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日米安保体制史 吉次公介（岩波新書） 

櫛野幸孝 

 

はじめに 

  1945年６月に国連憲章が調印された戦争記念オペラハウスで、51年 9月に

対日講和会議が開かれ、8月サンフランシスコ講和条約が締結された。日本全

権団を率いたのは、吉田茂であった。 

  吉田は、講和条約調印後、米陸軍第六軍司令部プレシディオに向かい、日

本側を代表して、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」（旧安保

条約）に調印した。旧安保条約は、前文にあるように暫定的な取極めであっ

た。旧安保条約は、米軍の日本駐留を定めた「駐留協定」にすぎなかった。 

  「日米安保体制」を、本書では、日米安保条約及びそれに関連する緒取決

めに基づく、軍事領域を柱とし、政治・経済領域も含む、安全保障に関する

日米の協力体制と、定義する。 

  その上で、安保体制の第一義的な機能である軍事領域における協力を中心

に、三つの要点について論じる。第一の要点は、日本の防衛力増強、自衛隊

による米軍への後方支援、日米合同演習、駐留軍経費負担、対外援助の拡充

などの日本の対米協力や日米防衛協力である。第二の要点は、米軍基地の自

由使用などの在日米軍の権益にかかわる、在日米軍基地の運用である。第三

の要点は、米軍基地問題である。 

  日本の対米協力、米軍基地の運用、米軍基地問題をめぐる日米関係史をひ

もとくうえで、国際情勢や米国の世界戦略を視野に入れ、また、憲法第 9条

や政治情勢、さらに、昭和天皇の安全保障問題に関する言動にも言及する必

要がある。世論や基地周辺住民の動向にも言及し、国民的合意の有無が安保

体制を左右し、市民の視点からも見つめなおすことが大切である。安保体制

の歴史を考えるうえで、安保体制の構造的特質、すなわち「安保構造」の形

状、持続・変容という視点からのアプローチが重要である。 

  第一は、「非対称性」である。第二は、日米地位協定や「対米追随」という

言葉に象徴される「不平等性」である。第三は、安保体制にかかわる日米両

政府間の密約に象徴される「不透明性」である。第四は、在日米軍の事件・

事故によって国民の生命・財産、基本的人権が脅かされる「危険性」である。 
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第1章 講和の代償――日米安保体制の形成(1945～60) 

第一節 日米安保体制の成立 

１ 米ソ冷戦のはじまりと日本 

 1945年 8月 15日、アジア太平洋戦争が終結し、連合国最高司令官ダグラス・

マッカーサー率いる日本占領が始まった。日本の「非軍事化・民主化」をめ

ざした。占領政策の核は日本国憲法の制定であり、「平和憲法」を要する「平

和国家」として再生した。47年 3月、マッカーサーは、占領目的は達成され

たとして、講和条約の締結による占領終結を提唱した。 

 日本政府は講和構想を練り始めるが、問題は、日本が独立を回復し、占領

軍が撤退したのちの安全保障であった。外務省は、日米間で特別な協定を結

び、有事に米軍が日本に駐留する構想を提示した。昭和天皇が沖縄を軍事基

地として米国に長期間貸与することを提案する「天皇メッセージ」を米側に

伝えた。天皇を「国民統合の象徴」と位置づけた新憲法の施行後も、天皇は

政治や外交の関与を続けていた。 

 47年 3月にハリー・Ｓ・トルーマン米大統領が「トルーマン・ドクトリン」

を発表し、冷戦がはじまると、日本の経済復興を優先し、対日講和を延期し、

非懲罰的な講和、換言すれば「寛大な講和」を結ぶことを決めた。米軍が占

領していた沖縄については、日本の領土と認めたうえで基地を租借するべく、

基地を長期間保有する方針が示され、基地の建設が進められた。 

 48 年に大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国が米ソの支援のもとで成立した。

49年には中国共産党が中華人民共和国の建国を宣言した。日本とその同盟国

を仮想敵とする中ソ友好同盟相互援助条約が締結されると、米中対立を軸と

するアジア冷戦の枠組みが形成された。 

 50年４月に共和党の大物であるジョン・フォスター・ダレスを国務省顧問

に任命して、6月に来日し、対日講和への突破口を開いた。それまで日本の中

立と非武装化に固執していたマッカーサーが、「日本の全領域」を米軍の「潜

在的基地」とし、米軍は「無制限の行動の自由」を確保することと日本が自

衛権を持つことを認めたのである。 

 ダレス来日中の 50年 6月、朝鮮戦争が勃発した。米国は、国連軍を組織し、

介入した。大量の軍需物資を日本で調達する朝鮮特需で、日本経済が息を吹

き返した。また、マッカーサーの命令で、朝鮮戦争に出撃した占領軍の穴を

埋めるべく、国内治安維持を主任務とし、カービン銃で武装した 7万 5000人

の警察予備隊が 8月に発足した。再軍備の開始は、「逆コース」と呼ばれた占

領政策の転換を意味した。 

 朝鮮戦争勃発後、ダレスは対日講和に関する米政府内の合意形成を急ぎ、

大統領の承認を受けた。①講和後も米軍が日本に駐留する。②日本の自衛権
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と自衛力の保有を認める。③沖縄に対する排他的・戦略的支配を確保する。

さらに、講和後も、「日本の必要と思われる場所に、必要と思われる期間、必

要と思われる軍隊を保持する権利」を獲得すべきとした。 

２ 対日講和と安保条約 

 講和に備える日本政府にとって、安全保障問題の要点は四つあった。第一

は、再軍備の抑制であった。これは、結局、「再軍備のための当初措置」で五

万人の「保安部隊」と「国家治安省」の設置を秘密裏に申し出た。第二に、

米軍駐留に関する日米協定を主権国家の体面や国民感情を傷つけないものに

する必要があった。米軍駐留に関する日米協定を講和条約とは別に締結する

点は、日本の要望が通った。第三に、「対等の協力者」となるために、「協定

の中に日本の安全保障に関する米国側の責任を明示する」ことが重要と考え

た。この点は、米国に「相互援助」を与えられない日本とは「集団自衛」関

係に入れないと反論し、日本の「希望」に応えて米軍が日本に駐留するとい

う形になった。第四に、沖縄について、米政府が想定する信託統治を回避し、

主権を日本に残したいと考えた。ダレスは、沖縄問題は解決済みと一蹴した。 

 吉田とダレスが安保条約の生みの親といわれるが、天皇は 47年５月に日本

の安全保障のために米国がイニシアティブをとるようにマッカーサーに求め、

9月には沖縄に関する「天皇メッセージ」を米側に伝えた。天皇は、安保条約

と沖縄の米軍基地で日本を共産主義の脅威から守ろうと考えており、講和後

も日米両政府高官に伝え続け、安保体制は「守護者」というべき昭和天皇に

よっても支えられていた。 

 51年 9月、サンフランシスコ講和条約が調印されたが、ソ連・中国・韓国

などの不参加による片面講和となった。沖縄は、国連の信託統治とされるま

での間、米国が統治することが規定され、日本本土から分離された。また、

日本が自衛権を有し、「集団的安全保障取極」を締結することが認められ、国

際的な協定により外国軍隊の駐留が可能となり、安保条約の道が開かれた。 

 講和会議終了後に、安保条約が結ばれた。前文には、日本が「防衛のため

の暫定措置として」米軍の日本駐留を「希望」し、米国は日本に米軍を駐留

させるが、日本が「自国の防衛のため漸増的に自らの責任を負うことを期待

する」と記された。在日米軍の配備に関する条件は行政協定で定められた。

行政協定の第一の特徴は、駐留する米軍の規模、駐留地点、駐留期限につい

て定めがなく、「全土基地方式」が貫徹された。第二に、基地の設定・維持の

ための物資や労務が免税とされ、米兵・軍属とその家族の犯罪について米側

が裁判権を有するなど、米軍に様々な特権が認められた。さらに日米は、行

政協定に関連して「指揮権密約」を交わした。日本有事の際に日米の統一指

令部を設置し、米軍の司令官が指揮をとる方針であった。行政協定は刑事特
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別法、民事特別法など米軍のみに適用される多くの特別法を生み出した。憲

法に適合的な「憲法体系」と、それに矛盾する「安保体系」という「二つの

法体系」が形成された。 

 こうして講和条約、安保条約、行政協定、行政協定にかかわる特別法、密

約という五層構造からなる日米安保体制が成立した。 

 構造的特徴の第一は、「非対称性」である。安保体制は、①日本は米軍に基

地を提供するが、米軍に防衛義務はない。②米国は日本を守るが、日本は米

国の領土を守らない。第二は、「不平等性」である。安保条約には期限の定め

がなかった。第三は、「不透明性」である。日本国内で政治問題化しそうな案

件は密約で処理した。「非対称性」「不平等性」「不透明性」をまとった「片務

的」な仕組みとして出発した。 

３ 安保調印の波紋 

 安保体制の形成は、日米と中ソの対立を激化させ、アジアの冷戦構造を固

定化させた。 

 国内で野党は、安保条約や行政協定の「不平等性」、米国の戦争に巻き込ま

れかねない極東条項、そして米国に日本防衛義務がないという「片務性」を

批判した。 

 講和・安保調印後、ＧＨＱは大規模な再軍備計画を立案し、吉田は米側に

抵抗したが、再軍備のペースについては譲歩を余儀なくされた。52年８月に

保安庁を設置し、保安隊と警備隊を発足させた。米国は、吉田の慎重な再軍

備に満足せず、ＭＳＡ援助（軍事援助）を梃子として日本再軍備を促そうと

した。米側の30万人規模の陸上部隊創設に対し、18万人体制の整備を約束し、

相互防衛援助協定（ＭＳＡ協定）が調印された。当然ながら、自衛隊と憲法

の整合性が問われ、参議院は自衛隊の海外派遣に歯止めをかけた。鳩山一郎

政権発足後、政府は自衛隊は「戦力」にあたらないとの解釈を示し、「専守防

衛」に徹底するとの方針を掲げた。 

 こうして、憲法第 9条、日米安保体制、自衛隊が矛盾を抱えつつ鼎立する

という戦後日本の安全保障政策の骨格が定まった。 

第二節 「独立の完成」をめざして――安保改定への道 

１ 鳩山一郎政権の挫折 

 54年 12月に吉田内閣が総辞職すると、吉田と対立していた鳩山一郎が政権

に就いた。「独立の完成」のための「自主外交」と日米関係の「対等」をめざ

し、日ソ国交回復と国連加盟、防衛力増強と改憲、米軍撤退、安保改定を主

要な政策課題に据えた。 

 米・アイゼンハワー政権は、急速な再軍備よりも日本の政治的・経済的安

定を優先させる方針を打ち出し、対日政策の転換点となった。 
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 55年 8月、重光葵外相がダレス国務長官に安保改定を打診した。安保改定

要求は、在日米軍基地の使用が制限されることを恐れたダレスに一蹴された。

重光訪米に関して特筆すべきは、昭和天皇の動きである。内奏に赴いた重光

に、天皇は「日米協力反共の必要、駐屯軍の撤退は不可なり」と述べ、重光

はダレスとの会談で米軍の全面撤退に触れなかったが、天皇の意向が働いた

可能性がある。天皇は、この後も日米関係の安定化に尽力し、56年 2月、谷

正之駐米大使に、米国の支援に「深く感謝」し、「日米関係が緊密であること

を望み、それが両国にとって持つ意義を十分認識している」ことを米政府要

人に伝えるよう命じた。 

 鳩山政権は、安保改定では挫折したが、日ソ国交回復と国連加盟という重

要な外交成果を挙げた。56年 10月、国交回復と平和条約締結後の歯舞・色丹

引き渡し、日本の国連加盟に対する支持などを盛り込んだ日ソ共同宣言が調

印され、国連加盟が実現した。 

 50年代半ばは、日本政治の転換期であった。米ソ「雪解け」の流れに乗り、

分裂していた社会党が統一し、社会党の攻勢に対抗すべく自由党と日本民主

党が合流し、自由民主党が成立した。いわゆる「五五年体制」が成立した。 

２ 安保改定の模索 

 鳩山の退陣後、短命に終わった石橋湛山政権を挟んで、57年 2月、岸信介

内閣が発足した。 

 岸政権は国連中心主義、自由主義諸国との協調、アジアの一員としての立

場の堅持という「外交三原則」を示した。改憲・再軍備による「民族の完全

独立の達成」をめざしてきた岸は、日米の「対等関係」を作るべきと考え、

二つの布石を打った。第一は、再軍備への積極姿勢を示すことであり、第二

は、東南アジア諸国訪問である。アジアの中心は日本であることを浮き彫り

にさせることであった。 

 米側は、安保体制に対する日本国民の不満を踏まえ、「相互性」を確保する

ために日本がなすべき軍事的貢献は、自衛隊の海外派兵ではなく、米軍基地

の提供であるとの論理を編み出し、安保改定へと舵を切った。日本側は、①

米国の日本防衛義務と憲法が許容する範囲での日本の義務を盛り込んだ相互

防衛条約への移行、②米国の戦争に巻き込まれることや、米国が日本に核兵

器を持ち込むことへの国民の懸念に応えるための、在日米軍の域外出動や核

兵器の運用に関する「事前協議制度」の導入を、米側に求めた。 

３ 新安保条約の調印 

 60年１月、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」

（新安保条約）と日米地位協定が締結された。 

 基本的なポイントは、以下の点であった。①第１条、第 5条と第 7条で、



- 6 - 

安保条約が国連憲章の枠内で作られたことが示された。②第 2条で日米が「自

由な諸制度を強化」し、「経済的協力を促進」すること、すなわち政治的・経

済的協力を謳った。③第 3条で、憲法の枠内での日本の防衛力の維持・発展

を義務付けた。④第 5条で、米国の日本防衛義務と、日本の施政下において

日本が米国（在日米軍）を守る義務を明確化した。⑤第 6条で、日本及び極

東の平和と安全のために米軍が日本の基地を使用できることを定めた。⑥第

10条で、10年の固定期間経過後は、日米いずれかの通告により一年で失効す

るとの期限が設けられた。⑦旧安保条約に盛り込まれていた第三国条項と内

乱条項が削除された。 

 さらに、米軍の配置の重要な変更、米軍の装備の重要な変更、そして米軍

が「戦闘作戦行動」のために基地を使用する場合は、米政府が日本政府に事

前に協議するという事前協議制度が導入された。地位協定では、民事裁判権・

請求権がＮＡＴＯ並みとなるなどの改善が見られ、防衛分担金が廃止され、

日本側が負担すべきは、基地とその出入りに必要な路線権、そしてそれらに

関する補償だけとなった。 

 新安保条約と地位協定の成立、事前協議制度の導入で「不平等性」が一定

程度是正され、米軍が日本防衛義務を負い、日本は米軍基地の提供とその防

衛の義務を負う特異な形ではあったが、「相互性」が担保された。米国領土が

攻撃されても自衛隊が来援しない点に変わりなく、「物と人との協力」という

「非対称性」は継承され、安保体制は「非対称な相互性」をまとうことにな

った。 

 講和の代償だった旧安保条約の核心部分は不変であり、地位協定は米軍に

様々な特権を認めており、事前協議についても、密約で基地の自由使用が貫

徹された。第一の密約は、装備の重要な変更、すなわち核兵器の「持ち込み」

に関するもので、米軍の核搭載艦船の寄港を事前協議の対象外とする合意が

成立したとみられる。第二の密約は、朝鮮半島有事における在日米軍の出撃

について事前協議を省くことになった。米軍部が事前協議制度の導入に同意

したのは、密約に加えて、沖縄という抜け穴があったからである。在日米軍

が一旦沖縄に移動し、その後出撃しても事前協議の対象ではなかった。 

 日本では安保条約の是非について激論が交わされ、6月下旬のアイゼンハワ

ー訪日までの批准を済まそうとして、岸政権は、5月 19日の本会議で採決を

強行した。自民党の「暴挙」に対し、激烈な「安保闘争」を引き起こした。

これにより、岸政権は大統領訪日中止の決断を余儀なくされ、6月 23日の条

約発効後、退陣した。中・ソも強く批判した。 

第三節 安保体制の「危険性」――米軍基地問題の始まり 

１ 安保体制の成立と米軍基地問題 
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 日米安保体制のもう一つの構造的特質は、在日米軍による事件・事故など

で、基本的人権が侵害される「危険性」である。 

 米軍基地問題の起源は、占領軍による事件・事故で約 9000名の国民が死傷

した占領期にある。また、反基地運動が始まったのも占領期であった。安保

条約が発効した 52年の米軍基地は 2824件、1352平方キロメートルであり、

53年の兵力数は 18万 5829人であった。52年秋から始まった石川県の内灘演

習場の接収反対運動、内灘闘争は激しい反対運動が展開され、57年に試射場

は返還された。その他、長野県、群馬県、山形県などでも反基地運動が展開

された。 

 54年に米側が航空機のジェット化や大型化の対応として、木更津、新潟、

小牧、横田、伊丹、立川の各飛行場の拡張を要求すると、反基地運動はさら

に激化した。55年に立川で始まった砂川闘争では、57年に反対派が基地内に

侵入したとして逮捕・起訴されると、憲法問題に発展し、東京地方裁判所は

全員を無罪とし、米軍の駐留を違憲とする判決を出した（「伊達判決」）。慌て

た国は最高裁判所に跳躍上告し、最高裁（裁判長・田中耕太郎最高裁長官）

は、統治行為論をもって伊達判決を破棄、差し戻した。マッカーサー大使は

藤山外相や田中長官に働きかけ、田中も米側に裁判の見通しを語った。「砂川

判決」は、日本の司法の独立が侵害された恐れが強い、問題のある判決であ

った。 

 52年に調印された時点で、行政協定の刑事裁判権に関する規定は日本側に

著しく不利で、53年９月に変更され、日本側が一次裁判権を行使できるよう

になったが、重要な案件以外、裁判権を放棄する密約を交わし、その後５年

間に起きた事件の 97％の一次裁判権を放棄した。 

 米軍機の墜落も、52年 4月から 59年末までの間に東京、愛知、埼玉、福岡

などで、住民の死者は 20名前後に上った。 

２ 在日米軍の縮小 

 53年に朝鮮休戦が実現すると、米海兵隊第三海兵師団が岐阜、富士、奈良

などに駐留するようになった。日本の反基地感情の高まりを受けて、沖縄に

移った。 

 日本国民の反基地感情が高まる中、米地上部隊は、58年 2月に日本本土か

らの撤退を完了し、在日米軍は、59年には 5万 2452人に減少し、基地も 272

件、494平方キロメートルに縮小された。他方、海兵隊の沖縄移駐で、沖縄の

負担が増すと同時に、重要性が高まった。53 年に 2 万 3325 人だった米軍は、

60年には 3万 7142人へと増加し、基地面積も 51年の 124平方キロメートル

から、60年には 209平方キロメートルに拡大した。米軍は「銃剣とブルドー

ザー」で沖縄住民の土地を強制的に接収した。 
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 さらに指摘すべきは、沖縄が米国の核戦略の拠点となり、1000発を超える

核兵器が置かれた。海兵隊と核兵器の拠点と変容した。 

 

第２章 米国の「イコール・パートナー」として（1960～72） 

 第一節 「イコール・パートナーシップ」の形成 

 １ 安保体性の転換点 

  1960年 7月に発足した池田勇人政権は、「国民所得倍増計画」を打ち出して

国民の関心を政治から経済へとシフトさせた。 

  池田政権は、安保闘争で傷ついた日米関係の修復を最優先の外交課題と位

置づけ、「自由主義陣営の一員」として安保体制の堅持を鮮明にし、安保条約

の結果として、非生産的な軍事支出を最少限にとどめ、経済発展に励むこと

ができたと「安保効用論」を編み出した。もう一つの重要な外交課題は、「自

由主義陣営の有力な一員」としての国際的地位の確立であり、日本が「大国」

に向けて歩き始めた。 

  ジョン・Ｆ・ケネディ政権は、日本を自由主義陣営に引き付けておくため

に、エドウィン・Ｏ・ライシャワーを駐日大使に指名し、日米の「完全な平

等」が不可欠だとして、「イコール・パートナーシップ」を対日政策の柱とし

た。61年 6月にワシントンＤＣで行われた首脳会談で、池田とケネディは日

米関係の重要性を確認した。 

  62 年 10 月、「イコール・パートナーシップ」の真価が問われる出来事が起

きた。キューバ・ミサイル危機の発生である。米国に縛られる必要はなく、

日本は自主的に行動すべきとの意見の中、池田は米国支持を決断した。キュ

ーバ危機をめぐっては、昭和天皇が園遊会で、ジェイコブ・Ｅ・スマート在

日米軍司令官に対し、日本の安全保障への米国の貢献に謝意を示し、キュー

バ危機に際しての米国の行動に対し、賞賛と尊敬を述べ、米側は「米国の確

固たる対ソ政策を責任ある日本人が強く支持している」と重視した。 

  アジア情勢も、中印国境紛争、中国の核実験、南ベトナム情勢の悪化など

で中国の脅威を重大視し、米国は、潜水艦発射弾道ミサイル（ポラリス・ミ

サイル）を搭載できないノーチラス型原子力潜水艦の寄港を求めた。これは、

安保改定時の密約に基づくものであり、池田は認めた。ベトナム情勢の悪化

に伴い、協力を求めてきたため、米国への「おつき合い」として南ベトナム

を支援した。 

 ２ ベトナム戦争と安保体制 

  病に倒れた池田に代わり、64年 11月に首相になったのは、佐藤栄作であっ

た。佐藤政権期はイザナギ景気に支えられ、「経済大国」となり、「中流意識」

が広がり、国民総生産（ＧＮＰ）で世界第二位に躍り出た。 
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  佐藤にとって最大の外交課題は、沖縄返還と、70 年に安保条約の固定期間

が終了することへの対処、すなわち「70年安保」であった。 

  64年 10月、中国が核実験に成功すると、米国の「核の傘」の確実性につい

て米国に質し、米国は日本が米国の「核の傘」に依存することを明確化した。

天皇も沖縄返還で日本防衛に対する米国の関与が低下することを懸念してい

た。 

  67 年 12 月、「核は保有しない、核は製造もしない、核を持ち込まない」と

「非核三原則」を述べ、68 年 1 月、①非核三原則を守る、②核兵器の廃絶を

念願し、当面は実行可能な核軍縮に力を注ぐ、③通常兵器による侵略には自

衛力を堅持し、核の脅威に対しては米国の核抑止力に依存する、④核エネル

ギーの平和利用を最重点国策とする、との「核四原則」を表明した。 

  最も重大な国際的危機は、ベトナム戦争であり、佐藤政権は米国を支持し

た。また、66 年 11 月のアジア開発銀行（ＡＤＢ）設立にも関与し、資本金

10 億ドルのうち 2 億ドルを負担した。ベトナム特需で日本経済は潤ったが、

ベトナム反戦の動きは日本にも波及し、「ベトナムに平和を！市民連合」（べ

平連）が活発な反戦運動を展開した。「極東」には「周辺」も適用範囲に拡大

し、「戦闘作戦行動」のために直接出撃する際の事前協議も空どう化させ、在

日米軍基地は、フル稼働した。 

 第二節 沖縄返還と 70年安保 

 １ 「戦後は終わらない」 

  60 年 4 月、沖縄教職員会、沖縄県青年団協議会、沖縄官公庁労働組合協議

会を中核とする沖縄県祖国復帰協議会（復帰協）が結成された。65 年 8 月、

佐藤は首相として初めて沖縄を訪問し、沖縄返還への強い決意を表明し、沖

縄返還への歯車が回り始めた。佐藤は、東南アジア開発閣僚会議の開催、Ａ

ＤＢ設立、東南アジア歴訪など地域的役割拡大への意欲を示した。67年 11月

の首脳会談で、対外援助を拡大させる意向を示し、ジョンソンは沖縄返還に

応じる考えを示す。 

  この首脳会談では、小笠原諸島の施政権返還で合意したが、有事における

核の貯蔵権を非公開の「口頭声明」で認めた。 

 ２ 「核抜き・本土並み」をめぐる相克 

  69年 1月に発足したリチャード・Ⅿ・ニクソン政権は、ベトナムからの「名

誉ある撤退」を掲げ、対ソ・対中関係の改善に取り組んだ。同盟国による「責

任分担」の重要性を指摘したうえで、「経済大国」となった日本への期待を示

した。 

  ニクソン政権も沖縄返還を進める方針を維持したが、第一に、沖縄返還が

日本の負担分担を拡大させる梃子となり、第二に、沖縄住民の反米感情の高
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まりで沖縄統治は限界を迎えていたからである。70年 12月、米兵が沖縄住民

に怪我を負わせた交通事故をきっかけに、コザ事件という形で爆発する。 

  69 年３月の参議院予算委員会で、佐藤は「核抜き・本土並み」返還をめざ

すことを発言した。 

  69 年 11 月、佐藤・ニクソン会談が行われ、72 年「核抜き・本土並み」で

の沖縄返還が決まった。米軍基地の自由使用という点で、韓国の安全は日本

の安全であるとの「韓国条項」、台湾地域の安全の維持も重要であるとの「台

湾条項」が盛り込まれた。沖縄返還の代償は、韓国条項と台湾条項に止まら

ず、緊急時における沖縄への核の再持ち込みについての密約、いわゆる「沖

縄核密約」が交わされた。それ以外にも、繊維製品の対米輸出量の制限の裏

取引、沖縄返還に伴う財政負担に関する秘密覚書を交わした。 

  71年 6月に沖縄返還協定が調印されたが、「核抜き・本土並み」は欺瞞だと

する野党と沖縄返還協定反対デモが各地で行われ、11月 17日自民党は強行採

決に踏み切った。11 月 24日、衆議院で可決され、参議院でも 12月 22日に可

決、成立した。 

  72年 5月 15日、沖縄返還が実現したが、核兵器が撤去された沖縄は、空軍

と海兵隊の拠点として機能することとなった。 

 ３ 70年安保というハードル 

  新安保条約は 10年間を固定し、その後は日米いずれかの終了通告で 1年後

に失効する規定であったが、政府与党にとって、安保体制を 70年以降も存続

させることは当然であり、政治的混乱を引き起こす懸念から自動延長を選択

した。 

  70 年安保は、ベトナム反戦運動などと連動し、社会党、共産党、新左翼、

べ平連などが展開し、69年に約 695万人、70年の 6月までに約 280万人がデ

モに参加した。自動延長後、野党各党は、安保体制の解消を目指す「70 年代

闘争」に取り組む姿勢を示したが、6月 24日以降、急速に衰え、停滞した。 

 第三節 国民的「十字架」としての米軍基地問題 

 １ 「基地公害」への批判 

  60 年代後半には、基地周辺の都市化や住民意識の変化で、米軍基地問題は

都市問題の一環として提起されるようになった。経済開発の阻害要因として

も考えられるようになった。 

  68 年 6 月には、福岡市の板付基地所属のＲＦＣファントム偵察機が九州大

学に建設中の大型電算機センターに墜落、炎上した。この事件をきっかけに、

板付基地返還運動が高まり、政府は基地の移転を決めた。60年代後半から 70

年代初頭の反基地運動は、ベトナム反戦と結びついており、福祉や公害問題

の解決を掲げて誕生した革新自治体の広がりも、反基地運動を勢いづけた。 
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 ２ 核をめぐる不安 

  60 年代には、核をめぐる国民の不安も高まり、64 年 11 月に米原潜が佐世

保に寄港すると反対デモが展開され、66 年 5 月には、横須賀に寄港した。ま

た、「動く核基地」と呼ばれた原子力空母エンタープライスが 68年１月 19日、

激しい反対運動の中、佐世保に寄港した。 

 ３ 基地問題の「暴風信号」 

  政府も、66 年 6 月に米軍基地に起因する障害の防止・軽減、緩和をめざし

た周辺整備法を成立させ、在日米大使館が 68年に「米軍基地問題に関する暴

風信号」と題する電報を国務省に送り、基地問題への関心が高まった。危機

感を強めて日米両政府が本土における米軍基地の削減に取り組んだ。 

 

第３章 日米「同盟」への道（1972～89） 

 第一節 日米「同盟」への起点 

 １ 「基本的枠組み」としての安保体制 

  1970年代、冷戦構造は大きく変化した。中ソ対立の激化、72年 2月のニク

ソン訪中による米中接近、日欧の経済発展などで世界は多極化に向かった。 

  ニクソン・ショックは昭和天皇にも不安を与えたが、米国の日本に対する

関与を確認して、安堵した。 

  佐藤後継として田中角栄が勝利を収め、「列島改造」に着手する一方、日中

国交正常に突き進んだ。 

  田中政権発足後、日中国交正常化や 73年 1月のベトナム和平で国際緊張は

緩和し、田中は、安保体制はアジアにおける国際政治の「基本的枠組み」と

新たな意義を与えた。 

  田中政権は、72年 10月、安保体制の堅持と米国の核抑止力への依存を前提

に、日米の役割り分担を定め、「自主防衛」論が後退した。しかし、空母ミッ

ドウェイの横須賀母港化に同意し、横須賀では反対闘争が繰り広げられた。 

 ２ 「日米防衛協力のための指針」の策定――「同盟」への起点 

  「狂乱物価」やオイル・ショックによる経済の悪化、金脈問題で退陣に追

い込まれた田中に代わって、74 年 12 月、三木武夫が首相になった。三木は

75 年 8 月に訪米し、米国のアジアへの関与が再確認され、安保体制は「アジ

アにおける国際政治の基本的構造の不可欠の要素」と位置づけられた。75 年

9月からの天皇訪米も、日米関係の好転に寄与した。76年 11月、三木政権は、

防衛力がＧＮＰ1％を「超えないことをめど」とする「ＧＮＰ1％枠」を閣議

決定した。 

  ロッキード事件をめぐる自民党内の激しい駆け引きの末、76年 12月に福田

赳夫が首相になった。福田は、「全方位平和外交」を掲げ、78年８月に日中平



- 12 - 

和友好条約を締結した。 

  77 年 1 月、ジミー・カーター政権が発足した。福田は、ナショナルプレス

クラブで、「この同盟関係は、日米の双方にとって、その基本的な利益に資す

る」と演説した。「同盟」と発言し、安保体制の意義を強調した。 

  「日米防衛協力のための指針」（78ガイドライン）は、①防衛力の整備、②

在日米軍基地の安定的、効果的運用、③米軍による核抑止、④共同作戦計画

の研究と共同演習の共同訓練、⑤情報交換、⑥補給・輸送などでの相互支援

として合意された。日米防衛協力の柱は、日米合同演習・訓練であり、日米

が共通の防衛政策を持つという安保体制の「制度化」が進んだ。 

  「思いやり予算」も、米国の「アジア離れ」に対する懸念に端を発してい

た。米駐留経費については、主に土地の借上料と補償費を日本側が、施設整

備費、基地従業員の人件費や光熱水費を米側が負担することになっていたが、

日本人基地従業員の給与の一部を肩代わりすることになった。当初は一時的

なものとしていたが、その後、恒久化した予算は増額の一途を辿り、施設整

備費や光熱水費を肩代わりしている。 

 第二節 新冷戦と「同盟」路線 

 １ 新冷戦の幕開け 

  78年 12月、大平正芳が総理の地位を手にし、「西側の一員」として、79年

4 月訪米の際、「日本列島が米国にとってのいわば不ちん航空ぼ艦としての機

能を、より少ない経費で果たすようにする」と発言した。 

  79 年 11 月、革命が起きたイランで米大使館が占拠され、12 月にはソ連が

アフガニスタンに侵攻した。新冷戦と呼ばれる米ソ対立の時代が到来した。

新冷戦に直面した大平は、欧米と協調し、応分の努力を行うと表明した。だ

が、大平は 80年 6月の衆参ダブル選挙の最中に急逝した。大平の後を継いだ

のは鈴木善幸であった。 

  79年の中東の危機や 80年 9月に始まったイラン・イラク戦争は在日米軍の

活動範囲をインド洋まで拡大させた。米軍と自衛隊は、世界規模で活動・協

力する、見方を変えれば、日本が米国の世界戦略への関与を深めるという意

味で、安保体制の「グローバル化」が進展した。 

 ２ 「同盟」をめぐる迷走 

  81 年 1 月、ロナルド・Ｗ・レーガンが大統領に就任し、憲法の許す範囲で

米国に協力するつもりだった鈴木は、平和憲法、専守防衛、非核三原則など

の制約要因を強調して、レーガン政権からの圧力をかわそうとしたが、シー

レーン防衛など負担分担を進め、日米同盟路線を推し進めるものとなった。 

 ３ 「同盟」関係の強化 

  82 年 11 月、中曽根康弘政権が発足した。中曽根政権の喫緊の外交課題は、



- 13 - 

日米関係の修復であった。訪米に際し、日本は「不沈空母」としてソ連のバ

ックファイアー爆撃機の侵入に対する「巨大な防壁」となり、日本の四つの

海峡（後に三海峡と訂正）を完全に支配すると発言し、内閣の支持率は下落

した。だが、昭和天皇は、中曽根の姿勢を評価し、ソ連を警戒するあまり、「西

側の没落」を憂慮していた。 

  中曽根は、87年度予算でＧＮＰの 1％を超える防衛費を計上し、「同盟」路

線をさらに推し進めた。 

  87年 11月に竹下登政権が誕生した。日本はバブル景気に沸き、「ジャパン・

アズ・ナンバーワン」とのユーフォリア（陶酔感）に覆われていた。他方、

国際社会では、冷戦終結への動きが加速し、米ソはＩＮＦ（中距離核戦力）

全廃条約に調印した。89 年は、世界史の大きな転機となり、中ソ関係正常化

や、東欧で民主化が進み、ベルリンの壁が崩れ、東西ドイツは 90年に統一さ

れ、91年にはソ連が崩壊した。 

 第三節 基地をめぐる本土と沖縄のねじれ 

 １ 本土における基地問題の後退 

  沖縄返還後も、本土と沖縄の両方において、米軍基地問題は深刻であった。

本土において問題だったのは、「占領の遺物」というべき首都圏の米軍基地で

あった。日米は、73 年１月に立川、府中、朝霞、水戸など 6 つの基地を返還

し、横田基地に集約することに合意し、70年に 3万 7512人だった本土の米軍

は、80年には 2万 2142人となった。だが、米軍の事件・事故は国民の命を奪

い続けた。米軍機による騒音も続いた。日本の航空法が適用されず、航空特

別法で自由な飛行が許されている米軍機の低空飛行も各地で問題化した。 

 ２ 核兵器持ち込みへの疑念 

  70 年代には、米軍の核兵器搭載艦船の寄港問題も注目を浴びた。核兵器搭

載艦船が日本など他国に入港する際に核兵器を外すことはない、との退役海

軍少将の米議会での証言に対し、事前協議の対象であるとし、日米両政府は

日本国民を欺き続けた。 

 ３ 沖縄への集中と固定化 

  復帰後、77 年には反戦地主が契約に応じず、四日間ではあったが、政府が

三百数十人の反戦地主の土地を不法占拠する事態となり、80 年からは、一坪

反戦地主運動が始まった。 

  74 年、38 施設、約 23 平方キロメートルの返還が決まったが、ほとんどが

遊休施設であり、基地総面積のわずか 10％に過ぎず、肝心の 18施設は代替施

設への移転を前提としており、返還時期は未定であった。米政府が在沖海兵

隊の撤退を検討する中、日本政府が海兵隊の維持を米側に要請したことは、

沖縄の負担軽減の機会を日本政府自らが潰したことを意味していた。 
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  78 年、沖縄の知事選挙で自民党の西銘順治が勝利を収めたが、沖縄の過重

負担を黙過することはなかった。 

 

第４章 冷戦後の課題――安保再定義と普天間移設問題（1990～2000） 

 第一節 湾岸戦争と安保体制 

 １ 「湾岸のトラウマ」 

  1990 年８月、イラクがクウェートに侵攻した。リクルート事件による政治

不信から発足した海部俊樹政権が、国連安保理よりも先に、対イラク制裁を

決定した。米国は人的貢献を求めてきたが、軍事的貢献に慎重であり、米軍

を中心とする多国籍軍への 10億ドルの拠出を行った。米側は満足せず、30億

ドルの追加支援を行った。91年 1月に湾岸戦争が始まると、日本は 90億ドル

の追加支援を行い、総額 130 億ドルに達した。だが、資金協力だけでは国際

社会から評価されないため、日本政府は「湾岸トラウマ」に囚われた。 

  湾岸戦争では、基地の提供という日本の対米協力も重要であった。在日米

軍が「極東」を超えて中東での戦争を戦ったことで、極東条項が空洞化し、

在日米軍の「グローバル化」が決定的となり、安保体制が「グローバル化」

への歩みを進めたこととなった。 

 ２ 自衛隊の海外派遣 

  91 年 4 月、日本船舶の航行の安全を確保するためとして、機雷等の除去の

ため、海上自衛隊の掃海艇をペルシャ湾に派遣した。 

  91 年 11 月、宮澤喜一政権が発足し、92 年 6 月、国際平和協力法（ＰＫＯ

法）が成立し、自衛隊はカンボジアに派遣され、道路の補修作業などに従事

した。国連の集団安全保障や平和維持活動への協力と、対米協力は別の問題

であるが、国際貢献は対米協力の一環であり、国際貢献と安保体制強化が混

然一体となって進んでいった。 

 ３ 日米「同盟」の定着 

  湾岸戦争後、日米「同盟」という用語が定着していく。91 年の防衛白書に

は、85 年以来日米を「同盟」と称し、安保体制を日本外交の「基盤」と初め

て位置づけた。 

 第二節 安保再定義と 97ガイドライン 

 １ 「同盟漂流」への懸念 

  自民党が 93 年 7 月の総選挙で大敗した結果、8 月に細川護熙が率いる非自

民政権が発足し、五五年体制が幕を閉じた。 

  連立政権内の対立で細川が退陣し、羽田孜が後を継いだが瓦解し、94 年６

月に、自民党、社会党、新党さきがけの連立政権が発足し、村山富市社会党

委員長が首班となった。村山は、「日米安全保障体制を堅持」し、「自衛隊は、
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憲法の認めるもの」と明言し、非武装中立という社会党の方針を大転換させ

た。さらに、野党の新生党、日本新党、民社党、公明新党が合同して新進党

を結成し、五五年体制のあり方が、完全に過去のものとなった。貿易摩擦や

安全保障、国際貢献をめぐるに日米の軋轢により「同盟漂流」が懸念された。

米政府内では、「東アジア戦略報告」（ＥＡＳＲ）が公表され、朝鮮半島や台

湾海峡という冷戦の残滓があるアジア太平洋地域では、冷戦期と同水準の米

軍が維持された。日米両政府は、冷戦後における安保体制の新たな役割を模

索する「安保再定義」に着手した。 

 ２ アジア太平洋地域の「基礎」へ 

  混乱した社会党を立て直すために村山が辞任すると、96 年１月、自民党総

裁の橋本龍太郎を首班とする自社さ連立内閣が発足した。97年の外交青書は、

「21 世紀に向けた日米同盟関係のあり方」を明示するという「極めて重要な

意義」を持つ安保再定義で、安保体制がアジア太平洋地域の安定に欠かせな

い「政治的・軍事的重石」であると打ち出した。安保再定義後、日米は 97年

9 月に新たなガイドライン（97 ガイドライン）を合意した。97 ガイドライン

で重要だったのは、「周辺の事態」において、後方支援などの対米協力を行う

ことが定められた点であったが、日米有事以外での対米軍事協力に新たに踏

み込んだ。周辺事態安全確保法（周辺事態法）を柱とするガイドライン関連

法も整備されたが、社会党から名称変更した社会民主党が連立離脱を決め、7

月の参院選で自民党が大敗し、橋本は退陣した。98 年 7 月に成立した小渕恵

三政権のもと、安保体制に基づく自衛隊の対米協力は、中東やインド洋には

至らないものの、アジア太平洋地域へと拡大した。 

 第三節 激変する米軍基地問題――普天間移設問題の始まり 

 １ 沖縄少女暴行事件の衝撃――顕在化する「危険性」と「不平等性」 

  95 年 9 月、沖縄少女暴行事件が、沖縄県民はもとより、日本国民を激怒さ

せた。米側は、地位協定を盾に容疑者の引渡しに応じなかった。10 月には党

派を超えた県民総決起大会が開催され、８万５千人が参加した。 

  日米両政府は、「危険性除去」と「不平等性」是正に向けた取り組みに着手

した。日米は地位協定の運用改善で合意した。 

 ２ 普天間返還の浮上 

  市街地に囲まれた普天間基地を返還して沖縄の怒りを鎮め、安保体制を安

定させるため、沖縄県内での代替施設建設を条件として、普天間基地を返還

することとなった。 

  代替施設の建設場所に、名護市辺野古のキャンプ・シュワブ沖が候補地と

して浮上すると、住民投票では反対票が多数を占めたが、比嘉鉄也市長は受

け入れを表明して辞任し、賛成派の岸本建男が当選した。98年 11月の知事選
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挙では、稲嶺惠一が自民党の支持を受けて当選し、米軍の基地の使用期間を

15 年に限り、その後は県に返還することで岸本市長から同意を受け、移設候

補地が決定した。 

 

第 5章 安保体制のグローバル化（2001～18） 

 第一節 「テロとの戦い」と「世界の中の日米同盟」 

 １ 米国同時多発テロとテロ特措法 

  2001 年、米国では 1 月にジョージ・Ｗ・ブッシュが大統領に就任し、日本

では自民党の小泉純一郎が、公明党と保守党との連立政権を発足させた。9月

11 日、ニューヨークのワールド・トレード・センターとワシントンＤＣの国

防総省にハイジャックされた民間航空機が激突し、3000 名近い犠牲者を出し

た。Ｇ・Ｗ・ブッシュは「テロとの戦争」を宣言し、犯行グループのアルカ

イダが潜むアフガニスタンへの報復攻撃を決意する。アフガニスタンのタリ

バン政権がアルカイダメンバーの身柄引き渡しを拒否したため、10 月 7 日、

米英はアフガニスタンへの攻撃を開始した。小泉は米国支持を表明し、テロ

対策特別措置法（テロ特措法）を成立させた。テロ特措法は、自衛隊が、対

テロ軍事行動をとる米軍等の後方支援を行うことを定めるものであり、米軍

艦船などへの給油のため、海上自衛隊の艦艇がインド洋に向けて出航し、航

空自衛隊は、在日米軍基地間やグアム方面への輸送を行った。 

 ２ 「戦地」に向かう自衛隊――イラク戦争とイラク特措法 

  2003年 3月 20日、米英は大量破壊兵器の拡散防止のためとして、イラク攻

撃に踏み切った。小泉は、在日米軍のイラク戦争への出動も問題視しなかっ

た。5月 1日にＧ・Ｗ・ブッシュは戦争終結を宣言したが、大量破壊兵器が発

見されずに戦争の大義が失われ、治安も悪化した。 

  日米は、「世界の中の日米同盟」の強化で一致し、日本はイラク復興支援特

別措置法（イラク特措法）を成立させた。この法律により、自衛隊は、現に

戦闘行為が行われておらず、今後も戦闘行為が行われないと認められる「非

戦闘地域」での米英軍を支援する「安全確保支援活動」を行うことになった。

2004 年 6 月にイラクに主権が移譲されると、米英豪比韓などが参加する多国

籍軍が編成され、日本も参加し、なし崩し的に拡大された。 

 ３ Ｇ・Ｗ・ブッシュ政権の世界戦略と日本 

  米側は、日米関係を「バードン・シェアリング（負担分担）」から「パワー・

シェアリング（力の共有）」に転換するように求め、小泉は、03年 6月に有事

法制の基本理念、有事の定義、国民や地方公共団体の責務などを定める武力

攻撃事態対処法などの有事関連三法を成立させた。04 年 6 月には、自衛隊に

よる米軍への役務・物品の提供などを可能とする米軍行動関連措置法を含む、 
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有事関連七法も成立させた。 

  米軍の再編は、日米の戦略対話、安保体制の「グローバル化」、そして沖縄

米軍基地問題と結びついた。戦略目標としては、テロや大量破壊兵器の拡散

といった新たな脅威への対処、北朝鮮問題の平和的解決、中国に軍事分野に

おける透明性の向上と台湾問題の平和的解決を促すことが掲げられた。次い

で、「日米同盟―未来のための変革の再編」に合意し、沖縄の負担軽減策とし

て、約 7000名の海兵隊のグアム移転、嘉手納以南の基地の返還、キャンプ・

シュワブ沿岸の埋め立てによる普天間代替施設の建設が新方針として示され

た。 

  小泉政権期に普天間移設が進展しなかったが、小泉退陣後、安倍晋三、福

田康夫、麻生太郎と自民党政権は不安定化し、日米首脳が信頼関係を築くの

は難しくなった。 

 第二節 「安保構造」への挑戦と挫折――民主党政権化の安保体制 

 １ 日米の軋轢 

  バラク・Ｈ・オバマがホワイト・ハウスに入った 2009年、日本でも政権交

代が起きた。民主党の鳩山由紀夫政権が発足した。「アメリカ追随型外交」か

ら「自立型外交」をめざした。鳩山政権は、安保体制にまつわる密約問題の

解明に取り組み、佐藤が後継内閣への引継ぎを行っていないとし、「不透明性」

という安保体制の構造的歪みの是正に重要な成果を残したが、問題がすべて

解決したわけではなかった。 

 ２ 普天間移設をめぐる迷走 

  鳩山は普天間基地を「最低でも県外」に移設すると述べ、「危険性」という

安保構造の是正に挑戦した。しかし、米側は辺野古移設を強く求め、鳩山は

辺野古への回帰となった。普天間移設問題での迷走などにより、鳩山が退陣

すると菅直人政権が発足した。2011年３月 11日に東日本大震災が発生し、対

応で強い批判を浴び、退陣に追い込まれた。9 月、野田佳彦が首相に就任し、

玄葉光一郎外相とヒラリー・クリントン国務長官の相性の良さもあり、日米

関係の修復に結び付けた。二度にわたり、地位協定の運用が改善され、嘉手

納以南と普天間移設をパッケージとする米軍再編計画が、普天間移設の進捗

状況とは無関係に、嘉手納以南の米軍基地返還を進めることとなった。しか

し、「危険性除去」は進まず、新型輸送機オスプレイが普天間基地に配備され、

普天間移設は一向に進展せず、「不透明性」の是正では成果を挙げたものの、

「不平等性」「危険性」においては挫折した。 

 第三節 集団的自衛権と安保体制――本格化する「グローバル化」 

 １ 集団自衛権の行使容認 

  1212 月の総選挙で自民党が政権に復帰し、安倍晋三が総理の地位に返り咲
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いた。「戦後レジームからの脱却」をめざす安倍は、改憲と靖国参拝、そして

自衛隊が米軍とともに「血を流す」ことで、日米を「完全なイコールパート

ナー」にすることであり、「積極的平和主義」を掲げ、集団的自衛権の行使容

認へと突き進む。 

  14 年７月 1 日、従来の憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使が「憲法上

許容される」との閣議決定を行った。「武力行使の新三要件」は、①わが国に

対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対

する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存在が脅かされ、国民の生命、

自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、②こ

れを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がな

いこと、③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、となった。 

  集団自衛権行使の合憲性の根拠として持ち出したのは、米側の介入で司法

の独立が脅かされたおそれのある砂川判決であった。 

 ２ 安保体制の「グローバル化」――15ガイドラインと安保関連法 

15ガイドラインは、「アジア太平洋地域及びこれを越えた地域」における安

保体制の重要性を指摘し、「日米同盟のグローバルな性質」を強調した。安倍

政権は、15 ガイドラインに実効性を持たせるべく、安保関連法、すなわち国

際平和支援法、重要影響事態法（周辺事態法の改正）、武力攻撃・存立危機事

態法（武力攻撃事態法の改正）などを成立させた。 

  17年 1月、ドナルド・Ｊ・トランプ政権が発足した。トランプ政権発足後、

東アジア情勢は緊迫した。15 年 4 月の訪米時、安倍は安保体制を「希望の同

盟」と称したが、その基盤は盤石でない。第一に、15 ガイドラインや安保関

連法に関する国民的合意が不十分である。第二に、米国が誤った戦争を起こ

した場合、日本がどう対処するかについて議論が深まっていない。第三に、

安保体制の強化が国際緊張を高め、安全保障のジレンマにつながるおそれが

ある。第四に、米国などの情報共有を強化するべく制定された特定秘密保護

法で安保体制の「不透明性」が高まった。第五に、国際貢献と安保体制の強

化が混然一体となっている。 

 ３ アポリアとしての米軍基地問題 

  13年 12月、普天間移設をめぐって動きがあった。県内移設は困難と言い続

けてきた仲井眞知事が姿勢を転換させ、地位協定を補足する協定締結に向け

た日米交渉の開始と、毎年 3000億円台の振興予算を条件に、辺野古移設に同

意した。 

  仲井眞の変節に対し、翁長雄志那覇市長が県内の新基地建設に反対し、「オ

ール沖縄」の支持を得て、10万票近くの大差をつけて知事選に圧勝した。 

  地位協定については、一定の改善がみられたが、地位協定の改正に向けた
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動きはなく、「不平等性」の是正の道筋は見えないままである。 

  沖縄県内では、日本政府への不信感から「独立論」が徐々に広がりつつあ

る。沖縄米軍基地問題を置き去りにしたまま、安保体制の「グローバル化」

と「対称性」の追求に腐心することが、日米関係の発展につながるのか。 

 

おわりに 

  日米安保体制の 60余年は、在日米軍の権益確保と日本の対米協力の拡大を

追及してきた歴史であり、「非対称性」「不平等性」「不透明性」「危険性」と

いう安保構造の形成と持続・変容のプロセスであった。60 年代以降、構造的

な歪みを内包したまま、日米関係の「根幹」、極東の平和と安全の「支柱」、

アジアの国際政治の「基本的枠組み」と位置づけるようになった。安保体制

は「対称的な相互性」への歩みを進めると同時に、在日米軍の活動と自衛隊

の後方支援の両面で「グローバル化」し、日本は米国の世界戦略の関与を深

めた。 

  日本の安全保障政策には、国連の集団安全保障が最も望ましい。当面は、

日本の安全を保障し、アジア太平洋地域の国際秩序の現状を維持する装置と

して、安保体制は存続するであろう。安保体制のどこを、いかに是正するか

である。「平和国家」にふさわしい日本の国際的役割を見定め、国際貢献と安

保体制強化を峻別する必要がある。米国が、一方的な行動に走った場合には、

西欧諸国と連携して米国の行動を正す必要がある。歴史的公文書の公開など、

「透明性」を高め、地位協定を改定し、米軍の特権を絞り、「不平等性」を是

正すると同時に、沖縄をはじめとする在日米軍基地の「危険性除去」を進め

る必要がある。普天間基地の移設計画の見直しによる沖縄の負担軽減は急務

である。 

 

おわり 

読書後の感想 

  普天間基地の辺野古への移設が、沖縄の住民投票で否決された。しかし、

日本政府はこの住民の意思を無視し、辺野古への基地新設が唯一の方法と述

べるだけで、検討すらしないで、作業を進めている。 

  二国間の条約にすぎなかったものが、追随外交のため、対象地域を拡大し、

多くの法律を準備し、「同盟」という体制に至ったのが日米安保体制史という

歴史の現実である。密約の公開などの透明性を高め、地位協定の全面的な見

直しを行い、かつ、住民の意思を大事にする必要がある。 

以上 


