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沖縄自治研究会 第6回定例研究会

1.前文 (フアシリテ一夕 :屋嘉比 収)

2.沖縄の沖縄自治基本法の法的位置付け (フアシリテ一夕 :翁長 健治)

日時 2005年1月22日 (土)

場所 文系総合研究棟 703

【前文】

○屋嘉比収氏 ご紹介をいただきました屋嘉比です｡今日は風邪をひいてしまいましてだいぶ声が潰れ

て聞こえない点があると思いますが､どうぞご了承ください｡

私に与えられた部分は､｢前文｣の箇所でございます｡ほぼ2カ月前に一度前文についてご報告をいたし

ました｡前文だけ2回の報告の機会をいただいて非常にありがたいですが､前回いろいろご意見をいただ

いた点は付け加えましたが､どれほど文章に生かされているかは､ちょっと心もとなく感じます｡

今日お配りしましたのは､前回にお渡ししましたレジュメと､そして今回用意した ｢前文｣の案文の､

2枚の資料です｡今日は､前回のレジュメを踏まえて､｢前文｣の案文を読んで､皆さんからいろいろとご

意見を賜りたいというふうに思っています｡

その前に､前回配りましたレジュメの中で､前の照屋寛之先生が書かれた自治州基本法の前文に対して､

私の方ではちょっと構成内容を組みかえたいという話をいたしました｡また､前回の文章が長いので､も

うちょっと縮めたらどうかというご意見もございました｡それらの意見を勘案しまして､やや抽象的にな

りましたが､前回配った資料の下のほうから10行目あたりに､前文の構成内容という箇所がありますが､

次のような構成内容に基づいて､前の文章を組みかえてみたということになります｡

まず､前文の最初で､この沖縄自治州基本法の基本姿勢の表明をすべきではないかという点です｡2番

目に歴史的経緯に関する言改B｡そして3番目に経済的自立と政治的自立について言及し､最後に日本の外

の沖縄/東アジアの中の沖純について言及するという､そういう文章の構成内容になっています｡

では､前文案を読みます｡声がはっきりしませんが､私が読んでいいですか｡

○ 佐藤学氏 (代読) かわって読みます｡

憲法第95条に基づく沖縄自治州基本法前文案｡

｢沖縄に関する様々な事項について､この沖縄に生きる私たち住民が最終的に決定する権利を有する｡

沖縄の自治と自立を目指した私たち住民の営為は､沖縄のことは沖縄で決めるという沖縄住民による自決

権を最大の基盤にしている｡

私たちは､沖縄の住民の命を守ることを何よりも最優先することを宣言し､非暴力と反軍事力を基本に

した平和な国際社会の構築を目指す方策に積極的に参画する｡

平和への希求は､これまでの琉球沖縄の歴史に深く根ざしている｡小国寡民として平和的な地域交流を

重ねた琉球の歴史や地上戦としての軍民混在による沖縄戦の体験は､沖縄に生きる住民に対し､平和の尊

さをより具体的で現実的な課題として教えている｡

また､人間としての基本的権利と自由を制限された戦後の米軍占衝下の経験と､戦後60年を経て今もな

お占有する巨大な米軍基地の存在は､沖縄における平和的生存権の獲得を切実な課題としている｡その意

味で戦後沖縄の運動は､沖縄に生きる住民の平和と生存を希求し､獲得する営為だと言える｡このような

琉球沖縄の歴史を踏まえて､この沖縄自治州基本法では､日本国における画一的な道州制の導入ではなく

一国多制度としての沖縄の自治､分権構想の枠組みを提示する｡

その一国多制度としての沖縄の自治分権構想は､特有の自然環境と生態系に根ざし､独自の地勢学的位

置を生かした沖縄自治州の政治的自立と経済的自立を目指している｡その際､日本の中の沖縄という視点
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だけでなく､東アジアの中の沖縄という視点を重要視したい｡日本の中で例外であった地上戦としての沖

縄戦は､アジアに座標軸を広げると地上戦であった地域のはうがより一般的であり､むしろ地上戦を経験

してない日本本土のほうがアジアでは例外な地域である｡

今後のアジアとの信頼関係を築いていく際に､アジアに共通する歴史認識として､日本本土にはない沖

縄の歴史的視点を大事にすることに基盤を置きたい｡安全保障上の問題についても､東アジアの平和の構

築のために沖縄の歴史的 ･地勢学的位置を生かして､非軍事的観点から沖縄の主導権を発揮する｡｣

○佐藤学氏 今読み上げている間に､この間の議論をやったときのことがいろいろ思い出されて､大変気

配りされたまとめをされたというふうに思いました｡特に現在､米軍再編の問題があって､沖縄の役割と

いうことで様々な構想が出てくる中で､ここでこの屋嘉比先生がまとめてくださった形で､自分たちの自

治州構想は平和の問題に亀点を置いているということは､私はこれはいいんじゃないかなと思いました｡

○島袋鈍氏 7段落あるんですが､最初の1段落目についてU全体の構成と順番とか､そういった全体

的な問題に関して後でまた話したいと思います｡

｢自決権｣という言葉についてなんですけれども､この前上村英明さんを呼んだときに､琉球民族とい

うのは先住民族であるという定義をされる方ですが､彼は ｢自己決定権｣という言葉に変えたほうがいい

じゃないですかという｡もともとはセルフデタミネーション(Selど-delerminalion)なんですけど､｢自決権｣

と言ったら一般の人は自殺してしまう権利､自決してもいいよとみたいな権利にとってしまうということ

が経験上非常に多かったということだったので､自己決定権-･-｡最近のはやり言葉になってしまうので､

こっちもまた新自由主義的な言葉のニュアンスになりかねないので､どっちもどっちかなと思うんですけ

れども､これはどんなですか｡僕もやっぱり｢自己決定権｣のほうがいいかなというイメージなんですが｡

○佐藤学氏 自決権というのは､一定年齢以上の人間というのは､自分を含めた上の人間には民族自決

権という言葉でひとくくりになっていて､そうすると直接に独立につながるという政治的なこれまでの使

い方があって､それを想起することになる｡方向性としては間違っていないにしろ､ここではそれが目的

ではないということを考えると､自己決定権の方が余分な懸念を引き起こさないかなという気がします｡

ただ､その自己責任､自己決定というのは､今､島袋さん言ったように新自由主義的なスローガンでは

あるので､それもまた政治的な色合いを今帯びているので､どうかなというのはわかるんですけど､どん

なものでしょうね｡

○曽根浮氏 感覚的な違いが今一つわからないですけど｡

沖縄住民による自己決定権ということと､沖縄人民による自決権｡何か言いかえてもう緒のような気も

するけど､響きが違うから柔らかいほうがいいのかな｡

○島仲徳子氏 先ほど佐藤先生もおっしゃっていましたけれども､｢自決権｣という言葉だけを取り出

したときに､最初に想起するのが自決という言葉からはやはり ｢集団自決｣という言葉がばっと出てくる

という｡ちょっと年齢の高い層はそういうふうなイメージをいたします｡

○島袋絶氏 上村さんなんかが市民外交センターでやっている国連のやりとりを見ていると､ピープル

という言葉､ピープルズ ･セルフ･デタミネーション(People'sselトdetermination)にしたがって主権

を持ち得る単位という意味があるので､国連での会議のやりとりの際は国連の経済社会理事会の委員会の

委員なんかは､｢オキナワン ･ピープル｣と言わずに ｢オキナワン ･ポピュレーション(Okinawan

Population)｣とかいう形で､彼らの意思は何だとか､そういう言い回しで､わざとピープルという言葉を

使っていないんですよ｡

ところが､スコットランドで､憲法制定会議みたいなものをつくったときは､明白にピープルという言

葉を使うんですよ｡これは完全に ｢ピープル ･セルフ･デタミネーション｣のあの ｢ピープル｣と同じな

んですよね｡

そしてイギリスの場合は､主権は､形式的には国王主権ですが､キングズ･イン･パーラメント(Kingsin

戸arliament)､これが主権を持つという発想があって､それが実質的なには議会主権になるわけです｡その
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発想があるので､それに対抗する論理として､要するにスコットランドの分権には､英国の国家構成の基

本原理を､スコットランドから少し再編する､人民主権論で再編するという意味があるんですよ｡一種の

革命なんですけれども､そういった意味合いをも含めてその ｢ピープル｣というのを使っている｡

それが､例えばスコットランド議会の最初の審議で議員が登場するときに国王に対する忠誠の宣誓をす

るんですよ｡イギリスの国会と同じことをコットランド議会にも導入されたわけです｡イギリスの国会で

は､主権者国王に対して忠誠を誓う｡国王を通した国民､国家全体に忠誠を誓うというイメージなんでし

ょうけれども､忠誠を誓う儀式があるんですよ｡このときも主権はスコットランドのピープルに属すると

いうことで拒否した人もいたわけですよね｡スコットランド議会では､そうすると､アイルランドのシン･

フェイン党みたいにして登場を認めないということになってしまいかねないので､反対派の議員も､ああ

だこうだと言ってごまかしながらやっていたんですけれども｡

それを英語でやると結構明白なんですけど､日本語でやると｢沖縄住民による自決権｣と言ったときに､

そういったスコットランド的な発想のもとにこれを置くのか｡それとも､そこまでは明白に明記しないで､

考えないでおくのか｡実を言うと大きな分かれ目なんですけれども､今のところやっぱり沖縄の人々をも

って人民というあの概念にもってして､しかも主権の単位､独立国家の構成の単位になるという｡そこま

での合意は､さすがに我々の沖縄自治研究会の中でも得られていない｡私がしょっちゅう主張しているだ

けであって,それで､そんなことを明白に主張したら自治研で､逆ににっちもさっちもいかなくなる可能

性が高いだろうということで､今のところ合意を得ていない点です｡

そういうことは将来的に念頭に置いて､意味を含ませながらももうちょっと緩やかな解釈の仕方ができ

るような言葉のほうがいいなというのは思うんですよね｡

そうなったときに､例え仁斎中縄の問題｡沖縄とか琉球どっちがいいかという言葉｡それから人々を指す

言葉として ｢住民｣という言葉でいいのかどうか｡こういったところは非常に悩まし問題で､沖縄という

のは､琉球にとってかわるときに日本本土の国家の側が無理矢理つけた名称ですよね｡これから ｢沖絶｣

を使えと､｢琉球｣を使うなと｡琉球のすべてを払拭するために､歴史的な経緯とか文化とかいろいろなも

のを払拭するために沖縄という強制的に押しつけたわけです｡

復帰のときは､今度は戦後米軍に ｢琉球｣を強制的に押しつけられて復活させられた｡沖縄というのを

使うのを禁止に近いような形で､沖縄を使ったら政治的意図を持っているんだろうみたいな形でありまし

た｡今度は逆に復帰したら ｢琉球｣を使ったら何か独立する気があるのかみたいな形で､全く歴史によっ

て琉球と沖縄という言語も逆転してくるし､それから住民という言葉も､実を言うと権利の主体としてと

らえる場合､住民という言葉､それでいいのかどうか｡

本当は日本国憲法も､実を言うとピープルというのが日本国憲法の主体なんですよね｡それをわざわざ

｢国民｣と翻訳して､意図的な誤訳をすることによって在日朝鮮人とかそれを全部排斥していって､結局

ナショナリズムの再強化に使っていったという戦後の苦い歴史がありますよね｡

そういった問題も含めれば､実を言うと自治権の主体の言葉というのは､ある程度明白に政治的な主体

として､どこまでどういうことを指すのかということを理解しておかないと､本当は述べると後でいろい

ろな問題を起こしてしまうという点が気になった点ですね｡答えはないんですけれど｡

○屋嘉比収氏 幾つか問題が出されましたが､分けると二つの点が指摘されたと思います｡一つは ｢自

決権｣という名称についてです｡僕は､｢集団自決｣よりはどちらかというと佐藤さんがおっしゃったよう

な ｢民族自決権｣の世代ですので､そういうイメージを持っています｡でも､｢自決｣に関する意味が同じ

であるということを前提にしますと､｢自己決定権｣でも何ら問題はありません｡それが1点です｡

もう一つの点は､｢住民｣という語句についてですが､実はこれについてはだいぶ悩みました｡｢ピープ

ル｣をどう訳すかという問題ですね｡｢人民｣と訳すと､どうしてもマルクス主義的なイメージがあって､

それでは誤解を与えかねないと考えてちょっと嫌ったんです｡それで､じゃどうするか｡｢沖縄人(オキナ

ワジン)｣と訳すと､非常に実体的な､人種･民族的な意味においてとられ､他方で排他的にとらえられる
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危険性があります｡本土から移り住んで､基地問題でがんばっている人たちも多いわけですから､そのよ

うな人々が ｢沖縄人｣から排除される危険性があります｡したがって､その ｢沖縄人｣の語をあてること

についても､留保したい｡それでいくつかの語句を検討しながら､消去法によって考えていくと､結果的

に消極的な決定ですが ｢住民｣という語句にしたということです｡

理念からすれば､島袋さんが言うように､｢人民主権｣としての ｢ピープル｣の概念に大賛成で､むしろ

国家という枠組みと重なるネーションや ｢国民｣という概念を相対化したい｡そういう意味で ｢人民主権｣

としてのピープルに大賛成ですが､そのピープルの訳語にどのような語句を選択するか､となるとなかな

か大変です｡仮にピープルに ｢人々｣という訳語をあててみると､やっぱりそれでは日本語の語感として

弱い感じがしますよね｡だから､理念の共通認識とともに､どういう訳語を選択するかが､これから皆さ

んと議論を積み重ねて決めることができればと思っています｡

○佐藤学氏 住民は､市町村のモデル条例をつくったときに､あえて ｢住民｣という言葉を使うという

話になって､それはあのときには地方自治法上の規定としては住民｡要するに､住民と市民というと市民

のほうが言葉として上等という感覚がずっとあったんだけど､これは仲地博先生がおっしゃったと思うん

だけど､ここは住民でいくんだよという話で住民を使ったんだよね｡

その認識はあって､後のピープルの話で平恒次先生の独立論になると､カタカナの ｢ピープル｣とされ

たのですよね｡だから多分本当に訳語はないんだろうと思います｡これは住民とここで言ったときに仲地

先生がおっしゃっていたような形での､要するに地域に限定された人々という意味での住民ということ｡

場所のみを構成要件とする意味での住民ということなのだと読めば､住民という言葉は悪い言葉ではない

はずです｡

多分こういう発想をそもそも日本でしないのでいい訳語が出てこないのだろうと今思ったのです｡です

から､住民とはどういう意味かという説明を後でつけたらどうでしょうか｡ 説明に､要するに､概念と

してはいろいろな考え方があるという話ぐらいは書けるでしょう｡不用意に使ったんではない､様々な選

択肢を考えた上で使ったんだということを､何かの形で説明すればいいのではないかと思います｡

○屋嘉比収氏 あと ｢沖縄｣と ｢琉球｣の名称についてですが､まさしく島袋さんが言うように､当時

の統治側との関係性によってこのシマを示す名称がくるくる変わっていったわけです｡中国との関係では

｢琉球｣であり､近代日本との関係では ｢沖縄｣となり､戦後アメリカとの関係ではまた ｢琉球｣という

ように変わっていきます｡ただ､歴史学では､単純に近世紀までは琉球史､近代以降を沖縄史というふう

に分けていますので､ここではそれを踏襲しました｡でも､逆に､その名称を使うことで何かを意味した

いと思うわけですから､むしろその語句を選択した考えや意思が問われるわけで､その意思や考えが文面

の中にも出てくれば､いいかなという印象も持っています｡

○曽根浮氏 それは大変大事な視点ですね｡ちょっと前に島袋さんと一般的なこういう活動というか､

報告にしていく際に､沖縄という名称を使うのか､琉球という名称を使うのかというのをちょっと議論し

て､自分はより広範囲な理解を得るためには､今は沖縄という語感のほうがいいのではないかということ

を言ったんですけれども､島袋さんのお話を聞くと､全然そういうことではないということもよくわかっ

たんですね｡

今､話題が出てきた､要するに自分たちが何を選ぶか｡語感ではなくて､自分たちがその言葉自体に意

味はないのかもしれないけど､琉球を選ぶのか､沖縄を選ぶのか｡あるいは新しい何か名前をつけるのか｡

それによって全然この精神というのが違ってきてしまうのか､しまわないのか｡そこまで行くときりがな

いので､ここでは仮に沖縄でも琉球でも決めたとしたら､それについてさっきの住民と同じように､ここ

での使い方を定義すべきなのかというのは決めておかないといけないのかなと｡

積極的に言えば､新たな琉球と定義するとかというのを決めたらかっこいいとは思うんですけど､なか

なか｡｢独立するのか､お前らは｣みたいに､最初の話ではないですけどなるかもしれないですよね｡

○富里大八氏 沖縄か琉球かの話で一つ思い出したのがあって｡前に県庁にいたときに､ある事業でデ
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ジタルアーカイブという沖縄の歴史とか､風土をデジタルでコンテンツを全部整理しようという事業があ

って､それは当初 ｢琉球デジタルアーカイブス｣だったんですけれども､琉球の歴史とか､自然とか､そ

ういうものを残していこうというときに､最初の構想段階では､琉球を使っていたんですが､それは国と

県のお金を入れているので､最終的には ｢沖縄デジタルアーカイブス｣になったんですね｡

ですから､現状としては､世界なり日本が今理解している沖縄という名称が一般的に使われていて､琉

球というふうになると､以前の国と言いますか､使われていたという意味づけで､沖縄県の事業として使

う分には､琉球という名前は現状としては望ましいものではないんじゃないかということで､沖縄という

名前に統合された事業がありました｡

私の考えでは､琉球にすると､多分その広域的なもっと奄美まで含めた形でいろいろな可能性としても

広がってくるのかなというのは思うんですけれども､やはり現状その琉球と使うと奄美はどうするんだと

か､どこどこまで見るのかとか､その話は出てくるともう収集がつかなくなってしまうので､ここでは1

回沖縄というのに集約をして､その後話をどんどん広げていくのも一つの手かなと思っています｡

○屋嘉比収氏 今ご指摘のように､歴史的な側面とともに､地理的な概念もありますよね｡やはり奄美

の問題､あるいは宮古･八重山の問題が出たときに､沖縄島という言い方が今｢般的になりつつあります

けど､やっぱり沖縄と琉球というときには両者の間には空間的な違いが指摘できますね｡沖縄は沖縄島を

指す場合がほとんどですが､琉球は奄美､宮古､八重山まで含んでいますね｡それと関連しますが､前回

渡したレジュメの中で､非常に重要だと考えているのは､個々の島の個性を大事にしたゆるやかな連合と

いう視点です｡それは､いまの沖縄なのか､琉球なのかという議論も含めて､島々のネットワークなりと

か､そのゆるやかにつながりや広がりを表現するような記述を､ぜひ ｢前文｣の中に書き入れたいと考え

ています｡

○曽根浮氏 それはとてもいい考えですね｡結局 ｢沖縄｣って自分たちが言う場合に､漠然として沖縄

と思っている場合と､今自分が住んでいる沖縄本島というのがなかなか区分けがつかないので､この中で

やっぱり沖縄と言うにしても､地域､さっき富里さんが言っていた範囲ですけど､これは別に広げておい

てもいいかもしれないですけど､琉球列島を構成する様々な島々､それぞれのその個性の集大としての沖

縄というような形で何か定義できて､その沖縄に住む人々の自己決定権というふうにできたらすごくいい

んだけど､難しいですね｡

○島袋純氏 しょっちゅうスコットランドのことばかり言うんですが｡

スコットランドの例を思い出したら､最初の1979年の国民投票のときは ｢スコットランドアッセンブリ

-｣という､これ ｢地域議会｣と訳したりする人もいるんですがアッセンブリ-だったんですよ｡それで

分権運動する人たちも､実を言うとキャンペーン･フォー･スコテイシュ･アッセンブリ-(Campaignfor

ScoHishAssembly)という名目のもとに議会の復活を目指したんですが､これが憲政会議が設立すると同

時に､憲政会議というのは国会議員の 80%を含めた憲法制定会議のようなものですけど､パーラメント

(Parliament)にかわるんですよ｡パーラメントというのは ｢国会｣という意味なんですよ｡スコッティシ

ュ･パーラメントの復活に､まさしく300年ぶりに復活で国家の復活に近いイメージに変わっていくんで

すよね｡それはやっぱり国会議員の80%を含めた憲法制定会議みたいなのができた段階で､がらっと変え

るわけですよね｡

ですから最初に､多分ですけど戦略的にいろいろな本当に実現することを目指すんであれば､沖縄とい

う言葉で初めてそれに意味を含ませて広がらせていって､ある時点でまさしくピープルズ･セルフデタミ

ネーション的な発想で､より強力な権限を自治権が獲得したいという発想で､合意が得られるんであれば

琉球に運動が広がった時点で変えるとか｡そういうのが望ましい方向かなというイメージはありますね｡

それで僕のイメージとしては､｢琉球｣というのは､中国の皇帝がつけた名前ですよね｡だけど､中国の

皇帝が単に琉球という名前､名称を与えたというよりも､沖縄の側から ｢琉球｣というのを中国の皇帝に

持っていってこれでどうですかというのを訊いて獲得したようなものではないかと思います｡それで ｢琉
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球｣と決めたときに､単に中国との関係で中国からもらった名前ということではなくて､あのころの中国

を中心とする国際社会の中で正式な国名として琉球列島全体を含む地域が琉球として認められたというよ

うなイメージを僕は持っているんですね｡

だから､国際的な公式的な名称として何かしらを訴えるんだったら､対中国との関係ではなくて日本と

の関係､中国との関係あるいは国際的な中で何かしら主体的な働きを琉球列島全体でやるという場合は､

やっぱり琉球というのを使ったほうがいいんじゃないかなという考え方は､基本的には僕の中には気持ち

の分としてはあります｡

○佐藤学氏 これは､よそ者の私には全然判断のつけようがないことで｡

幾つかこの間､曽根さんと純さんのやりとりを､別なメーリングリストのやりとり以来考えていること

で､思い出したことで言いますと｡

一つは､琉大の宗前さんは､お父さんのほうが奄美の人で､琉球あるいは沖縄支配に対する反感がある

ということを､何度か自治研で発言していたわけです｡そういう奄美の人たちは､必ずしもみんなが奄美

まで含めるということに賛成ではないんだなというのが宗前さんの発言で思ったというのが一つあります｡

それであと宮古･八重山の人たちが沖絶島に由来する沖縄という名称にどういう感情を持つかを､私は全

然知らないのでこれはわかりません｡学生に ｢沖縄というのと琉球というのと､みんなどんな感じですか｣

と聞いたことある｡積極的に意思表示した中では､｢いやいや､全然違いは感じません｣と言うんですよね｡

若い人たちには､言葉にくっついている様々な色合いというのはもう全然伝わってない感じがあるみたい

ですね｡だから普通は ｢沖縄｣と言うし､何かちょっと気取った時には､気取ったというのか､かっこつ

けるときは ｢琉球｣と言う､ぐらいの感じみたいです｡

自分のクラスにいた学生たちだけだから､｢股化できないですけれども､少なくとも彼らには､その二

つは全然変わりはないものだと認識されているみたいでした｡別に他に言うことないです｡

○屋嘉比収氏 今の佐藤さんの話､例え一朝宅球と沖縄の違いを､若い世代がほとんど違いとして感じな

くなっているという指摘は､復帰して30年間の日本への同化の影響かなと個人的には思いました｡もう一

つは､それに対して､わたしたちが､それに代わりうる ｢新しい言葉｣を獲得していないという点がある

ものと思います｡その背景には､私たち自身がそこまで詰めた議論ができていないということがあるので

はないでしょうか｡したがって､｢沖縄｣と記述しつつも､それで満足するのではなく､したたかな戦略を

持って､ある言葉を獲得するために何度も内側から考え直して行く姿勢をもちたいと考えています｡

できれば､そういう言葉に対するセンシティブな感覚を常に世代でも違うし､どの立場に立つかによっ

ても全然違いますので､そのような議論もぜひやりたいと思っています｡

実は､高良勉さんをはじめとして沖縄の独立を主張する彼らの雑誌は ｢ウルマ｣という名称をつけてい

るんですね｡ウルマというのは､琉球や沖縄の別称とも言われていますが､この別称も書誌的にはだいぶ

怪しいとも聞いています｡しかし､彼らはあえて琉球や沖縄ではなく､ウルマという名称を選択したのだ

と思います｡これはたぶん､手垢の付いた沖縄や琉球のイメージから離れて､新たなものを獲得したいと

いう一つの選択の結果だと思いますね｡僕はその意義は非常に貫いたいと思っています｡でも､｢ウルマ｣

という名称が的確かどうかとなると､それはちょっと考えざるを得ないという-州｡

一方､先に少しでていた島々という問題｡例えば､国家を相対化したいときに､戦後日本の思想的な水

脈の中に日本列島という島々の意義を再確認するネシアという問題があるんですね｡つまり､近世紀まで

は日本というのは常に中国大陸から学んで国家形成を行なってきた｡近代以降は､ヨーロッパ大陸におけ

る国家から学んできた｡しかし､日本列島をそのくびきから離れて､太平洋の方から見ると､国家には縛

られない島々というネシアの連なりによる緩やかな連合としてとらえられる｡だから､そのネシアという

意味を生かしたいという意味での､さっきの琉球列島の各島々の個性を大切にしてそのゆるやかな連合と

いうものを考えてみたい｡そういう視点をゆくゆくは盛り込みたいと考えている｡したがって､議論を重

ねていって､従来の沖縄のイメージそのものも内部から突き破ってみたいという､そのような思いもあり
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ます｡

○曽根淳氏 曽根ですけれども､まさに言われるとおりかなと｡

現実的には､やはり ｢沖縄｣としたはうがいいと思います｡たださっきの､今言われた島々の視点です

ね｡自分も道州制を考えるときに､対日本に対しては､沖縄は連邦的な位置づけがないというのはおかし

いだろうというのを思うんですけれども､それを､じゃ自分がその沖絶全体を考えるときに､同じ考え方

をその中に持たないで､沖縄全部でオ-ル沖縄みたいに思ってしまうのはおかしくて､本当は例えば奄美

群島政府とか宮古群島地方政府､八重山群島地方政府､本島群島地方政府みたいなのがあって､それらの

緩やかな連邦として琉球諸島政府とかというのがあるというのが､理念的にはやっぱり自分が対日本に対

してそういうふうに思うんだったら､沖縄を構成する島々に対しても､そういう理念を持って決めないと

いけないというのが基本だと思うんですけれども､やっぱりそれは次のステップなのかな｡

○屋嘉比収氏 今の話で思い出したのですが､今福竜太という ｢クレオール主義｣という本を書いた人

類学者がいますが､例えば､われわれが ｢ネシア｣と言ったときに､｢島々｣と理科しつつも､奄美から与

那国までの琉球列島という枠組みが何となくあるんですね｡しかし彼に言わせれば､与那国から続く､台

湾や香港やマカオなども群島なんだと｡つまり､大陸とは違う､この南の東アジアにつながる香港から台

湾 ･琉球･奄美までも群島として考えたら､もっと違う国家の縛りのない､そういうイメージが喚起でき

るんだという指摘をしています｡

だから､トカラ列島から香港までずっとつながっていく｡さらにそれは､さっきの島のネシアという南

太平洋にもつながっていく広がりを持つわけですね｡そういうイメージをできれば喚起するような議論を

重ねてみたいという思いがあります｡

○富里大八氏 申しわけありません｡ちょっと帰らないといけないので､関連してその地域の定義みた

いなことで､一番最後のほうで ｢日本本土｣という使い方をしてますよね｡これは､ほかの言い方はない

のかもしれないんですけど､｢本土｣､｢内地｣とかいう言い方を､ついしちゃうんですけど､やっぱりさっ

き言うような地域を総体化するためには､あまり使わないほうがいいのかなと｡だから､本来は沖縄以外

の日本の他地域ということにはなるんだと思うんですけど､この本土という言葉を使わないで言えるとい

いなというのをちょっと最後に申し添えます｡

○屋嘉比収氏 何か､袖の下から鎧が見えたようで｡僕もそう言いながらやはりまだ ｢沖縄｣と ｢大和｣

という､対 ｢日本｣というような､そういう枠組みがまだ根強くあるのかもしれません｡しかし､一方で

はその二項対立の枠組みは簡単に手放してはいけないのではないかという思いも少なからずあって､これ

はずっと議論をできれば続けましょう｡

(発言する者あり)

そうなんですよね｡沖縄のイメージでは､本土と言ったら東京しかイメージしてない場合が多いと思い

ます｡だから､一つ一つ言葉の意味するものを ｢検討｣しながら考えていると､さまざまな議論が必要に

なりますよね｡

○比嘉俊雄氏 今､沖縄という場合､八重山とか宮古の方々は ｢沖縄に行く｣というような表現をする

ようなんですよね｡だからそういった面では､沖縄ということだけでいいのかなという思いもあるんです

が｡

ただ､沖縄とか､琉球とかいうのは､そこに住んでいる人たちから出てきた名称というよりは､やはり

統治者の意向によって沖縄になったり琉球になったりみたいな印象を持っているんですね｡そのへんちょ

っとはっきりしたことがわからないんですが､私は印象としてそうなんですね｡

それで今回､現在の世の中に生きているわけですから､やっぱり広くそこに住んでいる人､そして対外

的にも周知していくという意味では､何か沖縄がいいのかなと｡ただし､沖縄と言った場合に離島の皆さ

んはどう考えるかというのは､なかなか難しい面もあるかと思うんですが､それと奄美大島等も含めてと

いう､そういう地域的なことも出てきたんですが､それも2､3日前に奄美と沖縄は一体化だというよう
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な､緩やかに一体化すればいいみたいな論文が新聞に載ってたような感じがしたんですけどね｡

ただしかし､そういう場合に､沖縄側からそういうふうに規定していった場合に､じゃ鹿児島県とのつ

ながりというのはどうなるのかなということもちょっと｡ただ沖縄の歴史的な流れだけでそういうふうな

提案をしていいのかなというふうな思いもちょっとありました｡以上です｡

○屋嘉比収氏 平仮名にしたり片仮名にしたり､いろいろ考えてみたのですが､やっぱり手垢が付いて

いるものですから､イメージがなかなか合いませんね｡

○佐藤学氏 これも結局､結論が出るわけではないので､また何かこういう言葉の背景にはこういう議

論があるという｡みんな知っていることではあると思うんですけれども､それをこれまた解説文に書くと

いう形がいいんじゃないかなと｡

○屋嘉比収氏 注釈で｡

○佐藤学氏 はい｡言葉の話でいうと､｢うるま｣の話で少し前に ｢うるま｣という言葉はそもそもサ

ンゴの島という意味はないという､そういうことを主張している新聞の論壇投稿があったじゃないですか｡

昨日､たまたま沖縄琉球方言専攻の同僚に聞いたところ､そういう説はずっとあるのだそうです｡要する

に､新羅の領地であるというのがもともとの意味で､後から､たまたま ｢うる｣というのが ｢サンゴ｣と

いう意味もあるので､｢うるま｣というのが ｢サンゴの島｣という解釈になったんだけれども､もともとは

新羅の領地というのが本当らしいというような話でした｡

そうすると､言葉というのは､何にしろ自分がどう規定するかによってしか決められない｡元々の意味

といったら､沖縄というのは､あんまり崇高な名前ではないので使わないという意見も読んだことがある

のですが､元の話を始めたらきりがない｡だけども全然無視するわけにもいかない｡アメリカでは､19

60年代以降､言葉をどう使うかという問題に､非常に敏感になっていたのです｡ところが現在､揺り戻

しがきてしまっていて､敏感になりすぎて何も言えなくなっちゃったじゃないか､言葉狩りになっちゃっ

たじゃないかという批判が人気を集めていたりします｡

そういう批判を言っている人たちは保守的な人たちが多くて､支持できない部分があるのだけど､ただ､

言葉の話では恐らくは ｢正しい｣答えは無いのだろうとは思います｡だから､どこかで決めて､これに関

しては､こういうつもりで使うんだということを明らかにするしかないんじゃないかと自分は思うんです

が｡

○島袋純氏 前回の市町村条例のときは1年半かかっているんですよ｡それで同じことを2回やって解

説文書まで議論し合って､解説文書の個々の一字一句まで議論し合ったんですよ｡それで話し合って決め

て､こういう解説文を出して世の中に出そうという話をしていたんですよ｡だけど今回は半年だけで終わ

ってしまって､あと予算が続かない部分と､解説文書をつくる次のステップまでいけるかどうかというの

にちょっと問題があって｡

今後､終わった段階で来週､この自治研究会を今後どのようにして続けていくのか､続けていく気があ

るのか､続けていこうと思っている人は何名いるのか｡それとちょっとかかわってきて､もう1回新規ま

き直しやらないといきないんじゃないかなという､そういう状況です｡

○屋嘉比収氏 1段落はよろしいですか｡2番目のパラグラム｡

○島袋純氏 2段目はあんまり問題とかなくて､3段落の小国寡民という言葉は､何かしら意図的に使

っているように思うんですが､これはどういう意図で?

○屋嘉比収氏 これは､基本的には中野好夫の文章を背景にしていますが､例えば､近代日本の思想に

は､軍国主義や国家主義を旨とする ｢大日本主義｣と､軍事力に訴えるあり方を極力避けて商工業の発展

によって個人の自由な活動によって国民の福利を進展させる ｢小日本主義｣の系譜があります｡つまり､

国家観を考えるときに､軍事力を背景に他国を侵略していく大国のあり方ではなく､小国ではあっても国

民の個々の自由な活動を重視する方向性を志向したい｡たぶん日本国の中で､｢沖縄自治州｣といった場合

には､そういう小国としてのイメージではないか.中野は､復帰後の沖縄の将来のあり方を ｢小国寡民｣
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としてとらえたわけですが､沖縄という地域にアイデンティファイしながらも､軍事力によって他国を抑

圧する志向性とは違った､それはまた国民国家のあり方とも違う道筋として､自然と人々との共生を重視

するあり方として ｢小国寡民｣という語句を使いました｡

これは､例えば近世史においては､中国という大帝国を中心とした東アジアの中で､小国で資源のない

琉球が交易を盛んにすることで平和を構築していた歴史があるわけですね｡ですから､そういう知恵を生

かす意味でも､この小国寡民という思想はこれからの沖縄州を考える上で非常に有益だと思います｡石橋

湛山も ｢小日本主義｣ですが､今の日本の状況はまったく逆を志向している｡むしろ､沖縄からそのよう

な ｢小国寡民｣という問題を提起することが重要ではないかと思います｡

○佐藤学氏 恐らくは今の島袋さんの問題提起は､この言葉がどれだけわかるのか､流通しているのか

ということでしょう｡だから､地域的に言ったら小さくはないんでしょうけど､別に人口が大きくない国

という意味ですが､沖縄は､また国なんだか何だか､困ったですね｡それで括弧して ｢小国寡民｣にする､

あるいはその小国寡民という言葉がどういう概念なのかをまた注につける必要があるかもしれない｡多分

この言葉は初めて見ると人が多いはずだと思うので､説明が必要ではないかという議論です｡

○屋嘉比収氏 他の章の条文というのは､法律の用語で､ある意味できちっとわかる｡しかし前文の場

合には､他の章と違って､基本法の考え方の基本方針や歴史認識をふくめていろいろなことが言えるので

はないかと思います｡

そういう意味では､やはり今佐藤先生がおっしゃった部分で､こちらとしては､言葉一つ一つの背景に

ある文脈とか､それに込めた思想などを含めて､できれば ｢注釈｣で書きたいと思っています｡

権力を持たないといいましょうか､相手に対する関係のあり方とか､小国というスケールであれは そ

こに住んでいる人々はもちろん少ないわけですね｡お互い顔が見える｡そういう直接民主制的な関係にお

ける相互関係のあり方､そういうイメージをもっています｡権力を持たない少数の人々がお互い助け合っ

ていくと言いましょうか､相互に信頼し共生していく関係を築いていく｡この言葉はむろん漢語からきて

いるわけですが､中野さんはそのような意味を込めて､沖縄の将来像として ｢小国寡民｣の像を提起して

いる｡

○ よりはちょっと落ちるという｡

○屋嘉比収氏 落ちるというよりも､むしろ従来の上下関係とは違った関係を逆にこちらが提起すると

いう姿勢｡寡民ということは､多数より少ないということではなくて､そういうイメージや従来の枠組み

を組みかえていくという､むしろ積極的な意味を込めて使われている｡中野好夫さんは､そのような意味

において使用しているように記憶しています｡沖縄がこれから目指す道は､例えば平和の志向とか､ある

いは非暴力の伝統とかという思想があるわけですが､まさしくそれは小国寡民の思想と言えるように思い

ます｡軍事力で他国を圧倒しようとするどこかの国の国民とは違うあり方を､沖縄州では模索しそれを目

指したいとの思いを込めたものといえます｡

○島仲徳子氏 質問だったんですけれども､今もう答えをおっしゃったような気がしますけれど｡文章

的にはこの ｢小国寡民として｣という部分を削除しても､文章としてはおかしくないという気がしたんで

すね｡小国寡民という理解をするためには､いろいろ説明が必要であればこれを抜いたらどうかなと思っ

たんですが､でも､今おっしゃいました ｢寡民｣という言葉に込められた意味の深さを考えると､その小

国寡民は削除できないのでしょうか｡

○屋嘉比収氏 その言葉の持つ思想を削除したくないんです｡しかし､この言葉だけに変にもたれかか

るとまずいので､何とか語句を検討しくだきながら､文章を書き直していきたいと思いますO基本法が目

指す姿勢というか､そういう基本方針をこの言葉に込めているものですから｡確かに､漢語ですからわか

りにくいですね｡これは注釈にするか､あるいはもっと違う言葉にかえて意味をつないでいくか｡それは

後で検討させてください｡

○佐藤学氏 本当は日本が戦後､小国寡民でやっていこうという話だったので､今だってそれは沖純だ
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けでなくて日本全体に対しての問いかけとして､これをここに出すというのは意味がある｡注釈をつけて

これを出すと｡あるいはこれを注釈にする形が､私はいいんじゃないかと思います｡

○島袋純氏 今のお話を聞くと､やっぱり強大な軍事力を持った国民国家､画一的な文化､一体性の､

それで軍事的にも強固で戦っていくという､それがぶつかり合った第二次世界大戦とか｡そういったもの

を反省してできてきたような概念の言葉､ニュアンスだとすれば､やっぱり ｢小国寡民として平和な-｣､

｢地域交流｣って､今実際使うのは市町村姉妹都市とか､そういう都市との交流とかそういう言葉｡どち

らかというと ｢国際交流｣とやったほうがいいかなというイメージですね｡だから､そういった国際的な

何か主体になり得るというイメージと､それから地上戦としての軍民混在による沖縄戦の体験というのは､

軍と民がたまたま偶然一緒になったんですよというようなイメージにどうしても見てしまうので､これは

やっぱり国家が人間の盾として住民を意図的に軍の前に出して用いたという､人間の盾として住民を用い

た地上戦としての沖縄体験とか､何かそういった軍事対抗が住民を地上戦にさえ使うんだという部分を出

したほうが､小国寡民という発想とつながるかなという気がしました｡

○屋嘉比収氏 実は前回､島袋さんから､その沖縄戦というのは､住民を盾にして国家､国体を守った

戦争とも言えるんじゃないかという指摘があって､僕はちょっと目を開かれたんですが､例えば沖縄戦の

研究の中でそこまで踏み込んだ形で､実証的に言えるかとなると､ちょっと僕自身が唆味でまだ不安であ

るという点もあります｡でも､考え方とすれば現在のイラク戦争の問題を含めて､それに引きつけながら

考えてみると､ああなるほどなという感じはしたんですが-｡そこまで言い切れる自信がまだないような

気がします｡

例えば今の教科書問題でも､住民虐殺さえ削除するような日本の文科省の歴史認識に対して､例えば住

民を盾にとった沖縄戦という認識が､どの程度に議論の相手側に届くのか｡いや､そうではなくて､こち

らはこちらの主張を明確に押し出せばいいんだという趣旨なのか｡そのへんが､僕自身もちょっとあいま

いな点もあるものですから-｡

○島袋組氏 もちろん､ここの中南部の地上戦において､いろいろ具体的､個別的な場面で人間の盾と

して住民を使うというのもあったと思うんですけれども､それと同時に､大本営の方針として､要するに

本土防衛の最後の防波堤､捨て石ということなんですけれども､これはそのまま沖縄を盾にするという意

味なんで､もう使っても別に問題ないと｡この大方針があるからこそ､現地において､住民だって盾にし

てしまうということですよね｡○屋嘉比氏 本土防衛の捨石という点ではもちろんそうですが-｡自分

の専門領域だと急に消極的になっちゃって恥ずかしい限りですが｡わかりました｡それはちょっと考えさ

せてください｡

○佐藤学氏 大学生の間では小林よしのりが広く読まれていて､小林よしのりがここのところ沖縄のこ

とをずっと書いていて､何を言っているかというと､要するに沖絶県民は第二次大戦､沖縄戦に主体的に

かかわったんだと｡主体的に日本軍と共に戦った､というようなことを主張して､それを真に受ける沖縄

県出身の大学生とよく議論をするのです｡

だから､今､屋嘉比先生がおっしゃった懸念というか､どう届くかというのはよくわかるところで､も

しかすると､これまで自明のものとして考えてきた､例えi封中縄戦､地上戦云々ということを､もう一度

本当は理論武装し直す必要があるということなのかもしれないなと｡本当に小林よしのりの浸透力という

ものはすごいもので､ほかのことでは全然おかしなことを言わない学生がまるっきり信じてしまうのです｡

漫画の浸透力は凄いものがあります｡

○屋嘉比収氏 僕も4月の授業の最初あたりでは､学生が時々小林よしのりの本を持ってきて､｢先生

の言うのと違う｣というふうに問いつめられている方ですから､それはよくわかります｡授業を半年間行

なう過程で､彼らも変わっていきますので､そういう意味で､やはりこちらがもっと理論武装すべきだと

思います｡

小林の議論というのは､もう既に何度も否定されたことを漫画というような非常に浸透しやすいメディ
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アで新しい若い世代に語りかけていくものですから､非常にやっかいですね｡それは1960年代に防衛庁資

料室が出した ｢沖縄県民の崇高なる犠牲的精神の発露だった｣という､その考えを今また漫画でわかりや

すく繰り返すものですから｡

この部分､全体のトーンともまた重なってますね｡つまり､日本国民という大多数の保守的な人間との

間に対話が成り立つような記述にするのか｡そうではなしに､こちらはこちらとして､彼らを気にせずに

自分たちの考えを主張すべきであるのか｡それについては､他の車の権利の問題を含めて､できれば皆さ

んの議論を聞きたいと思います｡そのへんが僕の中でも書きながら少しずつプレていくんですよね｡

○島袋純氏 さっき県の曽根さんが言ったんですけど､道州制の研究会の中では､基本的にまさしく小

泉の骨太の方針まで利用しながら現状の日本の中枢でも認めてくれそうな道州制というのを検討している

んですよ｡｢県庁の職員だからそれしかできないよ｣とかいうことを言っていた場面もありましたけれども｡

ただし､自治研究会の場合は完全に民間の自主的な研究グループなので､何かしらそういった現在の体

制中枢､そういったもの等を意識して､そこに必ず組み入れられるよということを必ずしも考えなくても

いいんじゃないか｡もっと自由に考えていいんじゃないかという出発点はあったわけですよね｡

ただし､全く実現できない夢物語ばかりで言って自己満足で終わってしまって､いつまで言い合ってお

互いに仲間同士で留飲を下げて ｢はい､終わり｣ということでは､それでもしょうがないという問題があ

るわけですね｡だから､自由な発想でいながらも､それなりに説得的な何かしらの起爆剤になりたいとい

う点があって､その両立が非常に難しいところではあるんですよ｡だから､常に恐らく新しいこちらから

の概念､こちらからの自分の自己イメージ像の転換とか､それからそれを持ってまた今度は本土の中枢に

語りかけて､向うのほうのイメージを変えていってもらうという働きかけが恐らく必要になると思います｡

この前自治学会のときに､地域制度調査会の委員の方が何人か来ていて結構話しして､自治学会の中枢

的なメンバーと話をやったんですけれども｡自治学会イコール政府の中枢というわけではないですけれど

も､地方制度調査会の重要メンバーがいるものですから､どういう意向かとちょっと探ったんですけれど

も｡

中央では考えられないような斬新的なアイデアを沖縄から出してほしいと｡どちらかというと､そっち

を期待して揺さぶってほしいと｡それで地域制度調査会のメンバー､これ今の自治法を改正したような非

常に権威ある調査会なんですよね｡今までの調査会と違って｡メンバーは､逆に今まで沖縄から意見が少

なかったから､中央制度調査会の中でも意見は言い出しにくかったんだと｡かえって､より沖縄側が明白

なこういう意思を持っているんだということを言ってほしいということを､逆に強く要望された次第なん

ですよね｡

ですから､本土の保守の中枢とか､あるいは権力の中枢だとか､あるいは地方制度調査会､経済諮問会

議の中枢が､すぐ受け入れて､理解してくれて､すぐわかりやすいような沖縄イメージ像をまたこちらで

再生産して提示するよりも､でき得る限り微妙に沖縄側が発案したイメージでずらしていってこちらに引

き込んでいくという戦略をとったほうが､自治研究会の役割としてはいいんじゃないかなという気がして

います｡

○屋嘉比収氏 それは､おもしろいですね｡トラブルや撹乱を､ぜひこの基本法から提起していきたい｡

ノーマ･フィールドが､今の閉塞した時代にはむしろファンタジーが必要であるという指摘をしています｡

そのファンタジーというのは､けして荒唐無稽な非現実的な出来事をいっているのではなくて､むしろフ

ァンタジーをもつことで､閉塞した現実に対して新たな発想を生み出していくから重要だといっています｡

いまの話を踏まえた上で､文章をもう一度見直したいと思います｡次の段落についてはどうでしょうか｡

僕はちょっと気になるのは､欠落している項目があるのではないかという点ですが､どうでしょうか｡前

の照屋先生の文章と比べて抽象的で､逆に具体性がないのではないかと気にしていますが｡

○島袋純氏 1点だけ｡言葉の問題をもう一つだけやりたいんですけど｡

｢地政学｣という言葉が､やはり一般的な理解--･｡軍事的な地理的優位性をどう把握して､その軍事
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力の再構成に生かすかという発想が非常に強い学問だと思うんですよ｡もともとそうではなかったかもし

れませんけれども､第二次世界大戦のナチスによって使われて以来非常にそういったニュアンスが強い｡

ただ､単に地理的な優位性ではなくて､これ軍事的な地理的な優位性をいかにさらに軍事力の再構成に生

かすかという発想が､どうしてもある学問だというふうに僕は理解しているんですよね｡

だから､やっぱり経済学者は結構使ったりするんですが､これはよくわけのわからない言葉なので､も

し使うんだったら､それなりの明確な背景を言わないと使えないような言葉じゃないかなということです

ね｡

だから､特に地理的優位性という言葉だったらまだいいんですけれども､地勢学的位置というのは､沖

縄が軍事力にとって､軍事力の再編成､再構成にあたってどれだけ地理的な優位性をこの地が持っている

のか｡それを生かして自治州の政治的な自立と､経済自立を目指そうということであればちょっとおかし

いなと｡

もちろん経済学者はそういったのをアナロジー的に使って､貿易でも地政学という言葉を使えるんです

よということで､再構成して平和的な貿易の位置的にどう優位的に生かすかというような概念で新しくつ

くりかえたんですよとか言っているかもしれませんが､ちょっと通じないんじゃないかなという気がして

しょうがないんですよ｡

これは現在でも復活というか､要するにロシアとEUと結局中国が､これハートランドと言って､大陸

の真ん中を占める地域が半島部と､それから島峡部に関して極めて軍事的な優位性を持つということです

ね｡だから海洋国家はそれを包囲するというような戦略をとると｡地政学というと大体そういう意味合い

で使われるんですよ｡その世界の軍事的な位置づけを分析するために｡｢不安定の弧｣なんて､まさしく地

政学の復活あるいは ｢封じ込み政策｣の復活ですね｡あれを見ているような感じがしてとても嫌になるん

ですけれども､これはやっぱりちょっと再検討したほうがいい言葉じゃないかなというふうに思います｡

○屋嘉比収氏 まさしくそのとおりで､言葉がありません｡その地理的位置の部分､例のキー ･ストー

ンの問題ですよね｡キー ･ストーンとしての沖縄というと､やっぱりどうしてもアメリカの軍事的な側面

から強調される｡しかし､沖縄は東アジアの中の一つの要衝の地でもあるわけですから､例えば平和の構

築の地に反転させることができないだろうか｡ そういうことを意図したいけど､しかし今の軍事力を

中心とする力関係からすると､それはもうほとんど困難だし､説明が難しい｡

それと､やっぱり地政学と言う学問の背景からして､その言葉は非常に不用意ですね｡地勢的もどうで

すか｡地勢学､地勢的あるいは地理的｡

○島袋純氏 政治の ｢政｣が入るということですか｡

○屋嘉比収氏 地理的｡もう少し社会的な意味を持たせたいということなんですよね｡

○島袋純氏

セイは ｢勢｣

○屋嘉比収氏

○島袋純氏

○屋嘉比収氏

○佐藤学氏

○島袋鈍氏

○佐藤学氏

○島袋絶氏

だから､勢力の ｢勢｣｡地勢というふりかえる場合もあるんですが､ちょっとチセイ学の

ですよね｡

そうですね｡余計あれですね｡むしろ､やっぱりその地理的｡

地理的優位性という｡

はい､地理的優位性｡

優位というのも何かひっかかる｡

地理的特性がいいかもしれない｡

地理学というのは経済研究まで含まれますよね｡

地理学という学問はアメリカではないというあれで､学問全部 ですよね｡ 地

理学なんですよね｡

○佐藤学氏 地理学という言葉で経済地理とかいろいろ入って､だから､ここは地理的特性でいいのか

もしれませんね｡

○屋嘉比収氏 わかりました｡それはそう変えましょう｡
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○佐藤学氏 ｢日本本土｣というのはどうするんですかo

O屋嘉比収氏 本土を取って､｢日本｣でどうですか｡

○佐藤学氏 他の都道府県だとか､難しいですよね｡｢日本の他地域｣でいいんじゃないですか｡

○島袋鈍氏 日本も入れずに?

○佐藤学氏 日本の他地域で｡だけど､日本に限らずということで他地域だけでもいいのかもしれない

ね､アジアの中でという｡

○比嘉俊雄氏 沖縄県が する自治基本法ですから｡北海道から見ましたら内地かもしれません

けれども､沖縄から見たら日本本土ですよね｡そのへんどんなでしょうか｡やっぱり佐渡から本州を見る

のと､四国からまた東京を見るのとどういう呼び方をしているか｡そのへんも全部吟味しないと､日本と

いうのが特定できないというか｡なるんではないかなと感じますけど｡九州の人は東京をどういうふうに､

本州をどういうふうに呼ぶのかとか｡

○島袋純氏 これは､下から3段落目の ｢沖縄の歴史を踏まえてこの沖縄自治州基本法では日本国におけ

る画一的な道州制の導入ではなく｣というこの文章と､このアジアに共通歴史として､｢日本本土にはない｣

これ､つながっているような気がするんですよね｡

それで､要するに日本国内において中央政府が用意した道州制ではなくて､中央政府が用意した理念と

か道州制をつくる意義とかではなくて､沖縄は沖縄独自の政府を沖縄の歴史的な認識に基づいた沖縄の独

自の意義を自分たちで考えて､自分たちでやっていきますよというような宣言文に見えるんですよね｡

だから､上は日本国における画一的な道州制の導入ではなくという部分と､日本本土にはないことに基

盤を置くと｡ちょっと関連性がある言葉になるので､こっちとこっち連動して考えたほうがいいんじゃな

いですか｡

｢日本における画一的な道州制の導入ではなく､一国多制度として｣と､これは州の基本法の前文にお

いて､こういう言葉が本当にどうなるか､今､地方制度調査会の報告書の中で言うような言葉ですよね｡

この画一的な道州制の導入｡

本土のことはとりあえず放っておいてというか､一元的なとか､要するに上から中央によって決められ

た路線で乗るということではないということを言ったほうがいいんじゃないかな｡だから､表現の問題な

んですけれども､こっちの日本本土にはない歴史的視点を生かすということも､要するに日本全体で画一

的にこうやって道州制は政府をつくる意義はこうであって､しかもこういう政府をつくりなさいというの

が恐らく中央政府､本土の中枢､経済界なんかがやりたい意図なんですよね｡

そうではなくて､沖縄は独自で自分たちの政府をこういう意図に基づいて､こういう意義に基づいて､

こういう制度を構築したいと｡この対立図式だと思うんですよ｡それが明示できればいいんじゃないかな

と思うんですけどね｡

もうちょっと上のほうは画一的な道州制の導入､一国多制度としてという言葉をかえたほうがいいんで

はないかなという｡下のほうは､日本本土にはないという視点よりも日本全体で全く同一､画一的､日本

の中央の意図にみんなが従って道州制政府の意義まで決めてしまうような､それに拘束されてそれにおさ

まってしまうような沖縄ではなくて､独自の歴史的な基盤､地理的な特異性､そういったものを持った基

盤のもとに政府をつくりたいと｡そういうことであればいいんじゃないかなと思うんですけど｡

○ として 言い出した と思うんですよね｡

○屋嘉比収氏 そこは､例えばさっきの戦略も含めて､例の自治労が出した特別県構想というのがあり

ましたね｡あのときにその後､例えト轟田川県政の中でも､ある程度特別自治州を認めていいというところ

までいった｡それをまずは当分の間､最低の担保として入れておいて､しかし､最終的にはその特別自治

州の枠組みも崩していきたいので､アジアということを持ってきたという､そのような文脈で書いてあり

ます｡

今の話ですと､つまり一元的な手法と言いましょうか､中央政府による手法のあり方に対する意義と､
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一方では､そういう地理的と言いましょうか､国家という枠組みとは違う沖縄の歴史やある地理的特異性

からの問題提起という､つまり両方､手法の部分ももう少し書き加えて欲しいということですか｡

○島袋純氏 手法の問題と同時に政府をつくる意図とか意義とかを､日本の中枢､中央の権力的な中枢､

経済財政諮問会議がやるんですかね､それによって用意してもらって､そして政府を構築しなさいよとい

う道州制に今いきそうなんですよ｡それは結局､全国画一的であるし､結局､沖縄の歴史的な視点､ある

いは地理的な特異性､こういったものもすべて生かさない道州制になり得るということですね｡

そして中央政府が準備した発想のもとには､恐らく全国地域において何かそういった差はないと｡全国

統一､画一的な制度でいいんだと｡要するに､日本人はみんな日本人だから日本というものを相対的に見

る視座だとか､そういったものはあり得ないだろうという発想ですね｡

だから､手続き的な問題と同時に政府をつくる意義を文化的社会の多様性､多元性､日本社会の多元性､

多様性に結びつけていないのが経済財政諮問会議あるいは経済同友会､あるいは日本の官僚組織､中枢の

発想ではないかということです｡それに対する異議申立てという形にならないといけないんじゃないかな｡

だから､単に手続きの問題ではなくて政府を設置する意義としての文化的多元性 ･多様性というものを前

提に置きたいということです｡

○翁長健治氏 沖縄自治州基本法は､改正された地方自治法の枠組みの中に押し込められるわけですよ

ね｡違いますか｡

○島袋純氏 違います｡

○翁長陸治氏 自治州の名前が地方自治法でいう道州とは別の意味を込めているのなら､州名の名付け

方の戦略が少し違ってくると思われますが､いかがでしょうか｡

○島袋純氏 一番最初の議論｡それから3案を出したときの議論でも明示しているので､これは現行の

地方自治法､それから今後続きそうな地方自治法とは全く別にこれの適用除外として､日本国憲法の枠の

中ではおさまるんですけれども､現行地方自治法には全然とどまらない｡かえって憲法を生かすようなも

のとして､憲法95条という特別な手続きを利用して沖縄だけの制度をつくろうという案ですね｡

○翁長健治氏 そうしたら､｢沖縄自治州｣ではなくて ｢特別州｣というふうな名称を検討してもいい

のじゃないかと考えますが｡

○佐藤学氏 その自治州という名前が地方自治法ということを引きずるのではないかというご指摘だ

と思うんですが｡ただ､自治州と言ったときに､外国の例を見たときに自治州というのは相当高度な自治

を与えた国の中での異なる制度を持っている地域という｡

○島袋鈍氏 特別自治州のことですよ｡

○佐藤学氏 そういうことを使うんですねこ｢特別州｣と言ったときと ｢自治州｣と言ったとき､私な

んか考えるのは自治州と言ったときに､高度な自治を実現するための州であるという意味合いは強く感じ

る部分がある｡

もう一つは､共通の用語して ｢自治州｣というのが､おっしゃるような意味で自治州という言葉が多分

通用していると思うんですよ｡ですから沖縄自治州という言葉を使ったと｡

何しろ自治州という概念は日本にないですから､だから､特別と言うと特区とかそういう話につながっ

ちゃう感じがしないでもない｡これは語感の問題だと思いますけれども､おっしゃるような自治州という

ことで､現行の地方自治法の枠内にとどまるのではないかという心配は､多分私はないんだろうと思うん

ですけれども｡

○翁長健治氏 改正された地方自治法､あるいは地方自治基本法みたいなのができたとして､はかの道

州はそれで済むような気がします｡沖縄がそれにも拘束されないとすると､特別な個別の立法になってし

まう｡例えば九州州というようなものとは質が違う｡沖縄自治州成立の政治的プロセスは他とは異なるの

で､沖縄特別州の名前のほうが､まざらわしくない｡

○島袋純氏 これは ｢憲法95条に基づく｣と書いてあるんですけど､憲法95条というのは､ある特定
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地域に関する地域特定法で､それを投票に付さなければ法律として発効しないということでこれは沖縄､

県の条例ではなくて国会が制定する国会の制定法なんですよ｡沖縄自治州基本法というものは｡

だから､ここで我々が現在こういう路線でいこうと考えているのは､沖縄自治州基本法という名前の国

会による制定法です｡その原案を今つくろうと､たたき台みたいなものをつくろうという発想ですね｡ま

さしく地方自治法とは全く別｡

それから､新しくできる今自民党とかが道州推進法とか､道州基本法とか､要するに全国画一的な道州

の導入の手続き法をつくろうとしているんですよ｡それとも全く別個ですね｡別個で､しかし並立する国

会の制定法になるわけです｡

○佐藤学氏 翁長先生の懸念されているのは､それが一緒にされてしまうのではないかと｡実際の手続

き上の戦略を考えたときに､自治州という名前だとそれと混同されるというか､一緒になってしまって弱

いのではないかというご指摘だと思います｡

どうしましょう｡これ､前文のほうをひとまず終えたほうがいいかなと思うんです｡とりあえず後で付

随で出していただく中で議論したほうがいいかなと思いますが｡

○屋嘉比収氏 一つだけ｡今の文面も含めて一国多制度というのは､その道州制とか政府が使用するよ

うな政策に巻き込まれやすいというか､その枠組みとしてとられかねないので､その部分は省いたほうが

いいという趣旨ですよね｡わかりました｡

それと､僕は法律の門外漢なのであえて言いますけど､むしろ矛盾を含んだ文章がいいのではないかと

思うんですよね｡例えば地方自治法とかそういう枠内で一貫性を持たせるようなものよりも､爽雑物があ

って､こういうふうにも解釈し得るんだという点を､むしろ提起した方がいいのではないかと思っていま

す｡そういう印象を持ちました｡どうもありがとうございました｡

【沖縄の沖縄自治基本法の法的位置付け】

○ 翁長健治氏

1)翁長です｡きょうはフアシリテ一夕であるにもかかわらず遅刻して申しわけございません｡今朝ささ

やかな事件が起り､それの処理に手間取り時間の経過を忘れてしまい､気がついたら10時を回っていたと

いうことで失礼いたしました｡

私のテーマというか発想は､沖縄の日本統治の法的を検証してみると案外､この沖縄自治州基本法を成

立させるのに役立つ合法的な権利の所在が見えてくるのではないかという､思惑にあります｡したがって

自治州基本法の中身には触れておりません｡私の願いは､霞ヶ関の国家官僚に懇願するのではなく､立法

審議を要求する合法的請求権を探し出すことにあります｡

自治会館で発表された地方自治法を超える自治州基本法の草案には､新世代者による ｢新たなる日本復

帰｣の戦略思想が込められているのを感じ取り､大きな感銘を受けました｡32年前の日本復帰の際の､

理論闘争のだらしなさを乗り越えようとする､沖縄の自治能力の成熟さえの取り組みを感じ取ったのでし

た｡同時にこの試みが､法務官僚によってていよく門前払いを食わされるのではないか､いう懸念が脳裏

をかすめました｡

2)私は全く素人ですが､問題意識を持った以上､私で調べられる限りを､調べたのがこのレポートで

す｡レポートの ｢第三者のコメント｣の項目には､数人の友人知人にこの問題意識を披露したところ､非

常に奇異なまなざしで見られたことを報告しています｡

｢一体何で今さら､決着済みだ｣というのが大部分で､

｢君は保守反動か｣と言われたこともあります､

｢君は浦島太郎じゃないか｣とか､

｢合法的な根拠なんて､言うに事欠いて何事だ｣

-335-



という人もいて､散々な批評に遭った気がしております｡

奇異な発想や論評といえば､物理学や工学の世界でも､難問奇問を持ち出すアマチュア-論文がありま

す｡例えば､｢永久運動するエンジンが可能である｣ことを論考した､街の発明家のクソ真面目な､体裁も

整っていない論文が機械学会か何かに提出されたりするわけです｡数学の世界でも ｢フェルマーの難問題

の証明が出来た｣とかいう論文が学会に送られてくることがあります｡それらはすべていかがわしい物で

すが､学会ですから真面目に調べないといけません｡

私が ｢日本の沖縄統治の法的根拠は何か｣と正面切って発言したとき､法曹界には多分同様な感じに受

け取られるのではと､自分をつき放して見たい気分です｡2カ月の時間経過で私がたどり着いた状況判断

は､｢タチよくない問題を提起してしまった｣とい自己批判です｡

3)私の視点論点は､廃藩置県まで遡るのではなく､沖縄特別復帰措置法の立法プロセスの正当性に､

現代民主主義下の法理論のまな板に載せることです｡1972年といえば､民主的な法思想が普及定着し

た時期であり､その状況において､｢沖縄復帰プロセスが総体として合憲だったか｣のかを､改めて問うと

いう姿勢です｡それも日本官僚が解釈する法思想ではなく､世界の政治思想の中で議論していきたいとい

うふうに思うわけです｡

国際法思想に訴える理由は､日本の国家法務官僚がそれなりの合意解釈を準備し展開し､沖縄の要求を

門前払いする戦術に出てくることは明白だからです｡国会でも議論され､ある種の決着が付いていて､沖

縄でも納得がいかないまま論議が封印きている感があります｡

沖縄タイムスの長元編集局長に面会し議論したときに､｢国会図書館にはその答弁あるから調べましょ

う｣と言ってくれました｡

4)沖縄復帰特別措置法は､沖縄法令と日本法令のすり合わせに関する条文が羅列されています｡詳し

く正確に理解する能力に欠けている私ではありますが､

同法3条 :｢従前の沖絶県は､当然に､地方自治法(昭和 22年法律第 67号)に定める県として存続

するものとする｣

という規定が､沖縄の運命を決した重大事項であるこは理解できました｡さらに､

同法附則2(琉球政府行政主席への通知):

｢内閣総理大臣は､この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない｣

とあり､沖絶県民の承認を得るなんていう配慮がどこにも書いてない｡これは明らかに憲法95粂違反で

す｡

沖国大で開かれた日本自治学会初日のシンポジウムで､北海道大学の山口先生がたまたま隣におられた

ので､沖縄自治州基本法の立法可能性をお聞きしたところ

｢復帰特別措置法の第3条を書き換えたらいいんじゃないか｣

と言われました｡これにより沖縄は特別州になる､特別県になるというわけです｡

更に山口先生に､｢何で復帰特別措置法が､住民投票を行わずして合憲なんでしょうか｣と聞いたところ､

｢判例にある｣という趣旨のことを言っておられました｡つまり､その地域の利益になるのであれば､住

民投票はやらなくてもいいという憲法解釈があるという趣旨のことを言っておられました｡

内閣総理大臣による一方的な通知で良しとされ､住民の批准条項がないのです｡世界レベルの成熟した

民主主義に照らしていかがなものかという疑問を素人は持ちますが､法曹界の玄人は持たないのでしょう

か?

5) ある地域が国家の統治を受け入れる事例として､ハワイやアラスカ､EU加盟のケースを調べてみ

ました｡ハワイ州の連邦加盟の場合､ハワイ州の連邦加盟法(AdmissionActorHawaii1959.3.18)にアイ
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ゼンハワ-がサインして法律になっているんですが､その7条b項に住民投票による批准が書かれていま

す｡3つの事項についての住民投票が規定されています｡どれか一つでも否決されたらこの法律は失効す

ると明記されております｡アメリカと日本はずいぶん違うんだと､実感します｡

その2番目の批准事項は､｢この法律で定めるハワイ州境界､この境界外のハワイ州権益が連邦に移管さ

れるべきこと｣とあります｡先ほど休憩時に立ち話したんですが､沖縄県というのは大きな海域を持って

います｡これ今､国の管理になっていると思いますが､復帰前には琉球政府が所轄していたものを､日本

政府に移管したことになります｡元来沖絶Jilは大な圏域ですので､この権益を活用すれば､沖縄Jllは貧し

くはない､ということも考えられます｡ハワイ州の連邦加盟に際し､権益譲渡に住民の賛意を求めている

のは､｢住民の財産の処分には住民の承諾が不可欠｣だとする､まっとうな感覚に起因するものでしょう｡

附則2には､頭ごなしに ｢通知する｣とあるわけです｡この強権発動は､日本では通用しても､世界で

は通用しないというのが私の主張です｡

6)最初の問題意識に立ち返って､それでは沖縄自治州基本法に強力な立法請求力を持たせるための基

本戦略を見出さねばなりません :つまり､｢自治州基本法案を国会審議に掛けよ｣と請求する合法的権利が

沖絶県民にあることを､立証しなければなりません｡日本の官僚は､沖縄の立論は幼稚で法律を知らない

不勉強者だと､門前払の挙に出るだろうと思うんですが､そうさせないための法的理論武装をすべLと､

私は思います｡

戦略の第一は､日本の司法論では戦わないこと :アメリカ､フランスなどの大学と共同で国際研究をや

ってほしい｡特にハワイの東西センターと共同研究を行い､その成果を国際学会で公表していく｡日本の

沖縄復帰プロセスには､非民主主義な髄 があった､というような研究発表が先行するといいのです｡

次にハワイ県人会の協力を得てアメリカの世論を喚起し､国連に提訴を考えます｡ハワイの連邦加盟に

はBigFiveと呼ばれる白人プランテーション地主が強力に反対したようですが､日系社会が頑張ったとい

う歴史的経緯があるからです｡非白人人口が大半を占める州を連邦の中に入ることに強固に反対する議員

勢力もあって､第二の公民権立法だとも言われているようです｡

沖縄復帰特別措置法の達寮性は現在､沖縄でも国会でも､係争状態にはありません｡山口先生のコメント

の通り､憲法 95条は適用しなくてもよい状況になっています｡

7)11月 20日の日本自治学会シンポジウムのパネリストに参加した沖縄タイムス編集局長の長元さ

んと会話する機会があり､復帰当時､一部の政治家長老たちが住民投票を要求したようですが､保守反動

に組するものとして､大きな声にならなかったとコメントしていました｡

EU加盟プロセスですが､キプロスを除いて全部国民投票をやっています｡しかし､法律には国民投

票をやらなくてはならないというのではなくて､その地域で合法的な方法で批准してくださいというのが

法律には書いてあるようです｡

このような国際司法状況の中で沖縄復帰を見た場合､私の感じでは､法的なプロセスにある種の塀庇が

あって､沖縄住民の賛意表明は ｢保留状態にある｣と解釈すべきでしょう｡同州制への移行という国家行

政の再編に際して､沖縄には特別立法を請求する権利がある､というのが私の皇室です｡

8)琉大あるいは沖縄の法曹界の方々が､この問題意識を精査していただきたいと思います｡法思想と

して研究し､国際法曹界､国際学会の場で議論していただくと､とても大な力を持つようになると､私は

思います｡

時あたかも日本は国連安全保障理事会の常任理事に立候補しています｡こういう国際世論に過敏になら

ざるをえない状況の中で日本が､沖縄統治プロセスの伽 を放置しているとなると､信用力を失う可能性

があるわけです｡噸庇論争の国際化は､相当な神通力を発揮します｡
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○島袋組氏 翁長先生､どうもありがとうございました｡

島袋です｡まず私から印象なんですが､恐らく復帰のやり直しというイメージですね｡それで､僕のほ

うは､逆に80年代から初めて憲法とか地方自治法とか勉強し始めて､すぐ思ったのは､何で沖縄復帰住民

投票をやらなかったのかと｡これはすぐ思いました｡本当にあれ､おかしいなと｡特に憲法95条｡これ､

復帰に関して住民投票をやるのは当然だろうと｡僕は本土の大学に行きましたので､それでそのとき別に

沖縄復帰なんかも全然話題になっていなかったんですけれども､当然ながら憲法を読んで､もうこのプロ

セスではおかしいなということですぐそういう感じがしました｡

それで､国際法的な基準の視点で､恐らく問題はアラスカとか､ハワイとか､ポーランドに関しまして

は､既にある国家に､国家でない地域あるいは非加入の地域｡国家とかあるいは国際機構に非加入の地域

が新しく新たに史上初加盟していくというプロセスですよね｡この最初の1ページの2のほうは｡

それで､恐らく日本国政府の発想からすれば､ちょうど香港の返還のように､そもそも固有の範士であ

ったと｡そもそも固有の衛士を戦争で負けてたまたまぶんどられたと｡その地域に対する返還要求と返還

した後の法の適用は当たり前なんだと｡香港においても､イギリスも結局認めたんでしょうけれども､返

還プロセスの中で住民投票なんか一切しない｡疑いもなく ｢当然に｣というのは恐らくそういった疑問の

余地を挟む必要もなく､何もする必要もなくそもそも固有の敏土であって､だからこそ日本法が適用され

るのは当たり前だという恐らくそんな議論ではないかなという､今イメージしています｡

ただし､香港の返還よりも沖維返還プロセスというのはひどくて､香港のプロセスの中では､香港法と

して今まで香港の統治機構の中で出てきた基本的な法の体系は､すべて認めてくださいよということでし

たね｡イギリスは慣習法の国なんで､慣習の中から出てきた法律をいきなり制定法でもって転換するとい

うこと発想はあり得ないので､それを強く主張したんじゃないかなと思います｡

日本の場合は､慣習法の国ではなくて制定法の国なので､いきなり琉球政府の中で琉球立法院の中で出

てきた法律を全部魔止して､日本法を原則として全部適用しようと｡全く一切無効にするぞという勧告を

あからさまにやっているんじゃないかなと｡だから､香港の復帰よりもさらにひどい状況が沖縄祖国復帰

ではないかなというイメージです｡

恐らくそれに日本固有の範士で意思なんかも必要なく､当然にそういったプロセスを全く省いて､そも

そも日本の一部だったから返還せよと｡これは単に国家間の条約に済むんだという話ですね｡それに対抗

する論理としては､｢いや､沖縄はそもそも日本固有の範士なんかではないです｣という論理をどこかで打

ち立てることによって､アラスカ､ハワイ､ポーランドなんかの加盟と同じような条件でやっていいはず

だというところを､どこかで証明しないといけないんじゃないかなというイメージです｡

○翁長健治氏 明治憲法から新しい在民主権の憲法に変わって､日本も国家が生まれ変わっているわけ

です｡つまり知事も任命制から住民選出選挙制に変わり､国家の枠組みが変わった｡外国に住民統治を引

き渡しておきながら､いざ復帰というときに住民の合意なしに､｢君らを力で縛る天与の国家権力が天照大

神以来､国には賦与さている｣と主張していいものでしょうか?

かかる立法プロセスの環庇に､沖縄が意見を発してこなかったのがそもそも問題です｡いきなり琉球王

朝賛美､独立論になったりしたりして､情念に走ってきた経緯を反省すべきだろうと思うんです｡この度

の道州制導入は､沖縄と日本本土の関係を再構築する絶好のチャンス到来だと思います｡

日本憲法は､沖縄復帰のような途中からの編入も､途中からの退出も想定してない様です｡上原康助

氏が衆議院で､沖縄独立論を意識して､日本国からの脱退のプロセスを国会で聞いた事があるようです｡

法制局長官は "憲法はそういうことを想定はしてない''と答弁したようです｡

○島袋純氏 琉球処分､あるいは琉球併合に関しては研究者が結構いるんですよね｡例えば恵泉女学園

大学の上村英明さんは､これは当時の国際法であるウィーン条約に達反すると主張されています｡この琉

球処分は武力による併合｡それで基本的に当時の国際法にさえ違反しているからこれは無効であるという

ことです｡韓国併合が無効になったのと同じように無効であるということを一生懸命立証しているんです
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よ｡これを国連の場で､彼は市民外交センターの代表なのでずっと言い続けているんですよ｡それはそこ

に焦点が絞ってあって｡

実を言うと復帰の様々な過程､諸立法が国際法違反であるというそれを主張されている研究者はちょっ

と聞いたことないですね｡恐らくやるとしたら､一番近いのは高良鉄美先生が､憲法学者でありながらそ

もそも国際法の研究から出発したとおっしゃっておられたので､高良鉄美先生あたりかなというイメージ

ですが､こういうことに関する研究をされている国際法学者というのは､今までも僕の知っている範囲で

は一切聞いたことがないというのが現状ですね｡

それで憲法理論の中で､私は国際法でも憲法の専門家ではなくて行政学という専門なんですけれども｡

｢ネイション(Nation)｣が主権を持つのか､｢ピープル(People)｣が主権を持つのかということで､つまり､

国民主権論か人民主権論かでかなり違ってくるんですよね｡それで､アメリカ憲法の発想というのは人民

主権論なんですよ｡主権はピープルなんですよ｡ピープルというのは何が違うかというと､一人一人の顔

がよく見えるような存在なんですよ｡抽象的な存在より､具体的個別的な人々がその権利の主体であると

いうイメージですね｡イメージ的に｡

だから､ネイションという場合になったときには抽象的な国民なんですよ｡ネイションって具体的な個

別の国民の集合体って考えないので､それで日本の戦後の憲法制定過程の中で ｢国民｣という概念のもと

に､実を言うと戦後 ｢ピープル｣でアメリカ人が原案をつくったのを ｢国民｣という日本語訳にわざと変

えたんですよ｡そのために結局どういうことが起こるかというと､抽象的な国民の枕念の中に沖縄県民も

入ってますよということで広げられるわけですね｡｢ネイション｣なんだから｡ネイションは権力を持って

いるということであれば､結局､沖縄が批准しなくても沖縄もネイションになる､日本国民であるという

ことです｡そもそも日本国民であってたまたま参加できなかったけれども､沖縄をも代表した発想で日本

という国家は憲法をつくったし地方自治法もつくったとなります｡

そのネイションの概念の中にそもそも沖縄も入っていたので､たまたま投票しなかったけど入っていた

んですよという論理構成であれば､それは国民の中に無理矢理入れることによって､その憲法あるいは地

方自治法の適用がそのまま正当化されていくんじゃないかなということです｡恐らくそれで国民主権､国

民という概念で乗り切っていくんじゃないかなと思います｡これが恐らく日本の多分､官僚制､あるいは

憲法学者の通説｡そんなイメージですね｡

ところが､人民､ピープルとなってくると､個別具体的な人々の顔が見える人々の集合体ということで､

ピープルということになれば､住民投票をして手続きを経て加盟をしないといけないという手続きがクロ

ーズアップされてくるんですよね｡ですから､日本政府の中枢は､わざとこういった人民主権､あるいは

ピープル主権という概念は排斥するということです｡意図的にそういった概念に基づかないで､恐らく日

本国憲法を解釈し､地方自治法を解釈し､それから沖縄の復帰の様々な経過もすべて解釈して､そもそも

日本国民が日本国に入るときに､国民の代表が一応議論したことにそのまま加わるんだからいいでしょう

という議論だったんではないかなという､私のイメージです｡

どういう理論的な正当化というのをやっているかわかりませんが､もしかしたらそういった論理である

のであれば､その日本という国がどうやって成り立っているかに関して､憲法学者が言うところ､あるい

は政府の通説的な国民主権の耽念を､人民主権の概念に質的に転換していく必要があるんじゃないかなと

いうイメージですね｡

そうすれば､復帰の特別措置に関して､住民投票ができなくてその手続きが不法であるということが論

理的に出てこないかなという今イメージです｡専門ではないので､恐らくもしかしたら間違っていること

を言っているかもしれませんが､そんなイメージが今出てきました｡

○翁長健治氏 先ほど屋嘉比さんお話のとき､

沖縄自由州と銘打つのか

沖縄特別州と銘打つのか
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とわたしが聞いたのには､意識のふくらみの違いにあります｡他の道州は改正地方自治法にのっとって作

られるでしょうが､沖縄だけは別の立法で作らなければなりません｡いずれ政治運動へと展開していく場

合､基本法が地方自治法を超えているか､否かはだんだん分かりにくく､勝手な解釈が横行する危険があ

ります｡特別州と言えば､これは特別だから他道州とは別の法体系のものだという感じになるわけです｡

地方自治調査会会長の諸井氏は､沖縄は一国二制度的発想で大胆な基本法構想を打ち出せと発破を掛け

ています｡ガス抜きではなかろうか､と柄疑心が首をもたげます｡政治プロセスの中で基本法の柱が骨抜

きにされ､改正地方自治法の枠内に押し込められる恐れは大きいものと､用心しなければならなりません｡

つまり､特別法をつくると言って出たものの､挙句の果ては地方自治法の枠に押し込められる､そのか

わり､小粒な言い分は結構通ったという回りくねった決着もありえるでしょう｡しかしこのような妥協は

将来に禍根を残すことになるでしょう｡

○屋嘉比収氏 非常に興味深く拝聴しました｡

幾つかあるんですが､例えば沖縄の中で､日本国の平和憲法が形成される過程で､沖縄に軍事基地を押

しつけることによって､日本本土では平和憲法が確立したという指摘が沖縄では前々からあります｡つま

り､平和憲法が形成され確立する過程において､日本国から沖縄を排除し､沖縄に軍事基地を負わせるこ

とで､平和憲法が成り立っているのではないかという認識です｡

もう一つは､憲法95条そのものにも最初から沖縄問題が想定されてなかったという指摘でした｡つまり､

護憲という態度が持つ問題性を､はからずも95条の問題を考えることから改めて問い直せるという指摘だ

ったように思います｡今また､平和憲法をめぐる状況が大きく変わっているので､またもう一つの文脈に

おいて考え直し議論する必要性があるのですが､非常に興味深い問題提起だったと思いました｡

その際に､一つはやはり翁長先生の言う国際法の観点から ｢復帰｣を問い直していくということが､非

常に重要であるということを認識しました｡その際に､さっき翁長先生は､僕は質問しようとした質問に

既に話されたんですが､ただ一方では日本国家からの離脱とか､あるいは独立という手法もあるのに､そ

れに言及されずに､あえて ｢復帰｣の問題を再度見直そうと考えられている｡そのように､独立という手

法をとらずに､あえて復帰を見直すということをされたわけですが､それはどのような動機や背景をもっ

て行なわれているのか｡この30年間の､この質問はいささか翁長先生の内面的なものに触れるかもわかり

ませんが､それをぜひそれについて伺いたい｡

今､沖縄や日本の中で､民主主義が形成され成熟して､そういうふうに感情に流されずに客観的にもの

が言える状況になりつつあるから､逆に今言えることがあると考えているのか｡そのあたりも､ぜひ､話

をうかがうことができればうれしいんですが｡

○翁長健治氏 独立論はあえて言わず､同じ効果を持つものに､沖縄自治州基本法を､仕上げようとな

さっている｡

沖縄は憲法を批准せず､復帰特別措置法も批准してない､それi粛比准放棄ではなく､沖縄のやむにやま

れぬ現実的な判断から保留していたんだと｡｢国の統治の枠組みを変えるというのなら､保留していた権利

を自由州基本法にかけて実施したい｣と言うわけです｡

○佐藤学氏 言い訳ですが､私は法律が全然わからないので､建設的なことを何も付け加えられないん

ですけど｡ただ､おっしゃった論理というのは今とてもパッと目が覚めた感じがして｡これ本当は法律の

先生が来て戴けたら良かったですね.仲地先生がこういう論文を書かれているということですし｡

とかくこれまで権利を行使すべきであった時点で､行使していない以上は､保留してあるのであって､

今回本当に憲法を変えるのであれば､そこで自分たちは審査請求権があるというのは､私は理屈として素

人の耳にはとてもよく感じたんですけど､島袋先生いかがでしょうか0
○島袋純氏 全く賛成で､そのとおりだと思います｡

1番目の趣旨で､それで真ん中の ｢‡日本統治の法的由来は日本国憲法を沖縄県民一人一人が承認するこ

とに始まる｣と｡これが私が言っていた､要するに人民主権論的な統治の正当性の確保､認知｡
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アメリカ人が日本国憲法を押しつけたときは ｢ピープル｣という言葉で､これを想定していたわけです

よね｡これが､要するにアメリカの政府が構成されている原理なんですよ｡ところが､日本の法律学者も､

それからもちろん政府の役人も､これをわざと ｢国民｣という抽象的な枕念にすりかえることによって､

日本のそもそも日本という領土に住んだら日本国民でしょうとOその国民を統治するのは当たり前さと｡

もう論外にしてしまっているわけですよ｡

それで､日本の沖縄統治の法的由来は何かと｡そもそも日本国民だから､そもそも日本の街土だから｡

｢そもそも論｣にして､いっさい一人一人が承認するプロセスということを認めないと｡これ､おかしい

んですけど､結局､国民による国民投票制度によって憲法改正ができたということは､実を言うと人民主

権論に基づいて憲法というのは一人一人が承認することによってしか成立できないんだと｡ここは残って

いるわけですよ｡残っているわけですよね｡ですから､ごちゃごちゃちょっとずつ残って｡

僕も､憲法95条って何かというと､そもそも人民主権論に基づいて政府が構成されるということで､特

別な地域に関する特別な法律に関しては､その地域の国民投票が必要であると｡これ 僕はピープルとい

う主権に基づいて､当然ながら存在している条項だというふうに解釈すべきだと思うんですよ｡

ところが問題は､これを日本の法律学者の大半と､それから政府は認めてないと｡一人一人の承認によ

って､沖縄が日本国の一部になるということが法的に由来するなんて発想がない｡それを日本の中心的な

法理論の大半､主要な意見を人民主権論に変えていく戦いを挑まないといけない｡これはずっと負け続け

て､永遠に負け続けて､ずっと負け続けていることなんですよね｡

このことに対して当然沖縄から言うためにはこれが必要なんですよね｡一人一人が承認することによっ

て初めて国家というのは成立するでしょうということを言いたいんですけど､これさえ日本では認めてな

いと｡そこが非常に切り崩すのがきつい場面なんですよ｡

これは､要するに最高裁の判例から何から何までそうなんですよ｡日本国憲法がそういうふうにして解

釈されている以上､すごい戦いをずっと今まで沖縄から発案して挑み続けているんですけど､ずっと門前

払いされ続けている｡これをどう突き崩していくかという議論になってくるわけですよ｡

○翁長健治氏 私は､ハワイ大学との間で､沖縄復帰プロセスの学術研究を提案します｡東西センター

は沖縄と繋がりが強く､500-600名ぐらいいの同窓会もあり､高山朝光さんが会長を勤めています｡さら

に小測奨学金による留学制度もあります｡研究活動を通じてハワイ県人会にリンクを張ると一番いい｡

○島袋絶氏 法科大学院は ですよね｡

○翁長健治氏 ｢法的根拠の検証｣という奇異な感じのタイトルを出して､こんな問題があるよと注意

を喚起してみました｡

○島仲徳子氏 私もとても興味深く拝聴いたしました｡

きょう初めて､ここにある沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第3粂というのも見ました｡本当に

不勉強ですけれど｡

それで､ちょっと印象なんですけれども､こちらの第3条で ｢従前の沖絶県は当然に地方自治法に定め

る県として存続するものとする｣｡｢当然に｣というこの言葉と､それから住民投票をやらなかった｡それ

は沖縄の人たちに利するものであれば､住民に利するものであれ蘭主民投票はやらなくてもいいというご

説明｡それと､住民投票を要求した少数はいたんだと｡その方たちは､恐らく親米派だったと思うんです

ね｡

私､きょう先生のお話を聞きながら､私も随分長く生きた部類に入るのかなと｡多分､比嘉さんと先生

と私だったら､その復帰のころの状況というのが思い起こせるんだと思うんですね｡

私はこの復帰特別措置法と､それから住民投票をやらなかったということを客観的に見ますと､それは

私たち､そのときの沖縄の人たちの気持ちを､望みを体現したものがこの法律であったし､住民投票をし

なかった｡恐らく住民投票という考えも出てこなかったと思うんです｡この46年には沖縄の代表も送って

いないけれども､日本国としては非常に沖縄の人たちのことに百歩も二百歩も近寄ってできたものがこれ
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だったんじゃないかなと思うんです｡

今､科学的に見ますと､盲点-･･-

(テープ2本A面終了)

--年前は､本当に祖国復帰運動というのがありまして､全県民の何とかという形容がついていたと思い

ます｡何とかの顕いとかですね｡私も高校のころに先生方が教公2法に反対でとか､本当に政治の季節､

嵐が吹き荒れていて､全島民の願いという形でこれが出てきたと思うんです｡

こういうことは今こちらに置いておいて､先生がおつくりになりましたこのペーパーの2ページの7で

すね｡｢今､数百年にわたる未来沖縄の岐路に立っている｣と｡ですから､沖縄は九州 ･沖縄ブロックでは

なくて沖縄自治州をつくりましょうと呼びかけるときに､その呼びかけられた私たち沖縄の県民がそうい

う意識を今持てているのかということについて考えたときに､私は全くわからないんです｡

わからないというのは､人口は､そのときは90何万ですか｡33年の間に今 130何万になった｡その増

えた人口の中には､よその府県からいらした方もいらっしゃいますし､あるいは本当に私の身近でも､親

族､親戚､兄弟が配偶者に他府県の人と一緒になっているとか｡もっと近くで言えば､私の子供たちの意

識というのがどういうふうになっているのか｡私はとても沖縄の住んでいる私たちの変質というのを考え

るんですね｡

復帰運動でこういうふうなのができた｡今､その岐路に立っていますよというふうな訴え方でやったと

きに､本当に同調する､そうだと思う人たちが多くいれば､これは実現できると思います｡

私自身は､自治研究会で本当に知らなかった自治ということがだんだんわかりはじめてきて､沖縄県の

自治はやはり沖絶単独でないと駄目だと思うので､すーっとつながるんですけれども､それを沖縄の復帰

のときにさかのぼって､その復帰特別措置法のあたりから持っていくときに､これはかなり､先生も書い

てらっしゃいます市民啓蒙が事前にきめ細かく組織的に慎重にということをおっしゃっています｡全くそ

のとおりだと思うんですが､やっぱりその文脈で言ったほうがいいのかなとか､混乱状態ですけれども､

言いたかったのは/iッと目が､私もウロコが一枚落ちました､そうだったのかと｡でも､歴史を振り返っ

てみると､その自然の流れでこれができたような気もするという印象を持ちました｡

もう一つ｡そこで､一番若いであろうと思われる宮里大八さんの感想も後で聞かせていただければと思

います｡

○島嘉比収氏 今の報告を聞きながら､｢未発の可能態｣という言葉を思い出しました｡要するに､歴

史というのはいろいろな選択肢の中から一つの選択がなされ､歴史が一つ一つ積み重ねていくわけですね｡

しかし､その中で可能性はあったけど選択にもれた選択肢は､選択された歴史とくらべて劣っているわけ

ではない｡ただ､選択のときにもれただけで､状況や文脈が違えば､その選択されなかった選択肢が､選

択される可能性もあるわけです｡その結果が言いか悪いかは､事後的に後でわかってくるわけですね｡そ

こで､選択されなかった選択肢の ｢未発の可能態｣をあらためて考えてみたい｡

例えば70年前後に僕が記憶している限りでは､確かに保守側に復帰に対する住民投票という声が一部で

あったと記憶していますが､革新側ではほとんどなく､当時言われていたのは､例えば国政選挙拒否闘争

というのがありました｡68年の衆議院選挙の国政選挙に対して反対の意思表示として､つまり日本国家の

国民の一員になるということを拒否する意思表示として国政選挙に行かないという運動がありましたが､

それもやはり少数派でした｡

80年代後半から住民投票という考え方が日本でも一般的になってきて､例えば 90年代に入ると名護市

や沖絶県民の住民投票があったわけですね｡

だから､今復帰から30年が経って､改めてこういう住民投票に脚光､焦点に当てることの重要性を非

常に感じました｡そういうことを思っていたら､さっきの島袋さんの説明を聞いていると､やはり ｢住民｣

では弱いように感じますね (笑い)｡

人民はマルクス主義の色彩が色濃いので､誤解を避けるために住民にしたわけですが､住民という概念
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だったらおのずから ｢国民｣り中に包摂される危険性もありますね｡やはり､そういう観点からすると､

｢人民主権｣を獲得していくことを示す意味でも ｢人民｣でいいかな､と考えたりしました｡その間題の

重要性を含めて､今の議論は非常に触発的で､逆に今のような時代だからこそ､そういう問題提起が､積

極的な意味をもつのではないかと感じました｡

○宮里大八氏 指名をいただきましたので､ひと言｡宮里です｡

私は生まれたのは復帰後です｡ですので､生まれたときから沖縄でした｡日本国民ということで生まれ

ています｡

ですけれども､外国とかにも行って､｢どこから来たんですか｣とよく聞かれますよね｡そうすると､必

ずと言っていいはど ｢沖縄から来ました｣ということを言っていました｡外国で会った沖縄の人も､その

方々もほとんど沖縄から来ましたと｡日本の方は ｢日本から来ました｣と言うんですけれども､その違い

は何なのかなというふうにずっと思っていたんですけれども､それが多分沖縄と日本の感覚的な違いとい

うのが､それは上の方からずっと受け継がれているものがあるのではないかと思っているんです｡

それを考えたときに､本当にはたして沖縄が一つのものとしてこれからやっていくために､どういうプ

ロセスで進んでいくかというのは重要になってくると思いますし､これできちんと例えば学会とか共同研

究でやっていくというのも必要だと思うんですけれども､これを学術的なものと進めながらさらに政治的

なものというか､沖縄を代表するリーダーの方々が､はたしてきちんとそれを自分の中におさめてと言い

ますか､それが真の何か一つ柱みたいなのがあって､きちんとそれを明言していただいて､国政と言いま

すか､日本全体で議論できるような動きというか､そういう流れというのをつくれていければいいのでは

ないかなと思っています｡

ですから､これまで研究されて､皆さんでいろいろ議論されているんですけれども､これをぜひ継続し

て､学術的にも政治的なプロセスにおいてもずっと続けるような何か一つのものをつくって､最終的には

日本全体もしくは最初は沖縄全体でそういう議論を､輪を広げていって､今まで頑張ったものが生かされ

ていけばいいのかなと感じました｡以上です｡

○仲宗板正勝氏 たまにしか参加しない仲宗根と言います｡先ほど島仲さんがおっしゃられた､若者た

ちがついてくるのかという話なんですけれども｡

簡単に言うと､いろいろな県が国に対して権利を取ってきたと言ったとしても､若者がついてくるには

夢とか希望とか､今まで簡単に言えは 10万しかもらえなかったものが 15万に増えるよとか､本当にこ

ういうふうな (笑)こうやって沖縄は変わっていくんだということを本当にリーダーシップを持って､リ

ーダーが強力にこうやっていくんだよということを言ってくれれば､ものすごいムーブメントになるんじ

ゃないかなという感じがします｡

ですので､例えこれが自治で､道州制のほうで通ったとしても､今までのような政治のやり方とか｡今､

独裁者ですね｡本当に住民のほうを向いた市長がいるかといったら､自分が考えているとそうでもないよ

うな感じがする｡国のシステムが変わったとしても､生活が実際変わらなければ､確かについて来ないと

いう感じがしますけれども｡

システムも変わるし､国も変わるし､現場も全部変わっていくんだということがあれば､みんな重い腰

も､軽い考えの人もそれについていくんじゃないかなと思います｡以上です｡

○佐藤学氏 今のお話､これからのリーダーは､これまで 10万もらっていたのが､今度は5万しかも

らえないよということを言って､なおかつそれでも夢を持とうよということを言わないといけないと思う

ので､大変難儀な話だと思います｡

翁長先生のお話と島仲さんの話で､復帰の内実そのものというよりは､むしろその手続きの問題で､要

するに住民投票が行われなかったというところの手続きの問題を､今使う根拠にできるというふうに考え

たほうが良いかなと｡

要するに､翁長先生のご意見はもっと射程の長い復帰の捉え返しということだと思うんですけど､多分
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それをすると議論が難しくなってしまうのではないでしょうか｡だから､さっき根拠として言おうかなと

思ったのは､あくまでも手続き上の問題で､これは法的にやるべきことをやってなかったんだから､とい

うことで主張の方がまとまるのではないでしょうか｡

もう一つ屋嘉比先生の話で､人民の話なんだけど､やっぱり言葉として人民というのがこれまたいっぱ

いいろいろな重荷を背負っちゃっているので､ここで人民ということを言ったときに､多分否定的な意味

合いのほうが強いのかなと｡だから､難しいですよね｡

さっき/iッと思い浮かんだのは､人々なんだけど､ただ､人々というのは､全く抽象的であって､何か

主体ではないなという気もするので｡何て言ったらいいんですかね､これは本当に｡

○佐藤学氏 それが何かの主体としての人々だという感じはあまりしないかもしれないね｡我らとか私

たちのほうがまだいいのかな｡だけど､私たちって何だと言われたら困ってしまうわけで｡難しいですね｡

○屋嘉比収氏 今の関連で｡万葉集を歌う時代の人々を万葉人(マンヨウビト)という言い方があります

が､伊波普猷が古琉球の時代に ｢おもろそうし｣を歌った人々を称して ｢おもろびと｣と言っていますが､

それを歴史研究者の鹿野政直さんが､｢沖絶入｣と書いて ｢オキナワビト｣と読ませています｡それは､沖

縄人という人種的民族的な意味の帰属性を何とかやわらげたいという配慮で､沖縄 ｢ジン｣を ｢ピト｣に

していますけど､当事者としての主体的な側面がなかなか入りにくい気がします｡

やっぱりその部分は､理念としては ｢人民｣､しかし人民はマルクス主義的な色彩が色濃くあるので､誤

解を招きかねないし､語句としてなかなか難しい｡

マイクを持ったついでに､｢沖縄イニシアチブ｣の論者たちが､沖縄の大多数は復帰を選択したのだから､

国民として日本国家に沖縄人は主体的にかかわるべきだという議論を展開しています｡しかし､沖縄の大

多数の人々が復帰を望んだといいますが､何時の時期を指していっているのでしょうか｡復帰運動の歴史

過程における細部を検討しなければならない｡歴史的に見ても､例えば69年の2･4ゼネスト中止という

のは､大多数の人々が復帰運動に対する挫折を味わい､その後は不満と批判に変わったわけですね｡その

二､三年前から日米政府主導の返還協定や本土並み復帰に対して､基地の全面撤去を要求していた沖縄県

民から不平や不満が出ていた｡2･4ゼネスト中止を契機として､沖絶県民の多数は日米両政府主導の本

土並み復帰に対して批判的であり､復帰の内実が問われ復帰そのものの見直しが言われますが､日程が迫

っているとのことで日米両政府に沖縄県が押し切られた歴史的経緯があります｡

それを､あたかも60年代からずっと72年の復帰まで沖縄県民の大多数が復帰を望んでいたという大雑

把な認識で議論を進めることは大きな間違いです｡沖絶県民多数が望んでいたのは基地の全面返還による

復帰であり､日米両政府が推進した本土並復帰ではありません｡そのような細かな議論をせずに､沖絶県

民は復帰を選択したんだという結果論から､沖縄県民は今国民として､当事者として内部に入るべきだと

いう議論には組み出来ません｡そのことを一つずつ批判する意味でも､手続きも含めまして､｢復帰｣につ

いてもう一度再提起するというか､見直す問題提起としても､翁長先生の今日の問題提起を非常に重要で

あり､興味深く拝聴しました｡

○島袋純氏 恐らくスコットランドの自治政府の成立を見ると､ロック的な社会契約制津に基づく政府

の新設とうい発想に思えます｡例の､いわゆる ｢沖縄イニシアチブ｣なんてホップス的な発想で､いった

ん主権を譲渡したら､殺されようが､基本的人権を認められなかろうが､ヘリコプターが落ちようが黙っ

ておけと､そういう発想だと思いますよね｡ですけど､やっぱり悪い政府に関しては､革命権､抵抗権を

行使して政府をひっくり返すしかないじゃないかという発想が基本的にあるわけですよね｡

それで､社会を構成して､その社会が政府を社会的な安定を守るために構築するという発想がロック的

な発想で､人々というのに第一義的に社会の構成員であるというイメージですね｡それがあるんですよね｡

それでは社会というのはどうやって形成されるかというときに､人種とか､文化とか､伝統とか､当然､

社会的な一体性を持つためには､社会のメディアというのは文化であるし､言語であるし､いろいろな価

値観なので当然あるんですけれども､人種とかそういう発想ではないんですよ｡ですからピープルと言う
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ときに､そういうスコットランドではインド人が多数いるし､実を言うと､スコットランドというのは多

民族社会でケルト語しかしゃべらない人たちもいる｡そういう人は今少ないですけどいますし｡

ですから､より政治的な一つの社会を構成する意思を持った人々､それから政府を構成する意思を持っ

た人々という意思のほうが重要視されるんですよね｡

ですから､その沖縄人(オキナワビト)ということよりも､そういった新しく社会をどうにか安定化させ

て､それから政府をつくりたいと思っている集合体｡それをもって人々という発想のほうが非常にいいん

じゃないかなというふうに思います｡

だから､日本社会自体もそういうふうに変わるべきなんですよ｡そうしたら､もともとピープルという

概念はそういう意味で使われていたのに､わざわざ ｢国民｣に変えて､第三国人､石原さんみたいにそう

言ったり､在日朝鮮人の問題が戦後､結局ナショナリズムによってひどくなっていくという非常に大きな

問題を提起してしまったんじゃないかなというふうに思います｡

ですから､逆に沖縄の政府の構成の原理がそういったピープルという概念に基づけば､日本国の国家の

構成人に対する大きな挑戦になるということで､一つやってもいいんじゃないかなというふうに私は思っ

てます｡

それから講和条約､平和条約の第3条のことですね｡宮里政玄先生が､これが結局アメリカが沖縄で好

き放題やっていて､しかもこれが復帰後も引き続き継続してアメリカが好き放題やっている根拠になって

いるという話をされていたんですが､じゃこの3条自体､要するに沖縄の統治権分離ですね｡どこから来

ているかというときに､ちょっと今本をさがしてみたんですけど見あたらないんですけど｡

宇都宮軍縮研究所の発行している ｢軍縮研究｣で明田川融さんが書いてあるんですけれども､日本国の

中枢によって､政府によって､あるいは大本営によってだったかな｡要するに､日本の防衛のラインを決

めるときに､日本という概念の中に沖縄を入れなかったと文章が残っていると発表されています｡日本政

府そのものが日本という概念の中に沖縄を入れなかったんだということです｡だからそれが講和条約第3

条､こっちから引きずり出されて出てきたんだということです｡だからアメリカは正々堂々と分離したん

だから文句言うなということができるとなります｡潜在的主権ということは日本政府が後から言い出した

ことであって､本当は日本という範臆の中に日本政府も沖縄を入れてないじゃないかと｡証拠が残ってい

るだろうと｡そういうことを今明田川さんが言っているんですよ｡

何で今度はこれが出てきたかというと､本当は琉球王国時代の絡みも出てくるんですけれども､そこま

でさかのぼらないとしても､現実問題､平和条約の第3条が出てきたところで､日本国政府自体が認めな

かったというところが一つの大きな論点になって､だからこそ復帰をもう1回やり直すべきだという論点

にはなるかなと｡今､論理構成で考えて｡

ちょっと文章を今探して見つからなかったので言おうか迷っていたんですけど､そういう研究も近年の

発見もあるということです｡

○翁長陸治氏 北緯 30度以北は祖国防衛圏担っており､沖縄防衛の第32軍はそれ以南を軍管区とし

ていたので､布令1号は奄美以南をカバーしているのだ､という話は聞いてます｡

(発言する者あり)

立法素案の内容と同じぐらい､審議請求権の問題も私は重要あると考えていますので､二柱として研究を

進めていただく事を要望します｡

○佐藤学氏 そこのところを本当に詰めて考えてはいなかったと思うので､非常に重要な有益なご指摘

だったと思いますし､ほかにも何かとっかかりとなるようなことを考えなければいけないと思います｡と

にかく今日のご指摘は､この案をつくった後で､それをどう実現するかというところでは､一気にわーっ

と､ということしか考えてなかったので､そこのところで法的な根拠を打ち立てていくべきという､今日

のこのご指摘は本当に有益なものだったと思います｡ありがとうございました｡

○島袋組毛 最後に何かまとめて｡
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○翁長健治氏 基本法の素案作りと審議請求権の探索の二本柱にして研究を進めていただきたい｡発表

の機会を与えていただき､ありがとうございました｡当研究会の研究の進め方は､外部にも十分に開かれ

極めてユニークな運び方になっています｡
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