
プログラム 
開会 

映像 韓国・沖縄現場映像 

報告 1 沖縄の報告 

高橋年男 / 沖韓民衆連帯 

報告 2 韓国の反基地運動の現場 

申洙沇(シン・スヨン) / グリーンコリア(綠色連合) 

報告 3 神奈川の基地群◆現況メモ 

內田清 / 相模補給廠監視団 

報告 4 2018年 光復の始まり、「サード撤回」 

康玄煜(カン・ヒョヌク) / 円仏教 非常対策委員会・ 

サ ード撤回総合状況室 

報告 5 米海軍 海上自衛隊 陸上自衛隊 の現狀状 

篠崎正人 / リムピース佐世保 

休憩 

基調講演 板門店宣言と朝鮮半島の平和プロセス 

金峻亨(キム・ジュンヒョン) / 韓東(ハンドン)大学 

課題 1 朝鮮半島の平和情勢と反基地平和運動の課題 

朴錫珍(パク・ソクチン) / ひらかれた軍隊のための市民連 

課題 2 東アジア平和構築における沖縄の役割 

高橋年男 / 沖韓民衆連 

総合討論 

共同宣言 平和の端から、私たちは平和を広げて行く 
 

 

 



심포지엄 중.indd 52 2018-09-05 오후 12:41:53 

53 

 

目 次 
報告 1 沖縄の報告 / 高橋年男     54 

報告 2 韓国の反基地運動の現場 / 申洙沇(シン・スヨン)   58 

報告 3 神奈川の基地群◆現況メモ / 內田清   67 

報告 4  2018年 光復の始まり、「サード撤回」 / 康玄煜(カン・ヒョヌ 

ク)   70 

報告 5 米海軍 海上自衛隊 陸上自衛隊 の現狀状 / 篠崎正人  74 

発表 1 板門店宣言と朝鮮半島の平和プロセス / 金峻亨(キム・ジュンヒ 

ョン)   88 

発表 2 朝鮮半島の平和情勢と反基地平和運動の課題 / 朴錫珍(パク・ソ 

クチン)   95 

共同宣言 平和の端から、私たちは平和を広げて行く    103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



심포지엄 중.indd 53 2018-09-05 오후 12:41:54 

54 

 

報告 1 

沖縄の報告 
沖韓民衆連帯 高橋年男 

はじめに 8月11日、沖縄県民大会に7万人 

8月8日、翁長知事が急逝。8月11日、台風接近の風雨をついて、県民大会に7万人が足を運び、翁長 

知事の＜辺野古新基地は、絶対作らせない＞想いを共有した。 

 辺野古ゲート前で、海上で、そして全国津々浦々にまで、「翁長さんの遺志を引き継ごう」と、 

静かな共感が広がっている。 

1．辺野古の海を守ろう。将来の世代に対する私たちの世代の責務 

埋め立て予定地の辺野古周辺海域は、ジュゴンの餌となる海草藻場の80％が密集しており、そこか 

ら植物・動物プランクトンが発生、浮遊することによって、世界でも稀少なサンゴ群落や海の生きも 

のたちが命を輝かせ、世界遺産にも期待されている海である。 

土砂が投入されると辺野古崎及び大浦湾の藻場などは生き埋めにされ、動植物プランクトンは死 

滅、プランクトンを餌とする小さな生きもの、それを餌にする小魚という生態系の連鎖は断ち切ら 

れ、辺野古・大浦湾は死の海となる。土砂が投入されると回復不可能の危機を迎える。辺野古の海を 

守る闘いは、今が正念場である。 

73年前の沖縄戦で田畑・山野が焼き尽くされ、荒廃の極みで食糧のないとき、沖縄の人々が命をつ 

なぐことが出来たのは、この海の幸・恵みのおかげであった。海は、沖縄の生命の根源であり、文化 

・伝統の基盤である。沖縄の「命どぅ宝」という叫びは、「海は宝」と同じ意味である。 

核兵器・原発による放射能汚染が、次世代に対して犠牲を強いる戦争であるのと同じように、沖縄 

の海を生き埋めにすることは、子々孫々の生命の基盤を奪うことに他ならない。辺野古の海を守るこ 

とは、将来の世代に対する私たちの責務である。 

2．沖縄の自己決定権 

1997年の名護市民投票、1998年の沖縄県民投票において、住民は辺野古新基地に反対の民意を明確 

に表明した。そして、2012年9月の県民大会決議を、41市町村の全ての首長、議長及び県議会の全ての 

会派と議長が署名した「沖縄建白書」として取りまとめ、2013年1月、翁長那覇市長(当時)を先頭に、 

東京行動を取り組み、建白書を安倍首相に直接、手渡した。 

2015年9月の国連人権理事会では、翁長県知事は「沖縄の自己決定権がないがしろにされている辺 

野古の状況を見てほしい。沖縄が自ら望んで米軍基地に土地を提供したことはない。沖縄は自己決定 

権や人権をないがしろにされている。……私は、あらゆる手段を使って新基地建設を止める覚悟であ 

る」と世界に向けて、英語でスピーチした。 

そして、今年の6月23日、慰霊の日のあいさつで、翁長知事は次の様に述べた。 
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昨今、東アジアをめぐる安全保障環境は、大きく変化しており、先日の米朝首脳会談においても、 

朝鮮半島の非核化への取組や平和体制の構築について共同声明が発表されるなど、緊張緩和に向けた 

動きが始まっている。（中略） 

辺野古新基地建設については、沖縄の基地負担軽減に逆行しているばかりではなく、アジアの緊張 

緩和の流れにも逆行していると言わざるを得ず、全く容認できるものではない。「辺野古に新基地を 

造らせない」という私の決意は県民とともにあり、これからも、みじんも揺らぐことはない。（中 

略） 

かつて沖縄は「万国津梁」の精神の下、アジアの国々との交易や交流を通し、平和的共存共栄の時 

代を歩んできた歴史がある。そして、現在の沖縄は、アジアのダイナミズムを取り込むことによっ 

て、再び、アジアの国々を繋ぐ素地ができており、日本とアジアの架け橋としての役割を担うことが 

期待されている。（中略） 

未来を担う子や孫が心穏やかに笑顔で暮らせる「平和で誇りある沖縄」を築くため、全力で取り組 

んでいくことをここに宣言する。 

さらに、7月27日の埋立承認の「撤回表明」記者会見では、政府が進める埋め立て工事は「傍若無人 

である」とし、「これは沖縄差別だ!」と抗議した。 

3．現在の情況について 

6月12日、歴史的な朝米首脳会談の当日、沖縄防衛局は「8月17日から土砂投入する」と、沖縄県庁 

の窓口が閉まる直前に、埋立強行の通告文書を提出した。翌日の新聞紙面が朝米会談で埋め尽くさ 

れ、沖縄防衛局の卑劣な行為が報道紙面から消えるよう仕組まれた通告日であった。 

沖縄県は、8月17日の土砂投入から逆算して、タイムリミットの7月27日に、翁長知事が記者会見。 

沖縄県の「公益」が侵されているとして、「埋立承認撤回」のための事務手続きの開始を表明し、8 

月9日に聴聞をすると政府（沖縄防衛局）に通告した。 

沖縄県の「埋立承認撤回」にむけた聴聞通知書の内容（公益の侵害）は、以下の通り 

① これ以上の基地負担は、沖縄経済の阻害要因 

② 事件事故の増加による県民の負担増、住民生活と自然環境の破壊 

③ 国土面積0.6％の沖縄に70％以上の米軍基地があるうえ更に、辺野古新基地建設は過重負担、 

県民の公益に反する 

 なお、埋立工事に当たって、政府が約束した留意事項に違反していることも指摘。 

具体的には次の通りである。 

① 「承認された辺野古埋め立て」に当たって、事業主である沖縄防衛局は、埋立を承認した前知事 

と確約した留意事項を、全て無視している点。 

つまり、工事の全体図を提示せず、環境保全義務(サンゴや海藻の移植・保全)を守らず、また、海 

草藻場保護のためフロート(碇の鉄板)を設置しない、資材を海上運搬しない等を無視していること。 

② 埋立予定地に軟弱地盤、活断層帯があり、公有水面埋立法に抵触していると沖縄県が指摘し 

てきたにかかわらず、協議に応じず工事を進めていること。 

③ 稲田防衛大臣(当時)は2016年6月の国会答弁で、「辺野古新基地の工事が完了しても、辺野古 

の滑走路は短いので、固定翼機の離発着のために民間空港を使用できるように調整が調わなければ、 

普天間飛行場は返還されない」と発言している。これに対して翁長知事は、「普天間の替わりに辺野 

古、と言っていた政府の根拠喪失」と安倍政権に激しく抗議し、撤回要件に組み込んだ。 
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8月9日の「聴聞」手続きが始まる直前の8月8日、翁長知事は容体が急変し、息を引き取った。国家 

権力との壮絶な闘いに「殉職」した翁長知事。 

「聴聞」の手続きは、予定通り沖縄県庁で開催され、8月9日で終結した。知事不在の中、富川（と 

みかわ）副知事には職務代理者として、翁長知事の遺志を引き継ぎ、8月11日の7万人県民大会、10万 

名以上が署名をした「辺野古の賛否を問う県民投票条例」等の民意をバックにして、知事権限である 

辺野古埋立の「承認撤回」をはじめとする、職務を全うしてほしいものである。 

4．「撤回」裁判に対する県民の闘い 

沖縄県が「公益」を根拠にして「撤回」を表明すれば、国（防衛省）は、「国策」を振りかざし 

て、沖縄県を被告とする裁判になるであろうが、では、この裁判に如何に臨むか？ 

沖縄県を被告とする2016年の「取消」裁判で、司法は次のような判決を下した。 

・国防と外交は、国が本来行うべき任務で、不都合がない限り、尊重されるべきである 

・普天間飛行場の危険性を改善するには、移設先が辺野古以外に見つからない 

・（辺野古埋立は）普天間の面積の半分であり、負担軽減の民意に反するとは言えない 

・国防や海兵隊の運用上、埋立事業の必要性は極めて高い 

このように、国策裁判では全て、政権の意図に従った判決であった。もともと議院内閣制の日本の 

統治機構は、国会多数派が内閣を組織し、内閣の長が 高裁長官を指名し、この 高裁長官が下級裁 

判所の裁判官人事を統括する。司法は国家の統治機構の一環であり、三権分立は見せかけにすぎな 

い。内閣の意図が、すなわち司法の判断なのだ。 

裁判闘争は、如何に司法が国家権力の隠れ蓑(かくれみの)であるかを、徹底的に暴露するチャンス 

である。そのためにも私達は、沖縄県が留意事項違反として挙げている各項目に熟知し、人々に説明 

し協力を広げていかなければならない。沖縄保守本流の翁長知事が、イデオロギーの対立を越えて、 

沖縄のアイデンティティーでオール沖縄をまとめ上げたように、沖縄が国策の犠牲にされ続けた歴史 

を、現在進行形の裁判の中で暴露していこう。 

国策に抗う県民民意に道義性があること、その決着は、民衆が「魔法から目覚め」、起ちあがる闘 

いの広がりにあることを、肝に銘じるべきである。 

敗北の連続の歴史の中から、不屈に立ち上がることを諦めなかった韓国民衆が、ついに「ローソク 

革命」を成し遂げたことに、徹底して学ぼう。 

辺野古、高江、嘉手納、普天間の米軍基地ゲート前の現場では、一日も欠かさず抗議の座り込みが 

続いており、8月16日～18日の3日間は辺野古集中行動日として、連日200名以上の座り込みが続いてい

る。 

空席となった知事選挙の日程は、9月13日に告示、30日（日）投開票と決まった。志半ばで亡くなっ 

た翁長知事の無念を心に刻み、沖縄の明日を決める、決して負けられない知事選挙となる。 

勝つ方法は、決して諦めないこと！である。 

5．東アジア平和構築における沖縄の役割 

早、朝鮮半島における平和構築の流れは、何者によっても押しとどめることはできない。東アジ 

アから米軍基地を追い出すことが、実現可能な射程に入ってきた。 

なぜなら、沖縄に巨大な米軍が居座り続けているのは、朝鮮戦争への出撃基地として、「国連軍司 

令部」の傘下に置かれてきたからである。朝鮮戦争の終結から平和条約の締結に至るとなれば、米軍 

は朝鮮国連軍司令部を僭称できなくなり、沖縄（日本）に駐留する根拠を失う。「中国の脅威」、 
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「暴走北朝鮮の脅威」への抑止力であると言われてきたこと、これらすべては、駐留の根拠にはなら 

ない。 

朝鮮戦争のさなか、1952年の日米安保体制によって米国（ダレス米大統領特使・当時）が、手に入 

れたのは「我々が望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利」であったのだ。 

1945年に無条件降伏した戦後日本は、そもそも独立主権を持ったことは一度もなく、「国家」の体を 

なしていない、「属国」とさえ呼べない「米国の属領・領域」にすぎない。対米従属体制の矛盾が凝 

縮された場所＝沖縄において、日本全体が逢着している国民統合の危機が、 も先鋭な形で表れてい 

るのである。 

こうした構造的沖縄差別の本質が、可視化されるようになったのは、沖縄の民意を踏みにじる普天 

間へのオスプレイ配備と辺野古新基地建設、そして国家暴力が暴虐の限りを尽くした高江の無法地帯 

化などに対して、現場の決して屈しない直接行動が震源地としてあり続けるからである。 

米軍によって東アジアの分断線に打ち込まれた棘を、一つひとつ抜き去る、国境を越えた民衆連帯 

こそ、平和体制構築のキーワードである。沖縄は、東アジアの矛盾を歴史的に負わされ続けるボトム 

であるがゆえに、「核心現場」である。沖縄における米軍基地撤去の闘いを通して、アジア平和体制 

構築の一翼を担っていきたいと思う。 
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報告 2 

韓国の反基地運動の現場 

-軍事基地の暴力と不当性に向き合う現場の声 
申洙沇(シン・スヨン) 

グリーンコリア(緑色連合) 

1. 在韓米軍の現況と米軍基地の移転事業 

・在韓米軍は、日本とは違ってほとんどが陸軍で構成されており、米合衆国軍太平洋司令部 

(USPACOM)に所属する。この10年余りの間、23,000〜28,000人の兵力を維持しており、現在80以上の基 

地(返還予定の54個を含む)が存在する。 

- 米陸軍：京畿(キョンギ)北部、龍山(ヨンサン)、平沢(ピョンテク)キャンプ・ハンフリーズ、 

大邱(テグ)キャンプ・キャロルなど 

- 米空軍：平沢-烏山(オサン)基地、群山(クンサン)基地 

- 米海軍：浦項(ポハン)飛行場、釜山(プサン)基地 

- 米海兵隊：浦項キャンプ無敵 

- 訓練施設：抱川(ポチョン)ロドリゲス射撃場など 
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・現在、朝鮮半島全域に散在している100以上の米軍基地を、二つの圏域(平沢・烏山/釜山・大邱) 

へ集中的に再配置する「米軍基地の移転事業」が、 終段階に差し掛かっている。2000年に米国の要 

求によって始まった米軍基地の移転事業は、「連合土地管理計画(LPP)」(2002年)、「龍山基地移転 

協定(YRP)」(2004年)に具体化され、平沢は米軍に対して新たに360万坪の土地を提供することを余儀 

なくされた。韓国内の米軍基地の再配置は、米軍の世界的な再編プロセスの一環である。当時、盧武 

鉉(ノ・ムヒョン)政府(2006年)は、「全国に散らばっている約5,200万坪の米軍基地の土地の返還を受

け、約360万坪の土地を提供する事業について、すでに韓米首脳間の合意と国会の批准同意を経た」と

述べた。しかし、米軍基地の移転事業に、米国の「戦略的柔軟性(strategic flexibility)」が深く関係

しているという事実については言及しなかった。 

・2006年1月19日、ワシントンでの韓米外相による戦略対話の結果、在韓米軍の戦略的柔軟性に関 

する合意が発表された。戦略的柔軟性とは、一つの地域に留まり、その地域の防衛に注力するのでは 

なく、米国の世界軍事戦略に基づく緊急事態が発生した場合、海外に駐屯する米軍を全世界の紛争地 

域にいつでも迅速に投入できるようにするものである。これにより、韓米関係は地域同盟軍としての 

性格に変化が生じ、必然的に米国の戦争に韓国が介入する可能性が高くなる。当時、市民社会は「政 

府による戦略的柔軟性への合意は、朝鮮半島の平和への脅威となり得る。軍事的対決が鋭い東北アジ 

アを軍備競争に追い込み、戦争の危機を深めるだろう」と批判した。平沢では米軍基地拡張阻止闘争 

(2004年〜2006年)が激しく繰り広げられた。それは、大秋里(テチュリ)・頭棹里(トドゥリ)の住民が 

生涯をかけ掘り起こしてきた土地を守ろうとする「生存権闘争」であり、朝鮮半島の西南部地域であ 

る「平沢-群山-済州」に集中されるアメリカ軍事主義に対抗する平和運動であった。 

・2018年現在、韓国の反基地運動の現場はどのような状況に置かれているのか。米軍基地が集中し 

ている平沢、米国の戦略兵器サード(THAAD・高高度ミサイル防衛システム）の配置地域である星州(ソ

ンジュ)韶成里(ソソンリ)、深刻な汚染がある返還予定の米軍基地である龍山(ヨンサン)と富平(ブピ

ョン)、「我が地を取り戻す市民の会」が20周年を迎えた群山(クンサン)、米軍艦の入港と観艦式に葛

藤する済州(チェジュ)の江汀(カンジョン)。現場の声とは、警察や軍隊に対抗する住民や守り手でも

あり、他の空間から駆けつけた活動家たち、そして、その場を守る宗教家たちそのものでもある。 

2. 韓国の反基地運動の現場 

1) 平沢(ピョンテク) 
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・基地の現況 

平沢は京畿(キョンギ)道の 南端に位置し、地域的には宅地としての敷地面積が29.21㎢である。 

平沢の米軍基地の総面積は27.39㎢なので、米軍が平沢の大地面積に近い規模を占めていることにな 

る。在韓米軍は、2018年6月29日、キャンプ・ハンフリー(Camp Humphreys/K-6)にて、在韓米軍司令部

新 

庁舎の開庁式を行った。キャンプ・ハンフリーは滑走路を中心に、片方には訓練場や兵舎など戦闘施 

設が主に配置され、もう片方には住居やレジャー施設が位置している。国際競技レベルのプールを備 

えた体育館、映画館、総合病院、小・中・高校、世界 大のショッピングセンター、米軍家族のマン 

ションもあり、一つの小都市を成している。キャンプ・ハンフリーの敷地を造成するため使用された 

建設費用は計107億ドルで、韓国が92％を負担した。 

- キャンプ・ハンフリー(Camp Humphreys/K-6)：在韓米軍司令部と在韓米軍の戦力の中核である米8軍 

が駐屯しており、海外駐屯の米陸軍基地では世界 大規模(15.1㎢)である。 

- 烏山基地(Osan A ir B ase/K-55)：米太平洋司令部の隷下にある7空軍司令部と51戦闘飛行団が駐屯 

しており、面積は11.7㎢である。 

- その他、アルファ(Alpha)弾薬庫、野戦訓練場、小銃射撃場がある。 

・活動 

2017年、平沢平和センターと平沢市民社会団体は、米軍基地環境監視団を結成した。監視団は役割 

分担をして、キャンプ・ハンフリーと烏山基地周辺の変化をモニタリングし、被害の事例を確認す 

る。そのように始まった監視活動を通じて、2017年、「レーダーの奇襲的設置」と「長登里(チャン 

ドゥンリ)浸水」の被害事件に迅速に対応することができた。2018年にも監視活動は着実に取り組ま 

れている。2～3人が週1回、定期的にキャンプ・ハンフリーと烏山基地をまわって監視活動を行い、 

活動日誌と写真を整理して平沢の連帯団体らと情報を共有している。 

- レーダーの奇襲的設置：烏山基地周辺の集合住宅密集地区に、在韓米軍の監視用レーダー(AN/ 

TPS-59)が、平沢市と住民の知らぬうち奇襲的に設置された。様々な抗議活動によりレーダーは撤去の

上、烏山基地内の滑走路の端に移動されたが、関連情報を確認し、監視している。 

- 長登里の浸水：米軍が烏山基地の境界敷地に、長さ5,629メートルの鉄筋コンクリートの障壁を建 

て、19個の監視塔を設置する事業を行い、近隣の長登里の住民が梅雨の時期に浸水被害を被った。住 

民と環境監視団からの問題提起により、基地内外の排水路の工事を実施させ、そのことを確認した。 

- その他、アルファ弾薬庫と住宅の間の安全距離の確保、米軍基地の縁石の無断設置の問題が起っ 

ており、炭疽菌の不法搬入(2015年)、油の流出事故、烏山基地内でのオスプレイ出現、米軍航空機の 

騒音振動被害など、事件や事故が後を絶たない。米軍基地の移転事業が完了されつつある現在、これ 

からの被害は予想さえが難しい状況だ。今後も住民と共に生活の中で基地の監視活動や記録、抗議活 

動を行い続けて行く予定である。米軍基地と隣り合わせで生きてきたし、生きて行くであろう住民た 

ちが基地監視活動に積極的に参加し、暮らしの中で感じる軍事主義や暴力、基地による被害の問題を 

シェアすることができれば、基地被害に対する根本的な解決方法を見つけることができるだろう。 

2) 星州(ソンジュ) 

・ 経過 

朴槿恵政府は、米国の戦略兵器であるサード(THAAD・高高度ミサイル防衛システム）について 

「3No」(要請・協議・決定しない)の立場を守っていたが、2016年1月、サード配備を示唆した。 
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2016.7.8. 国防部、韓米共同実務団が在韓米軍のサード配備を確定したと発表 

2016.7.13. サードの敷地として、慶尚北道星州郡星山砲台地域を選定したと発表 

2016.9.30. 慶尚北道星州郡ロッテ・スカイヒル・ゴルフ場のある地域へとサードの敷地変更を発表 

2017.3.6. 在韓米軍、サードシステムのレーダー、ミサイル発射台2基を烏山基地に輸送 

2017.4.26. 在韓米軍、星州ゴルフ場にサードシステムのレーダー、ミサイル発射台2基を搬入 

(2017.5.9. 韓国、文在寅大統領当選) 

2017.5.30. 文在寅大統領、サード発射台4基の国内への搬入経緯について真相調査を指示 

2017.7.28. 政府、サード基地に対する一般環境アセスメントを決定 

2017.7.28. 北朝鮮、大陸間弾道ミサイル(ICBM)級の火星-14型の二回目の試験発射 

2017.7.29. 文在寅大統領、米国側とサードの残りの発射台の臨時配置に関する協議を指示 

2017.9.7. サードシステムのミサイル発射台4基とサポート装備を搬入、一つの砲台の配備を完了 

2018.4.23. サードの敷地工事を強行 

・ 活動 

サード配備の全過程で、政府の不法、脱法、独断が露になった。サード配備に関する韓米間の合意 

の手続き上の欠陥、朴槿恵大統領の弾劾から早期大統領選挙に続く局面での奇襲的な配置、環境アセ 

スメントが完了する前の配置及び試験稼働、電磁波と騒音被害への対策のないまま進められた点な 

ど。サードの配備と敷地選定が発表され、星州地域を中心に、これに反対する活動が開始された。星 

州闘争委員会、サード配置反対金泉(キムチョン)市民対策委員会、円仏教星州聖地守護非常対策委員 

会、サード韓国配置阻止全国行動など、いくつもの団体が組織された。毎日の午後、サード配備に反 

対するキャンドル集会を開き、朝夕と韶成里の村の会館の前を行き来する工事車両を検問し、平和バ 

スに乗って全国から結集するサード反対集会を組織するなど、2年間の活動を続けている。 

文在寅大統領は政権に就いてから、サード配備に対して国内法上の手続きである環境アセスメント 

をきちんと適用し、環境アセスメントが終了するまではサードを配備しないと約束している。手続き 
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的な正当性、サード無用論、韓米当局の裏合意説、環境への危害性、周辺国からの反発など、サード 

をめぐる国内外の葛藤が 高潮に達した時期のことで、公論化のプロセスがなかった状況でのことだ 

った。当時、環境アセスメントをきちんと適用させるとした文在寅大統領の指示は、手続き的正当性 

を確保し、サードの 終的配備まで時間を 大限稼ぎながら政府の交渉力を高める妙手であると評価 

された。しかし、北朝鮮のミサイル実験などの安保状況を理由に、政府の立場はすぐに覆され、サー 

ドの発射台4基の配備は強行された。朝鮮半島の平和局面に転換された今年も、南北首脳会談を前に 

した状況の中で、敷地工事に反対する住民や活動家たちを暴力的に踏みつけ、工事(4月23日)を強行 

した。「北の核の脅威に備えた」もので「臨時配備」に過ぎないと強調していたはずだが、南北、北 

米間で対話の扉が開かれ平和協定が語られている状況の中で、なぜサード配備を続行しているのか。 

数万人が大規模の戦争演習を展開する軍事訓練とサードの配備は、好戦的な行為に他ならない。星州 

には未だ朝鮮半島の春が訪れていない。 

3) 富平(ブピョン)、龍山(ヨンサン) 

 

・基地の現況 

- 富平米軍基地：米軍は、1945年9月8日、仁川(インチョン)港を通じて、当時、富平にあった朝鮮 

半島 大規模の軍需工場であった日本陸軍の造兵廠を接収し、在韓米軍の補給輸送本部として使用し 

た。富平に、キャンプ・マーケット(Camp M arket)、キャンプ・ヘイズ(Camp H ayes)、キャンプ・タイ

ラー(Camp T yler)など米軍基地を造成し、「アスコム(ASCOM；在韓米軍軍需支援司令部)シティ」と呼

んだ。富平米軍基地のキャンプ・マーケットとDRMO(Defense Reutilization and Marketing Office；米軍

物資のリサイクル流通事業所、約11万㎡)は、現在、 後に残された米軍基地である。 

- 龍山米軍基地：ソウルの中央に位置しており、面積は2.65㎢で、在韓米軍司令部、韓米連合司令 

部、米8軍司令部、輸送大隊、学校、ホテル、病院などがある。現在、在韓米軍司令部と米8軍司令部 

などは、平沢のキャンプ・ハンフリーに移転され、他の施設も移転を控えている。 

・ 活動 

政府が異例な形で、富平米軍基地の環境汚染情報を公開した(2017.10.27.)。米軍側と協議を通じて 

返還交渉中である基地内部の汚染情報を公開したのは初めてのことだ。続いて、龍山米軍基地内の環 

境調査資料も公開した(2017.11.29)。両方とも内部の汚染調査結果について、情報公開裁判が進行中 
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だった。本来は、国民の知る権利と安全のために汚染情報を開示することは、極めて当然のことであ 

る。この当たり前の情報を確認するまで、住民と活動家たちは長い間、米軍基地の監視活動、直接行 

動、情報公開裁判に取り組んできた。 

富平の米軍基地(キャンプ・マーケット)は、ダイオキシン類・油類・重金属などの複合的な土壌汚 

染が深刻であった。ダイオキシン類は、計33ヵ所の調査地点のうち、7ヵ所の調査地点の土壌試料が 

1,000pg-TEQ/gを超過しており、 高濃度は10,347pg-TEQ/gであった。住居地域のど真ん中に位置する 

米軍基地で、人類がつくった 悪の猛毒性物質であるダイオキシンが確認されたのは衝撃であった。 

グリーンコリア仁川(仁川緑色連合)は、「富平米軍基地DRMOは、他の米軍基地とは次元の異なる環境 

汚染の極め付きであることが確認された」とし、「環境部は、米軍基地の環境問題に汚染者負担の原 

則を適用し、米軍側に対して汚染浄化を求めるべきだ」と主張した。過去に米軍が富平DRMOで処理し 

た廃棄物に関する記録、枯葉剤埋め立てに関する証言があり、基地周辺の環境調査でもすでにダイオ 

キシンが数回検出されていた。軍事基地の用途ごとに汚染物質は様々であるが、それらに対する浄化 

基準、危害の基準、復元方法に対する研究は不足している。富平の米軍基地周辺住民の健康への影響 

調査が必要であり、汚染土壌の処理の問題も急を要する状況である。 

龍山基地については、地下鉄緑莎坪(ノクサピョン)駅一帯の基地内外の地下水の管井を調査した。 

今回の資料では、調査した管井の半分以上が基準値の許容範囲を超えており、ベンゼンは1次調査よ 

りそれぞれ基準値の550倍、671倍を超えた高濃度が検出された。ベンゼンは、吸入や経口など、すべ 

ての経路の露出において発がん性を有する1群の発ん物質である。血液がんや白血病などを引き起こ 

し、生殖毒性を持ち奇形を誘発する物質でもある。ベンゼンだけでなく、人体に有害な物質である石 

油系総炭化水素、トルエン、エチルベンゼン、キシレンの項目も許容基準値を超えた。しかし、公開 

された龍山基地内部の地下水の資料には、データしか記されていない。3次調査(2016.8)から2年が経 

ったが、これまでの調査の分析や措置のあり方などは明らかにしていない。龍山基地の場合、3回に 

渡って行われた内部調査結果の 終報告書と、韓米当局の立場、浄化計画と責任の所在を明らかに 

し、公開しなければならない。一部地域の地下水しか調査できていないため、基地全体の土壌地下水 

の汚染調査も必要である。 

返還予定の米軍基地では、常に汚染と浄化責任が問題となる。米軍が使用する間に環境事故が発生 

しても、政府・自治体にはアクセス権や調査の権限がないため、米軍は60～70年を使用した基地を浄 

化する責任も回避している。そのことを正すための活動が、富平と龍山で取り組まれている。 

4) 群山(クンサン) 

・基地の現況 

群山米軍基地は、在韓米軍第7空軍第8戦闘飛行団(別名：WOLF PACK)が駐留しており、空軍司令部の 

烏山(オサン)空軍基地が哨戒活動で収集した情報に基づき、先制打撃と戦闘業務を遂行する。パトリ 

オットミサイル部隊を保有し、西海岸ミサイル防衛システム(MD)ベルトの軸をなしている。海外駐屯 

の米軍と米空軍の循環配置訓練場として活用されている。 

- 群山米軍基地：面積は10.34km²で、約2,500人の兵士と約600人の軍務員で、計3,100人余りの人員 

が常駐している。2018年、グレー・イーグル(ドローン)部隊を在韓米軍第2師団に創設し、群山に配置

した。グレー・イーグルが入って来るための準備作業として格納庫を建設中であり、格納庫は 
 

 

 

 

 

 

 



심포지엄 중.indd 63 2018-09-05 오후 12:41:54 

64 

 

2020年5月に完成する予定だ。計24個が建設される予定の格納庫のうち、10個はワンストップ格納庫と

して、注油、兵器装着、整備のすべてを行うことができるように造られる。格納庫が完成したら、ア

パッチ・ヘリコプター12台も合わせて群山基地に駐屯することになる。 

- 直島(チクト)射撃場：梅香里(メヒャンリ)米軍射撃場(クーニ射撃場；Kooni F ire R ange)の閉鎖に

より代替された米軍の国際射撃場で、年間平均180日の射撃訓練が実施される。自動採点装備(WISS)

の設置以降、他の海外駐留米軍の訓練場としても使用されている。 

• 活動 

2018年6月2日、群山米軍基地闘争の20周年集会が開かれた。「群山米軍基地の我が地を取り戻す市 

民の会」に参加してきた人や地域住民、ソウル・江汀・平沢など他の地域からも仲間たちが集まっ 

た。群山では、民間航空機の滑走路使用料の引き上げ案反対運動をきっかけに市民の会の活動が始ま 

った。国内の民間航空会社が、群山-済州路線を新設した際に群山の米空軍基地の滑走路を使用する 

ことになり、それに対して米軍が使用料の引き上げを要求したことが明らかになったのである。米 

軍基地駐屯による地域への影響と被害は大きかった。「群山米軍基地の我が地を取り戻す市民の会」 

は、環境汚染、騒音、米軍による犯罪、住民の人権問題を自覚し、毎週、水曜集会を行った。現在は 

月に一度の水曜集会を開き、格納庫の工事と基地の拡張、まちの移転問題に関する監視活動を行って 

いる。平沢-群山-済州へとつながる米軍の西海岸戦争ベルトに反対して、平沢や済州の活動と連帯し 

ている。 

5) 済州(チェジュ)江汀(カンジョン) 

• 基地の現況 

済州の海軍基地は、2007年に政府と済州道が江汀村を海軍基地の建設地として確定してから、9年後 

の2016年2月に海軍基地が竣工されており、面積は0.49km²である。軍艦20隻余りと、15万トン級のク 

ルーズ船2隻が同時に係留できるように設計された。済州海軍基地は建設過程を通じて軍事的機能を 

めぐる論争があった。韓国の海軍基地だとしながらも、済州島の位置が南シナ海-東シナ海-尖閣諸島 

-台湾海峡-西海へとつながる軸線に位置しており、韓米間のミサイル防衛システム(MD)協力が可視化 

されている状況の中で、「戦略的要衝地」としての米軍の前哨基地に活用されるであろうことと、そ 
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の場合、朝鮮半島の平和への脅威となり得るという点のためだ。 

 

 

• 活動 

2018年5月、江汀村は済州海軍基地反対闘争の4,000日目を迎えた。11年に及ぶ闘いの間、平和なむ 

らの共同体、クロムビ岩と江汀の海の軟サンゴは破壊された。国家安保事業であると主張しながら、 

政府は一方的に基地の建設を強行し、これに抵抗した住民と活動家が起訴された件数だけでも700件 

に達する。2016年2月26日、竣工式が行われたその日に海軍基地の正門の向かい側では、村の住民と活 

動家らが「生命・平和・文化の村、江汀」を宣言した。基地が完成されたとしても、「江汀は、生命 

と平和の文化が波打つ村として生きていく」として、平和運動の継続を誓った。 

済州海軍基地の竣工以降、江汀村では海洋汚染や基地への入出港に対する監視活動、軍事主義に抵 

抗する教育、文化、平和など日常の抵抗運動を続けている。 

- 2017年3月には、4.3の追悼期間に、初めて米軍のイージス艦が済州海軍基地に入港し、原子力潜 

水艦の入港がそれに続いた。昨年の一年間だけで、米原子力潜水艦を含め、米国とカナダの軍艦が10 

回出入りした。平和だった海には、連合作戦のため緊張感がただより、外国の軍艦に載せられていた 

あらゆるゴミや汚物・廃物が済州の地と海に捨てられた。大靜(テジョン)邑のモスル峰には様々な施 

設やレーダー基地が拡充され続けている。米軍の進入に反対し、基地機能の拡張事業の進行を阻止す 

るための活動を展開している。 

- 済州海軍基地は、基地建設の決定から環境アセスメントの過程まで、手続き面での欠陥の問題が 

頻繁に提起された。法的保護種である軟サンゴの群落地の保護を条件に基地建設が許可されたが、海 

軍基地の影響圏内に生息する江汀の海の軟サンゴは死んで行っている。水中撮影と記録を毎年行って 

いる。 

- 2018年3月、江汀の村の会は、臨時総会の場で「国際観艦式の誘致反対」の決定を下した。大規模 

な国際軍事パレードだという点、海洋汚染、騒音なども反対の理由であったが、何よりも江汀村に対 

する国の謝罪と真相究明が先行するべきだという理由もあった。しかし、政府は村の会議を開き直す 

よう強く促し対立を煽った。村は賛否をめぐる葛藤の中で再び総会を開き、海軍基地反対住民会がボ 

イコットした中、観艦式に賛成する住民は「大統領の遺憾表明と共同体回復事業の円滑な推進」を条 

件に「国際観艦式の誘致に賛成」し、決定を覆した。 

- 江汀では軍事主義と済州島の軍事基地化に反対する活動、平和教育や紀行プログラム、国際連帯 

など、様々な活動を行っている。 

新たな軍事基地ができると、それによる犠牲はまちの住民に丸ごと押しつけられる。国家は、 

「法」の名の下に住民を追い出し、「公権力」をもってまちを占領する。平沢で、江汀で、星州で、 
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66 
そうであった。そこに暮らしの場を持ち、その地に根ざして共同体をつくってきた人々の正当な抵抗 

は、制圧の対象となった。開発と支援事業をほのめかして共同体を分裂させ、連帯する人には「外部 

勢力」のフレームをかぶせる。だが、平沢と星州、富平と龍山、群山と江汀で叫ばれていることは、 

すべて同じである。平和は、戦争の訓練や武器に守られはしないということ、汚染させた者が責任を 

負うべき環境正義に例外はないということである。 
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報告 3 

神奈川の基地群◆現況メモ 
内田清（うちだ きよし) 

相模補給廠監視団 / 基地撤去をめざす県央共闘会議 

 

◆神奈川県を縦断する国道16号線沿線に点在する米軍基地 

 －陸・海・空の在日米軍の司令部機能が集中 

◇横須賀海軍基地（在日米海軍・第7艦隊司令部／浦郷弾薬庫／吾妻島貯油基地） 

・第７艦隊の守備範囲；東はハワイから西はアフリカ喜望峰まで。 

・米海軍の艦艇が海外に母港を置くケースは稀だが、橫須賀基地と佐世保基地はその母港…。 

－イージス艦３隻の追加配備で１４隻態勢へ（佐世保；強襲揚陸艦部隊及び掃海艦部隊で８隻） 

・イラク戦争にも参戦。ミサイル迎撃システムを備えたイージス艦が主力に 

・２０１７年、うち６隻のイージス艦が衝突、座礁などの事故－練度不足、乗組員の過酷勤務など 

による。 

・１９７３年１０月５日、通常型空母ミッドウェイを配備－以来４５年、母港基地となる。 

・２０１５年１０月１日、５代目の空母（原子力推進）、ロナルドレーガンが交代配備。 

・攻撃型原子力潜水艦も入出港、空母の修理で放射性廃棄物も発生…。 

・海上自衛隊も横須賀湾内－吉倉、長浦の２つの桟橋にヘリ空母「いずも」など多数の艦船を配 

備。 

◇池子住宅地区（弾薬庫が転じて国内最大の住宅専用基地に－全８５４戸） 

・２０１０年９月、横浜市金沢区域での４００戸の増設計画を示すも進まず、２０１４年に示され 

た１７１戸の縮小計画も停滞したまま。 

◇横浜ノースドック－港ヨコハマの一等地を占める米軍専用埠頭 

・朝鮮戦争では物資、資材の、ベトナム戦争では戦闘車両の積み出し港に。 

・米陸軍の揚陸艇、浮き桟橋など事前配備用資機材の保管。加えて近年は運用、海外への航行も…。 

・また、揚陸艇が各種軍用資材を積み込み、米韓合同演習に派遣。那覇軍港での長期停泊も…。 

・２０１７年、巨大輸送艦が寄港－東富士での演習用に使う装甲車、ヘリなど装備、資材を陸揚げ。 

・相模補給廠への物資・資材搬入の玄関口－事前配備用資機材､軍用車両などを陸揚げ、搬入。 

・２０１８年４月、空軍の特殊作戦機ＣＶ２２オスプレイ５機を陸揚げ、同埠頭から橫田基地へ発 

進。 
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◇本牧埠頭・大黒埠頭（軍事物資輸送のコンテナ化－隠れた米軍基地） 

・事前配備用資機材のほとんどがコンテナに収納、移動。 

・例えば、相模補給廠に保管される軍事物資、資材はコンテナにより搬出入 

・２０１７年夏、本牧埠頭が積出し港となり、パイプラインセットが相模補給廠からキャンプキャ 

ロルへ。 

◇厚木基地（空母艦載ヘリ、海上自衛隊哨戒機Ｐ１のホームベース、海兵隊を含む外来機の中継基 

地） 

・空母艦載機、イラク戦争での空爆作戦に出撃－２５００回の作戦参加、９００個の爆弾投下。 

・｢違法爆音｣の４４年に及ぶ放置－２０１５年７月３０日、第四次訴訟（控訴審）判決で違法爆音 

と自衛隊機差し止めの判決。 しかし、２０１６年１２月８日、 高裁は一審、二審の判決を破棄、 

自衛隊機の差し止め、損害賠償の将来請求も認めぬ判決。２０１８年５月２１日、第五次訴訟で第１ 

回口頭弁論。 

・違法爆音に加え、空母艦載機、海上自衛隊機の部品落下事故が後を絶たず。 

・２０１８年３月、ヘリコプターを除く空母艦載機約６０数機が岩国基地への移駐を完了。 

・ＭＶ２２オスプレイもしばしば飛来－東・北富士演習場等への中継拠点として。 

◇キャンプ座間（在日米陸軍司令部・第１軍団前方司令部・陸上自衛隊間駐屯地） 

・神奈川県内の他、広島にある弾薬庫群、京都Ｘバンドレーダー基地や沖縄に駐留する陸軍特殊部 

隊も傘下におさめる司令部。 

・２００７年１２月「第１軍団前方司令部」が要員３０人で発足。ただし、専任要員は３名。 

・２０１３年３月、陸上自衛隊中央即応集団司令部が移駐するも、陸自総隊司令部の朝霞駐屯地発 

足に伴い廃止、同司令部日米共同部を配置（要員２０名）。一方、駒門駐屯地から第３６４施設中隊 

等が移駐。座間市と南関東防衛局が新たな覚書（２０１７年７月）。 

・米空母艦載ヘリも厚木基地から飛来、離発着訓練を繰り返す－基地外を周回、周辺は騒音禍。 

・一時期、ゴルフボールの飛び出し事故も続出したが、レイアウト変更、防球ネットで鎮静化…。 

◇相模総合補給廠（巨大な物置、ゴミ置き場－困った時の補給廠） 

・朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争に続き、アフガン向けも－事前配備用の物資・資材を備蓄。 

・ベトナム戦争では、破損した戦車・装甲車を修理再生し、搬出を繰り返す（１９７２年戦車阻止 

闘争）。 

・米軍基地で発生した有害廃棄物を受入れ、処理する部門も所在－ＰＣＢ廃棄物問題は国際問題 

に。 

・一部返還、共同使用の一方で、戦術機器保守施設、多目的倉庫の建設など、基地恒久化の動き 

も。 

◇横田基地（在日米軍･第５空軍司令部､大型輸送機･要人輸送機が離着陸） 

※東京都福生市など；神奈川県と境から北へ２０ｋｍ 

・沖縄の嘉手納基地、青森の三沢基地なども指揮下におさめる司令部、輸送拠点。 

・航空自衛隊司令部を移転させ、空の日米合同作戦司令部をつくる計画で日米合意。 
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・同基地所属の空軍ヘリコプターが相模補給廠や橫浜ノースドックに飛来し、基地の外での周回飛 

行離発着訓練を繰り返す 

・２０１８年４月、米空軍の特殊作戦機ＣＶ２２オスプレイ５機が飛来、事実上の先行配備か…。 

→横須賀から横田まで直線距離で６０ｋｍ、ヘリコプターでひとっ飛びの２０分！ 

■報告者プロフィール 

＊ 内田 清（うちだ きよし） 

＊ １９４９年１月２日生（６９歳） 

＊ 相模補給廠監視団に所属し、基地撤去をめざす県央共闘会議の幹事を務める 

＊ １９７２年夏、ベトナムの戦地に送られようとした米軍のＭ４８戦車を止める闘い、「戦車 

闘争」があった。同時期に相模原市に移り住み、現在に至る。米軍基地問題に関わる活動の他に、在 

日コリアン、在日外国人の人権問題、生活相談に関わる行動を続けている。また、「こども食堂」の 

運営にも携わっている。 
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報告 4 

2018年 光復の始まり、「サード撤回」  

康玄煜(カン・ヒョヌク)教務 

円仏教 非常対策委員会/サード撤回総合状況室 

 

2016年10月29日、不正な政権を倒すためのロウソクが灯され、5ヵ月の間、1,600万人余りの参加を 

得た結果、ついに独裁者の娘が弾劾された。当時６ヵ月の間、ロウソク市民は「積弊清算」のために 

急を要する懸案六つを選定し、そのうち、外交安保分野における 大の積弊として、サード配備を挙 

げた。5ヵ月に渡り、1,600万人がサード配備の撤回を共に叫んだ。そして、希望を抱いた。だが、新 

政権が誕生して1年と2ヵ月もの時間が過ぎ、朝鮮韓半島に前例のない平和の風が吹いてきても、依然 

としてサードは配備されたままである。一体サードは何ゆえに、1,600万の偉大なキャンドルで誕生 

させた政府さえ屈服させることができ、全世界が注目するほど強力な平和の風が吹いても物ともせ 

ず、配備され続けているのだろうか？ 

1. 効用性はなく、被害だけがいっぱい 

 2016年1月、韓国内へのサード配備が本格的に推進されはじめて以来、朝鮮半島におけるサード運 

用の効用性の問題が強く指摘された。米国MDの専門家であるフォーストール教授は、サードでは北の 

ミサイルへの迎撃が難しいと述べ、サード配備を推進する国防総省や米国の内部からも、2013年の国 

防省報告書や2015年の米議会報告書を通じて、サードが韓国の防衛には敵していないとの報告がなさ 

れている。 

 それはつまり、朝鮮半島は南北の縦深の長さが短いため短距離弾道ミサイルが3～5分以内で到着 

してしまうので、探知してすぐに迎撃するための時間を確保することが難しく、さらに、大韓民国全 

域を打撃できる北朝鮮の中短距離ミサイルの 大高度は40kmであるため、迎撃高度が40km～150kmのサ

ードでは迎撃が難しいということであった。また、14回の迎撃試験で60％の迎撃率を示したことが誇

られていたが、この迎撃試験は、飛行機から落としたものが飛んでくる角度や位置など、把握できて

いる状態で行われた実験であるから、それでも60％しか迎撃できなかったほどに迎撃率は低かったと

いうのが真実である。 

このように、兵器システムそのものとしての効用性の問題がある上に、外交安保的に深刻な危機 

を招く恐れがあるという警告もまた数多く発せられたのだが、それに対し当時の外交部と経済副総理 

は、複雑な国際関係の中で中国からの経済制裁は不可能だろうと回答した。しかし、誰もが知る通 

り、サード配備を受け、中国は強力な経済制裁を強行し、そのため韓国は現在まで15兆〜25兆ウォン 

(ロッテだけで1兆5千億、現代起亜は5兆)の経済被害を受けたと言われる。そして中国は、サード配 

備の後に星州(ソンジュ)への精密打撃も可能だとして中距離ミサイル東風21D(DF-21D)と東風26(DF- 

26)を実戦配置し、ロシアは軍隊を国境まで前進配置させ、軍事的緊張感を高めた。 
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結局、唯一の口実としての北朝鮮の核ミサイルへの対応というのは、効用性も持たず、むしろ国 

家に甚大な経済的被害と安保危機だけをもたらしたのである。 

2. 政治的兵器、そして不法な配備 

 2016年7月8日、韓米は大韓民国へのサード配備を決定し、7月13日、星州(ソンジュ)の星山(ソン 

サン)砲台が 適の配備場所であると発表した。しかし、 適とされたこの場所は、わずか約2ヵ月半 

後の9月30日には、現在の韶成里(ソソンリ)ロッテCCに変更され、配置日程は2017年12月と発表され 

た。ところが、2016年12月、国会で大統領弾劾訴追案の発議がなされ、2017年2月にマティス米国防長

官が訪韓した後には、配備の予定時期は6月～7月に早められ、3月10日に朴槿恵(パク・クネ)の弾劾が

決定される4日前にサードの発射台を韓国に搬入、更に、憲法裁判所で弾劾が確定されると、サード配

備は4月に前倒しとなり、新政権が誕生する前の4月26日、米国の戦略兵器の一次搬入が行われた。 

そして、この過程で、サード配備の一線に就いていた外交安保室長の金寬鎭(キム・グァンジン)は、 

弾劾訴追案の国会可決後の1月8日と、3月10日の憲法裁判所での弾劾確定直後である3月15日の二度に 

渡り訪米して、サードの滞りない配備について相談して帰ってきた。 

 当時、米国はロシアとの関係もあり、サードについては時間をおいて配備するつもりで言及を控 

えているところであったが、朴槿恵政府は、大統領弾劾を前にした 大の政治危機という状況下で、 

米国の戦略兵器の配備を 優先課題として進めたのである。なぜだろう？ 

 これは二通りに解釈される。一つは、弾劾決定後に弾劾政局を安保イシューで覆ってしまい、そ 

れを大統領選挙の主要な争点にしていこうという目的だ。当時、サードについては、 も有力な大統 

領候補であった文在寅(ムン・ジェイン)氏も「戦略的模糊性」という曖昧ではっきりしない態度を取 

るほどだったので、米国との同盟の問題、中国との問題、北朝鮮との問題など複雑な外交問題が絡ん 

だサード問題を北の核という安保問題と束ねることで、国内政治での戦勢を逆転させたいという意図 

の下、弾劾政局と弾劾決定後の大統領選挙政局をサード政局へつなげていく目的があったと思われ 

る。もう一つは、 近明らかになった国軍機務司令部(機務司)の親衛クーデター計画文書に基づくク 

ーデター以降、米国からクーデターを認めてもらうための贈り物として、配備を積極的に推進したも 

のと判断される。結局、サードは、北の核ミサイルに対応するための安保兵器ではなく、朴槿恵政権 

のための政治的兵器だったのだ。また、時期的にも無理に前倒ししたことで数多くの違憲的要素を露 

呈しながらも、まともな議論は一度も経ておらず、国民の財産や生活に甚大な被害をもたらしたにも 

かかわらず、国会の同意さえ得ないまま、土地の収用過程と環境アセスメントなどの問題も含む配備 

過程での数多くの不法とその場しのぎにまみれた違法な兵器である。 

3. サードは外交的自害行為 

 韓国には「クジラの喧嘩にエビの背が裂ける」ということわざがある。サード問題がまさにそう 

で、米国、中国、ロシア、日本など大国間の権力争いの中で、韓国という小さな国が犠牲になったの 

だという見方があるが、私はそうは思わない。サードは徹底した外交的自害行為であった。初代大統 

領であった李承晩(イ・スンマン)が、自分が生きるために漢江の橋を爆破して数万人もの国民を爆死 

させ、10万人の将兵を飢え死にさせたこと、そして多くの独立軍をアカ狩りで死に到らしめたことと 

同様に、自分の利益は確保しながらも決して自分は犠牲とならず、自らの権力のために国民と経済と 

安保を米国に売り渡した政治的売国行為である。 
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 米国は、解放後に親日派を雇用して済州4.3事件を背後から操縦し、朴正煕(パク・チョンヒ)と全 

斗煥(チョン・ドゥファン)のクーデターを容認して5.18光州虐殺に目を閉じ、自国の利益のために徹 

底して大韓民国という国を利用したときと同じく、今回のサードについても、東アジアでの自国の覇 

権を維持するために、大韓民国の政治的状況を徹底的に利用したのである。 

 では、今となっては、サードを配備した積弊政権は失脚し、クーデターの陰謀も実行されなかっ 

たのだから、事は終わったと言えるのだろうか？ 当然ながら、そうではない。積弊政権は追い出さ 

れたが、サードを持ってきた米国は、この状況を大いに利用した。平和市民の連帯により大統領選挙 

前の追加配備は阻止することができたが、文在寅政府は結局米国に屈服し、朴槿恵政府と同じように 

北の核危機を理由に、9月7日、自分を選んでくれたロウソク市民を踏みつけて追加配備を強行した。 

そして、その後も、手続き的正当性を確保できていなかったと認めた朴槿恵政権の不法な小規模環境 

アセスメントを受け入れ、それに基づいて更に3回もロウソク市民を踏みつけ、8月末に米軍将兵の生 

活安定工事を完了させた。サード配備の過程で多くの人権侵害や国家暴力があったが、数千人が動員 

されたその6回の国家暴力のうち、4回は文在寅政権の下で行われたものである。 

4. この時代最後の冷戦対立による犠牲の地、韶成里 

 敷地工事が終えられたサード配備は、今や終わりの見えない長期闘争へと突入した。昨年始まっ 

た一般環境アセスメントは、米国が事業計画書を出さなかったため、いつ終わるかが読めなくなって 

しまった。発射台のパッド工事や基地内の作戦道路の工事は当分の間行われないものと予想されてお 

り、米軍をはじめ米軍関連の物資や油類は、住民の積極的闘争により陸路を利用できず、すべてヘリ 

コプターで移送されている。これに対し、米軍側は陸路移動を要求し続けていると知られる。いまサ 

ードは臨時配備という名の下にあり、少なくとも環境アセスメントが履行される1年以上の間は、今 

の状態のまま残されることになっている。 

 サードをひと言で言い表すなら、「73年間の対米従属関係の 後の象徴」としたい。そして、韶 

成里は「この時代 後の冷戦対立による犠牲の地」である。 

 サードが配備され、住民の日常は徹底的に破壊されてきた。ロッテCCが国防部の手に渡ってから 

は、村の全域に、そして入口ごとに配置された警察によって検問が行われ、高齢女性たちは追加配置 

以降、眠っていてもサードが搬入される夢を見て家を飛び出してくることなどが起った。そして、住 

民はつらい農作業を終えても休めぬまま村の会館に集まり、6回も自分たちを踏みにじった警察と村 

の中で24時間対峙しなければならなかった。これが、国家が平和と安保という名の下で国民にしたこ 

とである。 

平和の名の下で米国の戦略兵器を配備し、こうして国民を踏み躙ることができたその始まりはい 

つだったのだろうか。おそらく始まりは1945年8月15日の光復の日、私たちが光を取り戻したと、つか

の間の錯覚に陥ったその日だったかもしれない。 

 73年前のその日、私たちの手で解放を勝ち取ることができていたなら、73年間、屈辱的な対米従 

属関係が続けられることはなかっただろうし、米軍政を背負って親日派が生き残り、理念による葛藤 

の 先鋒の長となって現在まで権力を維持できることもなかっただろう。そして、国民を抑圧し虐殺 

した三つの独裁政権も誕生できず、当然ながら、その独裁者の娘である朴槿恵が大統領になることも 
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なかっただろう。更に、結局、北の核を口実に、国民が踏みつけられ、憲法をはじめとする数々の法 

令に違反しながら米国の戦略兵器が配備されることもなく、また、私たちが誕生させた政府によって 

背中に刀を刺されることもなかったはずである。 

 文在寅大統領は、今年の光復節の演説で「南北間に平和を定着させ、自由に往来しながら経済共 

同体をなすこと、それが私たちにとって真の光復」と述べた。過去73年の屈辱的な対米従属関係の  

後のくさびともなるサード配備を中断させることなく、どうして真の光復を口にすることができるの 

だろう。戦争を終わらせようと言いながら戦争を準備する、米国の戦略兵器の配備を進めながら、な 

ぜ平和を語ることができるのか。 

 平昌(ピョンチャン)冬季オリンピックを起点に、朝鮮半島全域に平和の風が吹いているが、この3 

年間、平和の叫びが絶えることのなかった韶成里には、その風が吹き届いていない。私たちは望む。 

平和の風が韶成里にも吹き荒れ、サードが73年の対米従属関係の 後の象徴となることを願う。そし 

て、韶成里が冷静対立による犠牲の地としては 後であることを願う。そうして、米国の戦略兵器サ 

ードが撤回され、この地に真の光復が始まることを願う。 
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報告 5 

米海軍 海上自衛隊 陸上自衛隊 の現状 
篠崎正人 

リムピース佐世保 

基地の概要 

米海軍 

基地面積：約4.06ヘクタール） 

米海軍佐世保基地は朝鮮戦争時に編成された「朝鮮国連軍」基地に指定されている。そのほかに国 

連軍基地に指定されているのは嘉手納飛行場、普天間飛行場、うるま市ホワイトビーチ地区（以上、 

沖縄県）、横須賀海軍施設（神奈川県）、キャンプ座間、横田飛行場（東京都）。 

米海軍佐世保基地には基地施設の管理を任務とする「米海軍佐世保基地司令部」がある。 

所属人員は軍人3,486名、軍属447名、家族1,935名、（合計5,868名）。 

駐留軍契約従業員1,450名 (2017年３月現在)。 

テナント部隊として、沖縄県うるま市ホワイトビーチ基地に司令部を置く第1揚陸即応群（ＡＲＧ－ 

１）の指揮下にある第11揚陸戦隊（COMＰＨＩＢＲＯＮ 11）に所属する4隻の揚陸艦と4隻の掃海艦が 

配備されている。（旗艦は強襲揚陸艦ワスプ） 

米海軍佐世保基地司令官（海軍大佐）管轄化の部隊 

組織名（部）          主要な任務 

管理部          司令部の総務及び統括 

弾薬部          弾薬の補修、受領、配給、品質評価、保守作業 

港務部          出・入港艦船の調整とタグボートなどの支援 

補給部          食堂、郵便、ゲスト宿舎、物品の補給の管理 

警備部          基地内犯罪の捜査、ゲート警備、警備訓練、施設警護 

施設部          施設全般の維持管理、住宅管理、清掃、運営契約他 

消防部          消防隊運営、前畑、針尾、燃料廠に分遣隊 

統合安全部        施設所在部隊全般の警備企画、管理 

特別補佐官事務所     法務室、教会、海兵隊連絡事務所、基地内大学管理 

クラブ・レクレーション部 福利厚生施設管理運営 

軍人・家族援助センター  就学・医療支援相談など 

そのほかの寄留（テナント）部隊 

部隊の名称            任務            原隊または本部 

艦船修理廠佐世保分所      米軍艦船の修理          横須賀 

横須賀配給センター佐世保支所  燃料補給、資源管理、艦船支援   横須賀 

西太平洋兵站部佐世保支所    軍事物資の輸送、補給、管理    シンガポール 
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第１水陸両用群佐世保分遣隊   揚陸作戦指揮           沖縄・うるま 

第１１水陸両用戦隊       揚陸艦隊作戦指揮         沖縄・うるま 

第７６任務部隊（CTF-76）     揚陸作戦部隊支援                沖縄・うるま 

海軍移動建設大隊佐世保分遣隊    施設、設備、土木等の建設支援    沖縄・北中城 

第５海軍移動爆発物処理部隊      機雷処理、不発弾処理など        グアム 

極東契約本部佐世保支所          各種役務及び物品購入の契約      東京・横田 

横須賀施設本部佐世保支所        施設管理運営                    横須賀 

佐世保食糧品販売所              ストアー運営 

星条旗新聞佐世保支所             新聞編集と配送                    東京・横田 

米海軍法務部佐世保事務所        法務処理                        横須賀 

米海軍捜査局佐世保支所          海軍兵士の犯罪捜査              米本土？ 

民間人人事部                    基地従業員の人事 

太平洋地域放送部隊佐世保支局    米軍放送局                      ハワイ 

海軍佐世保診療所・歯科診療所    米兵と家族の総合診療            横須賀 

横須賀印刷部佐世保支所          基地内機関紙発行                横須賀 

学校幼稚園、小・中学校、高校運営東京・横田？ 

合衆国サービス機関（ＵＳＯ）    基地内売店運営 

主要な部隊の説明 

第１１水陸両用戦隊（COMPHIBTON-11） 

特徴 

佐世保に配備されている揚陸艦隊の米軍艦は沖縄県うるま市ホワイトビーチ基地に司令部がある第 

1揚陸即応群（ARG‐１）の指揮下にある第１１水陸両用戦隊（COMPHIBRON‐１１）に所属している。 

COMPHIBRON‐11の司令部は佐世保に配備されている強襲揚陸艦ワスプの艦内にある。 

佐世保に駐留している揚陸艦隊は米海軍司令部（バージニア州ノーフォーク海軍基地）－太平洋艦 

隊司令部（ハワイ州パールハーバー海軍基地）－第７艦隊司令部（神奈川県横須賀基地）という系列 

の指揮下にあり、佐世保基地司令官とは独立した、戦闘行動などの作戦を行う部隊（組織）。 

佐世保に駐留している揚陸艦隊の司令官の階級は准将で、佐世保基地司令官（海軍大佐）より上位 

の階級。 

また、配備艦船は定期的に交代している。これは、佐世保基地では10年ごとの大規模定期修理 

（EDSRA）ができないので、一定期間が経過すれば米本土の修理施設（造船所）で、装備・設備・器 

具を更新する必要があるため。 

米海軍が米国議会に示した将来艦隊計画によれば、佐世保基地に現在配備されている掃海艦４隻は 

近いうちにすべて退役し、新型の沿海域戦闘艦と交代するというが、達成年度は米国議会の予算承認 

が受けられないため、不明。 

佐世保に配備されている揚陸艦が作戦や訓練で出かける場合、沖縄県名護市キャンプ・シュワブや 

金武町キャンプ・ハンセンに駐留している海兵隊員と車両や普天間基地に配備されているヘリコプタ 

ーなどを積み込むため、いったん、うるま市のホワイトビーチ基地に立ち寄る。揚陸艦４隻に収容で 

きる海兵隊員は 大で約３５００名だが、艦船から強襲上陸作戦を行う上陸部隊は第３海兵師団第１ 

海兵遠征軍（３１MEU）の約２０００名で、そのうち緊急展開能力を持っているのは海兵空地任務部 

隊（MAGTF）の約１０００名となっている。 

また、揚陸艦隊が海外での作戦に参加する場合、護衛や制海権確保のため駆逐艦や巡洋艦などと一 

緒に遠征打撃群（ESG）を編成して行動している。 

なお、米本土以外で揚陸艦隊が駐留しているのは佐世保だけ。 
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海軍第５移動爆発物処理分遣隊 （EODMU-5） 

特徴 

海中に敷設してある機雷や不発弾などを処理する部隊で、通常は掃海艦とともに移動している。機 

雷掃海は港湾や海岸に艦船が接近する前に海中に敷設してある機雷を捜索し、爆破処理する作業で、 

揚陸作戦に先立って行われる。自衛隊では「爆発物水中処分隊」に相当する。 

本隊はグアム準州に司令部を置き、必要に応じて各地に展開している。 

近年、米海軍は掃海艦の削減を進め、現在掃海艦が配備されているのは米本土カリフォルニア州サ 

ンディエゴ海軍基地（３隻）、中東バーレーン・マナマ海軍基地（４隻）、佐世保海軍基地（４隻） 

だけとなっている。 

掃海艦を将来はすべて沿岸域戦闘艦（LCS)に置き換える計画で、それに伴い爆発物処理部隊は艦船 

で移動するのではなく、航空機（固定翼機またはヘリコプター）で移動することになる。 

第７６任務部隊（CTF76） 

特徴 

揚陸艦隊など作戦部隊の後方支援（人事、補給、福利厚生など）を受け持つ部隊で、沖縄・ホワイ 

トビーチに司令部を置いている。作戦部隊である第１水陸両用群（ARG-1）を支えることが任務。 

佐世保にはその支隊が置かれ、トップの階級は海軍准将。 

西太平洋兵站部佐世保支所 

特徴 

艦船の燃料や食糧、備品や機材などを補給する部隊。艦船の修理施設の管理なども指揮下にある。 

西太平洋（日付変更線から西の海域）で活動する艦船への補給全般を統括する司令部（COMLOGWESTPAC 

 司令部はシンガポール・チャンギ）の指揮下にあるが、食糧や被服、機材などの補給品の備蓄はグ 

アム準州にある。 

佐世保港には近年、弾薬や器具・備品、食糧などを洋上で艦船に補給する貨物弾薬補給艦が多数寄 

港しているが、そのほとんどはグアムのアプラ海軍基地及び韓国・プサンの西にある光揚や韓国海軍 

基地がある鎮海との間を行き来している。 

海上自衛隊 

基地面積1,076,000㎡。第2護衛隊群（第2護衛隊・第6護衛隊）、第13護衛隊・第16護衛隊、第１海 

上補給隊分遣隊などの司令部が設置されている。 

所属する艦艇は、護衛艦16隻･補給艦2隻･掃海艇3隻･ミサイル艇2隻･輸送艇1隻･多用途支援艦1隻。 

海上自衛隊佐世保基地には南西海域（山口県沖から沖縄まで）の統括司令部（佐世保総監部）が設 

置され、護衛艦隊および補給艦隊や各種支援艦の活動拠点となっている。 

佐世保地方総監部 

特徴 

海上自衛隊佐世保警備区の基地（佐世保、下関、沖縄、鹿児島、大村、対馬など）を管轄する統括 

本部。うち、佐世保地区には約４，９００名（２０１４年２月現在）が所属している。 
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佐世保地方総監部は全国に5か所（大湊、横須賀、呉、舞鶴、佐世保）設けられている海上自衛隊の 

地区別統括組織である総監部のひとつで、佐世保、下関、沖縄、鹿児島、大村、対馬、沖縄などの海 

上自衛隊基地を管轄している。統括海域はおおむね豊後水道の北東、山口県の北部海域、沖縄・南西 

諸島（尖閣列島を含む）となっている。 

佐世保基地には護衛艦15隻（近海型12隻、沿岸型３隻）、補給艦２隻などのほか爆発物水中処分隊 

など各種分遣隊の司令部が設置されている。 

海上自衛隊が保有するイージス艦6隻のうち3隻(あしがら、こんごう、ちょうかい）、さらに補給艦 

５隻のうち２隻が配備されている。 

海上自衛隊の護衛艦隊司令部がある横須賀には護衛艦11隻（護衛艦隊所属8隻、横須賀地方隊所属3 

隻）が配備されており、潜水艦を除く水上戦闘艦では佐世保が 大数の基地となっている。 

佐世保基地に配備されている主要な組織と役割は次のようになる。 

  

第2護衛隊群 

比較的大型の護衛艦合計8隻で編成する艦隊司令部。佐世保に配備されている大型の護衛艦は日本近 

海および周辺海域が行動範囲。一部の艦船はローテーションでテロ対策特別措置法などによりアラビ 

ア海に延べ27隻が作戦展開していた。現在も海賊対処特別措置法によりアフリカ東部のジプチ共和国 

に建設した海上自衛隊の艦隊基地交代配備されている。 

自衛隊が他の国と地位協定を結んで海外に基地を建設した初めてのケースとなった。 

また、近海や外洋での作戦航海を支えるため2隻の補給艦も配備されている。 

佐世保基地からソマリア沖に海賊対処のため出港した護衛艦は延べ１４隻（201７年末）に上ってい 

る。 

佐世保地方隊 

九州から南西諸島一帯という広範囲をカバーし、下関･那覇にも掃海艇などの艦艇を展開させてい 

る。鹿児島県・鹿屋や長崎県・大村などの航空隊もその管轄下。 

第13護衛隊の護衛艦3隻、第3ミサイル艇隊の高速ミサイル艇2隻、輸送艇1隻、多用途支援艦1隻、お 

よび第2掃海隊で編成。その他、多数の支援船を運用している。九州北部および西方海域沿岸の警備 

が主任務。一昨年4月から海上自衛隊の編成が変わり、これまで佐世保地方隊に配備されていた比較 

的小型の護衛艦３隻（第13護衛隊）は独立して地域配備部隊として運用されることとなった。 

九州から南西諸島一帯という広範囲をカバーし、下関や沖縄県うるま市にも掃海艇などの艦艇を展 

開させている。鹿児島県・鹿屋や長崎県・大村などの海上自衛隊航空隊もその管轄下にある。 

陸上自衛隊 

基地面積：約170ヘクタール（佐世保市域の約0.40％） 

所属人員：水陸機動団約1000名 

主な部隊：水陸機動団 

※3月27日に水陸機動団が創設されたことに伴い、西部方面普通科連隊、水陸機動準備隊、水陸機動 

教育隊は解散 

※3月27日付で第３教育団（相浦駐屯地）は熊本駐屯地に移転 

特徴 
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陸上自衛隊相浦駐屯地には第3教育団本部及び第118教育大隊、車両教育隊、第5陸曹教育隊が設置さ 

れていた。しかし、2002年3月、島嶼防衛を主要な目的にすうる実戦部隊として陸上自衛隊初の機動 

部隊「西部方面普通科連隊」が配備された。 

西部方面普通科連隊はヘリコプターを使った強襲機動作戦や小型舟艇による強襲上陸などの特殊作 

戦を行う部隊とされてる。 装備の基本は軽武装で、機動力を発揮するため小型の装甲車などを保有 

している 

訓練は佐世保・相浦駐屯地や大村市に隣接した彼杵（そのぎ）町にある大野原訓練場だけでなく、 

グアムの米海兵隊施設を使った訓練も行っている。 大の課題は統合訓練ができる訓練場が周辺地域 

では確保できないこと。 

この部隊から第7次イラク派兵で40名程度がサマワに派遣された。 

2013年12月 防衛省は新編成の「水陸両用部隊」の配備計画を発表した。主要な任務離島防衛およ 

び占拠された島嶼の奪還ということだが、事実上の「海兵隊」といえる戦闘部隊で、新安保法制に見 

合った海外での作戦を想定しているものと思われる。 

水陸両用機動団のうち、佐世保に50両を超える水陸両用車両部隊を配備するとしている。そのため 

の「水陸機動準備隊」及び「水陸機動教育隊」が相浦駐屯地に編成されたが、本隊の発足に伴い解 

散。現在は水陸機動団の駐屯基地となっている。 

      

主要な日米の軍事施設 

① 米海軍前畑弾薬庫 

② 米海軍赤崎岸壁 

③ 米海軍赤崎貯油所 

本船貯油所、庵崎貯油所、横瀬貯油所と合わせ、総数84万キロリットル（超大型タンカー4隻分）の 

貯油能力がある。2015年3月以降、赤崎貯油所に設置してあるヘリパット（ヘリコプター降着帯）に 

新型輸送機オスプレイ（MV‐22）が延べ、24回にわたって飛来した。 

④ 海上自衛隊佐世保地方隊（倉島地区） 

九州周辺から沖縄・南西諸島を範囲として、主に沿岸警備に当たっている艦隊の係留施設。３隻の 

護衛艦は次のとおり（ ）内は艦番号 

「さわぎり」（157）、「あさゆき」（132）、「じんつう」（230） 

このほか、掃海艇、小型タンカーなど各種支援艦艇で編成されている。 

⑤  ドライドック地区（米海軍及び日本の民間企業） 

⑥ 米海軍メーンベース・平瀬地区 

⑦ 米海軍平瀬係船地（米軍通称名「ジュリエット・ベースン」） 

⑧ 海上自衛隊立神桟橋 

2本の桟橋に1～4号までの接岸設備がある、海上自衛隊護衛艦隊の停泊桟橋。佐世保基地に配備され 

ている護衛艦隊の艦船は次のとおり （   ）内の数字は艦船番号 

護衛艦 

「いせ」（182）、「しまかぜ」（172）、「こんごう」（173）、「ちょうかい」（176）、「あし 

がら」（178） 

「あさひ」（119）、「はるさめ」（102）、「ゆうだち」（103）、「きりさめ」（104）、「あけ 

ぼの」（108） 

「ありあけ」（109）、「あきづき」（115）、すずつき（１１７） 
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補給艦 「はまな」（424）、 「おうみ」（426） 

⑨ 米海軍立神係船地（米軍通称名「インディア・ベースン」） 

配備されている艦船は次のとおり。 （   ）内の数字は艦船の番号 

強襲揚陸艦 ワスプ（１）  ドック型輸送揚陸艦 グリーンベイ（２０） 

ドック型揚陸艦 ジャーマンタウン（４２）、同 アシュランド（48） 

掃海艦 パトリオット（７）、パイオニア（９）、ウォーリア―（10）、チーフ（１４） 

そのほかの主な施設 

米軍針尾住宅 

ハウステンボスに隣接する住宅地。米海軍佐世保基地の下士官以下の兵士用住宅。 終的には約 

8500人が住む住宅地となるよう拡張が進められている。 

米海軍横瀬貯油所（西海市） 

前面海域を埋め立てて、LCAC(ホバークラフト型上陸用舟艇)の駐機場と整備場を建設し、崎辺の 

LCACを移転した。 大１２機のLCACを受け入れる可能。（現在は８機） 

海上自衛隊針尾島弾薬 

護衛艦隊や地方隊の艦船用の砲弾などを保管。入江の左奥の金山弾薬庫には護衛艦に搭載している 

ミサイルなどが貯蔵されている。近年、弾薬庫の整備と拡充が進められている。 

米海軍針尾島弾薬集積所 

野積み用の施設で、北側の安久の浦、南側の牛の浦を取り巻く丘にトンネル（地下式）弾薬庫など 

がある。中央にある建物は弾薬などの点検・修理を行う施設。1996年までは爆発物処理部隊が駐留し 

ていたが、その後岩国に移動した。07年6月、前畑弾薬庫の移転先として整備する計画が明らかにさ 

れた。 

崎辺地区野積み場 

揚陸艦に搭載するホバークラフト型上陸用舟艇（LCAC）の整備場だった。露天での整備場だった 

が、西海市横瀬町にある横瀬貯油所施設の前面海域を埋め立てて建設されたLCAC整備場が3月中に米 

軍に提供され、その後は閉鎖し野積み場に。 

この地区に陸上自衛隊の水陸両用車輛隊の配備が計画され、施設建設が始まった。 

海上自衛隊崎辺地区 

艦船の磁気測定所、高速ミサイル艇の繋留岸壁、海上自衛隊教育隊施設、大田貯油所等がある。隣 

接している佐世保重工（SSK）の用地を買収し、海上自衛隊の輸送・揚陸艦用の桟橋を建設する計画 

が明らかになった。 

配備されている高速ミサイル艇は 「おおたか」（PG-826） と 「しらたか」（PG-829） 

陸上自衛隊相浦駐屯地 

戦前より旧・陸軍第2海兵団が置かれ、戦後連合軍に接収。朝鮮戦争の際には米軍の集積・訓練地と 

なっていた。 
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現在は新編成の水陸両用作戦を任務とする水陸機動団が駐屯している。 

関連施設 

長崎空港（大村市）  

国管理の地方空港だが、専用の空港を持たない米海軍佐世保基地へのアクセスのため日米地位協定 

に基づいて利用されている。もっぱら人員輸送用。 

厚木、岩国などへの定期便の運航などで年間離発着回数は 大時で360回近くに上っていた。現在は 

米軍の予算削減により年間100回以下の運用回数となっている。 

主な飛来機種はＣ－４０（Ｂ－７３７型機の軍用改造版）、Ｃ－２４（ビジネスジェットの軍用改 

造版）など人員輸送用。ただし、高級将校や大使・領事の場合は福岡空港を利用している。 

福岡空港（福岡市） 

「板付飛行場」として戦後の占領時代から米軍が使用している。返還後も専用空港を持たない佐世 

保基地のために地位協定に基づいて利用されている。 

貨物輸送システムを持たない長崎空港に代わり、もっぱら貨物輸送機（Ｃ－１３０）が定期に飛来 

している。 

= ２０１７年 米海軍佐世保基地の動き ＝ 

はじめに 

米国の新しい大統領のもとで迎えた一年だったが、基本的な国家安全保障戦略についての方針が示 

されたのが２０１７年１２月であったため、米海軍基地への影響は明確には見えなかった。 

それでも、前・大統領のもとで策定された「再均衡（REBALANCE）」政策に基づく米海軍の艦船建造 

計画（Shipbuilding P lans）に代わり海軍艦船の増加方針が示され、今後３０年間で３５５隻体制とす

る計画が議会で承認された。 

だが、引き続く海軍関係予算の削減により予定された艦船建造が計画のように進むかどうか、米国 

議会調査局（CRS）が上・下院に提出したレポート「Navy Force Structure and Shipbuilding Plans」では

いくつかの問題点が指摘されている。例えば、３５５隻体制にするための５年ごとの建造計画では、

米国内の造船所の建造能力が不足していることが指摘されている。そのため、退役予定の艦船の寿命

延長計画（Ship Life Enhancement Plan）や、退役から間もない艦船の再就役などが必要、と指摘してい

る。 

このことは米海軍佐世保基地（CFAS）に配備されている艦船の活動や訓練、再配備計画に微妙な影 

響を与えている。横須賀に配備されている巡洋艦や駆逐艦の相次ぐ事故は乗組員の訓練不足によるも 

のとされ、その背後には海軍の予算不足が指摘されている。佐世保基地に配備されている揚陸艦につ 

いても沖縄に駐留する海兵隊（３１MEU）のスケジュールが優先するため、操船訓練などの基礎的ト 

レーニングが不足するという、横須賀と同様の問題を抱えているようだ。 

佐世保基地の配備艦船では以前から計画されていた掃海艦（MCM）の退役と新型の沿海域戦闘艦 

（LCS）への交代は、調達計画が米国議会で大きく削減された影響で配備のスケジュールはいまだに 

明確ではない。沿海域戦闘艦と交代して撤退するとみられていた掃海艦は当分、配備が継続されるこ 

ととなった。 
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米国議会調査局（CRS）のレポートによれば、沿海域戦闘艦は２０２１会計年度までに調達済の８ 

隻と調達計画中の１２隻を含めて２０隻になるが、現在のところ就役中の隻数は８隻にとどまってい 

る。その後の調達については不透明になっているため、佐世保配備は未定と思われる。 

また、新型のズムウォルト級駆逐艦（DDG1000）は２隻目以降の建造予算が今年度も認められなかっ 

たため、米国議会で海軍が表明した佐世保への寄港などは見通しはたっていない。 

強襲揚陸艦ボノム・リシャールと交代する同型の強襲揚陸艦ワスプは母港のバージニア州ノーフォ 

ーク海軍基地を出発したが、カリブ海でのハリケーン被害救援（HA/DR）のため佐世保到着が遅れ、 

交代は２０１８年１月となった。 

佐世保に配備されている強襲揚陸艦（LHD）ボノム・リシャールは２月２７日に出港後、定例となっ 

た東アジアのパトロールに出かけた。一方、ドック型輸送揚陸艦（LPD）グリーンベイはタイで行わ 

れたコブラ・ゴールド訓練に参加したが、今回はホバークラフト型揚陸艇（LCAC）ではなく、旧来の 

大型汎用型揚陸艇（LCU）を搭載していた。 

３月から５月にかけての時期、朝鮮半島の危機を煽るような論調のフェイク・ニュースがあふれて 

いたが、佐世保に配備されている揚陸艦隊は朝鮮半島から離れた海域に展開していた。 

揚陸艦隊が参加した訓練で 大のものは隔年ごとにオーストラリアで行われるタリスマン・セーバ 

ー訓練で、今回は７月８日から２０日までオーストラリア周辺海域で繰り広げられた。この訓練には 

３隻の揚陸艦と横須賀に配備されている空母ロナルド・レーガン、駆逐艦バリー、同マキャンベル、 

同シャイローが参加した。 

配備艦船以外の動きでは、佐世保に１７年に入港した米海軍艦船の回数は延べ１５０回となり、前 

年（１６年）の２１４回から大きく減少した。 

主なところでは原子力潜水艦が前年の２４回から過去 多の２６回に増加した一方、、駆逐艦が前 

年の１９回から７回に、貨物弾薬補給艦が前年の６１回から４１回に減少するなどした。 

原子力空母は日本周辺で３隻（ロナルド・レーガン、カール・ビンソン、ニミッツ）が日本周辺で 

行動したが、朝鮮半島情勢に対応して活動を活発化、という観測とは関係なく、インド洋から東アジ 

アにかけて展開した。この艦隊の補給にあたる高速戦闘補給艦は日本には寄港せず、また、燃料補給 

艦は増加したが、貨物弾薬補給艦は減少した。 

複数の空母艦隊が北朝鮮に圧力をかけるために展開した、という一部のキャンペーンは補給艦の動 

きからは見えなかった。 

米海軍は洋上で揚陸艦などに戦闘機材や車両などを補給する新しいタイプの遠征輸送艦 

（Expeditionary Transfer Dock ESD 約78,000トン）や遠征機動艦（Expeditionary Mobile Base Dock ESB 

約90,000トン）など揚陸補助艦を開発している。また、海兵遠征ユニット（MEU）上陸大隊チームを高

速輸送するための艦船（Expeditionary F ast T ransport EPF 約2500トン）などを新たに開発し、就役

させている。 

このうちESDモンフォード・ポイントは横浜港を拠点に運用実験を行い、佐世保に寄港した。西海 

町横瀬に配備されているホバークラフト型揚陸艇（LCAC）が昨年末、地元の西海町（当時、現・西海 

市）と防衛省との協定を無視して夜間航行訓練を行ったが、米海軍によれば、新しい揚陸艇（SSC） 

と交代にLCACは近い将来、運用が終わるという。 

洋上補給艦のうち貨物弾薬補給艦（AKE）が過去 多の６１回となった16年から41回に減少した一 

方、更新計画が進められている燃料補給艦（AO）は前年（１３回）を上回る18回寄港した。 

音響測定艦、測量（海洋調査）艦、弾道ミサイル観測艦といった情報収集艦では音響測定艦の寄港 

回数はいずれも減少したが、佐世保基地を拠点化していることを示すように１寄港あたりの停泊日数 
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は増加している。 

１、 母港艦船の動き 

佐世保基地配備艦船名 

艦船の種類                     艦船の名称艦                           番号 

強襲揚陸艦（LHD）         ボノム・リシャール（BONHOMME RICHARD）       ６ 

今年3月にワスプ（WASP）と交代                １ 

ドック型輸送揚陸艦（LPD） グリーンベイ（GREENBAY） ２０ 

ドック型揚陸艦（LSD）     ジャーマンタウン（GERMANTOWN）              ４２ 

アシュランド（ASHLAND）           ４８ 

掃海艦（MCM）             パトリオット（PATRIOT）           ７ 

パイオニア（PIONEER）            ９ 

ウォーリアー（WARRIOR）           １０ 

チーフ（CHIEF）                             １４ 

概要 

佐世保基地には２０１７年１２月末現在、揚陸艦４隻、掃海艦４隻が配備され、沖縄県うるま市の 

ホワイトビーチ基地に司令部を置く第１揚陸即応軍（ARG－１）指揮下で第１１揚陸戦隊（COMPHIBRON 

－１１）を編成している。このうち、２０１２年４月から揚陸戦隊の旗艦を務めているボノム・リシ 

ャールは２０１８年１月には同型のワスプと交代した。 

現在就役している１１隻の掃海艦について、米海軍の艦隊建造計画（Shipbuilding P lans）によると 

順次沿海域戦闘艦（LCS）に置き換える計画だが、佐世保基地に４隻配備されている掃海艦（MCMRON

－ 

７）は、調達の遅れから現役での配備が続いている。 

掃海艦が配備されているのは佐世保以外では米本国カリフォルニア州・サンディエゴ海軍基地（３ 

隻）と中東バーレーン・マナマ基地（４隻）だけで、掃海艦隊司令部があったテキサス州イングリサ 

イド海軍基地は数年前に閉鎖されている。（LCSは２０１７会計年度末現在、８隻が就役。このほか 

２１隻が就役準備または建造中あるいは計画中） 

掃海艦と代替予定のLCSのうち１隻が現在、シンガポール・チャンギを拠点に展開しているが、佐世 

保に配備する計画はないようだ。 

揚陸艦隊 

例年、揚陸艦隊は新年休暇が明けた後、1月下旬からさまざまなトレーニングを行った後、アジア周 

辺での訓練に出かけるが、１７年はボノム・リシャール単独で操船訓練（Deck C ertification）を周辺

海域で行った後、3月になってグリーンベイ、アシュランドとともに海兵隊を乗せてアジア各地に出か

けた。 

３隻の揚陸艦隊のうちグリーンベイは2月14日から23日までタイで行われた東南アジア 大の合同訓 

練コブラ・ゴールドに参加した。 

例年、３月に行われる米韓合同訓練フォール・イーグル訓練に佐世保に配備されている揚陸艦隊 

は参加しなかったが、掃海艦2隻（ウォーリアー、チーフ）が韓国・鎮海で合同掃海訓練を繰り広げ 

た。 

この時期、東南アジア諸国との間で毎年行われているCARAT（Cooperation Afloat Readiness and 

Training 洋上即応共同訓練）には揚陸艦隊と掃海艦は参加しなかったが、5月29日から6月5日までタ

イ・サタヒップを皮切りに行われたCARATには佐世保基地に駐留している第5爆発物処理移動分遣隊 
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（EODMU-5）と掃海艦隊司令部（MCMRON-7）が参加していた。 

シリーズで行われているCARAT２０１７には、東南アジア諸国連合（ASEAN）に加盟しているタイ、 

シンガポール、インドネシア、フィリピン、マレーシア、ベトナムに加え、バングラディッシュ、東 

ティモール、スリランカがそれぞれ参加した。このほかカンボディアも加えた諸国との間で随時行 

われた。 

一方、佐世保基地配備艦船はCARATには参加せず、Spring P atrolを終えたボノム・リシャールなどの 

揚陸艦隊はいったん4月ごろに母港に戻ってきた。 

６月ごろに再び出港した艦隊は７月８日から２０日までオーストラリア東部で行われたタリスマン 

・セーバー訓練に3隻そろって参加した。タリスマン・セーバー訓練はオーストラリア海軍と二国間 

で隔年に実施されている。訓練には横須賀に配備されている空母ロナルド・レーガンのほか、カリフ 

ォルニア・サンディエゴから駆逐艦ステレットも加わった。揚陸艦隊はタリスマン・セーバー訓練の 

前後、オーストラリアの各地に寄港した。 

佐世保基地に配属されている第５爆発物処理移動分遣隊は、以前は佐世保に配備されている掃海艦 

と行動を共にすることが多かったが、掃海艦の運用の変更のためだろうか、別行動が多くなってい 

る。１０月には韓国東部・浦項に駐留しているヘリコプター掃海部隊（HM）と韓国・プサン近海で米 

韓合同掃海訓練に参加していた。 

佐世保を母港としている艦船で、参加した訓練や海外の寄港地などが判明したものは次の表の通り。 

 

訓練名称など       参加艦船名        地域・国       期間 

Deck Certification    ボノム・リシャール    フィリピン海     1月30日～2月10日 

グリーンベイ              タイ・サタヒップ     2月10～12日 

Cobra Gold                グリーンベイ              タイ                 2月10日～17日 

グリーンベイ              タイ・サタヒップ     2月24日～26日 

揚陸統合訓練（AIT）    ボノム・リシャール        フィリピン海         3月19日～21日 

Foal Eagle                ウォーリアー              韓国・鎮海（チネ）   3月19日～29日 

チーフ                    韓国・鎮海（チネ）   3月19日～29日 

CARAT                  EODMU-5 

ほかにLCSコロナド参加    ベトナム、マレーシ    5月12日～14日 

ア、スリランカ、バングラディッシュ、フィ 

リピン 

CARAT                  EODMU-5                  タイ、シンガポール    5月29日～6月5日 

MCMRON-7         フィリピン 

 

グリーンベイ             シドニー、            6月29日～30日 

ブリスベーン          7月1日～２日 

 

Talisman Saver            ボノム・リシャール       オーストラリア        7月3日～20日 

グリーンベイ 

ジャーマンタウン 
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ボノム・リシャール      ショールウォーター    7月23日～25日 

アシュランド            ベイ                  7月29日～8月1日 

ブリスベーン          8月28日～9月3日 

メルボルン            8月29日～9月12日 

グアム・アプラ        10月2日～20日 

横須賀 

 

CARAT                  EODMU-5                 インドネシア・        9月9日 

スラバヤ 

米韓合同掃海訓練       EODMU-5                 韓国・プサン          10月中旬 

 

２、 減少傾向となった情報収集艦の寄港 

２００６年以降、潜水艦の捜索と情報収集を任務とする音響測定艦及び海底地形や潮流など潜水艦 

の行動にかかわる情報を収集する測量（海洋調査）艦の寄港が急増したが、2010年をピークに、以後 

は減少傾向が続いている。また、弾道ミサイル観測艦は自国及び他国の弾道ミサイル発射に関連した 

寄港が続いていた。 

これまで音響測定艦の寄港回数が突出していた。しかし、２００６年から始まった音響測定艦の寄 

港は２０１０年（３９回）をピークに、１５年（２９回）、１６年（２７回）、１７年（２１回）と 

減少を続けている。 

音響測定艦は潜水艦を捜索・追尾することを任務としているが、米海軍が運用する５隻の音響測定 

艦のすべてが西太平洋に展開しているところから、中国や北朝鮮の潜水艦を主要な捜索の対象にして 

と思われる。特に中国海軍（人民解放軍海軍）の潜水艦については行動範囲がグアム周辺の西太平洋 

にまで広がり、さらに静粛性も向上しているところから、重点的に調査している様子がうかがわれ 

る。 

寄港回数は減少したものの、この状況はこの数年変わらないようで、佐世保を中心に任務に当たっ 

ているようだ。乗組員の休養や艦の維持作業のため停泊期間が長期化する傾向にあり、活動の拠点化 

を示すように２隻あるいは３隻が同時に停泊するケースも増え、停泊日数が延べ４６１日（１６年は 

４２９日）となり、平均停泊日数は増加している。 

２００６年までは佐世保にほとんど寄港することがなかった音響測定艦が２０１０米会計年度以降 

に増加した背景には、外洋の深海から大陸沿岸の水深が比較的浅い海域を任務海域にするという米海 

軍の潜水艦の運用の変更と合わせ、中国海軍の急速な海洋進出と関係があると思われる。しかし一 

方、米海軍情報部が米国議会に提出した報告によれば、中国海軍の洋上作戦艦や原潜などが近年の内 

に対抗勢力になるとは分析していない。。 

情報収集艦は西太平洋補給運用司令部（COMLOGWESTPAC 事務所はシンガポール）の指揮下にあり、 

南シナ海および東シナ海、フィリピン海、日本海で任務にあたっているようで、佐世保や沖縄への寄 

港は休養や補給、連絡のためだろう。 

音響測定艦は佐世保以外では沖縄・ホワイトビーチに合計１３回（１６年は１２回）、横須賀には 

１回寄港している。活動海域に近いということで、佐世保と沖縄・ホワイトビーチに寄港が集中して 

いるのだろう。 

また、２０１４年から前任のオブザベーション・アイランドと交代した弾道ミサイル観測艦ハワー 

ド・Ｏ・ローレンセンは４回（１６年は８回）寄港した。一回の停泊期間は依然と大きな変化がな 
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く、周辺での弾道ミサイル発射情報や自国の訓練に合わせて移動するという運用方法は変わっていな 

いようだ。 

一方、海底の地形や潮流などを調査する測量艦の寄港は２００１年以降増減を繰り返していた。 

２０１６年は９回と変わらなかったが、１７年は３回と減少し、２０００年以降では も少ない寄 

港回数となった。また、国内のほかの米軍施設（横須賀、横浜、沖縄）への寄港も少ない。ただ、 

２００９年にも７回と減少したが、翌年には２２回と急増しており、寄港回数の減少が活動の低下を 

示すものかどうかは不明。 

また、情報収集艦はたびたび東シナ海や南シナ海で中国の艦船とトラブルを起こしており、そのた 

びに横須賀に配備されている駆逐艦が駆け付けるという、緊張した状況が続いている。米海軍が運用 

する測量艦（６隻）のうち１６年は３隻が佐世保に寄港したが、１７年は１隻だけだった。 

音響測定艦と測量（海洋調査）艦、弾道ミサイル観測艦など情報収集艦船の入港回数は、母港艦を 

除いた艦船の入港回数の１８．７％（１６年は２９・３％）％となった。 

３、 急減した洋上補給艦 

佐世保港に寄港する米軍艦船では燃料補給艦（AO）、貨物弾薬補給艦（AKE）、高速戦闘支援艦 

（AOE）といった洋上補給艦が主要な艦種だが、過去 多となった１６年から一転し、合わせて５９ 

回（１６年は７９回）となった。だが、入港した艦船の用途別（作戦艦、洋上補給艦、貨物輸送艦、 

燃料輸送船、情報収集艦、各種補助艦船）の割合では３９．３％（１６年は３６・９％）を占め、  

も多くなっている。。 

なかでも弾薬、食糧、被服、備品、燃料を統合して洋上補給できるルイス＆クラーク級貨物弾薬 

補給艦（満載排水量４万トン超 艦種記号＝AKE）が２００８年の初寄港以来、寄港回数が増えてお 

り、寄港回数は減少したが洋上補給艦全体の６９．５％（１６年は７７・２％）を占めている。 

理由としては艦船や航空機の燃料を補給する燃料補給艦（満載排水量４万２千トン、艦種記号＝ 

AO）、空母戦闘群に随伴して行動する高速戦闘支援艦（満載排水量4万9千トン、艦種記号＝AOE）の任

務も一部受け持ったこと、佐世保基地の弾薬設備の老朽化で 新型のミサイルや爆弾などが貯蔵でき

ないため、必要なだけの少量補給が増えたため、および被服や雑貨などの補給が増加したためと推測

される。 

貨物弾薬補給艦の西太平洋での拠点はグアム・アプラ港だが、作戦海域である東シナ海や南シナ海 

などとの地理的関係、あるいは燃料備蓄施設の充実の理由から日本では佐世保に集中的に寄港してお 

り、日本国内の基地で佐世保以外では横須賀に１０回（１６年１３回）、沖縄・天願に３回（１６年 

４回）寄港した。 

なお、米海軍は貨物弾薬補給艦を１４隻運用（１６年１２月現在）しているが、そのうちの２隻 

（ルイス＄クラーク、サカガウェア）は海兵隊専用として運用されている。 

このなかで佐世保には１４隻中４隻が寄港したが、韓国海軍基地がある韓国慶尚南道・鎮海（チ 

ネ）や戦時補給施設に指定されている慶尚南道・光陽（クァンヤン）との行き来が目立っている。 

一方、燃料補給艦の寄港回数は 多となった２００８年（３３回）の半分近い１８回となり、減少 

傾向は変わらないようだ。しかし、燃料を搬入する大型タンカー（戦略給油船 AOT）は８回と前年 

同様で、燃料補給活動は依然として高水準にあると思われる。洋上での燃料補給は一部を貨物弾薬補 

給艦が受け持っていることが関係していると思われる。 

また、燃料補給については、これまでは大型タンカーが佐世保の貯油所に運び込んでストックし、 

それを燃料補給艦が運び出すのが「常識」だったが、１６年１０月に大型タンカーから直接、洋上で 
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燃料補給艦に移送する実験を行っていたが、その影響もあるのだろう。現在運用されているヘンリー 

・J・カイザー級の燃料補給艦は１９８６年から運用が始まり、１９９５年に 終艦のラパハノック 

が就役しており、老朽化が指摘されていた、このため米海軍の将来艦隊計画によると、燃料補給艦は 

新型への更新が計画されている。 

４、 戦闘艦の動き 

原潜寄港が過去最多に 

原潜は９隻が延べ２６回（１６年は１０隻、延べ２４回）寄港し、過去 多の回数となった。この 

うち、寄港回数の大半を占めたのが人員の移送や情報伝達のための一時寄港（２２回、１６年は１４ 

回、１５年は６回）だった。 

そのため平均停泊日数は１．９日（１６年３・５日、１５年３．６日）と、この６年では も停泊 

日数が短くなり、この数年の様子から明らかに変化した。ほかの在日米海軍基地への寄港と比較する 

と、沖縄・ホワイトビーチはすべてが一時寄港（１６年は平均停泊日数１・１日）、ほとんどが長期 

停泊だった横須賀（平均停泊日数５．３日、１６年は７・６日）、その中間の佐世保という傾向は変 

わらないが、全体として停泊期間が短縮している。。 

日本の米海軍基地に寄港した原潜の動きでは、沖縄・ホワイトビーチの桟橋に艦隊係留支援設備が 

設置された２０１２年を除けば、横須賀、沖縄・ホワイトビーチを含めた寄港回数はこの数年、沖縄 

・ホワイトビーチが減少を続け、横須賀はほぼ横ばい、佐世保だけが大きく増加した。 

在日米軍基地への原潜の寄港回数では沖縄・ホワイトビーチが１８回、、横須賀は１４回、佐世保 

は２６回だった。 

沖縄・ホワイトビーチの桟橋には艦船係留支援設備が整備されたが、防波堤が設備されていないな 

ど長期間停泊できる環境にないため、短時間の寄港に限定されているものと思われる。一方、横須賀 

基地が原子力空母の母港とされたことにより原子炉への支援体制が充実し、また、原潜の整備と乗組 

員の休養施設や娯楽施設にも恵まれていることから停泊期間が長期化している。 

これに対して佐世保は作戦海域に近く、また安定した艦船係留・支援設備があり、補給・休養もで 

きるところから、東シナ海や日本海に近い佐世保に運用拠点がシフトされた、ということだろう。 

ちなみに、米海軍によると原潜はこれまでの対水上艦、対潜水艦、艦隊防御作戦に加え、情報収 

集、監視、偵察（ISR）、対機雷作戦、海軍特殊作戦支援の任務も与えられている。 

駆逐艦・巡洋艦は減少 

１６年は南シナ海での緊張が影響して、駆逐艦と巡洋艦といった洋上戦闘艦の寄港が急増したが、 

１７年は合計で８隻（１６年は合計２２隻）と減少した。寄港したなかで駆逐艦１隻と巡洋艦１隻以 

外はすべて横須賀に配備されており、１６年のように米本土から洋上活動グループ（PAC SAG）を派 

遣した作戦展開はなかったようだ。 

寄港状況を米会計年度で分けてみると、２０１６米会計年度（２０１５年１０月～２０１６年 

９月）は洋上戦闘艦の寄港が２４回だったのに対し、２０１７米会計年度（２０１６年１０月～ 

２０１７年９月）の寄港回数は９回にとどまった。横須賀や沖縄・ホワイトビーチへの寄港もほとん 

どなかった。 

理由は不明だが、東アジアの緊張が喧伝される一方、洋上戦闘艦の動きは少なかった。実際の軍事 

情勢によるものか、あるいは海軍の予算上の問題か、あるいは戦略の都合によるものなのかは明らか 

でない。 
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５、 高速輸送艦・揚陸補助艦 

米軍の揚陸手段に変化が表れている。米海軍の将来艦隊計画（FYSBP）で見ると、ESD（Expeditionary 

Transport D ock MLPから変更 約78,000トン）やESB（Expeditionary M obile B ase 約90,000トン）

といった新しい種類の揚陸補助艦を運用し、これまでの揚陸艦を使った貨物や車両の揚陸作戦を支え

るため新たな種類の艦船の開発と配備が進められている。ESDやESBは洋上や岸壁などで揚陸艦に直接、

LCACや戦闘車両を積み替えるシステムを持っている。また、同時に予算削減のため実際の運航を民間

委託する流れが定着している。 初に就役したモンフォード・ポイントが横浜や横須賀、佐世保に寄

港している。現在、ESDは２隻が就役し、ESBは１隻が就役し、２隻が建造中となっている。 

もう一つが、MEU（海兵隊遠征ユニット）の１個上陸戦闘部隊（MAGTF 海兵空地任務部隊）を車両 

や装備とともに高速長距離輸送できる輸送艦（EPF Expeditionary F ast T ransport）の配備で、現在

までに８隻が配備され、将来は１２隻体制での運用が進められている。また、これまで海岸への上陸

の強力な手段、とされていたLCAC（ホバークラフト型揚陸艇）は海軍予算では調達打ち止めとなり、

新たな揚陸手段（SSC Ship to Shore Connecter）が研究されている。 

今後の進展によっては佐世保に配備されている揚陸艦の運用にも影響が出てくるだろう。 

６、 引き続いた新型輸送機オスプレイの飛来 

佐世保基地には２０１５年３月以来、米軍普天間基地に配備された新型輸送機オスプレイの飛来が 

続いている。２０１７年は飛来数こそ減少したが、１２月１６日にはジョン・リチャードソン海軍作 

戦部長を乗せて飛来してきた。 

飛来目的は明らかにされていないが、佐世保に来る前には韓国、佐世保の後には横須賀に姿を見せ 

ているところから、就任後の施設の見学・視察のためだったようだ。。 

日本各地で機体の不具合などが起きているが、佐世保への飛来について事前の通告はない。 
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發表 1 

板門店宣言と朝鮮半島の平和プロセス 
金峻亨(キム・ジュンヒョン) 

韓東(ハンドン)大学 国際地域学科 教授 

1. はじめに: 板門店の大変身 

2018年4月27日！ 朝鮮半島はうるっとし、世界は驚き、歴史は息を呑んだ。時々刻々と期待と憂慮 

が交差しながら凝縮されたような時間は、金正恩(キム・ジョンウン)委員長が板門店北側にある統一 

閣の扉を開け階段を降りてきた瞬間から、まるで巻かれていたゼンマイが解けるかのように速いスピ 

ードで流れて行くように見えた。物理的にはあり得ないことだろうが、時間は明らかに加速をつけて 

いた。だが突然、「徒歩の橋」のベンチで、時間は再び止まった。無音の対話の画面を満たしていた 

鳥のさえずりが、二人の首脳の出会いを旧友の平和な再会のように見せたかと思うと、時間は次第に 

ゆっくり流れはじめ、そうするうちに時間がまるで私たちの認識の外側へ消え去るような錯覚が呼び 

起こされた。朝鮮半島の平和プロセスの歴史的始まりを知らせる感動的場面は、このように非現実的 

でさえあった。おそらく到底不可能だと思われていた馴染まぬ光景だったせいかも知れない。だが、 

韓国側の「平和、新たな始まり」という首脳会談のスローガンと、「平和の時代、歴史の出発点に 

て」と芳名録に綴った金正恩委員長の文句のこの上ない照応は、歴史的当為としての運命かも知れな 

い。 

戦争を口にする人までもが、その戦争は平和のためであると合理化するほどに、戦争と平和は逆説 

の関係にある。過去数年にかけ繰り返されてきた朝鮮半島の戦争の危機は、逆説的に、私たちに平和 

の大切さを気づかせた。小説家ハンガンの表現の通り、米国が戦争を口にする度に、私たちは身震い 

した。戦争勃発の確率が低いということが、決して慰めになりはしなかった。戦争の危機の中でも表 

向きの平穏さを保っていることを外国人から不思議に思われがちだが、その見かけとは裏腹に、私た 

ちは決して戦争を恐れていないわけではなかった。長い間、奥に呑み込んでしまったり、存在しない 

かのように押さえ込んでしまったため、潜在の世界に隠されてしまっていたわけだが、古傷にでも触 

れられたように再び目が覚めてしまった。戦争を直接経験していない戦後世代もまた、恐怖への免疫 

は持ち備えていなかった。分断の島に閉じ込められた私たちにとって、平和とは漠然とした理想やあ 

るべき論的な言説ではなく、現実世界の中での切実な願いであることを深く自覚することになったの 

だ。 

南北首脳会談は、米朝首脳会談の成功につながった。実践性と具体性に欠けるといった批判は、朝 

鮮半島の現実や北の核問題の本質に対する無知の所産であり、核の廃棄という表現が入っていないと 

の批判は、理念の原理主義のフレームに閉じ込められている故のものである。板門店宣言は単なる仲 
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介役ではなく、方向づけをし、境界線も定めた、有能な道案内人による「宝の地図」の役割を果たし 

た。とりわけ、強大国の利害関係に引きずられるのではなく、南北が主導的に進むのだという意志の 

表現が、合意項目の順番にも、合意の内容にも盛り込まれている。北朝鮮の核問題が南北関係を規定 

するのではなく、南北関係の改善を通じて非核化と平和体制へ進むのだという、正しい方向を設定し 

た。道案内を越え、当事者としての認識を盛り込むことで、平和をリードする上で も望ましく効率 

的な道を選択した。 

板門店首脳会談で も多く出てきた単語は「始まり」や「出発」であったが、それに劣らず登場し 

たのが「履行」と「実践」という言葉である。宝の地図を持っていても目的地に到達できるという保 

証はなく、途中で落とし穴に陥らないとも限らない。そのため、集中力を高めることはさることなが 

ら、速度もつけなければならない。陥るかもしれない危険は、平和を信じる人々にだけ襲いかかるわ 

けではないだろう。氷が溶けていることにも気づかず、冷戦の氷の上で時代錯誤的なごり押しに没頭 

する者らは、氷の上から出てくるようにいくら叫んであげても、その声を聞くことができない。その 

ように彼らは、過去から現在まで目を閉じ続けている方向音痴だった。むしろ、方向音痴のほうが安 

定感をもたらすのだという自主性の欠如と無駄な信仰に頼って、運命を強大国に依存してきた。これ 

からは私たちが主導して、朝鮮半島に平和をつくり出すべきときが来た。非核化のロードマップや平 

和のロードマップは、言葉と文字ではなく、私たちが実際に歩いて行くべき地図である。今は、地図 

が用意され、出発することを心に決めたに過ぎない状態だ。これから歩むべき先は、幾重にも重なっ 

た峠の茫々たる道である。 

2. 朝鮮半島の平和への関門、米朝首脳会談 

2018年に入ってよく耳にする一つに「歴史的」という言葉があろう。平昌(ピョンチャン)オリンピ 

ックと南北の劇的な和解、11年ぶりの南北首脳会談、そして、6月12日にはシンガポールで巨大な歴 

史がつくられた。戦争と分断の時代を終え、共存と平和の新たな時代に入る扉が開かれた。セント 

ーサ島カペラホテルの回廊の両端から、金正恩委員長とトランプ大統領が中央へ歩いてきて交わし 

た12.5秒間の握手は、70年間凝り固まっていた古い敵対心と、わずか数年で臨界点に達してきた危機 

が、劇的な反転を迎えた瞬間だった。4月27日に、分断と戦争の象徴であった板門店が平和な朝鮮半 

島をひらく新しい象徴になったように、かつては「背後から忍び寄る死の島」と呼ばれ、海賊と暴 

力、戦争と虐殺の暗い歴史を持つセントーサ島は、平和の島として生まれ変わる機会を得た。 

長い歳月が生み出した挫折感と冷笑がマンネリ化していたせいだろうか。和気あいあいとした雰囲 

気の中で共同声明に署名までしたにもかかわらず、確証バイアスによる冷ややかな視線を向け、わず 

か半日足らずで成果を切り下げる声が出はじめた。「漫画みたいな(cartoonish)」という米国メディア

の表現や、金正恩自身の「ファンタジー」または「空想科学小説」のようだという表現があったとは

言え、時間が経つにつれ否定的な評価が大きくなった。実のところ、会談の結果がどのように出てい

たとしても、批判は止まなかっただろう。金正恩と北朝鮮の体制に対する反感に加え、トランプに対

する反感、そして過去25年間の失敗による冷笑主義がそこでは一緒になっている。むしろ、米朝の両

首脳のほうが、米国内部を占領したかのような懐疑論者や批判者からの反発を意識するより、相互信

頼の確保が先であることを認知しており、それは状況の本質をはるかに正確に読み取っていたことを

意味すると言えるだろう。 
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公開された合意文の内容の評価が下げ落とされるような理由も、特になかった。世界史の中で首脳 

間の共同宣言が普通そうであったように、ディテールより原則と約束を中心に構成されているという 

点で、中身が曖昧だということだけを取り上げた批判には無理がある。もちろん、具体的な実行方法 

やタイムフレームも入っていれば良かっただろうが、一方では欲張りすぎとも言えるだろうし、他方 

では発表文には含まれていない合意、つまり非公開の合意が存在するという相当な可能性を念頭に置 

くならば、軽率な判断は留保される必要があった。首脳会談の前日の深夜に電撃的に開かれた米朝実 

務会談は、合意に向けた 後の綱引きの場だったと見るよりは、それまで米国が要求していた北朝鮮 

の非核化に対する北朝鮮側の果敢な初期措置、いわゆるフロント・ローディング(front loading)に関

する金正恩委員長の決心が伝えられる場であった可能性が高い。もちろん、どの程度の水準まで合意

がなされたかは知り得ないが、少なくとも両首脳は、不信の構造を後にして、非核化と平和の新しい

枠組みをつくることに同意したのである。 

ここで必ず指摘しなければならないことは、米国における「CVID原理主義」である。板門店宣言と 

シンガポール宣言の両方とも、完全な非核化、つまり「CD」(Complete Dismantlement[完全な非核化])

を明文化しているにもかかわらず、米国では「V」(Verifiable[検証可能な])と「I」(Irreversible[不

可逆的な])が抜け落ちているという批判がある。だが、よく覗いてみれば、実現可能なレベルでのCVID

が規定していることが分かる。まず、北朝鮮が も反発する「I」は、外されて然るべきである。主権

国家としての状況や条件に変化が生じても立場を変えてはいけないと言うのは、無理な要求である。

米国が北朝鮮の行動に応じて体制保証の約束を変更できるのと同様に、北朝鮮も米国が約束を破棄し

た場合は可逆性を認めるというほうが公平である。朴槿恵政府が日本と交わした「慰安婦」合意で主

張された不可逆性の不当性を、私たちは誰よりもよく知っている。また、検証を意味する「V」は、少

し違った次元の事柄として、北朝鮮による核兵器の完成後にはすでに効用が半減した。つまり、北朝

鮮が核を持つ前までは、検証することだけで非核化が可能だったかも知れないが、核を完成した後に

は、検証だけでは確認が不可能なので、北朝鮮による自発的な申告と廃棄に対する信頼が伴わなけれ

ば成り立たない。したがって、「完全な非核化」と明記したことは、現実的な 大値だと見ることが

できる。むしろ、内容的には、板門店宣言よりも強くなった表現の「確固とした揺るぎない(firm and 

unwavering)」完全な非核化が約束されているという点で、進展があったと見なすべきである。 

金正恩委員長の戦略的な選択を疑うよりは、逆行しないように雰囲気をつくり、既成事実化するこ 

とのほうがより重要になってきた。今回の共同声明により、韓国の役割はぐんと大きくなった。板門 

店宣言を再確認した表現もそうであったが、米朝首脳会談の直後に開かれたトランプ大統領の記者会 

見では、文在寅大統領の存在感が強調され続けた。米朝両国の不信の構造から芽を吹きはじめた信頼 

の胚芽は、韓国からの保証を取りつけようとしている。それは当然の帰結であるわけで、非核化は、 

朝鮮半島プロセスの重要な関門だとはいえ、決して朝鮮半島の平和にとっての中心または全てである 

とは言えないので、韓国は米朝関係の改善を配慮して少し外していた席から、中心のほうに向かって 

進まなければならないからだ。トランプの記者会見が始まる前に、とても異例なことに動画の上映が 

なされたのだが、それは北朝鮮に対して戦争と平和のいずれかの選択を促す内容であった。終わった 

後に、もしエンディング・クレジットをつけることになったら、おそらく「製作・金正恩、監督・文 

在寅、インスピレーションを与えたトランプ」と記されることになりそうだという気がした。南北米 

のリーダーは同じ船に乗った。 
 

 

 

 

 

 

 

 



심포지엄 중.indd 90 2018-09-05 오후 12:41:56 

91 

3. 朝鮮半島の平和プロセスと歴史的不調和 

文在寅大統領は、朝鮮半島の平和プロセスは冷戦の清算という歴史的意味を含むものだと、何度も 

繰り返し強調している。妥当な歴史認識であり、その重要性には反駁の余地がない。しかしながら、 

現実の国際政治では、むしろ不調和が大きくなっているという点に注目しなければならない。世界的 

次元で冷戦が崩壊し脱冷戦が到来した1990年代初めの頃と比べても、現在の朝鮮半島が置かれている 

環境ははるかに厳しい。当時、ソ連と東欧社会主義が崩壊し東西ドイツが統一されたが、朝鮮半島 

の分断は解決されるどころか、むしろ深まってしまった。少なくとも世界は、フランシス福山が予言 

したように、人間の葛藤の歴史についに終止符を打つことができそうな雰囲気であったから、南北の 

和解さえあったなら、そして、北朝鮮の体制の脅威に対する恐怖さえ緩和させることができていたな 

ら、冷戦の 後の分断を崩すこともできただろう。 

だが、いま私たちが直面している対外環境ははるかに悪くなった。時間の経過による惰性の深まり 

だけでなく、構造的な不照応が重なっている。その中心として第2次世界大戦以降続いてきた自由主 

義国際秩序が急激に力を失う中で、文明史的な転換の時代が迎えられている。米国をはじめとする先 

進諸国は、「ルールに基づいた自由主義国際秩序(Rule-based Liberal International Order)」を守るよ

う 

相変わらず主張しているが、中核的な軸である民主主義と市場資本主義は、深刻な揺らぎとともに危 

機に直面している。市場の拡大により有史以来の 高の繁栄を享受できるようになったものの、その 

繁栄の果実は全く均等に配分されることなく、内部では、強いられた犠牲と不平等をもたらし、その 

ことは資本主義を支える中産階級の崩壊につながった。グローバル化に特化した企業と資本は機会と 

利益の拡大によって富を蓄積したが、労働者は持続的な賃金削減と資産の下落に苦しんだ。市場の歪 

みは、民主主義の正当性をも傷つけてしまった。手続き的民主主義はかろうじて維持されているよう 

にも見えたが、権威主義と扇動的な僭主政治により、民主主義は質的に貶められている。深まりつつ 

ある不確実性と不安定性、そして不平等性は、国際政治においては米中の覇権争いや排他的民族主義 

の勃興に連動している。 

トランプの代表的スローガンである「アメリカ第一(America First)」と、ブレグジットを可能にした 

「英国第一(Britain F irst)」は、内部の失敗を外部のせいにするために排他的民族主義が動員された

極めて典型的な事例であり、多数の国がその後を追っている。以前は国際政治が国内政治に及ぼす影

響が大きかったと言えるが、 近では国内政治が国際政治に与える影響のほうがはるかに大きくなっ

た。それに伴い、強いリーダーシップを掲げ、外部からの安保上の脅威を誇張し、軍備競争を強調す

る極右民族主義や安保商売人が大手を振っている。その結果、グローバル化時代を迎えた中で、自由

主義制度や超国家的な協力が広がるものと期待されていたわけだが、予想に反して、逆に「地政学の

復活」が本格化した。かつての覇権への思い出は強硬な対外政策を、国際協力に対する疲労感は孤立

主義を、開放と移民に対する反感は人種主義を煽っている。それ故、矛盾的な孤立主義や対決主義が

共生することになるのである。 

新民族主義の勃興と軍備強化の競争は、とりわけ東北アジアにおいて深刻な形で展開されてきた。 

先の朴槿恵政府はもちろんのこと、現在のトランプ、習近平、安倍、プーチン、金正恩は一様に、国 

内権力を強固にするため対外的脅威を誇張する安保ポピュリズムを基本路線として採用している。朝 
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鮮半島にはこのような現象が集中し、対立と緊張の度合いが強まり続けた。冷戦が終わって四半世紀 

以上が経ち、半島の南北それぞれの国力が激しい格差を見せても、分断の構造は深まった。南北関係 

は米中と中日の対決を焚き付ける材料になり、北朝鮮の核兵器の高度化と南北関係の悪化により、朝 

鮮半島は分断の固着を超え、2013～2017年には実質的な戦争の危機にまで突っ走った。 

このような 中に、私たちはそれこそ絶好のチャンスを手にした。世界的に渦巻く極右の蠢動の中 

で、歴史に残るロウソク革命により国民の力で民主主義を回復し、安保商売人らが大手をかざしてい 

る東北アジアにおいて、平和をリードする機会を得られるようになったのだ。2018年、金正恩の新年 

の辞と平昌オリンピックを契機に、南北は朝鮮半島の平和プロセスの錨を上げた。これらの希望的な 

歩みに比べ、先に指摘した通り、対外環境は大変厳しい。特に、米中の覇権による対決構造の中で、 

安保はアメリカ、経済は中国に絶対的な依存がなされているという歪んだ構図は、私たちを苦しめた 

サード紛争も一つの予告編に過ぎなかったのではないかと気づかせる。だが、過去数年間の朝鮮半島 

での戦争の危機と、東北アジアで次第に増える米中を中心とした陣営間の対決の深まりは、関係諸国 

の間に平和的解決に向けた共通の意志を拡散させることになった。依然として、域内国家の個別的利 

益に差が存在するとは言え、朝鮮半島問題の平和的解決に対して強力な反対者や妨害者がいないとい 

う点は幸いである。 

4. 真の平和は強者の譲歩によって可能になる 

米朝首脳会談から2ヵ月足らずで、朝鮮半島の平和プロセスは壁にぶつかった。新年早々から目まぐ 

るしく駆け抜けてきた変化が、膠着状態に陥った。70年も固着してきた異常な停戦状態と分断の葛藤 

体制であることを踏まえれば、難航するのもある意味では宿命と受け止めることができるかも知れな 

いが、もどかしい気持ちまで否定はし難い。2013年以来の数年間、悪化一途であった戦争の危機を一 

挙に覆す電撃性があっただけに誰もが大きな期待を抱くようになり、戦争の危険は逆説的に平和の大 

切さを倍加させた面があった。米朝の両首脳もまた、シンガポールでの遭遇がついに実現したことで 

つくられた歴史の重み故に、以前とは全く異るゲームをしなければならなくなった。半世紀以上経っ 

た不信の構造を打破することができるのは、新しい信頼関係以外には方法がなかったからである。実 

際、北朝鮮が核兵器を完成した以上、信頼を伴わない非核化は永遠に不可能である。核兵器の完成以 

前であれば、北朝鮮への不信の中でも核査察を通じて非核化を検証する方法があっただろうが、完成 

後には不可能になったからである。 

振り返ってみれば、「新しい枠組みづくり」についてのヘッドラインが提示されたに過ぎない状況 

だったのに、両首脳は楽観しすぎたようだ。首脳会談における具体的な実践事項への合意は、米軍 

の遺骨の送還以外はなかったし、あとはハイレベル協議に持ち越された。しかし、金英哲(キム・ヨ 

ンチョル)とポンペオの協議も、相手の譲歩に対する過度な期待と、自国の譲歩に対する過大評価の 

故、手ぶらで終わってしまった。北朝鮮としては、核ミサイル実験のモラトリアムと豊渓里(プンゲ 

リ)核実験場の閉鎖を断行し、遺骨の送還と東倉里(トンチャンリ)ミサイル実験場の閉鎖も実行した 

ので、次は米国が譲歩する番だと見ているが、米国のほうは、韓米軍事演習の取消しはもちろんのこ 

と、世界 強の覇権国家が北朝鮮の首脳に会ってあげたこと自体が大きな譲歩であるから、北朝鮮の 

不十分な措置を等価に扱うことは全くできないと思っている。 
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現在のこの膠着状況は、成功に向かうための陣痛と見ることもできるが、不信の構造の惰性から抜 

けられないため失敗の泥沼へと進む恐れもある。米国は、北朝鮮からの終戦宣言の要求を非核化に対 

する本気度(真情性)の欠如と決めつけ、北朝鮮は、米国による終戦宣言の拒否を体制保証の約束に不 

信感を抱かせる理由と捉えることで、相互とも根本的な次元へ流されかけているからである。構造と 

して、金正恩は米国が望むものをすべて聞き入れることができる権力であるが、トランプは北朝鮮が 

望むものすべてを聞き入れることができない点を考慮するとしても、トランプの決心だけで可能とな 

る数少ない措置である終戦宣言さえ得られないのであれば、制裁の解除は程遠い夢である。北朝鮮の 

不安が大きくなるのも自然であり、北としては、これは言葉上の表現になっていないだけのリビアモ 

デルに他ならないと捉える可能性もある。 

トランプは、9ヵ月以上も北朝鮮の挑発がなかったことや米軍の遺骨の送還を自らの業績として掲げ 

ると同時に、終戦宣言や対北朝鮮制裁に対して断固とした姿を見せることで国内からの批判に対応す 

る戦略をもって、中間選挙まで乗りきろうと心積もりをしているようだ。中国も、米国からの軍事攻 

撃の可能性が低くなり、中朝関係が回復された現在の局面では、あえて急ぐ理由はないと見ている。 

慌ただしくなってきたのは、再び南北の当事者である。板門店で終戦宣言の年内実現に合意したばか 

りでなく、米国での中間選挙以降の予測が難しいからである。米中関係が通商戦争のため急速に悪化 

し、選挙後の米国の国内政治しだいでは長い膠着または破局の可能性を排除することはできない。 

未使用のカードは残っている。米朝ハイレベル会談で解けなかった終戦宣言と非核化の初期措置を 

交換することを、再び両国首脳の決断によって解かなければならない。そのために韓国が乗り出さな 

ければならない。順序は北朝鮮の要求通り、非核化措置の規模は米国の要求通りにと、相互交換する 

方法、つまり、終戦宣言を先行させながらも、北朝鮮は検証や査察と核兵器の一部の廃棄を含む果敢 

な先制措置を講じる、というのが 善である。そして、これは結局、米国の決心にかかっている。真 

の平和は、強者からの譲歩によってのみ可能である。 

子供の頃を回想してみると、統一を平和として感じ取ることはできなかった。今になっては呆れて 

しまうことだが、小学生の頃、教室の環境美化と称して常に壁に張り出されていた南北の軍事力の比 

較表、それも数として圧倒的だった北朝鮮の武器を見ることで、統一は平和な未来というよりは、赤 

化統一の脅威として受け止められた。ところが、韓米同盟に加え、韓国のほうが北朝鮮の数十倍の国 

力を持つようになってから、特に社会主義が崩壊して以来、統一という言葉はおそらく北朝鮮にとっ 

て大きな脅威になったのではないだろうか。韓国の保守政権は公然と吸収統一論を掲げていたし、進 

歩政権は開放改革で装っていたとはいえ、脅威であることは同様だった。非核化についても、同じ脈 

絡から考えてみる必要がある。非核化の可視的な措置がなければ終戦宣言は不可であり、非核化を完 

結するまで制裁解除は無しとする非核化は、北朝鮮にとっては脅威でしかない。 

今までそうであったように、北朝鮮にとって脅威と受け止められるような非核化は失敗するだろ 

う。金正恩による非核化の決心を実現させるカギは、北の「真情性」という蜃気楼にしがみつくこと 

よりは、非核化を誘導するための交換にある。北朝鮮に対して一方的な非核化を求めることは降伏を 

要求することであり、そのような方法では、北朝鮮を核開発に執着させた理由を回復させるばかりで 

ある。朝鮮半島の平和プロセスは、強者からの降伏要求を通じてではなく、脅威を取り除いて非核化 

を誘導する交換があってこそ成功できる。更に、北朝鮮の体制の特性上、実際には制裁と圧迫の結果 
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であったとしても、金正恩のリーダーシップによる自発的で堂々とした非核化を装ってこそ可能にな 

る。 

5. 反故にできないチャンス 

朝鮮半島をめぐる「強者の全盛時代」が到来し、強大国間の覇権争いが激化する状況の中で、北朝 

鮮の核問題が未解決に残る場合、 も大きな打撃を受ける被害者は韓国にならざるを得ない。これま 

でのように対米関係に便乗する外交では、朝鮮半島と北東アジアにおける利害関係者としての役割を 

果たすことが全くできず、米中の利益に従属されるか、でなければ逆に効用を失って、両方から疎外 

されてしまう可能性が大きい。韓国が域内での利益を貫徹させるための方法は、南北関係の進展を通 

じて米中の覇権的管轄体制を弱体化させることにより、外交イニシャティブを少しでも高めることで 

ある。対外環境の悪材を克服するために追求するべき価値は、平和の復元と、協力を通じた共存の模 

索である。 

世界史の文脈において、米中の覇権競争と、極右的な安保ポピュリズムの同時多発的な蠢動は、岐 

路に直面している。一つの道は、自国エゴイズムと排他的民族主義が対抗し合うことにより、破局の 

渦へと突き進む道である。もう一つは、世界の集団知性が抵抗しながら、両極化(格差)や低成長とい 

った資本主義 大の危機を、民主主義と国際協力の回復で乗り越えて、平和的秩序を創り出す道であ 

る。後者のほうへ進んで然るべきだということは明白だが、容易ではない。この時点で、韓国の運命 

も分かれ道を前にしている。強大国の安保ジレンマの間に挟まれたまま対決と緊張の時代を生きてい 

くのか、千辛万苦の末に訪れたチャンスを 大限に生かし、二度と戦争のない平和をつくり出すこと 

ができるのかという岐路に立っている。 

近代に初めて体系的な平和論を構築したエラスムスは、どんなに不正義な平和であっても、すべて 

の正義の戦争よりは良いのだから、お金を出してでも平和を買いなさいと説いた。平和学の世界的大 

家であるヨハン・ガルトゥングは、安保による平和より、平和による安保のほうがはるかに安くて良 

いとした。私たちは「光化門の奇跡」を背負い、米国に向かって、世界に向かって、協力と平和共 

存、民主主義といった価値を求める外交の旗を上げるべきである。それこそが世界が共に生きる道で 

あり、私たちも生きる道であるからだ。平和言説をもって安保ポピュリズムや似非統一論を克服し、 

南北関係の積極的改善を通じて動ける空間を広げなければならない。その始発点は南北関係の改善で 

あり、終着点は東北アジアの平和となるはずだ。 
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發表 2 

朝鮮半島の平和情勢と反基地平和運動の課題 
ひらかれた軍隊のための市民連帯(Civilian Military Watch) 

常任活動家 朴錫珍(パク・ソクチン) 

1. 序言 

朝鮮半島の軍事安保情勢が重大な変化のポイントに入りつつある。相次いで開かれた二度の南北首 

脳会談と、史上初の米朝首脳会談をきっかけに、重要な変化が展開されている。まず、4・27板門店 

宣言を通じて南と北は、軍事的側面において一切の相互敵対行為を停止し、非武装地帯と黄海の北方 

限界線の一帯を平和水域化することに合意し、更に、ハイレベル軍事会談を通じて、関連内容も一定 

程度進展させている。まだ目に見える結果が出ているわけではないが、軍事的信頼に基づく段階的な 

軍縮への合意もまた、後の南北間の実質的な行動を促すための重要な根拠を形づくることとなった。 

それに続いた6・12米朝首脳会談において、金正恩(キム・ジョンウン)委員長は、板門店宣言で合意 

された朝鮮半島非核化の約束を再確認し、ドナルド・トランプ米国大統領は北に対し体制の安全を保 

証すると約束した。何よりも南北と北米それぞれの首脳会談を通じて、南北米の3カ国は朝鮮半島の 

持続的な平和体制の構築に合意し、南北首脳会談ではこれを受け、年内の終戦宣言と、停戦協定の平 

和協定への転換に具体化させた。 

南北・米朝関係の進展により終戦宣言がなされ、停戦協定の平和協定への転換が可視化される場 

合、提起されるはずの主要な問題の一つは、他でもない在韓米軍とその駐屯の土台である米軍基地の 

問題であろう。停戦協定の管理者として存在する国連軍司令部は、実際、その実質的主体は在韓米軍 

である。それは在韓米軍司令官と国連軍司令官が同一人物であるという点にも表れている。したがっ 

て、停戦協定が平和協定に代替される場合、国連軍司令部はその存在の根拠を失うことになり、その 

ことは北朝鮮への軍事的対応を主な任務とする在韓米軍の地位に対する問題提起を伴うことになる。 

朝鮮半島と東北アジアにおける在韓米軍の地位と役割に関する議論については後述するが、停戦協定 

体制の変化が在韓米軍の縮小や撤退につながった場合、これは、駐屯の根拠地である在韓米軍基地の 

縮小ないし廃棄の問題をも含まざるを得ない。 

このことは、1990年代以降取り組まれてきた反基地運動の領域に重要な転換点を提供しており、後 

に展開される運動の方向に悩みと課題を投げかけている。以下では、平和運動としての反基地運動の 

持つ意味と、変化する朝鮮半島の平和情勢の中での展望について言及してみたい。 

2. 平和運動としての反基地運動の意味と展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



심포지엄 중.indd 95 2018-09-05 오후 12:41:56 

96 

1) 平和運動の一つの領域としての反基地運動 

私たちの社会の至る所に存在する軍事基地は、力による平和の行為主体である軍隊が駐屯する物的 

土台だと言える。国家単位の権力が追求する力による平和、いわゆる「安保のために」という名の下 

に建てられた軍事基地は、基本的には所在地域の住民の意思を無視したまま一方主義と暴力性を伴 

い、その地域の住民に継続的な被害をもたらした。（平沢と済州島江汀に建てられた軍事基地、そし 

て沖縄で現在進行中の基地建設の状況を見よ！） そのため、基地の建設過程と維持過程で発生する 

問題に対して抵抗が行われたのであり、それは被害の直接の当事者である該当地域の住民の問題に限 

られることなく、よりマクロ的な平和の問題へと拡張していった。これは、ある地域に建設される軍 

事基地が、地域レベルを超え、国家的または国際的な影響力をはらんでいる場合が多いからである。 

（星州[ソンジュ]韶成里[ソソンリ]に建設されている米国ミサイル防衛システムのサード配備基地に 

対して、中国が自国の安保上の重大な脅威であると規定して、韓国に対して、大規模な経済的圧力は 

もちろん、関連する軍事的対応も引き起こすことになったという事例を想起する必要がある。） 

反基地運動の定義について、チョン・ヨンシンは、韓国で取り組まれた反基地運動のいくつかの様 

相を分析した自身の論文の中で、安保条約や軍事同盟の廃棄を目指す国家スケールの反基地運動と、 

基地の具体的被害から出発し軍事基地の撤去や縮小を目指す地方スケールの反基地運動に区分してい 

る。13つまり反基地運動とは、「軍事基地の建設と軍隊の駐屯過程で発生する反民主主義と生活被害 

に対する抵抗、更に該当する軍事基地の反平和性に対する抵抗」と定義することができるだろう。 

2) 韓国における反基地運動の展開 

韓国社会における平和運動としての反基地運動の胎動と展開には、1987年を起点とする民主化運動 

が大きな影響を及ぼした。それは反基地運動が、80年代後半の民主化運動によって本格化された統一 

運動や平和運動の脈絡の延長線上にあったからである。とりわけ、1987年の民主化運動の根であった 

1980年光州(クァンジュ)民主化運動は、軍事独裁政権の背後として存在していた米国への批判意識を 

形成させ、そのことは同盟という名の下に韓国の軍事安保政策の決定権を行使する米国に対する問題 

意識につながった。そしてこれは、米国が朝鮮半島で韓国の軍事安保政策を規定する上で物的土台と 

なっている在韓米軍とその駐屯基地に対する抵抗を伴なった。 

初期の在韓米軍に対する抵抗においては、主に、在韓米軍の犯罪とそれに対する司法処理のあり方 

に表れる韓米関係の不平等性が主要な問題となった。代表的な例として、1992年の尹今伊(ユン・グ 

ミ)氏殺害事件を挙げることができる。それ以前も、在韓米軍の犯罪的行為が社会的に問題視されな 

かったわけではないが、組織的で持続的な社会運動としては展開されなかったのに対し、尹今伊氏の 

事件は社会的な公憤を呼び起こし、市民社会団体から政党まで網羅する連帯組織が立ち上げられ対応 

がなされた。14そしてこの動きは、2000年代初めに米軍装甲車の犠牲となったヒョスン・ミソン事件 

を機に国民的な在韓米軍反対闘争に引き継がれ、不平等な韓米関係を規定している「在韓米軍地位協 

定」(韓米SOFA)の改正運動へと進んでいった。 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

1 チョン・ヨンシン(정영신)、「東アジア安保分業構造と反基地運動に関する研究」、ソウル大学博士学位論 

文、2012 

2 1992年11月5日に発足した「在韓米軍尹今伊氏殺害事件共同対策委員会」には、女性界や宗教界を中心に48 

の団体が参加した。(駐韓米軍犯罪根絶運動本部、2008) 
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在韓米軍基地については、1988年の瑞山(ソサン)米空軍飛行場の設置反対闘争や、1989年の龍山(ヨ 

ンサン)米8軍司令部の大田(テジョン)への移転反対闘争などが取り組まれた。瑞山米空軍飛行場の反 

対闘争は、軍事基地の建設で農地を収容されることになった地域住民たちの生存権保障を求める闘争 

であったが、連帯した農民運動団体や大学生らは、自国の軍事的目的のために朝鮮半島に軍事基地を 

拡張しようとする米国の意図をも指摘した。米8軍司令部の大田への移転反対闘争の場合、大田地域 

の市民社会の素早い対応によって取り消させた事例であるが、2000年代の初めから中盤にかけ、平沢 

(ピョンテク)への米軍基地移転と拡張事業で再び問題として浮上した。 

2000年代初頭に展開された梅香里(メヒャンリ)の米軍射撃場閉鎖闘争は、爆撃による騒音被害の解 

決という地域住民の生存権的要求と、朝鮮半島の危機を高める戦争演習の中断というマクロな要求が 

合体して取り組まれたケースだった。梅香里闘争が可視化されたのは2000年代の初めだが、その始ま 

りは、87年の民主化闘争直後の1988年8月に「梅香里米空軍国際爆撃場被害住民対策委員会」が結成さ

れてからであった。住民たちを中心に、爆撃場を占拠して統制所に火をつけるなど激しい闘いが繰り

広げられたが、住民の代表が拘束されたり、大勢の住民が司法処理対象にされるなどで困難に直面し

た。以後、住民たちは長い期間に渡り、爆撃場の騒音問題に関する法的対応に取り組んだ。2001年4

月、裁判所は、米軍基地周辺の軍事演習により住民が被った被害を公式に確認し、国家責任を初めて

認めた。在韓米軍は、このような判決に対し、在韓米軍地位協定の規定を掲げて、賠償責任を否定し

ながら爆撃を止めなかった。そこで市民社会団体は、爆撃場の閉鎖と戦争演習の中断を主張しながら

大々的に連帯闘争を展開し、2004年4月に国防部は、梅香里射撃場の閉鎖に関連する履行計画を米国と

締結したと公式発表した。 

1990年代初めに萎みかけていた平沢の米軍基地移転と拡張事業は、2002年の「龍山基地移転協定」 

(YRP)と、2004年に米国の韓国内基地の返還と統廃合の内容を盛り込んだ「連合土地管理計画改定協 

定」(LPP)が国会で批准された後、本格化した。基地建設の対象地とされた平沢市の彭城(ペンソン) 

邑に所在する大秋里(テチュリ)と頭棹里(トドゥリ)の住民対策委員会を中心に、平沢対策委員会(2001

年)、彭城邑対策委員会(2003年)、平沢氾対策委員会(2005年)が結成され、いかなる反基地闘争よりも

幅広い連帯組織が構成された。そこには、日本による植民地時代から軍事基地の建設や拡張を理由に

生活の場から3度も追い出されることになった住民の痛みに対する共感もあったが、平沢の米軍基地の

拡張の持つ反平和性の問題が大きな要因として働いた。つまり、当時、米国の新たな軍事戦略に基づ

いて、在韓米軍の活動範囲を朝鮮半島に留めることなく、有事の際は他の地域にまで広げるのだとい

う「在韓米軍の戦略的柔軟性」の戦略を実現するために、平沢の米軍基地が拡張されるという点であ

った。このことは、在韓米軍が朝鮮半島内で対北朝鮮防衛者としての位置づけを捨てて、世界全地域

に投射される戦争の誘発者ないし戦争遂行者へと転換され、その発進の拠点として平沢の米軍基地が

使用されるということを意味した。生存権的な要求とマクロレベルの平和運動的要素が結合した平沢

米軍基地拡張阻止闘争は粘り強く取り組まれたが、軍隊まで動員した政府の暴力的鎮圧や、基地建設

時の補償策として提示された地域発展計画などによる地域社会の分裂などで、基地建設の阻止にまで

は至らなかった。しかし、反基地闘争の過程で、日本、沖縄などの平和運動団体との幅広い連携が形

成され、平沢平和センターを通じた基地の監視と対応活動は行われ続けている。 

在韓米軍所有の軍事基地ではないが、反基地運動の注目するべき事例として、江汀(カンジョン)村 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



심포지엄 중.indd 97 2018-09-05 오후 12:41:56 

98 
に建設された済州基地への反対闘争がある。北朝鮮に対する軍事的対応や海軍力の強化を理由に建設 

された済州海軍基地は、他の軍事基地の建設同様に住民の意思を無視したまま、非民主的な方法と公 

権力による暴力を動員して行われた。江汀の住民の生活の場を守り、近隣の海の恵まれた自然環境の 

破壊を防ぐために始まった闘いは、済州海軍基地が米国海軍の拠点基地として利用されることで朝鮮 

半島の平和を脅かすことになり、それを阻止しなければならないというマクロな平和運動の内容と結 

合し、拡張していった。江汀の村の会を中心に、済州地域の市民社会団体の連帯組織である「済州軍 

事基地阻止と平和の島実現のための汎道民対策委員会」と、陸地の連帯組織「済州海軍基地建設阻 

止全国対策会議」が持続的に連帯闘争を繰り広げた。粘り強く展開された済州海軍基地建設阻止闘争 

は、2012年末の大統領選挙に保守勢力を代表して出馬した朴槿恵(パク・クネ)が大統領に当選したこ 

とで、事実上失敗してしまった。2016年2月に完成した済州海軍基地は、その後の運営過程で、国防 

部の当初の立場とはちがって、米海軍の軍艦の頻繁な入港はもちろん原子力潜水艦までが入港してお 

り、懸念したとおり、米海軍の拠点基地になりつつある。注目すべき点は、済州海軍基地建設阻止闘 

争の過程には、市民社会団体には所属していない個人レベルの活動家も参加したのだが、そのうち一 

部は基地が建設された後も離れることなく村に残り、基地で発生する様々な問題に対し個人的な判断 

と意思に基づく様々な対応活動を続けている。新しい反基地運動の主体が形成されているのである。 

3. 朝鮮半島の平和情勢が反基地運動に及ぼす影響 

序言で言及した通り、南北と米朝の間の対話局面は、朝鮮半島の平和情勢に前例のない状況をつく 

り出しており、同時に、反基地運動の展開にも重要な転換点を提供している。以下では、その中で 

も、停戦協定が平和協定に転換された場合、在韓米軍の地位と規模をめぐって発生し得る変化の要因 

を検討してみたい。 

1) 停戦協定体制の転換が在韓米軍の地位と規模に及ぼす影響 

1950年7月、朝鮮戦争の勃発を契機に朝鮮半島に再び進駐した米軍は、表向きには国連の顔をしてい 

た。国連軍司令部は、1950年6月27日の国連安全保障理事会の対北朝鮮制裁決議と、7月7日の国連統合

司令部設置の決議に基づいて創設されており、国連安保理は、韓国に派遣される加盟国の軍隊を米国

政府下の統合司令部に配属することを勧告した。15このような国連軍司令部は、朝鮮戦争の遂行者、

停戦協定の締結権者、停戦協定の管理監督者としての法的地位を持つ。朝鮮戦争が止まり停戦協定が

結ばれた状態で残された国連軍司令部の唯一の業務は、軍事停戦委員会の一方の当事者としての、停

戦協定の管理・監督者の仕事である。したがって、停戦協定が平和協定へと転換される場合、軍事停

戦委員会は解体され、国連軍司令部もやはり遂行するべき業務が失われることから、当然、解体され

るべきである。このことの根拠は、国連軍司令部にかかわる歴史的過程の中でも見ることができ、1975

年9月、第30回国連総会の場で、北朝鮮と中国が中心となり国連軍司令部の解体問題を公式 

------------------------------------------------------------------------------------ 

3 韓国に存在する国連軍司令部が国連の軍隊なのかについては意見の相違がある。チョン・テウク(정태욱)は、

軍事的な指揮統制において国連とは無関係であり、国連軍司令部の指揮体系が、国連軍司令部ー米国合同参謀ー

米国国防省ー米国大統領の順になっており、財政面でも、国連の予算で運営されていない点を挙げている（「国

連司令部の法的地位と関連問題」、2018）。実際、1994年、国連軍司令部の解体に関する北朝鮮からの問題提起

について、ブートロスガリ国連事務総長(当時)は、北に送った書簡の中で「在韓国連軍司令部は、国連安保理の

傘下機関ではなく、いかなる国連機関も在韓国連軍司令部の解体に対する責任を有していない」と述べている。 
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に提起したことに対し、米国が「停戦協定の代案があるなら」、国連軍司令部を終了させる意思があ

ると明らかにした経緯がある。16 

しかし、国連軍司令部の解体が直ちに在韓米軍の撤退につながると見るには、他の論理や主張の存 

在が踏まえられねばならない。国連軍司令部の存在が朝鮮戦争を契機とした国連安保理の決議に基づ 

いていることに対し、在韓米軍司令部は、1953年10月に韓米間で締結された韓米相互防衛条約に基づ 

いているからである。一部では、国連軍司令部の創設は北朝鮮を倒すためであったし、韓米連合司令 

部が国連軍司令部の任務の中から停戦の管理以外の任務を引き受けたのだから、国連軍司令部が解体 

されるなら、在韓米軍司令部と韓米連合司令部もすべて解体されるべきだと主張する。しかし、韓米 

相互防衛条約は、その対象の規定において北朝鮮を特定して明示しておらず、17国連軍司令部の任務 

を受け渡されたとしても、朝鮮戦争の遂行者としての国連軍司令部が、北朝鮮だけでなく、中共軍や 

事実上の参戦者であったソ連軍とも交戦したという事実を踏まえれば、国連軍司令部の解体が直ちに 

在韓米軍司令部の解体という論理に帰結されるには難しい点がある。 

むしろ、停戦協定体制を転換する際、在韓米軍の撤退の根拠は、停戦協定そのものに盛り込まれて 

いる。停戦協定第4条60項は、「停戦協定の発効から３ヵ月以内にハイレベルの政治会議を招集し、 

朝鮮半島からのすべての外国軍隊の撤退と朝鮮半島問題の平和的解決の問題を協議すること」を提 

案している。停戦協定の当事者が３ヵ月に限定していた時間をはるかに超え65年が経っているわけだ 

が、停戦協定の転換過程の中で停戦協定が提起していた問題を検討せざるを得ないという点で、在韓 

米軍の撤退問題は当然ながら議論の対象に含まれるほかなく、また含まれるべきである。 

停戦協定体制を転換する際、在韓米軍の削減ないし撤退の要求は、米国側から触発される可能性も 

ある。 近、ドナルド・トランプ米大統領が、駐留費用の問題を取り上げながら在韓米軍の削減や撤 

退を頻繁に言及しており18、実際のところ5月には、ペンタゴン(国防総省)に在韓米軍の削減の検討 

も指示している。これに対しては、現在進行中の防衛費の分担金など韓国との交渉において有利な 

位置を狙った発言との指摘もあるが、米国が米軍の海外駐留に莫大な費用をかけているのは事実でも 

ある。デイヴィッド・ヴァインは、米国の国防予算資料の分析から算出した結果を基に、米国が海外 

配置軍の輸送、家族の住居の新設、海外戦闘司令部への支援、海外での軍事情報活動などで、毎年約 

720億ドルを使用していると推算している。19 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

4 「他の当事者(北朝鮮及び中国など)の直接の関係者たちが停戦協定の維持のために相互受諾できる代案に同 

意するならば、米国政府は、1976年1月1日付で国連司令部を終了させる用意がある」。ー1975年6月27日、米国 

政府が国連安保理議長に送った書簡ー 

5 韓米相互防衛条約の中で韓米同盟の対象に関連する内容は3ヵ所に登場するが、第一は、本文で「当事国の 

いずれか一国が太平洋地域においていかなる潜在的な侵略者も持たないように、外部からの武力攻撃」とした 

部分で、第二は、第2条で「当事国のいずれか一国の政治的独立または安全が、外部からの武力攻撃によって」 

の部分、第三は、第3条で「他の当事国に対する太平洋地域における武力攻撃」である。 

6 米朝首脳会談が行われた直後である6月13日(現地時間)、トランプ米大統領はフォックス・ニュースとのイ 

ンタビューの中で「私はできるだけ早く兵力を撤退させたい。巨額な費用がかかるから」としながら、「私は彼

ら(在監米軍)を家に連れて帰りたい」と述べた。 

7 デイヴィッド・ヴァイン、『基地国家ー米国の海外軍事基地はどのように米国と世界に害を及ぼしたのか』 

、2017。(日本語訳書名『米軍基地がやってきたこと』) 
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軍事戦略的な観点から、米国が在韓米軍の駐留を絶対化しない可能性もあるとの見方もある。鄭旭 

湜(チョン・ウクシク)は、米国の朝鮮半島に対する戦略的判断は一貫していなかったと指摘しなが 

ら、朝鮮半島の平和体制構築後の米国の戦略的目標が、東北アジアでの影響力を維持し、中国の浮上 

を牽制することにあるならば、その方法は必ずしも在韓米軍の駐留である必要はないと見た。軍事的 

観点から見れば、遠距離打撃能力を備えた海上と空中の兵器システムが発達していることから、近距 

離に米軍を駐留させなくても軍事的抑止力を維持するには問題がないというのだ。20 

まとめると、停戦協定体制の転換は国連軍司令部の解体を伴うが、そのことにより対北朝鮮防御力 

として存在してきた在韓米軍は、その地位と規模において影響を受けるしかない。更に、停戦協定に 

規定されている外国軍の撤退問題と在韓米軍の駐屯費用の問題、米国の軍事戦略的判断の変化など 

が、追加的に影響を及ぼすものと予想される。先の4月、米朝間で平和協定が締結されれば在韓米軍 

は撤退するのかという質問に対し、ジェームズ・マティス米国防長官が「先ずわが国の同盟国らと相 

談し、もちろん北朝鮮とも議論できるイシューの一つ」と答えたのは、このような要素を念頭に置い 

たものである可能性がある。先の8月13日に可決した2019年度国防授権法で、米国議会議員の主導によ

り在韓米軍を2万2千人以下に減らせないようにしたのも、トランプ行政府の在韓米軍削減や撤収措置

を制限するためのものであったが、これは逆に、現在よりも6千5百人規模の在韓米軍削減が可能にな

ったと見ることもできる 。 

2) 駐韓米軍の役割転換を通じて駐屯の持続性を主張する論理の問題点 

チョ・ソンリョル(조성렬)は、朝鮮半島の平和体制構築後の韓国の安全保障問題を解決するために、 

在韓米軍の性格を平和維持軍に転換し、南北連合や統一の過程で韓国の防衛を超えて、東アジアの安 

定者とバランサー(均衡者)の役割を果たすようにする案を提示している。22 

2000年代初めに登場した論理ではあるが、このような主張は現在も有効である。米朝交渉が進展し 

在韓米軍に関する問題が出てくるたびに韓国の保守メディアが主張する主な論理が、在韓米軍は地域 

の安定者で勢力間のバランサーの役割を果たす必要があるから駐屯し続けなければならないというも 

のだからである。朝鮮半島の平和体制構築後の在韓米軍の駐留に対する文在寅(ムン・ジェイン)政府 

の公式立場は確認されていないが、この4月、文正仁(ムン・ジョンイン)青瓦台外交安保特別補佐官 

が米国メディアに寄稿した文の中で「平和協定が締結されれば、在韓米軍の駐屯継続は正当化され難 

いだろう」と主張したことが論争を巻き起こすと、大統領府報道官が「在韓米軍は韓米同盟の問題」 

であって「平和協定の締結とは何の関係もない」との立場を述べたことがある。 

しかし、朝鮮半島平和協定の締結後も在韓米軍が地域の安定者または勢力バランサーとして駐屯す 

るべきだという主張は、重大な問題を抱えている。 

先ず、韓米同盟を維持した状態で、在韓米軍が東北アジア地域で安定者または勢力バランサーとし 

て存在するということは成立し難い。勢力バランサー論の動き方は二つの様相で説明できるのだが、 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

8 鄭旭湜(チョン・ウクシク)、『21世紀の韓米同盟はどこへ』、2008。 

9 朝鮮戦争が終わった頃の1953年に32万5千人に達していた在韓米軍は、その後数回の削減計画を経て、現在 

は約2万8千5百人の水準を維持している。 

10 キム・イリョン(김일영)、チョ・ソンリョル(조성렬)、『在韓米軍ー歴史、争点、展望』、2003。 
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一つは、対決的国家や同盟間の関係の中で中立的立場を取り、どちらかの一方に加担することなく勢 

力間のバランスを維持する役割を果たす場合、もう一つは、対立する両側の中でどちらか一方が相対 

的に弱いため、そちらに力を加えることで相互の力のバランスを維持させる場合、と考えられるだろ 

う。軍事同盟が、現実的または潜在的な第3の敵を想定し、その攻撃や防御に共同で対応するための 

二国以上の結合を意味するとしたとき、韓米同盟の一つの軸としての米国は、中立者としての勢力バ 

ランサーではなく、行為の一方の当事者としての地位しか持たないことになる。また、一角から提起 

されている北朝鮮の脅威が消えた後、中国やロシアへの対応を念頭に、在韓米軍が勢力バランサーと 

して存在するべきだという主張は、中国とロシアを潜在的に敵国として想定しているという点で、危 

険な論理である。それは、数十年間の北朝鮮との敵対関係を平和協定の締結で克服した途端、もっと 

巨大な相手を対象に対立関係を想定しているという点で反平和的な主張である。 

4. 結論 - 平和運動としての反基地運動の課題 

以上で見た通り、現在進められている南北、米朝間の対話と交渉の進展が停戦協定体制の転換とし 

て可視化された場合、在韓米軍の地位と役割をめぐる議論を伴うことになるだろう。そしてこのこと 

は、在韓米軍の駐屯の土台である韓国内の米軍基地が持つ意味と問題点の内容を含むことになる。 

そういった点で、これまで30年間取り組まれてきた韓国での反基地運動は、重要な転換を迎えるだろ 

う。 

その過程で反基地運動が抱える課題の一つは、在韓米軍基地がもたらす日常的な被害に対する具体 

的かつ実証的な監視活動である。近年、龍山(ヨンサン)米軍基地の環境汚染問題に関連して地域住民 

による対応活動が広がりを見せ、そこへグリーンコリア(緑色連合)など環境運動団体が連なること 

で、より専門的な内容の問題提起がなされたのは良い事例である。その他、平沢(ピョンテク)平和セ 

ンターが、平沢米軍基地の障壁及び監視塔の建築事業による浸水事態での近隣住民の被害に共同で 

対応する過程で、平沢の米軍基地周辺を定期的に現場訪問したり監視を行っているのも良い事例であ 

る。群山(クンサン)空軍基地の場合も、地域の市民社会団体の連帯組織が基地の前で継続して集会を 

開きながら、基地内の変化を監視し続けている。 

在韓米軍基地に関連した日常的な被害をモニタリングし、地域住民と共同で対応する過程で、関連 

する一連の活動をよりマクロな平和運動の一環として広げるための努力も並行されるべきである。平 

沢の米軍基地の場合、今年末までに龍山と京畿(キョンギ)北部のほとんどの在韓米軍が集結してくる 

ことになるため、基地周辺の日常的被害は拡大するものと予想される。更に、在韓米軍の「戦略的柔 

軟性」戦略が本格的に稼動された場合、平沢は、東北アジアを越えた全世界で米国が遂行する様々な 

紛争や戦争において米国の軍事力を投射する拠点基地となるはずで、そのことは、朝鮮半島が平沢米 

軍基地を中心に、軍事的葛藤と紛争の震源地として機能するようになることを意味する。地域の市民 

社会団体と住民の連帯の過程で、これらの問題に関する討論や講座などを通じて認識と対応を拡大す 

る必要がある。 

平和協定の締結などで変化する朝鮮半島の平和情勢の状況において、在韓米軍の駐屯を持続化・永 

続化しようとする主張や論理の虚構性を明らかにすることも重要である。 近、星州(ソンジュ)韶成 

里(ソソンリ)に建設されている在韓米軍のサード配備基地は、平和協定の締結後も、東北アジア地域 
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の軍事的葛藤を誘発する要因となるだろう。在韓米軍のサード配備を自国にとっての重大な安保上の 

脅威と認識し、韓国に対し経済報復や軍事的対応を展開していた中国は、昨年の韓中間のサード合 

意23を経て、現在は観望する立場を取っている。しかし、北朝鮮の非核化が行われ、朝鮮半島の平和 

協定の締結と米朝国交正常化などが進展した場合、北朝鮮の核・弾道ミサイルの脅威を根拠に建設さ 

れているサード基地は、その意味を失うことになる。にもかかわらず、米国が星州韶成里のサード基 

地を維持しようとした場合、中国はこれまでの立場を転換させサード基地撤去の要求を本格化するだ 

ろう。それは、前述の通り、在韓米軍が地域の安定者やバランサーではなく、紛争や葛藤の誘発者と 

して機能することになる具体的事例に当たるものであろう。在韓米軍の駐留を継続させようとする論 

理と主張の虚構性を実証的に明らかにするための準備も必要である。 

後に、韓国、日本、沖縄など東アジアの米軍基地反対活動に取り組む市民社会の持続的な連帯も 

重要な意味を持つ。韓国の在韓米軍と基地の変化は、在日米軍の基地の変化とも関わってくる。現 

在、日本と沖縄には7ヵ所の国連軍司令部の後方基地がある。24これらの基地は、朝鮮半島に戦争など

の状況が発生した時、真っ先に投入される米軍の拠点としての役割を担う。米軍が1951年に吉田・ア

チソン交換公文で使用権を確保したこれらの基地は、国連軍司令部が解体されることになれば、その

基地使用権も消滅することになる。国連軍司令部の後方基地としての役割が消滅するからといって 

これらの基地に対する在日米軍の使用権が同時になくなるわけではないが、基地存続の主要な根拠が 

失われるという点は否定できない。また、在韓米軍の地位に変動や縮小がなされた場合、韓米日の軍 

事同盟を追求してきた米国に少なからず軍事戦略的な変化を伴わせることになるという点でも、韓国 

はもちろん、日本本土と沖縄の反基地運動にも新たな課題を投げかけことになるだろう。 

世界各地の米軍基地を歩きまわり、その被害と問題点を掘り下げてきた米国の大学教授デイヴィッ 

ド・ヴァインは、米国を「基地国家」と表現している。世界の800カ所に基地を建設し、全ての米軍 

の15％に達する数十万人の兵力を海外の駐屯軍として維持し続けながら新たな敵を探しまわる国、米 

国。その基地国家にとって主要な海外駐屯の拠点である朝鮮半島に、変化の兆しが見え始めている。 

戦争を生み出す基地を、平和を創り出す場所へと変えるための数々の苦悩と実践。それこそが今日、 

韓国と日本、沖縄の反基地平和活動家たちがこの場に集った理由と言えよう。 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

11 昨年10月31日、中国は韓国政府の「3NO原則」の表明に注目して韓中関係の回復に合意したが、その3NO原 

則は以下の通りである。1) 韓国はサードの追加的配備を検討しない、2) 韓国は、米国のMDに参加しない、3) 

日米韓3国間の軍事協力を軍事同盟に発展させない。 

12 国連軍司令部の後方基地7ヵ所は次の通りである。日本本土の横須賀・佐世保海軍基地、横田空軍基地、座 

間陸軍基地の4ヵ所と、沖縄の嘉手納空軍基地・ホワイトビーチ海軍基地・普天間海兵隊基地の3ヵ所である。 
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共同宣言文 

平和の端から、私たちは平和を広げて行く 
東北アジアの平和に対する関心が、いつにも増して高まっている。北朝鮮を敵と見なし強固にされ 

てきた、韓国と日本、米国の間の軍事同盟が、その名分を失う危機に置かれている。韓国では、戦争 

が終わる可能性への期待が高まっている。突然の情勢の変化に、日本政府もが北朝鮮との対話への意 

思をほのめかしている。 

東北アジアの平和を願ってやまない私たちは、今の平和の雰囲気を楽観したいところではあるが、 

容易にそうはできない。米中間の覇権争いとともに、東北アジアにおける軍備競争が加速化されてい 

る。以前から北朝鮮の脅威を名分に掲げ東北アジア全域に建設された米軍基地にも変わりはない。む 

しろ強化されている。北朝鮮の核と弾道ミサイルの脅威に対応するためとされていた軍事化の目的 

は、今では、未来の不確実な脅威への対応と言いかえられている。 

脅威を他の脅威に取り替えながら、軍事化は続けられてきた。日本帝国が立ち去ると、朝鮮戦争が 

勃発した。朝鮮半島の分断で、東北アジアの冷戦が始まった。日本の軍事基地は、米国の軍事基地へ 

と引き継がれた。平沢(ピョンテク)と横田と龍山(ヨンサン)と横須賀と群山(クンサン)と佐世保が、 

そうであった。太平洋戦争を島ぐるみでくぐり抜け、米国の植民地となった沖縄全域は言うまでもな 

い。軍事基地によって奪われし者は、未だ一度たりとも奪われたものを取り戻したことがない。平和 

は、その言葉自体に平等という意を含んでいる。しかし、軍備競争や基地建設といった軍事化は、そ 

れ自体が特定の人々を排除せずには成り立たない。 

或る人は、私たちの主張する平和は非現実的だと言う。私たちの平和こそが現実的である。自国の 

利益のために少しでももっと交渉に有利な高地を占めようとする、あの高台の政治が主張する平和 

や、特定の人々を排除しながら語られる、あの差別的な平和とは、私たちの平和は異なる。私たちの 

平和は、私たちが毎日向き合う現実に根を下ろしている。毎日、私たちは基地を見ながら、今や失わ 

れてしまった情景を思い起こす。警察力によって引きずり出され、軍靴に踏みにじられた前世代の人 

々を思い起こす。そうして私たちは、毎日のように平和のために抵抗する。 

私たちの主張する平和は、私たちだけの平和ではない。沖縄の平和が日本の平和であり、日本の平 

和が朝鮮半島の平和である。前世代の平和が私たちの平和であったし、私たちの平和が後世代の平和 

となるだろう。済州と沖縄、日本の海の平和が、私たちの平和である。ジュゴンやイルカ、珊瑚の平 

和が、私たちの平和である。米軍によって汚染された地の平和が、私たちの平和である。私たちの平 

和は、拡張されてきた。奪われ侵害される存在と共にする中で、私たちは平和の意味を新たに発見し 

てきた。私たちの平和は、誰かを排除することによってしか達成されない平和とは異なる。 

私たちは、もう一度の重要な平和の岐路に立っている。平和を願う東北アジアの民衆が、今の状況 

を注視している。私たちは、この場で再び希望し、決意する。あなたの平和が私たち皆の平和になる 

日まで、抵抗を止めはしないだろうと。 

2018年9月7日 

第11回東アジア米軍基地問題の解決のための国際シンポジウム 参加者一同 


