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（講演２）

「住民の安全保障」をみずから担う、その希望について

～世界の中の自治体の新たな危機管理～

株式会社 独立総合研究所(独立総研／独研)

代表取締役･兼･首席研究員 青 山 繁 晴

みなさんこんにちは。全国各地の国民保護フォ

ーラムでお話しをさせていただいています。一番

最近では沖縄でやったのですが、県庁所在地以外

の所で県主催の国民保護フォーラムがあるのは初

めてです。そういう意味で、形に囚われない長崎

県の努力も僕は感じます。佐世保で開催される理

由は、恐らくは米軍基地の問題もあり、それから

観光客の問題もあり、海岸線の問題もあると思う

のですが、今日の私の話も、そういう県の方々の

リアルに物事に備えたいという志に、応えられる

ようなお話しを致したいと思います。

今日は危機管理の専門家の方々、たくさんいら

っしゃってますが、お見かけするだけでも一般市

民の方もおいでになってますので、両方の方々に

とって意味があるようなお話を致したいと思いま

す。

まず、私の立場について少し、今日どういう立

場で来ているかということについては、少しお話

しをしておきたいと思います。先ほどお話しにな

ったのは、名前の一字は同じですが、さっきは青

木（消防庁国民保護室長）で、次が青山でちょっ

とややこしいですけれども、さっきの青木さんは

あくまで政府の担当責任者の方ですけれども、僕

はあくまで民間人です。純然たる民間人で、まあ

政府の仕事もしてます。例えば経産大臣の諮問機

関の専門委員というのもしてますけれども、その

給与は返上してます。どうしてかと言いますと、

政府に対しても政府の足りないところは足りない

とはっきり言わなければいけませんから、あくま

、 、で今日おいでになっている庶民 国民の立場から

政府にも物申すためにそうしておりますし、今日

のお話しもそういうことであります。

まずですね、レジュメの表紙の所に今私が属し

ています「独立総合研究所」というタイトルを振

っています。独立総研は今申しましたように、純

然たる民間シンクタンクで、安全保障、危機管理

、 、を大きなテーマにしているのですが 一切補助金

基金その他のものはいただいておりません。つい

でに借金もしておりません。それは金融機関にも

物を言わなければならないからですね。そのよう

に独立総研という名前は、たまに右翼だと勘違い

する人がいるのですが、私は右翼でも左翼でもな

、「 」く まっすぐにこの国を見直したらどう見えるか

ということをテーマにしておりますから この 独、 「

立」というのは要はヒモ付きではないという意味

です。どこのヒモも付いてません。

同時にこの国の本当の独立、自立を目指したい

ということも含まれているわけですが、今日のお

話し全体について言えることですけれども、国家

の自立、独立をいうならば、その前に私達の国は

、 、民主主義の国ですから 民主主義の国というのは

、 、主人公はあくまで私達であって 主権者ですから

有権者ですから、納税者ですから、それぞれ個人

の自立があって初めて、日本国の国民、国家とし

ての日本国の自立もあると思いますから、今日の

国民保護についても 「お互いに自立した主権者に、

なるために何を考え直すべきなのか」ということ

を一つの提案としてみなさんにお話しします。

今日、わずかの時間ということもあり、みなさ

んとは、大半の方は初めてお目にかかるというこ

、 。ともあり 今日の僕の話はあくまで問題提起です

問題提起の一つだと受け止めていただいて、つま

り、僕の話を問題提起に、最初の考えるきっかけ

にしていただいて、あとは地域に戻られて、ある

いは職場に帰られて、みなさんご自身で考えてい

ただくために今日は来ておりますので、そのこと

をまずご理解ください。

、 、その表紙の所にですね 表紙の真ん中あたりに

やたら連絡先が書いてあってですね、電子メール

とかファックスとか色々書いていますが、これは
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表紙だから書いたのではなくてですね、だいたい

実は僕の話というのはどう短くしても２時間はか

かるのです。いつも主催者の方にですね、ご迷惑

をおかけするのですが、今日１時間20分というこ

とで、残念ながら、さっきの青木さんのように質

問をゆっくり受ける時間は恐らくないのではない

のかなあと思うのですね。でもみなさんは質問が

きっとあるでしょうから、ご遠慮なくここに書い

てある、メールを使われる人は電子メールで、俺

は電子メール使わないという人はファックスでも

結構ですから、ご質問ください。今僕にはだいた

い毎日400通以上のメールが来ますから、お答えす

るのはずいぶん時間がかかるかとは思いますけれ

ども、必ずお答えしますので、そのつもりでここ

に連絡先を書いております。最初に言ってしまう

と、これは独立総研の総務部に言えといわれてい

るので、申しておきますが、このレジュメでいい

ますと、後ろの方に独立総研が出しているレポー

トの連絡先も書いてますから、今日の話でもっと

聞きたいと思った方は、そこにお問い合わせをく

ださい。

さっき青木さんのお話で、なにか僕の名前が時

々出ていましたですね。テレビで見たことがある

だろうとおっしゃっていましたが、はっきり言い

ますと、テレビは仮の顔に過ぎません。私はテレ

ビタレントではありませんから、テレビに顔をた

まに出す理由は、この独立総研の存在を知っても

らうためであって、あの短い時間ではとても話せ

ませんから、こうした講演やあるいは独立総研が

出しているレポートで本当のことを全部お話しし

ています。今日は短い時間ですが、みなさんにお

話しする話はそういうお話です。

まず、表紙の下にですね、さっき司会の方から

ご紹介いただいた演題が書いてありまして 「住民、

の安全保障ということを私達自身が担うというの

は、実は新しい希望ではないでしょうか」という

ことをみなさんに今日お話ししたいのですね。そ

の下に、世界の中の自治体の新たな危機管理と、

ちょっと言葉は難しすぎますが、要はこの佐世保

であれ、長崎県であれ、今日は他府県の方もお見

えですが、どこの県であれ、実は良くも悪くも、

今の地域社会というのは世界とつながってしまっ

ていると。良いこともありますが、悪いことで言

えば、テロも簡単にこの国や地域にやって来るこ

とが有り得るという意味で、実は「世界の中の自

治体」というふうに書いているわけです。ただ言

葉の羅列として書いているのではありません。

はじめに／原則について
「 、 」１ページに はじめに それから原則について

というところがあります。色々書いていますが、

それは後で読んでいただくとしてですね、そこに

アンダーラインを引いているところだけ見ていた

だくと、最初のアンダーラインのところはさっき

言いました 「一切の利害関係から自由に」つまり。

、 、ヒモ付きではなく しかも左翼でも右翼でもなく

まっすぐ真ん中から物事を今日見ましょうという

こと。

それから、今日は限られた時間ですから、中国

とか北朝鮮とかそういう、あるいはイラクとか、

よその国の話はあまり踏み込んでできないと思う

のですね。ただ、そういう話をする時に、僕は愛

国者でありますが、日本の視点では話しをしませ

ん。例えば竹島問題、例えば尖閣諸島にしてもで

すね、日本の視点から話をすると、それは子供の

けんかになってしまいますから。国際社会には、

今までたくさん血を流したおかげで、大人のルー

ルというものがあります。大人のルールというの

、 。は 難しい言葉で言うと国際法というやつですね

国際法というと何か難しいけれど、さんざん戦争

してきた結果やっと大人のルールができました。

ということは、例えば中国の反日暴動を考える時

も、日本の視点で考えるのではなくて、国際法、

いわばまっすぐの視点から考えましょうというこ

とです。今日はその話はほとんどできないと思い

、 。ますが その立場であることは理解してください

その下に 「双方向で行う」と書きました。双方、

向で行うという言葉も堅いですけれども、要は、

さっき青木さんがちらりとおっしゃっていました

が、要は当てる（質問する）のです。

最前列の真ん中にですね、元県警本部捜査一課

長の上川さんという、今県の危機管理担当の理事

がいらっしゃいますが、昔は犯罪者を逮捕してい
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た人ですけれど、今日は僕に当てられる側なので

。 。 、す 最前列は概ね犠牲になる でも最後列の人も

実は僕は目がいいうえに足もいいので、みなさん

。 、の中に入っていってみなさんに聞きます それは

せっかくの機会だから、寝ちゃったらもったいな

いということもありますけれど、さっきお話しし

ましたように、今日僕は問いかけをしに来たので

すから。ということは、ああいう高いところから

一方的にみなさんに話してですね、自分の好きな

ことだけ言って、もう時間が来たから帰ります、

ということはしたくないのです。人間一回しかみ

んな生きられませんから、そんなことをしている

暇はないので、みなさんに 「今まで常識だと思っ、

」ていたことを違う視点から見たらどうでしょうか

といったことをお聞きしたいのです。

そのために当てるので、別に難しい、複雑なこ

とは絶対に聞きません。それから今までの常識と

答えが違う場合が多いから、答えられなくても全

然不思議ではない。今まで多分、何百回と講演を

していますので、当てた人は多分千人を超えてい

ますけれども、正解が出たことはほとんどありま

せんから、その辺はごく気楽にして下さい。さっ

きの青木さんの言い方だと 「何か恐いよ」という、

感じでしたが、僕はテレビに出ている時に恐い顔

していることが多いので、恐い人だと誤解される

のですが、それはテロの話をしてですね、ニタニ

タしていられませんからというだけであって、今

日は別に恐い質問はありませんから、そのつもり

でお聞きください。

、「 」アンダーラインでその下の方 自ら考える姿勢

と書いたのは、まさしく今申し上げたことです。

それから原則の最後の所 「今日の私の話に推測、

や憶測はありません 。僕のことを評論家だと思っ」

ている方が結構いらっしゃるのですが、評論家で

はありません。独立総研というのは、あくまでシ

ンクタンクで実務を担ってます。例えば、原子力

発電所をテロからどうやって守るか、ということ

を政府の関係機関、内閣から警察庁、防衛庁、海

上保安庁、もちろん消防庁も含めて連携して仕事

をしています。そういう実務者ですから、まず評

論家ではないので、適当な憶測は言いません。

それと同時にですね、例えば日本でテロがある

のかどうか、それがこの佐世保やあるいは佐世保

以外でも長崎県に関係あるのかどうか、つまりテ

ロというと普通東京と考えますが、東京ではなく

、この長崎県でも県民の貴重な予算を使ってですね

税金を使って、テロから守ることを用意する必要

があるのかどうか考えるためには、テロが実際に

起きるかどうかをリアルに考えなければいけない

ですね。

テロが実際に起きるかどうかをリアルに考える

ためには、つまり、この長崎でもテロが起きるの

かどうかを、私がみなさんに話すためには私はあ

ることを絶対しなければいけないですね。それは

何ですか？青山君がしていなければならないこと

は。

僕がみなさんの立場でも当てられると頭が真っ

白になると思いますが、さっそく女性の方、いか

がですか。もう一回言いますね、テロが日本であ

るのかどうかを僕がみなさんに話すとしたら、話

す前に僕が必ずあることをしていなければならな

いですね、何ですか？

私が何かをしたうえでなければ、そんなことを

話す資格がないはずですね、何でしょう。

Ａ 「テロ」さん

私はテロリストじゃないですよ（笑 。そうじゃ）

なくて。

Ａ 「？」さん

正解に近いですよ。当てられると頭が白くなる

のは僕も同じですので、よくわかります。おっし

、ゃりたかったことはきっとこうだと思うのですが

テロが日本で起きるかどうかをみなさんに話すな

らば、必ずここへ来るまでにテロリストに会って

いなければならないですね。それを言っているの

、 、 。です 推測 憶測はありませんと言っているのは

すなわち私は単身イラクへ行きまして、それも

ファッルージャとかラマーディとかヒッラとかカ

ルバラとか、テロリストの巣窟。それから、もち

ろんバクダッドに行きまして、残念ながら具体的

な氏名、グループは言えないのです。言うと命が

なくなりますから言えませんが、テロリストの連

中とも会ってきました。その話を、イラクにどう

やって入って、テロリストと会ってどう話したか

というのは、やっていると朝まで生講演になって

しまいますので、その話だけで終わってしまうの

、 。で 今日はその話は残念ながら全部はできません

読みたい人は本やレポート見て下さいね。今日僕

がこの話をしているのは、日本にテロが起きる可

、 、能性があるかどうかについても 推測ではなくて

あくまでそういう当事者から聞いた話をみなさん
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にします。

さらに、みなさん仕事を通じて分かっていらっ

しゃるとおりだと思うのですが、当事者だからと

いって本当のことを語るとは限りませんね。特に

テロを計画している連中は、物事を大きく言いま

すから、当事者から聞いた話であっても、テロリ

ストから聞いた話であっても、必ず例えば日本で

、 、あれば警察庁とか アメリカであればＦＢＩとか

そういうところとすり合わせて情報を、無償です

り合わせて、だいたいこれは本当だろうと思えた

ところだけみなさんに今日お話しします。それが

今日のお話しの原則なのです。

さて、このレジュメ２ページ以降に本題が並ん

でいます。この講演は４時35分まで。あと１時間

でここに書いてあることを全部やるのは、もちろ

ん不可能なのですが、しかも国民保護法制と必ず

しも直接関係しないこと、例えばアメリカがこれ

から何をするのかということまで、この中にテー

マとして書いてあります。

何のために書いたかというと、この国民保護と

いうものを考える時に、安全保障とか、危機管理

、 、とか あるいは外交とかそういうことを特別な話

ちょっと変わった専門家がやる話、例えば軍事評

論家とか特別な人だけが触るということをもうや

めましょう。

、 、経済とか それから今総選挙の真っ最中ですが

政治とか、あるいは暮らしとか、教育とか、そう

いうことと全部総合的に考えたいので、あえてそ

ういうことも、例えば教育問題とは書いていませ

んが、このレジュメでいうとですね、ここまで話

す時間はないでしょうが、このレジュメでいうと

６ページのところに、半分から下の所に 「基本と、

」 、 、根っこを考える と書きまして その下の１番に

例えば少年少女による凶悪な犯罪が多発している

ことと、安全保障、それは今日の国民保護という

ことも含めて、関わりがあるのか、ないのかとい

うことも書きました。これは実は教育に関わるこ

となのですね。

ですから、もし国民保護というものを、しっか

りと生活に根ざして、地域に根ざして考えるので

あったら、実はこれだけの問いかけが僕らには必

要ですね、というレジュメなのです。みなさんと

お会いするのは、今日が最初でこれは最後ではな

いと思います。きっと、またお会いできると思い

ますが、一回のお話しでお話しできることは限ら

れていますが、実は私とみなさんはそういう意味

で同じです。この国の主人公として、今これだけ

、の問いかけが本当は必要なのではないでしょうか

という意味でこのレジュメを作ってみなさんにお

配りしました。

この中で今日は、国民保護というのは、そもそ

も何のためにあって、何をやろうとしているのか

ということが一つと、それから今日は実務者もい

らっしゃいますからね、自治体の。実務に即した

ところ、そんなお話しもします。ただし、その実

務に即したところも、地域からおいでになってい

る一般の市民の方に関係あることを選んでお話し

したいと思います。

さて、まず話の最初としてですね、今日はあく

まで国民保護の勉強会ですよね、講演会と言いま

すけど、まあ勉強会ですね。去年の９月に、青木

さんの話も当然あったわけですが、去年の９月に

国民保護法、それは今日のテーマだからお分かり

になると思うのですが、この国民保護法が去年の

９月から初めて施行されたのですね。法律施行と

いう、要するに法律を使い始めるということです

ね。これを聞いて変だなと思わないですか？僕ら

の国は二千年の歴史があります。世界でも希な国

です。世界でも希なこの二千年の歴史の中で去年

の９月から初めて国民保護法が施行されました。

これ実は変ですよね。どこが変ですか？自治体の

方ですか？どこからお見えです？

Ｂ 「西海市です 」さん 。

西海市の職員。それでは答えなければならない

ですね。市の職員として、あるいは一市民として

でもいいのですが、国民保護法って、実はちょっ

と変な点ありますよね。西海市を代表して。

Ｂ 「ちょっと真っ白になってます 」さん 。

またあとで。えぇと、多分、正解が分かったと

いう人がここにいるんだな。

Ｃ 「国を守る、国民を守るということは、さん

国家とか、あとは行政の重大な責務の一つである

、 、にもかかわらず 今さら何で国民保護なのかなと

というのが 」。

そのとおり。あなたはどこからお見えなんです

か？

「 、 。Ｃ 私 本日福岡からやってまいりましたさん
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危機管理課でちょっと研修をさせていただいてい

る者です 」。

別に福岡が西海市に勝ったわけじゃありません

よ。ありませんが、今の大正解ですよね。

今さら何で。そうでしょう？二千年間、国をや

ってきたのです、この日本国は。今まで私達国民

は保護されていなかったのかという疑問を持って

当然なのです。当然なのですが、私が政府や自治

体と協力して、この国民保護法制を進めていこう

と。欠点はまだあります、ありますが、進めてい

、 。こうと決意した最初の理由は この名前なのです

僕は正直、この名前を付けた人に感動しました。

これは誇張ではありません。

つまり、国民保護というのはいろいろな要素が

ありますね、例えば年金がありますね、老後の暮

らしを守るということも国民保護ですね。今、国

の財政が赤字でいっぱいになって、年金は色々問

題が生じていますが、でも私達の国は、比較的そ

ういう年金や社会保障は、少なくともこのアジア

の中では一番守ってきた国ですよね。それは実は

二千年間そう変わってないわけですよね。実は聖

徳太子の昔から、この国では一般庶民の生活を大

事にしてきました。あの戦争直前の一時期を除い

ては。

しかし実はですね、違う意味の国民保護、すな

わち今日話題になっているような危機に対してど

うしますかと。それから例えば、新しい脅威でい

うと「テロ 。日本は今まで、外国のテロリストに」

よるテロを一度も受けてません。国内では実はオ

ウム真理教による重大なテロ事件、世界で本当は

注目されてる、未だに注目されてるテロ事件があ

、 、ったのですが 外国から襲われたことはないから

実はもう一つ別な理由があって、この別な理由は

後でいいます。別な理由があって、実はこの日本

はそういう危機とかテロとか、もっと言うと、戦

争が起きた時に普通の市民をどう守るかという保

護はしてこなかったのです。そこが抜けていた。

、抜けていたことを政府自らがはっきり認めたのが

この名前です。ごまかさなかった。そこは僕はこ

。の国の重大な改革の第一歩だと思っているのです

総選挙中ですから改革の第一歩と言うと何か候

補者の演説みたいになってしまいますが、そうで

はなくてね、この総選挙でも全然争点になってい

ませんが、実は危機管理も構造改革の一つなので

すよ。選挙では争点になっていなくても、私達の

民主的な手続きで作った政府は、初めてこの、国

民保護に抜けていた点があったのですと、そこを

認めて、直しましょうということを、みなさんに

訴えてるのは、この国民保護であって、それだか

らこそ僕は、この国民保護法制の現在の欠点も、

はっきりみなさんと一緒に指し示して考えたいわ

けですね。

日本の危機と安全保障の真実を問う

－ 長崎県をめぐる固有の事情を、

どこまで考え、どう備えるべきか －

○ 原子力発電所が対岸に存在することに

ついて、思いこみなく事実に基づいて

考えると、どうなるか。

、 、そうしますとですね まずその観点から見ると

、いろいろなことを考えなければいけないのですが

長崎県に関係するところから考えていきますと、

そのレジュメの２ページの所、２ページの下の方

、「 、 、に 長崎県をめぐる固有の事情を どこまで考え

どう備えるべきか」と。その下に 「原子力発電所、

が対岸に存在する」これは玄海のことですね、九

電の玄海原子力発電所。僕もここは視察に行きま

したけれど。思いこみなく、事実に基づいて考え

るとどうなるかと。

ここからまず、具体的話に入りたいのですね。

、さきほど青木さんからテレビ云々の話が出まして

この長崎でも某番組は放送しているのですよね？

あの番組は実は毎週３千万人の人が見ているとい

う恐ろしい番組なのですが、前々回、３回前の放

送の時にですね、はっきり言いますけれど、大変

困ったことが起きまして、あの放送、これは言っ

てもいいのでしょうが、生放送ではないのですよ

ね、生放送でなくてスタジオで２時間収録して、

それをたった45分に短くするのですね、編集して

いるのです。それは別にあらかじめ分かっている

ことですから、出演者としてそれは受け入れなけ

ればならないのですが、僕が珍しくスタジオに行

った、珍しくスタジオに行った回にですね、スタ

ジオに行きますとね、これ余談と言って余談では

ないのですが、スタジオに行きますとね、並んで

いるでしょ、今日番組を見たことがない人には申

し訳ございませんが、こうやってパネリストが並

んでいて、実はその前にモニターが置いてあって

ですね、そこでまず事前に作ったＶＴＲを見て、
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それから怒鳴り合いを始めるわけですね。いやい

。や怒鳴り合いではなくて議論を始めるわけですね

そのＶＴＲの中にね、日本の危機管理っていうテ

。 、ーマが書いてあったのです 最近の番組ですから

覚えている人もいるかと思います。

評論家の方が出てきてね、名前はあえて言いま

せんが、日本の原発は無防備だとおっしゃったわ

けです。日本の原発はろくに武装もしてないと、

無防備だと。で、この無防備な原発が爆破とか、

そういうことをされると放射能が漏れだして、何

千万人の人間が死ぬのだという話をね、ＶＴＲで

したわけです。そのＶＴＲが終わって議論になっ

た時に、僕はもうこの辺から火吹いて実は怒って

いたわけですね。僕は滅多に怒らないのですが、

その時は本当に腹が立ちました。

天下の公器でそんな嘘を言ってはいけないです

よ。実はこの３年半、実に３年半、すなわち９．

１１同時多発テロがあってから３年半、今現在も

ですよ、全ての原子力発電所、もちろん玄海もそ

。 、 。うです 玄海も川内もそうです 九電でいうとね

全ての原子力発電所に武装機動隊が24時間常駐し

ているのです。つまり、発電所で多少の違いはあ

るけど、武装警官が24時間原発の中で暮らしてい

。 、るのと同じです 門の前に立っているのではなく

中に常駐しているのです。

このような原子力発電所は世界で日本だけなの

ですよ。これで、もし無防備と言うなら 「防備」、

というのは何を言うのかと、僕は番組で言ったわ

けですよ。これを無防備と言うなら、では原子力

。発電所に自衛隊が戦車と一緒にいろと言うのかと

さっき言いました独立総研は実務をやっています

から、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、

、 、 、 、スウェーデン スイス 韓国 この７カ国の原発

そこの政府の許可を得て、機密事項まで含めて、

全部現地で見ています。軍隊がいる原発なんか世

界中どこにもありませんよ。それはどうしてかと

いうと、実は原子力発電所の原子炉がある建屋と

いうのは、国際原子力機関の基準で非常に分厚い

コンクリートで覆われていますから。コンクリー

トの分厚さというのは、それはプラスチック爆薬

を持ってきても、そのような物は簡単に壊れはし

ないのですよ。コンクリートだから簡単に壊れる

というのは違います。

、 、例えばね 違う県のパネルディスカッションで

ある市町村の市長さんが、この壇上で僕に質問さ

れた 「自分のところにはダムがある」と 「その。 。

ダムを爆弾で決壊させられたら、流域の市民はみ

」 、「 」 。んな溺れるのではないか と 夜眠れません と

もちろん、まじめに聞かれたのですよ。僕は「そ

れは違います」と申しました 「そのようなことに。

予算や神経を使う必要はありません」と。どうし

てかというと、ダムのコンクリートなんか爆破で

きないんですよ。

これは今日陸上自衛隊の人がいるから、陸自の

人だったら専門家だからもう分かっていると思い

ますが、これは実は、韓国陸軍が北朝鮮のテロリ

、ストがダムを爆破したらどうするかということで

長年守ってきたことを、あるしっかりした司令官

がね 「こりゃひょっとしたらおかしいんじゃない、

か」と 「本当にダムなんか破壊できるのか 、爆、 」

薬で。実験を繰り返してみたら、爆破なんかでき

ないのですよ。もしどうしてもダムを爆破したい

なら、数十分にわたり、重爆撃機が上にいてずっ

と爆弾を落とさなければならないのですが、その

ようなことは北朝鮮はできませんから、全部兵隊

は引き揚げたのです、ダムから。

ということは、原子力発電所の建屋も同じで、

テロリストが何人かやって来て、そこに爆薬を仕

掛けても、列車なら簡単に転覆しますが、原子炉

の建屋なんか壊れないのですよ。ですから軍隊を

置いても意味がないのです。武装機動隊を置いて

テロリストが嫌がるようにすれば十分なのです。

現場を知らない評論家だから、そのようなことを

言うのです。

しかし、では原発はテロに対して安全かという

と、もちろん何もしなくても安全というわけでは

ないのです。何が危険かというと、実は爆破なん

かではなくて、誰でも知っているように原子力発

電所には中央制御室があります。中央制御室が全

部コントロールしている。そこで、もし不正な操

作をすると、原子炉は自動的に止まります。緊急

停止します。今まで国会答弁でも政府は、だから

。 、絶対安全ですと言ってきたのですよ しかし実は

ここには、はっきり申しますが、不充分な点があ

ったのです。どういう点かと言いますとね、もし

中央制御室で不正な操作がされたら、原子炉が必

ず緊急停止する。これは嘘ではない、本当なので

す。

本当なのですが、原子炉が止まっても、同時に

、 、テロリストやあるいは破壊 妨害工作をする人が

同時に冷却システムを止めたら、つまりその程度

の知識があったら、原子炉は止まっても、その後

また崩壊熱というものが原子核に起きますから、

一定の時間で炉心が溶け出すことを警戒せねばな
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りません。ですから、中央制御室で不正操作され

ることを絶対に防がなければならないのです。自

衛隊が戦車を置いていても無駄です。どうして無

駄なのか、これは実はインサイダーという問題が

あって、内部で協力する人がいたら、その２人が

いればよい、１人が不正操作をして、１人が冷却

。 、システム止めれば重大な危機になりえる ただし

２人では本当は足りません、冷却システムのパイ

プを全部破壊しなければならないから。いずれに

しても、こういうことが問題なのですね。

そうすると、実はインサイダーをどうやって防

ぐか、インサイダーとは悪い奴がいるという意味

ではないですよ。僕が玄海原発の九電の関連会社

の作業員だったとしますね。僕の家族、僕は男の

子２人いますが、家族、配偶者合わせて３人が人

質にされて 「おまえはこのスイッチひねるだけで、

いいんだ」と言われた時に、果たして拒めるかど

。 、うか 私はこういう仕事してますから拒みますが

みなさんにそれを拒めと要求することはできませ

んね。ということは、そういうことを、あらかじ

め防がなければいけないことを危機管理の実務と

言うのです。

話を戻しますが、某番組の中でそれを僕は言っ

たわけですよね。だから、国民を本当にリアルに

守るというのは、本当に起きうる事態を考えて、

例えばインサイダーを防ぐなら、原発で働く人の

身元は残念ながら調べなければいけない。それが

もしどうしても嫌であれば、原発で働くことはも

うできないのです、その人の職業選択として。こ

れは人権と民主主義にとって大きな問題で、それ

だからこそ国民のみんなでこれを議論をして、ど

こまで調べるようにするんですかということをや

らなければいけない。僕は原子力発電所はこの国

に絶対必要だと思っています、それはこの国の自

主エネルギー源ですから。ということを実は某番

組で申し上げたらですね、前と後ろは切り落とし

て、真ん中の今まで不充分な点があったというと

ころだけを残して放送されてしまったのです。

今日は別にテレビ局の悪口を言うことは目的で

はなくてね、僕の言った意味を局側がよく分かっ

ていないのですね。分かっていないという意味は

ですね、今まで国会答弁で日本政府は、原子力発

電所は何があっても安全って言ってきたんでしょ

う。しかし実は中央制御室を襲われたらどうする

、 、かということを 政府はまともに考えだしていて

、 。そこを積極的に 前向きに評価せねばなりません

公平に見て。それがこの国民保護法制の施行とと

もに、今進んでるのです。

それを国民と一緒にやりましょうという話をし

てるので、ですから玄海原発についてもですね、

九電でいうと川内原発もそうですが、そこに例え

ばミサイルが直撃してね、そのミサイルがもし、

核兵器ならそれはおしまいですよ。こういうテロ

とかの話とまた違いますからね。しかし本当は、

通常弾頭だったら、恐らくは日本の原子力発電所

の原子炉は壊れないです。

まず、特に比較的新しい原発は半分、土の中に

入っていますから、そのようなものはミサイルで

完全に破壊することは無理です。これは航空自衛

隊の人はよく分かっていると思うのですけれども

ね。そういうリアルなことを一緒に考える試みが

国民保護法制だということを一つ理解していただ

きたいのです。

－ 日本国内でテロが起きるか －

○ 「テロが起きるなら地方の町村よりも

東京じゃないか。備えるべきは長崎より

東京ではないか」という意識があるとし

たら、それは正しいか。

同じレジュメの２ページのちょっと上に上がっ

てですね、真ん中辺あたり 「日本国内でテロが起、

きるか」ということを書きました。これ今日僕は

最初にお話ししましたようにね、テロが起きるな

ら、地方の町村よりも東京ではないのかと、備え

るべきは長崎よりも東京ではないかという議論、

いや意識がもしあるとしたら、それは正しいのか

と。これはやはり、こういう難しい質問は県総務

理事に聞きましょう。いかがですか、本音を言っ

てください。

Ｄ （県理事 「本音は可能性は非常に大きいさん ）

と。長崎で起きる可能性はあると思います 」。

それはどうしてですか？

Ｄ （県理事 「それは、やはりテロリストがさん ）

狙うとするならですよ、東京あたりいろいろ行政

が集中してますから、そこを狙うというような手

もあるでしょうけれども、やはり警備が薄いと言

ったら語弊がありますけれども、そういうところ

とか、あるいは長崎が米軍基地もありますし、や
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はり原爆の被災地でもありますし、非常にインパ

。」クトが強いというようなこともあると思います

はい、捜査一課長というのは実は昔の仕事で、

今現在は長崎県の危機管理の責任者ですから、そ

の立場で正確にお答えになってます。別に社交辞

令言うわけではなくて、今の県総務理事のお答え

は僕は大変評価します。特にね、長崎が原爆の被

災地であるということをおっしゃった。これ、実

は正しいのです。実際に私がテロリストと会った

時も、広島だけ言われますけど実は長崎の名前も

出ます。広島だけではないですよ、知られている

のはね。彼らはテロをいわばビジネスでやってい

て目立つことしかしませんから。目立つ一方でテ

ロへの警戒が手薄なところはどこかということを

捜してますから。その意味でこの長崎は彼らの関

心事の一つなのですね。県総務理事さんはあくま

でも長崎の危機管理の責任者ですから、その意味

において長崎についてこの認識は正しいですね。

では、例えば被爆地でもなく、世界に知られた

町村でもなく、例えば僕は兵庫県神戸市の出身で

すけれど、兵庫県の中に知られてない所がありま

すよね、では、そこは安全かという話になると、

、これは県総務理事さんにお聞きする話ではなくて

ここはみなさんと一緒に考えたいのですね。

今、現に僕らが注目しなければいけないテロの

脅威というのは、現実には今まで話に出たイスラ

ーム原理主義ですね。これは９．１１からはじま

って、マドリッド、ロンドンと続いてきましたか

ら、次は東京かも知れません。実はイスラーム原

理主義については、やはり一番の問題は東京なの

です、一番という意味では。しかし僕らが直面し

ているテロの脅威というのは、もう一つあります

よね。今現在、既に直面している脅威、それは言

うまでもありません。はっきり申しますが、北朝

鮮ですよね。

。北朝鮮は既に日本に対してテロを行っています

拉致事件と言うから何だかもやもやしていますけ

ど、要は誘拐テロですから。北朝鮮の脅威という

ものを本当に考える時に、例えば某番組で、有名

な元代議士がいつもミサイルの話をされますが、

僕はいつも毎回必ず「それは違います」と言うの

です。毎回カットされて放送されません。今青木

さんの、つまり政府の側から、政府としての説明

の中にミサイルの話がたくさんでました。それは

必ず、しなければいけません、政府の立場として

は。つまり中長期的にはミサイルの話はとても大

事なのですが、目の前としては、ミサイルの脅威

は実は一番恐いものではないのです。はっきり申

しますと、一番ではありません。やがては一番か

もしれないけど、今は違います。

どうして違うかというとですね、北朝鮮という

国を思いこみなく真っ直ぐ見てみると、人口２千

万ちょっとの国なのです、もともと。そこから亡

、 、命した人がいますね いわゆる脱北者もいますが

朝鮮労働党つまり共産党の北朝鮮の支配層のナン

バー２も亡命していますね、ファンジョンヤプと

いう人ですが、時々たまにテレビに出てくるでし

ょう？例えばそういう人の証言を全部つなぎ合わ

せると、証言が正しいとするとですね、既に飢え

死にした人が300万人から350万人いるとおっしゃ

っているわけです。これはもし私達の祖国の日本

に置き換えたら、僕は東京都民ですが、東京都民

は全員もう飢え死にしていて、僕は神戸生まれで

すけれど、神戸を含む兵庫県つまり人口はとても

多いのですが、兵庫県も全員餓死していて、それ

なのに小泉さんだけお腹がぷっくり出ていてです

ね、公邸に帰るとよろこび組が待ってるという国

でしょう。

これは北朝鮮という封建国家の悪口を言ってい

るのではないのです。この事実を危機管理の側面

から見るとですね、実は独裁政権は超が付くほど

安定していることを示しています。そこまで餓死

者を出しながら、独裁者は安泰なのです。なぜか

と言うことは今日話す時間はないけれども、はっ

きりした理由があって安泰なのです。安泰な独裁

者が今何を欲しがっているかというと、その飢え

死にを減らすために日本からお金と米がほしいの

でしょう。もしテロをやるとしても、そのために

やるわけです。今現在独裁政権は安定しているの

ですから。将来めちゃくちゃになったら分かりま

せんよ、それはミサイルだって。しかし今は飢え

死にがどんどん出ても揺るがないのですよ。軍の

支持を得ているから。

ということは、北朝鮮がミサイルを撃ったら、

どこから撃とうが、つまり地下のミサイル基地は

確かにありますが、撃ったが最後、そこから撃っ

。たということは当然アメリカの衛星に分かります

日本にも分かります。正確に分かります。そうし

たら、米軍がどこで何をしていても、イラクでど

んなに泥沼で兵隊とられていても、100％間違いな

く反撃します。日本国民のためではない、在日米

軍のために。在日米軍はアメリカ軍の実は生命線

ですから。必ず米軍基地を守るために、北朝鮮に
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反撃ミサイルを撃ち込みます。例えば日本海に、

あるいは東シナ海に原潜が入っていますから、そ

こからトマホークを撃ち込んで、北朝鮮の独裁政

権はあっという間に終わりです。ということは、

ミサイルは中長期的には考えなければいけない脅

威だけれども、目の前のこととしては撃つはずが

ないのです。

アメリカのある機関のシミュレーション／天然

痘によるテロ

では、何が考えられるかということ、実はこれ

はアメリカのある機関がシミュレーションを行っ

ています。僕はその文書を見ました。どこの機関

、 。かは言えませんが 非常に信頼できるところです

そのシミュレーションによると、ある日、北京発

の日本の航空機が何事もなく普段どおりに、北京

の空港を出てですね、飛び立って、そのシミュレ

ーションでは成田になっていますけれども、別に

成田でも関西国際空港でもいいのですが、いちお

う成田にしましょう、成田に向かうと。機中何も

変わったことはないけれど、１人の清潔ななりを

。した細身の青年がいてという想定になっています

アメリカのシミュレーションですから、やたら具

体的なのですが、清潔ななりをしていて、特に異

常はない。ただ軽いセキをしてですね、本当に軽

いセキをして少し熱っぽい様子だった。

つまり何を言っているかというと、飛行機に乗

るのを怪しまれるような病状ではないけれども、

ちょっとカゼ気味のような感じだった。その青年

が数時間のフライトの中で一回トイレに行くと。

。 。あと一回通路を行ったり来たりすると 一回だけ

誰も怪しみません。エコノミー症候群がこれだけ

話題になっていますから。その飛行機は何事もな

く成田に降りますと。飛行機が成田に降りたら、

その乗客の中に、例えば佐世保市民がいたら、あ

るいはこの長崎県は五十いくつの島々に人が住ん

、 。 ，でいらっしゃいますよね 十数万人の方 僕は２

、３年前に家族と一緒に五島列島も行ったのですが

本当にたくさんの島々がありますが、どんな島々

でも、成田から、その日のうちに必ず家に帰られ

ますよね。これは長崎県に限りません。日本のど

んなところ、例えば利尻の奥でもですね、あるい

は西表島にお住まいの方でも、その日の内に日本

はそこの地域に帰ることができます。公共の高速

交通網がこれだけ発達している国は世界で日本だ

けですから。みんな、あっという間に帰って行く

と。帰って行って何も起きない。２週間何も起き

ない。

２週間何も起きないのだけれども、だけど２週

間経ったら、実は色はまさしくね、後ろの人は見

にくいでしょうが、朱色です、非常に真っ赤な朱

、 、 、色 本当にこういう朱色の しかもこういう丸い

実際もっと小さいですよ、小さいですがこういう

赤い円形の斑点が全身に出る人がでてくる。その

前に普通は、あの青年と同じように軽いセキと軽

い発熱があって、大半の人は無視するか、マメな

人は病院に行く。病院に行ったら、これは何だか

、「 」「 」 、分からないけれど カゼかな 疲れかなあ と

「あなたは中国に行って遊んできたのだから疲れ

たのではないですか」と言われて、薬を飲んでも

何も効かないうちにこの斑点が出るわけです。痛

くもかゆくもありません。これはもちろん推測で

言っているのではありません。

この症状を日本で診たお医者さんは、２年前に

日本で３人だけいらっしゃいました。みなさん高

齢だったので、今どうなっているのか分からない

のですが、その内の１人の方に僕は詳しく話を聞

きました。

最初は痛くもかゆくもありませんが、それから

２日ほどすると、つまり何も手を打たないで２日

ほどすると、その真ん中に、これは正確な絵では

、 、ないのですが 後ろの人は見にくいと思いますが

こういう丸い斑点の中に新たな湿疹が出始める。

それが出始めたら、どうなるか。そのお医者さん

は僕にこう言いました 「青山さんはひょっとした。

ら意志の強い人かもしれないけど、あなたがどん

なに意志が強くとも、これが出だすと、叫び、暴

れますよ」と。つまり、かゆみで。痛みよりも苦

しいかゆみで、暴れ出す。さあ、これは一体何が
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起きてるのでしょうか？

Ｅ 「ちょっと病名は分かりませんけど、潜さん

伏期間の長い伝染病の、炭素とか何か・・それは

すぐ死ぬでしょうけど。なんかそういう 」。

この病名、何となく見当つきませんか。

Ｅ 「潜伏期間が２週間とかいうので、赤いさん

斑点というのは聞いたような気がするんですが、

病名がちょっと 」。

これ、実はかつては日本人誰でも知っていた病

気です。

Ｆ 「天然痘ですか？」さん

正解です、そのとおり。さっき青木さんが実は

ばらしていましたよね、そのとおり、これは天然

痘なのです。天然痘はみなさんご承知のように、

世界で滅びた病気です。というか、撲滅した病気

なのですよ。撲滅した時に、実はアメリカとソ連

だけが、その天然痘ウィルスを培養したのです。

その口実は、再び、例えばアフリカの奥地で天然

痘がひょっとしたら出るかもしれない。天然痘を

防ぐことができるのはワクチンだけですから。ワ

、クチンを取るためにウィルスを培養すると称して

それを兵器化していったのです。兵器化というの

はどういう意味かというと、この自然界の天然痘

というのは、もうお気づきのように、さっき飛行

機に乗った１人の青年は、自ら死ぬかもしれませ

んが、工作員ですよね。つまり北朝鮮の工作員で

すね、はっきり申しますと。北朝鮮という名前を

はっきり出していいのは、国連の専門家が、天然

痘ウィルスを今世界で持ってる国は北朝鮮だ、と

すでに認めているからです。すでに兵器として持

っています。

ちょっと話がそれますが、アジアで３カ国がこ

の天然痘ウィルスを兵器として持っていると国連

は考えています。国連の専門家は。公表していま

せんが。１つは北朝鮮、１つは中華人民共和国で

す。中国人民解放軍は、この天然痘ウィルスを持

っていると思われます。少なくとも国連の専門家

はそう考えている。あと１カ国あるのです。これ

は残念ながら公開の場では言えません。ただし、

日本ではないですよ。日本の自衛隊がこっそりそ

。のようなことをしているということはありません

日本ではありませんが、アジアでもう１カ国あり

ます。我々にとても近い国で。

話を戻しますとね、北朝鮮が世界で最もこの天

然痘ウィルスを持っていますから、１人の工作員

にそれを植え付けることは簡単です。自然界の天

然痘ですと、人にうつせるようになる時には、相

当症状が出ていて、大半は発疹も出ているから、

飛行機に乗る時に怪しまれるわけです。つまり工

作員として使えない。兵器化するというのは、湿

疹・発疹が出ていないのに、発疹が出ていないう

ちなのに、人にうつせる期間が48時間ぐらいある

、 。のです 兵器にされてしまった天然痘ウィルスは

すなわち、天然痘ウィルスを注入して、飛行機に

乗る直前に、北京は北朝鮮と仲が良いところです

から、北京にいた工作員に注入して飛行機に乗せ

て、日本に着くまで48時間経ちませんね。症状が

出ていないのに人にうつせるわけですね。

そうしますとね、ここでいろいろな事が分かる

のです。一つは、この天然痘ウィルスをこうやっ

、 、て日本中に広めた時に 何が起きるのかというと

天然痘というのは、感染率はほぼ100％なのです。

、 。飛沫感染と言いまして このツバでうつるのです

つまり僕が今工作員だったらみなさん全員にうつ

。 。 。る ２階席の奥の人もだめです 必ずうつります

100％うつるということは、成田で降りた飛行機か

ら客が降りて、散らばっていったところは全部う

つるのです。学校でも会社でも地域でも。その地

域からどんどん人が出たり入ったりしますから、

日本中にあっという間に広がっていきます。

感染率は100％ですが、死亡率は兵器になったも

のでも５％にすぎません。100人のうち95人は、そ

の湿疹が治まるにつれ救われます、ワクチンを投

与しなくても。しかし逆にいうと、100人のうち５

人は必ず亡くなるのです。自然界ではだいたい３

％ですが、学説によっては兵器化されたものは20

％と発表している人がいます、アメリカに。僕は

それは違うと思っています。たくさん情報集めて

みると、だいたい100人いたら５人亡くなる。100

人のうち５人ですが、1,000人で50人ですよ。１万

人で500人ですよ。１万人の市町村はいっぱいある

でしょう。小さな町村でも、自分の地域で１万人

のうち500人が死ぬのですよ、確実に。

そうすると、まず日本国民がどう思うかという

と、こんな事をするのは一体どこだろうと思うで

しょう？これをイスラーム原理主義と思う人は、

ほぼいないでしょう。そんな複雑なテロ、今まで

。 、あったことはありません お腹に爆弾巻き付けて
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爆破させるのが手口ですから、天然痘ウィルスを

培養するといってもイスラーム原理主義がどこで

培養するのですか、あの砂漠の環境の中で。イラ

クは60度ですよ気温。気温60度って想像できない

でしょう。車の窓開けて走ってると、火傷するの

。 。 。です 低温火傷 目の涙も全部乾いてしまいます

そんなところで天然痘ウィルスなんか培養できま

せんから、誰だってそんなこと言われなくったっ

て分かるから、これはきっとあの国だろうと。北

朝鮮だろうと思う。

思うけれども、ミサイルと対照的に、これを誰

が証明できるのですか。その工作員の死体、ある

いは工作員をたまたま生きて捕まえることができ

ても、彼が北朝鮮の国籍だと誰が証明できます？

パスポートは偽造ですよ。着ているものは北京で

買ったもの。民俗学的に解剖したら、朝鮮民族だ

と、そんなもの証拠にも何にもならないですよ、

それは差別してるだけの話であってですね。です

から、これが工作員という証明は全くできないの

に、日本国民はほとんどが北朝鮮がやったと思わ

ざるを得ないわけです。

そうすると、この講演会へ来てくれたような意

識の高い人でも 「あぁ、もう北朝鮮とやり合うの、

はやめてくれ」と 「まあ10年20年経ったらあの国。

つぶれているかもしれないから、それまで待った

、 、らいいではないですか その前にとりあえずお米

お金をあげましょう 」そう世論は必ず出ますよ。

ね？僕の周辺でも必ず出ると思います。

、 、しかも同時に 例えばアメリカが何をできるか

日米安保条約に基づいてね、日本を守っているは

ずのアメリカが何をできるか。北朝鮮がもしミサ

イルを撃ったら、日米安保条約に基づいて、それ

がアメリカの利益のためなのですけれども、とに

かく日米安保条約に基づいてアメリカもミサイル

を撃ち込みますが、天然痘というバイオテロの場

合アメリカ軍は北朝鮮に何かできますか？証拠は

ないのですよ。せめても国連の安全保障理事会の

議題にしますよね。

議題にしようとするとその前に、おそらくは北

朝鮮の、これもシミュレーションに入ってるので

すが、北朝鮮は非常にしたたかな戦略的な国です

から、作戦上手な国ですから、北朝鮮の国営テレ

ビで「日本政府は自らテロ活動を行いながら、共

和国のせいにしている」と言うでしょう。これは

今も言っているのです 「日本こそテロ国家だ」と、

本気で言っているでしょう？笑ってしまうけれど

も。

このときには、日本政府は天然痘ウィルスだと

発表していない段階で、その朝鮮中央テレビで、

。 、その天然痘という名前をわざわざ出す それから

被害の例えば何万人ぐらい死んだというのも、北

朝鮮の工作員は日本には実は関係筋の情報による

と推定２万人近くいますから、その情報網でもっ

て、今何万人ぐらいの死者が出ているということ

も、ピョンヤン放送の中で言う。これを共和国の

犯行であるかのような、陰謀を日本政府がまき散

らしていると言う。

全面否定しているのに、俺たちがやったと言っ

ているのと同じですね。ですから、この場合、独

裁者は困ることは何一つないわけですよ。何も失

わない。得るものだけですね。得るもの、すなわ

ち 「もう、そのようなことをやられるぐらいだっ、

たら、お米とお金をあげましょう」と日本から世

論が出てくることを期待できるから。

もし今テロが北朝鮮によって行われるとしたら

。 、 、こういうものなのです そうしますとね この話

、北朝鮮を恐れよという話をしているのではなくて

何が言いたいのかというと、このテロから逃れら

れる地域があるのですかということなのです。

例えばミサイルだったら、たまたま東京に撃と

うとしたやつが、どこか途中に落ちるぐらいの危

険であっても、このような感染率100％、ツバでう

つるというものを利用されたら、この国はみんな

が努力して公共の交通網を作ってきたことが、逆

、 。になってしまって あっという間に広がっていく

すなわち、この国民保護を考える時に、こういう

テロから自由でいられる国民はいないのですとい

うことを、僕らはリアルに考えましょうというこ

となのですね。

この話をしますとね、さっき青木国民保護室長

のお話でも、ワクチンの質問が出ましたよね、真

ん中あたりの方から質問されたと思う、ワクチン

ね。まず私は民間人ですから情報をはっきり申し

ますね。今現在日本政府が持ってるワクチンとい

うのは、人数を厚生労働省は明らかにしていませ

んが、あえて申しますと、だいたい４千万人分ぐ

らいあると私は考えています。これは実は薄めて

使った場合です。天然痘のワクチンは薄めて使う

ことが出来ますから、最大限薄めて、だいたい４

千万人分ある。逆に言うと、日本国民の３分の２

はほったらかしなのです。

さっきご質問された方が、アメリカは２億９千

、万の人口分だいたいあるらしいではないですかと

どうしてなんだってことを恐らく聞かれたと思う
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、 、んですけど これを日本政府の責任と言ったらね

違うのです。これは、はっきり申しまして、日本

政府だけの責任ではない。どうしてかと言います

と、実はこのワクチンには副作用があるのです。

、これは今まで医学者がいっぱい努力したけれども

僕も医学者に、複数の方、つまりアメリカ、イギ

リスの学者も含めて確認しましたが、これ以上副

作用を減らすことはできない。どういう副作用か

というと、100人打ったら１人は死ぬのです、ワク

チンによって。１％の死亡率があるのです。100人

に１人といいますが、これはさっきの話と似てま

すが、1,000人で10人ですよ。１万人打つと、100

人の方が亡くなるのです。その100人の中に自分自

身ならまだしも、自分の小さい子供がいるかも知

れないのですよ。

アメリカ国民は今回のハリケーンで分かったよ

うに、ひどい面もありますが、少なくともテロか

ら防ぐためには、そういうことはやむを得ないと

いう国民合意が少なくとも一応あります。という

ことは、連邦政府がそのワクチンを使って、例え

ば僕の子供が死んだ時に、僕は訴訟起こすかもし

れないけれど、大きな国民単位で見ると、それは

実は国民合意の下で使っているわけですね。使っ

、 、たことに訴訟を起こすのではなくて 使い方とか

あるいはその僕の子供なら子供の健康状態をどう

やって確認したか、その辺が争点になりますが、

使ったこと自体を政府はおおむねは問われないか

ら、全国民分のワクチンを予算を投じて買うこと

ができたわけです。

しかし翻って僕らを考えますと、自分の子供が

１％とは言え、一定の確率で死ぬかも知れないワ

クチンを、どうぞ打ってくれと言う国民はどれだ

けいらっしゃいます？しかも、天然痘ウィルスか

も知れない、という段階で、ワクチンは違うかも

知れない、という段階で、打たざるを得ません。

すなわちワクチンによって、いわば防衛線を作っ

て、それ以上広がらないようにするのが目的です

から。まだ天然痘でバタバタ人が死んでいない地

域でワクチンを投与しなければいけないのです。

かかっていない人に投与しなければならない。か

かっていない人に投与して、例えばその人やその

人の子供やあるいは奥さんが亡くなった時に、日

本国民全体として、最低限の合意がなければ、厚

生労働省は予算をこれ以上使うことはできないと

いうのが実態なのです。

ということはみなさん、この国民保護というの

は、１つは政府、政府の役割、あるいは自治体の

役割もとても重要だけけれども、私たち自身がど

う考えるか、これ、僕はワクチンを必ず持てと今

言っているのではないです。もちろん僕の仕事の

立場からは、持ってほしいのですが、これは国民

の選択なのです。私たちの選択です。ワクチンを

備える以上は、つまり打つために備えるのですか

ら、打ったら100人に１人は亡くなる、それを受け

入れるのか、受け入れないか。それは平成18年度

末までに市町村がマニュアルを作ることになって

いますが、マニュアルを作りながら、そういうこ

とまで地域の住民と、今日は市の職員の方もたく

さんお見えになっている、そういうことを地域の

隅々の人と話さなければならないのです。それが

この国民保護法制というものを、市民の方も、そ

れから市の職員、町の職員、村の職員の方も、今

こそ考えなければならない。そういう時代なのだ

ということをみなさん理解してほしいのです。

話を少し戻しますとね、そうすると、この国民

保護というのは、非常に厳しい話、つまり今まで

お上に任せてきたことを、自分たちで、住民が自

分で考えなければならない厳しい話だとも言えま

すが、同時に今まではお上に任せなければならな

かったことを、自分たちの手で、自分たちの家族

を、自分たちの地域を守ることができる、という

意味では僕は新しい希望だと思います。これが本

当の構造改革でしょう。この国が僕らのものにな

るのですから。お上に任せっぱなしではなくてで

すね。そのことを、いわば実務に即しながらみな

さんにちょっと考えていただきたいと思います。

民保護法制の根っこは何か、運用の現

実的な課題とは何かを考える

○ 国民保護法制は日本を変えるか。

○ 警報は鳴るか。

実務のところに入って行きたいのですが、みな

さんお手元のレジュメの３ページでですね、３ペ

ージの上の方に「国民保護法制の根っこは何か 、」

根っこは何かについては、今までかなりお話しし

。 「 」ました １番の 国民保護法制は日本を変えるか

、 。と書いたのは 今お話ししたことに関係あります

お上に任せてきたのが、私たちの国民像でした、

はっきり申せば。全部ではないにしろ。しかし自

分たちの手に取り戻すということですから、国民

。保護法制は日本を変える可能性があると思います

その話は今までしましたが、その下の方で、例
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えば４番の所、警報は鳴るか、と書きました。こ

れは実は非常に困難なことを書いているのです。

と言いますのは、さっき青木国民保護室長から、

まず警報が鳴って、例えば新しい緊急通信システ

ム、あれがあるということはつまり最初にまずア

ラームが鳴るわけですね、それは例えばミサイル

が使われそうだとか、そういうことだったらアラ

ームを鳴らすことができます。ミサイルは発射ま

でに必ず準備がありますから。それと、米軍の衛

星は見ていますから。本当は地下の発射施設もあ

りますけれど、おおむね準備できる。つまり、ア

、 、ラームが鳴って アラームが鳴ったことによって

みなさんがこれから作るマニュアルを動かすこと

ができる。

しかし、今僕が言った天然痘ウィルステロだっ

たらアラームが鳴りますか？鳴りません。永遠に

鳴らないのですよ、どんなにハイテクシステムが

あっても。ではアラームが鳴らないならどうする

のか？

これは例えば地域に消防団員の方がいらっしゃ

いますね、消防団員の方が、例えばね、今日青木

さんは消防庁からでしょう、消防庁って火消しの

お役所だったのではないかとみなさん思うでしょ

う。これは実は前から英文名ではですね、緊急事

態管理庁みたいな名前になっているわけです、消

防庁はね。僕はこれはすごく高く評価しているの

です。つまり、消防庁って今まで権限が小さい役

所だったからこそ、改革のいわば旗を振ることが

できるわけです。火を消すだけではなくて、国民

全体を守ろうとする仕事を一生懸命やろうとして

いますね。それと同じように地域の消防団員も、

、火事の予防と火事が起きた時の備えだけでなくて

日本の社会は、地域の隅々まで消防団員がいる世

界に希な国ですから、消防団員が例えば天然痘ウ

ィルスについて、最小限の知識があったならば、

これはひょっとして、例えは青山なにがしの講演

で言っていたあれかもしれないと思うことが、す

なわち唯一のアラームなのです。

このことは、実は天然痘ウィルスに限らないの

です。限らなくて、天然痘ウィルスだけではなく

て、例えば炭素菌だったらどうか、例えばサリン

ガスだったら何が起きるか、という最低限の知識

を身につけるのは、そんなにたくさんの勉強が必

要なわけではないのです。

－ 日本が経験したテロ事件に

リアルに学ぶ。－

○ 地下鉄サリン事件から、わたしたちは

学んでいるか。

例えばサリンで言いますとね、その３ページの

、「 、レジュメの一番下の方に 地下鉄サリン事件から

わたしたちは何を学んでいるか」ということを書

きました。

、 。サリン事件が起きてね １０年も経つのですよ

１０年経って、延々と裁判を今もやっていますよ

ね。延々と裁判を今もやっているけれども、この

、裁判記録はもうすさまじい量になってるけれども

ではあのようなテロが起きた時に、どうやって警

察や消防や、あるいは自衛官や、あるいは一般市

民の人が動くか、というマニュアル見たことはな

いでしょう。

これは実は、アメリカ、イギリス、ドイツ、フ

ランス、スウェーデン、こういう国々はわざわざ

、 、日本にやってきて 東京の聖路加病院にも行って

ドクターにも会って、どうするのかというマニュ

アルを作っているのです。どうしてかというと、

世界で毒ガステロがあった唯一の例ですから。と

ころが日本では、なんで麻原彰晃というただの漢

方医に、東大の医学部を出た先生がなぜ付いて行

ったのかということばっかり神経が集中して、危

機管理についてはまだ報告書がないのです。

報告書がないとどういう事が起きてるかという

とですね、例えばあのサリンはガスですね、ガス

ですが、みなさんあの当時の映像を思い出してほ

しいのです、地下鉄の現場から、霞ヶ関の地下鉄

の現場から、被害者を地上に上げた時の映像、み

なさん覚えているでしょう。裸の人もいました？

いや、みんな服を着ていましたよね。つまり裸に

していない。ということは、ガスですから、この

繊維の中に染みこんでいたのです、現に。繊維の

中にいったん染みこんで、それが例えば搬送の時

に汗かきます、あるいはテレビライトが当てられ

て熱くなります、温度が上がります。それによっ

て、そこからもう一回サリンガスが蒸発していっ

たのです。まず被害者の鼻や口からもう一回入り

ました。ダブルパンチなのです。さらに救助した

消防団員や、あの時は消防か、あるいは警察官に

も吸った人がいるわけです。あるいはドクターに
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。 、もいるわけです すなわち諸外国はこの経験から

もし毒ガスが使われた時は、サリンに限らず、例

、 、え真冬の厳寒期で しかも被害者が高齢の方でも

素っ裸にして、お湯があればお湯が望ましいけれ

ども、なければ水で洗えと。そのことによって何

人かの被害者が、むしろそれで亡くなっても、や

むを得ないと。二次災害、三次災害防ぐためには

全部裸にしろというマニュアル持っているのです

が、日本にはないのです。

ということは、私たちの見る視点が今まで違っ

てたということではないでしょうか。実は消防庁

はすでに２年ぐらい前に気が付いて、消防官の中

にはこの知識を持っている人がいます。しかし、

警察官や自衛官にこの情報が行っているかという

と、残念ながら行っていないし、ましてや一般市

民に行っていないのですよ。ああいうテロが起き

た時、あの時もね、一生懸命同じ地下鉄乗ってい

た人で、自分も苦しみながら助けようとした人が

何人もいたでしょう。日本人は僕はすばらしいと

思っていますけれども、そういう人たちも本当は

知っていて、みんなの合意の下で裸にしなければ

ならないのです。それが実は学ぶということなの

ですが、今までそれをできていなかったというこ

とは、政府の責任だけではなくて、今日の話で分

かっていただいたように、サリン事件から10年経

って、僕らがあのサリン事件から何を学ぼうとし

てきたかと、お役所の人だけではなくて、麻原彰

晃は何者かっていうことだけに関心が行っていた

のではないかということを、みなさんね、ちょっ

と考えていただきたいのです。

○ 国民保護の先進国、その自治体と地域

住民にどう学ぶか。

○ なかでもアメリカの自治体と地域住民

の取り組みにどう学ぶか

それではですね、次にこのレジュメの３ページ

の所、ちょっとみなさん、本当に汗をかいたので

上着を脱がさせてくださいね。３ページの所をご

覧ください。３ページの所の真ん中辺にですね、

５番 「国民保護の先進国、その自治体と地域住民、

にどう学ぶか」と 「なかでもアメリカの自治体と。

地域住民の取り組みにどう学ぶか」ということを

書きました。

みなさん、イラク戦争を見たら分かるように、

アメリカのすることがいつも正しいわけではない

けれども、正しいことをやっていることもあるの

です。その一つをね、みなさんにお伝えします。

アメリカにウェストチェスターという郡があり

ます。郡というのは軍隊の軍ではなくて、市町村

の郡ですね。

、ウェストチェスターという郡は特徴がある所で

どういう特徴があるかというと、９．１１の舞台

になったニューヨークからハドソン川を上がって

行った所に、インディアンポイントという原発が

。 。あるのです つまりニューヨークの電源なのです

それを抱えている自治体なのですね。一つ印象的

なことにね、このウェストチェスター郡は連邦政

府にずっと９．１１の後要求しているのですよ、

原発を撤去しろと。

テロ計画の中に原発は明らかにありますから、

アメリカはその証拠も持ってますから、ニューヨ

ークのすぐ近くのこの原発は危ないから撤去して

くれ、ということを連邦政府にずっと要求してい

るのですが、要求しているからといって原発を守

ることをやめるわけではなくて、強固に防護して

いるのです。その防護、どうやって原発の施設を

守っているかという話とは別にですね、もし何か

あった時のために、住民をどうやって避難させる

かということを考えて、９．１１の後、マニュア

ルを一旦作ったのです。今日会場にお見えになっ

ている方は、大半の方が自分で動ける大人ですよ

ね。健常者、つまりマジョリティー、多数派、多

い人ですね。当然ウェストチェスター郡もこの多

い人を最初にどうやって動かすかというマニュア

ルを作ったのです。さて、そこからが肝心なので

す。

僕ら日本国民、僕も含めて、日本国民はマニュ

アルというとね、何を考えるかというと、マニュ

アルはできましたと、例えばこの佐世保市が一生

懸命がんばってマニュアルを作りましたと。マニ

ュアルを作ったら、まず最初にやらなければなら

ないことは？。マニュアルはできましたと、まず

何をしなければいけないと頭に浮かびますか？

Ｇ 「マニュアルを理解する 」さん 。

理解するというのは、頭にたたき込むというこ

とですか？

Ｇ 「行動する 」さん 。

行動というのは？
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Ｇ 「マニュアルに沿って実践する 」さん 。

実践する、これはちょうど中間的な答えで、な

かなか上手な答えですが。

あなたならどうですか？あなたはどこかの市役

所の人ですか？

Ｈ 「佐世保市です 」さん 。

ご当地佐世保市役所職員。答えなければいけな

いですね。別に難しくないのですよ。マニュアル

ができたら、まず、本音ベースで何をしなければ

いけないと頭に浮かびます？ マニュアルができま

した。堂々完成しました。苦労して苦労して完成

しました。本当に苦労するのですよ。

Ｈ 「訓練する 」さん 。

何のために訓練する？

「 。」Ｈ 実践に向いたように手直しするためにさん

おお、これは正解なんですね。本当は間違った

答えを言って欲しかったのですが。これはね、大

変意識の高い方で、佐世保の市役所で良かったで

すね、みなさんね。

これね、ただし日本の多数派ではないのです。

つまり正直に考えれば、日本はマニュアルができ

たら、僕も含めてまず覚えようとしますね。頭に

たたき込もうとしますね。もっと平たく言うと、

せっかく作ったマニュアルだから、マニュアルど

おりに動こうとしますよね。マニュアルを頭に入

、 。れてそのとおり動けるようにしよう と思います

ウェストチェスター郡は、さっき言いました。

普通に動ける大人を中心にしたマニュアルを作っ

て、それからまずどうしたかというと、さっきお

答えいただいたように、訓練を確かにしたのです

が、その訓練は覚えるためや理解するための訓練

ではなかったのです。優秀な佐世保職員が正解を

言いましたが、そのとおりで、どっかに必ずおか

しいところがあると。

戦前を知ってる方はこれは分かりますね。アメ

リカ軍の動きと同じでしょう。帝国陸軍、帝国海

軍がマニュアルに従って戦争したのと違って、ア

メリカ軍は手直し、手直し、手直し、手直し。

つまり真珠湾攻撃を受けてアメリカの方は空母

をどんと増やしましたが、日本の方は、僕はこれ

、はいまだにアメリカ海軍の人に言われるのですが

「日本は不思議な国だ」と 「真珠湾攻撃をした日。

本は、アメリカに航空戦力がいかに大事かを教え

てくれた」と 「アメリカはどんどん空母を作って。

、 」いったのに 日本はなんと戦艦大和を出してきた

と 「竹とんぼのような飛行機しか積めない戦艦大。

和を出してきた。しかも国民の誇り、いまだに国

」 。 、民の誇りですね と 実際に今聞かれるんですよ

僕は 「不思議な国民だ」と。なぜ自分たちが航空。

戦力が大事だということを伝えながら、最後に戦

艦大和が出てくるのかと。僕はもう正直に答える

しかない 「いや最初に決めた計画だから」と。。

あんな巨艦を作る建造計画は少なくとも十年単

位の物ですからね、ずっと前に作った計画を変え

られない。日本はそういう国民なのです。そうい

、 。う国民だからこそ ここまで繁栄できたのですよ

今までは長所だったのですが、少なくとも危機管

、 、理や国民保護については マニュアルを作ったら

とにかく頭にたたき込むために訓練するというの

では間違います。

ウェストチェスター郡は 「どこか必ずおかしい、

ところがあるに違いない」と、どんなに予算をつ

ぎ込んで作ったものでも、みんながどんな苦労し

たものでも、そんなことは関係ない。必ず欠点あ

るからということで訓練をやったら、最初に起き

たことは、実は長崎県の事情とこの辺は似ている

と思うのですが、マイカーがまず多い。で、働き

盛りの人も多い。長崎は地域によっていろいろあ

りますけれども、でも佐世保は大きな工場もある

から、働き盛りの人も多いでしょう？そういう人

は全員、マニュアルはマニュアルとしてですね、

自分の子供を救い出すために、マイカーで子供の

所へ走ったのです。ですから大混乱に陥ったので

す。大混乱に陥って、却ってウェストチェスター

郡の責任者は僕に言いました。それは 「That'so、

urlucky(ｻﾞｯﾂ ｱｳｧｰ ﾗｯｷｰ)」と言ったわけです。

「それはまさしくラッキーだった」と。

発想をぐるりと転換して、まず、子供たち、そ

れから動けないような高齢者の方、あるいは心身

の病気によって、あるいは障害によって動きにく

い方々、そういう人をまずどうするかというマニ

ュアルに切り替えました。
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まずその中で一つ例を挙げると、子供たちをど

うしたかというと、例えば、家の前はすぐ学校で

ね、子供がアクビしているのも家から見えると、

そのような人がきっといるでしょう。そういう人

であっても、例外なく毎朝必ず同じスクールバス

に乗せて、そのスクールバスというのはあくまで

民間業者ですよ、民間業者とこのウェストチェス

ター郡が委託契約を結んで、そのバスの運転手に

、 、は いざとなったらどう動くかという訓練を施し

なおかつバスの中には、放射能汚染量のモニター

機も載せ、同じ運転手、同じバスに必ず子供を乗

せる。学校から帰る時も同じで、家が目の前に見

えていても、必ず同じバスに乗る。

みなさんお分かりになったと思いますが、いざ

危機が起きた、あるいは危機が起きるかもしれな

いとなると、学校がやっている時間、やってない

時間に関係なく、そのスクールバスを動かして、

、 、子供たちを乗せて まず子供たちを親から離して

遠くに出してしまうのです。その後に、大人たち

を動かす。ということを行っているわけですね。

例えば、ウェストチェスター郡は他にもいろい

ろとやっていますが、日本ですと、どうしても放

射能漏れというのは同心円を書いて考えます。日

本ももっと柔軟には最近考えるようになりました

が、ウェストチェスター郡の方はもっと徹底して

いて、例えば佐世保市に何とか町、何とか町、何

とか町とありますね、その町ごとではなくて、風

が吹いて、例えば玄海原発で何かがあって、風向

きによってその放射能を帯びた、残念ながら放射

、能を帯びた空気がどうやって動くかということを

地形と風向きで計算して全部シミュレーションし

て、そこに細かく番号を振っていって、町名とは

別に、例えばさっきの佐世保のあなただったら例

えば10番とか、その地域、非常に狭い地域、狭い

というのはもちろんシミュレーションによるので

すが、場合によっては、家が10戸ぐらいしかない

地域に番号を１個振ってですね、あなたは何番と

教えて、例えば緊急放送、同報無線でやる時に、

次の番号の方だけ避難してくださいと。１番、８

番、10番、15番というふうに、地域の番号を言う

わけですね。これは実はウェストチェスター郡が

今改良中で、自分の番号をどうしても覚えられな

い方がいらっしゃるのです。その方のために、例

えば「イチゴ地区」とか 「クマさん地区」という、

名前を振ってみたらどうなるかということを今彼

らはやっている最中なのですね。今彼らはいまだ

にそうやって改良を重ねているわけです。

これは、みなさん、市町村の方は特に頭にたた

き込んでほしいのですが、日本は、さっきのよう

な優秀な市役所の職員がいても、マニュアルを作

るとそれを覚え込むというクセがどうしてもあり

ますから、間違ったまま組織やそれぞれの個人の

気持ちに入ってしまうと取り返しが付かない。そ

れを修正するのは難しいですから。ですから、多

額の予算を投じてみんなが苦労して作った計画で

あっても、それをどんどん破棄するために訓練を

行う。国民保護法の中に「訓練して下さい」とい

うことは書いてありますが、その「して下さい」

と書いたものを読むと、マニュアルを覚えるため

の訓練だと地域住民にそう誤解されやすいところ

もないではないから、そこをよくみなさん頭に置

いてほしいのですね。

それで、実は独立総研は、自治体によっては、

。自治体の委託を受けてマニュアルを作っています

。 。 、原案をですね あくまで原案ですよ 原案ですが

作っています。その作った原案で、いくつかポイ

ントをお話ししますとね、独立総研に委託されて

きた自治体の中に、まず私たちに原則をお示しに

なった自治体があったのです。実は一つではない

のですけれどもね。マイカーは使わないというこ

とが書いてあったのです。マイカーを使うと大混

乱になるから、マイカーは使わないと。

うちが出した原案は全て「マイカーを使いまし

ょう、いや、使いなさい」というマニュアルにし

たのです。それは、現実の問題として、避難させ

る時に、バスとか、あるいは電車を利用したり、

場合によっては船舶を利用しても、全く足りませ

ん。そうではなくて、マイカーも含めて活用しな

いと移動できない。この間、ある自治体の方から

僕に電話がかかってきたのは 「青山さんが言って、

いた、あるいは独立総研が出した案は正しかった

ですね 」という電話でした。。

、 「 」 、つまり ハリケーンの カトリーナ によって

、 、ルイジアナ ミシシッピで逃げられない人が沢山
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亡くなりました。どうして逃げられなかったか、

マイカーを持っていなかったから。まさしくその

とおりで、いざ何かあった時に、特に日本のよう

に人口が多いところだからこそ、マイカーを使わ

ないとみんな逃げられないのですよ。

ということは、逆にマイカーを使うことを前提

にして、まず全てのマイカーに、いざという時に

使える車なのか、使えない車なのかを分けて、許

可証を出します。許可証を持ってるマイカーだけ

が、あらかじめ決められたルート、決められた国

道、県道、市道、町道を使って移動する。それ以

外にないのです。

どうしてマイカーを使ってはいけないというこ

とを、多くの自治体が打ち出したかというと、そ

れは実は思いこみですよね。みんながマイカー走

らせ出したら、ぶつかって大変なことになるとい

う思いこみで実は動いていました。

私たちが、独立総研が、これをなぜ知っていた

かというと、それは地域、その自治体から委託を

受ける前の段階、何となく下準備の話がきた段階

から、そこの交通機関を調べますから、すぐに。

調べると、実は日本中どこだって、バスや列車や

船で全部まかなえるという所はないのですよ。長

崎県でも、それはありません。ですから、そうい

う発想の転換をしなければいけないのです。

それからね、これ全部一例ですけど、それから

例えばこういう国民保護フォーラムで時々話が出

るのは、質問が出るのはですね、さっき言いまし

、 、たウェストチェスター郡のように 例えば高齢者

高齢者の中でも動けない方を動かす。しかし実は

そういう個人情報を集められないのです、という

地域がある。個人情報保護法の影響もあって、例

、「 」えば訪ねて行って おじいちゃん動けるんですか

。という質問もしにくいというところもあるのです

それは僕も理解できます。

これ、実はウェストチェスター郡では既に解決

していて、どう解決しているかというと、まず、

国民保護、住民保護のパンフレットを配っていま

す。それはどこだってやります。どこだってやり

ますが、そのページの中に 「あなたがもし、いざ、

という時に、私たちの手を借りたいなら、次のこ

とに答えてください」というＡ４の大きさの１枚

の簡単なアンケートがあるのです 「あなたは歩け。

ますか 「歩けない場合は、あなたは杖があれば」、

歩けますか 「車いすがあれば動けますか」など」、

の項目があります。それを何回も何回も手渡して

いきますから、今、ウェストチェスター郡の住民

はほとんど、ほぼ100％その回答をしています。

ということは、まず自治体にとって大事なこと

は、車いすが何台必要なのか、杖、ステッキがい

くつあればいいのか、あるいは介助人が何人必要

なのか、という情報も備えて、予算を効率的に使

うことができるうえに、その配置もできるわけで

すね。もちろん社会的弱者の存在場所を事前に自

治体が把握できるわけです。これ、お気づきにな

ったとおり、最初に「あなたがもし、我々の手を

借りたいのであれば、あなたの責任において」と

いうことが書いてあるわけです。

僕は日本も、もうそろそろそれをやっていい時

。 、期だと思うのです 政府も自ら認めたのですから

今まで国民保護をしてこなかったということを。

つまり我々住民も、お上は放っておいてもやって

きてくれるということをやめて、ワクチンで天然

痘ウィルスを防ぎたいのであれば、副作用は残念

ながら受け入れなければいけない。それから、高

齢者や社会的弱者を救いたいのであれば、自分た

ちの自発的な意思で情報を自治体と共有しなけれ

ばならない。例えばマニュアルの中に、これから

市町村の方、マニュアル作る時にそういうことを

念頭に置いてほしいのですね。
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右でも左でもなく、国民保護の立場か

ら真っ直ぐに日本を問う

－ 憲法をリアルに考える。－

○ 憲法改正で最大の焦点は第９条か。

もしそうでないとしたら、最大の焦点は

何条か。

○ 憲法前文をめぐる真実は何か。

○ 現憲法の成立過程にこだわりすぎるの

は良くないのか。

最後に実はみなさんのお顔を見ながら、僕はこ

れを話すか話さないか迷っていたのですが、やっ

ぱりお話ししようと思います。別に恐い話ではな

いのです。恐い話ではなくてですね、３ページの

真ん中 「右でも左でもなく、国民保護の立場から、

真っ直ぐに日本を問う」と書きました。そこに憲

法のことを書いています。憲法のことはいろいろ

な議論があるのは知っています。いま総選挙の真

っ最中ですしね、いろいろな考え方があるのは分

かりますが、あくまで僕の個人的な問いかけとし

て、みなさん、これを聞いてください。我慢して

聞いてください、反対の方もね。反対、というご

意見にこれからも耳を傾けていきますから。それ

から、これはあまりにも当然ながら、これは長崎

。県や佐世保市の考え方とは一切関係はありません

僕個人の考え方です。

「日本を真っ直ぐ考えよう」と言いました。日

本を真っ直ぐ考える以上は、私たちの憲法につい

ても真っ直ぐ考えたいのです。考えてみたい、左

でもなく、右でもなく。そうしますと、まずこの

日本国憲法、僕らの日本国憲法が、戦争に負けた

時占領軍のリーダーシップで作られたと。それは

否定のしようがありません。しようはないけれど

も、占領軍だから何でもできたというわけではあ

りませんね。僕は1952年生まれですから、戦争を

直接知りませんが、例えば僕の母親は、実の弟が

。 、海軍航空隊で死んでいます その母親に聞いても

満州に行っていた父親に聞いても、父親はもう死

んでいますが、生きてる間に僕は聞きました。聞

いたら 1945年の夏 日本が戦争で負けた時に も、 、 、「

う一回戦争をやりたい」とか 「もう一回中国に攻、

め込みたい」とか 「もう一回朝鮮を併合したい」、

とか、戦争をやりたいと思った人は誰もいなかっ

たと。つまりみんなが平和を望んだのですね。

ですから、占領軍も日本国憲法を作ることがで

きたのだから、日本国憲法が平和を目指す憲法で

あることは疑いようがありません。

しかし、その平和というのは、新しい平和です

ね。すなわち戦前の日本はどうしたかというと、

。本土を守るためには外に出ていこうとしましたね

日本を守るために、朝鮮半島や中国やあるいは南

方や、そういうところを侵略し、出ていって、そ

こで防衛線を築いて真ん中を守ろうとしました。

しかもそうやって軍事力を強めるために、実は一

生懸命勉強して東大法学部を出た人も、自分の就

きたい仕事に就けずに、兵隊に行って、さっき言

った戦艦大和とともに、今だに海の底に眠ってる

人がいるわけです。僕があの時代に生まれていた

ら必ずそうなっています。みなさんも同じです。

同じ運命。今日の若い人も同じです。つまり職業

選択の自由すら奪って、日本を戦争に強い国にし

て、何とか守ろうとして全部負けたのですね。全

部それは失敗したのです。失敗したから、新しい

平和とは、すなわち二度と他の国を侵略しない。

それから国内の自由も奪わない。みんなが就きた

い仕事について、その仕事を通じて、祖国を守り

家族を守り平和を守る、という新しい平和のはず

ですよね。

そこまで真っ直ぐ考えて憲法を見ると、平和に

ついて書いているのは９条と憲法前文の２カ所し

かありません。憲法９条の第１項には 「武力で脅、

すことも、武力を使うこともやめました」と書い

てある。はい、分かりました、つまり過去の否定

ですね、と。今僕が言った戦前のやり方を否定し

たのですね。次、第２項「陸海空軍その他の戦力

はこれを保持しない」と書いてある。自衛隊は何

なのかということを今日は話す時間がなかったか

ら置いといて、とにかくそこで言っているのは、

恐らくは帝国海軍や帝国陸軍のような、ああいう
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形の軍隊はもうやめましたということを書いてあ

るわけですね。第１項、２項は過去の否定です。

ということは、第３項に、僕が言った自由と民主

主義に基づく新しい平和を、どうやって作るかを

書いてなければならないですね。みなさんご承知

のとおり、第３項には書いていない。書いていな

、 。 、いのではなくて 第３項が存在しない すなわち

過去の否定だけがあって、新しい平和を具体的に

どうやって作るかが書いていない。では憲法の前

文を見ると 「諸国民の公正と信義に信頼して、国、

民の生命や安全を守ることを決意した」という趣

旨のことを書いています。これを自民党の国防部

会長だった有名な政治家が僕に 「青ちゃん、あれ、

は間違っているよね、北朝鮮見たら分かるよね、

」 。北朝鮮に公正と信義もないから とおっしゃった

僕は先生に 「今がんばって選挙戦やってらっしゃ、

いますが、先生、残念ながらそれは違いますよ」

と。それだったら北朝鮮さえなくなれば、あの憲

。 。法前文で僕らを守れることになります 違います

どう違うかというと、北朝鮮であっても、自分た

ちのやってることは公正で信義だと思っているの

です、本気で。なぜ日本の庶民を拉致して誘拐し

て、平気でいられるのかというと、日本は昔、朝

鮮民族を連行したからだという根拠で、自分たち

は正しいと思っているわけですよ。

中国は今東シナ海で私たちの資源を奪おうとし

てますが、でも中国は子々孫々のために、つまり

日本はただお金で油を買ってきました。この電気

の素も。僕らは目の前の経済活動のためにお金で

解決してきましたね、中国に「ノー」という困難

なことをせずに。中国は、子々孫々を考えて、日

本のものであっても、沖縄の近くまで資源を奪お

うとしていますね。つまり、中国から見たら、こ

れだけの人口を抱えているのだから、正しいと思

っているわけです。

つまり諸国民の公正と信義とは、その国々でそ

れぞれの公正と信義がある。それが現実です。リ

アルな国際社会。ですから必ずぶつかります。ぶ

つかった上でどうするかということは書いていな

ければならないのですが、そこまで書いていませ

ん。まるで地球上に１個の公正と信義があるかの

ように書いてあるわけですね。そして、もう一度

憲法９条に戻るとですね、なぜ第３項がないか、

それを考えながらじっと見ていると、ないはずの

第３項がだんだん見えてくる。そこに何が書いて

あるかというと、実は日本国民の生命や安全や財

産は○○に守ってもらうと書いてある。○○に守

ってもらう。その「○○」は何でしょう？もうほ

。「 」、とんどラストクエスチョンに近いですが ○○

はいあなた、いかがですか？

Ｉ 「憲法？」さん

憲法は残念ながら新しい平和について話してま

せん 「○○」は何ですか？。

Ｊ 「アメリカ 」さん 。

そのとおり。実はアメリカ合衆国。戦争に勝っ

た側に今まで守ってきてもらってたから、国民保

護ということも、今まで話題にならなかったので

す。しかし、さっき言った天然痘ウィルスで米軍

は何かできますか？例えば本当はそういうテロだ

、 、けではなくて 竹島の問題や尖閣諸島の領有問題

あるいは東シナ海の油の問題で、アメリカ軍は何

かできますか？良い悪いではなくて、もうアメリ

カに守ってもらえた時代は終わったのです。この

ことについて言うと、僕が一生懸命こうやって話

していると、時々メールが来てですね、いやメー

ルは大歓迎なのですよ、最初言ったとおり。そこ

に「青山さんはいろいろ言ってらっしゃるけど、

日本は平和ボケだからしょうがない」って書いて

ある方が結構いるのです。

平和ボケとおっしゃるからには、呆けたのは、

平和のせいですね。多少のんびりした部分 「呆け、

た」と言うことは僕は嫌いですから使いたくあり

ませんが、多少のんびりした部分は日本国民に確

かにある、危機管理について。それを平和ボケと

いうなら、平和のせいにしているわけですね。

では、例えばスウェーデンで考えましょう。ス

ウェーデン政府と、私たち独立総研は、テロ対策

で一緒に仕事をしています。スウェーデンは、例

えばストックホルムの市庁舎がありますね、ノー

ベル賞授賞式をやる、あのきれいな、きれいな市

庁舎。あれは地下に第二市庁舎があるのです。ス

ウェーデンは、国内の病院、市庁舎、警察、もち

ろん軍の司令部はもちろんのこと、全部地下施設

があります。一回も使ったことはありません。も

のすごい維持費がかかりますが、全部国民は納得

してそれを維持しています。つまり自ら守ること

をしっかり考えています。そのスウェーデンは、1

700年頃に当時属領だったフィンランドをロシアに

奪われて、これは北邦戦争と言うのですが、その

戦争をやってから300年戦争をしていないのです
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よ。世界大戦が２回ありましたが一切関係ありま

せん。ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガン戦争、

もちろんイラク戦争一切関係ない。つまり、300年

間平和なのですよ。日本は平和になって、たった6

0年です。

スウェーデン国民は全くボケないで、日本国民

は５分の１でボケた。じゃあ、日本国民はスウェ

ーデン人よりはバカなのか。そんなことはありま

せん。なんでボケたのか、平和だからボケたので

はない。何でボケたのか、他人に任せたからボケ

たのです。今正解を言われたとおり、他人とは、

すなわちアメリカ、戦争に勝った側に任せてきた

から我々の感覚はにぶったのです。日米同盟はあ

くまで堅持します。日米同盟は本当に値打ちがあ

りますが、同時に天然痘ウィルスを含め、自分た

ちで守らないといけない時代が来た。それはテロ

という恐ろしいものはあるけれども、僕らの国が

僕らのものになるのです。そういう意味で僕は希

望だと申したのです。

僕が最後に申したいのは、この憲法前文とか憲

法９条が憲法の最大の問題ではないのです。つま

り９条と前文について僕が言ったことは、今は多

、 、 、少耳に新しくても 僕が死んだあと 例えば10年

15年その後にはみんなの常識になっていると、僕

は信じています。そうではなくて、今みんなが目

覚めないと、永遠に目が覚めない問題は実は憲法

の第65条にあるのです。

憲法第65条には何が書いてあるか。憲法第65条

には、国の行政権は○○に属すると書いてある。

何を言っているかというと、この国の最終的な責

任はどこにあるのかと、この国の政治の。この国

を治めるということの最終責任はどこにあるか。

ちなみにアメリカ合衆国憲法は第２条でこう書い

てある。合衆国の行政権は大統領に属すると書い

てある。つまり個人、大統領個人が最終責任者と

書いてあります。ですから、ジョージ・ウォーカ

ー・ブュッシュ大統領は、あれほどイラク戦争が

泥沼になっているのに 「いや副大統領のチェイニ、

ーが嘘を言った」のだとか 「国防長官のラムズフ、

ェルドが間違っていた」と、一回も言ったことが

ありません。自分が最終責任者だと知っているか

ら。誰がアメリカ大統領でも、それだけは変わら

ない。

では、日本国憲法は65条で国の行政権はどこに

属すると書いているのでしょうか？

Ｋ 「内閣ですか 」さん 。

そのとおり。正解を言っていただきましたが、

実はその先が問題です。大統領は個人ですから、

アメリカの国家の意思は結局頭の中で決まるので

すね、ブュッシュさんの頭の中で決まる。日本は

内閣です、組織です。組織だから悪いと言ってい

るのではないのです。それはこの国の伝統ですか

ら、もちろん我々の文化です。しかし、組織であ

る以上は、物事を会議で決めなければいけないの

ですね。会議で決めるやり方は三つしかありませ

ん。一つは「多数決」です。もう一つは 「誰かリ、

、 」。ーダーシップを持って えいやぁと決めてしまう

。 。二つ目 最後の三つ目は？自衛官に聞きましょう

三つ目は何？

Ｌ 「あとは足して二で割る方法です。逃げさん

るか 」。

さすがにね、国の意思決定、足して二で割ると

いうことはね、これは法律に基づく話ですから、

そうではありません。これは言ってることは分か

。 、 。るのですよ これはみなさん 言われたら分かる

これはしかし 「全員一致」ですよね。閣議は週に、

２回やっています。火曜日、金曜日。これは何と

なくみんなが一致すればいいのではないのです。

内閣法という法律に、こういう趣旨で定めてあり

ます。結論が出たら、それを文書にして、これを

「閣議書」と言います、文書にして、必ず「私は

賛成しました」というサインをしなさいと、これ

を「花押」と言います。全閣僚が、小泉首相もこ

こでは平等にサインをして、それがそろったこと

をもって、国の意思は決まるわけです。

つまり、必ず全員一致なのです。必ず全員一致

ということは、例えば、こんな戦争はもう二度と

ないけれども、この建物の上に爆撃機がきてお腹

を開いて爆弾を落とそうとして、優秀な航空自衛
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、 、隊が上がっていってですね 迎撃しようとしても

閣議で防衛出動決めていなければ、本当は翼振っ

て、出ていってくださいとお願いするしかないわ

けです。あくまでも法を厳密に守るならば。そこ

で防衛出動を閣議決定しようとした時、誰かが、

大臣のうち誰か一人でも 「いや爆撃かどうかわか、

らないではないですか」と言って反対したら、そ

の大臣をクビにして、総理が自ら兼ねるか、新し

い大臣を任命して、そういう手続をやって、全員

一致するまでくり返しそれをやって、ようやく全

員一致して防衛出動できるようになって、迎撃戦

闘機がミサイルを発射した頃には爆撃機はもうい

、 。なくて 我々は全員黒こげになっているわけです

これを評論家の中に、時間がかかりすぎるとお

っしゃる方がいるのですが、時間がかかりすぎる

なんてという問題ではありません。そうではなく

て、全員一致ということは、すなわち、最終責任

者がいないのです、この国には。戦前から続く問

題なのです。

、 、どのように戦前から続くのか 例を一つ言うと

真珠湾攻撃が近づく前に、連合艦隊司令長官山本

五十六さんが、当時の首相の近衛文麿さんの私邸

に深夜行きました、こっそり 「首相、本当に天皇。

陛下は、日米開戦に賛成なんだろうな」という趣

旨で司令長官が聞いたら、近衛さんは 「いや天皇、

、 」陛下は 御前会議で明治天皇の歌を２回詠まれた

と。つまり明治天皇、もう誰も変えられない最高

の権威って言う意味ですね。その歌は 「四方（よ、

も）の海、皆同胞（はらから）と思う世だに… 。」

四方の海、つまり中国の人も朝鮮半島の人も南方

の人も、そして太平洋の人も全部仲間だ兄弟だと

思っているのに、誰が波を騒ぎ立てるのだという

歌を２回詠まれた、と。連合艦隊司令長官は 「そ、

れでは陛下は戦争に反対ではないか」と叫んだ。

そうしたら近衛さんは、概ねはこういうことをお

っしゃった。近衛さんは 「いや、こういうことは、

概ね、大体みんなで、まぁ概ねは内閣の責任にお

いてやるのだ」と。天皇陛下に最終責任があるわ

けではないと言ったのです。

このことを近衛さんが優柔不断だと言う歴史家

がいるのですが、違います。近衛さんは、明治憲

法のとおりに言ったのです。明治憲法には帝国陸

海軍は天皇に統帥権があると書いてあります。難

しい言葉ですが統帥権というのは、要するに全部

をご覧になっているという意味です。指揮してい

ません。もしあの天皇陛下が指揮していたら、僕

は天皇陛下が亡くなる時に、担当記者でしたが、

あれほどの平和主義者はいなかった。しかも本当

はリンカーンの小さな胸像を皇居内に飾ってらし

たのですよ、戦争中も。そういう人ですから、真

珠湾攻撃はなかったと思います。すなわち近衛さ

んの言った 「概ね、まあ大体みんなで」と言った、

のは、この国の実態を表していて、最終指揮責任

者がいないのです、戦前も戦後も。

そうすると、これは国民保護の問題ももちろん

含めて、みなさんの地域、職場あるいは家庭にお

いても、この問題でおまえが最終責任者だという

ことを定めながら、私たちは今まで生きてきたで

しょうかということを、最後に、みなさん、この

国民保護の問題を通じながら、考えていただきた

いのです。時間がなくて、スピードトークになり

ましたが、これが最初の出逢いであって、みなさ

、 、ん レポートやその他を通じて交流できますので

またお目にかかることを楽しみにしております。

ありがとうございました。


