「ファスレーン３６５」と非暴力直接行動の持つ意味
― 核廃絶，社会運動，さらには国防の手段として ―
(於・長崎市民会館，2008 年 10 月 11 日，佐賀大学理工学部教授 豊島耕一)
１．はじめに

Ｏ司令官のジャック・シーハン氏の次のような発
言を伝えている．

今から１０年前，１９９９年６月８日付の，ア
ンジー・ゼルターらによる直接行動を伝える電子

「きわめて近いうちに，英国が最初に核兵

メールから始まった筆者のイギリスの核廃絶運動

器を放棄する国連常任理事国になる宣言を

との関わりは，８年後，２００７年の夏には日本

すると，私は考えている．英国政府は，多

チームを編成して現地行動に参加するというとこ

くの確かな根拠に基づき，そうすることが

ろまで発展した．この反核運動団体は「トライデ

できるし，世界を主導することが，完全に

ント・プラウシェアズ」と称し，非暴力の直接行

可能だと考える．」

動でイギリスの核を廃絶しようとする運動である．
「そうなればとたんに，何故フランスが核
数年前までは，英国の活動家を日本に招いての講
システムを保有しているのかが問題になる
演やウェブサイトの翻訳など，この運動を日本に
だろう．また，米国とロシアが，現在の核
紹介することが主な活動だったが，０６年からは，
態勢の路線変更をして，対話構築の方向に
現地の活動「ファスレーン３６５」に直接参加す
向かわせるはずみとなる．」
るための準備に着手し，より深くコミットするよ
うになった．

前段の部分は，私たち「ファスレーン３６５日
本」の宣伝用リーフレットのタイトル「核兵器を

この「トライデント・プラウシェアズ」そして
なくすきっかけが英国に！」とぴったり符合する

基地封鎖行動「ファスレーン３６５」については，

し，後段の言い方も，この運動を呼びかける際に
本誌０６年４月号[1]に，また「証言２００７」[2]
筆者が繰り返し使ったレトリックと全く同じであ
にと，長崎の出版物には繰り返し書く機会をいた
る．もちろんシーハン氏が「盗作」したわけでは
だいている．また東京・岩波書店の「世界」０８
なく，イギリスの非核化の可能性とそれが持つ重
年１月号[3]に，日本チームの０７年夏の封鎖行動
要な意味が広く認められつつあるということであ
を中心に８ページの文章を発表している．した
り，大いに希望が持てる．
がってそれらとの重複は避けたいとは思うが，こ
の一連の話題について聞くのは初めての方もおら

２．核をめぐる世界の状況と反核運動の新しい

れると思うので，最低限必要なことは繰り返しを

流れ

いとわないことにする．

世界には 2008 年 1 月現在で 21,000 発の核弾頭

イギリスの核をめぐっては軍の元高官らの発言

が配備または貯蔵されており[5]，依然として「オー

が最近メディアで話題になっている．そのうちの

バーキル」状態である．米国のオバマ新政権でも

一つ，１月２９日の BBC の報道[4]は，元ＮＡＴ

「ミサイル防衛」構想は継続され，配備対象とさ
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れる東ヨーロッパや日本周辺で緊張が高まるおそ

もちろん直接核兵器に触れるのではなく（それは

れがある．しかし一方では，世界には７つの非核

危険すぎる），周辺施設や業務に干渉し妨害する

地帯条約があり，そのうち４つが発効している[6]．

ことで，核兵器を使用不能にすることを目指す．

日本に関しては，北朝鮮，韓国，日本と対象とし

ただし相手はもちろん自分たち自身の安全を確保

た「東北アジア非核地帯構想」が提案されている．

するため，非暴力を貫く．

来年は NPT 再検討会議が開かれ，前々回 2000 年

この運動の手引き書「トライ・デンティング・

の核兵器国による「核廃絶への明確な約束」を是
イット・ハンドブック」[7]の冒頭では，「私たち
非とも実行させる道筋を付けなければならない重
の核兵器廃絶行動は広く認められている国際法の
要な年である．
原則に基づいて，現在進行中の犯罪行為を阻止し
原水爆の誕生以来，世界ではさまざまな反核運

ようとするものである」と述べ，国際法を根拠と

動が行われて来た．わが国では，第五福竜丸の被

した実際的な「阻止」活動であるとしている．こ

爆を契機として東京都杉並区の主婦たちが始めた

の運動の必要性，有効性への確信については次の

原水爆禁止の署名運動は，1955 年の原水禁世界大

ように述べている．「核兵器廃絶運動の一つ一つ

会へと発展し，これが日本の原水禁運動の出発点

が総合的に圧力をかけるのであり，数多くの平和

となる．イギリスに於いては 1958 年の CND（英

運動のうちのどれが，最終的に核による大虐殺の

国核廃絶運動）結成と，核兵器工場に抗議する「オ

瀬戸際から世界を引き戻せるのかは，誰にも分か

ルダーマストン行進」が反核運動の重要な一歩と

らないであろう．しかし，私たちの核兵器廃絶運

して歴史に刻まれている．

動が効果のあるものであり問題解決の重要な部分
であることは確信できる．」また，アンジーが岩

これらの，いわば反核運動のメインストリーム
波の「世界」に寄稿した文章[8]では，「イギリス
は，紆余曲折を経ながらも今日までの長きに亘っ
の平和運動が低調になっている今，それは私たち
て重要な役割を果たし続けている．そして部分的
のエネルギ− をもう一度活性化させ」るものにな
核実験停止や，未発効ながら包括的核実験禁止条

るだろうと述べ，多様な運動への刺激となること

約の制定，それに核拡散防止条約など一定の成果
も期待している．
を上げていると言えるかもしれない．しかし残念
ながら核兵器の垂直・水平の拡散は止まらず，運

３．「市民による核廃絶」と裁判

動が「成功している」などと言える状態からはほ

TP は 1998 年 5 月の創設以来 [9]さまざまな成

ど遠い．

果を挙げている．一見過激な行動にもかかわらず
そのような状況を変えるべく，実際的・効果的

警察との間に信頼関係を築き，幅広い市民の支持

な核廃絶運動を目指してアンジー・ゼルターらが

を集めているのは驚くべきことだろう．2001 年に

始めたのが「トライデント・プラウシェアズ」（以

は第二のノーベル賞と言われるライト・ライブリ

下 TP と略）である．これは，単に署名や請願だ

フッド賞を受賞し，平和運動として世界的にも認

けでなく，市民が直接に核兵器を「非武器化」し

知された．

ようというものである．国際法的にもまた道徳的

TP の活動の中でも特筆されるもので，また筆

にも，市民にはその権利と義務があると考える．

者がこの運動と関わるきっかけとなったのが，
「メ
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イタイム」非武器化事件とその裁判である．これ

ジーはこの高裁審理のことも含めて “Trident on

については本誌 21 号[1]に詳細に書いているので，

Trial”という本[11]にまとめている．

簡潔に要約する．

判決から半年後の 2000 年 3 月，「支援する会」

1999 年 6 月 8 日 19 時，イギリスとデンマーク

ではアンジーを日本に招き，「３月のメイタイム」

の中年の女性３人が，グラスゴーにほど近いゴイ

と称して北海道から沖縄まで８都市１０会場で全

ル湖(入り江)の原潜関連施設にゴムボートで侵入

国縦断講演をしてもらった．広島では講演の主催

し，内部の操作盤やコンピュータを家庭用ハン

者に「脱獄して来るのか？」との問い合わせがあっ

マーで破壊した．この施設は核ミサイル潜水艦の

たという．共同通信の配信によっていくつかの地

隠密行動が可能になるよう，その音響・磁気特性

方紙がこの講演を報道した．また大阪ではローカ

をテストするためのもので，従って核兵器システ

ルテレビ局が取り上げ，アンジーのインタビュー

ムの重要な一部である．

映像が関西の茶の間に流れた．講演内容は岩波の
月刊誌「世界」の同年 10 月号[12]に掲載されてい

この３人のうちの一人がアンジーだった．この

る．
３年前，彼女と別の３人が，戦闘機をハンマーで
壊してインドネシアへの輸出を阻止するという行

TP による直接的な非武器化活動は，このメイ

動をやり，しかもそれが無罪判決を受けていた．

タイム事件以外に主なものが二つある．一つは不

これに関して私はアンジーとメールのやりとりを

一致陪審で事実上の無罪，もう一つは有罪となっ

していた矢先だったので，冒頭に書いた電子メー

たが，刑期に相当する期間を超えて拘置されてい

ルを受け取ることになったのである．「メル友」

たため裁判の終了とともに釈放されている．また

が投獄されたのを放ってはおけないと，8 月初め

核兵器以外を対象としたものでは，アメリカのイ

に数人で支援組織を結成し[10]，著名人からも賛

ラク侵略に使われるのを防ぐために，TP のメン

同を得て活動を開始したのがそもそものはじまり

バーを含む５人が 2003 年２月，アイルランド，

である．

シャノン空港で米機を損壊した事件がある．ダブ
リンの陪審は 2006 年 7 月に全員一致で無罪評決

イギリスの裁判は日本と違って速い．被爆者を

を下した．
証言者として送れないものか，などと考えている
うちに半年後に地元グリーノックの裁判所で判決

TP の公開された行動としては，定期的なファ

が出た．それも無罪判決である．ほとんど労せず

スレーン基地などの封鎖がある．2001 年 2 月の「大

して共有できたとはいえ勝利の喜びは強烈なもの

封鎖」には千人以上が参加し，逮捕者は 385 人に

で，当時一緒に活動した広島の大庭里美さん（故

のぼっている．最近では昨年１０月に「オルダー

人）に筑後の酒を送り，「遠隔乾杯」をしたもの

マストン大封鎖」が実施され，この時の逮捕者は

である．

３０名だった．

日本の裁判と違ってイギリスでは一審で無罪判

このような投獄も恐れない勇敢な，しかしあく

決が出ればそれが確定する．これを放置出来ない

までも非暴力を貫く TP の行動はイギリスの，特

と考えた政府は，「法務総裁の事件付託」と呼ば

にスコットランドの世論に大きな影響を与えてい

れる非常にまれな司法手続きに踏み切った．アン

ると思われる．イギリスが引き続き核戦力を維持
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し続けるべきかについての 2006 年時点での世論

ことに，わが国のメジャーな反核組織である原水

調査では，イギリス人の 59%がこれにノーと答え

協と原水禁の名前が入っていない．（ただし，後

ている[13]．やはり，署名などの「言葉」だけで

述する日本実行委員会に関しては，団体として原

はなく，行動こそが強い説得力と影響力を持つの

水禁が，個人として原水協の土田弥生事務局次長

であろう．

から賛同をいただいた．）個人では 2003 年のノー
ベル平和賞受賞者であるイランのシリン・エバ

４．新プロジェクト「ファスレーン 365」と日

ディーさん，スコットランド議会や英国下院の議

本からの参加
員多数が賛同している．
TP のウェブサイトの更新も少なくなり，運動

この壮大かつ重要なプロジェクトに，唯一核戦

が低調になったかと思っていたところ，アンジー
争を体験した国の平和運動が参加しないなどとい
の発案による新しいプロジェクト「ファスレーン
うことは到底あり得ないと思った私は，さっそく，

365」のニュースが入ってきた．現行の核兵器シ

反核団体はもちろん，諸団体や著名人に賛同と参

ステムが 2025 年頃退役するため，その「更新」

加を呼びかけることにした．むしろ，このような

が英国議会の内外で問題になっていた．８兆円と
エキサイティングな活動には多くの団体が引きつ
もいわれる膨大なお金を使ってまでこれを更新す
けられるだろう，特に反核団体なら二つ返事で参
べきかどうかは当然政治的問題になるので，この
加を表明するだろうから，そのような大組織に「丸
機会に世界中の市民が協力して英国政府に核廃絶
投げ」すればそれで私の役目は終わると思ってい
の圧力をかけようという国際プロジェクトである．
た．メールや電話だけでは説得は難しいと思った
英国の核兵器は４隻の原子力潜水艦に積まれて

ので，０６年の夏に数日間の休暇を取って「東京

いる「トライデント」ミサイルがすべてで，しか

オルグ」に出かけた．２日間かけて，グリーンピー

もその基地はスコットランド・グラスゴー近くの

ス・ジャパン，原水禁，日本青年団協議会，日本

ファスレーン１カ所である．そこでこの基地を世

反核法律家協会，日本ＹＷＣＡ，日本被団協，新

界の市民が交代で２４時間，１年３６５日封鎖し

日本婦人の会などを回った．原水協の事務局とは

続けて，実際に基地の機能を麻痺させようという

メールや電話でやりとりしていたが，担当者出張

野心的なプロジェクトだ．反核団体だけでなく，

のため訪問は出来なかった．

核兵器が資源の浪費であるという点から，自然保
結果は私の期待（妄想？）に大きく反するもの
護団体や福祉関係の運動団体にも幅広く呼びかけ
だった．いずれの団体も「賛同」については検討

がなされた．期間は 06 年 10 月 1 日からの１年間

を約束してくれるものの，「参加」というとなか

である．
なか難しい．組織だから即答出来ないのは当然と
直接行動という運動の性格にもかかわらず，幅

しても，参加への「前向きの検討」の約束を得る

広い団体や個人が賛同を表明した．その中には，

ことも困難だったのである．やはり「直接行動」

冒頭に触れた英国最大の反核団体 CND，グリー

は敷居が高いようだ．それも海外での，逮捕覚悟

ンピース，国際平和ビューロー（IPB，1910 年に

の行動とあればなおさらだろう．しかし「逮捕覚

ノーベル平和賞），そして我が国ではグリーンピー

悟」と言ってもこの活動に限っては極めて特殊な

ス・ジャパンやピースボートなどがある．残念な

状況にあった．つまり，逮捕されてもほとんど確
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実に一晩で釈放され，罪にも問われないという「慣

竹岡勝美さんなど多数の個人から賛同をいただい

習」が現地ではほぼ確立していたのである．これ

た．

は一つにはこれまでの TP の警察に対する対話の

５．オリヅルと孟宗竹による封鎖

姿勢とそれによる相互の信頼関係のおかげであり，
そして何よりも膨大な数の逮捕者数（執筆時点の

「ファスレーン３６５」本部の実施要項[14]に

2 月 24 日の TP ウェブサイトによると 2,240 名）

よると，各チームは最低 100 名で編成されること

のため，いちいち裁判していたら司法事務が麻痺

になっているが，それには遠く及ばない 12 名で

してしまうという，警察・司法側の実際的な事情

現地に赴くことになった．そして行動日は 7 月

によるものだ．

25ー26 日と設定した．もっともこの 100 名という
基準はスタート時点から満たされていなかったし，

このような「安全性」を詳しく説明し，また，
「連日切れ目なく」ともいかず，ウェブサイトの
やや冗談めかして「留置場一泊付きの海外ツアー
封鎖カレンダーもとびとびにしか埋まっていない．
など，どこの旅行会社もやっていませんよ」と持
ちかけるのだが，そう簡単に信じてもらえるもの

メンバーは，福岡から大学教員や語学スクール

でもない．もちろん相手のあることなので，「一

経営者など５名，長崎から「証言の会」のメンバー

晩で釈放」が絶対確実とは言えない．そこになに

を中心に被爆者を含む５名，広島の大学院生，東

がしかのリスクは個人で引き受けなければならな

京の主婦と，多士済々である．これに現地で，ファ

いが，その場合でもたかだか交通反則金程度の罰

スレーン３６５運営委員のメンバー３名に加わっ

金である．日本で「逮捕」と言えば一生を左右す

てもらう．この現地スタッフのおかげで，わずか

るほどの一大事になりかねないが，イギリスでは，

２日前の先遣隊の現地入りでもなんとかなったの

少なくともファスレーンでは全く異なるのである．

である．拠点としたロッホローモンド湖畔のユー
スホステルに全員が揃ったのは封鎖行動の実に前

「丸投げ」に失敗した後，大組織に頼らず独自
日であった．
にチームを作って派遣することにし，知り合いな
どに呼びかけて 06 年 9 月に福岡を拠点に実行委

夕方から始まった準備のミーティングはこの行

員会を設立した．しかし実行委員会は出来たもの

動の参加者に必須とされる「ワークショップ」を

の，実際に現地に行こうと言う人がなかなか出て

含むもので，自己紹介から始まり，各人の参加モー

こない．そこに長崎の被爆者の方がまとまった数

ド（逮捕覚悟か支援か）の確認，逮捕された時の

で参加を申し出られたため，ようやく実現の可能

注意事項や連絡先を書いた“bust card”の説明と

性が見えてきた．

続く．司会はロンドンの「アクロニム研究所」所
長レベッカ・ジョンソンさんが務めた．彼女はファ

以前からの，団体や個人の賛同を募る活動も継
スレーン３６５の運営グループのメンバーとして
続して行い，グリーンピース・ジャパン，原子力
現地に常駐していた．そしてメインの折り鶴によ
空母の横須賀母港問題を考える市民の会，原水爆
る封鎖と「バンブー・ロックオン」の練習をする．
禁止日本国民会議，佐賀県原水協など１４団体か
ら，また，被団協事務局長の田中熙巳さん，原水

オリヅルによる封鎖は，日本から持ってきた大

協事務局次長の土田弥生さん，元防衛庁官房長の

きめの折り鶴を道路に並べて，人間もそこに座り
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込むというものだ．バンブー・ロックオンの「ロッ

現場には午前１０時１５分頃到着して準備を始

クオン」とは，プラスチックなどの筒の中で二人

めた．しばらくすると地元のクエーカーの人たち

が手と手をカラビナでロックするもので（写真参

約１００名が支援に駆けつけてくれた．彼らの存

照），これを警察が排除するには，その筒を横か

在は，後述するようにわれわれの「バンブー・ブ

ら徐々に切り開かなければならず，かなりの時間

ロック」の成功の鍵となった．

を稼ぐことができる．現地の活動でよく行われる
手法だが，日本のカラーを出すためにこの筒とし
て太い孟宗竹を日本から持ち込んだ．
ホステルからマイ
クロバスで現場に向
かう途中，基地が見
下ろせる丘の上で車
長崎・原爆公園の「平和の泉」の水を参加者の手に注ぐ

を降りて，めいめい

森口貢さん（井手尾弘氏提供）

写真を撮る．最高の

基地ゲート前での原爆パネルの展示や，長崎平

技術力と頭脳を結集

和公園の「平和の泉」から持ってきた水を参加者

した，しかも最も

の手に注ぎかけるという即席のセレモニーと続く．

愚劣な「公共事業」

２０枚ほどの写真と絵画のパネルを，歩道横の柵

の現場がそこに

に立てかけて並べる．これを日本から持ち込んだ

あった．スコット

九大教授の三好さんが，頭骸骨の横に若い女性が

ランドの美しい自然の一部がもっぱら大量殺戮の

呆然と立っている一枚の写真を，「この骸骨はこ

ためだけの施設に占拠されている．海に突き出た

の女性のお母さんです」と警官の一人に説明した．

大きな建物やクレーンが見え，その近くに，停泊

その警官は真顔で真剣に頷いたと言う．ある警察

「ロックオン」に使う金具．同
じものを付けた仲間と管の中で
ロックし合う．現場で使ったの
と同様の品物を日本の日曜大工
店で見つけて再現したもの．

官は，長崎のメンバーの一人に，「自分も核兵器
には反対だ」と公然と述べている．スコットラン
ドの世論の８割が自国の核兵器に反対だが，警官
でもその割合は同じだろう．
６．「核戦争の準備を妨げる」
封鎖行動は，現地時間２５日１３時５８分頃， 先
ずわれわれのメンバーのうち４人の女性と１人の
若い男性が，折り鶴をゲート入り口に並べてその
基地に到着して警官に挨拶

すぐ後ろに座り込み，ゲートの通行を遮断して始
している原潜の司令塔と思われる四角いものが水
まった．警官はこの５人が道路に出るのを阻止す
面に出ているのが確認出来る．
るのではなく，ちょうど基地に入ろうとしていた
大型トラックの方を止める．５人は互いに手をつ
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ないで「原爆許すまじ」を歌って座りつづけたが，

逮捕・留置というのは，国内外を問わず私にとっ

５分ほどすると警察官がまず折り鶴を撤去，その

て初めての経験だったが，TP との長い付き合い

後５名の手を引いて歩道に排除した．

から，予想通りの展開だった．とは言え初めて独
房に入った瞬間というのはやはり新鮮な印象を受
けた．部屋の中のむき出しの便器，ドアノブのな
いのっぺらぼうのドア，窓は明かり取りの天井だ
けである．
読み物は留置場の必需品とされていたので，厚
めの小説を持ち込んでいた．それを読んだりして
時間を過ごしたが，それに飽きるとこの部屋の「測
量」をすることにした．紙と鉛筆を要求したら，
何十枚もの A4 の用紙をもらったので，それを並
べて物差しにする．まず床の縦と横の長さを測る．

オリヅル封鎖．貞子のオリヅルは「祈りのツル」から「行
動するツル」へ（アダム・コンウェイ氏提供）

次にその紙を目の前にかざし，その長い方の端を

「オリヅル封鎖」の５名が座り込んでいる最中

入り口側の壁に視線で「投影」してその対角線を

に，長崎の被爆者，フィンランド人女性，同僚の

引き，それと，中央に位置するドアの中心線との

大学教授，そして私の５名で編成した別のグルー

交点を記憶する．その，文字通り「目印」を付け

プが，「ロックオン」による封鎖を試みた．一組

た交点の，床からの高さの二倍が天井の高さとい

の３人は首尾よく道路に展開し， ロックオンを

うことになる．また，ドアの内側に貼ってあった

成立させることができたが，長崎の森口正彦さん

囚人の権利などを書いた文章を全部写し取った．

と私の２人は，道路に出たところで警察官に拘束
翌２６日２日目は，メンバーの多くが留置場に

されてしまった．逮捕され，両手を警官に握られ
ているとき，本稿冒頭のメールの主であり，TP

入ったため封鎖行動は中止となっていた．釈放さ

の活動家であるジェーン・タレンツさんがニコニ

れた４名も合流して遅い昼食を取った後，地元ヘ

コしてやって来て，「おめでとう．これで一人前

レンズバラの平和運動グループの歓迎集会に呼ば

ね」という調子でハグした．両手が自由にならな
い私はハグして返すことはできない．
すぐ近くの，フェンスで囲った土地に警察の車
が止めてあり，そこで名前を訊かれたり写真を撮
られたりした．取り調べ担当の女性の警官の机に
は「ハリー・ポッター」の完結編が読みかけのペー
ジで伏せてあった．拘束時や取り調べでの警官の
態度はフレンドリーで，手錠なども使用されない．
５名はクライドバンク警察署に護送され，“breach
バンブー・ブロック．奥から上山耕平，アンナ=リネア・

of the peace”という罪名を告げられた．

ルンドベルグ，三好永作の３氏．（アダム・コンウェイ
氏提供）
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れた．２７日には一行はエディンバラでのガーデ

外は，最終的にはほとんど完璧な展開になった．

ンパーティーに招待され，市議会議員のイーワ

まるでドラマを生身で体験しているようだった．

ン・エイトキン氏，国会議員のナイジェル・グリ
もちろんわれわれ１２名だけの力では今回の行
フィス氏はじめ，十数人の市民と懇談した．（グ
動の成功はあり得なかった．日本チームの行動全
リフィス議員は，３月にブレア首相がトライデン
般を完璧にサポートしてくれたレベッカさん，マ
ト更新を議会にかけた際，これに反対票を投ずる
イクロバスの運転と，たくさんの写真撮影をして
ために閣僚を辞めた人である．）席上，桜の木の
くれたアダム・コンウェイさん，それに，われわ
贈呈のセレモニーが行われ，また，森口正彦氏は，
れの封鎖行動に加わってくれたアンナ＝リネア・
長崎から持参した被爆瓦をグリフィス議員に贈呈
ルンドベルグさんの３人はとりわけ不可欠の存在
した．
だった．そして１００人もの集団でギャラリーと
してわれわれの行動を見守ってくれた地元のク
エーカーの皆さんの存在は，それによって現場が
大いに盛り上がったというだけでなく，その人垣
で３本のバンブーをうまく警察の目から隠しおお
せ，少なくとも一組の「ロックオン」を成立させ
ることができたのだ．
遡って 07 年 1 月，筆者はこのシリーズの別の封
鎖行動にも参加していた．“Academics’ Trident

留置された警察署のロビーの「いらっしゃいませ」のパ
ネル．もちろん逮捕された人は裏口を通るのでこのパネ
ルには迎えられない．
（井手尾弘氏提供）

Seminar Blockade”と称し，核兵器基地のゲート

封鎖行動翌日の現地の新聞は日本チームの行動

研究者による「学会」である．学生も含め約 70

を大きく報道した．スコッツマンは日本チームの

名が参加し，発表は筆者を含め 14 名であった．

メンバー数名の発言にスペースを割き，また長崎

サセックス大学名誉教授の R.ジョリー氏，日本語

からの参加者２人の被爆体験も掲載するなど好意

に訳された著書もあるブラッドフォード大学名誉

的であった．

教授の M.ランドル氏など著名人も参加していた．

を塞ぐように会場を設定して開かれた大学教員・

これについては「証言 2007 ヒロシマ・ナガサキ

７．自他ともにエンパワー

の声」に詳しく書いたので参照頂きたい[2]．

人手もお金もない小さなグループによる企画な

もしかすると今回の行動は，日本の市民による

ので，準備不足や不手際はいくつもあった．しか
海外での初めての組織的な非暴力直接行動となっ
しいろんな偶然が次々と積み重なりながら，その

たのかも知れない．国内でも，沖縄の辺野古や高

偶然によって困難が生じたりもするが，結局はま

江の活動が広く知られて，このような行動形態が

た別の偶然によって救われる．深刻な危機もあっ
今後発展することが期待される．単なるビラ配り
たが，なんとか乗り越えることができ，準備して

が「直接行動」とされてしまうような情けない状

いた基地司令官への手紙を届けるのを失敗した以

況は変えていかなければならない．
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「ファスレーン３６５」の期間中にイギリスと

あれば“違法性阻却”とされるのである．むしろ

スコットランドでは大きな動きがあった． 07 年

「私人による法の執行」と言うべきかも知れない．

3 月，英下院でトライデントを「更新」するとい

犯罪は私人によって行われるだけではない．疑

う政府提案を審議され，この運動や内外からの反
いなく，最大規模かつ最悪の犯罪は国家という組

対にもかかわらず，409 対 161 でブレア首相の提

織によって行われる．したがって私人（市民）に

案が可決された．しかし与党内から 88 人の造反

よる法の執行の対象も，国家機関の命令で動く人

が出て，しかも前述のように N．グリフィス議員

間に及ぶこともありうる．汚職など私的な動機に

は反対するため政府閣僚を辞任した．
よるものは別として，戦争準備のような国家意志
一方，その二ヶ月後のスコットランド議会選挙

として行われる犯罪に対しては，官憲による取り

では，英国からの核廃絶を主張する SNP（スコッ

締まりはまず期待出来ず，市民の役割が決定的に

トランド国民党）が第一党になり「非核の政府」

なる．核兵器の保持と使用の威嚇はまさにこれに

が実現した．自治政府の首相に就任したサモンド

当てはまる．

党首は，自治政府と市民団体の共同で「トライデ
このような「市民による国際法の執行」という
ント・サミット」を開催したり，各国政府に核廃
考えに基づく非暴力直接行動をさらに一般化して，
絶活動への協力を求める書簡を送った．また同政
民主主義制度の下においても，その機能不全を補
府は，スコットランドから核を廃絶するための方
うための活動として幅広く認めることが出来るだ
策を探る専門家チームを設立した[15]．メンバー

ろうか？非暴力直接行動について広く論じた M.

にはわれわれの封鎖行動に参加・協力してくれた

ランドルの著書「市民的抵抗」の中の言い方では，
レベッカ・ジョンソンさんも入っている．このス
「市民的抵抗は民主主義の成立に重要な役割を果

コットランドの大きな変化は，多かれ少なかれ TP

たしたが，いったん代表制が打ち立てられたら，

やファスレーン３６５の運動の成果と言えるだろ

これは役割を演じ続けるのか？」（[16]の 202 ペー

う．

ジ）という問題である．理屈の上からは，自由な
８．直接行動の必要性と正当性

選挙という制度があるのだから，それによる意見
反映という手段によるべきだということになろう．

ここで，非暴力直接行動の正当性の問題につい

かつては CND 内部にも，直接行動は「非民主的

て，少し一般的に考えてみよう．この言葉からは，

な行動」との批判があった．
多くの人は，たとえ非暴力であっても法を犯すも
ので，良識ある市民とは縁遠いものとの印象を持

しかし多数決でも決めてはならないこともある

たれるかも知れない．しかし日常生活においても，

し，また，制度のタテマエに反して多数の意志が

われわれがこれに相当する行動を求められる場合

政府に反映しないようなメカニズムが存在すると

があることに注意する必要がある．目の前で犯罪

いう問題がある．政治権力を握った集団は，明示

が行われる時，可能であれば人はその犯罪者を逮

的な政治制度以外にも支配の網の目を張り巡らせ，

捕しなければならない（現行犯における私人によ

支配される側をいろんな意味で動けなくしてしま

る逮捕）．通常，逮捕・監禁は違法行為であるが，

うということがある．そしてなによりもメディア

より重大な犯罪を防止するためなど正当な理由が

を支配することで，支配される側の政治的認知力
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を低下させ，あるいは欺く．支配される側は，認

ある．もし相手が暴力に訴えた時これに暴力で応

知力低下のため，それとは知らずにみずからの利

えると「正義」は半減する．柔道においては，自

益と正反対の勢力に投票してしまうのである．

分の力で相手を投げるのではなく，相手自身の力
で身体的バランスを崩させる．これと同じく，相

これは正のフィードバックのループを形成する
手自身の暴力によって道徳的バランスを崩させ，
ため，この状態に落ち込むとそこでロックされて
相手を転ばせるのである．これは“道徳的柔術”
しまう．このような状況は国民の間に無力感や無

と呼ばれる（文献[16]の 124 ページ）．

関心を引き起こし，民主主義の本来の機能への脅
威となる．このような状態から離脱させ民主主義

９．「市民的抵抗」は軍隊の代わりに国家の防

を活性化させるために直接行動は有効であろう．

衛に使えるか？

前掲のランドルの本の本文最終ページから引用し
非暴力直接行動ないし市民的抵抗の応用範囲を
よう．
さらに拡大して，これが国家防衛の手段となりう
「しかし，たとえ成功しなくても，また

るかについても考えてみるべきだろう．実はこの

部分的にしか成功しない場合でも，集団行

問題も上掲の M．ランドルの本が扱っている．し

動をとる集団内に発生する団結した力は個

かし憲法九条を持つわが国にとっては，これはと

人や集団の自信と自尊心とを増進し，草の

りわけ重要な意味を持つのではないだろうか．

根レベルでの民主的参加の新たな可能性を
九条擁護派に対する疑念や攻撃の最大のものは，
開くことができる．こうしてそれは，無気
「もし外国に攻められたらどうするのか」という
力やしばしばそれと取り違えられる無力感
ものだろう．これに対する護憲派の対応としては
を矯正する手段として機能する．また，と
「そのような可能性はほとんどない」というもの
りわけ比較的旧くに確立された民主政の場
が多いが，もちろんこれは正面切った回答ではな
合，この二つはおそらくほかのどんなこと
い．だれも「絶対ない」とは言えないし，現に今，
にも増して市民的自由や政治への真の参加

沖縄の状況を見れば明らかなように，我が国はア

への重大な脅威を表しているだろう．」
メリカに「攻められてしまった」状態にある．
われわれ日本チームのファスレーンでの行動も，
ランドルの本の「代替防衛とは何か」という章
それが実際に何かの変革を引き起こしたわけでは
と，続く６章の「市民的抵抗の戦略」では，非暴
ない．しかし参加者の「自信と自尊心とを増進」
力抵抗を国防に応用した場合の有効性や限界，そ
させたこと，すなわち「エンパワー」されたこと
してその危険性についても，多くの文献を引用し
は皆が実感している．また直接行動は，署名や，
ながら論じている[17]．この方法が有効性を示し
通常のタイプの集会やデモでは及ばないような強
た例として，ソ連解体時のバルト三国のソ連に対
い説得力を持っている．すなわち“行為によるプ
する対応を挙げている．1968 年のチェコスロバキ

ロパガンダ”（同書 211 ページ）である．体を張っ

アにおけるソ連の戦車に対する非暴力抵抗につい

た行動には多くの人が心を動かされるのである．
ても，相当の期間ソ連に主権を侵害されたとはい
この場合，ガンジーやキング牧師の教えでもあ

え，長期的には積極的な意味を評価している．

る「非暴力こそが力を持つ」という認識が重要で
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我が国の護憲派の中の自衛隊の存在容認派，否

http://www.icmresearch.co.uk/pdfs/2006_july_guardian_july_p

定派のどちらにとっても，このような議論と研究

oll.pdf

は最も欠けている部分ではないかと思われる．

[14] About Faslane 365 / Introduction and Invitation
http://www.faslane365.org/en/introduction_and_invitation
[15] 08 年 2 月 16 日のサンデーヘラルド紙など．
[16] マイケル・ランドル著「市民的抵抗」（新教出版，

註

2003 年）
[17] E.アインシュタイン研究所とその主宰者 G.シャープ

[1] 「長崎平和研究」No.21, p.121-136（2006 年）．この
第９節で「ファスレーン３６５」のことに触れているが，
今回の文章はまさにこれが主題である．
[2] 「証言 2007

ドルだけでなくチョムスキーなども反論している．
“Open Letter in Support of Gene Sharp and Strategic

[3] 「世界」2008 年 1 月号(岩波書店),p.278-285．
General
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Nonviolent Action”
rethink

http://www.stephenzunes.org/petition/

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7859046.stm
引用した訳は渡植貞一郎氏による．
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