女暴行した事件があって、この事件の時にもモ

ンデール元駐日大使が、当時は駐日大使で米副大統領でしたが、彼もその後の回顧録とかで、あの

事件後アメリカは沖縄の米軍を大幅に削減するか、撤退もしくは地位協定の改定などをする事で大

きな譲歩をしなければいけないのではないかという事を内部で検討した、という事を明らかにして

いるのですが、その時も結局最終的には日本政府側は引き留めた、というような事を証言していま

す。辺野古に基地を置くという事を決めたのも、アメリカ側が要望したことではないという事を証

言しています。そういう中で政治的決断が重なった結果、今の沖縄の海兵隊の問題があり、辺野古

新基地建設の問題があります。

海兵隊の話はここまでにして、日本の中にアメリカ軍を置いて日本を守ろうという基本的な方針

の中で、ずっと出てきているのが「思いやり予算」を含めた駐留経費の事です。これは、最初出さ
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れていた額がどんどん増えてきたという事と、基本的には法律上の義務である額というのがあって、

大体それがその法律の義務外の支出がどんどん増えてきて、倍増しているという事になります。レ

ジュメに平成28年度は3772億円のうち、本来払わなければいけないものが1852億円、残りのものが

まさに思いやりという形で出しています。それで当初、日米地位協定上どういうふうに定められて

いるかというと、第24条で「日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費は（中略）合

衆国が負担する。」米軍の駐留に伴って最初に建設する整備費、後は基地提供に伴って政府が地主

等に払う地代で、もし日本政府がその施設を返してくれといった時、代わりのものを提供するとい

った時に、こちらが求めたものなのでそれは支払うという形になっているのですが、それ以外の、

例えば基地従業員の給料の支払い、基地の光熱費、そういったものは本来はアメリカ側が払うとい

う事になっています。結論から言うと、そういったものも日本政府が払っているのですが、例えば

ドイツ、イタリアなど他にも駐留している国がありますが、そういったところには、光熱費とか基

地従業員の給料などは払っていません。この資料に日本の駐留経費負担は44億1134万ドルで駐留の

割合は74.5％です。ドイツなどを見るとその三分の一くらいで割合は33％、イタリアで見るとその

十分の一以下で割合でいうと41％となっていて、その規模というのは日本を除く26カ国ありますが、

その26カ国が支出している駐留経費負担の合計よりも日本の支出額の方が多いという形になって

います。例えば岩国基地とか共同使用されているようなところに行くと、自衛隊の官舎があって、

それは当然日本の税金で支払われているのですが、そのすぐそばに米軍の住宅があります。もちろ

ん米軍の住宅の方には米軍の基準が導入されていて広々としたスペースが確保されていて、隣の自

衛隊の官舎は狭い日本の基準が適用されたものになります。沖縄に来ていただくと分かると思いま

すが、米軍人の将校の家に行くとテニスコートがあってというような贅沢なものがあって、それも

日本の税金で支払われています。そのほか、基地内のスーパーであったり映画館だったりの遊興施

設も日本の税金で作っています。よく「沖縄の人は基地で儲けている」とか言われますが、沖縄の

県民総生産額に占める基地収入の割合は、1972年の復帰の段階で15％でしたが、これは今では4.

8％までに減っています。5％が小さいかというと、消費税もそうですが、それがないと食べていけ

ないというのは違う話の規模のものです。これだけ縮小した中で、基地の周辺の人は米軍の消費が

あって儲けているという事も言われますが、日本の思いやり予算で彼らが福利厚生としてスーパー

を作ったり、レストランを作ったりしていて、もちろん彼らは初期投資が少ないので、安く物を提

供して、税金もかからないとなると、たまには気分転換に外でご飯を食べたりお酒を飲んだりする

事があるかもしれませんが、日常生活部分についての娯楽、買い物は基地の中でやっていて、昔は

周辺で買い物などもしたけれども、今ではほとんどなく、ただ騒音だけが続いているという事にな

る。その辺の経済的な誤解も非常に大きいと思います。

沖縄から矢臼別の方に訓練移転がありますが、それについても思いやり予算の対象となっていま

す。オスプレイの訓練についてもグアムに移転する部分もありますが、それも沖縄の負担軽減とい

う事になりますが、グアムへの移転についてはそういう事があったのですが、もともと海兵隊とい

うのは強襲揚陸艦に乗って太平洋をぐるぐる回ってという事をしていて、去年オスプレイの飛行訓

練を移転した、それに対して沖縄の負担軽減だと説明されて出したお金だったのですが、これは調

べると去年も一昨年も同じような事をしていて、もともと彼らはグアムなどを回ってオスプレイで

訓練をして次の所をパトロールするという事をしています。これは負担軽減のためにグアムで訓練

をしたのではなく、例年そういう事をしていましたという事で、そういうことでも負担軽減という

事を言えば、そこに日本の税金を使うという形になっていて、よく分からない状況になっています。

これだけ日本政府がアメリカに対して思いやり予算を払うという事について、よく言われている説

明では「ほかの同盟関係と違って日本は片務的な同盟関係だ」と説明されます。それは何かという

と、よその国の同盟についてはアメリカを守るために兵隊を出す。日本の場合は、集団的自衛権が
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ないので、日本の場合は一方的に守ってもらっている。だからこれだけ払うという説明がされてき

たのですが、安保法制が成立した時に、思いやり予算は5年に一度協定を結んで総額を決めている

のですが、日本政府はこの関係がちょっと変わったという事で、2015年にアメリカに対して自衛隊

の役割がこれだけ増えたので、次の思いやり予算は減額の方向で妥結したいという方向で交渉しま

す。それに対してアメリカは増額を求めました。結局2016年度から5年間の駐留経費の負担は日本

の支出する額が、過去5年間に比べて133億円多いという事で合意します。結局、集団的自衛権がな

いからこれだけ払っていると説明をして、それは日米地位協定の問題もそうですが、そういう片務

的な関係という事が言われていたのに、多くの額を払わされるという事を考えると、その根拠の安

保法制は一体何だったのかという事も含めて思うところがあります。訓練移転などにもお金を使っ

たり、グアムとか北海道への訓練移転、そういった事にも日本の税金を投じて沖縄負担軽減とやっ

ているわけですが、もちろん沖縄としてはあれだけ基地を抱えている中で訓練が移転する、どこか

が受け入れてくれる、そういった事は基本的にもちろんありがたいという話で、我々の痛みをどこ

かが請け負う、受けていただく事はありがたいし、それは何かを解決していく事になるのかなと思

ってはいるのですが、ただ、一方で大元の沖縄の負担が本当に減っているのかという根本的な事が

あります。資料の2枚目ですが、2016年度の普天間飛行場周辺の騒音調査によると、騒音発生回数

は前年度比で8％増で、深夜・早朝の騒音発生回数は2.7％増になったり、嘉手納飛行場でも騒音測

定をしていますがそちらでも減っていない。沖縄から訓練が移転して静かになると思った、グアム

に移転して静かになると思ったら、なぜかウィスコンシン州の空軍が来て訓練をしたりしています。

州の空軍というのは基本的に州内の防衛のために設立されたもので、ほかに出ていくという事は基

本的にはありません。それが、なぜかグアムに移転して訓練をやっている間に、なぜかウィスコン

シン州の空軍が来たり、Ｆ35が来たり、空いたスペースに外来機が入ってくるというパターンがあ

って、騒音で見ると全然変わっていない。むしろ、よそから来ている部隊の方がルールを守らずに

アフターバーナーのように火を焚いて飛んで、とてもうるさい音を出したりしています。結局、測

定結果は何も変わらず、根本的に負担が減少したという実感が得られないという事になっています。

辺野古移設とは別でグアム移転という話もあるのですが、グアム移転というのは在沖米海兵隊が

だいたい定数で1万８千人くらいいると言われているのですが、その半分くらいをグアムとかハワ

イとかオーストラリアに分散移転するという計画で、それによって沖縄の負担が随分減るだろうと

いう話があって当初進められていたのですが、グアム移転をする事になって訓練が減るという事に

なって、今、日本政府内で進められてきている事が、空いたスペースに自衛隊が訓練に使用したら

どうかという、日本版海兵隊というものを作ろうとしているのですが、そういった案も検討されて

います。そうなると、住民からすると話が違うのではないか、訓練が減るというのであればその場

所は返還するというのが筋で、訓練の主体者が衣替えをするだけで負担は減らないのではないかと

いう話があります。そういう状況になっていて、総量を減らすという話ではなくなっています。も

う一つグアムの話で面白いことがあって、グアム移転の部隊についてですが、当初2万人を半分に

減らし沖縄に残す半分は実戦部隊と言われるもので、実戦部隊の他に補給部隊とか、司令部要員と

かがいますが、実戦部隊を約1万人残す。だから抑止力がありという説明をして、減らすことによ

り抑止力を維持し、沖縄の負担が軽減すると政府は説明していたのですが、グアム移転計画は2012

年に見直されます。それは「ＭＥＵ」規模の実戦部隊を除いて司令部などの要員を残し、1万人ほ

どの実戦部隊のほとんどをグアムやハワイ、オーストラリアに移すという事になりました。それも

グアムだけではなくハワイやオーストラリアに分散、移転させるというように内容が変わりました。

その理由は、北朝鮮や中国のミサイル能力が高まっているので、兵隊を集中させておくとそこをや

られてしまうと壊滅的な被害を受けるという事で移転内容を見直しました。1万人をここに残すこ

とが抑止力だと言っているのであれば、この1万人は何なのかという話になって詰めた取材をした
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事があったのですが、最終的に政府側の人間からは「ここにアメリカがいて信頼関係を示すことが

抑止力なんです」みたいな言葉が出てきました。それはもう軍事的なオペレーションは関係がない。

よく言われるワイヤートラップと言われるもので、ここに人がいる、もっと明け透けにいうと人質

理論という事でもあるのですが、ここにアメリカの若者がいる。ここが攻撃される。するとアメリ

カは黙っていないという事で、だから攻撃はできないと。でもそれはちょっと今まで説明をしてい

たオペレーションがどうのという事とは全然違う話になっていて、ましてや沖縄の地理的優位性と

いう事もなくなっていて、2009年の鳩山政権では「最低でも県外」と言って県外移設を目指した事

があったのですが、その時、県外には移設できないと説明されてきたはずの言葉が、航空部隊と陸

上部隊はオペレーションが効率的にできないので一緒にいなければいけない、だから県外移設はで

きないと言われていましたが、気づいたらオスプレイがある普天間飛行場、もしくは名護市の辺野

古の新基地が航空部隊がいたとしても、ではそれに参加する実戦部隊はどこにいるのかというと、

そのほとんどはミサイルが危ないとハワイとかオーストラリアへ逃げてしまっている。そうなると

全然つじつまが合わなくなってくる。もともと本土にいた陸上部隊は関東にいて、ヘリ部隊は岩国

にいたわけで、すぐ隣り同士の町に住んでいなければいけないという話ではなく、彼らは強襲揚陸

艦に乗って太平洋をぐるぐる回っている。そんな事になっていてその辺の合理性がよく分からない

まま「ＭＥＵ」クラスのものを前線においておけば一応の対応ができるのではないかと言われてい

る中で、それを運用する拠点となる基地だけは有無を言わせず作っているという状況になっていま

す。その合理性とか必要性というのは正直納得がいくものが沖縄県の中ではない。ないというかむ

しろ時代の流れに乗ってミサイル技術が変節していて、過去の日米交渉、過去の協議に携わったア

メリカ側の人からも「沖縄はミサイルが届く所だから別の案を考えてもいいのでは？」といった言

葉が平気で出てきたりしていますが、唯一の解決策としてこのプランになっているという形です。

それが今の普天間飛行場の問題だったり、今の海兵隊の問題になります。

普天間の事故で有名なものが2004年に沖縄国際大学にヘリが墜落した事故があります。大騒ぎに

なりました。ここからは日米地位協定の話をしたいのですが、本土の方はこれについてはどういう

ものかとか、イメージがあまりない方が多いかと思います。僕らは事あるごとに日米地位協定の問

題と言いますが、それは何かという事を最初に説明します。もし事件・事故が起きた時、どうやっ

て処理をするかとか米軍の運用はどうか、米軍に基地を提供するにはどういう形でやるのか。日米

安保条約が日米同盟そのものを規定するものだとすれば、地位協定は運用規則のようなものだと理

解をしていただければと思います。その中で日米地位協定というものがあるのですが、2004年のヘ

リ墜落事故は、ヘリは基地の外に墜落した。そこで、日本の警察が事件を検証しようとして現場に

近づこうとした。もちろんこれは日本国の主権の問題であり、当然捜査されるべきものなのに、そ

れを米軍が囲い込んで規制線から先、日本の警察は近づく事もできませんでした。警察だけではな

く、急いで沖縄に来た外務省の政務官も米軍からはじかれました。彼は非常に憤って、翌日記者会

見をして、主権が侵害されている状況だというような話をしていました。唯一その現場に入ること

ができた日本人は、現場にピザを配達したアルバイトのお兄さんが入っただけという、非常にいび

つな状況になっていました。琉球朝日放送のカメラマンと記者が中に入ってその様子を撮影してい

ましたが、それを発見した米兵が彼らを囲んでテープを渡すまでここから出さないという事を言っ

たりもしました。これも法的根拠はまったく分からないわけです。事実上それは、基地の外に勝手

に基地を作るような形になっていました。「これは二国間で話し合って新しいルールを決めたい」

というような事を政務官が記者会見をして言ったのですが、その外交交渉の結果、新しいルールは

何かというと、その時とった米軍の対応を正当化するような決まりができました。この事件の後、

名護の辺野古新基地建設現場のすぐそばの安部というところにオスプレイが落ちたのですが、その

時も海上保安庁が捜査を申し入れたけれどもダメでした。今年の10月に東村の高江でＣＨ53という
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ヘリコプターが緊急着陸して炎上しましたが、そこも調査はできない。その時は事後承認という形

でした。例えばイタリア、ドイツのようなＮＡＴＯ加盟国の場合は、基地の外で事故が起きた場合

は、現地受け入れ国の軍隊が一緒に調査をして、その結果をまとめて再発防止策もまとめるという

形が通常とられていて、受け入れ国ももちろんその調査をする。それは何かというと、その問題点

を検証しなければ当然再発防止策も作れないわけですから、それは受け入れ国として当然の対応を

している。けれども日本の場合は何もできない。米軍から一方的に出された報告書を渡されるだけ

という形になっています。2004年に沖縄県警が抗議をして調査をしたいと言ったのですが、そもそ

も警察がヘリの事故調査をする事ができるのかという議論もありますが、それは委託調査という仕

組みがあって、例えば医療過誤・医療ミスの事件などでも使われるのですが、専門の人に委託をし

て代わりに調査をしてもらって第三者的に検証して、その上でこれに刑事責任があるかどうかとい

う判断は警察が行うという形でやっています。航空機の場合、民間機の場合は国交省の事故調査委

員会のようなところがやって、刑事責任を判断するという仕組みがあります。警察として、そうい

う事を調べるという事が行われています。沖縄県警は、委託調査でもいいので何かできないかとい

う事を伝えたけれども、捜査することはありませんでした。当時の捜査委員は「報告書がアメリカ

から提供されるけれども、それは例えば医療過誤を起こした医師が自分は正しい手術をしたけれど

も、この人はたまたま死んでしまったと自分で言っている」その報告書を渡されてそれが本当なの

かという検証もできない。それは捜査とは言えない。例えば自白だけでは確定的な証拠とはならな

いわけです。そういう事は今も変わっていません。イタリアでは過去に、スキーのゴンドラのケー

ブルを低空飛行のジェット機が切ってしまって20人亡くなるという事故があったのですが、その後

イタリアとアメリカの合同捜査チームを立ち上げて、当時の飛行記録など全部を洗いなおして、イ

タリアでは他国の人がフライトするときには国にフライト申請をしなければいけないという事に

なっているのを、本来飛行してはいけないような部隊の人が虚偽申請をしていたという事が分かり

ました。その後、飛行航路の引き上げとかをイタリア側から提示しました。アメリカ側では訓練に

規制がかかるのは困ると抗議をしたのですが、聞き入れず署名にこぎつけました。日本では調査に

すら参加できないという事と全く違う、それが駐留国のルールになっています。ドイツではボン補

足協定というのを93年に改定して国内法を適用するという事になっています。ドイツ国内の航空法、

騒音防止法などが適用され、空港の管理者が周辺自治体と騒音をどうするかという話し合いをする

機関が設置されたり、深夜・早朝の訓練のやり方などについても周辺自治体が検証できる仕組みだ

ったり、騒音を避けるためのルートを定めたりとかいう事があります。しかし、日本の場合はそう

いった事はありません。米軍の運用に関しては、日本は一切制限できないという事になっています。

これは、裁判所の判決も一緒で、嘉手納、普天間、厚木などで爆音訴訟がありますが、これについ

ても裁判所は「騒音自体は違法だけれども、これを差し止める権利は日本にはない」としています。

地位協定は治外法権と言われますが、法の及ばない存在になっているという事が一番指摘される事

です。損害賠償額は認められて支払うけれども、日米地位協定上、損害賠償が生じた場合75％アメ

リカが支払い日本が25％支払うとなっていますが、その75％の支払いを日本政府がアメリカに求め

たことは一度もありません。それはなぜかというと、信頼関係が崩れるのでという事でずっと日本

政府が払っています。だったら騒音賠償が起きないよう気をつけてほしいという話になると思うの

ですが、それについては米軍の運用についてはできない。騒音防止協定というのがあるけれども、

その中でも「できる限り騒音を防ぐ」とか「その限りではない」といった但し書きがあって、それ

が結局ひな型になって、オスプレイの飛行に関するルールでも但し書きによって抜け穴ができて、

実効性がないような状況になっています。米軍基地内は、日本の法律内で言うと、無法地帯です。

ただ、その外でも法律が適用されないというのは治外法権扱いになっています。特に公務上につい

てはです。
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では、日米地位協定の運用はどうなっているのかというと、非常に複雑な仕組みになっていて、

協定本体があるのと同時に、それを運用するには日米合同委員会というもので運用することになっ

ています。この合同委員会は非常に問題点が指摘されるところで、法律家は日米地位協定自体がど

れだけ不平等で内容が悪かったとしても、それは法律として存在し明文化され外に出ているものだ

から、国会での議論でも使えるし検証にも耐えうるものなので、それは百歩譲って、一番の問題は

日米合同委員会だと批判されます。それは例えば日米地位協定の解釈だとかについて非公式で議論

されて決められるものです。先ほどの沖縄国際大学のヘリの墜落事故の時に、日本の警察が立ち入

ることが出来なかった。これは結局何だったのかという事を、後で確認した結果、日米地位協定の

合意議事録というのがあります。これは合同委員会で合意します。それについて日本の当局は、ア

メリカの財産については所在の如何を問わず基地の中であれ外であれ、捜査または差し押さえをし

ないという事が合意されています。これは一例ですが、ＳＡＣＯの合意の中でパラシュート降下訓

練というのがあって、これは見た目には隊員がパラシュートで降りて一見地味な感じがしますが、

沖縄の中ではこれは非常に危険な訓練というトラウマがあります。それは、過去にトレーラーが落

ちてきて、下にいた少女が死亡したり、兵隊が風で通常予定していたコースト違うところに降りて、

下にいる人に当たって亡くなったりとか、過去に民間の犠牲も生じた訓練もあり、沖縄の中では敏

感な訓練として扱われています。パラシュート降下訓練については、伊江島補助飛行場というのが

あって、陸上部の補助飛行場については伊江島補助飛行場でしか行ってはいけない、そのほかの場

所ではやってはいけないとＳＡＣＯ合意で決まったのですが、それが最近は嘉手納基地でよく行わ

れるようになりました。今年の4月に11年ぶりにいきなり行われ、しかも夜間に行われ、今年にな

ってすでに3回行われているのですが「これはＳＡＣＯ合意違反ではないのか」と質問をすると、

米軍からは日米合同委員会の○○年合意でＯＫされているというように、知らない話が出てきたり

します。僕らが明文で知っているＳＡＣＯ合意だったり明文で知っている地位協定だったりが密室

で変質していて、例外が許されたりという事になったりしています。有名なもので言うと、身柄引

き渡し問題で、起訴前の身柄引き渡しについてドイツではそもそも裁判権を基本的に放棄するとい

う形になっています。日本の場合は、起訴前の身柄引き渡しについて重大犯罪であればそれを求め

て、米側が好意的配慮を示すという形になっています。それ以外については、基本的には一時裁判

権は行使できるという事になっているので、外務省などの説明ではＮＡＴＯ協定とほぼ同質、ＮＡ

ＴＯ並なので改定の必要はないと言っています。裁判権を放棄すると明文で書かれているので、日

本の場合は公務外の犯罪であれば、例えば万引きであれ傷害事件であれ、日本警察は逮捕すること

ができるわけです。なので日本の方が優れた地位協定だと言いますが、これも日米合同委員会の合

意で、重大事件以外は裁判権を行使しないという密約がなされています。警察が捕まえるまでは日

本の裁判権が行使しているようだけれども、その後に重大事件以外起訴しない、そういう事はしま

せんという事が合意されているので、数日たったら釈放されるというルールになっています。そう

いう事以外は、例えば殺人、強姦、強盗の三つの犯罪については、日本側が起訴するにあたり身柄

引き渡しを求める事ができますが、そのほかについては依然として日本側には第一次裁判権もない

し、あるように見えても自分たちで放棄すると言っている。捜査権についても明文上はあるように

見えるけれども、密約など見えない合同委員会で放棄しているという事が多く、それは検証できま

せん。その仕組みも、例えばその構成メンバーですが、日米合同委員会の日本側の代表者は外務省

の北米局長になっていますが、アメリカ側は在日米軍副司令官になっています。日本側はことごと

く関係省庁の局長級だとか文民がずらっと並んでいます。アメリカ側は軍人ばかりです。二国間の

協議というのは、地位協定は条約ですから条約の解釈というのは通常その政府機関が行うのが普通

ですが、数あるメンバーの中で一人だけ在日米大使館の首席公使が入っていますが、実際の運用は

全部米軍人で構成しています。そういういびつな状況の中で、もちろんアメリカ側の主張というの

は最大限軍事的支障がないようにそれを目指しますし、なかなか会話がかみ合わないという事もあ

って公表されない。その後に国務省の日本部長になったスナイダーさんが大使館内で書いた公電で
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は、アメリカの中でもこんなあり方はいびつで、こういう運営がされている組織は世界で類を見な

い異常な形態だとアメリカの中でも批判されていて、これは見直すべきだと。大使もそこに同調し

たけれども、最終的には太平洋軍司令官がストップをかけました。結局、日米合同委員会の枠組み

は変わりませんでした。システムとしても他国に例を見ない、自国の外交官が言うくらいおかしな

仕組みになっています。

地位協定が存在して、合同委員会で抜け穴ができていて、合同委員会合意すらないのに法を逸脱

して何かをやった時に、それを追認する仕組みもよくあって、今回も東村の高江でヘリが墜落した

時に、米軍の財産については差し押さえとか捜査はしないと決まっているという話をしましたが、

その時に政府も自衛隊を派遣して、自衛隊の捜査ならばいいのではないかと言ったのだけれども、

結局自衛隊も関与できませんでした。自衛隊とか警察の捜査を打診したけれども結局アメリカが撥

ねたというだけではなく、汚染があった場合、その因果関係を証明するために防衛省の沖縄防衛局

だとか沖縄県がそこの土のサンプル採取をしようとしました。落ちた場所は民間人がやっている牧

草地でした。そこの牧場主が土は大丈夫なのか、汚染されてはいないのかという事を非常に懸念さ

れていて、サンプル調査をしようとしましたが、その瞬間に米軍のトラクターが入ってきてその辺

の土を全部取っていきました。防衛省の沖縄防衛局がストップをかけたのですが駄目でした。合同

委員会の合意議事録では米軍の財産については捜査差し押さえはしないという合意があって、それ

自体おかしいという声もありますが、少なくとも今それが合意されている事項ですが、ではなぜ基

地の外で、財産ではないものまで持って行くことができるのかという法的根拠が分からない。それ

はまた僕らが知らない密約なりが存在するのか。もしくは密約は存在しないけれど、現場として正

当化されていくみたいな事になるのか。そういういびつな運用がずっとなされているのが日米地位

協定です。米軍の施設管理権については、立ち入りができないという事があったりします。イタリ

アの場合ですと、米軍基地はイタリア空軍の司令官の管理下に置かれるという事になっていますか

ら、米軍基地であってもイタリアの主権が及ぶとされています。それが意味する事は、すべて米軍

の活動にはイタリアの法律が適用されるという事です。イタリアの司令官の位置づけは1995年の二

国間協定がありますが、その中で、イタリアの司令官は主権の擁護者と位置づけられていて、主権

の擁護者としてすべての施設に制限なく入る事ができると書かれています。日本の場合はそれは入

れません。ドイツの場合は自治体も事前通告をすれば入る事ができますし、緊急時は通告をしなく

ても入る事ができます。ドイツのラムシュタイン空軍基地というところの近くの自治体の人に会い

に行った事があります。そこの副市長さんとお話をしましたが、24時間いつでも入る事ができます。

それくらい基地の中の主権、立ち入りについても違いました。地位協定の話をする時、ＮＡＴＯ協

定との比較ではそんなに違いはないという説明を受けるのですが、構造として日米地位協定という

のは、例えば米軍人が犯罪を犯した時にどうするのかという時に、基地の運用とか管理権が全部定

められているのですが、ＮＡＴＯ協定の場合は細かい事は定められていなくて、それについては二

国間協定で、例えばドイツであればボン補足協定であったり、イタリアであれば1995年に改定され

たモデル行政取り決めというのがあったりして、そこで細かく書かれています。実態として地位協

定とどう違うのかという事を把握するには、やっぱり二国間協定の中で細かい取り決めがあって、

そこの中で縛りをかけていています。そういうところまでを全部見てみないと、地位協定がいかに

ほかの国に比べて不平等に運用されているかという事、運用実態としての変化というのはつかめな

いというのが実際のところです。それが協定上こう書かれているから対等だと見るのはまったく違

う。そういった事も含めての違いだと思います。よく沖縄の問題は本土には伝わっていないと言わ

れる事があったりしますが、僕が思うのは、例えば大きな事故が起きたりすると本土ではそれが報

道されて、知事が怒って抗議しているけれども、数日するとそれはもう終わっているというパター

ンが多いと思いますが、沖縄では事件事故が起きるという事はさることながら、それはもちろん基
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地が集中しているという事が根源にあるし、事件が起きた後にもむちゃくちゃなことが起き続けて

いるという事があって、そういうことは極めて地位協定に係るところで、結局それをきちんと処理

をしないと事件や事故は防げないし、何故こういう事が起きたのかという検証もできないのに、そ

ういう事が全然できないまま、戦後72年沖縄に基地が集中しているというような形になっています。

そういう事が起こった時、政府はきちんと主権を行使して対応できているのかという事も含めて、

今後も関心を持っていただければと思います。とりあえずこれでいったん終わって質問とかがあり

ましたらお受けしたいと思います。

＜質疑・応答＞

会場1：今新聞でしか分かりませんが、朝鮮をめぐる戦争が勃発しそうな感じで非常に困った、駄

目だと思っているのですが、先ほどパラシュート訓練などが急に行われたとか、ヘリコプターが落

ちたとかいうのは、そのような米軍の動きと何か関係がありますか。現在、沖縄ではどのような状

況にあるのですか。

島袋：まず、ヘリが落ちたという事についてですが、あれは落ちたというか緊急着陸をしてそのあ

と炎上したのですが、それについてはあまり朝鮮半島情勢とは関係がないと思います。通常高江で

やっている訓練の一環の中で起きた事かと思います。パラシュート降下訓練については、何か影響

があるのかなという気がします。特殊作戦とかで、嘉手納の部隊が、朝鮮半島で何かあった時にそ

こを制圧する何かに関係しているのかなと思います。よく対ミサイルでは、空軍と海軍が迎撃ミサ

イルを撃つとか、海軍が展開して潜水艦から反撃のミサイルを撃つとかいう事が想定されますが、

同時に、拠点を特殊作戦で制圧してとかいう事もあり得るので、そういう面でいうと非常に増えて

いるのと、トランプ政権に代わって軍人が強気になっているというか、北朝鮮がこんなだからお前

たちの国を守るためにやっているというような返答が多くなっている気がします。地元の首長さん

が抗議などに行ってもそういう状況なので。今までやらなかったような訓練が最近ちょっと多いな

と、そういう面で負担が増えている気がしますし、嘉手納でもＦ35が配備されているという事もあ

ったりしていますので、そこは感じます。ではそれが戦時体制かというとそこまでは…お互いのけ

ん制のパフォーマンスでやっているのだろうというのが、今までの見方ではあるのです。でもそう

いう政治ゲームとかけん制をするためにこれを持って来て配備をして訓練をやっているうちに、基

地を抱えている地元としては負担がどんどん増えているなというのが実感です。いざ明日始まると

いう空気があるわけではないという気がします。

会場2：今日の朝日新聞で色々アンケートがあって、安倍政権がどうのこうのという事と朝鮮半島

が戦争の危機という事で、一般市民の人たちは相当な危機感を持っているという数字が出ていまし

た。今、流れはほとんど安倍にお任せという形になっている状態ではないかと思います。そうなる

と相当危険な状態だと思っています。島袋さんは、沖縄で色々戦争・平和の問題について活動をさ

れていると思います。私は労働運動や政党が戦争をさせてはいけない、戦争反対だ、平和の運動を

進めようという事を展開していく必要があると思いますが、島袋さんはどのようにお考えでしょう

か。

島袋：もちろん僕らは、沖縄戦では県民の4人に1人が命を失って、戦争はもちろん怖いという事を

経験としても知っていますし、僕も軍事の関係の取材をしたりするとちょっと恐ろしいと思うこと

があったりします。それは何かと言うと、例えば軍事シンクタンクなどが出している「米中闘わ

ば」というような報告書があったりして、軍事バランスの比較表などを見たりしますが、これは北

朝鮮に限らず中国のものだったりするのですが、中国のミサイルが勢いを伸ばしていて、その場合

11



どう戦うのかというシナリオが書かれていたりするのですが、僕の実家は嘉手納基地のすぐそばに

あって、今の中国のミサイルの精度は誤差が最大で10ｍくらいなもので、もし戦争になったら嘉手

納基地に中国からミサイルが256発飛んできて、基地は数週間使用ができないようになるというシ

ミュレーションがあるのですが、もし嘉手納基地にミサイルが飛んで来たら隣に住んでいる僕らと

しては、現実の危機になるわけです。基地を抱えるという事は、当然その戦争に巻き込まれるとい

う危機感を持っていて、沖縄戦でもその経験はありますし、それが答えになっているかはどうかは

分かりませんが、もちろん平和であるという事は僕らの命を現実に守るもので、こう言っては申し

訳ないのですが、例えばＪアラートが鳴って頭を抱えて逃げたりと大騒ぎしている事がありますが、

現実に飛んでくるのはこっちだからという気持ちもあって、基地を抱えているという事はそういう

意味もあって、というような思いで平和を考えています。それは、県民みんなの現実的な生活が一

気に変わるという事を、僕らは肌で戦争を経験していますし、もちろん平和という事が前提として

基地問題の事も話をしています。

主催者まとめ：ありがとうございます。時間がきたところですので質問はここで終わらせていただ

きたいと思います。今日の講演の中で改めて「主権」という事がどれだけ大事なのかという事を考

えさせられたと思っています。主権が及ばない、法治国家日本の法律が届かないというのはどうい

う事なのかという事を考えさせられたと思っています。オスプレイが8月に共同訓練で北海道に来

た時も、飛行経路すら分からない。突然、島牧の上空を飛んでいるという状況があったり、本当に

何も分からないという事は厳しい状況なんだなという事を感じました。今日、島袋さんに講演をい

ただいた事はしっかりつなげてまいりたいと思いました。改めて拍手でお礼を申し上げたいと思い

ます。本日は長時間にわたり学習会に参加をいただきました事をお礼申し上げたいと思います。あ

りがとうございました。
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