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第5回 定例研究会 第3部 r80年代初頭の自治 .自立構想｣

報告 1 『沖縄自治意章』

沖縄国際大学教授 前津 棄健

○司会 (仲也博) それでは午後の部､午後の上の2つ目､本日の4つ目のセクションですけれ

ども､80年代初頭の自治自立構想ということで､2つの報告を準備しております｡

報告の1が､前津柴健さんによる ｢沖縄自治憲章｣､報告の2が､高良鉄美さんによる ｢琉球共和

国憲法｣です｡報告､議論､それぞれ別々に報告し､議論をすることになっておりますので､順序よ

く前津さんからいきたいと思います｡

それでは前津さん､よろしくお願いいたします｡

○前津柴健 皆さん､こんにちは｡

私の報告は､ ｢沖縄自治憲章 (莱)について｣です｡最初にお断りしておきますが､この日治憲章

については､仲地先生が直接関わっており､また屋嘉比さんは､玉野井先生のゼミの学生でしたので､

お二人の方が本来なら適任だったと思いますが､私に回ってきましたので報告いたしますが､勉強不

足から満足してもらえるような内容にはありません｡

それというのも､私は玉野井先生のお名前は知っておりましたが､どういう先生なのかということ

についてはよく知りませんでした｡今回､いろいろ調べてみると業績も非常に膨大ですし､経済学に

おいては大家の先生で､著書を幾つか読もうと思って挑戦したのですが､あまりにも高度な内容で､

私の能力では読みこなす事が出来ませんでした｡

1.経歴

最初に､玉野井先生の経歴から紹介してみたいと思います｡先生は､1918年に山口県の柳井市でお

生まれになりました｡実家は祖父の代から続く玉野井ガラス店で､そこの長男として誕生されました｡

当初は家業を継ぐことをめざし､山口商業高校に進学されたようですが､そこで哲学者の滝沢克己

さんという方と出会って､それが転機となって方向転換して､東北帝国大学の法文学部経済学科に入

学されたようです｡42年に同大学の助手に採用され､44年講師､48年には助教授と昇任され､その後､

東大の教養学部助教授に就任されています｡最初の著書が54年の ｢リカア ドオからマルクス-｣です

が､当時玉野井先生は経済学史の講義を担当されており､そういう著書が出たかと思いますが､最初

の頃はマルクス経済を東北大学時代もずっと中心になされたようです051年に東大に移られて､60年

に教授に昇任 し､ハーバー ド大学に留学され､その後､近代経済学も学ばれ､従来のマルクス経済学

から近代経済学-と学問分野を広げられたようです｡

しかし､経済学者の中からは変わったことに対する強い批判があったようです｡奥様の先生を語る

一節の中に､その点についてちょっと苦悩なされていた時期があったということが述べられています｡

沖縄国際大学には78年にお見えになりましたが､76年には東京の方で､ ｢地域主義研究集談会｣と

いうものを結成されております｡その会は､これからは中央集権に対して地域主義であるとのことで､

それらについて語る会として結成されたようです｡

その後､沖縄にお見えになり､78年 7月に ｢沖縄地域主義集談会｣を設立されております｡また80

年には ｢平和をつくる沖縄百人委員会｣を結成されました｡それについてはまた後ほど出てきますが､

先生は､琉球新報､それにタイムスの社長であった豊平さん､池宮城さんらと一緒に代表世話人にな

られています｡そして85年3月に ｢生存と平和を根幹とする 『沖縄自治憲章 (莱)』｣をまとめられ

たわけです｡同年の4月には明治学院に移られましたが､同年の】0月に享年67歳で亡くなられました0
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この沖縄自治憲章には玉野井先生の考え方が強く反映されていますが､玉野井先生という方がどう

いう方だったのかを知らないことには､理解できない部分がありましたが経歴を知れば知るほど､偉

大な学者であったとの思いが強く致しました0

2.地域主義とは

さて､その玉野井先生の主張された､地域主義についてですが､ ｢地域分権の今日的意義｣という

論文が 『地域分権の思想』の中にありますが､そこから抜粋し､この地域主義について､その当時の

先生の状況認識について触れてみたいと思います｡

｢日本では､明治以後に近代を経験しながら民族と国家と社会は一つのものに重なったまま現れて

いる.そのような同質社会であるところに､さらに一点中心性が加わったのであるから､まさしく異

常で例外的な状況がつくりだされることになる｡国民的エネルギーの大半が東京に集中し､東京があ

たかも全国を支配するようなかたちでの国民生活が現出するにいたった｡国民の顔はみな東京に向い

ており､地方のどの都市へ行ってもミニ東京やミニ銀座がつくられて､全国画一のおもしろくない都

市や地方生活が多くなっている｡

それゆえ､国民の巨大にエネルギーを今や東京から地方へ逆流させて､個性と多様化に満ちた国民

生活を再生させることこそ､現代日本の百年の計と考えなければならない｡地方から欠落した地域的

個性を再生させ､伝統と文化に地域差に満ちた多様性の中に新たな国民的統一を求めるという方向な

のである｡その方向に即して､東京という中央もまた､単純な中央という存在にとどまらないで､一

つの個性的地域へと還元させなければならない｣と､まずその状況を指摘しています｡

次に､地域主義とは何かということについて次のように定義しています｡ ｢地域主義とは｣とは､

｢一定地域の住民が､その地域の風土的個性を背景に､その地域の共同体に対して一体感をもち､地

域の行政的 ･経済的自立性と文化的独立性とを追求することをいう｣と定義しています｡そしてその

考えが､この憲章の中にも反映されています｡

玉野井先生は､｢地方｣ではなく ｢地域｣という言葉を使われていますが､なぜ ｢地方｣ではないの

かということについて次のように説明されています｡

｢『地方』という言葉は､一点中心型の日本でいえば､中央に対する地方という反対概念になりま

す｡- 『地方』は- 非文明的という意味で考えられてきた傾向があり- いまやそういうコンプ

レックスから地方が脱却する必要がある､という意味では 『地域』という言葉のほうが望ましい-

中央もまた一つの地域的地方としてとらえられなければならない一一それから､地域というと､一定

の空間が中に含まれているような言葉になる- 種のテリトリーで- 同時に､複数の概念として

とられやすい一一一一一一個性に満ちた諸地域です｣とし､地域という言葉にこだわっています｡

そして､中央の権力､中央政府を中心とした経済体制を変革して ｢地域分権｣を進めることについ

て､ ｢地方自治体に権限を譲っていくことは､日本の力を弱めるのではなくて､かえって強める結果

となる｡国というものを構成する身体諸器官を強めていくになると思います｣と述べています｡

先生の ｢地域｣ ｢地域主義｣｢地域分権｣についての基本的な考え方が､この論文では示されている

ような感じがいたしました｡この昭和52年の論文を読んでいると､近年の地方分権の時代を迎えての

著書や論文等と非常に似通っている部分があって､当時から年月はたっているものの､状況は全く変

わることなく今日まで続いてきたことを改めて認識することが出来ました｡

3.なぜ自治体｢憲法｣が必要なのか
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そこで､なぜ ｢自治体憲法｣が必要なのかについて､玉野井先生は､自治体憲法という言葉を用い

て､ ｢地域主義と自治体 『憲法』一沖縄からの問題提起-｣という論文を 『世界』の408号79年11月

号に書かれています｡

その中で､なぜ自治体憲法が必要なのかということについて次のように論じています｡

最初に､ ｢『中央』そのものが地方分権､いや正しくは地域分権の確立を中央集権的に達成すると

いうのは､もともと論理的矛盾ではないだろうか｡(略)このさい各自治体は､地域住民の総意を体現

して､ 『地方の時代』にふさわしい自主 ･自立の姿勢を国に対して表明しなければならないように思

われる｣とし､そして､中央集権的にことを進めると､国から地域に金と物が画一的に大量に投入さ

れることによって､地域の方に混乱と荒廃が起こるというような指摘しています｡そして､県や市町

村というのはこのさい国の出先機関であることをはっきりやめて､自主･自立の対応をあらかじめ用

意し試行する必要性を指摘しています｡

このように自治体の国に対する態度表明の必要性を指摘されて､自治体の役割や意思決定につい

て次のように､ ｢土地と水の利用を含めての人間生活の日常性にかかわる諸問題､わけても生活環境､

保育養老などにかかわる文化､生活上の諸問題については､その決定の主体は､国や地方レベルにお

ける抽象的個人ではなくて､諸地域のレベルに位置する地方自治体であり､正しくはそれを構成する

地域住民-地域に生きる生活者でなければならないことがわかる｣と指摘しています｡

先生は､団体自治､住民自治について､ドイツを中心としたヨーロッパの歴史的な経緯について触

れられていますが､先生の論文を読んでみますと､ドイツ､ヨーロッパ諸国の団体自治の歴史や思想

に関する研究の成果を感じます｡そして､日本の憲法学で論じられてきた自治の根拠をめぐる ｢固有

説｣､ ｢伝来説｣､ ｢制度的保障説｣に検討を加えられ､ ｢従来の 『伝来説』といい､ 『固有説』と

いい､見方によっては､前者は国の面から､後者は自治体の面から､ともに国と自治体を同一平面で

とらえる誤りをおかしていたともいえるように思われる｣というような指摘し､これらの説について､

｢私がこの学説に言及したのは､むしろ論争に含まれる意味を､憲法学者の専門論争の枠内から取り

出すための作業にすぎなかった｡自治体の歴史的個性を再認識するための道を開きたかったからであ

る｣と思いを述べている｡

特に､この ｢住民自治｣というものの捉え方について､従来の憲法学者の論じ方に疑問を投げかけ､

自治体の憲法制定について､ ｢すでにわが実定憲法は､自治体をたしかに国のひとつの制度として保

障している｡そして国と自治体とは明らかに異なった目的と機能をもっているはずである｡そのよう

な諸地方自治体が､国のレベルとは異なる諸地域のレベルでの具体的な文化 ･生活権の確定をとおし

て､それぞれに固有の自治､したがってまた自己統治の理念を明らかにしてゆくなら､地域的個性に

あふれる多数の自立的な自治体の連合の基礎上に新たな国民国家を築きあげてゆくことも可能となっ

てくるのではないだろうか｡このような理念を明記する 『憲法』をそれぞれも (ママ)自治体が制定す

ることを試みても､今日の時点において不自然のそしりをこうむることはけっしてありえないように

思われるのである｣と指摘し､自治体の憲法制定の意義を強調しています｡

更に､ ｢地方の時代とは諸地域の時代のことであり､諸地域の時代とは諸自治体がそれぞれの本格

的な ｢憲法｣､憲章､または条例を制定する時代のことであるといってよいのではなかろうか｡なる

ほどこれらは､いずれも法律の下位規範であるかもしれない｡しかし､何が地域の生活者-住民にと

って真に共通の利益となるべきであるかを自分自身の手で書くということは､法律にまさるとも劣る

ことのない ｢よいしきたり｣をうちたてることを意味する｡これが自治体の自己革新でなくてなんで
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あろう｣とし､地域の時代に自治体が自らの力で憲法､憲章､条例を制定することの意義を､ ｢よい

しきたり｣という言葉を用いて強調しています｡

次に､なぜ沖縄でという疑問に関連すると考えられる点について､次のように論じています｡｢沖

縄県という名の南方の島々に生きる人々がつくりあげてきている歴史的な社会的実体は､県という国

の行政単位の枠をはるかにはみでるほどの大きさをもっているように思われることである｣とし､そ

の大きさを示す2つの事実群を挙げています｡まず 1つは､ ｢沖縄県がかつてまざれもない独立国家

だったという厳然たる事実｣ということで､琉球王朝時代のことなどにも触れ､黄金時代が沖縄には

あっというような指摘をしています｡そして､経済学者の平良恒次先生の ｢琉球は明らかに､一国た

るに値する伝統と文化をもっているということができる｣ (『日本国改造試論』講談社現代新書)と

の指摘を引用しています｡

もう一つの事実群については､ ｢沖純の人々にとって戦後から復帰までの期間が､ある意味で沖縄

解放の歴史的瞬間の時期でもあったといえる｣というような指摘をされています｡もちろん､いろい

ろ米軍占領の下での厳しい軍政についても触れていますが､そういった歴史の中で､いろいろな沖縄

の歴史とか伝統が再生してきのだという指摘もしています｡経済面においては､現在も様々な面で沖

縄ブームがみられますが､その当時は味噌や醤油等のようですが､そういったものが50年代沖縄で盛

んに製造されるようになっているという指摘し､また､B円を使いこなした歴史や､政治的には､45

年の沖縄諮諭委員会の発足とか､沖縄では婦人参政権が本土よりも早く実現した点などにも触れてい

ます｡そして､比嘉幹郎先生の論文 (｢沖縄自治州構想論｣中央公論71年12月号)から､ ｢沖純の住

民の長い自治闘争の結果､琉球政府は､立法 ･司法･行政の各分野において実質的に行使するように

なった｡ ｣､ ｢憲法や地方自治法の精神からして､地方自治は､中央から委任される権限とし

てではなく､住民固有の権限として把握されるべきであろう｣との部分を引用し､比嘉先生の説を､

明らかに歴史実体説の見地からの固有説とみてよいとし､これまでの自治権をめぐる議論において沖

縄の事例がいったいどの程度念頭におかれていたのだろうかと本土の学会論争に疑問を投げかけてい

ます｡

4･沖縄自治憲章(莱)制定作業と内容

では､この日治憲章の制定作業はどのように進められ､どのような内容なのかをみてみたいと思い

ます｡81年の春頃､自治体憲法に関するが研究会が､沖国大の政治学を担当されている西原森茂先生､

憲法担当の大林文敏先生､それに琉大の行政法担当の仲地先生の3人で発足したようです｡西原先生

の書かれたものや､仲地先生の新沖縄文学86号における発言からしますと､玉野井先生はたまに出

席される程度で､3名で主に議論をしたようです｡

西原先生の論文 (｢沖縄の地域性と政治｣ 『自治の挑戦-これからの地域と行政』)によると､琉

大の首里キャンパスで3回､それから大林 ･西原で1回､計4回の研究会がひらかれ､81年の7月に

5章22条の7月案が出来上がったようです｡

7月案には､ ｢前文｣はなく､ ｢第 1章 沖縄の自治｣､ ｢第2章 沖縄の平和｣､ ｢第3章 住

民の基本的権利｣､ ｢第4章 住民の生活｣､ ｢第5章 憲法の保障｣という内容だったようです｡

その案に､玉野井先生が手を加え文案が完成したようですが､それが ｢生存と平和を根幹とする

『沖縄自治憲章』 (莱)｣で､3章18条で構成されています｡ご覧のように､ ｢前文｣が付され､

｢第1章 沖縄の自治｣､ ｢第2章 沖縄の生存と平和｣､ ｢第3章 憲章の保障｣という内容にな

っています｡
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この前文についてですが､玉野井先生はこの案を発表する前に､西原先生の方に前文を書くよう依

頼したようです｡西原先生が書かれたのが､憲章の3枚目の資料に西原案がありますが､これは後程

ご覧下さい｡

両案について､西原先生は ｢わたくLは､復帰運動の延長線上に沖縄の地方政治を､やや力みなが

ら描いていますが､玉野井教授は､沖縄の人々の理想や権利は､非暴力の伝統や平和的な近隣外交に

根ざすもので､そして平和への希求は生まれるべくして生まれたとされます｣と指摘され違いなどに

ついても触れています｡

このような経緯で自治憲章(秦)は作成されましたが､玉野井先生は当初､研究会の基本条例案では

なく､自治体憲法という名称を使いたかったようです｡これについて､3名の議論の中でも大林先生

と仲地先生は実定法の研究者でから､憲法の下に憲法というのが制定できるのかについて､かなり議

論されたようですが､最終的には先生が憲章とされたようです｡

5.若干のコメント

そこで内容についてですが､基本的な規定である第1条 住民主権､文言などについてですが､日

本国憲法､川崎市の憲章をモデルにしたこともあって､憲法の表現にかなり似ているなという部分が

あります｡

まず第1条の住民主権､第2条の自治権､第6条の権利の享有､それから第9条の生存権の保障等

の基本的な権利等に関する枠があり､それに加え地域主義という側面が反映されていると思われる部

分があります｡たとえば､第7条のシマの生活は､ ｢自治体は､沖縄の社会的基礎であるシマ (字､

区)の生活文化と自治を損なわないように細心の注意を払わなければならない｣と規定され､また､

第8条の地域文化は､ ｢自治体は､沖縄が歴史的に独自の文化を創造し､日本文化において､重要な

地位を占めていることに鑑み､この地域の文化を積極的に保護し､育成しなければならない｡学校教

育および社会教育は､ともに地域の文化と環境を基礎として､実施されなければならない｣と規定さ

れています｡さらに､第10条の相互扶助と共同性は､ ｢相互扶助と共同性は､沖縄の民衆の伝統的特

徴であり､沖縄の生活環境及び住民の生活権は､この伝統の上に築かれねばならない｣と規定されて

います｡

玉野井先生は沖縄の様々なことに関心を示され､各地を回られたようですが､特にこの文化の問題

に関して､西表に行かれた時に､三味線を弾いて一家が語らっている姿などに非常に感銘を受けたよ

うで､そこから教育の問題に発展させて､家庭における父親の存在等についても書かれています｡そ

のあたりの経験や思いなどが出ている部分じゃないかなと思います｡

次に､玉野井先生は様々な公害問題や､それに原子力問題等についても研究されましたが､それが

沖純の自然環境に係る第11条で自然の共有という形で反映されています｡

｢沖縄の自然は､住民共有の財産であり､その利用にあたって､濫開発は決して行ってはならない｡

何人も､沖縄の自然を汚染してはならない｡沖縄住民及び自治体は､沖縄の誇る自然環境､生活環境

および地域文化環境を良好に維持し､または改善するため､積極的に努力する責務を負う｡われわれ

沖縄住民は､廃棄物の排出と処理に最大限の注意を払い､水と緑の豊かな自然環境をつくりあげてい

くよう努めなければならない｣と規定しています｡

先生は沖縄在住後半の頃､特に海の問題入浜権等にも関心を寄せられたようですが､それが11条の

後半部分に､ ｢入浜権と水利権は､相互扶助と共同性の伝統に基づき､かつ沖縄の自然環境にそなわ
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る固有の慣行的権利として､確認されなければならない｡沖縄住民は､日照､通風､静穏､眺望､お

よび地域の文化環境に関する環境権を有する｣という表現で表されています｡

以上の点は､先生の特に地域主義というのがあらわれている部分と思われますが､研究会の方では､

先生のこの地域主義の考え方をどのように文書化 ･規定化するかということで非常に苦労されたよう

です｡

次に､当時としては先進的な規定だなと思われるのが､第3条の参加する権利で､沖縄住民は､地

域に関する問題につき､ ｢10分の1以上の連署をもって住民投票の請求をすることができる｣とし､

｢長は住民投票の結果を尊重しなければならない｣とし､地域の利害に関する問題については､ ｢地

域の利害に関して住民集会を開くことを要求することができ｣､ ｢自治体の長は､住民集会の意思を

尊重しなければならない｣と規定している｡更に､ ｢自治体は､地域住民の意思が､最大限に自治体

行政に反映されるように､行政手続きを定めなければならない｣ということで､行政手続きについて

も触れている点です｡

第4条は､知る権利ですが､ ｢沖縄住民は､地域の主権者として､必要な自治体行政に関する情報

を請求し､利用する権利を有する｡自治体は､具体的かつ積極的な方法により､自治体行政に関する

情報を住民に提供するよう努めなければならない｡自治体行政に関する情報は,公開を原則とする｡

情報管理に関する細則は別に定める｣とし､情報公開について当時としては早い段階で知る権利を取

り入れています｡

それから第5条のプライバシーの権利は､ ｢何人も､私的事項を侵害されず､且つ自己に関する情

報をみずから統制する権利を有する｣と､これは自己情報のコントロール権にまで及んでいます｡ま

た､ ｢自治体における個人情報の処理は､前項に定める権利を侵害しないよう､厳重に管理されなけ

ればならない｣と個人情報の処理･管理についてまで規定するなど､非常に先進的な内容になってい

ます｡

憲章のもう一つの特徴は､平和に関する規定です｡これは12条から15条に規定されています｡第12

条は平和的生存権と平和的地域交流について規定し､第13条は平和主義で､自衛戦争を含むあらゆ

る戦争を否定し､ ｢沖縄地域において､核兵器を製造し､貯蔵し､または持ち込むことを認めない｣

とし､ ｢核兵器搭載可能な種類の艦船､航空機の寄港および海域 ･空域の通過を認めない｣と､徹底

した平和主義を宣言しています｡

それから14条は､慰霊の日ではなく､非核 ･平和の日を定め､ ｢人間の尊厳および非核 ･平和の思

想の普及に努めなければならない｣とし平和への積極的な働きかけを求めています｡

それから第15条は平和的生存権を確保するための諸権利で､ ｢軍事目的のための表現自由の制約

を拒否する権利｣､ ｢軍事目的のための財産の強制使用､収用を拒否する権利｣､それに ｢軍事目的

のための労役提供を拒否する権利｣を定めています｡平和に対する強い思いというものが現れていま

す｡

この憲章の保障に関しては､第16条はこの憲章の最高規範について宣言し､第17条は､この憲章

を保障するための審査委員を設置し､ ｢審査委員会は､一切の条例 ･規則または自治体の行為が､こ

の憲章に適合するか否かを点検審査し､全住民にその結果を公表する権限を有する｣と規定していま

すが､おそらくこの委員会は､違憲立法審査権を行使する裁判所をイメージしたものと思われます｡

第18条は､国及び自治体に対する住民の抵抗権と国に対する抵抗権を規定しています｡
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この憲章案は､県レベルのものなのか､それとも市町村レベルのものなのかについてですが､大半

はどちらとも読めるかと思いますが､例えば3条の住民集会などは市町村レベルを想定しているよう

に思います｡

それから､この憲章をどのようにして具体化しようとしたのかについてですが､1985年の春､沖縄

地域主義集談会の方で議論され､その後､平和をつくる沖縄百人委員会で2度議論したようです｡玉

野井先生は自信を持たれていたようですが､コンセンサスを得られなかったということです｡百人委

員会では､この憲章は沖縄の独立を目指すものなのか､あるいは法律に違反する内容ではないのかと

の指摘があったようです｡その後の､仲地先生､新崎先生､それに岡本先生の対談の中で(新沖縄文

学6号)､新崎先生は､先はど私が読み上げた第8条の ｢自治体は､沖縄が歴史的に独自の文化を創

造し､日本文化において重要な地位を占めていることに鑑み｣の部分について､もっとストレートに

沖縄の立場を主張すればいいのに､日本に受け入れてくださいという回りくどい言い方になっていて､

何かまどろっこしさを感じる反応がかなり強かったとの印象を受けたと述べています｡

このように百人委員会では受け入れられなかったのですが､玉野井先生は､市町村長や議会を動か

して制定を試みられたようで､仲地先生と北中城村と読谷村にも行かれたようですが､好意的には受

け入れてくれたものの動きはなかったようです｡

結局､先生は､百人委員会で合意を得られないまま沖縄を去られたわけですが､この憲章 (莱)は､

地方分権がやっと動き始めた現在､この案をみてみると､内容的にも自治基本条例としての内容にな

っていて意義あるものと思います｡冒頭でも触れましたが､当時の先生の状況認識､それに地方分権

推進委員会の中間答申など､また､最近の自治基本条例制定への動き等を考えると､玉野井先生は本

当に先見の明を持たれた方だったと思います｡また､当時､このような内容の憲章ができたというこ

とは､画期的なことであり､仮に､この憲章が制定されていたなら現在の沖縄はどうなっていたのだ

ろうかとつい考えてみたくもなります｡この日治憲草案は､今後の基本条例を考える際の､非常に価

値のあるモデル ･資料であると思います｡以上です｡あとは冒頭で話したように､仲地先生と屋嘉比

さんに補っていただきたいと思います｡
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第3部 報告1 80年代初頭の自治 ･自立構想 資料

沖縄国際大学教授 前津 柴健
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｢沖縄自治憲霊(慕)｣について

報告 沖縄国際大学

前津 柴健

1.経歴

玉野井芳郎 (たまのい よしろう)

1918年 山口県柳井市に生まれる

その後､県立柳井中学校､ 山口商業高等学校-進学

1939年 東北帝国大学法文学部経済学科入学

1942年 同大学助手 44年講師 48年 助教授

1951年 東京大学教養学部助教授 54年 『リカア ドオからマルクス-』

1960年 同教授 66年 『マルクス経済学と近代経済学』

1978年4月 沖縄国際大学教授

同年 7月 ｢沖縄地域主義集故会｣を設立

1980年 1月 ｢平和をつくる沖縄百人委員会｣を結成､豊平良顕､池宮城秀意の各

氏とともに代表世話人となる

1985年 3月 生存と平和を根幹とする ｢沖縄自治憲章 (秦)｣をまとめる

同年 4月 明治学院大学より､国際学部､平和研究所の新設に際 して参画を請わ

れ､本土に帰る

同年 10月 死去 享年67歳｡

(『玉野井芳郎著作集④等身大の世界生活(年譜)』学陽書房 90年より抜粋)

2.地域主義とは

Q)状況認放 ｢日本では､明治以後に近代を経鼓 しながら民族と国家と社会は一つの

ものに重なったまま現れている｡そのような同質社会であるところに､さらに一点中心

性が加わったのであるから､まさしく異常で例外的な状況がつくりだされることになる｡

国民的エネルギーの大半が東京に集中し､東京があたかも全国を支配するようなかたち

での国民生活が現出するにいたった｡国民の顔はみな東京に向いており､地方のどの都

市-行ってもミニ東京や ミニ銀座がつくられて､全国画一のおもしろくない都市や地方

生活が多くなっている｡

それゆえ､国民の巨大にエネルギーを今や東京から地方-と逆流させて､個性と多様

化に満ちた国民生活を再生させることこそ､現代日本の百年の計と考えなければならな

い｡(略) 地方から欠落した地域的個性を再生させ､伝統と文化に地域差に満ちた多様性

の中に新たな国民的統一を求めるという方向なのである｡その方向に即して､東京と言

う中央もまた､単純な中央という存在にとどまらないで､一つの個性的地域-と還元さ

れなければならない｡｣



② 『地域主義J)とは､｢一定地域の住民が､その地域の風土的個性を背景に､その地域

の共同体に対して一体感をもち､地域の行政的 ･経済的自立性と文化的独立性とを追求

することをいう｡｣

③ 『地方』ではなく､なぜ 『地域』なのか

rW地方J)という言葉は､一点中心型の日本でいえば､中央に対する地方という反対

概念になります｡- 『地方』は- 非文明的という意味で､考えられてきた傾向

があり一一一いまやそういうコンプレックスから地方が脱却する必要がある､という意

味では 『地域』という言葉のほうが望ましい- 中央もまた一つの地域的地方として

とらえられねばならない- それから､地域というと､一定の空間が中に含まれてい

るような言葉になる 一種のテリトリーで 同時に､複数の概念としてとられ

やすい 個性に満ちた諸地域です｡｣

④ 『地域分権』について

｢地方自治体に権限を譲っていくことは､日本の力を弱めるのではなくて､かえって

強める結果となる｡国というものを構成する身体諸器官を強めていくことになると思い

ます｡｣

(玉野井｢地域分権の今日的意義｣『地域分権の思想』東洋経済 昭和52年より)

3.なぜ自治体r暮法｣が必貫なのか

(らrr中央J]そのものが地方分権､いや正しくは地域分権の確立を中央集権的に達成

するというのは､もともと論理的矛盾ではないだろうか｡(略)このさい各自治体は､

地域住民の総意を体現して､『地方の時代』にふさわしい自主 ･自立の姿勢を国に対し

て表明しなければならないように患われる｡｣

② ｢土地と水の利用を含めての人間生活の日常生にかかわる諸問題､わけても生活環

境､保育養老などにかかわる文化､生活上の諸問題については､その決定の主体は､国

や社会レベルにおける抽象的個人ではなくて､諸地域のレベルに位置する地方自治体で

あり､正しくはそれを構成する地域住民-地域に生きる生活者でなければならないこと

がわかる｡｣

③ ｢従来の 『伝来鋭』といい､『固有説』といい､見方によっては､前者は国の面か

ら､後者は自治体の面から､ともに国と自治体を同一平面でとらえる誤りをおかしてい

たともいえるように思われる｡｣

④ ｢私がこの学説に言及したのは､むしろ論争に含まれる意味を､憲法学者の専門論

争の枠内から取りだすための作業にすぎなかった｡自治体の歴史的個性を再誰識するた

めの道を開きたかったからである｡｣



⑤ ｢諸地方自治体が､国のレベルとは異なる諸地域のレベルでの具体的な文化 ･生活

権の確定をとお して､それぞれに固有の自治､したがってまた自己統治の理念を明らか

にしてゆくなら､地域的個性にあふれる多数の自立的な自治体の連合の基礎の上に新た

な国民国家を築きあげてゆくことも可能となってくるのではないのだろうか｡このよう

な理念を明記する r憲法』をそれぞれも (ママ)自治体が制定することを試みても､今

日の時点において不自然のそ しりをこうむることはけっしてありえないように思われ

るのである｡｣

⑥ ｢地方の時代とは諸地域の時代のことであり､諸地域の時代とは諸自治体がそれぞ

れの本格的な｢憲法｣､憲章､または条例を制定する時代のことであるといってよいので

はなかろうか｡なるほどこれらは､いずれも法律の下位規範であるかもしれない｡しか

し､何が地域の生活者-住民にとって某に共通の利益となるべきであるかを自分自身の

手で書くとい うことは､法律にまさるとも劣ることのない｢よいしきたり｣をうちたてる

ことを意味する｡これが自治体の自己革新でなくてなんであろう｡｣

⑦ ｢沖縄県という名の南方の島々に生きる人々がつくりあげてきている歴史的な社会

的実体は､県という国の行政単位の枠をはるかにはみでるほどの大きさをもっているよ

うに思われることである｡｣

そして､以下の二つの事実群を挙げている｡

ア､沖縄県がかつてまざれもない独立国家だったという厳然たる事実｡

ィ､沖縄の人々にとって戦後から復帰までの期間が､ある意味で沖縄解放の歴史的瞬

間の時期でもあったといえる｡

(r地域主義と自治体 『憲法』一沖縄からの問題提起-｣『世界』 408号79年 11月)

4.沖縄自治暮霊(慕)制定作業と内申

研究会 玉野井芳郎 西原森茂 大林文敏 仲地 博

1981年 琉大 ･首里キャンパスで3回 大林 ･西原 1回 計4回

1981年 7月秦 5章 22条､

｢前文｣省略､r第 1章 沖縄の自治｣､｢第 2章 沖縄の平和｣､｢第 3草 住民の基

本的権利｣､｢第4章 住民の生活｣､｢第5章 憲法の保障｣

後 日､玉野井先生から示された案

r生存と平和を根幹とする r沖縄自治憲章J)(秦)｣ 3章 18粂

｢前文｣､｢第 1章 沖縄の自治｣､｢第 2章 沖縄の生存と平和｣､｢第 3章 憲章の保

障｣



名称 玉野井先生は当初､『自治体憲法』 研究会の案 『基本条例』 最終的に､

先生が 『憲章』と名づける?

基本的規定

第 1粂 ｢住民主権｣､第2条 ｢自治権｣､第6粂 ｢権利の享有｣､第 9粂 ｢生存権の

保障｣

地域主義が色濃く反映された規定

第7粂 ｢シマの生活｣､ 第8粂 ｢地域文化｣､ 第10条 ｢相互扶助と共同性｣､

第 11条 ｢自然の共有｣

先進的規定

第3条 ｢参加する権利｣､第4粂 ｢知る権利｣､第5条 ｢プライバシーの権利｣

平和に関する規定

第 12粂 ｢平和的生存権と平和的地域交流｣､第 13粂 r平和主義｣､第 14粂 ｢非核 ･

平和の日｣､第 15粂 ｢平和的生存権を確保するための諸権利｣

憲章の保障

第 16粂 ｢最高規範｣､第 17粂 ｢審査委員会｣､第 18粂 ｢抵抗権｣

(西原森茂 ｢沖縄の地域性と政治｣『自治の挑戦』2003年､沖縄国際大学公開講座委

員会､｢岡本恵徳 ･新崎盛嘩･仲地博 沖縄の 『自治 ･自立』を考える-沖縄自治憲章 (秦)

を中心に-｣1990年 新沖縄文学86号

5.豪霊(慕)の発表･反応

85年春 百人委員会で二度議論 コンセンサスを得られず

6.発案の鷺義



第5回 定例研究会 第3部 ｢80年代初頭の自治 ･自立構想｣

報告2『琉球共和国憲法の系譜』

琉球大学大学院法務研究科教授 高良 鉄美

○司会 (伸地博) 先ほど私､きょうの時間割表を見間違いまして､一つ一つ報告をし､議論を

するというふうに申し上げましたけれども､そうではありませんでした｡報告を受けて､その後コメ

ントを得てディスカッションという時間割でした｡準備された時間割に従いまして､報告の2の ｢琉

球共和国憲法｣､高良鉄美さんに報告をお願いします｡

○高良鉄美 私も続けてやると思わなかったですけど､実は私もバタバタしながら琉球共和国憲

紘 (秦)の､いろんなものを調べていたのですが､ちょっと自分のテーマがわからなくて､というか､

範囲､射程が､自治基本条例まで入っているのかなということで､もういろんなものを書き連ねて､

それは琉球共和国憲法を中心にして､今､前津先生がやった沖縄自治憲章の分も少し触れてと考えて

いましたので､非常に今のお話興味がありました｡

またその辺は後で触れるとして､実は､以前新聞でこの自治研の自治基本条例のシンポジウムがあ

ったときに､新聞の見出しは ｢沖縄憲法｣というふうに見出しが出ていたんですね｡また ｢自治体の

憲法｣という見出しも出ていたんですが､つまり憲法という形で出ていて､今先ほど憲章の話と､そ

れから憲法がいいんじゃないかというレベルのお話も議論があったということでしたが､琉球共和国

憲法は憲法なんですね｡いわゆる憲章ではなくて､条例でももちろんない､しかもこれは復帰した後

の問題ですけれども､憲法という形で議論をしているということです0

ただ､それまで､つまり復帰までと言いますか､戦後､戦前含めて､沖縄のほうでは基本法を制定

するという自分たちで､いわゆる民定で何か大きなもの､基本法というレベルでつくることは､歴史

的にはどうなのかなということが疑問になりました｡琉球王国時代は基本法のようなものがあったん

でしょうけども､明治憲法ができて､琉球処分により沖縄県になって､そのときは押し付けられた明

治憲法ですね｡それに米軍に占領されてから大統領命令があって､やはり押し付けられた基本法のよ

うなものですが､これの下での統治ですね｡そして復帰したら､日本国憲法があったわけですが､そ

れはもちろん､その以前から日本国憲法の存在を､当然ながら認識をしていて､勝ち取ったものとい

うお話がありましたけれども､確かにそういうような状態ですが､自ら制度をつくりあげていくとい

う立憲的という制度､こんなふうにはしたいとか､こういう沖縄の将来にしたいとかという議論やビ

ジョンはあるけれども､本当の意味での憲法いわゆる立憲的な制度としてのとらえ方は､あまり明確

には持っていなかったんじゃないかというような感じがします｡社会的な制度も､日本の制度になら

え､ついていけ､そういうふうに動いていったのですね｡ただし､今現在の議論ではなく､それまで

の話ということに限定してください｡

そして争点も､いわゆる経済的自立とか､沖縄の民族性とか､文化的独自性とか､独立の問題､民

主制の問題､自由､人権の問題､いろいろ問題がありますけれども､いわゆる基本法をつくるという

意味合いでの視点からのこれらの問題に対する議論があったのかということですね｡言論人の間では

あったとは思うんですけれども､いわゆる民定にする､民衆でつくるというような形での民衆の憲法

制定議論というのとはちょっと違っているかなというふうに､私は感じるということです｡

この自治研のテーマや活動を見ると､基本法という理念を成文化する､いわゆる基本法というもの

はどういうものかというものから､理念を成文化するものであるという理念の議論はあるけれども､

その理念を成文化するという具体的なところ､その部分での議論というのが､今後大きな問題になっ
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てくるのかなという気はします｡実際､今自治研の活動はそういうことをやっているだろうと思いま

す｡

そこで､まず1はこれまでの沖縄の憲章案や憲法案など大体の動きを概観したもので､いわゆる成

文化という問題ではなくて､論理､議論として概念をいろいろ論及したものはあるということを示し

ているわけですね｡そこで深い議論ももちろんなされてきているということです｡

その共通しているのは､やはり戦争の問題というのが必ずといっていいはど入っている｡そして､

先はどの自治憲章もそうですが､今の日本国憲法の存在というのがあるんですね｡言及している部分

が非常に多いということです｡これは琉球共和国憲法でもそうですし､それから川満さんの琉球共和

社会憲法でも同じですけれども､ ｢日本国憲法｣､ ｢平和憲法｣というのが､やはり言及対象になっ

ているということですね｡

そして､それぞれつくった共和国憲法の一つの過程と言うんでしょうか､それは､一度は日本へ期

待をしているということなんですね｡期待をしていって､日本への憧憶というものがあるけれども､

しかしちょっと違っていたというのがあって､その違いというのは､沖縄の自治の問題､自立の問題

などいろんな問題があると思います｡

そしてさらに触れているのが､これまでのいろんな自治権理論と言いましょうか､そういう自立理

論にしても､琉球王国の歴史の問題､民族の問題､マイナリティの問題､民主主義的諸権利獲得の問

題､それから自治権拡大の問題､平和で豊かな生活と､こういうような形でほとんど展開をしている､

触れないことはないと｡これは同じ歴史の中でわりかし共通した公約数と言うんでしょうか､そうい

うものだと思います｡

先ほどもそうですけれども､ さんのご報告にありましたけれども､自治の問題というのと､民

族自決の問題が両方重なっている部分と､要するにこれは重なっていればより強いんでしょうけれど

も､そういう問題も議論はされてきたことがあると思います｡そうすると､日本の中の一地域として

自治をやっていくという問題と､いや､そうじゃなくて､民族､別に自決の意味で自立をしていく問

題というようなものが議論としてあるということですね｡

ただ､いろんな批判の中で､地方自治論という範囲の中で議論をしているんじゃないかということ

で､もっと憲法という範囲､つまり地方自治というのは憲法の枠内でいろいろあるんですけども､自

分たちは憲法をつくるんだということだったら､もっと､地方自治論というものから抜けて､どうい

う自治制度にしたいじやなくて､権力分立まで含めて､どういう憲法のエッセンスがなければならな

いかというのは､重要だと思うんです｡統治機構の問題､権力を分離する問題､それから人権保障も､

いろんな人権を書くというのはあるんですが､その人権を担保すると言うんでしょうか､保障する制

度をどのように地方で構築するか､また統治の問題もどんな機関を置くのかと､こういうものがセッ

トになった憲法論と､いわゆる自治体の憲法とか､沖縄憲法というときも､そこの議論をやる必要が

あるのかなというふうに､これまでの案などをばっと概観したときに､そういうのが気がついたもの

ですから､これを書きました｡

それから､ちょこちょこ出るのが共和国という名前がよく出ますので､幾つか見てみたら､レケオ

共和国という名前が出てきたりしているんですね｡それから､さっきシマというのがありましたけれ

ども､シマ共和国という言葉も出てきているんですね｡ですから､これらの共通したとらえ方も､い

わゆる日本政府の沖縄復帰への向き合い方､あり方にみたいなものに対して､ちょっと失望感がある

んじゃないかというふうなところがありますけれども､ただ､レケオ共和国という共和国を名前をつ

けたからといって､それがある種の権力分立や人権保障をとった大きな制度を持っているかと言いま
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すと､そういう意味ではなくて､これはただ単に､名前を共和国とつけたというふうに近いものだと

思います｡

憲法という意味合いでいうと､琉球共和国憲法案が出てきたわけですけれども､これも先はどの沖

純白治憲章の時期と同じ時期ですね｡

実は､レジュメですけれども､資料のほうに2枚目のほうから琉球共和社会憲法C案と､それから

これは参考で､インターネットから調べてありますが､さきほどの自治憲章は､前津先生が用意して

いるのを知らずに､それまでも資料として印刷してしまいました｡もう一つは,この15のうちの11

と書いているところが一番下にあって､15の12から琉球共和国憲法ということになります｡

これをご参考にしていただくと､その前文に､いわゆる支配から独立と自由を獲得するという､そ

の経緯が書いてあるんですね｡つまり､中国の支配､日本の支配､アメリカの支配を受けてきたとい

うことですね｡その隷属から独立し､自由を獲得するという､そこに方向性があるということですね｡

そして､その形態､目的と言うんでしょうか､それは連邦制をつくっていく､そしてその連邦制の

中で福祉を増進し､自由のもたらす恵沢を確保して､政府の行為による戦争の惨禍を､この場合 ｢四

度｣と書いていますけれども､なぜ四度かというのがあるんですが､いろいろあると思いますね｡3

1年の満州事変からも入っているかもしれませんけれども､こういった意味合いで､日本国憲法の部

分というのが目的のところにだいぶ表れているということですね｡やっぱり影響があるということで

すね｡

ただ､非常に特徴的なのは､地球連合政府が樹立するまでの間､この共和国憲法を維持すると言っ

ていますね｡最終的には地球連合政府ということが頭に入っている｡EU的な発想もありますね｡そ

れまでは連邦制をとると｡したがって､連邦共和国であると｡その連邦は奄美州と沖縄州､宮古州､

八重山州であると｡

これは全く同じように､もう一つの琉球共和社会憲法､これもこの州をつくる､全く同じ州ですね｡

沖縄州､奄美州､宮古州､八重山州というふうに､琉球孤で連邦のような形で､ただ州の設置と書い

ているんですが､このもう一つのほうの協和社会憲法は連邦制ということは言っていないんですね｡

仲宗根さんの琉球共和国憲法案というのは､こういう連邦共和国であるということを明示している｡

各州に自治権を保障すると｡これは明らかに自治の問題というのを入れているということで､自治と

いうのを意識している｡それから憲法ですから､このレベルの話もあるのかと思いますけれども､公

用語は琉球語と日本語であるということです｡ただし､公用語というのは､官憲､いわゆる裁判のと

きに使う場合には琉球語､日本語でやるが､それ以外の場合､普通は何を使ってもいいというわけで

す｡通用言語は自由だということです｡公用語として､いわゆる文書とかいろいろなものに書くとき

には琉球語と日本語という､こういうところまで憲法の問題として入れています｡現在の日本国憲法

には公用語は触れられていませんが､スイスやカナダなど憲法で公用語を定める国もけっこうあるん

ですね｡

そして､先はど1で言ったのと共通したもので､非常に意識された沖縄の歴史が入っているんです

が､戦争行為､これは準備を含むということで､戦争行為は違憲であるとしています｡さらにその違

憲の行為があった場合には住民は抵抗権を持っているということで､抵抗権規定が入っています｡

全体的にさっと見た場合に､日本国憲法の前文と非常に似ているなというのがありました｡それは

もう日本国憲法の存在があるからということがモデルとしてあると思います｡日本国憲法と違う一つ

の表現として､琉球共和国人民という言い方をしています｡人民主権という表現で､主体的な動きを
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する表現だと思うんですけれども､それを意識していると思いますが､それからもうーっ変わった表

現で､これは国民という打ち間違いではなくて､ ｢困民｣なんです｡

困っている人々ではないんですけれども､これはもっと一緒に協同していろいろやる人たちのこと

を困民といって､おそらく当て字みたいになっているんでしょうけれども､このコンミューンという

無政府､いわゆる本人たちがすごく自由になって､自分たちで国をつくりあげれば政府はいらないと

いう､コンミューンですね｡これからきているんじゃないかと､つまり人民が参加し､自主管理をす

るという､こういう困民主義というのを特徴にしているということですね｡

それから､かなり憲法にしては ｢労働と愛に基礎を置く｣とか ｢労働と愛に生きる｣とか､こうい

う非常に修辞的な表現があるということです｡そして､ ｢ニライカナイの地をもって｣とか､こうい

う独特の表現もありますが､つまり､理想として国教を廃止するということですね｡そういうところ

が全体的な特徴だろうと思います｡

もう一つは､このアスタリスク､星印は､連邦の国旗があるということです｡黒 ･赤 ･白で､黒は

政府がないという無政府の黒で､赤は革命の血であり､それから白は琉球孤兄弟のおおらかさをあら

わすというようなことで､旗まで書いてあるということですね｡

これは同じ時期ですから､琉球共和社会憲法試案という､これは参考資料のところに載せています

が､これも ｢愛｣というのが入っている｡それから沖縄の歴史や平和の問題がある｡つまり､そこに

も実は国境がない問題で､だから琉球共和国と書いてないんですね｡共和社会というふうにこちらの

ほうは入っている｡

ここでの経緯も沖縄戦の体験や反省､それから米軍基地の存在､戦争放棄の日本国憲法に期待をし

たということも書いてあるんですね｡しかし､裏切られて失望したということがある｡そこで完全な

自治社会を目指すため､直接民主制の衆議で行う､つまり､もう議会がないんですね｡衆議で行うと

いうことは全員参加ですね｡

執行は､専門委員会と執行部が行う｡そして公職は交替制をするというのもある｡それから宗教性

が非常に強い表現というのが幾つかありますけれども､信教の自由は保障しているんですが､非常に

宗教性の強い表現､達磨 (だるま)とか､そういうのが入っているということですね｡

あとは､先はどの玉野井先生のものにもありましたけれども､非核という問題がありましたが､こ

ちらでもやっぱり不戦とか､核を禁止するとか､軍事外交の禁止とか､こういう共通したものがある

ということですね｡おもしろいのは商行為を禁止する､それから納税の義務も廃止するという､自分

たちで何かやるんだけども､ちょっとどうやって社会のもとを形成するのかなという根本がちょっと

難しいような感じなんですが､かなり理念的なものに近い憲法試案というのが､この共和社会憲法で

すね｡

共和国憲法のほうも､具体的なものはありながら､平和などもかなり強調しているんですが､憲法

の特徴という部分がちょっと抜けている｡それは共和国憲法という ｢憲法｣の視点ということですが､

人権規定への視点という意味で､この1条から9条までの琉球共和国案のほうでは､あまりそれが触

れていないんです｡憲法たる根本的な特徴である人権というものが､ほとんど触れられていないです

ね｡

つまり､愛と労働に生きる困民に属するとか､それからニライカナイの地をもって精神的領土とす

るとか､共和国連邦制ですとか､こういう国旗の問題とか､公用語の問題を入れているんですけれど

も､ほかのいわゆる平等の問題とか､参政権とか､身体的自由とか､精神的自由というものが抜けて
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いるんですね｡ただ､平和的生存権のようなものがそういう表現ではないんですけれども､載っては

いるということですね｡

ほとんど人権規定がないということ､これは所与のものであろうということなんでしょうけれども､

しかし憲法の特徴としてこれを見ると､何かもう日本国憲法が先にあるので､その存在が大きくて､

人権の問題について何か重要な視点がどうなったのかなというのが､ ｢憲法｣としてはその特性を抜

かしているという問題があります｡

それからもう一つは統治機構の視点ですね｡どうやって主権を行使し､統治し､機構があるのかと

いう問題について､これも琉球共和国憲法案のほうは抜けているんですね｡困民という制度の中であ

るんですけれども､権力抑制をどうするのかとか､確かに直接民主制的な国民主権というのもあるん

ですけれども､そのはかのいわゆる連邦と州はどういう関係で､どこまでが連邦の問題で､権限をど

こまで移譲できるかといったものを定めないと､これは人権の保障にもならないでしょうし､どこま

で連邦制が確保されるかというものも､あまり確定してこない｡

だから､そういう意味では憲法という視点から人権と権力分立といった重要な特徴の2つが欠けて

いると言えるんですね｡だから､議論としてどういう社会にという議論は触れられて､そこはかなり

いろんなものがあるんですけれども､肝心の性質というものがないような感じがします｡

じゃ､私たちのこの自治基本条例は何を目指しているのかということで､実は ｢沖縄憲法｣と紹介

されたと言いましたけれども､憲法ですかと言った場合に､実は権力分立の問題､いわゆる議会の責

務とか､長の責務とかいろいろ書いていて､さらに平和的生存権とか､環境権とか､いろんな人権保

障も書いているんですね｡

ということは､自治主権の行使についても規定しているので､この自治基本条例 (莱)､我々のモ

デル条例案というのは､憲法の性質を持っているんですね､その性質からするとこれは｡実質的には

憲法であると｡ただ､それが憲法という､簡単に自治体の憲法とか､沖縄憲法という言い方をします

けれども､憲法という面を認識しているかどうかという問題なんですよ｡自治基本条例は実質的には

憲法の特性を持っているけれども､それを意識しているかですね｡

つまり､自治体の憲法という意味は､そこで自分のたちのつくる権力体系､あるいは人権保障のシ

ステムといったものを､どういうふうに組み込むかということなので､日本国憲法の下での条例とい

うことを考えていますが､日本国憲法がどこまで地方自治のことを保障しているのかといったときに､

議事機関として､議決機関として議会を置くと書いてあるから､基本条例ももう議会と書いてあるん

ですね｡立法院と書いたらだめかということが問題提起なんです｡いや､いいんじゃないかというこ

となんです｡地方に議会を置くというのは､これは議会の名前ではなくて､議決機関というものを置

くという意味なので､独自のものをどんどんつくっていけるんじゃないかということですね｡

(テープ替え)

こういったものを禁止しているかというと､別に憲法では構わないんですね｡そういったところでも

っと自治体の憲法という意識､先はどの玉野井先生のあれでいうと､その地域の独自性を出していい

んじゃないかなというのがあります｡先はどの自治憲章､ご紹介がありましたけれども､本当に平和

的生存権とか､知る権利とか､非核 ･平和､あるいは自治権､あるいは参政権､環境権､プライバシ

ーとか､あるいは文化の権利みたいなものもちょっと触れていましたけれども､非常に人権保障規定､

非常にすぼらしいということで､今の自治からも非常に高い評価を当然受けるべきだろうと思います｡

これは仲地先生に後で聞きたいんですけれども､権力分立関係の統治の問題というのが､議論がど

こまであったかとか､そういう点を､もしあれば､後でお聞きしたいなと思っていますが､やっぱり
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人権を保障するのは人権の規定だけでは不十分で､どんなふうな統治構造をとるかによって人権保障

というのは強くなると､これがないと難しい｡そうすると､そういう意味での憲法というのを意識し

ているかどうかということになるということですね｡

そして､いわゆるここでしきりに沖縄憲法というふうに強調するのは､憲法的視座､憲法論的な視

座､あるいは座標の内容というのは､例えば､地方自治論と言ったときの､その地方自治論､中央と

いうものがありましたので､その地域というものもあるんでしょうけれども､中央とその地方自治論

というような形でいく場合には､もう最初から地方自治というのがあるんですね｡そうではなくて､

自治論であるということですね｡地方のという問題ではなくて､その自治論の問題ですね｡

憲法の枠内でどのぐらいの自治ができるのかという問題と､これが憲法の枠だと思っているものを､

実はそうじゃないんじゃないかと､もっと大きい枠じゃないかと､自治に対する憲法の姿勢というの

は､つまり､国会が置かれるのと同じぐらい､地方の自治の問題に対してウエイトがあるんじゃない

かということですね｡

そうすると､連邦制を明確に否定されているかというと､80年代のころには否定されていると書

かれているんですね｡だから､本当にそうなんですかといった場合に､まだこのいわゆる座標の内容

というもので動くんじゃないかということですね｡今､道州制の話がいろいろ出たりしていますけれ

ども､その辺の意味合いからすると､憲法が自治を保障しようとしているという意味は､かなりもっ

と枠の大きい意味で保障しているんじゃないということですね｡

したがって､その地域がいろんな法的構成をどんどん独自に行って強化していくというものを､憲

法はむしろ想定しているんじゃないかということですね｡ですから､連邦制というのも別に憲法の枠

内ではあるにしても十分いけるんじゃないかということですね｡

ひところは､憲法の学会で沖縄が外務省を通り越してアメリカと交渉したら､何かすごいことやっ

ていると言われていたようですけれども､沖縄の考え方だと当たり前じゃないのと思いました｡何で

外務省を通さないといけないのかという疑問が､日本の全体の地方の論理としては､当然､外務省を

通すと思っているようですけれども､そこら辺は違うんじゃないかという部分ですね｡

実は､憲法というレベルのお話をすると､国レベルもありますけれども､当然､連邦であれば､地

域のいわゆる州レベルの憲法というのもある｡そこではどういう統治構造をとり､どういう権利の保

護をするというのがあって､実は日本国憲法の民間案というのは､かなり捨てたもんじゃないという

のが､きょうご紹介しておきたいものなんですね｡

民間案はそれぞれ終戦の年の年末から翌年にかけて出されているものですけれども､この私案､布

施辰治という方ですけれども､国民の統治権という､国民のほうが統治権の享有主体であるという､

こういう考え方は当然あります｡

それから､ここで特徴的なのは､国会のいろんな今の憲法の規定がほとんど入っているということ

ですね｡定足数も3分の1といって､今の憲法と同じ｡不逮捕特権も免責特権も入っていると｡議会

が公選であるということも｡それから請願を受理すると｡それから会議の公開と､秘密会は例外的に

あると｡全く同じですね｡

それから､政府と書いてあるのは､これは内閣ですけれども､そこへの不信任決議､これは退場決

議と言っているようですけれども､そういう形態もとっています｡それから政党内閣ということで､

政党をもう既に予定しているということですね｡普通の段階でいうと､政党はそこまで予定していな

かったと思うんですけれども､この案には政党というのがきちんと入っていましたね｡
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それから､陪審裁判を入れるというのが､この憲法の中の最大の特徴ですね｡あとはみな同じよう

な形で今の憲法のもとになっていると言いますか､共通しているということですね｡

それから､その当時ですから､ ｢大｣というのがついていて､大日弁連という､今の日弁連という

ことで､こちらのほうは国民投票制を採用しようという､いわゆる直接民主制的なとらえ方､人民主

権的なとらえ方をした案をもっています｡

貴族院というのを変えて職域代表にしています｡それから､天皇大権を廃止 ･制限したりと､今の

憲法に似ていますけれども､いわゆる軍事的なものは全部消えるということですね｡

そして､最もの今の憲法のもとになっているものですけれども､憲法研究会の案､これは12月27

日発表だったでしょうか､国民主権を書いてあって､しかも天皇は国政権能を持たないというふうに

あって､責任は内閣が持つと書いてあるんですね｡まさしく象徴天皇制を書いてある｡

それから､国民の権利義務については､いろんな自由がもちろんありますけれども､蔚位 ･勲章 ･

栄典を廃止するという､現憲法では一代限りですけれども､これも廃止というのがもっと強く打ち出

しているということですね｡

次のこのアスタリスク (星印)の最大の特徴､やっぱり民意とか､直接民主制というのが､かなり

今の自治体のあり方､地方の自治の中で住民投票の問題がよく出てきますけれども､憲法のレベルで

国民請願はもちろん現憲法の16条に請願権としてありますが､国民発案と､国民表決というのはな

いんですね｡しかし民間案ではこの考え方が入っているということですね｡イニシアチブとレファレ

ンダムが入っている｡

また字句的に非常に同じなのは､今の日本国憲法の25条と､この憲法研究会案の条文です｡ ｢健

康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する｣というのが今の憲法ですけれども､この案では

｢健康にして文化的水準の生活を営む権利を有する｣と､全くと言っていいほど同じですね｡

そして有給休暇とかいろんなものを入れており､さらに男女は公的にも､私的にも､これは家庭内

の問題でしょうけれども､私的にも完全平等であるという言い方をしています｡そして､平和思想に

基づく人格完成ということで､平和の問題も入っているということですね｡そうすると､かなり今の

国民主権とか､基本的人権とか､平和という､いわゆる柱はもう既にあるんだということですね｡

強烈なのが,議会は休むなと､議会はもう年中無休であるということですね｡さらにすごいのがそ

の後ろですけれども､会議は公開で秘密会も例外はないと､秘密会は絶対にしてはいけないというも

のがあります｡それから､憲法違反の行為に対しては政府を議会が訴えろとあって､そのための裁判

があるということですね｡裁判所をつくるということですね｡これがいわゆる憲法裁判所というもの

ですね｡

さらに､議会は国民投票で解散できると｡その議会の議決も国民投票で無効にできると｡今述べた

ことはむしろ自治体に求められているぐらいの直接民主制というのも､憲法に書いてあるということ

なんですね｡だから､自治体であれば余計自治体の憲法ではこういう直接的なものは､十分入れてお

かしくはないのではないかなと思いますね｡

あと､不信任議決も国民投票でできると､内閣に対してですね｡それから､民主化という意味では､

今の司法改革にも入れてほしいぐらいでしょうけれども､大審院長､今の最高裁の長官ですが､それ

と､検事総長は公選､つまり選挙であるとして､非常に国民が主体的に動くということを非常に意識

しています｡
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それから､一番下のほうですけれども､国民投票による10年以内の新憲法を制定と､改正には国

民投票が必要であるということで､常に国民を入れていくというような形で､この時期が､いわば日

本の自立の本来の時期だったのかなというようなものがすごく感じられるいろんな案があるんですね｡

それからすると､自治体も憲法をつくっていくレベルとしては､決して小さい範囲でやろうという

のではなく､もっと大きな制度としてつくってもいいんじゃないかと思います｡それは先ほどの議論

の中でも法律に違反するんじゃないかとか､そういう議論は法律に出てきてから､つまり裁判が起こ

ってから､それはやってみればいいわけで､そこのレベルで明らかに憲法違反とか､明らかに法律違

反というものでない限りは､かなり範囲の中で実行していいんじゃないかなと思います｡

それから権利の問題として､人権で平和的生存権を入れること｡さきほどの自治憲章の非常に具体

的な平和的生存権規定は､今でも本当に大切だろうと思いますし､そういうのが本当に制定されて実

効的であれば､平和的生存権を入れた代理署名訴訟とか､嘉手納の爆音訴訟のような訴訟は､かなり

おもしろい展開になるんじゃないかなというふうなことも考えられます｡

プライバシーももちろんそうですけれども､肝心の日本国憲法には明記はされていないけれども､

自治体でどんどんそれを明記していくということは､非常に権利の創造性という意味では､本来の人

権のとらえ方として非常に重要じゃないかなと思っています｡

今の憲法改正議論というのは､何か人権の規定を書かれていないからといって､知る権利を入れる

から憲法改正であるとか､環境権が入っていないから憲法改正であるからというのは､そんな人権が

侵害されればされるほど､毎回憲法改正の問題が出てくるというふうな議論になりますから､例えば､

プライバシーとか､いわゆる知る権利と言われているアクセス権というのは､アメリカでは完壁に憲

法上の権利なんですね｡裁判所が憲法上の権利と言っているんです｡ところが､アメリカの憲法条文

には載っていないんですよ｡だから､それはやっぱりそういう人権というのが､ある意味で人間の歴

史の中でできあがってきているんだということの強い認識があるということですね｡

それで全体的にまとめと､これから議論をいろいろしていくと思うんですけれども､僕が感じたの

は､憲法というものはあんまり大上段ではなくて､これは非常に民衆の中でと言いますか､本当にい

ろんな市民レベルで議論をして､具体化していって､さらに議論をするという､今ちょうど自治研が

やっているような､こういう過程というのは非常に大切じゃないかなと､そういう中で認識されてい

くということが大きいんじゃないかなと思いますね｡

ですから､突然の発表､公表ではなくて､やっぱりそういう議論があって､同じような形で幅広く

浸透していく､その中で最終的なものをというようなことが､まさにプロセスとしても非常に重要だ

ろうと思っています｡

琉球共和国憲法というので､あまりなじみのない部分もあるかもしれませんけれども､私もこれま

でこの共和国憲法についてあんまり詳しく研究していたわけではなかったものですから､実はそうい

う意味では､もうちょっと人権と権力分立を意識した ｢憲法｣というような形でできあがる必要があ

るんじゃないかなと､まさに沖縄の ｢憲法と｣して､それを痛感いたしました｡以上､終わります｡
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第3部 報告2 『琉球共和国憲法の系譜』 資料

琉球大学大学院法務研究科教授 高良 鉄美
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琉球共和国憲法の系譜

高良鉄美

はじめに

法的基盤 としての基本法

明治憲法制定後､沖縄では､基本法的位置づけのもの､明治憲法や大統領命令など､

が所与のものとして存在 しており､自らの制度を作り上げる立憲的思想をあまり明確なも

のとして意識 しないままに､社会制度が動いていった｡そして争点も､経済や沖縄の民族

性､文化的独自性､そしてもちろん独立や民主政､自由 ･人権の問題などにあったが､法

制度としての基本法に関する議論はこれらの争点に比べるとあまり住民の間では活発では

なかったような節がある｡つまり､どのような社会にしたいとかいう思想はあったものの､

基本法という理念を成文化する民定憲法具体論は民の中であまりなかったように思われる｡

1.自治権獲得､憲法､特別県､自治州

戦争の問題

平和憲法に言及

一度は日本-の期待 日本-の憧憤 違っていた祖国

琉球王国､民族､マイナ リティ､

民主主義的諸権利獲得-､自治権拡大運動-､平和で豊かな生活-､

地方自治か民族自決か

固有権説に立つ地方 自治論という範囲 制度論 憲法論との違い

権力分立と人権保障 民定憲法

cf.レケオ共和国 シマ共和国 日本の沖縄復帰-の向き合い方に失望

2.琉球共和国憲法案の構造

経緯 中日米の支配から独立と自由の獲得-

目的 連邦制 福祉増進 自由のもたらす恵沢 政府の行為による戦争の惨禍

*地球連合政府の樹立

基本原則

連邦制共和国 奄美州､沖縄州､宮古州､八重山州

各州に自治権保障

適用言語の自由 公用語は琉球語と日本語 (特に官憲､裁判)

戦争行為 (準備を含む)の違憲性 抵抗権規定

特徴

日本国憲法の前文

｢琉球共和国人民｣

｢困民｣主義 人民参加と自主管理 コンミューン (無政の郷)



修辞的表現 ｢労働 と愛に基礎を置く｣｢労働 と愛に生きる｣

ニライカナイの地をもって精神的領土 理想は国境の廃止

*連邦国旗 黒 ･赤 ･白 無政､革命の血､琉球弧兄弟のおおらかさ

cf. 琉球共和社会憲法試案 (川満信一 1981)

｢愛｣､沖縄の歴史､殺傷禁止､軍隊などを含む権力機構撤廃

沖縄戦の体験 ･反省､米軍基地､戦争放棄の日本国憲法に期待､裏切､日本国と

国民-の失望

完全自治社会 直接民主制の衆議 専門委員会と執行部 公職の交替制

宗教性の強い表現-信教の自由との関係 過渡的措置として信教の自由

センター領域-琉球弧 州の設置 奄美州､沖縄州､宮古州､八重山州

不戦 核の禁止 軍事外交の禁止

差別禁止

環境復元

商行為禁止 納税の義務廃止

3.共和国憲法の視点

人権規定-の視点

平等､参政権､身体的自由､精神的自由､平和的生存権

主権の行使と統治機構の視点 これが欠けている

権力抑制､直接民主制的国民主権の制度

連邦と州の関係 権限移譲

4.自治基本条例は何を目指すか? 『沖縄憲法』と紹介

沖縄憲法? 権力分立と人権保障

どちらにも触れてあり､自治主権の行使についても規定しているo

Lたがって､実質的に憲法である｡

ただ､憲法という面を意識 しているか 自治体の憲法という意咲

立法院は可能 ? 行政主席は可能?

cf.沖縄自治憲章の構造

すぼらしい人権保障規定あり､しかし､権力分立規定がほとんどない

平和的生存権､知る権利､自治権､参政権など

人権保障の統治構造の規定

5.憲法論的視座あるいは座標軸の内容

地方自治論 地方の且造論

憲法枠内での自治問題 と 憲法枠の解釈拡大による自治問題

連邦制は明確に否定されているか? 地方政府

連邦制への道程 憲法の自治強化 憲法の地域法的具体化

6.人権史的共通項 日本国憲法の民間案



･布施辰治私案 1945･12･22

国民の統治権享有主体 主権在民

議会公選 定足数 3分の1 一事不再議 不逮捕特権 免責特権

請願受理 会議公開と秘密会例外 政府-の不信任決議 (退譲決議)

民主的政党内閣制 議会解散権 民意反映の陪審裁判

参政権 公務就任権 居住移転の自由 住居の不可侵 身体的自由

通信の秘密 信教の 自由 思想の自由 言論 ･出版 ･集会 ･結社の自由

入退学の自由 納税の義務と勤労の義務のみ 財政民主主義

･大日本弁護士会連合会憲法改正案

国民投票制の採用 (人民主権､直接民主制)

議会権限の拡張 貴族院改組 (職域代表)

天皇大権の廃止 (統帥大権､軍事大権､緊急命令大権)

または制限 (外交大権､議会大権)

内閣の位置づけ 嵐会に対する責任 枢密顧問の廃止

華族令廃止 (平等)

*憲法研究会真 意法草案要綱

国民主権 天皇象徴 国政権能なし (責任は内閣に)

国民の権利義務 法の前の平等 爵位 ･勲章 ･栄典の廃止

言論 ･学術 ･芸術 ･信教の自由 身体的自由 経済的自由 財産権保障

*国民請願 国民発案 国民表決の各権利

労働の権利義務 ｢健康にして文化的水準の生活を営む権利を有す｣

有給休暇 社会保険 生活保護

男女の公的私的完全平等 民族人種差別禁止

民主主義､平和思想に基づく人格完成 ･社会道徳確立､国際協力

議会 主監艶 20歳以上の普通選挙権 議会無休 会議公開 (秘密会なし)

* 憲法違反の政府行為に対し議会が訴え､そのための憲法裁判所を設ける

* 議会を国民投票により解散できる､また議決を無効にできる

内閣 対外的に国を代表 議会に対して責任を負 う

* 国民投票により不信任議決ができる

裁判所 刑事補償 *陪審法

* 大審院長､検事総長の公選

* 大審院判事は議会の第二院議長が推薦し､第二院が承認

財政 財政民主主義 租税法律主義 皇室費議会承認 第一院の予算先議権

*消費税による国民-の過重負担廃止

※ 国民投票による 10年以内の新憲法制定 改正には国民投票



質疑応答

○司会 (仲也博) 前津さん､高良さん､ありがとうございました｡

報告1､2を受けまして､きょうのゲストのコメンテ-タ-であります屋嘉比収さんにコメントを

いただきたいと思います｡よろしくお願いいたします｡

○屋寡比収 やはり80年代初期には沖縄自治憲章とか琉球共和国憲法とか自治労の特別自治案など

沖縄に関する多くの自治案が提出されています｡それはなぜだろうかというのが､多分､今日の議論

するテーマの一つになるんだと思います｡

先々週､沖大で沖縄研究を考えるシンポジウムがあって､報告者の新崎盛輝氏が､1960年代から70

年代に沖縄の中でよく言われていた ｢沖縄から日本が見える｣という語句について報告をして､復帰

20年前後の1990年代初期の社会状況が議論になりました｡巨大な米軍基地が存在する占領下の沖縄か

ら日米安保体制の矛盾が見えるということで ｢沖縄から日本がよく見える｣と言われてきたわけです

が､それが90年代初期あたりから ｢沖縄から日本が見えにくくなった｣と指摘された｡90年代初期に

はご承知のように湾岸戦争があるわけですが､沖縄では復帰20年で首里城の復元や ｢琉球の風｣が吹

き琉球の時代を誼歌した時期でした｡その時期は､もう一人の報告者である鹿野政直氏が伊波普猷を

論じた ｢沖縄の淵｣(93年)という本の中で､そのような琉球の時代を詣歌する沖縄の状況に対して､

あまり感情を表に出さない先生ですけど､次のような批判的な記述している｡琉球の時代として沖縄

が自信をもって詣歌することは非常に喜ばしいけど､例えば伊波普猷が悩んだ沖縄人のアイデンティ

ティの問題などもう過去の話になったのだろうか､もしそれであれば､伊波普猷の紙碑を立てるつも

りでこの本を書いたのだと問いかけている｡その情感的な文章に驚きながらも､この時期を考えるう

えで､非常に強烈な印象として残っていたんです｡その90年代初期の沖縄の転換について､新崎氏が

｢脱商人北｣という言い方をしています｡それは､これまで沖縄は所得レベルにおいて南の発展途上

国に位置していたが､復帰して日本の経済圏に組み込まれて復帰20年ごろに所得レベルで豊かになり､

北の国に入った替わりに南への共感がなくなった点を批判的にとらえた語句です｡新崎氏は､今後の

沖縄の方向性として ｢脱北入南｣を改めて述べていますが､その転換の時期である90年代初期の沖縄

社会の状況が議論になったのです｡

前置きがちょっと長くなりましたが､今日議論になるのは､80年代初期の復帰10年前後の沖縄の社

会状況ということになります｡なぜ､この時期に集中して沖縄の自治を考える多くの憲章が出たのか｡

やはりその背景には､復帰から10年たって､沖縄でも革新県政から保守県政に代わって､基地問題を

はじめ復帰の際に要求した課題がほとんど解決されず復帰とは何だったのかと大きく問われたからだ

と思います｡だんだん同化が浸透していく中で､改めて復帰とは何だったのか､その復帰のあり方を

批判する論点として沖縄独自の自治のあり方や自治憲章が問題になったのだと思います｡

復帰から十年たって沖縄の今後の社会はどうあるべきかという問いの形が､このような自治憲章で

あったり､共和国案として現れた｡繰り返しますが､その背景には､復帰から十年たって､求めた沖

縄社会と真なった時代状況に対する困惑や苛立ちがあったのではないかと思います｡

○徳田博人 お二人の報告を興味深く聞かせて頂きました｡どうもありがとうございました｡

玉野井先生のすごさがよく理解できる報告でした｡ところで､この憲章を仮に今の時点で見たとき

に､何を引き継ぐのかという視点が一つ必要かと思っています｡例えば4条の知る権利はもう条例化

されていますね｡玉野井憲章案が出た頃は､進歩的であったと思うんですが､現時点では､これに付

け加える工夫が必要かと思います｡
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もう一つ､抵抗権のことに関しては､書き方をもう少しうまく書いとけばよかったかなと思ってお

ります｡具体的にいうと､憲法12条と97条の､この憲法は不断の努力によって獲得したんだという実

定法化された抵抗権を書いたよいかと思います｡憲法学者は12条と97条を根拠にしていますので､そ

こで処理できたのかなという感想です｡

これはともかくとして､今からみても､よく練られていると思われるのが､玉野井草案16条と17条

です｡これは玉野井先生個人だけで本当に書かれたのか､不思議でたまらないんですね｡百人委員会

その他､だれが､どういう手続きで書いたのか､非常に興味のあるところですが､ひとまず､この興

味は置いておきます｡

ところで､玉野井憲章案は､実践的にみて､この条文は非常によくできているというのが私の感

想です｡

まず､この草案は先はど仲地先生がおっしゃったように､現行法をもとにして組み立てています｡

この憲章は､沖縄における最高法規であり､あらゆる､次ですけれども､条例規則はこの憲章に適合

しなければならないという形で定めて言います｡これに対して､法令､国のという場合には､この憲

章に反しないような形に解釈をしなさいという形で､効力規定と解釈規定を分けながらいろいろ目配

りをしています｡後者については､各地方公共団体の法令自主解釈権と言われている条文で､それを

置くことによって､どういう実践的な意図があるかというと､例えば15条なんかで機関委任事務があ

りますよね､その当時は｡いろんな公務員が上級庁からの命令があるはずです｡法令遵守義務があっ

て､それに従わなかったときに､公務員のいろんな守秘義務､その他いろんなところでクビになる可

能性があるわけですね｡それを､この条項､憲章に従いなさいとすることによって､あれこれの公務

員の､国からの命令を緩和する機能を果たすだろうと｡国からの命令に対抗する条項が16条にちゃん

と置かれていて､当時の摂津訴訟とか､そういった蓄積をちゃんと念頭において書かれているんだろ

うと思ったのが､驚きの第 1点目｡

玉野井憲章案16条の自治体の法令自主解釈権については､今の時点からみると､先はどニセコとか､

その他の例もあるのですが､私が､今の時点からみても斬新と思われる規定が､17条です｡具体的に

はこの憲章を保障するために審査委員会を置くという規定です｡これはフランスの抽象的違憲審査制

みたいなものを念頭に置いている｡そこの委員会の中で一定の議論をして､その議論を蓄積をして､

単なる言葉ではなくて､学問的な蓄積とか､方針とかの理論的根拠とか､一定の蓄積があるからこそ､

国に対抗できる自治組織になるでしょうし､自治体の自主解釈権も説得力をもつ｡つまり､17条のよ

うな規定の中に､自治体法務の重要性の萌芽がみられるのですね｡そういった意味で､非常に興味深

い条文です｡

当該審査委員会が設置され､解釈的にも､立法政策的にも一定の理論的蓄積がなされると､あれこ

れのイニシアチブを国にゆだねるのではなくて､この17条の委員会でいろんな議論をして､問題の立

て方や､イニシアチブを自治のほうで握ることができるようになると思うのです｡問題をこういう方

向で議論しなさいと､最初にイニシアチブを自治体が持つわけですから､その枠がおかしいんだよと

いう反論を､相手側がもう1回組み立てないといけないことになる訳です｡こういうことを可能にす

る条項が玉野井憲章案17条でして､この点については他の憲章にはみられない条項ではないかという

感想をもっています｡ただし､それなりの権威をもたせるためには､当該委員会を､可能な限り､独

立性の高い身分保障をするなり､あれこれの工夫が必要かもしれませんが ････｡

ですから､残念ながら別に定めるというところが､どういうものを念頭に置いているかにもよるん

ですけれども､半分危険な条項でもあるのだけれども､ここの定め方次第では自治権を拡充する可能
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性を秘めたおもしろい条項だなと思っています｡先ほど､企画委員で､現行法を前提にしながら､自

治憲章をどう組み立てるか､そういう課題を頂きましたが､玉野井憲章案16条と17条は､参考にすべ

き条項だと思っております｡

ただ､疑問に思ったのが､前津先生のレジュメの中で参考になったのは､1981年段階で草案として､

5章22条構成のものもあった｡また､その表題を読みますと､論理的には､私はこのほうがすぐれて

いたかなと思っているんです､玉野井先生の条項よりも｡玉野井先生のものを見ますと､第2章の

｢沖縄の生存と平和｣のところで､生存と平和に関係のない人権論が書いてあり､少しわかりづらい

ところがあるんです｡

でも､それだからといって､玉野井草案の普遍性というか､斬新さが薄らぐ訳ではありません｡他

にも､検討すべき条文が多々あります｡たとえば､ ｢よいしきたり｣という言い方を憲章の中でして

いて､共同体という形で言葉を使っていて､文化を残すんだ､それが ｢しきたり｣だろうというんで

すね｡

その部分だけを読むと文化を残して倫理的なものでいいという反面､一方､こういうのを書きなが

ら､すごい実践的なものを組み込んでいる｡屋嘉比先生が説明された通り､現状批判の条項と､それ

を担保する条項､確実に入れていると思うのです｡舌足らずですが､玉野井先生は沖縄社会における

残すべき価値は何かを見据えていて､それでいて､実践的感覚ももっていたように私には思えてなら

ないのです｡

○発言者不明 非常に素朴な質問で恐縮ですけれども､仲地先生にお尋ねをしてよろしいでしょ

うか｡この沖縄自治憲章 (莱)についてですけれども､これは (莱)のまま､もう没してしまったと

理解をするのでしょうか｡それとも､この日治憲章は (莱)のままですけれども､これがまた現実に

出てくるというふうな可能性もあるのでしょうか｡

と言いますのは､玉野井先生がご指導なさって､西原先生､大林先生､仲地先生､ご3人が中心に

なってつくられたというご報告でした｡この中で､玉野井先生はご逝去なさいましたけれども､仲地

先生が目の前にいらっしゃいます｡あとのお2人の先生については､私,存じ上げないんですけれど

も､こういうふうなすばらしい案ができて,百人委員会でちょっと賛同が得られなかった｡

それで､読谷村とか北中城村にいらしてお話をなさったけれども､やはり､賛同が得られなかった｡

沖縄県にいらしたかどうかは､ご報告ありましたでしょうか｡ちょっと私が聞きそびれたかもしれま

せんけれども､これが百人委員会でつくられたものであれば､百人委員会の否決で､もうこれは案の

まま没したというふうに理解ができると思いますけれども､百人委員会がその主体ではなかったとい

うふうに理解をすれば､この沖縄自治憲章はそのまま埋もれさせてしまうのだろうかという､本当に

素朴な疑問が出てきました｡これについて仲地先生のお考えを聞かせてください｡

○司会 (仲也博) この玉野井目治憲章は未完なんだろうと思います｡この今流布している自治

憲章は､新崎盛嘩先生などが編集された ｢玉野井芳郎選集4巻｣ものの中に収録されているものが出

回っておりますけれども､多分､これが最終稿ではないと思います｡新崎先生がこれを収録したいが

と､私に電話をかけてきたときに､玉野井先生が文言を幾つか鉛筆で訂正されたもののコピーをもら

っておりまして､それを差し上げたかったんですけれども､どこにあるかわからなくて､結局､新崎

先生の持っているものが公表されたわけです｡

玉野井先生は最後まで推赦されたわけですけれども､その段階その段階でいつでも案なのだろ｡自

治憲章を法として､規範として制定されたときに､この ｢案｣は法として完成するわけです｡
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それと､北中城が安里村長､読谷は山内徳信村長､特に読谷の山内村長は､非常に好意的でした｡

安里さんも理解を示しました｡山内さんは､例調子で､非常にすぼらしいと｡ロックやルソー､フラ

ンス人権宣言､アメリカ独立宣言の系譜に立って集大成をして､大変すぼらしいというような感想を

漏らしておりました｡

山内村長はそういう感想で ｢やります｣と言っておりましたけれども､向こうは平和条例か何かを

その後つくりますが､それに生かされたかどうかということです｡向こうの若手に ｢これをやれ｣と

いうふうに山内村長は指示をしたということまでは聞いております｡

県は､少なくとも私は一緒に行っておりませんし､多分､玉野井先生も県レベルには働きかけなか

ったのではないかなと思っております｡この日治憲章が埋もれるかという点ですが､本研究会のモデ

ル案にこのうちの精神か､あるいはこのうちの参考になる点などが取り入れられたら､玉野井先生の

｢よいしきたり｣をつくろうという提案は､実ったと言えるのではないだろうかなと思います｡

○島袋純 よろしいですかね｡

具体的な話なので､80年代は沖縄にいなかったものですから､よくわからないんですが､この百人

委員会というのは､私は､最近､この何年かでわかったものなんですけれども､どうも西銘県政に対

抗して研究者が集まって､それで大田県政に繋いだ､というような組織だけのようなニュアンスで聞

いたことがあります｡非常に否定的な見方が､一種見方ですが､あり得るのですが､この百人委員会

の結成した役割意義､結局はどういうことになって､どういう終了の仕方をしたということが､よく

わからないのです｡

ですから､まずその説明がちょっとはしいということです｡吉元さんが百人委員会をまた作っては

というようなことを言ったりするのは､おそらく大田当選の成功例だと思って､ああいう風に言って

いるのかなという気がしてしょうがないという部分があります｡

それと､この川満さんとか､仲宗根勇さんとか､百人委員会とか､これは重なっているのかどう

なのかがわかりません｡あるいは玉野井先生とこの川満さんなんかのグループ､これは川満さんとか､

仲宗根さんなんかは交流がありそうな､なさそうな､よくわからないのですが､人間的な関係がわか

らなくて､この方々とどういう関係なのかということとか､そのことについてちょっと若い人にもわ

かるように説明を､だれがいいですかね､お願いしたいのですが｡

○司会 (仲也博) まず私が話して､後で屋嘉比さんに補足をしてもらったほうが､あるいは江上

さんに補足をしてもらったほうがいいと思います｡百人委員会は､やっぱり聞き書きをしておかない

といけないですね｡もう消え去ります｡

代表委員だったのは玉野井､それから豊平､新報の池宮城の三氏､もうご3名とも亡くなられまし

た｡今､お元気なのは牧港さんですね｡しかし随分高齢ですし､それから外聞米子さんですね｡外聞

さんは元気なんですかね｡当時､若手で中心は宮城悦次郎さん､金城睦さん､それから松田賀考さん､

松田先生あたりに聞かなければわからないということになってしまいます｡

玉野井先生が実質的なリーダーでしたので､玉野井先生が沖縄を去った後は､次第次第に低調にな

ってまいりまして､何か自然死を迎えたという感じです｡もういつが最後の言論活動だったかという

のは､私は覚えておりません｡知識人の啓蒙団体ということで､当時は世論に対する大変大きな世論

に対する影響力を持ちました｡

大きな成果としては､沖縄の環境問題についてかなり分厚い本を出しますよね｡これはだれが執筆

したかわかりませんけど､中心ライターがいたんだと思いますけれども､沖縄の環境破壊を分析 ･批

判して､だいぶ詳しい本を出しております｡80年ごろかな｡
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○屋嘉比収 先生､あれ違うと思います｡あれは10人委員会です｡豊平良顕先生や琉大の池原先生

が組織した会で､百人委員会とは別の組織です｡

○司会 (仲也博) そうですか｡この百人委員会をつくるころは金城睦さんなんかもかなり積極

的に参加をしたはずで､百人というのは､百万人委員会のことなんだというふうな説明等を金城先生

はやっておられました｡人的には先はどの新川さん､川満さん､それから岡本さん､仲宗根勇さんた

ちが､この百人委員会には名前は連ねたかどうかわかりませんけれども､活動としては重なっていな

いだろうと思います｡

○屋嘉比収 もうほとんど補足するものはありませんけれども､当時私は玉野井ゼミの学生で､

百人委員会の使い走りをしたり､玉野井先生の運転手をしていました｡例えば､米軍基地に関する事

故や事件があった場合に､百人委員会として声明を出すわけですね｡あるいは慰霊の目には平和宣言

をしたり声明を出したりする｡僕の印象では､その声明文のほとんどは玉野井先生が書かれていたよ

うに思います｡先生は代表のお一人で表に立っていましたので､外間米子さんをはじめ事務局が大変

だったと思います｡最後のあたりでは､松田賀孝先生や仲地先生も文章を書かれたと記憶をしていま

すが､最初の時期は玉野井先生がほとんど書いていたという印象です｡玉野井先生が離沖することが

決まり実質として百人委員会の活動が終わるときには､よく ｢発展的解消｣だという言葉を使われて

いました｡ご本人が東京に､ご病気もあって､離沖される頃には､沖縄自治憲章は置き土産だといっ

ていました｡ボールは玉野井先生から沖縄に投げられたのであり､それは沖縄の私たちがどう考える

かが重要だと何人の先生方が言っていた記憶があります｡

自治憲章の文案自体は､仲地先生や西原先生をはじめ法律や政治専攻の先生たちが起草し､それに

玉野井先生が手を入れて､それを東大の憲法の小林生生にも条文を見ていただいたり､玉野井先生は

沖縄の暑さを避けるため夏休みは東京に帰られるんですが､そのときに何名かの研究者に案文を実際

に見てもらって､アドバイスを受けたということもおっしゃっていました｡ですから､そういう意味

でいうと､さっき仲地先生がおっしゃったように､やっぱり玉野井先生の存在が大きかったと思いま

す｡

あと､共和国憲法の件についてですが､これは百人委員会と全く別のグループで新沖縄文学に集う

知識人が書いた案文です｡例えば､仲地先生､岡本恵徳先生､新崎先生が参加した鼎談で､新崎先生

が玉野井先生の地域主義に対して行政や行政トップにいろいろ要請するけど､住民自身を巻き込みつ

くりあげてないと不満を述べています｡だから住民運動からすると生ぬるいので､もっと戦闘的地域

主義を目指すべきではないかという批判をしています｡共和国憲法は､住民運動の観点からの提起だ

といえると思います｡これはも先の座談会で仲地先生が指摘されていますけど､共同体の問題ですね｡

岡本先生は ｢水平軸の発想｣という､ちょうど70年前後に共同体論を書いていて､それは色川大吉さ

んとか､あるいは鶴見和子さん等があの時期に近代化論を批判する本を出し､ちょうど共同体が改め

て見直された時期にあたります｡近代化批判という60年代から70年代の時代背景があったように思い

ます｡そういう背景があって､仲地先生も指摘していましたように､玉野井先生の考えの中に共同体

に対する再評価､それまでの共同体の負の側面が批判されていることに対して､玉野井先生は開かれ

た共同体という言い方で､共同体を再評価する視点を強調されていた｡玉野井先生の晩年のエコロジ

ーや生命系の経済学は､その共同体の再評価の延長線上にあると理解してよいと思いますo

O徳田博人 近年の分権改革の動きを見てみると､市場メカニズム重視の分権の発想があるので

はないかと思えるのです｡午前中の私の報告でもお話ししたのですが､各省庁の編成があって､一方

で市民派的なものがあって､機関委任事務的なものを組みかえるという流れもあるんですけれども､
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一方でやっぱり効率性とか､いろんな役割分担とかをして､個人としても､ある程度､自立して強い

個人を念頭に置いて､連帯とか共同体的なものを分解するようなイメ-ジがどうしても残ってしまう｡

このような現代の潮流の中で､玉野井先生の､先ほど言った共同体的なものが､この憲章に入ってい

るというのは､どうしてそれが出てきたのかというのは､もう少し詳しく説明していただきたいなと｡

市場か国家 (規制)か､そういった流れの中で､例えば消費者問題なんかでも､そういった議論の

立て方だけじゃなくて､共同体的なものをつくっていて､そこの中で､人権を守る仕組みを考えてみ

る｡そういった発想が､いろんな分野で出始めてきてはいるように思えます｡このような認識と問題

意識から､玉野井先生が念頭に置いていた共同体的なものを､あるいは沖縄の文化とかを重視したの

は､何か対抗するものを意識してであったのか､教えて頂けないでしょうか｡例えば､先ほど玉野井

草案15条で平和的生存権とか､沖縄の先ほどのでいうと特措法の問題が絡んでおりますね｡すごく実

践的です｡そのように考えますと､玉野井先生が沖縄の文化や共同体に着目したのは､ただ単に歴史

的なものとして､それを残しておきたいというだけだったのか､実践的な意図まであったのか､そう

いった点を敷宿したお話しをお聞きしたいと思っています｡

○屋嘉比収 玉野井先生自身は､やはり近代化の行き過ぎに対して批判的視点をお持ちだったと

僕は思います｡例えば､東大を定年退官した直後に出た本で､ ｢市場志向からの脱出｣という本があ

ります｡市場経済ちは異なる非市場経済に晩年の玉野井先生は関心を集中された｡その一つが国家と

は異なるシステムの地に結びつくわけですね｡

これはもちろん近代化批判という時代状況があり､近代化の負の側面として公害や環境問題､資源

エネルギー問題などの社会的症候群として位置づけていました｡環境破壊の問題や管理社会の問題も

含めてそうですけど､その近代化への批判が背景にあったように思います｡そして玉野井先生にとっ

て､理論的にはボランニーとの出会いが非常に大きかったのではないかと思います｡その時期に､ボ

ランニーの翻訳を多く出版されていますが､ボランニー自身もマルクス経済学､制度学派の系統で､

新古典派の市場経済学批判をやっていますので､その近代化とは違うもう一つの近代化を模索してい

たように思います｡

しかし､沖縄の共同体に対しては確か仲地先生もある論文で指摘されていたと思いますが､やや玉

野井先生の共同体論がナイーブすぎる｡沖縄の共同体には､閉鎖性の問題ももちろんあるわけですねO

そういう問題に対して地元の人間からすると､やや楽観的なとらえ方だと読谷の事例で仲地先生はそ

のような指摘をされていた記憶があります｡

ですから､非常に現実の問題もそうですし､やっぱりあの当時の近代化批判の文脈も含めて､そし

てご自身の経済学の理論的な背景も含めて､幾通りの潮流という背景によって､地域としての沖縄に

関心をもったと思います｡

○江上能義 私も玉野井先生の､沖縄におられた時期と重なりますので､ちょっと一言｡印象で

すけども､大体ほとんど言い尽くされましたけれども､私は77年に琉球大学に来まして､そして78年

の4月に､私の半年後にいらっしゃったんですよね｡

本当に玉野井さんは､沖縄に来られる前に既に大スターだったんですよね｡私は東京で玉野井先生

の名前を知っていますから､この人が沖縄の国際大学にいたのは本当にびっくり仰天でしたというぐ

らい､玉野井先生は東大を退官した後も､引く手あまたで､東京でも引く手あまただったので､それ

を振り切って､なんで玉野井先生が沖縄に行くんだろうと､それが話題になったぐらい､当時の常識

としては非常に突飛な､あの玉野井がなんで沖縄に行くのかというような､そういう印象で､そして
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私も本当に沖縄にいらっしゃると聞いて､ほんとにびっくり仰天したというような､すごく衝撃的な

あれで､またその後の活躍もすごかったですよね｡

玉野井先生は東大におられるときは､本当に学研の人で､本とか何とか､本当に実践運動をやられ

たと､運転手は屋嘉比先生が一生懸命やっておられたというのは今初めて知りましたけれども､そう

いうので､その彼が沖国大におられた間の活躍というのは､本当にすごかったですね｡

またそれを望んで彼は来られたんですけれども､彼が率先してつくられた百人委員会の活躍も仲地

先生の話からありました｡すごかったですよ｡本当にですよ｡沖縄タイムスと琉球新報の社長さんが

2人入っているというのはありますから､これはマスメディアもずっとニュースを流し続けていたと

いうのがありますけれども､今さっき言ったように非常に啓蒙的な､文化人の啓蒙運動としてはすご

いやっぱり影響力はあったと思います｡

本当に相当やっぱり沖絶県民は相当注目し､その影響を受けたんだろうと思います｡非核自治体の

宣言､もちろんあの話もありましたし､あのころはいろんなことをやりましたよね｡だから､そうい

う点で百人委員会のメンバーもすごかったし､それを動かしていった､そういうきっかけだった玉野

井さんもあれもすごかったと思います｡

それくらい一生懸命やって､だから85年に明治学院に去られたというのはびっくり､それまたびっ

くりしたんですよ｡まだ中途じゃないかと｡玉野井さんの仕事は､地域主義にしても､沖縄でやられ

たことはまだ十分に成果を生んでいないと､もっといてはしかったというような思いで､今は屋嘉比

さんから聞いたらちょっと病気だったというようなあれで､非常に今私も､その後はわかったんです

けど､本当に何かそういう思いで､結局､これは結果的にはこの沖縄自治憲章は､屋嘉比さんも言っ

たみたいに､沖縄に対する置き土産になったんですね｡

これをどういうふうに､やっぱり後に残った沖縄の人たちが､どういうふうにやっぱり生かしてい

くかと､これはほかの､きょう高良さんが一生懸命紹介してくれた共和国憲法とかも､みんなもそう

ですよね｡これはもうこんな非現実的だといって､ すれば､そのこともできますけれども､

そうやってやっぱりつくられたものを､やっぱり後世の人間たちがどういうふうに生かしていくかと

いうことが､どうやってバトンタッチしていくかということが､とてもやっぱり大事なことなんでし

ょうね｡ということをつくづく思いました｡どうもありがとうございました｡

○徳田博人 なぜ玉野井先生が沖縄に来られたのか｡何か回想録でも日記でも､そういったこと

を､玉野井先生がどこかに書かれていませんか｡玉野井憲章案には､先ほど言った平和の問題にしろ､

文化や共同体に関連する条項にしろ､学問的な蓄積があって､それを憲章に組み込んでいる｡私の質

問の意図は､玉野井先生の問題意識としてもっていた近代批判､新古典派批判を､沖縄という地域に

おいて､ある程度実践的に実現できそうな､何か展望があって､沖縄に来られたのか､どうかという

ことです｡玉野井先生の学問的な問題意識と沖縄という地域が､何か関わっているものがあるのか､

そこの延長線上で自治憲章から読み取れるものがあるのかということについて､コメントしていただ

きたいのですが､よろしくお願いします｡

○前津費健 なぜ沖縄かというところに若干関連する部分ですが､奥様のインタビューの発言の

中に､先生が以前から地方から中央を見たいという考え方をもたれていたのは知っていたが､ある日

突然沖縄に行くぞと言われてびっくりし､腰が垂かったと話しています｡また､先生自身は､なんら

ためらいもなく､積極的に白から沖縄を選んだようですが､なぜかについては触れられていません｡

むしろ､沖縄の持っている特殊性は､先生の考える地方の枠の外に､沖縄を置いていたかもしれませ

んと述べられています｡そのあたり､屋嘉比さんはご存知ですか｡
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○屋嘉比収 僕が聞いている範囲ですが､玉野井先生はさっき前津先生が話していたように､76年

に地域集談会を東京でつくっているわけですね｡理論的には近代日本の中央集権を地域から考え直す

という関心があったと思います｡それを理論的実践として考えるのなら､日本の中で一番中央から離

れている周辺は沖縄ということになります｡当時､東大の公文俊平氏やアジア研の中村尚司氏が玉野

井先生に沖縄行きの話をしたそうですが､まさか玉野井先生が本当に行くとは思っていなかったと後

で言っていました｡

しかし､玉野井先生は､60歳過ぎても､自分の研究テーマをどんどん展開されていく方でしたので､

理論的な要請から沖縄に行くことは､本人にとっては自然の選択だったと思います｡決して高くない

ハードルというか､何ら問題はない｡

それで､沖縄に来る前に沖縄大学の土曜教養講座で講演をされたり､東京で沖縄協会という総務省

の外郭の団体があって､当時沖縄で地域興しやシマ興しをやっていたんですね｡玉野井先生の地域集

談会といろいろつながりがあって､沖縄に関心をもたれた｡

だから僕の印象では､玉野井先生ご自身の理論的な要請があって沖縄に来たと思います｡玉野井先

生は､私たち学生に対しても本当に真顔でマルクスは60歳で新たな問題を研究するためにロシア語を

学んだ､ボランニーもex)歳を超えて経済人類学という新たな学問領域を切り開いた｡私も沖縄に来て､

新たな知見を深めたいと述べていました｡東大の先生は60歳で定年になると､ほとんどがこれまでや

った研究成果をまとめて著作集にするという傾向がありますが､玉野井先生はご自身がやってきた過

去の業績にはあまり関心がない｡常に新しい課題に関心があり､それを切り開くことが重要だといっ

ていました｡

○島袋耗 これは､僕は書評を書いたことがあるんですよ､その答えを｡書評を書いたというの

は､地元のボーダーインク社に玉野井芳郎先生の地域主義についての書評ということで書いたことが

あって､それで､そのときに玉野井先生がどれだけ東京で偉い人かとか全然わからないで､名前程度

は知っていた､地域主義という話もしていたので､文献を読んで､それで ｢玉野井先生の地域主義の

理論からすれば､沖縄に来て実践的､地域の現実から､実態からその理論を検証するというのは当然

の成り行きだろう｣と､そういう結論で終わったのです｡

実際にどんな人かわからなかったから､本を読んで､それでその地域の現実の生活の中で､自分た

ちの市場原理だとか､それから国家の枠を越えた新しい生活の場をつくらないといけないみたいなこ

とを書いているので､それならば沖純に行くしかない､というようなことを､それは当然だろうとい

うように簡単に書いてあります｡

もう何年前になりますか｡10年ぐらい前のボーダーインク社の本ですね｡

それから､やっぱり､僕も法律学者ではないんですけれども､基本的にリージョーナリズムという

言葉を使うというところで､前､このメンバーでだれもいなかったですね｡自分の発表会のときにや

ったんですけど､ヨーロッパでいうリージョーナリズムと､それから玉野井さんのいう地域主義って

ちょっと似ているようで､ちょっと違うようですが､共通性があるんですよね｡

それは何かというと､国民国家の像というか､その制度というか､それに対する一つの､一種のア

ンチテーゼというか､代替案としての姿を目指すというか､その方向性を強く持っているということ

があるんですよ｡ヨーロッパのリージョーナリズムというのは基本的に行政の再編という発想がある

ように見えるんですけど､実は､それにとどまらない､要するに､既存の国民国家の枠に納まりきれ

ないサブ･ナショナル ･レベルでの政治的まとまりと､それから国民国家の枠を越えたヨーロッパと

いう中での政治的な新たな枠組み､これが微妙にコラボレーションしていて､既存の国民国家 ･主権

274



国家を相対化する思想と結びついています｡だから､おそらく将来的に権力の構造､主権の問題､い

ろんな問題を考える枠組みとして､E]本に置き換えて言えば地域主義､ヨーロッパで言えばリージョ

ーナリズムというのは､一つの大きな対抗的な思想になり得るのではと思います｡

やっぱりスコットランドに行ったときに､サッチャーリズムが破壊しようとしていたのは､スコッ

トランドの共同体性なんですよ､総攻撃したのは｡市場と国家しかないという発言をして｡スコット

ランドの人が守ろうとしたのは､スコットランドの共同体性なんですよね｡だから､それを現実的に

制度化するというときにどうなるかと言ったら､もう主権とか何とか考えずに､自分たちのコミュニ

ティーを守るために必要な権力は全部取ってくるという発想ですよね｡そういう発想で僕はいいんじ

ゃないかなという､政治学者の発想からすれば思ってしまいます｡ちょっと蛇足でしたけど｡

○司会 (仲也博) 予定の時間を3分ほど過ぎました｡

80年代の話を中心に自治憲章と琉球共和社会憲法､琉球共和国憲法のテーマで報告をいただきまし

たけれども､玉野井目治憲章も､先駆者であった玉野井先生が期待するようには受け入れられなかっ

た｡

それから､琉球共和国社会憲法も当時の知識人が､知的遊戯として当時の状況に対して､何か発言

をしたいということだったのだろうと｡こういうのが出たから盛り上がっていたというわけではない

と思います｡それが今､熱い視点で語られ始めたということを､私たちはこれらの先駆者とともに喜

びたい｡彼らがまいた種は今花を咲かそうとしているのだろうと｡皆さん､ぜひ水をやり､肥料をや

る､そういう手間をかけていただきたい｡沖縄の自立､自治の発展のためにということです｡

以上で本日の､きょうが前期の最後だそうです｡前期は5回でしたけれども､定例研究会5回､そ

れからG3ですか､G3は何回ぐらいやったんですか｡

○島袋鈍 5回ぐらい｡

○司会 (仲也博) G3も関連する研究会ですけれども､活発に前期も研究会が行われました｡

夏休みに案をまとめるということになっておりますので､憲法グループは私と高良さんと照屋さん｡

行政法グループが､徳田さんと前津さんと宗前さん｡超憲法レベルが､江上さんと島袋さんと佐藤さ

ん｡3つの案が作成されます｡

それでは本日の研究会は終了いたします｡

(拍 手)

hh莞


