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NHK は政治権力からの自立を！ 

NHＫ問題を考える会（兵庫） 
2014 年 2 月   ニュース ＮＯ．29 

神戸市中央区元町通 6-7-6-5F 平和友好センター内 電話・FAX （０７８）３５１－０１９４ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://nhkwatchers.web.fc2 .com/ NHK 問題を考える会（兵庫） 検索 

１月１８日、ジャーナリスト鳥越俊太郎さんを招いた講演会には、会場の神戸文化ホールに１０００人

近くが参加。２００人以上が入りきれない事態となり、関心の高さが示されました。 

鳥越俊太郎さんと羽柴修弁護士の講演の後、司会の小山乃里子さんをはさんで「一年後の施行を阻止す

るためにはどうすれば？」をテーマに語り合いました。 

鳥越さんは、安倍内

閣はどういう内閣か、

と話を始められまし

た。「安倍内閣は、戦

後の民主主義国家を

覆し、国家統制の国づ

くりをめざしている。

秘密保護法は政府が

勝手に秘密を増やし、 

国民には何が秘密かも知らさず、黙って国の決めた

ことに従え、というもの。ファシズム以外の何物で

もない」と警鐘を鳴らしました。 

羽柴弁護士は、「戦争は秘密から始まる」という

テーマで、話されました。戦前の「軍機保護法」で

大学生が逮捕された事件を紹介し、秘密保護法と軍

機保護法は似ている。市民を監視するこの法律はす

べての市民に無関係ではない」と強調しました。 

このつどいは、９条の会など５４団体の協賛があ

り、くわえて朝日新聞、神戸新聞、ネットや地域の

掲示板、図書館の置きチラシ、新聞折込みなどさま

ざまな広報活動によって広い層の市民がつどいを 

知り参加されました。遠い九州や四国、東京からの

ご参加もありました。参加者の二割もの人から感想

文が出され、「秘密保護法の内容をかみ砕いて話さ

れたのでよく理解できた。自分なりにできることを

していきたい」「不安に思っていたことが深くなっ

たが、自分の行動をスタートしていきます」「大勢

の参加で驚いたが、何とかしたいと思う人の多いこ

とを心強く思った」などの共通した感想が出されま

した。参加者からは「こういうつどいをもっとやっ

てほしい」という声が出ています。会場ではこの会

に入会したいと１５人の申し込みがありました。 

 

２階まで会場満席の神戸文化ホール（中） 

 

お話中の鳥越俊太郎さん 

 

 

廃止 
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お話 鳥越俊太郎さん 羽柴 修さん 司会 小山乃里子さん 

（この文章は、1 月 18 日の講演会の模様をテープ起こししたものです。話し言葉ですので文章的にはおかしなところもあり

ますが、ご了承下さい）（一部省略）（この文章を複製、配布、転載することを禁じます） 

 

開会挨拶 

司会 小山乃里子： 

定刻を少し過ぎ

てしまったんです

けれど、只今から進

めさせていただき

ます。この会場は

「立ち見の方はダ

メ」ということにな

っておりまして、入

りきれない方が、ま

だ表にもたくさん

おいでになりまし

て。その方々のご了

承を得るというの

で、少し時間が経ってしまいました。進行役の小山乃

里子です。よろしくお願いします。（会場拍手） 

昨日、１月 17 日は、われわれ阪神間に住む者にと

っては、一生忘れられない 1日でした。昨日、岩手県

から来た小学生とお話をしました。彼女達にとっては

「3.11」、これは忘れられない日です。「3.11」といえ

ば、福島第一原発のことを心配していた私達の目の前

で、当時の政府の幹部が、大きな声で何度も何度も言

っておりました。「この数値は、直ちに健康に被害が

ある数値ではない」…考えてみれば、あれがもうそも

そも、秘密保護法が始まっていたんじゃないか、全部

隠されているんじゃないか、そんな気がいたしました。 

稀代の悪法、特定秘密保護法。これを何としてでも

廃止に、という熱い思いをこめて、今日たくさんの方、

お集まりいただいたわけです。これからお二人の方に

お話しをしていただきます。今日の模様は、IWJ、イ

ンディペンデント・ウェブ・ジャーナルが、インター

ネットで同時中継しております。それから、日本機関

紙出版センターが、「本日の模様を本にする」という

ことをおっしゃっています。本といってもまあ、数千

ページの本にはならないとは思いますけれど。（会場

笑）もし、今日お入りになれなかった方、インターネ

ットでぜひ、羽柴さんと鳥越さんのお話をしっかり聞

いていただけたらと思います。 

まずご紹介いたしますのは、羽柴弁護士さんです。

９条の会でおなじみでございます。タイトル、『戦争

は秘密から始まる』ということで、よろしくお願いし

ます。（会場拍手） 

羽柴 修さんのお話 

「戦争は秘密から始まる」 

はじめに 法律は市民にどう影響するか 

羽柴； 

ご紹介いただきました、弁護士の羽柴でございます。

今日は本当に超満員です。後で、鳥越さんのお話がご

ざいますけれども、特定秘密保護法の話もそうなんで

すけども、おそらく、皆さん、鳥越さんのお話が大事

ではなかろうかと。（会場笑）私に許された時間が 30

分ですので、お手元のレジメをもとに話をします。 

秘密保護法は、10月の２５日に国会上程をされて、

たった 42日間で成立した法律です。 

国民の８割以上が、この特定秘密保護法については、

廃案、継続審議を強く願っておられた。ところが強行

（採決）されたわけです。今日これだけいっぱいにな

ったというのは、これからどうするのか、「日本がこ

れから、どういう方向に行くのか」ということを、ず

いぶんご心配なんだろう、と思います。後で鳥越さん

の方からも、ゆっくりその話があると思うのですが、

私の方は、成立をしてしまったんですが、まだ施行は

されていない、この特定秘密保護法の中身を、あらた

めて、どれだけひどい法案なのか、私達一般の市民・

国民にどういう影響があるのか、ということについて、

おさらいかたがた、皆さん方に、一層の理解を深めて

いただくようにお話しをしてみたいと思います。 

法案の全文が皆さん方のところに渡っていると思

うんですけれど、第１条から、この特定秘密保護法と

いうのは、読めば読むほど腹が立つのですけれども、

この法律を読んでも、皆さん方は、そう簡単に「あっ、

分かった！」というような法律ではないんですね。だ

けども、今日、この法案をお手元にお渡ししたのは、

この法律、これから施行されていくんです。特定秘密

の指定の問題から、第三者機関の問題から、いろんな

問題が、これから皆さん方に説明がされる。安部（晋

三）首相も、あの（菅義偉）官房長官も、「説明不足

だったから、これから一年かけて、十分、皆さんのご

理解をいただくように説明をする」と言っております。

そういうことも含めて、この条文は、一応お読みいた

だければ、ということでお渡しをしています。 

 宮澤・レーン事件——戦争は秘密から 

私が今日お話しをする中身は、法律の内容が一つで

す。それからもう一つは『戦争は秘密から始まる』と

いうことで、象徴的な事件を最初にお話しをしたいと

思うんです。その後、法律の内容。それから「この法

律を止めるためにはどうしたらいいのか」ということ

について、お話しをしてみたいと思います。冒頭に「宮

澤・レーン事件」という事件のことを紹介しています。

ひょっとして皆さんは、この事件の名前は聞かれてい

るかもしれませんが、1941年の 12月 8日、真珠湾攻

撃が行われた日に、北海道（帝国）大学の学生だった

宮澤（弘幸）さんが、当時の特高、公安に逮捕されま

した。この方は、当時から軍機保護法というものに基

づいて、見張られておりました。開戦の日に逮捕され

 

司会の小山乃里子さん 
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たわけです。今度の特定秘密保護法と同じく、「自分

がどういう罪で逮捕されたか」ということが全く分か

らないまま、懲役 15 年という、大変重い厳しい判決

が出ました。当然のことながら、東京におられたご家

族の家に、当時の特高の捜索が一斉に入りました。だ

けど、自分が何で逮捕されたか分からないものですか

ら、起訴状、判決の中でも、彼が秘密を聞いた場所、

それから、彼がいろんなところで特定秘密を探知した、

探ろうとしたということが出てくるんですが、そうい

う全ての事実関係については、伏せ字で分からないま

ま裁判が進んでいったわけです。宮澤さん自身ももち

ろんですが、当時の世間の方々は、彼が何で逮捕され

たかということは、まるっきり分からずに、最終的に、

私どもの大先輩である上田誠吉弁護士が当時の裁判

記録をあたって『ある北大生の受難』という本をお書

きになって、初めて分かった次第です。彼が樺太に旅

行中に、人から船内で聞いた、根室の海軍の飛行場の

ことを、レーン夫妻―当時、彼の非常に敬愛をしてい

た英語の教師なんですが―に話したことが、探知と、

それから秘密を漏らしたということで、逮捕されたよ

うだ、ということでございました。1945 年に戦争が

終わって、宮澤さんは、その後釈放されたんですが、

投獄中、激しい拷問を受けました。逆さ吊りにされて

叩かれる、大変なひどい拷問を受けて、最後まで頑張

ったんですけれども、そのことが原因で、終戦直後に

お亡くなりになったということです。そのことを象徴

的な事件として、『戦争は秘密から始まる』というこ

とが言えます。…これは皆さん、「今そんなことが起

きるはずがない」というふうに思っておられるかもし

れませんが、今度の特定秘密保護法は、当時の治安維

持法、もしくは軍機保護法とよく似ている構造を持っ

ています。皆さんがこれから、「秘密」に接触をしよ

う、コンタクトをしようとすると、皆さんの市民生活

の中で、警察（公安）に監視をされるわけであります。

そういう意味で、大変影響が大きい法律だということ

で、最初に紹介をしておきます。 

秘密保護法の中身 

それから、法律の中身ですけれども、第１条からざ

っと見ていくと、まずこの法律については、「秘密の

指定」ということがございます。第１条から第３条に、

「特定秘密」として指定される中身、「どういう形で

指定されるのか」、ということが出ていまして、行政

庁の長が指定をすることになっておる。それから「特

定秘密」。 

日本は、アメリカと安保条約で同盟

国になっていますから、そういうとこ

ろから仕入れた情報というものを、特

定秘密として、指定されますと、その

秘密は、特定の許可がない限り出ない、

国民には知らされないわけです。だけ

ども、情報というものは、戦争をする

ために、もしくは何かの目的で秘密に

するわけですから、この大切な情報を、

国の関係機関に提供する場合の基準

などが決められております。それから、特定秘密とし

て指定された「秘密を管理する人」がどういう人か、

ということも決められています。その中に「適正評価

制度」というものがございまして、国家公務員とか、

地方公務員。警察官もそうですが。それから民間の、

たとえば川崎重工とか三菱重工とか、防衛産業に従事

するような方々とか、そういう民間で政府と契約をし

ている会社、そこに勤務する方々については、これは

秘密を扱うわけですので、適格な人なのかどうかとい

うことを調査するという、「適正評価制度」というも

のが書いてあります。同時に、その後で、罰則があり

ます。公務員はもちろんです。民間の事業者も含めて、

メディアに従事するマスコミの方々が全て対象にな

るんです。そういう方々が秘密に接触をして、つまり

探知ですね。秘密を管理している人に「何か教えてよ」

というふうに言うこと…教唆をするとか、取得した秘

密を誰かに漏らす、提供する、新聞に書く。国会議員

でも、たとえば秘密を知ったら「国会で追求をしたい」

と思うんですけれども、そういう指定された秘密は、

国会の中で言うことすらできなくなってしまう、爆弾

発言をすると除名されるような制度になっているん

です。最高で懲役 10 年という、大変厳しい刑罰を科

される。今までは、国家公務員法違反の西山（太吉）

さんの事件とか、いくつか事件があったんですけれど

も、これは懲役１年ぐらい。もしくは、自衛隊員が防

衛関係の秘密を漏らすと、その場合は５年だったので

す。 

自衛隊員や防衛省の職員が漏らした場合の一番重

い刑罰の倍の、10年を科すことができる、となってい

ます。全文の中の22条を見ていただきたいのですが、

公明党さんは、「この条文が入ったから、今回の特定

秘密保護法は、報道の自由とか知る権利を侵さないと

か、一般の国民に迷惑をかけるようなことにはならな

いだろう」と言われて、この特定秘密保護法の国会上

程に賛成をした経過があるのです。この 22 条にはこ

のように書いています。「この法律の適用にあたって

は、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不

当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知

る権利の保証に資する行動、または取材の自由に十分

に配慮しなければならない」。皆さん、この法律、こ

の 22 条を読んで「大丈夫だ」とお思いになるでしょ

うか？大体ですね、こういうことを言っているのは、

「（拡大解釈を）やるぞ」と言っているのと同じです。

「配慮せよ」と言うんだけど、取材の方法が悪かった

ら、「これは必ず逮捕するぞ、ガ

サ入れするぞ」と言っているよう

なもので、「刑事罰を科されるか

ら注意しなさいよ。ウチの方も注

意するけど、お前が一番注意せん

とえらいことになるぞ」と、こう

いうことを言っているにすぎな

い。皆さんは「この条文が入った

から大丈夫だ」とは思っていない

かもしれませんけれども、もし

 

講演中の羽柴 修さん 
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「この条文が入ったから、国民の知る権利は侵害され

ない」「報道の自由も大丈夫だ」と思われていたら、

とんでもないことです。 

特別管理秘密･･･今でも 41 万件も 

特定秘密というものについては、皆さん、「どんな

ものが指定されるんだろうか？」と全然、わからない

と思うんです。これまで、新聞報道等で中身を見ます

と、いま、国の関係機関の 16省庁に「特別管理秘密」

が指定されています。これは秘密ですから、こういう

ものを国家公務員が漏らしたり、自衛隊員が漏らした

りすると、これはこれで、逮捕されたり規制をされる

わけです。 

その中で、「特別管理秘密」というものが、全部で

41万 2931件。一桁まで言いました。この中で、特定

秘密保護法で中心的な役割を果たす「（内閣に）情報

調査室」があるんですが、内閣の官房が持っている「特

別管理秘密」が 31万 8886件と突出してあります。こ

れも報道によりますと、この秘密は、41万件ですけれ

ども、これは若干、制御されて 30 万件ぐらいになる

かな、と言われています。これは、いま指定されてい

る特別管理秘密に、いろんなところから特定秘密とい

う形で足し算で指定されたものが増えますので、「41

万件から、おそらく増える可能性もある」と言われて

います。 

特定秘密は４分野 

特定秘密に指定される情報は４つあります。テロ、

外交、防衛、特定有害活動。この４項目あるんですが、

別表でざっと書かれているものを見ても、何が、どん

な情報が特定秘密になるのか、ということはわからな

いのです。参考になるのが、今申し上げた「特別管理

秘密」と指定をされているもの。 

総務省、公安調査庁、内閣官房でどんなものが指定

されているか、ちょっと見てみますと、たとえば総務

省は、在日米軍が使用する周波数に関する情報…これ

はまあ軍隊の連絡とか、自衛隊とか連絡を取る場合の

ことなんですが、こういう周波数に関する情報で、シ

ークレットとされた部分。公安調査庁は、内閣情報会

議―これは内閣の官房の中にあるんですが―の決定

にあたって、特に秘匿することが必要なものとして、

当庁が提供する情報資料…と言っているだけで、何の

こっちゃか全然分かんないのです。そういうものがあ

る。内閣官房が持っているのは、暗号。それから大切

なのが、内閣情報会議が決定した情報認識。これは後

でお話しします。「国家安全保障基本法」とか、国の

存立を危うくするような情報。国民の安全・防衛とい

うことを考えて、対中国、北朝鮮、そういうところの

動きを見ながら、合議、議論をされる情報が、全部、

情報認識としては秘密に指定される可能性がある。そ

れから原子力規制員会。原子力規制委員会は、今、核

不拡散関係の情報は特定秘密じゃないんですけども、

核物質の防護が特管秘密として指定されている。これ

はおそらく、福島のことがあるので、原発がああいう

形になって、メルトダウンを起こした場合に、一体ど

の地域に、どういう速度で、汚染がされていくのか、

というようなことが秘密にされる可能性が十分にあ

るということです。それから厚生労働省の病原体情報、

これはまあ、何となく分かる感じがしますけれども、

そういうものが指定をされている。外務省、防衛省と

いうのは、特に、特別管理秘密として個別・具体的な

事項を決めていない。これから、防衛省と外務省が、

かなりたくさんの情報を特定秘密として指定してい

くのではないかと言われています。 

  適正評価制度と国民監視 

さて、こういう情報が指定されますと、これを管理

する人達が問題になってきます。特別管理秘密で従事

をしている方だけでも、６万人から７万人と言われて

おります。これがだんだん増えて、毎日新聞によりま

すと、大体 10 万人ぐらいが、この適性評価制度の対

象になるだろう（と言っている）。つまり国家公務員、

警察庁の職員―警視庁も―兵庫で言いますと、県警の

警察官とかですね。それから民間の事業者で、特定秘

密に指定された秘密を扱う方々が、10万人ぐらいとな

っています。その方々のご家族についても調べられる

ということです。お金いくら借りてるとか、お酒をど

の程度飲むかとか、付き合っている女性が何人いるん

だろうかとか、特に親密な交際をしている人がいるの

かどうか、というようなことまで全部調べる。その家

族、対象になった人の交友関係も全部調べますから、

もう膨大な数の方が、この適性評価制度の調査の対象

になるということです。一番怖いのは「日頃から監視

をされる」ということです。「特別管理秘密」ではな

くて、特定秘密に指定された「秘密を管理する人たち」

が、これから飲み屋に行ってどういうことをするのか

とか、一旦、適正評価を通っても、秘密を漏らす恐れ

があるんじゃないか…もちろん、その特定秘密を扱う

人達がある程度わかると、こういう方々に接触する一

般市民がいます。マスメディアの方がいます。そうい

う方々を尾行をしたり、監視をするということが、こ

れから行われるということになるわけです。ですから、

適正評価制度でご家族も（同様に）調査に応じなきゃ

いけない、ということになりますけれども、その方々

の周辺におる人達も、全て監視の対象になる、という

ことが怖いのであります。 

   市民生活への影響 

こういう法律が、市民に関係があるのかどうか。国

家公務員、マスメディアの人達、防衛産業とか、特定

の事業に従事をする人達だけが、逮捕されたり重罪に

科せられたりするんではないか、と思っているかもし

れませんが、本当はそうではなくて、特定秘密保護法

というものは、ずいぶん多くの皆さんに関係があるよ、

ということを（知っていただきたい）。 

集団的自衛権とはアメリカと一緒に戦争をやること 

これは、後で鳥越さんからお話しがあるかもしれま

せんが、この特定秘密保護法の後に「国家安全保障基

本法」というものが、国会上程をされます。この通常

国会―そろそろ開催されますけれども―、おそらく連

休明けには、これが出てくるだろう。この「国家安全

保障基本法」には何が書いてあるか。少なくとも、我



 

- 5 - 

が国の防衛に関わる情報、国の安全保障施策について

は、国民の全てが協力しなければならないよ、「守ら

ない国民はダメですよ」と（ということが書いてある）。

憲法で書いてある基本的人権があるかもしれないけ

れども、国が決めたことには、最優先事項として守る

義務があると規定されています。同時に、今、安部首

相は、9 条を変えないで集団的自衛権の行使をやろう

としている。日本の自衛隊が攻撃されているわけでは

ないけれども、アメリカの艦船が攻撃をされたら、日

本も反撃ができる。北朝鮮から（ミサイルが）飛んで

行くときも、日本の自衛隊が撃ち落とすことができる、

我が国が攻撃をされていなくても反撃ができる、自衛

隊が軍事行動に移ることができる、という、集団的自

衛権の行使が、憲法９条に違反をしないという、内閣

法制局の解釈が、おそらく通常国会でもされた上で、

この「国家安全保障基本法」が上程をされる。安倍首

相はアメリカと一緒に戦争するための国づくりをし

ようとしている。 

そのために、国防情報とか、安全保障に関わる情報

を、特に保護しなければいけないのだ、ということで、

特定秘密保護法が成立しました。その前には、国家安

全保障局というものができましたが、日本版 NSC 法

も成立をしてしまったわけです。いま我が国は本当に、

戦前の、戦争をしていた国の体制と同じようなところ

に向かっていることを心配せずにはおられません。国

会で、昔問題になった、「三矢（みつや）研究」とい

うものがございます。Winnyから漏れました「S諸島

を中心とする」…たとえば中国の軍隊が、S諸島―尖

閣諸島―を占拠した場合、これにどう対応するのか、

というようなことを国会で問題にするということも、

おそらくできなくなるでしょう。一般市民に一番大き

な影響があるのは、私が今申し上げた、国家安全保障

基本法の中で、日本が戦争をする国に、まっしぐらに

突き進んで行けば、私達の生活は、当然、安全保障施

策が最優先ですから、ものを言えなくなる。特定秘密

保護法によって、多くの方が監視の対象になるという

ことで、「あまり危険なところには近寄らないように

しよう」ということで、メディアの方々も含めた自主

規制というものが起きる、ということが一番心配です。 

   成立してもあきらめない 

皆さん、この法律は成立したが、施行まであと一年

間ございます。これを何とか施行させないためのたた

かい、もしくは、この法律を廃止するということは、

これは理屈では可能です。実際は、なかなか大変かも

しれませんけれども、今からでもまだ間に合う。多く

の国民に、この特定秘密保護法の中身を知っていただ

くこと。今、国会では、特定秘密保護法に参加した国

会議員の皆さんが、外国旅行に行っているようです。

これはどうもご褒美の旅行ではないかというふうに

…今頃調査をしてどうなんねん、前もって調査するの

が当然ですよ。 

それから第三者機関（情報保全諮問会議）の問題。

今日、ナベツネ（渡辺恒雄）さんが座長になりました。

７人いる中でたった１人、清水（勉）先生という、日

本弁護士連合会の先生が反対をされただけで、あと全

員が賛成派です。こんなものが第三者機関として、ど

ういう秘密を指定するのか、運用基準を決める、30

年であるのか、60年までやるのか、解除の問題につい

ての基準を決めると言っております。こんな第三者機

関は、第三者機関足り得ないと、声を大にして特定秘

密保護法の廃止を求めていく。皆さんのところに請願

署名をお渡ししていると思いますので、ぜひこれにも

協力いただきたい。 

最後に一言申し上げます。 

今日お見えの方々や（会場に）入りきれない多くの

方々が、安倍内閣の危険な暴走を止めるために、日頃

顔見知りの人とだけ話をするのではなくて、知らない

人達にぜひ、この特定秘密保護法の危険な内容、集団

的自衛権の問題、戦争をする国づくりについて知らせ

ていただきたいと思います。私達は、いま、民主憲法

の中で生活をしているけれども、いま保証されている

基本的人権は、私達が不断の努力によって守っていか

なければならない、と謳っております。特定秘密保護

法が成立したからといって、諦めるのではなくて、特

定秘密保護法の施行を止め、法律の廃止をめざして、

これからご一緒に頑張っていきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。（会場拍手） 

小山： 

羽柴さん、ありがとうございました。外は本当に寒

いんですが、羽柴さんのお話を伺っていたら、ちょっ

と心まで寒くなってしまいました。こんなことがある

のか…本当に知らないことだらけで。でも、40万も秘

密があったら、何が秘密やわからん。この法律ができ

るっていう時に、笑い話で、「君を逮捕する」「何の容

疑で？」「それは秘密だ」というのがありました。（会

場笑）そんなことが本当に起こり得るんだなと思って

しまいました。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
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 鳥越俊太郎さんのお話 

『秘密保護法を許さない』 

小山： 

続いては、鳥越俊太郎さんにお話をいただきます。

ご存知のように、毎日新聞を経て、サンデー毎日の編

集長から、今はテレビのキャスターをお務めでござい

ます。鳥越俊太郎さん、お願いいたします。（会場拍

手） 

鳥越： 

皆さんどうも、こんにちは。（会場を見渡して）満

席ですね。今日私、午前中に大阪で講演を一つやって

まいりまして、二つ目なんで、声が出るかどうか分か

りませんが。特定秘密保護法の内容については、詳し

く羽柴先生がお話しになりましたので、あんまり内容

にわたって、私が話をしても、同じことになりますの

で、やりません。

「何でこういう法

案が出てくるの

か」という…皆さ

んも、今頃何でこ

んなことを、強行

採決までして、国

民の半数以上が反

対をして、そして、

公聴会やったら、

７人の公聴会の参

考人が７人とも、

特定秘密保護法に

ついては「慎重に」

もしくは「反対」

とおっしゃったに

もかかわらず、翌日、強行採決をする。「何でこんな

に急いで、ゴリ押しにやるんだろ」というのは、私だ

けではなくて、おそらく皆さんも「何で安倍内閣とい

うのは、こんなことをゴリゴリやるのか」と疑問にお

思いになると思うんです。 

 安倍内閣はどういう内閣か 

だから今日、私は「安倍内閣というのは、一体どう

いう内閣なのか」ということを、もう一度考えてみた

いと思います。 

安倍政権は、もちろん一回、何年か前、もうだいぶ

前に、第一次安倍内閣というのがありました。そして、

あの時安倍さんが言った言葉で、一番今でも耳に残っ

ているのが、安倍さんが作りたい国は「美しい国、日

本」というのが、安倍さんのキャッチフレーズでした。

「美しい国、日本」を作りたい。だけど、腸が悪い…。

潰瘍性大腸炎という、要するにお腹が悪いということ

で、（首相を）お辞めになりました。 

安部総理というのは、たとえば田中角栄さんという

ような方とは、まるっきり違うんですね。その他の自

民党の政治家というのは、これまで必ず利権が絡み、

裏でいろんなことが絡むんです。安倍さんも、何にも

（利権が）ないとは、僕は思いません。しかし、安倍

さんの特徴は、利権の政治家より、この方は良くも悪

くも、自分なりの信念があるわけですよ。この信念を

持っている人ほど、実は怖いんです。田中角栄さんは、

お金に対する信念はあったかもしれないけれども。

（会場笑）そういう意味では、田中角栄さんというの

は、非常に柔軟な人です。中国訪問、日中国交回復を

やったのは田中角栄さんですよ。だけど安倍さんは、

中国とはどんどん遠ざかる。韓国とも遠ざかる。中国

や韓国の嫌がることをわざとする。靖国参拝、この間

やりましたよね。あんなことをやれば、中国・韓国は、

過去の侵略戦争で、中国や朝鮮に日本軍が侵略戦争を

したという記憶が被害者の方は、いつまでも持ってい

るわけですよね。加害者は忘れる。加害者は忘れるけ

ど、被害者は忘れてない。その戦争を主導したＡ級戦

犯が祀られている靖国神社に行けば（どうなるのか）。

侵略戦争は…Ａ級戦犯で戦争の犯罪者、戦争の首謀者

と言われる人達がやった戦争を、これは極東裁判で、

犯罪として裁判にかけられて、Ａ級、Ｂ級、Ｃ級と、

いろいろありましたけども、Ａ級裁判の人は死刑にな

った、というような、そういう人達が祀られている。

一緒に合祀されている靖国神社に参拝すれば、あの戦

争は…まあ「正しかった」とは安倍さんも、さすがに

言っていませんけども、中国や韓国からすれば、日本

の指導者があの戦争を肯定している。つまり、否定し

てない。「悪い」「自分達はすまないことをした」とい

うふうに思ってないんだ、というふうに中国や韓国の

人が思う、ということを分かっていながら、敢えて行

ったんですね。それが安倍さんです。だから安倍さん

は、ある意味では、良くも悪くも信念があって、その

信念に突き進んでいる。どういう信念かというと、「美

しい国、日本」と言いましたけども、彼が言っている

「美しい国、日本」というのは、…もう一つ、彼は言

っていますね。戦後の「レジームチェンジ」という言

い方をしています。「レジームチェンジ」って、どう

いうことかというと、「レジーム」というのは、一つ

の「体制」ですね。体制…国の形。これを変えようと。

戦後、私達が暮らしてきた日本の政治の形を、日本の

国の形を変えましょうと言っている。「レジームチェ

ンジ」と言うと、英語で言うので、すごく何か良いこ

とのように聞こえますけれども、要するに「国の形を

変えよう」というのが、安倍さんの言ってることです。

それが「美しい国、日本」の中身です。じゃ、「レジ

ームチェンジ」って、どう変えるのか。 

安倍氏は日本をどう変えようとしているのか 

戦後の日本は、民主主義、民主国家になりました。

戦前までの、絶対主義的な天皇、絶対主義と言われた

国とおさらばをして、新しく、主権在民。天皇は、象

徴としての天皇。政治に関わらない。政治は、国民が

主人公の政治。そういう国をつくってきました。した

がって、たとえば教育委員会というようなことも、そ

のためにあるんですよ。教育が、政府とか市長とかそ

ういう、トップにあるんじゃなくて、教育委員という

 

講演中の鳥越俊太郎さん 
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のは、国民に選ばれた教育委員が、教育についてはち

ゃんと考えていきましょう、という。それなりに、中

央集権制というのをやめて、できるだけ分散しようと

いうのが、戦後、日本が民主主義で採った考え方です。

だから、教育委員会というのは、日本全国ある。 

    統制型の国をめざす 

しかし、次第に教育委員会制度は形骸化してる、今。

とうとう最後に、最近は、教育委員会制度を、教育委

員長から教育長に、全部権限を取り上げた。教育長と

いうのは役人です。これは市長とか、そういう首長か

ら任命を受ける人です。教育委員というのは、市民か

ら選ばれる。で、その中で互選して、教育委員長とい

うのがある。だから、教育行政については、教育委員

会がやる。教育委員会の委員長が、最終的に権限を持

っている、というのが気に食わない。これがあるため

に、日本の教育はダメになる、と。したがって、もう

少し中央集権的に、上からパーッと通るような教育行

政にしなきゃいけない、ということで、教育委員会も

今、変わろうとしています。全部同じなんです、安倍

政権が考えていることは。つまり、国家統制型の国を

つくりたいというのが、安倍さんの「美しい国」なん

です。つまり、国が全部指示をして、国から言うこと

を国民は聞け、と。今まで、国民がああだこうだと…

「それは違う」とか言って、みんないろいろ抵抗する。

国民が発言をする。国民が、政治なり社会の主人公で

ある。それはなぜならば、国民が税金を納めている。

税金を納めている国民が主人公だ、という考え方を変

えよう。これからはもっと、国が…大事なことは国が

決めて、国の決めたことをちゃんと守れよ皆さん、と

いう国家統制型の国をつくろう、というのが「美しい

国」ということの中身なんです。それが一つひとつ、

今いろんな法案として出てきてる。その一つが、特定

秘密保護法なんです。 

  特定秘密保護法とは-「国民は黙って従え」 

国が秘密を決める。国の中の一部の大臣が、特定の

秘密を決める。決めたら、もうそれは、国会議員さえ

も分からない。役人も、他の役人は分からない。ごく

一部の人しか分からない。それをもし漏らしたら、漏

らした本人は 10 年の懲役。無理やり聞いた…たとえ

ば、新聞記者だったり、テレビの記者だったり、メデ

ィアの人間も、５年（の懲役）。まあ、場合によって

は 10 年ということもある。というふうに、特定秘密

保護法というのは、要するに、国民には何でもかんで

も教えないよ、やることは国が全部、重要な事は知っ

てるから、お前達はもう黙って従え、という国家統制

の極み、最たるものなんです。 

ジャーナリストの使命— 

  税金で仕事をしている人をチェック 

僕は新聞記者を長くやっていましたけれども、新聞

記者の使命、役割は何か、国とか市とかは、公…つま

り税金で仕事をしている、税金で国民から委託を受け

て仕事をしているのが、国の政府であり、そして地方

自治体の行政機関、市役所であったり、県の県庁であ

ったり、そういうのはみんな、皆さん方の税金で仕事

をしてる。彼らは時々、税金で仕事をしているという

ことを忘れていることがある。しかし、皆さんは忘れ

てはダメなんです。私達の税金で彼らは、私達に代わ

って仕事をしている。だから、本当にちゃんとしたこ

と…税金をちゃんと使っているかどうか、国民はちゃ

んとチェックする権利がある。私達の税金が、本当に

役に立つように使われているのかどうか、分からない

でしょ、なかなか。それを、これは長い間の歴史の中

でつくられてきたんですけれども、新聞とか、今では

テレビもありますけれど、新聞記者というのは、一般

の市民に代わって、税金がちゃんと使われているかど

うかチェックする、そういう役割を持って、仕事をし

ていたんです。だから、アメリカで言えばジャーナリ

ズム、日本で言えば、そういうメディアの関係者とい

うのは、本来、権力者―税金で仕事をしている、権力

を持っている人達―のチェックをする…ウォッチを

してチェックをする。正しいことをしているかどうか、

ちゃんといつも調べる、そういう役割を持っていると

言われる。まあしかし、実際に新聞記者全員がそう思

って仕事をしているわけじゃなくて、ただ何となく、

事件があったら事件を追い、ニュースで出している、

と思っているかもしれないけれども、実は本来は、そ

ういう役割が、根底にはあるんです。これがジャーナ

リズムの原点なんです。だから、こういう原点をちゃ

んと分かっていない、メディアで働いている人間は、

「ジャーナリスト」とは言えない。単なる「マスコミ

で働いている人」にすぎない。僕は、日本のマスコミ

で働いているジャーナリストは、どれぐらいいるか。

おそらく、ほんの一握りしかいません。これが日本の

メディアの実態です。そういう状況の中で、安倍さん

は、国家統制型の国をつくろうとしている。その中で、

私達は「そうじゃない」という、メディアとしてのジ

ャーナリズムの、ジャーナリストとしての仕事を果た

さないといけない。日頃から私達は、毎日毎晩、何を

やっていたかというと、どうやって、警察官や、検察

官や、市役所の役員や、そういう公の権力を握ってい

る人達が、どういう仕事をしているか、いつも…まあ

僕らの言葉で言うと「ネタを取る」と言うんですけれ

ども、取材をいつもしていた。これは、はっきり言っ

て、公務員法―国家公務員法、それから地方公務員法

―の違反行為です。だってそうでしょう？公務員が知

り得た秘密を入手するわけですから、公務員法違反で

す。そうやって、公権力の壁を破ろうとしてきた。そ

したら今度は、特定秘密保護法ができる。さあ、どう

するか。今度はなかなか、そう簡単には破れない。 

何が秘密かわからない怖さ 

なぜならば、特定秘密保護法の今回の内容を見て、

よくよく読んでみると、何が秘密であるか、というの

を知っているのは、特定秘密を指定した長と、おそら

くその側近にいる、一握りの官僚ぐらいしか分からな

い。国会議員も、官僚も分からない。したがって、ど

こからどこまでが特定秘密に指定されているのか分

からないから、当然、今まで気楽にしゃべっていたの

が、「ひょっとしたら、これ、秘密になってるのかも
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しれない」というふうに、役人の人が思うと、情報を

漏らさなくなる。つまり、萎縮するわけですね。でも

我々は、何とかして、その「国が秘密にしているもの」

を暴きたい、という気持ちがあるから、何としても聞

きたい。で、迫るわけ。だけど、おそらくこれまでよ

りは、ずっと取材が難しくなる。なぜならば、みんな

「特定秘密保護法の地雷を踏むかもしれない」と思う

と、足がすくんでしまうから、言えなくなる。そうい

う「萎縮効果」というものが生まれます。その結果、

どういうことになるかというと、皆さんには、皆さん

の税金でやっている役人の、仕事の中身が伝わらなく

なる。勝手に秘密になって、いろいろやってるけども、

皆さん知らない間に、どんどん進んでる。それからも

う一つは、僕らメディアで働く人間も、今まではイケ

イケドンドンで、それはもう相当のことをやった。 

多くの国民、市民の皆さんに知らせるべき情報であ

ると、その情報を入手するためにやった行為ですから

ね。だけどそれでも、政府権力者の虎の尾を踏むと、

逮捕されるんです。西山太吉さんがそうでした。 

西山さんは、重要な沖縄返還交渉の密約―アメリカ

と日本政府が結んだ密約―についての情報を入手し

た。それでも、情報の入手の仕方がいかん、というこ

とで…つまり「情を通じた」という一文が入ったため

に、西山さんは、最初は無罪でしたけれども、二審は

有罪になって、確定審も有罪。だからまあ、そんなに

重たい刑ではありませんけどね。しかし、有罪になり

ました。これからは、刑罰が重くなりましたからね。 

「厳罰」が情報を出にくくする 

漏らした人は 10 年、漏らされた私が、かなりしつ

こく手を使って、脅したりすかしたりいろいろして、

情報を取った場合、やっぱり私も、５年は刑務所に入

らなきゃいけない。でもそれは、僕達は、それでも意

味がある、それは国民に知らせる意味がある、国民の

ために、これは知ってもらう必要がある、という情報

ならば、それは僕だけじゃなくて、おそらく、かなり

のメディアで働く人間が、たとえ特定秘密保護法がで

きようとも、体張って仕事をする、という人はいると

思います。しかし、漏らす方がなかなか…今度は慎重

になりますからね、なかなかそう簡単にはいかない。

要するに、国の一部の偉い人達が持っている情報は、

皆さん方にはほとんど分からない、下りてこない、と

いうことです。これはまさに、安倍さんが目指してい

る、統制型の、上から全部、国民を監視し、押さえつ

ける、そういう…まあ言ってみれば、僕は、これはあ

る種のファシズムだと思ってるんです。国家統制社会。

何でも国が統制する、そういう社会に一歩近づいた。

特定秘密保護法は、そうやって、国民が知る権利とい

うものを、非常に狭めて、ほとんどできなくしてしま

う。 

世界に誇る憲法９条 

そこで次に出てくるのが、今、参議院議員で総理補

佐官になっている、礒崎陽輔とかいう人が漏らした言

葉として「集団的自衛権の問題は、今国会中にやる」

と明言しております。これは新聞には小さくしか載っ

てません。気がつかなかった人がほとんどだと思いま

すけども。明らかに安倍内閣は、集団的自衛権の問題

を、今国会会期中にケリつける、という覚悟です。「美

しい国、日本」それから「積極的平和主義」…もう、

どれを取っても、言葉だけは美しい。美しいけども、

中身は怖い。こういうことをやろうとしている。集団

的自衛権とはどういうことか。 

日本は戦後、一度も戦争はしたことありません。明

治維新から、あの昭和 20年まで、日清（戦争）、日露

（戦争）、日中（戦争）―満州事変から始まる―、そ

して太平洋戦（争）と、４回ぐらい大きな戦争をして

きた。しかし、戦後 60 何年、日本は一度も戦争して

ません。それはなぜか。それは、あの長い、満州事変

から始まった、日中戦争、太平洋戦争という戦争の中

で、300万人近い人が亡くなり、多くの犠牲を払った。

原爆２発落とされて、国は焦土と化した。焼夷爆弾と

原爆で。「そういう戦争は、もう絶対しない」国民が

思ったし、それから、アメリカも「日本は怖いから、

戦争をできない国にしよう」ということで、アメリカ

の意志も加わったんでしょうけれども。日本国民が、

やはり「戦争はもう絶対しない」「どんなことがあっ

ても戦争はしないよ」ということで、憲法９条という

のが戦後の憲法の中に入っているわけですね。９条は

１項と２項ありますが、その中にはきっちりと、「国

際紛争を、戦争でもって解決するというようなことは

しない」ということ、それから「交戦権は持っていな

い」「戦争をする権利はない」という、この２つ、１

項と２項で、日本ははっきりと「戦争はしません」、

そして本当は「戦争するための兵隊も持たない」と書

いてある。これはもう、有名無実。つまり、自衛隊が

できたために、軍隊を持っている。持っていますけれ

ども、戦争をしないということだけは、たとえ自衛隊

がいたけれども、守られている。戦後ずっと、守られ

ている。一度も…日本は PKO とかで、インド洋で油

の給油をしたり、イラクに行って、サマーワというと

ころで、病院とか、学校の周辺とか、復興事業もやっ

たり、カンボジアでは道路作ったりとか、そういうこ

とはやってきましたけども、一発も弾を撃ってません。

撃ってないんですよ。もちろん、撃たれてもいない。

これは日本の、おそらく世界に誇る、平和な国日本の、

誇らしいことなんです。どこの国とも戦争をしてない。

弾撃ってない。誰も傷つけてない。誰も殺傷してない

し、日本人も殺害をされてない。もちろん、アルジェ

リアであったような、ああいう、民間の人（日揮社員）

が巻き込まれて傷ついた、というようなことはありま

すけど、いわゆる戦争行為としてはない。ところが、

これは憲法９条があるために、それは日本ではできな

い。 

歴代の自民党政権も、内閣法制局というところがあ

るんですが、これは要するに法律の、憲法の判断をす

るところですけれども。内閣法制局の見解として、歴

代自民党政権がずっと続いている間も、日本には、個

別的自衛権―個別的自衛権というのは、自分の国に攻

めて来られたら、自分の国で、自分で守るという、こ
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れを個別的自衛権と言います―と、集団的自衛権は保

有するが…つまり「集団的自衛権は保有する」と書い

ています。これは、国連でも「集団的自衛権はある」

というふうに認めているので、日本は、内閣法制局の

見解として、個別的自衛権と集団的自衛権を保有する

が、集団的自衛権は、憲法９条の関係で、これは認め

ない。「集団的自衛権は認めない」ということを、は

っきりと、内閣法制局長官の名前で明言をしてきた。

今までは。だから、たとえアメリカがそこら中で、ア

フガニスタンやイラクや、アジア…ベトナムや、あち

こちで戦争をしても、日本は動かない。軍隊としては

動く。でも、まあアフガニスタンの時は、油の給油は

やりましたね。これだって本当は、軍事的な行為と見

られなくもない。だからこれも、集団的自衛権に、ち

ょっと近づいている。 

美辞麗句にひそむ集団的自衛権という戦争 

集団的自衛権の一番のポイントは、アメリカが、世

界中どこかで戦争をしたとして、アメリカと日本は、

日米安保条約で同盟国になっていますから。アメリカ

がもし戦争をした時には、助けに行って戦争する、と

いうのが集団的自衛権なんです。これは第二次（世界）

大戦の時、この集団的自衛権を同盟国と結んでいて、

結果的に、小さな戦争がどんどんどんどん世界中に広

がって、世界大戦になった、という経験に学んで、集

団的自衛権はできるだけ使わないでおこう、というの

は人類の知恵なんです。 

集団的自衛権があるから、戦争があっという間に地

球規模に広がってしまう。日本は当然、集団的自衛権

でいろんな紛争には巻き込まれませんよ、ということ

をずっと、内閣法制局長官は言ってきた。ところが、

「美しい国、日本」「積極的平和主義」を唱える安倍

政権になって、この内閣法制局長官の首をすげ替える。

これまではずっと代々、内閣法制局出身の方が長官に

なっている。ところが今回…去年ですけども、内閣法

制局長官を更迭して、新しく外務省出身の人（小松一

郎）を据えました。この人はもう、みんなが知る集団

的自衛権に前向きな人です。「前向き」と言えば聞こ

えはいいけども、集団的自衛権行使を認める、という

（ことです）。まあ、長官の首を替えました。 

 国会の議論なしで国の体制を 180 度転換 

そして、今度いよいよ…このためにいろんな、法制

懇という懇談会をやってるんですけども、そこはもう

ほとんど、集団的自衛権を認める人ばっかりで、メン

バーはできています。最近の安倍さんの…あれは何で

したっけね、消費税の時でしたかね、60人か何かの有

識者の何かがあったでしょ。あの時も、ほとんど全部、

消費税上げる（ことに賛成の）人ばっかり入れるんで

す。そういうやり方なんです。で、今回もおそらく、

そういう人らばっかりが入っている法制懇というの

で「集団的自衛権は認めていいんじゃないか」という

結論を出して、それを内閣に答申する。そうすると、

それを受けて、総理大臣は、閣議に諮って、閣議で了

承されれば、それでいよいよ日本は、晴れて集団的自

衛権行使ができる国になる。これ、ちょっとおかしい

と思いません？これだけ重大な話ですよ。日本の国の

体制が、戦後 60何年の体制が、がらっと 180 度変わ

るにもかかわらず、国会で審議もできないんですよ。

法案じゃないですから。法案として、国会で審議する

わけじゃないです。閣議で決定すりゃいいんです。こ

んな、国民の運命に関わるような、大変重要なことを、

閣議決定だけで決めてしまう。それを今、今国会会期

中…つまり４月、５月ぐらいまでにやってしまおう、

というのが、安倍内閣の腹積もりです。 

安倍内閣がめざすのは新しいファシズム 

そうやって安倍内閣は「美しい国、日本」「積極的

平和主義の国、日本」…安倍さんの信念に基づいた、

国家統制型の、ある種の新しい形のファシズム社会を、

日本に作ろうとしている。これは、2016 年まで（国

政）選挙ありませんので、安倍政権の中身を問うこと

ができません、誰も。国民は。皆さん方は「安倍政権

ノー」と思っても、何もできないでしょ。せめて、衆

議院選挙か参議院選挙があれば、ノーという投票がで

きる。しかし、ないんだから、何にもできない。今、

やりたい放題です、安倍政権。こういうふうな事態を

作ったのは、誰ですか？国民です。皆さん方、国民が

作ったんですよ。これはもちろん、民主党がだらしな

かった。民主党がちゃんとしてなかったから、みんな

が「民主党に裏切られた」と思って、安倍政権の方に、

自民党や公明党の方に一票入れた。そのことがこんな

ことになるとは、皆さんも想像もつかなかったでしょ。

衆議院も参議院も、ほとんど何の議論もされずに、す

いすいと通っていく。これはもう、ファシズム以外の

何物でもないですよ。国民の反対があろうとなかろう

と、全部足で踏み潰して進むわけだから。そういう国

に、今なろうとしている。その中で一番大事なのが、

集団的自衛権の問題です。 

私たちはどうしたらいいか 

国政選挙ありません。どうしたらいいですか？ 

どうしたらいい、皆さん？ 

（会場から「国会でーーー」の声） 

そうですね。一番良いのは。僕は 1960年、60年安

保の時、京都大学の学生で、三回生でした。当然、毎

日デモに行きました。国会までは、お金がなかったの

で行けませんでしたけど、京都であちこちデモに、毎

日行ってました。いま皆さん、新幹線で東京へ行くぐ

らいのお金はあるでしょうから、本当は国民が立ち上

がって、ノーと思う人達が立ち上がって…もちろん、

神戸でデモをやるのもいいでしょう。しかし、最終的

には国会（議事堂）を、国民の声で、十重二十重…一

重や二重じゃなく、十重二十重ぐらいに取り巻いて、

一斉にノーということを、国会の外から、国会の中に

いる安倍総理にぶつける、そういう、いわゆる、今残

されているのは…暴力はダメですよ。暴力はダメだけ

れども、正当な国民の声。デモをやるというのは、こ

れは認められているんです、国民の民主主義として。

石破幹事長が「デモはテロと同じだ」と言った。本当

にあの人、大丈夫だろうか。どういう教育を受けてき

たのか。デモとテロと一緒にするんですよ、あの人。
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後で訂正してましたけども、もう遅いわね。本音を言

っただけの話でしょ。まあ、デモはテロではありませ

ん。国民の正当な権利です。やっぱりもう、私達が立

ち上がって、ノーということを言うしかない。集団的

自衛権ノー、特定秘密保護法も施行反対、ということ

を訴えるしかない、というふうに思いますが、いかが

ですか。（会場拍手）私ももちろん、それなりにやる

つもりですので、皆さん方も、自分でやれる範囲で、

ぜひ立ち上がって、今の安倍政権の、言わば戦前に先

祖返りするような、上から何か全部、国民をこう、押

さえつけるような、そういう政治には、ぜひ反対をし

ていただきたいと思います。時間が来ましたので、終

わります。（会場拍手） 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

  

鳥越＆羽柴＆小山さんトーク 

 

小山： 

ありがとうございました。 

今日は休憩がございません。（会場笑）この後ただ

ちに鳥越さんと羽柴さん、私もちょっとだけ入らせて

いただいて、トークに入らせていただきます。 

今、ジャーナリストの思いっていうのを、たっぷり

と聞かせていただきまし

た。私も昔はほんの少し、

神戸の市会議員をしてお

りましたが、その市会議

員の時の友達ではなくて、

その後の友達といいます

か、与党…自民党ではな

い、与党の議員の方と去

年の暮れにお話しをいた

しまして、「あんたとこの

党、何であんなひどい法

案に賛成したんや」って

言いましたら、「何を言う

てんねん。あんたらマス

コミが悪いんやないか。

マスコミがヤイヤイ言う

から、ものすごい悪い法

案に思えるけどな、中国

やら北朝鮮やら、攻めて

きた時の、テロとかいろんなことがあんねんで。マス

コミが悪いんやないか」って、こう言ったんですね。

で、私はもう、びっくりしちゃって、「マスコミが全

部力を合わせたら、あんな法案、通ってへんわい」っ

て、こう言いました。今、鳥越さんのお話を聞いてい

たら、マスコミというのは、必ずしも「ダメなことは

ダメ」と言う組織ではなく、公共の料金を取りながら、

全く何も触れないところがある。そういうことで…

（会場拍手） 

でも、はっきり言って、まさか、私は秘密保護法が

通ると思ってなかったです。12月６日、参議院。本当

にあっという間に通ってしまいました。羽柴さんはど

う思われますか？ 

  反対運動が遅れた、今後につなげよう 

羽柴： 

民主党政権の時に、秘密保全法っていうのが出まし

たね、（政権発足の）翌年ぐらいからでした。これは

もう、完全に潰したんですね。まさか10月の25日に、

この法案が突如出てくるということについて、油断と

いうわけではありませんけれども、もう少し、民主党

の時から、頑張ってやっていけばよかったな、と思っ

ています。ただ良かったのは、42日ほどの闘いといい

ますか、先ほど安保闘争の話が出ましたけれども、多

くの皆さんが、この運動の中で、かなり得たものもあ

るのではないかと思います。安保の時のような運動を

起こさないと、安倍「暴走」内閣を止めることができ

なかった。私自身も忸怩（じくじ）たる思いがありま

す。今日お見えの皆さんも、「ぜひ東京に行きたい」

と思われた方もあったと思うんですね。もう少し頑張

れば（よかった）、というようなところがあったこと

は事実なので、これを今後の運動につなげていきたい

と思います。 

小山： 

さっき鳥越さんがおっしゃったように、何か 40 数

日で、我々、国会を十重二十重に取り巻く暇もなく、

秘密保護法ができてしまった、ということなんですが。

去年の 11月の 26日、ジャーナリストとして、鳥越俊

太郎さんはこの法案に反対された。いろんな方が、反

対表明をされていますけれども。その思いというのは、

どういうことになりますか。 

 

 60 年安保の国会包囲、その血は流れている 

    みんなの心に火をつけたい、と 

鳥越： 

僕ら確か、テレビに出演している何人かで、反対の

記者会見をした記憶はあるんですけれども、その後、

いろんな団体が反対声明を出して、わりと賑やかにな

ったんですけど。私らは、わりと最初の方なんですね、

反対の。それでも、いろんな人から「遅い」と言われ

ました。「遅い」「なんで今頃やるんだ」というのが、

フェイスブックなんかで、だいぶ書かれました。遅い

と言われりゃ遅いですね。安倍内閣のやり口を考えて

いれば、もっと早く、国民の皆さんに訴えて、皆さん

と共に立ち上がって、それこそ国会を包囲するぐらい

の国民運動ですね。もう選挙がないので、本当に、そ

れぐらいしかないんですけれども。そういう…日本国

民もかつては、60年安保の時は、国会を取り巻きまし

たよね。そういう血は流れているわけだ、日本人の中

にもね。ただ残念ながら、日本は最近豊かになってき

たので、「まあ、そこまでやらんでもええやろ」とい

う人が多い。必死にならない。要するにまあ、「誰か

やるやろ」みたいな感じの国になった。だから、そう

 

司会の小山乃里子さん 
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いう政治的なテーマで立ち上がる、ということはなか

なか難しい、というのが実情ですけれども。だけど僕

らは、会見をやったのは、ちょっとでも火をつければ

いいかな、と。「皆さんの心に火がつけばいいかな」

というつもりでやりました。そういう思いです。 

小山： 

ありがとうございます。まあ、遅いと言っても、我々

もはっきり言って、ちょっとのんびりしすぎていたき

らいはありますよね。通ってしまってから「えっ！？」

って、何度も何度も思ったことがありますけれど。さ

っき私も、特定秘密保護法というのを、一夜漬けで、

ちらっと勉強しましたんですけれど。「懲役10年以下」

とかいろいろ出てきて。びっくりしたのは「1000 万

円以下の罰金」とか、そういうのもあるみたいで。私

は、10年以下より 1000万円の方に目が行ってしまっ

て。（会場笑）「こんなん、捕まったらどないしようか」

と思ったんですけれどもね。だって、その特定秘密保

護法ですけれども、さっきちらっと、公…公明党って

言っちゃいましたが（会場笑）…議員から「そんなも

の、テロということも、いろいろあんねや」と言われ

たけれど、本当にそういうことなんですかね。国家に

大事なことなんですかね？羽柴さん。 

 私たちの生命・安全の情報も秘密 

羽柴： 

よく議論になることですね。私達が街頭でビラを撒

き、宣伝をしている時に、やはり、かなり「特定秘密

保護法というのは問題がある」と言う人もあれば、「国

に情報というのは必要だろう」と言って（いる人もい

る）。第１条のところに「国の存立を危うくする」と

いうことを言われているけれども、確かに、国に秘密

とすべき情報というのがあるだろうとは思いますが、

それが、私達国民にとっては、戦争に直結するような

大変重要な情報である場合があるわけですね。ですか

ら、それを今のような安倍首相にその管理を任せると

か、運用を任せるなんていうのは、ある意味とんでも

ない話だ。まあ、いろんな政治家がおると思うんです

けれども、そういう方々を監視をする第三者機関とい

うものが絶対に必要である、ことが一つですね。この

特定秘密保護法は、その欠陥がもう露呈をしていて、

安部首相が監督する、ということになっているわけで

しょ。話にならない。（会場笑）今日の、第三者機関

でナベツネさんも、「これは二重三重に、縛りがかけ

られているから、基本的な人権を

侵害するおそれはない」とか、「報

道の自由が侵されるおそれはな

いだろう」って…どの口で言うと

んねん、と私は思うんです。（会

場笑）もう一つ、これだけは私、

申し上げておきたいのですが、国

の情報の中で、私達国民の生命や

安全にとって重要な情報が隠さ

れている。それが秘密に指定され

ていて、そのことが原因で私達が

助かった、という例がこれまでに

あるのでしょうか？逆のことはいっぱいありますよ

ね。私達が知らない間に戦争が始まって、太平洋戦争

（十五年戦争）で大変な思いでしたわけでしょ。そう

いうのは枚挙にいとまがない。たくさんあると思うん

です。自分の生命とか安全に関係がある情報を私達が

知ることは大事で当然です。国に秘密が必要だとして

も、しっかりとした監視機関、第三者機関というもの

があって、それで運営されていかないと、とても安心

して眠ることができないと思います。 

小山： 

ありがとうございます。今日お集まりの皆さんは、

かなりご関心を持って、この特定秘密保護法を、よく

ご存知で「それ何？」って言う人は少ないかもわかり

ませんけれど、でも、どうなんですかね。ほとんどの

方が「自分に関係ないねん」と思っている方も多いん

じゃないかと思うんですけれど。 

鳥越さんなんか、どう思われますか？ 

 気がついたら戦争をしていた、そんなことも 

鳥越： 

まあ、そうでしょうね。そんなに「自分と直接関係

にある」というふうには、なかなか思っている人は少

ないと思うんですね。本当に大変だと思うんだったら

ば、もうちょっと世の中騒然としてると思いますけど、

そうでもないので。ただ、聞かれたら「反対」って言

う人は多いですね。アンケートなんかで聞かれたら、

反対すると。で、今、戦争のことをちょっとおっしゃ

いましたけど。僕はさっき、言い漏らしましたけど、

たとえば集団的自衛権が認められて、今、アメリカは

…中国と戦争する気ないですよね、アメリカははっき

り言って。今、世界で「Ｇ２」って言葉がはやってる

の、知ってます？つまり、超大国。「Ｇ」というのは

「グレート」という意味ですよ。Ｇ２というのは、ア

メリカと中国のことなんです。つまり、Ｇ２―アメリ

カと中国―は、これから世界をコントロールしていく

ぞ、というのが、アメリカと中国の腹です。これは、

お互いにそう思っている。だから、アメリカと中国は、

戦争するわけない。したがって、尖閣諸島の問題でも、

アメリカは、日本が事実上今、領土としているという

ことについては、暗黙の了解をしていますけれども、

中国に対して「これは日本の領土だから、手を出すな」

とは言わないです。それから、この間の靖国の参拝の

時でも…安倍さんが参拝しましたよね。あの時でも、

中国・韓国は反発。これは当た

り前、反発する。しかし、アメ

リカは「Disappointed」…つま

り「失望した」と言ったんです

よ。だからアメリカは、日本が

中国と揉めたり、韓国と揉めた

りするのは、あんまり喜ばない。

「失望した」と言って。ですか

ら、アメリカが今、中国…たと

えば台湾の問題で、中国が台湾

を取り戻そうとして、戦争にな

った時に、アメリカが台湾側に

 

右からトーク中の小山・羽柴・鳥越さん 
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ついて、中国と戦争するかというと、まあ、そんなこ

とは考えない。その前におそらく、もうちょっと何か

賢明なところで、落としどころを見つけて、香港のよ

うに、一国二制度…要するに、一つの国だけども、社

会制度は二つある。香港は中国（の領土）になりまし

たよね。だけど、香港は香港として、昔ながらの香港

の制度は、そのまま残っている。それと同じように、

台湾もそういうふうな形で落ち着くだろうと思いま

す。戦争はしません…昔、冷戦時代の頃だとわからな

かったんですけど、冷戦は終わりましたから。今、中

国は 14 億の民を食べさせるために、エネルギーと、

それから食糧が必要だから、それについてはもう、一

生懸命ですよ。だから尖閣諸島の問題も、あのちっぽ

けな島がほしいんじゃないんですよ。島なんかどうで

もいいんです、あんなところ、住めませんから。島じ

ゃなくて、地下に眠る地下資源…石油だったり。それ

から、お魚…つまり、海の資源。海中と海底の資源を、

要するに 14 億の民を食べさせていくために必要だか

ら、一生懸命になる。台湾も、別に台湾を中国の国に

（編入）しないと中国の国が困るかというと、そんな

ことはなくて、今のままでいいわけですよね。台湾の

持っている物を取り上げて、中国は貧富の格差が激し

くなって、もう食べられない人もいっぱいいるし、貧

しい人もいっぱいいるから、中国政府は大変なの、今。

大変なんです。一生懸命に石油を集めたり、食糧をか

き集めたりして、世界中を行脚してる。そういう国が、

今、日本と一戦構えるということは考えられない。そ

れを言う人は、戦争が好きな人だと見たらいい。現実

的に考えれば、あり得ない。 

アメリカはどこと戦争を？その時、日本は？ 

じゃあ、アメリカがどこで（戦争を）やるかという

と、やっぱり中東とか、西南アジア。パキスタンとか、

アフガニスタンとか…インドも入るかもしれません

が、あの辺のところから西あたりでは、今後まあ…あ

と、イラン、シリアとかですね。あの辺ではひょっと

したら、アメリカも大統領が（民主党の）オバマさん

から共和党の大統領に、もし変わったら、やるかもし

れない。その時に、ひそかに日本には何らかの、アメ

リカから、お誘いがある。（会場笑）しかしそれは、

おそらく特定秘密に指定されているので、いつどこで、

日本の自衛隊がひそかに行って、アメリカと一緒に戦

うか、ということについては、一切事前には、国民に

は知らされないでしょう。それはなぜならば、特定秘

密保護に引っかかるから。特定秘密にちゃんと指定さ

れて、自衛隊の動き…自衛隊がどこにどうやって動い

て、いつアメリカと手を結んで戦争をするかについて

は、国民は全く知らされないまま、気がついたら、日

本もどっかの国と戦争をしてた。もう、反対する暇も

ないです、我々が。それが特定秘密保護法なんです。

つまり、戦争をするというのは、国にとって特定秘密

に関わることだろう、と僕は思うんで、おそらく特定

秘密に指示されます。すると当然、知ってる人達は、

言えない。新聞記者もそれは、なかなか察知すること

ができない。だから事前に「自衛隊が今度、イランで、

アメリカと一緒に戦争をするらしいよ」なんていう記

事は書けない。そうすると、戦前と同じです。12月８

日、午前 3時過ぎでしたかね、突然ハワイを、日本海

軍が攻撃した。あれは、国民に知らされなかった。突

然です。あれと同じことが、これからも起きる可能性

がある。だから、特定秘密保護法と集団的自衛権とい

うのは、非常に相関関係がある、深い関係がある、と

いうふうに僕は思います。 

小山： 

12月８日になると「あっ、この日に日本は戦争を始

めたんだな」って思ってますが、若い人は、ジョン・

レノンが死んだ日…そういうふうに解釈している人

もいるんだな、って思いました。さっき鳥越さんのお

話の中に、内閣法制局長官ですか、首をすげ替えたか

ら、これは日本はまた別の方向に向かうんじゃないか、

というお話があったんですけれども。私なんかも「憲

法９条を守ろう」という運動をずっとやってきました

けれど、憲法９条を変えずに、集団的自衛権の行使と

いうことは、羽柴さん、いけちゃうわけですか？  

    秘密保護法は公約になかった 

羽柴： 

いや、現実にやろうとしてるんですよね。憲法を変

えないで、国家安全保障基本法を作ってやるという…

元々は内閣提出法案じゃなくて、議員立法で考えられ

てたわけです。歴代の内閣法制局は、集団的自衛権の

行使については、「憲法９条の制約があって、行使は

できない」ということを、何度も何度も言い続けてき

ました。そういう解釈を変えて「これ、こんなことし

ていいの？」って。そういうずっこいやり方っていう

のは、通るのかどうかっていう問題があります。これ

「立法クーデター」みたいなもんですよ。憲法を変え

ずに、憲法違反の法律を作ってしまう、ということに

なりますから。これは断じて許すことができないし、

しかも私達国民の意向を聞いてないでしょ。参議院選

挙時も、衆議院の選挙の時も、そんなことは一言も言

わなかったじゃないですか。「アベノミクス」ばっか

り言ってやがったんだ、安倍首相はね。（会場笑）彼

は今年の正月、ゴルフ場で「この一年、わくわくする

気持ちで政局を担当したい」と言ってましたね。これ

はもう本当に、暴走しているとしか思えない。国民に

信を問わないで、こういう「立法クーデター」的なこ

とをするということは。これは、軍隊が実力で政権を

転覆するのと同じようなことです。先ほど鳥越さんも

おっしゃったのですが、私達がそういう内閣を作った

…私は作った覚えはないけど、（会場笑）ただ確かに、

国民がそういう政権を選んだ、ということについて、

その事態の責任の取り方は、私達がこの政府を変える

こと。民主主義というのは、そういうもんですね。私

達が選挙権を行使して、きちっと機能すれば政権を変

えるということができるはずです。私は（次の国政選

挙まで）３年待ちたくないんです。先ほどの、デモの

話しもそうですが、直接行動。さっきも「暴力はいけ

ないよ」と（鳥越氏が）おっしゃったんですが、それ

は当然のことですが、私達の権利の行使としてデモで
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訴えて、それこそタイじゃありませ

んけれども、国会を包囲して、彼ら

がやろうとしていることについて

「させない」ということを、多くの

皆さんの賛同を得てやっていく以

外、ないんではなかろうか、と思い

ます。（会場拍手） 

小山： 

ほとんど結論を先に言われてし

まいまして。（会場笑）これからお

二人に「どうしたらええか」って聞

こうと思っていたんで、困ったな。

羽柴さんが面白いことを書いてく

ださって…これ、どこに書いてあっ

たんでしょうね。「『特定秘密保護法

の成立は、我々の社会にとっては、

クシャミが出るようなもの。教科書

に政府見解を入れる。集団的自衛権

で自衛隊が地球の裏側まで行く。そういうことが重な

り、熱が出て、風邪をひいて、肺炎になると、徐々に

体力が弱まる。私たち国民に抵抗力がなくなり、戦時

体制に移行する』という指摘がありました」という、

保坂（正康）さんという方が、これは質問か何かでお

っしゃった？セリフです。（羽柴氏うなずく）クシャ

ミしてる暇がないぐらい、我々はこれからこの法律に

向き合っていかなければいけないわけですが。 

鳥越さんと羽柴さんに、それぞれ、この特定秘密保

護法の施行をさせない、あるいは廃止するために、十

重二十重、国会を取り巻くということは、よくわかり

ましたけれど、もっと、実際にできることは何だろう、

ということをお伺いしたいと思います。最後におっし

ゃりたいこと、鳥越さん、よろしくお願いします。 

 地方選に勝って安倍政権ノーを 

鳥越： 

いや、具体的にはありません。（会場笑）だって、

国民が政治に参加するのは、基本的には（地方）選挙、

そして国政選挙ですね。そして後は、請願権という、

請願をする権利が認められていますから。 

国会に請願をする、デモをかける、ということしかで

きません。ただ…今日は１月 18 日です。明日、沖縄

の名護市長選。これは大事です。安倍政権に一矢報い

るために。安倍政権が、沖縄の自民党県連を覆し、そ

して、沖縄選出の自民党５人の国会議員に、選挙中は

「県外」「普天間基地の県外移転」と言っていた公約

を裏切らせて、辺野古への移転を認めさせ、そして最

後は仲井真（弘多）知事まで…あれだけ「県外」と言

っていた仲井真知事を、「これだけお金を渡すから、

辺野古の海面の埋め立てを承認しろ」ということで、

県民に裏切り行為をさせてしまった。まあ、沖縄県議

会とか、市町村議会は、それでも反対の意見書を出し

てますからね。沖縄県民が変わってしまったわけでは

ない。一部の自民党、知事などが、安倍政権の籠絡に

屈してしまった、ということです。だから、明日の名

護市長選は、ぜひ稲嶺（進）さんに勝って（いただい

て）、安倍政権に「お前の言う通り

にはならんぞ」という一矢を報いて

ほしいな、というのが私の思いです。

（会場拍手）もう一つ。１月 23 日

に公示、これも２月９日に投票が行

われる、東京都知事選挙。自民党は

今回、自民党を除名になった･・自

民党が民主党に大敗をした2009年、

「こんな自民党に将来はない」と言

って飛び出して除名された舛添（要

一）さんに、今回逆にすり寄って支

援・推薦すると言っています。舛添

さん本人は、「無党派でやる」と言

ってますけど、自民党が升添さんに

すがりついて「いや支援させてく

れ」ということで推薦するそうです。

これに対して、細川（護煕）さん

が・・実は本当言うと、私のところ

にも（立候補依頼が）来てたんですけど、私が断った

ものですから。（会場笑い）まあ、私もちょっとは考

えましたけど。やっぱり私は、ジャーナリストである

ということが本分なものですから。元にもどって、や

っぱり「権力の当事者にはならないという」昔からの

自分の意思を貫いただけですけれども。安倍政権のお

膝元、東京都で「あんたの意のままにはならないよ」

という意志を、ぜひ東京都民には示してほしい。（会

場拍手） 

小山： 

困ったなあ。（会場笑）沖縄の選挙権もないし、東

京の選挙権もないし。鳥越さんに出てほしかったなあ、

でも。（会場拍手）圧倒的女性票。（会場笑）舛添さん

と並んだら「どや」っていう、ね…でも、体力的なこ

ともおありだろうし。ということで、そういう選挙じ

ゃなしに、こういう場で、我々にいろんなことを教え

ていただけたらいいな、って思います。さあ、それで

は本当に、締めくくりになりますけれども、羽柴さん

に「我々はどないしたらええねん」というのを…締め

くくりですよ。 

  自民党が仕掛ける集会にも出かけ、 

反対しよう 

羽柴： 

（苦笑しながら）私が締めくくらなくても、鳥越さ

んがお話しできると思うんですが。 

確かに、名護については、私も本当に、沖縄に行き

たいような気持ちですよね。何とか（稲嶺氏に）勝っ

てほしいと思うんですが、今進んでいる安倍「暴走」

内閣を止めるためには、まずここで一つ勝ちたい。今

日のこの集会も、（名護市長選が）終わった後でやっ

たら、またどっと盛り上がってたかもしれませんけど、

本当にそういう気持ちが強いです。明日の選挙、本当

に私も、関心を持って見てるんですけれども、先行し

ているのが、当然（稲嶺）現市長で、何とか勝ってほ

しい、という気持ちは私も同じです。東京都知事選挙

については、私はまあ…弁護士でもある、宇都宮弁護

 

トーク中の鳥越俊太郎さん 

 



 

- 14 - 

士が出てるというのもありまして。（会場拍手）お膝

元で何とか、安倍首相の思惑を突き崩すという意味で

は、何とかしてこれも勝ちたいな、と思っております。

最後に、私自身がいつもご参加の方々に訴えているの

は、本当に運動を広げていくためには、近い方だけで

はなくて、特定秘密保護法に賛成の人も、それから、

集団的自衛権の行使について賛成の人…ってのは、そ

んなにいないんだろう。戦争をしたい人はいない、と

思っていますので、そういう方々にも声をかけてほし

いということです。自民党が、憲法改正草案について、

「この１年間かけて、全国を回る」と言ってます。そ

ういうところにも、出かけて行って、しっかりとした

私達の意見を交換をしていくという、そういう横のつ

ながりをひろげていただきたい。毎日新聞で、丸山眞

男さんといって「民主主義は永久革命だよ」と言って

た人がおるんですけど、それは私達に課せられた役

割・役目だと思っています。「憲法９条の会は、いつ

までやんの？」って聞かれると、いつも言ってるんで

すが、「もう死ぬまでやんねんで」と。これは子供達

に、青い空を青いままで渡したいというのが、あの戦

争、二つの原爆を経験した私達の決意です。 

そういう意味で、最後まで、私達はこの闘い…特定

秘密保護法だけの闘いではないんですけれど、皆さん

と一緒に頑張っていきたい。今日、鳥越さんが、大変

熱のこもった、励ましの言葉、ケツを叩かれるような

ことが、だいぶんとありましたので、それも含めて勉

強になったと思います。今日はありがとうございまし

た。（会場拍手） 

小山： 

お二方とも、本当にありがとうございました。   

（会場拍手） 

羽柴さんのお話を聞いていて、思いましたけれど、

私も市会議員の選挙に出た時に「神戸空港反対、あん

なものいらん」という思いで選挙に出て、まあ１期だ

け、やらしていただきましたけれど。あっちこっちで、

空港のヒアリングがあっても、参加する人が少ないん

ですね。賛成派の人は、何人か動員されたけど、疑問

に思っている人間、そして「あんなものはいらんやん」

と思っている人が、私が「行こうや」言うても「いや、

そんなめんどくさいわあ」という感じで、大きな会場

を押さえても、入りが本当に少ない。さっきの羽柴さ

んのお話じゃないけれど、確かに１年かけて、内閣は、

この趣旨を国民の方に分かってもらうために、全国を

回るんや、と言っている。そういう時に、いち早くそ

れを聞きつけて、我々はそこへ押しかけましょう。国

会は遠いけれど、近所でそういうことがあったら、行

けるんやないかなって思います。そういう、我々がで

きる行動を、明日から、一歩ずつ進めていこうではあ

りませんか。（会場拍手） 

今日は本当にありがとうございました。 
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閉会挨拶 

小山：最後に、主催者からのご挨拶でございます。「NHK

問題を考える会」の立垣満里さん、よろしくお願いいた

します。（会場拍手） 

勇気をいただき感謝 

廃止運動の広いネットワークを 

立垣：僭越ですが、会を代表してご挨拶をいたします。

本日は、たくさんの方のご参加、本当にありがとうござ

いました。（会場拍手）「NHK問題を考える会（兵庫）」

は、国民の受信料で成り立っているNHKが、いま、安

倍政権におもねる放送局になっていることを強く批判

し「公正な放送」を求める運動を続けている会です。（会

場拍手）11月 26日に、秘密保護法が衆議院で可決され

た夜、東京で、鳥越さんもご参加された著名なジャーナ

リストの抗議集会がございました。その集会で鳥越俊太

郎さんに講演をお願いしたところ、快くお引き受けいた

だき今日のつどいが実現しました。（会場拍 

手）今日までわずか 50日しかない中で、「秘密保護法を

許さない」この講演会への協賛団体は急速に増えて、54

団体にもなりました。 

本日のつどいは、遠方からの方も含めて、ご覧のよう

に会場いっぱいで、消防法の関係で会場に入れなくて、

やむを得ず帰っていただいた方が 200 人以上おられま

す。（会場驚きの声）私達としては誠に心苦しく、申し

訳なく思っております。これは「戦争をする国を許さな

い」という人々の固い意志と抗議の現れだと思います。

（会場拍手）私達は、今日のつどいで、大きな勇気をい

ただきました。鳥越俊太郎さん、羽柴弁護士、本当にあ

りがとうございました。（会場拍手）今日のつどいを機

に、秘密保護法廃止運動のネットワークが、全国各地で

できますことを願っています。私達の会も、その役割を

果たしていきたいと、決意しています。東京では「秘密

保護法廃止へ！実行委員会」ができて、特定秘密保護法

の廃止を求める全国署名と、今月の通常国会の開催日の

１月 24日には、国会包囲行動が呼びかけられておりま

す。資料の中に、私達の会の請願署名用紙が入っており

ますので、ぜひコピーをして、広げていただきますよう

にお願いいたします。戦争は、秘密とメディアの誘導に

よって行われたという歴史を、忘れてはいけないと思い

ます。ぜひ、「NHK問題を考える会(兵庫)」へたくさん

の方が入会されることを希望しております。 

小山：本当にありがとうございました。一緒に頑張りま

しょう。（会場拍手） 

 

 

 


