
（インパクション原稿）

“Atoms for Peace is Dead”
　　　　〈３・１１以後〉〈フクシマ〉を通して沖縄現代史を問い直す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若林　千代
（沖縄大学教員）

一、
　沖縄は事故のあった福島第一原発から１０００キロ以上離れており、現時点では、沖縄社会は一見、表
面上は事故の影響をあまり受けていないように見える。実際にごく微量の放射性物質が飛来しているとし
ても、沖縄には原子力発電所が存在していないから、事故の後、繰り返しテレビで流されている全国の原
発マップのなかに沖縄は見あたらない。そのため、あたかも沖縄が放射能汚染を逃れている国内唯一の地
域であるかのような印象を全国の人びとに与えたかもしれない。同時に、沖縄のなかでも、ライフライン
や物質的なことがほとんど何も変化していないこともあると思うが、そうしたイメージを無意識のうちに
反復し、内面化する傾向がまったくないとは言い難い。
　しかし、この奇妙な「安心感」には強く警戒しなければならない。想像力や掘り下げて考える力が大切
だと、日々に思う。
　原子力発電は核開発の一環であり、そして、核開発の起源は２０世紀なかばの軍事的な科学技術開発に
ある。今回の事故のなかで明らかにされた電力会社や原子力産業、国家の原子力政策の閉鎖性は、高木仁
三郎が繰り返し示してきたように、「技術の成熟を待たずに強引に政治的に形成されてきた」という原発
開発の性格と同時に、「常に軍事的に機微な側面を抱える」という性格からきている。とすれば、沖縄は
現時点で福島第一原発事故の直接的な被災はないとしても、３・１１、あるいは〈フクシマ〉の示す問題
から決して逃れてはいないだろうし、目をそらしてはならないだろう。
　むしろ、核問題は常に沖縄の現代史的課題の核心部分に存在しており、３・１１を契機として、あるい
は〈フクシマ〉を通して、沖縄の現代史それ自体をも問い直すことが大切だと感じる。被災されている
方々の抱える、足下から立ち上ってくるようないのちへの不安、国家・資本・科学に対する不信、生活を
脅かされることの嘆きをともに考えることが、沖縄の歴史的現在を考えるうえでも大切であり、どうすれ
ば現代史をめぐる認識を強くし、深くする契機にできるか、過去から未来へ時間のものさしを長く引いて
みたときにどれほど決定的か、自覚的に考え、認識の地平を開くのに繊細でありたいと思う。

二、
　沖縄の米軍基地は、１９５０年代以来、アイゼンハワーやケネディ、ニクソンら歴代の米国大統領から
公然と「原爆基地」とされ、ナイキ・ハーキュリーズなど核搭載可能なミサイルの配備、原子力艦船の寄
港とコバルト６０の問題、軍作業員の被曝、また、この間返還密約をめぐって徐々に明らかにされている
ように、１９７２年以後も核兵器の持ち込みや貯蔵の疑いは残っている。最近では、２００４年に起きた
沖縄国際大学キャンパスへの米海兵隊ヘリの墜落事件の際、現場から放射性物質のストロンチウム９０が
検出されているi。
　そうした核と基地の関係は、沖縄の歴史、政治、社会、文化等々のさまざまな文脈のなかに影響を及ぼ



してきた。１９５０年代の米軍による民衆弾圧を取り上げても、たとえば、１９５３年の第一次琉大事件
の発端は、処分を受けた学生らが、前年に『朝日グラフ』が公表した原爆被害の報道に衝撃を受け、米軍
に「無許可」で開催した「原爆展」であったii。原爆被害をめぐる報道の規制や検閲はすでに本土では解除
されていたが、沖縄では依然として自由に触れることができないもの、ひそひそと囁かれるもののままで
あった。ここに対日講和条約第３条の下、日本から分離され、米軍の直接的な軍事支配を受けた沖縄の位
置の問題がある。
　アイゼンハワーの「ニュールック」、すなわち、核兵器への依存を強めた大量報復戦略が打ち出された
この時期、米軍がもっとも恐れたのは、〈ヒロシマ〉や〈ナガサキ〉を、沖縄から遠く離れた場所の出来
事としてではなく、そうした核兵器や核開発の問題を契機として、民衆が自分たち自身の問題に、つま
り、米軍による「排他的統治」の下にある沖縄のかかえている問題に目を向け、軍事が生存に深く食い込
んでいる社会の矛盾を自覚し、批判を強めることであった。
　日本本土でもこの時期、ビキニ環礁での水爆実験による第五福竜丸乗組員の被爆事件を契機として、核
兵器への批判が高まった。沖縄と異なるのは、対日講和条約第３条の下、米軍の直接支配にある沖縄で
「原爆展」を開催した学生たちは、アメリカに敵対する者として反共主義のなかで直接的に処罰された
が、日本本土の場合には、生活者のレベルでの草の根の核兵器廃絶の運動が展開され、１９５５年に広島
市で開かれた原水爆禁止世界大会などにも結びついていった。しかし、そうした社会運動もまた、冷戦体
制のなかでは、ピーター・カズニックの表現を借りれば、反核意識の強い日本が核大国アメリカに依存す
るという「ファウスト的契約」として、アイゼンハワーのもう一つの核戦略である「アトムズ・フォア・
ピース」、すなわち、「原子力の平和利用」を背景として、徐々に原子力発電の導入による「原爆アレル
ギー」の払拭が画策されたiii。沖縄と日本本土の違いは、対日講和条約第三条と日米安保条約の違いである
と同時に、アメリカの核戦略のヤヌス的性格、つまり、核による大量報復戦略と「原子力の平和利用」と
いう二つの性格の反映でもある。半世紀の後、福島第一原発事故は、その片方の頭を吹き飛ばし、ことの
本質を暴露したということになるのだろう。

三、
　今では広く知られているように、沖縄返還の過程において、アメリカにとって、その交渉の核心の問題
は基地の「自由使用」、すなわち、核基地としての機能の問題であった。それが、１９５０年前後から一
貫して米軍が維持しようとしてきた「自由使用」、沖縄返還交渉を具体的に検討した米政府の国務省、統
合参謀本部、国防総省が合同して組織した琉球作業グループの言うところの、沖縄の「死活的重要性vital
importance」の欠かせざる核心である。
　「死活的vital」とは、沖縄の軍事基地を形容するのに、米軍の側が名付けた「要石Keystone」よりも
もっと本質的で動態的な響きがある。「キーストーン」は米軍の軍事戦略の体系を支えるものという意味
であり、それは一つの静態的な建築物の構造の比喩である。他方、「ヴァイタル」とは、ラテン語の
vita、生命体に与えられる形容詞vitalisから生まれてきた言葉である。沖縄の軍事基地を「死活的」に重
要とする言辞は、米国公文書のなかに頻繁に見られるものなのだが、その最初のものは、１９４８年３月
のダグラス・マッカーサーの発言だろう。マッカーサーは、対日政策をめぐる国務省政策立案室長ジョー
ジ・F・ケナンとの会談のなかで、「沖縄の基地は死活的に重要である」と述べ、沖縄に十分な「
エア・パワー
空 軍 力 」が配備されるならば、日本列島はおろか、北東アジアから東南アジア、西太平洋全体をカ



バーする防衛をおこなうことが可能だとしたiv。このときマッカーサーは核兵器に言及していない。だが、
マッカーサーが「空軍力」を強調するとき、この空軍は、もちろん、すでに広島と長崎の二つの原爆投下
以後のそれであった。
　核配備そのものに関して言えば、１９４９年のソ連の原爆実験の成功を経た後、朝鮮戦争の勃発は、ア
メリカがヨーロッパを中心に海外基地に核を配備するきっかけとなり、さらに１９５０年代、ソ連の水爆
実験成功を経て、アジアでは台湾海峡問題のなかで核配備がすすんだとされる。１９５０年代末、アイゼ
ンハワーが政権を降りる時期には、グアム、フィリピン、韓国、台湾、そして沖縄への地上配備のアメリ
カの核兵器は、全体でおよそ１，７００であったが、そのうちの半数近い８００が、戦略航空軍団
（SAC）所属の爆撃機の駐留していた嘉手納空軍基地への配備であったと言われているv。戦略航空軍団
の総司令官で空軍参謀長であったカーティス・ルメイは、東京大空襲など対日戦略爆撃を立案した人物で
あるが、彼は海外基地への核兵器の運搬や攻撃を遂行する技術について強い自信をもっていた。
　マッカーサーの沖縄の「死活的重要性」という見解が、核兵器をめぐってより具体的に現実に反映され
るのは、朝鮮戦争の時期である。１９５１年３月初旬、マッカーサーは戦線の空軍の優位性を確かなもの
とするため、核兵器による北朝鮮と中朝国境付近の攻撃をトルーマン政権に要求した。米空軍のジョー
ジ・ストラスマイヤー将軍は、３月末の段階で、嘉手納基地に配備されている核搭載施設は稼働態勢にあ
るとし、つまり、核カプセルの部分を除けば、原爆の最終組み立ては完了していた。４月初旬、トルーマ
ンはマッカーサーを解任し、しばしば彼の更迭は核攻撃の主張によるものだと言われている。しかし、そ
の半年後、米空軍は「ハドソン・ハーバー作戦」と名付けられた、北朝鮮での原爆投下のシュミレーショ
ン爆撃をおこない、嘉手納からB２９戦略爆撃機を出撃させ、実際にTNT火薬が詰められた模擬原爆を
投下しているvi。
　沖縄ではその後、とくに１９６０年代、ベトナム戦争の時期、核爆弾投下訓練がおこなわれていたとさ
れ、伊江島土地闘争をたたかった農民、阿波根昌鴻氏は、真謝の土地を強制収用して作られた米軍射爆訓
練場でもそうした訓練が繰り返され、それへの危機意識が反基地運動にも影響をもたらしたことを示唆し
ている。阿波根氏は、そこで使用されていた模擬原爆の残骸を拾い、それは今日、伊江島の反戦平和資料
館「ヌチドゥタカラの家」に展示されているvii。
　伊江島土地闘争をはじめとする、沖縄の土地闘争は、基本的に非暴力直接行動による民衆の不服従の闘
いであり、土地を「人殺しのために使わせない」、そして、軍事優先の政策を批判し、土地を生活と生産
のために取り戻そうという闘いである。米軍は、熱核兵器を頂点とする、破壊的な殺傷力をもつ兵器を有
する巨大な軍事組織であり、それに対して、しばしば沖縄で言われるように、人びとは「素手」で闘って
きた。レイモンド・ウィリアムズは、「軍事技術は社会秩序の構造の重要な要素である」と述べている
が、米軍支配下での社会秩序とは、そのまま、核兵器と鍬や鎌の間にある距離であったviii。米軍に土地を
奪われた場合、多くの人が「軍作業」と呼ばれる労働で家計を維持しようとしたが、それは、本来、鎌や
鍬を握っていた手で、最新鋭の兵器が配備される軍施設や滑走路のために、石ころを拾ったり、不発弾を
掘り出したりする仕事であった。
　アメリカが執着し続けてきた沖縄の軍事基地の「死活的重要性」は、そうした沖縄民衆の生存に関わる
事柄、つまり、土地や労働、家計の維持に深く食い込むものであった。さらに付け加えるならば、沖縄に
おける米軍の基地建設では数多くの米国の建設会社がかかわっているが、そのなかには、マンハッタン計
画以来の、アメリカの核開発施設の建設を請け負ってきた企業も含まれている。
　沖縄戦後史の証言などを読むと、「軍作業」の思い出として、しばしば「AJカンパニー」という名前が



出てくるが、沖縄における米軍の建設工事は、１９４６年、米国のガイ・F・アトキンソン社とJ・A・
ジョーンズ社がジョイント・ベンチャーによって米軍から一括請負して始まった。１９１０年創業のアト
キンソン社は、ワシントン州ハンフォードの核製造施設の建設工事で成長した。ハンフォードは、マン
ハッタン計画による最初の核実験「トリニティ」や長崎に投下された原爆「ファット・マン」に使用され
たプルトニウムを製造した核施設である。また、ジョーンズ社は、テネシー州オークリッジの核研究施設
の建設に参加した経験をもっていた。そして、この二つの企業の合弁は、沖縄での基地建設工事だけでな
く、ハンフォードのプルトニウム製造工場の建設部門をデュポン社からジェネラル・エレクトリック社が
引き継いだ際の下請け業者でもあった。さらに、同じくハンフォードの請負業者であったモリソン＝ク
ヌードセン社も沖縄の基地建設に参入していたix。
　現在のところ、沖縄の米軍基地建設に関与したこれらのアメリカの建設会社が、ハンフォードやオーク
リッジと同じように、沖縄でも核施設の建設にかかわったという事実は報告されていない。しかし、米軍
が沖縄で基地建設を始めた時点で、すでに米軍は核兵器を保有する軍隊であり、返還交渉のなかでも嘉手
納や辺野古は核貯蔵施設として位置づけられている。マンハッタン計画のために、後にはプルトニウムと
いう究極の核物質製造のために、ハンフォード周辺のおよそ１５００世帯が移動を余儀なくされ、
プルトニウム・エコノミー
極 度 の 管 理 社 会 が作られたが、これらを計画実行したのは米陸軍工兵部隊であった。沖縄でも
同じく陸軍工兵部隊は、基地の「死活的重要性」のために数多くの人びとを郷里から追いだし、さらにこ
うした経歴をもつ請負業者の下での基地建設の労務に追いたてたのである。

四、
　３月１１日の震災直後、NHKの沖縄局から、米軍の情報として、米海兵隊はすでに災害救援活動の準
備態勢を整えて日本政府の出動要請を待っているという報道が繰り返された。「トモダチ作戦」という名
前でおこなわれたその作戦行動は、まず、原発事故が起きた福島県沖に原子力空母を派遣することであっ
た。そのどぎつい印象は、その後、まるで「公開処刑」のようなビン・ラーディン暗殺のどぎつさとない
まぜになって、アメリカへの恐怖というより、その凋落の兆候をますます強く沖縄の社会に印象づけたよ
うに思う。
　沖縄の多くの市民は、「トモダチ作戦」がアメリカ政府と日米同盟の欺瞞であって、決して人道的な災
害支援にならないと考えているが、それは、災害支援を口実に民間空港や施設の軍事利用を正当化される
かもしれないということだけではなく、もっと本質的な米軍の性格にかかわる。つまり、アイゼンハワー
の核戦略のヤヌス的な性格同様、一方で無差別報復殺戮をイラクやアフガニスタンなど各地で繰り広げ、
沖縄でも日常的に犯罪を起こす軍事組織を震災・人道支援活動を好意でおこなっている組織だと信じるの
は、かなり難しいことだろう。まして、在職中に沖縄の市民を「バカ野郎」呼ばわりし続けた元沖縄総領
事のケビン・メアが渉外を担当したとなればなおさらである。
　だが、事態は決して楽観的とは言えない。ウォレス・グレグソン国防次官補やロバート・エルドリッヂ
在沖縄米海兵隊基地外交政策部次長らは、２０００年代から米軍の「日米のパートナーシップを強化し、
人道支援と救援活動に対応できる日米共同の海上拠点の展開」を目指し、沖縄の海兵隊広報誌でも、もっ
ぱら「人道支援」「災害支援」を強調してきたx。そして、東日本震災後、北沢俊美防衛相は、沖縄政策協
議会の「基地負担軽減部会」の席上、「国際的な大規模災害に対応する緊急時の拠点」として、宮古・下
地島空港の利用を提案している。防衛省側は、沖縄県の「アジア・太平洋地域の災害援助拠点の形成によ



る国際貢献」の提言に対応したものだとしているが、こうした「火事場」に乗じた日米同盟の動きは、普
天間移設をめぐる米議会軍事委員会の嘉手納統合案と辺野古堅持という一見対立しているかのように見え
る動きに隠れて、見えにくいものだが、注意する必要があるだろうxi。
　３・１１以後、沖縄の現代史もまた、大きな転換点にある。辺野古や高江でのたたかいはもちろん、４
月末、普天間移設問題の視察にきた米連邦議会軍事委員会を出迎えたのは、２万２０００を超える人数に
膨れあがった第三次嘉手納爆音訴訟の提訴であった。嘉手納飛行場は、沖縄の軍事基地の「死活的重要
性」の象徴となってきた。また、嘉手納と同じく核貯蔵施設の存在が言われてきた辺野古のキャンプ・
シュワーブの軍用地主のなかから、そして、対ゲリラ戦争のための都市型訓練施設のあるキャンプ・ハン
センの軍用地主のなかから、日本政府との新たな土地契約を拒否する声があがっている。こうしたこと
は、昨年の「辺野古回帰」と「抑止力」に対する、時間差の拒否の意思表示である。同時に、こうした歴
史に介入する民衆の行動のオプティミズムこそが、核基地にされてきた沖縄の、現代史を動かしてきた重
要な要素なのである。
　５月７日、東京・渋谷での反原発デモを中継するUSTREAMの映像のなかに、拳をあげて「原発いら
ない」「子どもを守れ」「利権ではなく、生きる権利を」と叫ぶ若者たちの姿と、サウンド・カーの横断
幕に掲げられた“Atoms for Peace is Dead”の大きな文字を見つけた。今、日本の人びとは、歴史の裂
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んでいきたいと願う。
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