
1 

 

                                                

  

 

＜巻頭言＞  

《世のための教会》 

《教義は政治的テキスト》ということ 

―息苦しい時代が近づく日々に― 

           渡辺 輝夫 

渡 

参院選が後半にさしかかった 7月 15日夕、

選挙応援に来札していた安倍晋三首相に向

けて批判の声を上げた市民が警察権力によ

って力ずくで排除された。決してトラブル

を起こす様子ではなかったという。もうそ

こまで来てしまったのか… そう思いなが

ら、わたしの脳裏に今から 34 年前、1985

年 8月 15日の光景が一気によみがえってき

た。私的な回想を綴ることをお許し願いた

い。 

         ◆ 

その日は国内が異様な空気に包まれてい

た。時の中曽根康弘首相が戦後初めて靖国

神社に「公式」参拝するという。当時わた

しは東京中会恵泉伝道所で教師試補として

駆け出したばかり。主任教師が小川武満牧

師だった。同じ敷地内に住んでいたわたし

は、牧師夫妻と共に、靖国神社へ抗議行動

に出向いた。首相を乗せた車列はまだ到着

しておらず、わたしたちは日陰を求めて待

機していた。そこに静かにあらわれたのが

井上良雄先生。わたしはこの時思った。こ

の光景をしっかり目に焼き付けておこう、

と。 

《8 月 15 日・靖国神社・ 

井上良雄・小川武満》 

        ◆ 

「井上良雄」といえば、将来を嘱望され

た文芸評論家。それが、戦争の暗い谷間の

時代、突然文壇から消えたあと、戦後、改

革教会の神学的巨匠Ｋ・バルトの翻訳家そ

して平和運動の指導者としてキリスト教界

に躍り出た（雨宮栄一『評伝井上良雄－キ

リストの証人』新教出版社参照）。わたしが

はじめて先生にお目にかかったのは、東

京・世田谷にあった当時の神学校。小さな

教室で、和解論のドイツ語をたどたどしく

訳す数人の学生を前に寡黙な先生はじっと

忍耐しながら相手をしてくださった。…教

会が教会である徴は何か、説教と聖礼典。

宗教改革以来の伝統的なアウクスブルク信

仰告白の線を踏襲しつつ、しかし、その教

会は何のためにあるのか…とバルトはさら

に問いかける。《世のための教会》。わたし

はその時、電撃に打たれたような強い衝撃

を受けた。そうか、教会は教会として自己

完結してはならない。世へと開かれてはじ

めてその使命を全うするのか。 

         ◆ 

「小川武満」。中国東北部・旧「満州」奉

天生まれ。日本キリスト教会生粋の牧師で

ありながら、あの７３１部隊の満州医科大

学卒という異色の存在。先生はいわゆる十

五年戦争の生き証人、身をもって「戦争」

の実態を知っておられた。どこから来襲し

てくるともしれぬ「敵」を前に歩哨に立っ

た恐怖の夜。「戦争神経症」という言葉も先

生からはじめて伺った（野田正彰『戦争と

罪責』岩波書店 第２章参照）。それはのち

キリスト者遺族の会、平和遺族会の運動へ

と結実していくことになる。晩年は自らと

教会の戦争罪責告白を込めた中国訪問の旅

を企画し続けられた。内モンゴルの大平原

に寝そべって大空を共に仰いだひと時が懐
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かしい。 

 ◆ 

両者は旧知の仲であった。教会教義学（和

解論）の翻訳をライフワークに後半生を歩

む井上良雄。みずからを権力の前にさらし

てその暴走を留めようとする（なんとその

前年、私的に参拝に訪れていた中曽根首相

の車に立ちはだかった！）激しい情熱の伝

道者小川武満。わたしはここに「日本キリ

スト教会」の生きた信仰告白の姿をみる。

井上の教義学的営みは決して自己完結して

はいない。他方あまりにも政治的すぎると

思える小川の行動は決して表層の状況分析

からではない（『地鳴り』キリスト新聞社 

第３章 神学的基礎を築いた時代参照）。わ

たしはこの両者に教義（教理）と政治的態

度決定の連動をみる。なぜなら《教会教義

学は徹頭徹尾、政治的なテキストなのだか

ら》（宮田光雄『カール・バルト 神の愉快

なパルチザン』岩波現代全書参照）。あのあ

と、わたしたちはそれぞれの形で抗議行動

を行った。臆病なわたしは抗議者の群れに

紛れ込み車列の行く末を見守っていた。す

ると、数人が「公式参拝反対！」と突如声

をあげたのだ。ところが、その中にいた公

安にすかさず首根っこをつかまれ力ずくで

群れから引き離されていった。権力に物申

すということの恐ろしさを肌身で知った瞬

間だった。 

       ◆ 

あれは、遠い過去の、一瞬の出来事だっ

たのか。否！昔のことでも他人事でもない、

「今」に続く「わたし」の足元の現実にな

ってきた。それほど時代は息苦しくなって

いる。そうではないか。もはやわたしの前

を行くたくましい先人たちが次々少なくな

るなか、今自分に言い聞かせる。どんな小

さな器であっても、どんなぶざまな姿をさ

らしても、どんな貧しい言説を語ろうと、

せめて今度こそ逃げることはすまい。教会

は政治と無関係などと言って。これが前の

世代から預かった責任であると思うから。

そしてそれは、ユダヤ教宗教原理主義とロ

ーマの政治権力に一歩も退くことなく十字

架にその身をさらし、自由と解放の世界を

開いたナザレのイエスのあとに続く者たち

の行く末でもあると思うから。 

（夕張伝道所牧師／ 

中会ヤスクニ・社会問題委員長） 

 

 

＜報告１＞      谷内 由紀江 

 
ヤスクニ･社会問題委員会公開学習会  
 

「改憲の最大ターゲットはどこにあるのか」 

  ―天皇制と憲法２４条から考える― 

講師：清末愛砂氏  

（室蘭工業大学大学院准教授） 

 

 曇り空の 7 月 15

日「海の日」、日本

キリスト教会札幌

琴似教会において、

当委員会の公開学

習会が持たれまし

た。清末先生をお招

きし、８０名を越え

る参加者が、お話をいただきました。 

 私にとっての憲法改正というと、９条や

緊急事態条項ばかりが頭にありましたから、

天皇制と２４条の関連という新たな視点か

らのお話は興味深いものがありました。 

日本国憲法第１条には、象徴天皇につい

て書かれてありますが、保守改憲派にとっ

ては、これが非常に邪魔であり、天皇は象
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徴ではなく、「元首」であってほしいという

願いがあること。 

また、２４条には家庭生活に於ける個人

の尊厳と両性の平等について書かれている

が、「個人の尊厳」という言葉があるのは唯

一２４条だけであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、保守改憲派は天皇の元首化と個

人の人権を守る第２４条の改悪･削除をセ

ットに考えていること。これまで多くの虐

げられた者（特に女性）たちが、この２４

条によって守られてきたが、保守改憲派は

ここにターゲットを絞っている事に、護憲

運動側が気づいてこなかった。 

以上のことは、私にとっては本当に新し

い着眼点でした。天皇制は「個人の尊厳」

を謳う２４条と、真っ向から対立する制度

で、基本的人権を柱の一つとする日本国憲

法には、相いれない異質な制度であること

がはっきりと示されました。 

 

ところで、改憲右派は個人の尊厳・尊重

が嫌い。それには次の理由がある。 

① そもそも改憲右派の思想の中には、国民

主権ではなく、天皇主権天皇統治（天皇

の御世・一代一元号による時間と土地と

臣民を支配する）があること。つまり、

天皇及び国家が国民のために仕えるの

ではなく、国民（臣民）が天皇及び国家

のため仕えるという、憲法の基本原則と

は真逆の思想に立っていること。 

② その際、国民管理の基礎単位を「個人」

ではなく「家族」と見ている。そのこと

によって、天皇を国家の父とする国家構

造と父をミニ天皇（家長）とする家庭の

構造とを重ね合わせて、これを「美しい

日本の国体」とするという思惑があるこ

と。大日本帝国憲法と旧民法、教育勅語

の思想そのものである。 

 管理の基礎単位を「個人」ではなく「家

族」として、この通念を浸透させることは

天皇制の容認に繋がるばかりか、「家族は助

け合え」｢家族のことは家族内の自己責任

で｣「家族の問題を外に出すのは恥」という

意識や文化を、市民の間に深く刻み込む。

結局、政府は国民の福利厚生という最大責

任を放棄して社会保障費削減に道を開く。 

 しかし先ず、憲法は道徳でなない。家族

の関わりに口を出すものでもない。日本国

憲法は、天皇を含む為政者が国民に対して

責任を負う為に、尊重し擁護義務伴う規定

に他ならない（憲法第９９条）。これを国民

に生き方について云々する事に用いるなら、

それは全くの勘違いと言える。 

 

 

 

 

 

社会の実相を見ていくと、新元号の発表

を受けて、これは「命令に和め、従え」と

いうメッセージなのかと印象が、主に web

上に広がり、慌てた政府は「万葉集からの

出典」「“令”は命令の令ではなく、令嬢の

“令”で、涼やかな日本国の品格を表す」

日本国憲法 

第９９条 天皇又は摂政及び国務大臣、

国会議員、裁判官その他の公務員は、こ

の憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 

日本国憲法 

第２４条 婚姻は、両性の合意のみに基

いて成立し、夫婦が同等の権利を有する

ことを基本として、相互の協力により、

維持されなければならない。 

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居

の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関す

るその他の事項に関しては、法律は、個

人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して

制定されなければならない。 
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等の対抗メッセージを直接・間接に発する

に至った。また政府は改元を機に、マスコ

ミを動員して「令和フィーバー」を作り出

し、これが妙な盛り上がりを見せた。 

新天皇即位以降の「雅子さまブーム」も

すごい。これも安倍政権の好きな「輝く女

性」と重ならないだろうか。また、天皇が

訪問する行き先も、外国人労働者のところ

など、政権の意向と結びついていないだろ

うか。天皇や皇族の行動は、実にみごとに

政治と連動していると見える。 

 

二つのご意見を紹介して、終えたいと思

います。 

「制度を一人の

人格として、しか

も良い人として

語る時には、制度

の是非の問題や

制度が持ってい

る暗闇（歴史の責

任、宗教性、差別

性、特権階級の存

在、巨大な財産所

有、巨額の税金の

消費、価値観や文

化観の征服等々）

を隠してしまい

ます。天皇個人の

人となりを云々

する事や、人とな

りによって天皇

制を理解しよう

とする試みは、危

険です。 

 

天皇は現在もなお、国家神道の神であり、

更に頂点にある神主です。この制度は、明

治政府が創設した宗教制度であると同時に

政治制度でもあります。天皇制は、日本国

憲法の理念（9 条や 24 条）に抗うものであ

りながらも、日本国憲法の中に織り込まれ

ている事実。そして、戦後を通じて、天皇

を元首化して、憲法 9 条・24 条を削除・改

変したいという勢力が常にその機を狙って

いるという現実。 

天皇制についての議論は終わりません。

しっかり分析して、議論を深めていくこと

が大事です。 

（札幌白石教会長老／ 

中会ヤスクニ･社会問題委員） 

＊編集者注＊ 

日本国憲法では、既に天皇を元首として扱う 7 条

9 項「外国の大使及び公使を接受すること」があ

る。憲法に定められた国事行為は、すべて政治と

関わりがあります。 

 

＜報告２＞       小泉 三千子 

第 3８回政教分離を守る北海道集会  

『思想・信教･表現の自由と未決の大逆事件』 

講師：田中伸尚（のぶまさ）氏  
（ノンフィクッション作家） 

  

去る 6 月 5 日、旭川トーヨーホテルにて「第

38 回政教分離を守る北海道集会」が開催さ

れました。主催の実行委員会は、キリスト

教各団体、仏教界及び労働・平和運動など

の各団体で構成されており、135 名が参加              

しました。   

 今回は、ノンフィクション作家田中伸尚

氏を迎え、「思想・信教・表現の自由と未決

の大逆事件」とのタイトルの講演を拝聴し

ました。田中氏は、2011 年著書「大逆事件

―死と生の群像―」で第 59 回日本エッセイ
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ストクラブ賞を受賞しました。この集会で

この講師を招聘したのは、今日の状況は大

逆事件が起こった時代と酷似しているとい

う危機感を抱いてのことです。 

 大逆事件とは、1910 年天皇制国家が生み

出した最大の思想弾圧事件であり、1882 年

施行の旧刑法 116 条に規定された、天皇や

その他の皇族に危害を加えたりする行為は、

死刑もしくは極刑をもって罰するという罪

で、代表的なものとしては、幸徳秋水事件

をはじめとして、朴烈事件、虎ノ門事件、

桜田門事件が知られています。 

幸徳事件では、明治天皇の暗殺を計画し

たとの疑いで多くの人々が起訴されました

が、首謀者と面識があるだけでも有罪とさ

れ、テロの計画があるのではないかと疑わ

れた段階でも、確たる証拠もない中、謀議

があったとみなされ、大勢の社会主義者や

非戦主義者たちが検挙・拘束されたのでし

た。田中氏は講演の導入部分で、2017 年 5

月 3 日、安倍首相が「第 3 回公開憲法フォ

ーラム」で憲法 9 条に自衛隊明記を加える

国 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 丸木位里・俊の作品「大逆事件」1917 

 

 

 

 

 

 

ーラム」で憲法 9 条に自衛隊明記を加える

案を提示し、2020 年の改憲実現に向けて国

民の合意を得たいと発言し、首相の並々な

らぬ改憲への意欲を示したビデオメッセー

ジが紹介されました。そこでは、安倍政権

の基本姿勢が国民主権や基本的人権、ひい

ては平和主義をも無視していることが明白

である施策（特定秘密保護法、共謀罪、テ

ロ等準備罪への傾倒、国家主義的教育の導

入や、民意を無視した沖縄辺野古埋立ての

強行等）が次々と繰り出され、憲法 9 条の

真髄である平和主義の軽視が見え隠れして

います。 

また更に田中氏は、丸木位里、俊夫妻が

描いた一枚の絵「大逆事件」を紹介しまし 

た。そこには、死刑で亡くなった 12 人の肖 

像と、背景には絞首刑用のロープの輪が描

かれており、更にそれぞれの絶命時間が記

録されていました。この絵は 2017 年丸木美

術館にて公開されました。私たちは資料映

像で拝見しましたが、暗く陰鬱とした色調

で、まさに暗い時代を象徴したものと感じ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 丸木位里･俊「大逆事件」 日本キリスト教会新宮教会長老大石誠之助の姿も描かれている。 

大石誠之助長老：1867(慶応 3)年、新宮(現:新宮市)に生まれる。京都・東京で英語を学び渡米。ア
メリカ、カナダの大学で医学を学び、1895(明治 28)年帰郷し、翌年「ドクトルおほいし」の看板を
かけ開業する。「アメリカ帰りの新しい医術が光っている上に、患者には至って優しく、貧しい人々
に対しても極めて気安く診察する上、診察料も薬代も積極的には請求しない」と、庶民の間では大
評判。1899(明治 32)年、伝染病学研究のためインド・ボンベイ大学に留学。インドで見聞したカー
スト制度が、誠之助に人権について深く考えさせるきっかけとなり、社会主義への関心を深くする。
2年後、病気のため帰郷し、再び開業。この頃から、地方新聞に文芸作品及び社会主義的評論を投
稿するようになる。また、堺利彦、幸徳秋水らと交流、資金援助を行う。1910(明治 43)年、天皇殺
害計画に加わったとして不当逮捕。共同謀議を行ったとして大逆罪で誠之助も起訴され、絞首刑に。
43歳であった。この時、新宮教会牧師も逮捕されたが不起訴であった。尚、誠之助は、2018（平
成 30）年新宮市名誉市民とされた。〔編集者〕 
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で、まさに暗い時代を象徴したものと感じ

ました。 

日本の裁判制度は三審制度をとっている

のにも関わらず、大逆事件の審理は一審の

みで瞬く間に死刑判決が出され、瞬く間に

処刑に至っています。前掲の著書「大逆事

件―死と生の群像―」の巻末には、起訴さ

れた26名のプロフィール、罪名、判決結果、

臨死の結果（必ずしも刑死ではなく、獄中

自殺や病死も含まれる）等が記録・掲載さ

れています。 

彼らはいずれも、近代日本における天皇

制国家護持を揺るがしかねない平和主義思

想や社会主義思想と共に葬られたと言って

も過言ではないでしょう。1960 年代になっ

てからこの事件の見直しが図られ、徐々に

再審請求がなされたり、個々人の名誉回復

の動きが出てくるようになりましたが、田

中氏は、最も鈍い動きだったのは仏教界で

あったと述べています。 

真宗大谷派、曹洞宗、臨済宗、本願寺派

僧侶たちが検挙されましたが、当初は仏教

界追放の動きばかりで、彼らの名誉回復運

動は非常に遅かったと言わざるをえません

でした。こうした事実は、遠い明治の不幸

な出来事であったと看過できないと思いま

した。田中氏の著作の「あとがき」にもあ

りましたが、戦争に反対し加担しないとい

う生き方を貫き、宗教者として被差別者に

寄り添う生き方の中から、個人の自由が実

現する社会の模索をしてきた人たちが示し

てくれた、現代に通ずる問題点を私たちも

継承してゆかなければならないと強く感じ

ました。 

毎年この集会を開催していく事、かつて

軍都だった旭川の地において、政教分離が

行われない点で、東京九段の靖国神社より

靖国らしいと言われている北海道護国神社 

今年の北海道護国神社例大祭 
自衛隊制服組幹部の参拝風景 ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

例大祭のこの時期に、国民を戦争へと駆

り立てていく風潮にはっきりとＮＯ！を突

き付けていくことへの、強い使命感を感じ

てきた次第です。 

（札幌琴似教会長老／ 

中会ヤスクニ･社会問題協力委員） 

＊編集者注＊ 

日本国憲法制定によって司法界も一変したかに見
える中、死刑判決後無期となって戦後を生きのび
た坂本清馬らによる無罪を訴えた再審請求を最高
裁は戦前の大審院との「法的安定性」の名によっ
て却下した。つまり、いまなお大逆事件は未決の
まま生き続けているということを銘記しなければ
ならない。 

なお、戦後の事案についても、同様である。
1946 年食糧メーデーで「ヒロヒト詔書 曰ク 國
体はゴジされたぞ 朕はタラフク食ってるぞ ナン
ジ人民 飢えて死ね ギョメイギョジ」（表面）、「働
いても 働いても 何故私達は飢えねばならぬか天
皇ヒロヒト答えて呉れ 日本共産党田中精機細胞」
（裏面）のプラカードが不敬罪に問われた。結局、
ヒロヒトからの被害届がないまま親告罪である名
誉毀損罪が適用された。1969 年、天皇の立つバ
ルコニーの裾に向けてパチンコ玉が放たれた事案
では、被害者も被害届もないまま親告罪である暴
行罪を適用。廃止されたはずの｢不敬罪｣は司法判
断の中に生き続けている。 

 

 

 

 

 

 

  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%94
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%B0%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%93%E6%AD%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E5%90%8D%E5%BE%A1%E7%92%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E_(%E6%94%BF%E5%85%9A)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%95%AC%E7%BD%AA
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＜報告３＞       小泉 優香 

 

日中戦争の戦端、盧溝橋事件(1937 年 7 月 7

日)から 8２年 

第 3４回 7･7 平和集会 

 「いま、日本を『戦争前夜』にさせない

ために安倍政権を問う」 

 講師：笠原十九司氏 

（都留文科大学名誉教授） 

 

 安倍首相がいう「憲法９条は GHQ が押し

つけた」「日本国憲法は GHQ に押しつけら

れたみっともない憲法だ」という論を徹底

的に粉砕するために、講演は日本国憲法誕

生の歴史状況を解明する内容であった。 

 

 大正デモクラシーを昭和ファシズムへと

転換させた 1920 年代に外務大臣として軍

縮外交を行っていた幣原喜重郎は、当時国

内では「軟弱外交」と批判されていたが、

彼の国際協調、恒久平和などは再評価され

るべきだ。 

1946 年 1 月 24 日に幣原首相がマッカー

サーを GHQ 本部に訪ね、秘密会談を持ち、

憲法草案である「象徴天皇」と「戦争放棄」

を明記する事を提案、合意が成立という。

これは幣原の秘書であった平野三郎が 1951

年、「戦争放棄条項等の生まれた事情」につ

いて聞き取り、記録にまとめた『平野文書』

に記され、現在国立図書館憲政資料室に所

蔵。幣原の戦争放棄を掲げる理由には、外

交理念であった軍縮があり、それを日本国

内の軍備勢力や保守政治勢力に認めさせる

ために「象徴天皇制」とのセットが考えら

れた。アメリカ政府やマッカーサーも共産

主義革命を阻止するために象徴天皇制利用

を考えていた。 

戦後７３年不戦・非戦を継承した「平和

な日本」を 2006 年

の教育基本法改悪

を皮切りに 2013 年

の特定秘密保護法、

2014 年集団的自衛

権の容認、2017 年

共謀罪法と、「戦争

前史」の外堀は埋め

られた。防衛費は連

続過去最高になり、軍備拡張、日米同盟強

化、尖閣問題を口実に米軍の沖縄基地の整

備・強化に、日本が在日米軍のために支出

する金額は増え続ける。沖縄には基地負担

を強いるだけ強いて、沖縄いじめを続けて

いるが、他の都道府県は、自分の所に米軍

基地が来るのは困るので、良心に苛まれな

がらも口をつぐむ。 

過去の歴史に学んでみると、一般国民に

は「見せない」「知らせない」ところで、政

府は戦争の準備を長い期間に亘って行なう

が一般には気が付きにくい。または反対で

きない仕組みを準備して「憲法改正」を目

指す。安倍政権は「戦争前夜」に突き進ん

でいる。 

 

特別報告『天皇代替わり―何が問題か』 

報告者：浦瀬佑司 

（靖国神社国営化阻止キリスト者グループ） 

 

浦瀬佑司氏による特別報告「天皇代替わ

り―何が問題か」においては、平成から令

和への改元をマスコミは「めでたい、嬉し

い」と当たり前のように報じられている。 

大嘗祭等々の諸行事には色々な意見や問

題があるにも関わらず、この国が権力の都

合により一色に染められていることに恐ろ

しさを感じる。その中でこの時代を生きる

自分たちは何を問われているのか、と語ら
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れた。 

前の戦争を体験した教会員からは、太平

洋戦争の世相そのままの、キナ臭い思いが

するのを肌で感じる、と聞かされる。信仰

の先達が残した「憲法問題が浮上した時に、

クリスチャンは神経を集中せよ」との言葉

が改めて刺さってきた。「信仰告白に生きる

教会」に連なるものとして、この世の権力

と闘っていく時、真理が全世界を支配する

ことを信じ、神を畏れ祈りもって行動し発

言していくことが求められる。今わたした

ちが、改憲反対の声をあげなければ、再び

1945 年の悔いを味わうことになる。そして

その時、平和の神が憐れんでくださるだろ

うか。私たちは、この罪の深さに気がつか

なければならない。 

（札幌北一条教会会員） 

 

＜報告４＞     関口 直文 

ミランダ・シュラーズさん講演会 
｢北海道を原発ゼロ の大地に｣                                                      

講師：ミランダ･シュラーズ氏 

（ミュンヘン工科大学教授・原発を止めた倫

理委員会メンバー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月２日、日本聖公会札幌キリスト教

会にて、ミランダ・シュラーズさん（ミュ 

ンヘン工科大学教授）の講演を聴いた。講

演の内容はドイツが脱原発へと向かうに至

る経緯の説明が主であった。ドイツの原発

は日本とほぼ同時期である 1960年代に始ま

った。当初、主要政党（社会民主党及びキ

リスト教民主同盟）は原発推進賛成であっ

たという。風向きに変化を与えたのは 1986

年のチェルノブイリ原発事故であった。こ

れをきっかけとして社会民主党は脱原発へ

と転換する。しかしドイツ政府の原発政策

に大きな変更はなかった。だがドイツが脱

原発へと向かう出来事が起こる。2011 年 3

月 11 日の福島の原発事故である。これ以後

ドイツは政府主導で次々と原発の運転停止

を決定していった。 

 かと言ってドイツは

原発問題への対応が速

かったわけではない。

当初は日本とさほど変

わらない状況であった。

チェルノブイリ原発事

故以降すぐに原発の稼

働を停止したイタリア

と比較すると明らかだ。しかし 3.11の原発

事故はそのようなドイツの原発政策に大転

換をもたらした。ドイツは脱原発の道を選

んだ。だが事故当事国でありながら日本は

そうではない。3.11 の原発事故で原発はコ

スト的、リスク的に合理性の欠いたもので

あったことが明らかになった。それにもか

かわらず日本では原発を止められない。な

ぜドイツでできたことが日本ではできない

のだろうか。日本はなぜ合理的行動がとれ

ないのだろうか。 

         ＊ 

 政府も原子力村も原発に合理性がないと

いうことを知らないわけがない。なぜ言え

ないのか。原発は危ない、原発に合理性は

ないということを言えない「空気」がある

のではないだろうか。ここでいう「空気」

とは山本七平が『「空気」の研究』の中で語

ところが実際は、彼らは更にまさっ

た故郷、すなわち天の故郷を熱望して

いたのです。だから、神は彼らの神と

呼ばれることを恥となさいません。神

は、彼らのために都を準備されていた

からです。（ヘブライ人への手紙 11:16） 
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っているものである。すなわち「空気」と

は「教育も議論もデータも、そしておそら

く科学的解明も歯が立たない“何か”であ

る。」政府関係者も原子力村の構成員もその

言動を支えているものは科学的根拠ではな

く「空気」である。もう原発を止めようと

は言えない「空気」によって皆の言動は支

えられている。「空気」は日本における同質

性によって発生しているのかもしれない。

「私とあなたは同じ日本人である。である

から話し合うまでもない」「長いものには巻

かれろ」。こういう思考回路ではないだろう

か。このようにして、各人が本当のところ

どう思っているのか話し合うことはない。 

ドイツには「空気」がない。あったにし

ろ「空気」によって人が支配されることは

ない。その根底にあるのは「私とあなたは

別の人間である。ゆえに議論が必要である。」

というお国柄であろうか。実際アンゲラ・

メルケル首相は「空気」に縛られなかった。

キリスト教民主同盟の党首であり原発推進

派であったメルケル首相は 2022年までに完

全な脱原発を達成するという大胆な方針転

換を短期間のうちに表明した。この決定に

影響を与えたのはメルケル首相が設置した

「安全なエネルギー供給に関する倫理委員

会」であった。このメンバーの一人が今回

の講演者ミランダ・シュラーズさんである。 

        ＊ 

彼女は講演の中で「見た目、ドイツと日

本はよく似ている。例えば会議というと多

くの場合ダークスーツを着たおじさん（年

配者）が集まる。ところが見た目は同じで

も違う点がある。ドイツでは誰もが他に遠

慮をすることなく自分の意見を堂々と語る。

若者であっても年配の権威者や専門家と、

ひとりの人として対等に語り合う。」と語っ

た。 

        ＊ 

 私たちキリスト者はこの「空気」にどう

対応するか。天を故郷に持つ私たちが本当

に大切にしているものは神と隣人を愛する

という愛の契約のみである。「空気」は相対

化されるべきものである。天に属する私た

ちは主の御心がこの地において成就するこ

とを信頼し「空気」に支配されぬ自由を生

きる。 

冒頭に引用したヘブライ人への手紙の言

葉は、天を故郷に持っている者は、それ故

に地においても天を生きる（御心に生きる）

ことへと召されている、ということであろ

う。神と未来世代の前に、御心を生きるこ

と。今回の講演はこの世の悪や不正と戦う

勇気、具体的に行動を起こす決意を多くの

者に与えた。 

「御心の天になるごとく、地にもなさせ

たまえ」      （札幌豊平教会会員） 

 

 

＜報告５ 前編＞     稲生 義裕 

沖縄辺野古スタディーツアー 
  

 2019 年 7 月１日～３日、日本キリスト教

会大会人権委員会の企画した「沖縄辺野古

基地建設反対抗議スタディーツアー」に、

中会ヤスクニ・社会問題委員会から派遣さ

れ、参加する機会が与えられた。 

＜沖縄現地へ＞ 

7月 1日午後 4時、那覇空港に集合。レン

タカーに分乗して夕刻、名護のビジネスホ

テルに到着。翌 2 日朝、私たちの向かった

先は、沖縄本島東岸にある辺野古ではなく、

西岸の名護市安和（あわ）にある琉球セメ

ント正門前であった。 

＜非暴力・順法・不服従―抗議行動＞ 
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朝 8 時の始業か、琉球セメント構内には

ダンプトラックが進入していく。赤土を降

ろし、また採土場へと戻っていく。私たち

は、既に開始されていた抗議行動に合流す

るが、それは思っていたものとは違った。

『座り込み』を想定していたが、実際は、

正門前の歩道をただゆっくりと歩くという

もの。歩行者が一私企業の正門前の歩道を

歩くことは、何ら法的に問われるところが

無い。この順法行動によって、赤土を積ん

で構内に進入するダンプトラックを 1 台で

も減らす試みを延々と繰り返した。 

右折準備をして列を成すダンプは、正面

信号が、青から赤に変わり、対向車の流れ

が切れた瞬間に、右折を開始して琉球セメ

ント構内への進入を試みる。が、我々歩行

者があるので歩道前で一旦停車をせざるを

得ない。歩行者は故意に立ち止まってダン

プの進路をふさいではならないが、ダンプ

は歩行者の通行が途切れるのを待ってから 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動き出す。一挙に 2 台以上の進入を防ぐに

は、本線上の信号が青から赤（歩行者信号

が、赤から青）に変わる時、安全を確認し

ながら本線上の横断歩道を渡ることによっ

て、２台目の右折発進を食い止めることが

できる。この一連の行動によって、信号が

一旦変わるごとに 1 台、時には 2 台のダン

プが構内進入を果たすが、何もせずにいる

時の 4 割程度以下にまで減らすことができ

る。否、何もせずにいたなら、赤信号で待

機するダンプの車列を、警察官が誘導する

であろう。こうした場合には、次に信号が

変わるまでの 50秒間に７～８台は構内に入

ることが出来る。とすれば、この歩道上の

歩く抗議行動が、進入ダンプを１割５分程

度に抑える効果を発揮している事となる。 

さて赤土は琉球セメント構内でダンプか

らベルトコンベアへと移され、構内の桟橋

に運ばれていく。ここで船積みされると、

本島反対側の辺野古に向かうことになる。 

海岸には、片手にカウンターを持ってダ

ンプの数をチェックする仲間が立つ。およ

そ 600 台分を船に積み終える頃合いを見計

らって、すかさず 10艇ほどのカヌー隊が岸

を離れ、海上保安庁の船外エンジン付きゴ

ムボートの体当たりを避けながら桟橋に向

かい、自分の乗るカヌーを桟橋施設にロー

プで固く固く縛り付ける。琉セメ社員がロ

ープを解き終えるまでの約２時間、赤土船

の出航を喰い止めることが可能となる。午

後５時まで、出航を遅らせることができれ

ば、この日の出航は無し（さすが御役所仕

事はピタッと５時終業らしい。工事発注元

は、沖縄防衛局である)。1 日に２～３隻の

運搬船が安和の桟橋から辺野古に向かうと

いう。辺野古の海上で、この運搬船は抗議

船のお迎えを受ける事となる。 

さて、赤土の船積みは安和ばかりでなか

った。午後 3時過ぎに車で 10 分ほどの本部

町塩川（もとぶちょう しおかわ）に行き、

現地を見せていただいた。背後には複数社

の採石現場が大きく広がる塩川の二つの桟

橋からも、小型船(ダンプ 20～30 台分を積

載か？)が赤土を積んで出て行く。背後の採

石現場が、洗浄した石ではなく赤土の採土

場となっているのか？この日の塩川は一種

現地図面 
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異様な光景を呈していた。私たちが、到着

した時には、7～80人もいようか？いやそれ

以上か？白ヘルにマリンブルーの制服に身

を包んだ警備保障会社のガードマンが、炎

天下 1 メートルおきにピシッと不動の姿勢

で立ち並ぶ。帝国警備という地元企業だ。

沖縄県警機動隊員は 10～15人もいたであろ

うか。彼らはリラックスして、こちらを一

瞥するだけでブラブラしている。 

この日の塩川には、抗議行動を想定して

大量のガードマンを配備したのだろうが、

反対運動側は参院選の公示を受けて俄かに

忙しくなり、塩川での抗議行動は控えざる

を得なかったということらしい。 

＜申請外違法工事の実態＞ 

参考までに書き添えると、米軍施設キャ

ンプシュワブを拡張･海浜埋め立てをする

形で設計された辺野古＜新＞基地であるが、

2014 年の工事開始以降、様々の申請外工事

や無申請違法工事が、市民の情報公開請求

によって明らかにされてきた。このたび私

たちは「赤土」の搬入を順法行動によって

さえぎる試みに加わったが、この｢赤土｣を

埋め立て用材とすることは、申請外の違法

行為である。国が沖縄県に申請した埋め立

て用材は、海洋汚濁と外来生物侵入を防ぐ

為の洗浄を終えた石材であった。ところが

実際は、環境破壊をもたらす赤土を使用し、

県の調査に対しては、罰則規定が無い事を

いいことに無視を決め込んでいる。水質汚

濁や騒音に極めて敏感なジュゴンの死体が

見つかった事と無関係ではないだろう。更

に琉セメ等の民間企業の桟橋を使う申請も

出ていない。 

あえて地元企業を使うなど、沖縄の中に

分断を作り出そうとしているとも見える。 

法を犯して工事を進める政府は、県民投票

で 7 割が辺野古基地建設反対の意思表示を

した沖縄の民の声に耳を閉ざして「県民投

票に法的拘束力は無い」「これ迄通り粛々と

進める」と工事を強行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週間女性 PRIME の Website より 

（2019 年８月 11 日） 

 

＜辺野古新基地工事は頓挫する？＞ 

ところで、辺野古新基地は完成するの

か？ 

政府は、当初計画を変更して、埋め立て

のしやすい辺野古集落側から工事を進めて

いる。既成事実化を図って、反対の意思を

打ち砕くというのか。ところが、「辺野古新

基地工事はおのずと頓挫する」という観測

がある。その根拠は、残念だが政府が民意

を聞くようになるのではない。工事そのも

のが頓挫するのでないか？と思われるから

だ。既に防衛局が認めているように、滑走

路予定地下には断層がある。これが活断層

であれば滑走路は使えないのだが、防衛局

は専門家による調査と判断を行わない。こ

れを行わないことには理由があるとも言え

る。仮に活断層で無いとの結論を得たとし
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ても、別の大問題がある。Ｖ字型滑走路の

先端となる大浦湾側の埋め立てができるの

か？未だ全く手付かずにいる大浦湾は深い

ばかりか、海底にはマヨネーズ状の超軟弱

地盤が当初の予想を超えて厚く存在するこ

とが判明。沖縄県の試算によると、工事に

は最低 13 年がかかり、総工費は 2 兆 6500

億円と。情報公開請求を繰り返し行ってき

た土木技術者北上田毅氏によれば、最低 15

～20 年の工期を要すると。政府は 77000 本

の砂杭を打つという。それには先ず、大量

の土砂を大浦湾に投棄することが前提とな

る。そんな工事が可能なのか、また、させ

てよいのかである。この大浦湾側の工事の

困難さを勘案して、工事の進捗状況は今年 5

月時点で計画全体の 2.8％と、沖縄県は言う。

莫大な血税を注ぎ込んで軍事基地を建設す

る｢平和への逆行｣に、私たちは行動する市

民として向かい合いたい。 

＜軍事基地建設をめぐる人と人＞ 

話は、安和での抗議行動現場に戻るが、行

動の２日目も晴天の暑い陽射しの下にあっ

た。取材記者も建設反対運動支援者によっ

て運び込まれた冷たいゼンザイで体を冷や

し、木陰でパソコンを打つ。顔見知りでも

初対面でも繋がりあって行動し、労わり合

って無理をしないし、無理はできない。当

日も、気温 32 度で高湿度、路面温度は 40

度超の炎天下。私たちの同行者の一人が熱

中症に侵されつつあった。それをいち早く

察知したのは、沖縄県警機動隊員の若い兄

ちゃん。御礼を述べると『俺たち慣れてま

すから、わかります』と。二人の機動隊員

が、抗議行動をする者達が体を休める木陰

に自然に溶け込み、介抱にも関わってくれ

た。彼らは課せられた職務だけでなく人を

見ていた。有り難い事だった。いや、それ

ばかりか、この光景に出会って、｢そうだ、

ここに居るのは皆、沖縄の人だった｣と気づ

かされた。赤土ダンプの運ちゃん・琉球セ

メントの社員・琉セメに雇われる帝国警備

保障のガードマン・沖縄防衛局の公務員、

機動隊員、いわゆる賛成派と見える人々も

皆、沖縄の人。基地建設反対の声を挙げる

人も、炎天下にダンプの前を歩くおばあち

ゃんも、もちろん沖縄の人。 

沖縄の人は、米軍の軍事基地問題の前に、

それぞれの今日の暮らしを立てるために、

やむなくそれぞれ立場を異にして、労働し、

行動し、語り、また沈黙する。 

この方々は等しく、アメリカの軍事戦略

の故に騒音や事故の危険にさらされ、米兵

による日常的犯罪多発(レイプ・殺害)の中

に身を置き、日本政府による度重なる沖縄

差別政策と、本土日本人の無関心や差別感

情という厚い壁の向こう側で、来る日も来

る日も生きてこられた。 

基地建設に反対を表明する私たち本土人

が、｢反対派｣として現地に乗り込み、｢賛成

派沖縄人｣と厳しく対峙すればよいという

単純なものではない。本土人は、すべての

沖縄人の抑圧者として生きてきたことを真

摯に認めることが何より先決で、その上で

沖縄人の日常である基地問題に、日本人と

しての｢基地問題当事者｣意識をもって関わ

ることなのだと…ジワッと思い知らされた。 

[沖縄報告 後編]予告 

<沖縄と日本との歴史> <本土の日本人―被

植民地の植民者> <日本の民主主義を育む>  

<平和を築く視座を何処に―平和の地政学> 

（札幌豊平教会牧師／ 

中会ヤスクニ・社会問題委員会書記） 

 

 

 

＜編集後記＞ 支配と抑圧・分断・対立を絶え間なく
作り出す世にあって、迎合や妥協ではない深い調和を
生み出す取組みに、静かに向かって参りましょう。（Ⅰ） 
<日本・在日教会共同声明>私たちは日本の歴史責任を直
視し、韓国のキリスト者・市民社会と建設的対話を続
ける（2019.8.15）が出されました。和解の福音に立
つ教会の力量が問われています（ｗ） 


