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不思議！なぜアベ政権を支持するの？ 
 

日時：2016年3月11日 
会場：文京シビックセンター 26F スカイホール 

 
以下、【】内は記録者による注です。 
 
 
第一部沖縄・憲法・安保法制・広がる格差̶私が考える属国からの解
放とは？ 
 
 
■長谷川三千子さん 
 
皆さん、はじめまして。私はある種の人たちには怖れられている。褒め殺しの長谷川と
言われていて長谷川に褒められたらおしまいだという噂が流れている。実はこの会に上
野千鶴子さんをお招きしようと言っていたが、彼女がどうやら私の評判を聞きつけたら
しくて敵前逃亡してしまい、一人残された想田さん、お気の毒だが褒めさせてもらう。 
 
まず紹介したいのは想田さんの映画「Peace」だ。このDVDはぜひ買って欲しい。2011
年に香港国際映画祭でドキュメンタリーの最優秀賞をとっている。見終わって、他の映
画を見たときに感じないような不思議な感覚があった。この映画の中の時間と空間が、
自分が生きている24時間と「地続き」だという感じだ。 
 
「地続き」というのは変な言い方だが、そうとしか言いようがない。「似ている」ので
もないし、「共感」でもない、「地続き」だなという感じだ。この映画の中では人もネ
コも地続き。障害を持った人もいるし、介護を受けている人もいる。そうした人も、介
護をしている人もみんな地続き。「地続き」というのは平等と言うことではない。でも
みんな地続き。 
 
こういう世界のとらえ方は自分の世界のとらえ方と同じだという感じがした。この人と
話をするのであれば話が通じると、確信をもってやってきた。 
 
【この後、長谷川さんは想田さんの著書『なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか』（講
談社現代新書2011年）を取り上げていますが、省略します。】 
 
この会を企画する時に田中美津さんといろいろ話しをした。言葉の陰影の端々までに耳
を傾ける。あるいは、例えば沖縄だったら、自分で沖縄へ行って、沖縄の土を自分の足
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で踏んで、沖縄の空気を吸って、食べ物を食べて、全部自分の五感をいっぱい使って、
そうして何かものをいうのではないと、平和論も戦争論も沖縄論もだめだよねって、そ
ういう点で二人とも意見が一致した。 
 
と同時にそれだけじゃだめだよね、という点でもたぶん意見が一致していると思う。つ
まり、そうした沖縄なり、憲法なりを作り上げている大きな構造とはどういうものなの
か、それをきちんと明確に自分の頭で「うん、分かった」と納得いく形で見据えること
がなければだめだ。総論抜きの各論ではだめだろう。こういった点でも意見が一致した
だろうと勝手に考えている。 
 
難しいのはこの二つをつなぎ合わせることだ。上からの視点、下からの視点をがどうし
てもバラバラになってしまう。私の願いは、心の細かい襞々をつかまえるとらえ方と、
事柄の構造をつかむこと、この二つを何とか噛み合わせる。これが今日ここでできたら
いい。 
 
第二の褒め殺しに入る。『現代思想』の2月増刊号に日本の属国論について想田さんが書
いた短い文章がある。読んで私はこれはすごい、これはいただきだと思った。 
 
日本が属国じゃないかという話。これ自体は陳腐な話だ。昨今は、右も左も、日本は属
国だと叫ぶのがはやりみたいになっている。そして私のまわりにいる人たちも「独立を
めざせ」と言う。「属国か、独立か」というスタイルで話すのがお定まりになっている。 
 
ところが想田さんの、いや想田さんというよりお友達のＡさんの功績かもしれないが、
「属国だ」「独立だ」と言うよりも、思い切ってアメリカの51番目の州になったらどう
なのか、という話だ。この記事が出たずっと後で、なんか国会議員が51番目の州とか言
って問題になったようだが、この51番目の州ということを持ち出すことで、属国である
ということはどういうことか、独立しているとはどういうことかがくっきりしてくる。 
 
想田さんのお友だちが言ったのは、ふつう「属国＝51番目の州」みたいに言う人は多い
が、本当に51番目の州になったら大統領選に日本州から候補者を出せるのではないか。
トランプなんかよりもずっといい候補者を出せるかもしれない。むしろ51番目の州をめ
ざしたらどうか。そういう面白い話だ。 
 
で、これだけだとただの面白い話で終わってしまうかもしれないが、51番目の州という
ことを考えてみることで、属国と独立国の違いは何かということが分かってくる。独立
とはどういうことなのかというと、要するに主権を持っているということだ。主権をも
っているということは独立ということと切り離せないことだ。つまり、自分たちの大統
領を自分で選ぶ。自分たちの憲法を自分で作る。もしわれわれが51番目の州になったら、
アメリカの憲法を変えようという動議を出すことも可能になる。主権を持っている、す
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なわち自分たちの国のことを自分で決められるということが独立だ。それができないの
が属国である。 
 
何となく気分が属国という人は、アメリカのご機嫌をうかがうことが属国であると考え
ているが、自分の国のことを自分で決めるその力があるか。実はこの主権という言葉、
われわれにはお馴染みの言葉だ。国民主権、民主主義というのは国民が代表を自分で選
んで、自分の国のことを自分で決める。そのときに大事なのが「力」だ。 
 
たとえば革命を起こして王様を倒して国民が政権を取る。それが民主主義の歴史だった。
われわれは主権は「力」という概念だということをほとんど意識しない。日本語で主権
というと、「力」がぜんぜん入ってこない。だけど西洋の言葉の成り立ちからいうと、
「最高の力」という意味が主権という言葉になった。だから独立を保つということはし
っかりと独立を保つ「力」をもっているということだ。そこで今、日本は独立国かどう
か。違う。どこが違うか。「力」というものが実はあるようでいてない、ないようでい
て、ない。ないようでいて、ある。中途半端だ。 
 
属国であるということは51番目の州ということとは違う。何に近いかというと「占領」。
他の国の占領の下に置かれている状況と考えるといちばん近い。戦争に負けて一切の武
装を解除された。国のてっぺんに一応政府があって、天皇もいて、何もかもきちんと元
通りであるようにいて、肝心な「力」だけは占領者、連合国最高司令官マッカーサーが
主権を握っていたということになる。 
 
実は日本の戦後というものは、その占領下の形というものを、一応は独立した後も引き
ずり続けている。それでいまだに属国なのだ。 
 
実は日本の本土だけを見ているとその格好がよく分からない。日本が一応格好だけ独立
をした後も、ずっと占領下にあったのが沖縄だ。本土が占領下にあった時も、本土の方
は一応日本政府があって、国会議員の選挙もあった。ところが沖縄は日本の国会に誰ひ
とり代表を選べなかった。完全な占領下に置かれて、間接統治ですらなかった。 
 
ここで憲法9条2項を出す。 
 
皆さん、9条2項をきちんと覚えている方、何人ぐらいいらっしゃるかしら。おお、さす
がだね。けっこういらっしゃいますね。 
 
日本国憲法の9条は1項と2項に分かれている。1項はわりあい平凡な、国際基準の平和条
項だ。だが、2項は非常にユニークで、世界中、他のどこの国にもない。 
 
どのような条項かというと、「前項の目的を達するため」と言って、「陸海空その他の
戦力はこれを保持しない、交戦権はこれを否認する」。 
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どういう意味かというと、普通は独立国は他から何か干渉を受けたり侵略をされたりし
た時に、それをはね除ける「力」を持っている。と同時にその「力」を行使する権利も
持っている。これを主権という。主権国家として独立を保つ。これが近代国際社会の一
員であることの定型であると言ってもいい。ところが陸海空その他の戦力はこれを保持
しない、そして仮に「力」があったとしても交戦権を否認する。 
 
交戦権というのは、これは考えてみると恐ろしい話だが、平常時に人が人を殺したら殺
人罪になる。自分が襲われたからと言っても、それでも過剰防衛かどうかは厳しく調べ
られる。ところが戦争中で、そして交戦のさまざまな規定に適っていれば、人が人を殺
しても、いかに大量に殺しても、物をいくら破壊しても、罪には問われない。これが交
戦権だ。この交戦権を保持しないと言っている。ということは日本の国家としての「力」
が完全にゼロだという規定なのだ。 
 
だからもし9条2項を中心にして憲法9条を考えるとすれば、集団的自衛権どころではな
くて、自衛隊は即違憲だ。日本に自衛権があるということも、日本国憲法からいえば憲
法の条文に違反している。たとえば芦部先生の岩波の有名な憲法の本、日本中の大学で
使っているが、そこでも、いちばん通説としては、この9条2項というものがある限り、
この9条2項を1項の方にくっつけてその制限があるという解釈はやはり無理がある。【最
後の一節は文意不明】 
 
交戦権は否認するとまで言っている条項がある限り、やはり日本国憲法9条全体として自
衛隊は違憲。ということはつまり、日本が独立国家として主権を持つということを否定
している。そう考えなくてはならないわけだ。 
 
ではなぜこうした条項ができたのかは第二部にとっておいて、これと沖縄とどう関わっ
てくるのかという問題。 
 
非常に簡単に言ってしまうと、この9条2項を含め、日本国憲法を作ったのは占領中の連
合国最高司令部の職員25人とその上にいるマッカーサー。あるいはむしろマッカーサー
が指令を下して、職員たちに作らせた。ことに9条については、もうマッカーサー自身が
マッカーサーノート、ノートといっても条文をほとんどそのまま書いてある。つまりマ
ッカーサーの戦略構想である。 
 
日本が将来にわたって完全に力をもたない。これはアメリカにとって実は非常に危険な
賭ではあった。日本がすでに敗戦を認めた時点で、アメリカにとっての一番の敵はもう
日本ではない。ソ連だった。ソ連のすぐ側にある日本を完全に裸にして、いったいどう
するのか。実は当時のアメリカ政府もマッカーサーにはずいぶん文句を言ったらしい。 
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ところがマッカーサーには自分なりの構想があって、沖縄は完全にアメリカが持ってい
る。沖縄を要塞化する。彼らは核兵器を使って戦争に勝利したばっかりだったから核兵
器にものすごく過大な期待を持っていたと言ってもいい。マッカーサーの要請では、沖
縄に原爆を９発よこせ、そうなれば極東は絶対安全だ、と。こうした構想だ。9条2項は、
沖縄の完全な米軍要塞化、そして核兵器配備とセットになっている。 
 
このセットをはずすことができるかどうか、それをまた第二部で議論できると思う。実
はこういう形でわれわれの戦後はスタートしている。そして日本はこれをいまだひっく
りかえしていない。日本が属国だということは今さら言うまでもない。では本当に独立
するためにはどうすればいいのか。とりあえず考えられるのは9条2項を削る。9条2項が
有る限り、沖縄の形というものは今の形を脱することはできないという考え方もありう
るわけだ。 
 
そうした可能性も含めて、われわれが属国を脱するためにはどうすればいいか。51番目
の州ではなくて占領下にあるのと同じ状態にわれわれは実は今もある。これを認識する
ことで属国化、あるいは今の属国状態を脱することが可能になるのではなかろうか。 
 
これが上から見た時の、見えてくる格好だ。では下からと上からとどうつなげられるの
か。これは第二部で、あるいは想田さんがつなげてくれるかもしれない。 
 
 
想田和弘さん 
 
褒め殺しの威力がすごくて、もうすでに骨抜きになっているかも知れない。 
 
属国、51番目の州と、私のエッセイをもとに展開して下さったが、ここまでの認識は実
は私は同じだ。 
 
今の日本はアメリカの51番目の州だとよく揶揄されるが、揶揄されるところではない。
なぜなら51番目の州であるならば、たとえば普天間基地などは存在しえない。 
 
もし日本が51番目の州であるならば、アメリカのフルメンバーとして扱われなければな
らない。そうなると普天間基地は住宅密集地に建てられているわけだから危険すぎる。
つまり米国市民があそこに住んでいるのであれば普天間基地というものは存在しえない。
米国の法律によって規制されてしまう。だからそもそもありえない。だがなぜあるのか
と言えば、それは日本がフルメンバーではないからだ。日本が属国だからだ。 
 
今、米軍基地は日米地位協定によって支配されている。アメリカは基地を日本のどこに
作ってもいいとなっている。つまり住民が反対しようが関係ない。法律的にそうなって
いる。今、辺野古で基地に反対する人がいても、安倍政権は平然と進めようとしている。
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これは、日米地位協定を読めば確かに地位協定通りだ。だから長谷川先生がおっしゃっ
たように、占領が続いているのではないか。属国なのではないか。 
 
他にもある。もしも日本が51番目の州であれば、米兵が住民に暴力をはたらいた場合に、
治外法権のように日本の法律によって裁けないということはありえない。でも現状はそ
うだ。現状は、アメリカの兵隊が何か犯罪を犯したら、日本の法律で裁けないという状
況がある。これはもし日本が51番目の州であるならば、そうしたことは起こりえない。 
 
あるいは環境についてもそうだ。環境基準は、米軍基地は守らなくていい。日本の法律、
日本の環境基準は守る必要はない。なぜかといえば、それはそこがもう治外法権だから
だ。こういう問題がある。 
 
で、ここからが長谷川さんとはちょっと違う。 
 
恐らく長谷川先生はだからこそ安倍政権がんばれ、と。安倍政権は憲法第9条2項を変え
ようとしている。だからそれを応援するしかないではないか、という所にいっているの
ではなかろうか。9条2項を削りたいと言っている。だから安倍政権を支持するし、その
考え方に共鳴する、という風にお考えなのかなと理解している。 
 
僕は安倍政権のやっていることを見ると、ますます属国化を進めているように見える。
なぜか。沖縄がまさに象徴的な、そしていちばん分かりやすい問題だと思う。 
 
沖縄の住民は明らかに辺野古基地を望んでいない。もちろん望んでいる人もいるだろう。
だが今まで出てきている選挙結果を総合的に見れば、沖縄は辺野古を望まないというこ
とが何度も示されている。住民が望んでいないものをなぜ安倍政権は作ろうとしている
のか。これはアメリカの意向を損ねたくないということだと思う。これは宗主国と属国
の関係を端的に表しているものではないか。 
 
あるいはTPP。安倍政権になって真っ先に安倍さんがTPPに対する参加交渉を表明した
ことにビックリした。なぜかというと、安倍さんという人はもっとナショナリスティッ
クな人だと思っていた。もっと日本の国とか、国境とかを守るというか、日本の独自性
とかあるいは国土などに対してもっと執着がある人だと思っていた。 
 
ところがTPPとはどういうことかと言うと、これは国境を開けるということだ。経済的
な、法律的な垣根をなくすということだ。 
 
最近また違う試算を出してきたようだが、TPP参加交渉をする頃に農林水産省が出した
試算では、日本の農林水産物の4割が壊滅的な打撃を受ける。つまり、今見えている田園
風景の4割が荒れ地になってしまうという試算がもうすでに出ている。もっと具体的に言
うと、北海道では7割の畜産農家が廃業に追い込まれるという試算が出ている。あるいは
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沖縄ではサトウキビが全滅だとのことだ。それプラス、ISD条項がある。日本の主権が脅
かされる。 
 
日本が日本のことを自分で決めるというのが独立ということだが、独立国ではどんどん
なくなっていくようなのがTPP。これを安倍さんが積極的に進めている。これはなぜだ
ろう。僕は最初びっくりした。ナショナリストのはずの安倍さんがなんでTPPなどをや
るのか。真逆ではないか。 
 
でもよく考えると、もし安倍さんの基本戦略を対米従属である、つまり宗主国、親分に
ひたすらついていくという方針だと考えれば納得がいく。TPPはオバマ政権が非常に強
く求めていた。そこに日本が参加することを強く求めていた。だから政権を取って最初
の手土産としてはTPPに参加交渉をするということは大きなおみやげになった。TPPを
対米従属、属国としての深化と見れば、これは合点がいく。 
 
あるいは特定秘密保護法。これもそうとう強引に通した。この時は所信表明演説が臨時
国会の冒頭であったが、重大な法律であるにもかかわらず、安倍さんはそれについては
まったく触れずに、国会が始まってからいきなり法案を提出してきた。野党がまだ足並
みの揃わないうちに、あれよあれよという間に強行採決をした。これも何でだろう。 
 
いろいろ調べていくと、特定秘密保護法の本質は米軍の情報を守るものだ。米軍から渡
される情報を守れないと、軍事行動を一緒にできないということだ。これもやはり米軍
ありきか、アメリカありきか、ということ。これもアメリカの意向に沿う、対米従属と
いう文脈で考えれば、非常に納得のいく流れだ。 
 
あるいは安保法制。これもまったく同じようなことが言える。 
 
この安保法制を一言で言えば、これからアメリカが軍事作戦を世界のあちこちでやる時
に、自衛隊をアメリカ軍の補完部隊として使えるようにするというのが法律の趣旨だ。
これも親分であるアメリカの手伝いをするために自衛隊を差し出すという意味では、こ
れはさらなる属国化を進めるものと僕には見える。 
 
長谷川さんが、日本は主権がない、「力」がない、それはなぜかというと9条2項がある
からだということは、その点はそうかもしれないと思うが、では9条2項を撤廃しようと
している安倍さんがやっていることを見ると、真逆なことをやっているではないかと僕
には見える。そうした政策の面でまず僕は安倍政権の方針にはどうしても納得がいかな
い。むしろ私たちは独立国家としての道を歩むべきではないか。日米関係はもっと対等
なものにしていく。 
 
ではそのためにどうするか。それはまた議論の余地がある。どうやって対等な関係を築
いていくのか。もしかしたらそれは憲法9条を変えていくこともあるかもしれないし、そ
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うではなくて、私たちはマッカーサーの意向で作られた憲法かもしれないが、結果的に
は正しいのではないか。私たちは非戦を貫くことで日本の独自性を出していくのだ、と
いう考え方もあると思う。だけどこの部分は今ほとんど議論されていない。 
 
なぜかというと、さっき流行のように属国だということが言われていると長谷川さんは
おっしゃったが、僕はこの部分がまだきちんと認識されていないと思う。つまり日本が
占領状態にあるのだということ自体があまり認識されていないと思う。 
 
だからそこからどうやって脱するのか、そのままでいいのか、あるいは51番目の州をめ
ざすのかということについてぜんぜん議論が進んでいない。進んでいないから、私たち
はこれからどうするのかという問いかけをしたいと自分は思っているが、だが少なくて
も今安倍政権が進もうとしている道は本当に属国化への道、対米従属の深化としか僕に
は見えない。 
 
それプラス、僕自身は安倍政権に対してどうしても警戒心を覚える。その理由は安倍政
権が民主主義に対して明らかに攻撃しているからだ。 
 
長谷川さんに『民主主義とは何なのか』という本があるが、その第4章で「インチキとご
まかしの産物としての人権」と言っている。基本的に「人権」とか「国民主権」という
ものに対して非常に懐疑的な見解をもっていて、したがってデモクラシーというものを
必ずしも良いものではない、むしろ非常に批判的に論じている。 
 
僕自分は、確かにデモクラシーにはいろいろな矛盾もあるし危険な面もあると思う。こ
の本の帯には「第一次大戦もナチズムもデモクラシーから生まれた」と書いてあるが、
まさに安倍政権もデモクラシーから生まれた。デモクラシーにはこのように自分自身で
自殺をしてしまう危うい部分がある。あるけれども、ではデモクラシーに代わるシステ
ムが考えられるのかと言えば、たとえば今さら絶対君主制に戻す、あるいは幕藩体制に
戻すなどということは非常に非現実的だ。 
 
だから民主主義、デモクラシーというものをこれから何とかやりくりしていかなくては
いけないという立場だ。それを考えると、今、安倍政権がやろうとしていること、ある
いは安倍自民党と言ってもいい、それがやろうとしていることにはどうしても危惧を持
たざるをえない。 
 
ではなぜ危惧を覚えるかと言えば、非常に単純だ。2012年4月、谷垣さんが総裁だった、
まだ野党だった自民党が日本国憲法改正草案を出した。これは憲法改正草案だから自民
党がめざしている国の形が書いてある。この憲法草案を読むと、まさにこれは「デモク
ラシーをそろそろやめませんか、そろそろ全体主義の国にしませんか」という提案にし
か読めない。それを具体的に指摘したいと思う。 
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たとえば憲法第21条。今の憲法では「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自
由は保障する。」と書いてある。これを自民党の改憲案がどう変えているかというと、1
項はだいたいそのままだ。ここに2が入る。 
 
「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」 
 
この第2項が付け加えられている。この2項によって1項を制限するという内容になって
いる。これはどういうことかと言えば、この１項を骨抜きにする内容だと思う。 
 
「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動」と書いてあるが、これは誰が決め
るのか。 
 
たとえば今、辺野古で起きている反対運動は、国からすれば「公益及び公の秩序を害す
ることを目的とした活動」と認定されかねない。国としてはあの辺野古の基地は絶対に
必要だと言っている。必要だというのに、それに対して反対運動をしている。これは、
「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動」だと言われかねないと思う。この
座り込みだけではない。辺野古に対して反対する言論も入るかもしれない。入らないか
もしれないが、僕は入る可能性は憲法上出てくると思う。 
 
だからこれは事実上、日本政府がやろうとしていることに反対する言説、集会、運動を
制限できるという内容の改訂だと考える。でなければこれをわざわざ付け加えないだろ
う。これは非常に危険ではないのか。 
 
特に表現の自由というものはデモクラシーにとって一番大事なことだ。なぜかというと、
他のところがいろいろ変えられたとしても、表現の自由さえあれば、たとえば政府がこ
ういうことをやっているが間違っているではないか、これは不正があるのではないかと
いうことを言えれば正される可能性がある。 
 
しかしもし表現の自由そのものが規制されると、それを指摘することすらできなくなっ
てしまう。そうするともう元に戻ることができなくなってしまう。 
 
そうした不可逆的な、非常に危険なものをこの憲法21条の改変に感じる。今このように
自由に話せているが、これは憲法が今のようだからだ。だがもし自民党草案のようにな
ってしまうと、僕はそうとう気をつけてしゃべらなければならない。「公益及び公の秩
序を害することを目的とした活動」と認定されてしまったら、僕の発言は憲法違反にな
ってしまう。憲法違反になったら逮捕、投獄されるかもしれない。 
 
僕はそういう社会には住みたくない。僕は、意見が違っていても長谷川さんには長谷川
さんの発言ができて、僕は僕で発言ができる、それによって皆さんがそれぞれ違うこと
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をお感じになる。そうした社会の方がよっぽで住みやすいし、健全だと思う。だから、
そうした環境を破壊しようとするこのような憲法草案を出してくる、これが理想の国家
のあり方だと考えている自民党を信用できない。 
 
【長谷川さんが発言。「これはあまりいい案ではないと思う。」（会場笑）】 
 
長谷川さんは改憲案の21条は良くないとおっしゃってくれたが、他にも色々ある。たと
えば憲法第13条だ。そこにはこう書いてある。 
 
「すべて国民は、個人として尊重される。声明、自由及び幸福追求に対する国民の権利
については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要
とする。 
 
これをどう変えているか。 
 
「全て国民は」個人としてではなく「人として尊重される。」「生命、自由及び幸福追
求に対する国民の権利については」、「公共の福祉に反しない限り」ではなくて、「公
益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければ
ならない。」と変わっている。これは似た表現なので、何が違うのかが一見するだけで
はよく分からないが、これは実は法律論としては非常に違う。 
 
「公共の福祉に反しない限り」とはどういうことかと言えば、「他人の権利を侵害しな
い限り」という意味だ。つまり、私には表現の自由がある。いろいろと言える。だが例
えば、「長谷川さんが脱税をしていて、どうのこうの」とか事実無根のことを言ったり
する。これは表現の自由があるから認められるかというと認められない。なぜかと言え
ば長谷川さんの人権を侵害しているからだ。 
 
だから僕には自由があるけれども、他人の自由や権利を侵害しないかぎりという但し書
きがこの「公共の福祉に反しない限り」ということなわけだ。 
 
これを自民党はどう変えたかといえば、「他人の権利を侵害しない限り」ではなくて、
「公益及び公の秩序に反しない限り」とまったく意味を変えてしまった。これは要する
に、「社会の利益」とか「国益」に反しない限りは尊重する、ということだ。 
 
これは全然違う話だ。つまり「公益及び公の秩序に反する」のであればだめだ、という
ことだ。さっきと同じ議論だ。「公益及び公の秩序」とは何か。政府が進めようとして
いること。これに反することはもしかしたら「公益及び公の秩序」に反することかもし
れない。このように認定されかねない。こういう改変をしている。 
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また、「個人として尊重される」ではなくてわざわざ「個」を取って「人」として尊重
されるとしている。個人というと、これは人それぞれ違う個人だという意味だ。そうで
はなくて要するに生物として尊重するけれど、個人としては尊重しないよということを
言っているわけだ。 
 
【長谷川：「これ面白いので第二部でやりたいと思う」】 
 
次に行こう。「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。」 
 
ここで「両性の合意のみ」というのを「のみ」をカットしたのはなぜなのかな、という
ことがあるが、こういうところが、ちょっとずつ変えているが、このちょっとが気にな
る。あと、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互い
に助け合わなければならない。」 
 
「家族は互いに助け合わなければならない」。これ、助け合わないと憲法違反になる。 
 
【長谷川：「私、この改定案、大っ嫌い。」（会場笑）】 
 
何だ、感じ方、おんなじなの？ 
 
これ、助け合わないと憲法違反だから、夫婦喧嘩したり別居したりするのは駄目だ。憲
法違反、違憲状態になってしまう。 
 
次は第18条。「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を
除いては、その意に反する苦役に服させられない。」 
 
なぜかこれでは駄目で、「何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経
済的関係において身体を拘束されない。 
 
「身体は拘束されない」としている。何なのか。なんか気持ち悪いなあ。 
 
はい、次。第97条、これ削除。 
 
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の
成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」 
 
丸ごと削除。これも何でしょう、気持ち悪いなあ。はい、次。 
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【長谷川：それは後で。】 
 
はい。これはたぶん一家言あると思う。 
 
【長谷川：事情があります。】 
 
はい。99条。 
 
これは誰が憲法を守る主体なのかということだ。「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う。」とあるのが、
宛名が今度は「国民」になっている。「全て国民は、この憲法を尊重しなければならな
い。」 
 
それプラス。「国会議員」で始まっていて、「天皇又は摂政」というのがなくなってし
まっていて、天皇は憲法に束縛されなくなってしまう。これはもう立憲君主だ。これも
すごい。何を目論んでいるのかという気持ち悪さがある。 
 
これは長谷川先生は異論があるかもしれないが、憲法の宛名というのは国民ではなく権
力者であるというのが立憲主義の基本であるので、宛名を「国民」にしているというこ
と自体が、近代的な立憲主義という考え方からするとこれは憲法としての体裁を保てて
いないのではないかと言われている。僕もそう思う。 
 
次。極めつけは緊急事態条項。これで最後にする。 
 
この緊急事態条項が、今、「お試し改憲」という言葉とともに「皆さんが合意しやすい
から合意しましょう、こちらから進めましょう」と安倍さんがおっしゃっているのだが、
これはお試し改憲どころか非常に危ないと感じる。 
 
要は、「武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その
他の法律で定める緊急事態において」、つまり例えば3・11。今日は奇しくも3月11日
だが、あのような自体が起きたら「緊急事態」ということを閣議決定でできてしまう。
そうするとどうなるか。 
 
「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一
の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出そ
の他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。」 
 
緊急事態を宣言すると、これは閣議決定で宣言できるのだが、「法律と同一の効力を有
する政令」、つまり法律を作れてしまうということだ。これは行政権と立法権が一体化



 13 

するということだから、これは基本的に何でも作れてしまうということだ。これを許し
ていいのか、ということだ。 
 
この条項だけを見て違和感を覚えるのではなくて、この憲法草案全体の思想、これは個
人よりも社会を優先するという思想だと思うが、そうした文脈の中でこの緊急事態条項
を理解しようとすると、とんでもなく危ないのではないか。少なくとも危なくないとは
言えない。このまま「ああそうですか。緊急事態条項は必要ですよね」「災害の時に必
要ですよね」とは言えない。 
 
このような国家の理想像をもっている安倍政権にこれ以上政権を担当してもらうのはち
ょっと困るという風に僕は考えている。 
 
 
第二部その１女子トーク真逆な二人が語り合う「聞きたい知りた
いあなたのこと」（長谷川三千子さんVS.田中美津さん） 
 
 
【今一つこの対談の趣旨が不明であったので省略します。ただ「浦和スタンディング」
の枯れ木さんが会のブログで報告しているところによれば、集会終了後、たまたま地下
鉄のホームで田中さんと一緒になった折りにこの「女子トーク」の狙いを質問なさった
ようです。以下、枯れ木さんのレポートから関連部分を引いておきます。 
 
「田中さんが生い立ちを話しはじめ、聴衆も多分意味不明だったが、長谷川氏に生い立
ちを話させ育った環境を聴衆に理解させる布石だったことが後でわかる。長谷川氏は、
両親とも大学教授で何不自由なく育った、良家の御嬢さんらしい。（略）集会終了後、
地下鉄のホームで田中美津さんを見かけ、お話しをさせていただきました。（略）家柄、
生い立ちで人の思考は形成される場合が多いと、だから生い立ちを自ら話すように仕向
けたのですとおっしゃってました。田中美津さん、一目惚れしました。」】 
 
http://blog.livedoor.jp/ura_sta/archives/4571227.html 
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第二部その２ 対論（長谷川さん、想田さん） 
 
長谷川：緊急事態条項から、というのも全然気にくわないし、そういう意味では全然批
判だらけ。だけど、遡って4年前に、なぜ安倍、まだ政権ではなくて、なぜ安倍を応援し
たのかというと、これはまさに不思議なのよね。だって、もう辞め方問題で、なんだか
腹こわして政権投げ出したあのどうしようもない奴だ。自民党の中でもそういう意見が
大部分で。実は私の大学院の時に指導教官をやっていた人にばったり、前の年の秋に会
って、「何やってるの」と聞いたら、「安倍プロジェクトＡ」っていうの。「何、その
プロジェクトＡって」聞いたら、「もう一回安倍晋三を総理大臣にするプロジェクト」
というので思いっきり笑った。私、本当におかしい時は机を叩いて笑う。 
 
想田：ジョークだと思われたの？ 
 
長谷川：そう。「何それ。気に入った」って。 
 
想田：気に入った？ジョークとして気に入った？ 
 
長谷川：とんでもないことが好き。実現する確立が0.１パーセント、そういう話が私好
きなの。 
 
想田：なるほど。 
 
長谷川：で、もう、「よおし、やろうよ」っていう、それなんです。 
 
想田：それが4年前。 
 
長谷川：そう。その若者たちが結構まじめで。で、実はなぜ安倍を応援かというと、も
のすごくシンプルで。あの3月11日のあの大震災の話が出て、それから田中美津さん【こ
の会の主催者】の、何で陸奥が、っていう。あの3月11日から一種のサバイバル・モー
ドになって、何かしなきゃ、もう助けなきゃ、って割と頭でっかちに。とにかく復興っ
てどうやったらいいのか。 
 
で、東北の農林水林はどうなっているのか、というのを調べ始めた。実際はもう震災前
からこうね。で、これは震災があったから、どころじゃない、もう一回こうやるのに何
が必要かってやり始めたら、陸奥だけじゃないんだ。日本経済もずっと失われた、当時
は15年間。これをどうにかするのにどうしたらいいんだと皆で勉強した。少なくとも日
銀がデフレ政策をとり続けていたらだめだよね。 
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要するに、安倍応援というより反白川。当時、日銀の白川総裁、もう日銀はインフレ対
策していればいいんだ。これに叛旗を翻していたのは安倍さん一人だったの。当時の野
田さんも、谷垣さんも、自民党の他の総裁候補全部がデフレ路線だった。安倍さん1人が、
それじゃ駄目だと。とにかく何とかインフレにしないと。でそれを応援したわけ。 
 
想田：つまりアベノミクスを買ったということですか？ 
 
長谷川：今頃、アベノミクスなんて名前がついて、あのネーミングこっちにもらえば良
かったとか言っていたんだけど。 
 
想田：ええ。 
 
長谷川：要するに、それがどこまで行くか分からないけれど、あの時、それをやらなき
ゃ日本は死ぬ、というそういう認識だったのね。 
 
想田：なるほど。 
 
長谷川：だから安倍政権誕生までの応援はしてた。だけど、政権というものはね、一回
成立しちゃうと、言ってみれば巨大戦艦のガンルームみたいなものでね、もう素人は立
ち入れないわけ。そして巨大戦艦がこういう風にずーっと進んでいる。それを船長がこ
っちに行かなきゃっていっても、もう惰性でガーッと進んでいる部分というのはものす
ごく多い。で、さっき想田さんの批判を聞いてて、全部もっともだと思うんだけど、要
するにすぐに舵が切れない。私の解釈ではむしろそうした感想。 
 
想田：つまりTPPにしても… 
 
長谷川：それに広い意味での対米従属ね。もうそれで全部ががっちり固まっているわけ。 
 
想田：つまり、対米従属路線というのは、安倍さんが出てくる前からずっと既定路線で
あって、それは大河のような流れである。で、そこに安倍さんが入って、それを進めて
いるかのように見えているけれども、本当は安倍さんとしては進めたくないんだと。 
 
長谷川：あの、恐らく、憲法改正もね、9条2項を変えなければとはっきり考えていると。
だけどそれで安倍さん1人が「行けー！」って行くかっていうと自民党全体がそうじゃな
い。だから今の時点で安倍政権の応援か、賛成か反対かっていうのはあんまり意味がな
いような気がする。今の自民党政権というか与党政権の路線批判ということは出来るが、
それをその個人にあてはめて政権交代したらうまくいくかというと、私はすごく難しい
のではないかという気がしている。 
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想田：安倍政権が誕生するまで応援された。それは今は後悔されていますか。それとも
正しいことされたと。どういう風にお考えなのか。 
 
長谷川：あのねえ、後悔はしてないの。あの時点でたとえば石原伸晃さんが総裁選を勝
って、日本が今より良くなったか、というとそれはないだろうなと。ごめんなさい。石
原伸晃さんのお友だちがいたら許して下さい。 
 
想田：あんまりいなさそうです。（笑） 
 
長谷川：全然後悔してないの。で、少なくてもかつての応援団としてある程度の意見、
投書みたいなことは多少できると思うので、できる範囲で、「あの、これちょっとどう
なの？」みたいなことは、耳に入るかどうかは分からないけれども、間接的に伝えよう
ということは仲間たちとやっているの。ただ難しいのはね、この国際情勢全体の中で、
今日本がどういう風にやっていったらいいのかのそのアイディア作りって実は誰も本気
でやっていないんじゃないかっていう、そういう不安が私の中にあって。 
 
想田：なるほど。 
 
長谷川：で、アメリカとがっちり同盟を組んでいれば大丈夫っていう多いのよね。 
 
想田：多いですね。安倍さんそうじゃないですか？ 
 
長谷川：でね、安倍さん、口を開けばそれを言うわよね。だけどね、首相が本心を言っ
ちゃまずいっていうことたくさんあるのよ。 
 
想田：ええ。 
 
長谷川：つまり、アメリカはやっぱり怖い国なわけね。で、「お前ら、こんなひでえこ
としやがったろう。俺たち、反乱起こすぞ。独立だ」とただ言っても、これはほとんど
万歳アタックに近くなると思う。 
 
想田：なるほど。つまり、安倍さんの本心は対米従属をやめたいと、だけどそれは言い
出せないんだと、いう風にお考えだということですか？ 
 
長谷川：少なくとも、第一次安倍政権で戦後レジームからの脱却を言ってて。あれはも
う明らかにそれだと思うのね。だけど戦後レジームの脱却を今回第二次安倍政権はそん
なに表に出さないのね。だけど、「じゃそれを引っ込めたんですか」って聞くと、「引
っ込めました」という返事もない。 
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想田：でも戦後レジームの脱却ということで安倍さんが意味していたのは、たとえば憲
法9条を改訂するということですよね。 
 
長谷川：うーん。 
 
想田：だけど、そのことは今すごく捻れていて、憲法の9条を改訂するということは実は
アメリカが望んでいることでもあるわけですよね。今は。 
 
長谷川：そこが微妙でね。本当にね、9条2項をやめますと言って、アメリカが「ああい
いよ。OK」と言うかどうか外務省は自信がない。つまりそのくらいアメリカは…、あっ、
ずっとアメリカにいらっしゃるから肌身でお分かりと思うけど、やっぱりね、何という
か日本に対する警戒観というものがゼロにはなっていない。 
 
想田：何の警戒ですか。また軍国主義として復活して、アメリカに楯突くんじゃないか
って、そういう警戒ですか？ 
 
長谷川：もう一番の根底のところは。 
 
想田：そうですか。 
 
長谷川：それは全然感じない？ 
 
想田：それは感じないですね。もう完全に牙が抜かれた属国と考えているのではないか
と僕は思いますけど。 
 
長谷川：なるほど。 
 
想田：たとえば自衛隊の基地はアメリカにないですよ。 
 
長谷川：うん、うーん。 
 
想田：アメリカ、どこを旅したって自衛隊の基地はないですよ。だけど日本には米軍の
基地がたくさんあるわけですよね。で、首根っこをもう押さえられているわけですよ。
だってたとえは日本で何か反乱が起きたとしてもですね、横須賀基地もあるし。それに
六本木でしたっけ。そこにはすぐに到着できるようにルートができている。制空権とい
うか、アメリカの飛行機しか通過できないような空域もあるわけですよ。だから日本が
何か反乱しようとしてもこれは事実上無理ですよね。米軍基地がここにある限り。 
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長谷川：そうそうそう。それからもう何ていうか、情報量が全然違うし、それから持っ
ている航空機が全然違う。ありとあらゆる点で、アメリカと戦争できる国ではないわけ
ね。 
 
想田：そうですね。 
 
長谷川：しかももしアメリカが「OK。じゃあ、全部撤退するよ」と言って、今の自衛
隊が、アメリカ軍が出て行った後の空白を埋めることができるかと言ったら、そういう
実力はないわけね。そのことは皆よく知っている。 
 
想田：現時点ではない。 
 
長谷川：で、空白が埋められないっていうのはそれ自体すごく怖いことで。国際社会で
そういう空白ができるっていうこと自体が不安定要因になるわけで。で、プーチンさん
もじろっと睨んでいるし、習近平さんもいるし、というそういう状況の中で「はい、出
ていきなさい」の独立ができない。 
 
想田：すぐは無理ですよね。 
 
長谷川：すぐは無理。 
 
想田：今すぐにそれをやろうとしたら、それは大変なハレーションが起きるし、この国
際社会の中で相当な軋轢が生じるでしょうし、それは無理だと思うんですけれども、だ
けど将来的にはどうですか？ 
 
長谷川：そう。だからね、私がね、総理にアピールしてもらいたい…、もし私が総理な
ら言いたいということなんだけど、それはすぐにはできない、だけど、たとえば施政方
針演説に、何をめざすか、「独立国家を目指しましょう」。日本が独立して日本らしく
なったら軍国主義。大間違いです。本当に日本らしいというのは、それは「和をもって
尊しとなす」。さっきもなぜ私が人権をブーイングかっていうと、一人ひとりが幸せに
なるようにって、民主主義の根本をそこに置くんだったら、私もう民主主義大賛成なの。
ところが民主主義っていうのは、国の内側で王様と闘ったという、闘いが必要だという
イデオロギーががっちり組み込まれてて、それを取り去れば私はすごく大賛成なの。 
 
想田：もうすでにそうなっていませんか。王様はいないですよね。闘うべき王様という
のは、今の民主主義のシステムの中で、つまり日本のシステムの中で王様というのはい
ないですよね。 
 
長谷川：そうそうそう。 
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想田：だから闘いというものはこの民主主義システムの中でもうすでにないと僕は思う
んですけれども。 
 
長谷川：ところがさ、じゃ、なぜ野党ががんばっているのかというと、今の政権と闘わ
ないと野党じゃない。で、皆さんは野党を応援している。 
 
想田：僕は応援しています。 
 
長谷川：でしょ？で、それはやっぱり闘ってくれると思うわけじゃない。 
 
想田：それは闘うということがいいということではなくて、つまり僕が第一部で申し上
げたように、安倍政権が今やろうとしていることに対して違和感があるからですよ。あ
とは、安倍政権がこのまま政権を続けて行くとデモクラシーのシステムが根源的に毀損
されるんじゃないかという恐れがあるからですね。 
 
だから僕は別にどの政党が、というか実は自民党がね、代わってくれてもいいと思って
いるんです。自民党がそのまま政権を担当しつつ、だけど今やっている政策を変更して
ですね、うまく立ち回ってくれるのであれば全然いいと思っています。あと、今掲げて
いる憲法草案を撤回してですね、もっとまともな憲法草案を提案するとか、そのような
ことをしてくれるのであればですよ、あるいはNHKをですね、人事をいじることによっ
て支配（？聴取不能）したりですね、そういうことをやらないでくれればですね、 
 
あのう…。まあ、これは長谷川さんには言いにくいですけれども、でもやっぱり今NHK
の現場の人と、僕もかつてテレビ・ドキュメンタリーをやっていましたから人的交流も
あります。そうすると報道の現場で働いている人から、今こういう報道をしたらこうい
う批判が官邸から来るだろうということを織り込み済みで報道せざるをえないと。 
 
長谷川：そういう人に会ったらね、ぜひおっしゃっていただきたいんですね。もしそう
いうことがあったら経営委員会が黙っていないから、もう安心して自分たちが作りたい
番組を作ってくれと。（笑） 
 
想田：ほんとですか？（笑） 
 
田中：そんなのありっこないでしょ。 
 
長谷川：こんなこと言って本当はいけないの。委員長さんもそれは絶対に反対なさらな
いと思う。つまり、なぜかって言うと、本当の意味で放送法をきちんと守る。これを幹
部にきちんとやらせるのが経営委員会の役目なの。で、それにはどっかから圧力が来た。
それは中国からでもいいし、政権からでもいいけど、そういう圧力が来たっていう時に
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はもう真っ先に「駄目！そんなもの気にするな」っていうことを言うのがわれわれ経営
委員会。 
 
想田：そうですか。 
 
長谷川：まずい？、これ。 
 
田中：全然まずくない。もっと言え、っていう感じ。（笑）そうじゃなくって、経営委
員というものの位置がよく分からなくなったっていうか。ていうのは、トップがね、「政
府が右と言っているものを左と言うわけにはいかない」なんて言ってる人がトップなん
だよ。M井さん。上なのに、経営委員がまったく違う風にできるという風に言うという
ことは、関係はどうなっているんですかね。 
 
長谷川：あのね、指導する立場なの。 
 
想田：誰をですか？籾井さんを。 
 
長谷川：会長。だからね、私、籾井さんに会う度にね、言っているのは、どんな場面で
も何かを言おうとする時には、自分が天皇陛下だったらどんな言い方をするかなって考
えておっしゃってね。（笑）で、籾井さんね、「ああ、そりゃいいね」って。「あの、
この頃、僕、天皇陛下のこと考えながらいつもそれ式で発言しているんだけど」って言
ってらっしゃるよ。 
 
想田：ホントですか。 
 
長谷川：ホント、ホント。つまりね、天皇陛下のようにっていうのはどういうことかっ
て言うと、あのトランプ氏の逆ね、言ってみれば。つまり、いつでも、どんなに意見の
違う人でも、それはそれなりにいいことがあるはずで、それぞれの人に対する愛情に充
ち満ちて話をする。「それでなくちゃいけないわよ、籾井さん」って。 
 
想田：そうですか。（笑）じゃあ、今のNHKの状況にはすごい不満がおありですか？ 
 
長谷川：ええと、かなりあります。なんかねえ、まだだなあっていう感じ。 
 
想田：どういう部分に不満がありますか？ 
 
長谷川：あのねえ、例えば、つい最近、塚田さんと吉国さんという理事の方がご退任に
なった。二人とも優秀な方なんですよ。ただね、それほど会長さんとぴたっとうまが合
わなかったというだけでね、最後の１年はね、ちょっと二人が本当に実力を発揮できな
かった。○○【聴取不能】もあったけれど、われわれ皆、塚田さんにはとっても信頼し
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て、「がんばってね」って言い続けていたのですけれど。そういうところも籾井さんが
もうちょっと大人になれば。自分とちょっと意見が違っても。 
 
想田：懐が狭い、ということですか。 
 
長谷川：もっともっと懐を大きくして欲しい。そういう注文はあります。 
 
想田：めちゃくちゃ狭いですよ。（笑）狭くないですか。たとえば、「クローズアップ
現代」の国谷さんのキャスターの交替とかありますし、あとはやっぱりNHK全体が番組
を自由に作りにくい雰囲気になっているというのが、やっぱりトップの意向が安倍政権
寄りであると。安倍さんを見てやっているから。僕にはそうしか見えないんですけれど。 
 
長谷川：私には「天皇陛下度」がまだ低い。 
 
想田：何ですか？ 
 
長谷川：「天皇陛下度」。天皇陛下に倣わなくてはならないことが。そこら辺は解釈の
違いです。 
 
想田：なるほどね。安倍さんはどうですか。安倍さん、「天皇陛下度」、低いんじゃな
いですか。（爆笑） 
 
長谷川：あのねえ、どうなのかなあ。あの、個人的にはねえ、ちょうどねえ、雰囲気と
してはあの「Peace」の最後に出てきた橋本さんに雰囲気が似てるんです。 
 
想田：安倍さんがですか。 
 
長谷川：そうそう。 
 
想田：そうですか。 
 
長谷川：うん。 
 
想田：ほおー。 
 
長谷川：だけど、こだわりはあるんでしょ？橋本さんに。 
 
想田：はい、はい。 
 



 22 

長谷川：あのピースの両切りって、あれが面白いんだけどさ。ピースって平和を意味す
ると同時に、禁煙ファシズムに反対する人たちの旗印。 
 
想田：ずっとピースっているたばこを吸っていらっしゃいますからね、橋本さんは。 
 
長谷川：あれはねえ、もう筋金入りの喫煙党。つまりそういうこだわりはあるわけです
よね。 
 
想田：こだわりはありますけど、安倍さんは異論を許さないところがすごくある気がす
るんです。だからたとえば選挙の前にね、いろいろな放送局の報道局長宛てに文書を送
ったりとか、あるいはこのあいだ、高市さんていうね、総務大臣が、「停波までありま
すよ」と、テクニカルにはありますよという発言をしてですね、その発言を撤回させた
りはしないですよね。そのように、ずっと見ているとですね、たとえばメディアが安倍
政権について自由に論じるということは安倍さんはお嫌いなんじゃないかなと。で、そ
れを許そうと、寛大にですね、あるいは天皇陛下度が高ければですね、もっとそれは自
由にやって下さいよと、皆さんそれぞれ自由に意見があるでしょう、という風になると
思うんですけど。僕はそれが非常に低いんじゃないかと。 
 
長谷川：そうだ、じゃあ、籾井会長さんに言うのと一緒に… 
 
田中：あのさあ… 
 
長谷川：安倍総理にもおんなじことを言いましょうね。（笑） 
 
田中：長谷川さん。籾井さんはもうちょっと脇に置いて、民主主義について想田さんが
おっしゃっていたけど、民主主義の第一条っていうのは言論・報道の自由であると私は
思うんですね。それに関してどう思われますか。ズバッと。 
 
長谷川：言論・報道の自由っていうものは当然あるんだけれども。どうなのかな、つま
りね、民主主義の一番の基本て何なんだろうかと考えると、言論の自由は当然ね。ただ
ね、表現の自由となるとね、これは今も自由じゃないわよね。 
 
想田：はあ。でも自由であるべきと思われていますか？ 
 
長谷川：やっぱりね、ある種の不自由は必要だと思う。つまり、へへヘ、だって表現が
自由だからといっていきなり想田さんと私が真っ裸で話したらもう、皆さん。あの、想
田さんはいいわよ。でも私の場合、ちょ、ちょっと勘弁してよ。つまりちょっと勘弁し
てよみたいなものまで全部含まれるし、それからさっき出てきたように、個人を害する。
だから、だからあの公益という、「公共の利益を害しない限り」っていう、それが必要
になるわけ。 
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想田：ああ、じゃあ長谷川さんは「公共の福祉に反しない限り」っていう文面を「公益
及び公の秩序に反しない限り」という風に自民党の改憲案で変えているのは、それに関
しては支持されるということですか。 
 
長谷川：あのねえ、言い方がねもうちょっとありうると思う。つまり「公益」っていう
のがすごく曖昧な（「危ない」？聞き分け不能）感じ。それから、「「秩序を害しない」
だけではまずい感じがする。何かねえ、その辺りの言葉遣いって、もっとなんか新しい
言葉遣いに工夫してもいいような気がするのね。 
 
想田：はあ。でも言葉遣いの問題より、僕は考え方の問題だと思うんです。つまり今は
ですね、こうやって言論の自由はあるけれども、だけど他人の人権を侵害しちゃいけま
せんよ、と。つまり、人権同士の衝突があった時に、それはそれぞれで人権があるわけ
だから、だからそこで調整して下さいよ、という話になっていると思うんですね。だけ
ど、これが、「他人の人権を侵さない限り」ではなくて、「社会の利益」「公の利益」
っていうことになると、これは全然違う次元になってしまうわけですね。 
 
長谷川：そうなの。そこがすごく大切なところで。つまり想田さんはさ、社会の秩序が
乱れたらどんなひどいことになるかっていうイメージっておありになる？ 
 
想田：もちろんあります。 
 
長谷川：たとえばどんな？ 
 
想田：たとえばですね。無秩序の状態ですよね。たとえば警察もいない、政府もない、
といった時には、これは大変なことになると思います。僕、よく、反体制とかね、左翼
とか、レッテルを貼られますけれども、僕はそうじゃないんですよ。僕は国というもの
は必要だと思うし、警察も必要だと思うし、消防署も必要だと思うし。法律も必要だと
思うし。つまり無秩序がいいとはまったく思っていないです。だけれども、要は、私た
ちはそのためにですね、ある種私たちの人権の一部をですね、国家とか警察とかそうい
うものにちょっと預けているわけですよね。国家に預けているわけですよね、基本は。
で、国家に預けているので、だけどその預けている人たちが今度はその権力を乱用して、
私たちの人権を脅かすんじゃないかという、そういう恐怖もあるわけです。 
 
長谷川：どうして乱用すると思う？ 
 
想田：それは見てれば分かると思うんですけど。（失笑） 
 
長谷川：どうして、なんで乱用したがるの？ 
 



 24 

想田：なぜ乱用したがるか。これはですね… 
 
長谷川：つまり乱用して何か得になることある？ 
 
想田：それは政府にとって得になることがあるんじゃないでしょうか。たとえば辺野古
でですね、座り込みをしていると。で、その人たちを排除するといった時に、これは僕
は明らかに警察権力の乱用だと思います。これをすることによって、自分たちの目的が
達せられるわけですよね。あるいは国会前でデモがあると。デモがあった時に、非常に
厳しい規制をします。たとえば、デモの人たちがまとまらないように、まとまらないよ
うに、デモの道筋をですね、バリケードみたいなもので遮って、勝手に皆がまとまらな
いようにするわけですよね。そうやってデモの勢いを削ぐわけです。で僕はこれも警察
権力の乱用だと思います。なぜかと言えば、デモをする人たちには自由にデモをする権
利がある。だけどそれを分断しようとするわけでしょ。それはそういう目的があるから
ですよ。 
 
長谷川：でね、今のお話しを伺ってて、日本人はデモをする人たちも、警察もなんかす
ごくおとなしいのね。 
 
想田：おとなしいですよ。 
 
長谷川：つまり、ほっとけばね、火焔瓶投げたり、なんか色々なもの投げたり、いろい
ろなものをごっちゃごちゃに壊すようなデモ隊ではないし… 
 
想田：そうです。 
 
長谷川：ただそれを取り締まる方も、なにかいやらしい位、「はい、どうぞこちらへ」
なんて、何かちょっと遠慮がちみたいな感じで、「申し訳ありませんが」みたいな感じ
で、でも、デモの○○【聴取不能】をするっていう、そういうお互いがあまり過激でな
く、暴力的でないところでいやらしいってこと【？聴取不能】をやってる。そういう感
じがするのね。 
 
想田：そうですね。 
 
長谷川：そういう所ではね、社会の秩序をとか言っても、あまりリアリティがないのよ。
だけどイラクみたいな、完全に失敗国家になっちゃったでしょう。を見ると、そうする
とやっぱり社会秩序ってその一人ひとりの人権のためにも絶対に必要な条件でしょう。 
 
想田：必要です。そう思います。 
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長谷川：でね、われわれは何というか、そういうギリギリの所を体験して、社会秩序が
壊れたら人権もへったくれもないっていう所は体験してないわけ。幸いにして。で、そ
れが一番、なんというか、実ははっきり出てくるのが沖縄。つまり、沖縄が完全に、ほ
んとに、今法律上そうある通り本土そのもので独立国の日本の一部だったら、そこでは
ね、そういう理不尽な排除はないと思う。 
 
田中：あのさ、想田さんと長谷川さんの両方にお聞きしたいんだけれど、日本に民主主
義って、日本人て持ったことがあるんだろうかって。想田さんのご本の中に、逆らうよ
うですけど、何ていうご本でしたっけ。 
 
想田：『日本人は民主主義を捨てたがっているのか』 
 
田中：そう。捨てるためには持っていなくちゃ捨てようがないじゃない。だけど持った
こと自体がないんじゃないか。だからね、今、ほんとに民主主義の危機だと私は思うん
だけど、さっきも言ったNHKの問題もひっくるめてね、民主主義が機能しなくなるよう
な方向へ、方向へと行こうとしている政権。政権がそうだと思うんですけれど、だけど
それに対して、中国とか北朝鮮が怖いから、軍備やっぱりやった方がいいんじゃない、
みたいなことしか考えられない。あの、民主主義を持ったことがないから、失いつつあ
ることも気がつかないという、それが日本の大きな問題じゃないかと思うんですけれど。 
 
想田：僕はね、曲がりなりにも「型」を持っているのだと思います。これはある意味与
えられたものですけれども、それこそマッカーサーが憲法を起草したときに同時に「型」
として、憲法として与えられたものが日本の民主主義だと僕は思う。原型、デモクラシ
ーの鋳型みたいなものだと思います。 
 
で、僕は、日本人というのは「型」をですね、うまく使う特性があるような気がしてい
て、どういう意味なのか分からないけれどもとにかくこの「型」を運用していくという
ことは得意だと思います。それを戦後70年近くずっとやってきたような気がするんです。 
 
だけどその「型」にどのような意味があるのかと、太極拳だったら太極拳をやるときに、
この動きにはどういう意味があるのかというところについてはほとんど問うてこなかっ
た。だから言論の自由って何であるんだろうとか、基本的人権てどうして私たちが必要
なんだろうかとか、あるいは憲法って何であるんだろうとかというところについてはこ
の「型」でしかないかもしれない民主主義というものが、安倍さんたちによって危機に
さらされて初めてどうしてなんだろうということを今問い始めているような、そういう
イメージでとらえています。 
 
田中：「型」でしかないっていうのは私も賛成。 
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想田：そうですね。ただね、僕はやっぱりデモクラシーっていうのはあるかないかとか、
持っているか持っていないかという二項対立で論じられるようなものでもないと思って
いる。 
 
つまりデモクラシーっていうのはコンセプトでありシステムなんですけれども、こちら
の方にデモクラシーの極みたいなものがあって、こちらにその真逆、たとえば独裁とい
うものがあればですね、たいていの政体、たいていの政治の状況というのはその中間に
位置すると思うんです。つまりよりデモクラティックなシステムがあるけれども、完全
にデモクラティックなシステムというのは多分この世にはないと思うんですね。今、世
界を見渡しても、どこかにデモクラティックではない部分がその国にもあると思う。だ
けど、日本よりもデモクラティックなものが実現している国もあるし、日本よりもして
いない国もある。 
 
そのように多分グラデーションのようになっていて、僕は日本の状況というのは、まあ
だいたい中間よりもデモクラティックな方向にあったのに、それがずるずるずると、こ
ちらの独裁なり、全体主義の方向に後退していっている。いう風なのが現状なのかなと
みえます。 
 
田中：後退しているというところもまったく一緒なんですけれども、それに対して、な
ぜね、「大変だ！」っていう力が国の中に湧いてこないかということを私は○○【聴取
不能】しているわけ。 
 
想田：そうですね。 
 
長谷川：どこが一番大変だと思う？さっき言論の自由、表現の自由というもの。民主主
義の一番大事なところはそこ？ 
 
想田：そこは一つあると思うんですね。そこだけだとまずいですよ。そこだけでは民主
主義は成り立たないと思うんですけれども。たとえば生存権であるとか、幸福の追求権
であるとか、男女の本質的平等であるとか色々なものがあると思うんですけれども、そ
ういうことがセットになってようやくデモクラシーというものが、実現、というか成熟
していくんだと思うです。 
 
でもその中で、表現の自由とか言論の自由とかはちょっと格が違うような気がしている。
なぜかと言うと、先ほども申しましたけれども、もし表現の自由、言論の自由が失われ
てしまうと、これちょっと民主的じゃないんじゃないかとか、これちょっとまずいんじ
ゃないか、この今の政府のやり方はおかしいんじゃないの、ということ自体が言えなく
なってしまう。言えなくなってしまうと、今度はそれを正す機会がなくなってしまう。
そうするともう政府なりなんなりがもし間違いを犯そうとした時にですね、まったく正
されなくなってしまって、もうそれがとことん間違った方向に進むしかなくなっちゃう



 27 

わけですね。それはもうデモクラシーとしても、あるいは政治のあり方としても、これ
が独裁政権であろうと、多分政体によらず、としてもですね、国のあり方として、ある
いは社会のあり方として非常にまずいんじゃないかという風に思います。 
 
長谷川：でね、つまり言論の自由が大事だと言うけれど、誰でもが何でも言いっぱなせ
るというのが大事だけじゃないですよね。つまり国の政権がちょっとおかしい方向に行
っていると誰か思う。でどうしてそれがおかしいのか。で、いやそれはどうしようもな
いんだと言う人がいるかもしれないし、そこでいちいちきちんとした議論ができるとい
うことが一番ある意味大事でしょ。 
 
想田：はい、はい。 
 
長谷川：で、想田さんの本にも何かどっかの会に行ったら、「何かもうちょっと敷居の
低い話してください、何かそういう勉強しないと分からないような話じゃ困ります」と
言われて愕然としたという。つまりね、あのね、9条の話に戻るけど、「9条万歳」って
言って、「9条守れ」ってデモをするでしょ。でも、そのデモがきちんとできる、それは
いいことだと思うんだけど、同時に9条ってどういうものなのか、きちんと条文を読んで、
この条文通りにしたらどういうことになるのかきちんと考えましょうということなしの、
ただ「言論の自由、表現の自由」とだけ言っているとこれはなんかねえ、それじゃあ民
主主義って何かほんとにつまんない形式論になっちゃう、という気もするのね。 
 
想田：なるほど。しかし僕は… 
 
長谷川：これは大昔、プラトン、じゃない、ソクラテスがそういうことを言ってとって
も嫌われて死刑になっちゃったんだけれども。 
 
想田：いや、あの、おっしゃることは分かるんですけども、その議論が、実のある議論
が出てくるためには、まずは皆が勝手に自分の言いたいことを言えるという環境が必要
なわけですよね。それが成熟した議論につながるかどうかというのは、それは個々人の
考え方であったり、あるいはそこで皆さんがどう考えるかということの問題であって、
だけどその大前提として自由に意見が言えるという部分が確保されていないとですね、
その後の成熟した議論というのが絶対に出てきようがないわけです。だからそういう意
味で言論の自由というものはどうしても確保しなくてはいけない。 
 
長谷川：でね、つまり私がね、今一所懸命考えてて、民主主義っていうものがね、なん
かねえ、こう大事な所をもっと丁寧に救い上げて言わなくちゃいけないのをスローガン
にしちゃってる部分というのが、私が民主主義に対して不満な所なんです。 
 
想田：なるほど。 
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長谷川：で、つまり言論の自由と言うんだけど、つまりね、それが本当に成り立つのに
は皆が人の話を聞くっていう、それがねえ、すごく大事だと思う。 
 
想田：はい。 
 
長谷川：ここで観察映画なんですけど。つまりね、自分が反対かもしれない、でもとに
かく聞いてみよう、で聞いて、あの人は何を言おうとしているのかを一所懸命聞き取る。
それはまあある意味道徳でありマナーであるかもしれなくて、民主主義、イデオロギー
にはならないのね。 
 
想田：はい。 
 
長谷川：だけどそういうものが一緒になって、それで初めて、何というか、生きた政治
道徳、政治理念になると思うの。 
 
想田：はい。 
 
長谷川：でね、そうなの、今世界中がそうなんだけど、どこに不満かっていうとね、民
主主義っていうものはそういうあるべき人の姿というか姿勢というか、そういうものの
ことを全部さっと切り捨てて、で、個人の権利だ。でね、私が唯一、自民党の憲法改正
案で支持するのは、「個人」を「人」に変えたところ。「人」っていうとね、「それ、
人としてはずかしいだろう」とかね、日本語の場合。つまりそういうあるべき人の姿と
いうものとセットになったということがあるのね。 
 
想田：でもそういう意味では使っていないですよ。改憲案は。そういう意味ではないで
すよ。「個人として尊重される」というんじゃなくて「人として尊重される」というこ
とですから。 
 
長谷川：で、人として尊重されるためには、やっぱり自分自身を律することが必要なわ
けね。で、以前ね、自民党の憲法をやっている人たちの間で、個人という言葉は日本語
にとって翻訳語である。非常に熟していない翻訳後で、「個人」と「人」との違いは何
かというと、「人」っていうのはもう自分自身が自分として自己を律する道徳が組み合
わさった言葉なんだっていうことを講演したことがあるんですよ。 
 
想田：はい。 
 
長谷川：誰かがそれを覚えていて、あそこに書き込んでくれたんだったら、私はあそこ
の所だけは支持する、と思うんですけど。 
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想田：それはちょっと、「個人」の「個」を取った意味を取り違えておられるんじゃな
いかなと僕には聞こえるんですけど。（笑） 
 
長谷川：というかね、「個人」て日本語ではないわけ。 
 
想田：そういうと、民主主義も全部日本語じゃない。（笑） 
 
長谷川：そうなのよあ。それでね、つまりね明治の人がindividualとか、democracyと
か、この西洋語を日本語に取り入れる時にものすごく、うんと考えたわけ。 
 
想田：そうですね。 
 
長谷川：それで「世間」じゃなっくて「社会」。で、「民主主義」っていうのもね、あ
の吉野さんなんかは「民本主義」って言って、民が幸せになるための政治、っていうそ
んな考え方を表明したりした。つまり、もう一度、明治の出発点に立ち返って、じゃ、
individualっている英語をわれわれはどういう日本語に引き受けるべきなのか。「個人」
という言葉は生煮えの翻訳語として残っていると思うのね。で、生煮えだからこそ機能
を果たしている部分もあるんだけれど。そういうところをね、全部もういっぺん洗い直
して、そして、「ああ、そういうことなら世界中誰でも納得できるよね」っていう、そ
ういう納得できる憲法を作って欲しい。 
 
想田：僕の解釈はですね、「個人として尊重される」ということの解釈はですね、「個
人」というのはそれぞれ違っていいという思想が背後にあるわけです。つまり、意見も、
考え方も、思想も、宗教も、あるいはジェンダーも、いろんな人がいるわけですよね、
この世の中。この世の中、いろんな人がいるけれども、それぞれ違う個人、その違いを
尊重されると、そういう意味で「個人」とあそこに書いてあるんだと思うんですね。で、
その「個」を取ると、そういう違いではなくて、ですね、「種」としては認めますよ、
と、そういう話になって。 
 
【ここで司会者の方から、時間がなくなったことが告げられ、その後、会場から3人が発
言しました。この会場からの発言は省略します。】 
 


