
 

 

＜辺野古新基地建設の強行に反対する憲法研究者声明＞ 

2019 年 1 月 24 日 
 
2018 年 9 月 30 日、沖縄県知事選挙において辺野古新基地建設に反対する沖縄県民の

圧倒的な民意が示されたにもかかわらず、現在も安倍政権は辺野古新基地建設を強行し

ている。安倍政権による辺野古新基地建設強行は「基本的人権の尊重」「平和主義」「民

主主義」「地方自治」という、日本国憲法の重要な原理を侵害、空洞化するものである。

私たち憲法研究者有志一同は、辺野古新基地建設に関わる憲法違反の実態及び法的問題

を社会に提起することが憲法研究者の社会的役割であると考え、辺野古新基地建設に反

対する声明を出すものである。 
辺野古新基地建設問題は、憲法 9 条や日本の安全保障の問題であると同時に、なによ

りもまず、沖縄の人々の人権問題である。また、選挙で示された沖縄県民の民意に反し

て政府が強引に建設を推し進めることができるのか、民主主義や地方自治のあり方が問

われているという点においては日本国民全体の問題である。政府が新基地建設をこのま

ま強行し続ければ、日本の立憲民主主義に大きな傷を残すことになる。こうした事態を

われわれ憲法研究者は断じて容認できない。直ちに辺野古埋立ての中止を求める。 
 

１ 「民主主義」「地方自治」を侵害する安倍政権 

沖縄では多くの市民が在沖米軍等による犯罪や軍事訓練、騒音などの環境破壊により、

言語に絶する苦しみを味わってきた。だからこそ 2014 年、2018 年の沖縄県知事選挙

では、沖縄の市民にとってさらなる基地負担となる「辺野古新基地建設」問題が大きな

争点となった。そして辺野古新基地建設に反対の立場を明確にした翁長雄志氏が県知事

に大差で当選し、翁長氏の死後、玉城デニー氏もやはり大差で当選した。沖縄の民意は

「新基地建設反対」という形で選挙のたびごとに示されてきた。ところが安倍政権はこ

うした民意を無視し、新基地建設を強行している。こうした安倍政権の対応は日本国憲

法の原理たる「民主主義」や「基本的人権の尊重」、「平和主義」、そして「民主主義」

を支える「地方自治」を蹂躙する行為である。「外交は国の専属事項」などと発言し、

新基地建設問題については沖縄が口をはさむべきではない旨の主張がなされることも

ある。しかし自治体にも「憲法尊重擁護義務」（憲法 99 条）があり、市民の生命や健

康、安全を守る責任が課されている以上、市民の生命や健康に大きな影響を及ぼす辺野

古新基地建設に対して沖縄県が発言するのは当然である。安倍政権の辺野古新基地建設

の強行は、「地方自治」はもちろん、日本の「民主主義」そのものを侵害するものであ

る。 
 

２ 沖縄県民が辺野古新基地建設に反対する歴史的背景 

そもそも沖縄の市民がなぜここまで辺野古新基地建設に強く反対するのか、私たちは

その事情に深く思いを寄せる必要がある。 
アジア・太平洋戦争末期、沖縄では悲惨な地上戦が行われた。日本の権力者は沖縄の

市民に徹底抗戦を命じた。ところがそのような徹底抗戦は、本土決戦を遅らせるための



 

 

「時間稼ぎ」「捨て石」にすぎなかった。沖縄に派兵された日本の軍隊及び兵士の中に

は、沖縄の市民から食料を強奪したり、「スパイ」とみなして虐殺したり、「強制集団

死」を強要するなどの行為に及んだ者もいた。「鉄の暴風」と言われるアメリカ軍の激

しい攻撃や、日本軍の一連の行為により、犠牲となった沖縄の市民は 9 万 4 千人以上、

実に県民の 4 人に一人にも及ぶ。アジア・太平洋戦争での日本軍の行動は、沖縄の市民

に「軍隊は国民を守らない」という現実を深く印象付けることになった。 
その後、アジア・太平洋戦争が終結し、沖縄が米軍に占領された時代でも、「軍隊は

国民を守らない」という現実は変わらなかった。朝鮮戦争や冷戦など、悪化する国際情

勢の中、日本に新しい基地が必要だと判断した米軍は、いわゆる「銃剣とブルドーザー」

により沖縄の市民から土地や田畑を強奪し、家屋を壊して次々と新しい基地を建設した。

現在、歴代日本政府が危険だと主張する「普天間基地」も、米軍による土地強奪で建設

されたという歴史的経緯を正確に認識する必要がある。さらには米軍統治下でも、度重

なる米兵犯罪、事故、環境破壊等により、沖縄の市民は耐えがたい苦痛を受け続けてき

た。 
 

３ 沖縄における「基本的人権」の侵害 

米軍や米軍人等により、沖縄の市民が耐えがたい苦しみを受けている状況は現在も変

わらない。在沖米軍や軍人たちの存在により、憲法で保障されたさまざまな権利、とり

わけ「平和的生存権」や「環境権」が著しく侵害、脅かされてきた。 
 
①平和的生存権（憲法前文等）の侵害 
「平和的生存権」とは、例えば「いかなる戦争及び軍隊によっても自らの生命その他

の人権を侵害されない権利」として理解され、豊富な内容を有するものだが、沖縄では

こうした権利が米軍人等による凶悪犯罪、米軍機の墜落事故や部品などの落下事故、住

民の生活を顧みない軍事訓練により侵害され、脅かされ続けている。その上、いざ米軍

が戦争などをする事態に至れば、沖縄が攻撃対象となる危険性がある。2001 年のアメ

リカ同時多発テロの際、沖縄への観光客や修学旅行者は大幅に減少した。こうした事実

は、有事となれば沖縄が米軍の戦争に巻き込まれて攻撃対象となると多くの人々が認識

していることを示すものである。 
 
②「環境権」（憲法 13 条、25 条）の侵害 
次に在沖米軍により、「良好な環境を享受し、これを支配する権利」である「環境権」

が侵害されてきた。たとえば米軍の軍事訓練が原因となって生じる「米軍山火事」は

1972 年の沖縄復帰後から 2018 年 10 月末までに 620 件も存在する。沖縄県の資料によ

れば、嘉手納基地や普天間基地周辺の騒音は、最大ピークレベルでは飛行機のエンジン

近くと同程度、平均ピークレベルでも騒々しい工場内と同程度の騒音とされている。こ

うした騒音のため、学校での授業にも悪影響が生じるなどの事態も生じている。米軍基

地内からの度重なる燃料流出事故の結果、土壌や河川が汚染され、沖縄の市民の生活や

健康への悪影響も懸念されている。沖縄にはあらゆる種類の「基地公害」があり、沖縄

の市民は「環境権」侵害行為にも苦しめられてきた。 



 

 

 
４ 「平和主義」の侵害 

歴代日本政府は、「沖縄の基地負担の軽減」「抑止力の維持」を理由に辺野古新基地

建設を進めてきた。しかし辺野古に建設が予定されている新基地には、航空機に弾薬を

搭載する「弾薬搭載エリア」、航空機専用の燃料を運搬するタンカーが接岸できる「燃

料桟橋」、佐世保の強襲揚陸艦「ワスプ」などの接岸できる、全長 272m の「護岸」な

ど、普天間基地にはない新機能が付与されようとしている。普天間基地には現在、「空

飛ぶ棺桶」「未亡人製造機」と言われるほど墜落事故が多い「オスプレイ」が 24 機配

備されているが、辺野古新基地には 100 機のオスプレイが配備されるとの情報もある。

以上のような辺野古新基地の建設は、「沖縄の基地負担の軽減」どころか「基地負担の

増大」「基地機能の強化」であり、米軍の「出撃拠点基地」「後方支援基地」「軍事訓

練基地」としての機能が一層強化される。辺野古新基地建設は基地機能の強化となるも

のであり、憲法の基本原理である「平和主義」とは決して相いれない。 
 

５ 「辺野古が唯一の選択肢」という安倍政権の主張の欺瞞 

安倍政権は、東アジアにおける抑止力として在沖米軍基地が不可欠と説明する。しか

し、沖縄に駐留している海兵隊は今後、大幅に削減されることになっている。しかも第

31 海兵遠征隊（31MEW）は半年以上も沖縄を留守にする、ほとんど沖縄にいない部隊

である。実際に東アジア有事を想定した場合、兵力は少なすぎる。第 31 海兵遠征隊に

組み込まれるオスプレイやヘリコプター運用のための航空基地が必要とされるために

普天間から辺野古に移転されるが、第 31 海兵遠征隊は自己完結性を持たず、長崎県佐

世保の強襲揚陸艦が沖縄に寄港し、海兵隊を積載して任務にあたる。安倍政権による「辺

野古が唯一の選択肢」との主張は欺瞞といわざるを得ない。 
 

６ おわりに 

日本本土の約0.6％しかない沖縄県に全国の米軍専用施設の約70.6％が集中するなど、

沖縄には米軍基地の負担が押し付けられてきた。そこで多くの沖縄の市民は、これ以上

の基地負担には耐えられないとの思いで辺野古新基地建設に反対してきた。ところが安

倍政権は沖縄の民意を無視して基地建設を強行してきた。2018 年 12 月 14 日には辺野

古湾岸部で土砂投入を強行した。ここで埋め立てられているのは辺野古・大浦湾周辺の

美しい海、絶滅危惧種 262 種類を含む 5800 種類以上の生物だけではない。「基本的人

権の尊重」「民主主義」「平和主義」「地方自治」といった、日本国憲法の重要な基本

原理も埋め立てられているのである。辺野古新基地建設に反対する人たちに対しては、

「普天間の危険性を放置するのか」といった批判が向けられることがある。しかし「普

天間基地」の危険性を除去するというのであれば、普天間基地の即時返還を求めれば良

いのである。そもそも日本が「主権国家」だというのであれば、外国の軍隊が常時、日

本に駐留すること自体が極めて異常な事態であることを認識する必要がある。「平和」

や「安全」が重要なことはいうまでもないが、それらは「軍事力」や「基地」では決し

て守ることができないことを、私たちは悲惨な戦争を通じて歴史的に学んだ。アメリカ

と朝鮮民主主義人民共和国の最近の関係改善にもみられるように、紛争回避のための真



 

 

摯な外交努力こそ、平和実現には極めて重要である。日本国憲法の国際協調主義も、武

力による威嚇や武力行使などによる紛争解決を放棄し、積極的な外交努力などを通じて

国際社会の平和創造に寄与することを日本政府に求めている。東アジアの平和は「抑止

力」などという、軍事的脅迫によって達成されるものではない。辺野古新基地建設は、

平和的な外交努力などによる平和構築を目指す日本国憲法の精神にも逆行し、むしろ軍

事攻撃を呼び込む危険な政治的対応である。私たち憲法研究者有志一同は、平和で安全

な日本、自然豊かな日本を子どもや孫などの将来の世代に残すためにも、辺野古新基地

建設に対して強く反対する。 
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