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1962/昭和 37年 4月   司法研修所修了 (第 14期)、 弁護士登録 (第二東京弁護士会)
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             )

2006/平成 18年 5月   同退官・弁護士再登録 (森 。濱田松本法律事務所 )

2011/平成 23年 6月   日比谷パーク法律事務所に移籍

安保法制関係活動記録                 .
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20150709 3聟
日「報道ステー

  ィンタビュー           (古 館伊知郎 )

20150809 :よ
頭I`:菫二ニ

ウ  「敗戦70年を迎えて」寄稿

20150826 日弁連・学者集団    日弁連と学者の共同記者会見

20150913

/1008  
しんぶん赤旗      インタビュー

20150918 TBSテレビNEWS23   インタビュー

20150915 参議院安保特別委員会  中央公聴会/At述人
       倉

述人 6名、質問者 11

20151000 WJ Gndependent Web  
岩上安

量二皇1了す群

・
 岩上安身

JournJ)      濱田邦ラ

マーティン・ファクラー元

20151009 
ヒユ~マンロライツ・ナウ  ～海外から見た日本の言論の  Newyork Times東京支

トークイベント      自由～           局長、中野晃一上智大

学教授

20151019 Rolling Stono日 本版   対談 :安保法制について
     喜敦1署

慶獨醸義菫基大学名

テレビ朝日テレ朝チャン シリーズ"安保法制"を考える⑩

20151020 ネル2「津田大介 日本  漬田邦夫元最高裁判所判事に 津田大介

にプラス」       聞く"安保法制"と憲法
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マ ニ フ ェス ト

自由で、平和な美 しい日本を守ろう :抵抗勢力は、知的なものに反発 しこれを圧

迫 し、人の尊厳を冒す言動をし、また幻想を追って自らのそして世界の現実を冷

静に見つめることを拒否する人々だ。第二次世界大戦終戦後 70年で日本が築

き上げてきた自由で豊かな社会、ユニークな国際的信用を大きく傷つけてはな

らない。この抵抗勢力が辿 っている戦前の暗黒の日本への逆コースを阻止 しよ

う :そのため、言論の自由、学問の自由そして憲法と法の支配をあくまでも守る

ために、皆で立ち上がろう :

2015年 10月 2日 弁護士 濱田邦夫

MANIFES丁 0

Defend a free, peaceful and beautiful Japan!

丁he Forces of Opposition to this are those who reject and oppress

intelligence, who say and dO outrageous thingis against human dignity】

and who are trapped in their illusion and refuse to objectively

recognize themselves and the reality of the world. We must not impair

significantly the free and affluent society and the unique

international reputation built up by Japan during the 70 years after

the end of the World War II. Let us checkmate the Reverse Course of

the Forces of Opposition leading toward the dark ages of Pre― War

Japan! 丁o do so,  let us stand up tO defend freedom of speech, academic

freedom and the Constitution and the Rule of Law!

HAMADA, Kunio, Attorney―at― law

θりLobθ′′ ′θ/J
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II

「敗戦 70年を迎えて」漬田 邦夫 ―弁護士(元最高裁判事)

昭和 20年 8月 15日正午過ぎの空は晴れわたり、青かつた。

静岡第一師範学校付属国民学校 3年生 (満 9歳 )であつた筆者は、同年 6月 19.日 の空襲で

焼け残つた東鷹匠町の我が家に、ひとりで留守番をしていた。終戦の詔勅のラジオ放送は聞き

取れたが、内容は良く分からなかった。しかし、「堪へ難キヲ堪へ 忍ヒ難キヲ忍ヒ」などの部分

から、「大東亜戦争」に日本は負けたらしい、とは分かつた。

この大戦で、筆者の家族や親族から死傷者は出なかつたが、静岡の空襲直後に、自宅近くの

路上に上半身のない焼死体を見た記憶がある。戦中・戦後の食糧難や、広島・長崎に落とされ

た「新型爆弾」など、戦争はもうたくさんと思つた筆者の原点がある。

中心部が焼け野原となつた静岡市に、間もなく「進駐軍」のアメリカ兵が姿を現した。濃い草色

の軍月長の右肩に馬の首のマーク(第 7騎兵隊か ?)をつけ、馬の代わりにジープを乗り回して

いた。それまで伝えられていた「鬼畜」のイメージとは、やや異なつていた。

空襲警報のサイレンがなくなり、夜の灯火管制もなくなつたことにはほつとしたが、大人たちの

言動が敗戦の前後で一変したことに、子供ながら違和感を覚えた。そのわだかまりもあり、自

分では米兵に対し「ギブミーチョコレート」とは絶対に言わなかつた。(そのためか、米兵から直

接物をもらったことはほとんどない。)

学校の教科書には部分的に墨を塗らされ、またかなり厚手の副読本の「民主主義」が配られ

た。戦後の「民主教育」の始まりである。筆者の世代は、戦前の教育と戦後の教育の両方を体

験し、今日まで 70年の間、新憲法の下で自由な民主主義社会と経済発展、そしてその変容を

謳歌ないし詠嘆したと云えよう。
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最近の我が国の政治状況は、この憲法と民主主義の視点からみると、由々しき段階に直面し

ている。戦後民主主義教育の申し子であり、かつ半分引退したとはいえ法律専門家である筆

者は、勇気をもって自分の考えを世に問う必要がある。今できるだけ多くの人々が発言をしな

いと、愚かな戦争に至つた戦前 (これが 70年前の戦争のことなのは、世界的に見て稀有なこと

である。)の道筋を、日本が再び辿ることになる。

今我が国の政治および社会に必要なことは、幻想 (一方的に作り出された、現実から遊離した

自己満足)に振り回されずに、自分自身、家族関係、近隣口地域社会、日本全体、東アジア、世

界全体の現実を冷静に把握口分析することである。政治の目的は、国民の生命・財産を守り、

その福祉を増進し、近隣諸国および世界各国との良好かつ建設的な関係を確立することであ

る。そのためには、政治家に(また主権者の筈の国民にも)知性、品性および理性が必要であ

る。

近隣諸国との関係においては、過去に実際に起こつたことおよび日本人が国として、また個人

として行つたことをしつかりと受け止め、清算する必要がある。各国の国内事情からくる国際法

的には必ずしも適正ではない要求に対処するためには、ただこれに反発して、「反省はするが

お詫びはしない」といつた傲慢な態度をとるべきではない。できるだけ客観的な歴史認識を共

有するための真摯な努力を、相互にしなければならない。現世利益である経済の観点から見

ても、その方が関係各国 (また各国民)にとり、よほど益しである。

我が国の世界への貢献は、その文化、経済力および技術力によつて行うべきであり、軍事力に

よつてではない。自衛に限定された軍事力を超えてこれを保持しようとする試みは、単に軍事

力増強の悪循環を地域的にまた世界規模で招くことにしかならない。これは過去 70年で積み

上げられた、特定の使命感に囚われない経済・技術口文化の利用による相手国または地域の

自力での発展を援助する、平和国家としての我が国のイメージを著しく損なう暴挙である。

世界各地で起こつているいろいろな紛争に対処するためには、経済援助や技術供与といつた

対応の他に、日本文化の伝統である「曖昧さ」ないし「白黒の決着に固執しない態度」で利害を

調整する技法も利用できるはずである。もっとも、短期的な現実利益を実現するために、中期

的口長期的な「正義」や「公平」の理念を忘れてはならないのは、云うまでもない。

国内的には、一部の政治家とその仲間による度を過ぎた言論操作や自由な意見表明を押殺し

ようとする態度に、国民は総力を挙げて反対すべきである。そのためには、自由で批判精神を

持つメディア、平等な投票権に基づく国民の政治参加、司法の役割の発揮およびその尊重が

不可欠である。また、国民の一人一人が、自由に生き生きと「今」を生きられる社会を、不断の

努力により築き上げ維持してゆく気概を持ち、そのために力を尽くすべきである。

弁護士 濱田 邦夫

(2015年 8月 9日記)
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