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1018.11.14facebook 

世界的な識者ら連名で声明を発表する 

声明「沖縄への新たな基地建設に反対し、 

平和と尊厳、人権、環境保護のため 

に闘う県民を支持する」 

前泊盛康 1018.11.14 12 時間前 

facebook1018.11.14 
https://www.facebook.com/groups/2215358062025811/permalink/2253994588162158/ 

米国やカナダ、オーストラリアほかヨーロッパの世界的に著名な有識者や文化人のグ

ループが８日午前（米国時間７日）、「沖縄への新たな基地建設に反対し、平和と尊厳、

人権、環境保護のために闘う県民を支持する」との声明を発表する。 

声明には名護市辺野古への普天間飛行場の移設中止と、同飛行場の即時返還の主張を

明記する。 

呼び掛け人には言語学者のノーム・チョムスキー氏や、アカデミー賞受賞の映画監督

オリバー・ストーン氏、北アイルランド紛争の解決に尽力したノーベル平和賞受賞のマ

イレッド・マグワイア氏ら２９人が名を連ねた。 

 普天間問題について、世界的な識者らが連名で声明を発表するのは異例だ。 

 呼び掛け人はほかに終戦直後の日本の民主化に焦点を当てた「敗北を抱きしめて」で

ピュリツァー賞を受賞した歴史学者ジョン・ダワー氏、アカデミー賞受賞映画監督のマ

イケル・ムーア氏、国連のパレスチナ問題特別報告者でプリンストン大名誉教授のリチ

ャード・フォーク氏、琉球新報社の池宮城秀意記念賞を受賞したガバン・マコーマック

氏、ジャーナリストで「ショック・ドクトリン」著者のナオミ・クライン氏らが名を連

ねる。 

 声明文は、安倍晋三首相の求めに応じ、仲井真弘多知事が普天間飛行場の辺野古移設

に向けた埋め立てを承認したことに対し「人間と環境を犠牲にして沖縄の軍事植民地状

態を深化し拡大させるための取り決めに反対する」と表明する。 

 辺野古移設について、近年の県民世論調査で７～９割が反対していることに触れ、県

外移設を公約に掲げた知事が埋め立てを承認したことを「県民の民意を反映したもので

はない」と指摘、「県民に対する裏切り」と批判する。 

 普天間飛行場について「終戦後返還されるべきだった」と述べ、普天間の返還につい

て「条件がつくことは本来的に許されない」と主張する。 

 米平和団体アメリカンフレンズ奉仕委員会のジョセフ・ガーソン氏は声明の目的につ

いて、「沖縄の約７０年にもおよぶ軍事植民地化を終わらせ、自らの尊厳と人権を守り、

平和と環境保護を確保するための非暴力運動への国際的支援を集める」と述べている。 

＜声明全文＞（PDF ファイル 158KB 
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玉城デニー知事の訪米 
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写真 ニューヨーク大学の講演会場は、開演前には人で埋まった。 
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沖縄県知事玉城デニー「私の父親はアメリカ人です」 
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・2018.11.9 フル動画 日本外国特派員協会記者会見 

玉城デニー沖縄知事が外国特派員協会で会見 1 時間 02 分 42 秒 
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写真 

 
会場の NYUに到着したデニー玉城沖縄県知事を出迎えるニューヨークの人達と知事を追うメディア。 

Yumi Tanaka @YuminTanaka  http://cocorofeel.blog119.fc2.com/blog-entry-19000.html 
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ニューヨーク。ワシントン公園で県人会の方々がデニー知事歓迎の意思表示をしていた。 

【玉城デニー沖縄県知事訪米取材・11月 11日ニューヨーク大学】 

 @iwakamiyasumi 13:15 - 2018年 11月 12日 IWJ_AreaCh6@IWJ_AreaCh6 https://blog.goo.ne.jp/heo-koida/e/88d4f2f1dce102557c171ab26d431d93 

 

 
玉城知事「沖縄が『追い詰められている』と言いましたが、対話というキーワードは捨ててはいません。

沖縄は決して悲観してません。アメリカのみなさん！ あなた方の政府に『対話せよ！』と訴えて欲しいん

です」 @iwakamiyasumi【玉城デニー沖縄県知事訪米取材・11月 11日ニューヨーク大学】 https://blog.goo.ne.jp/heo-koida/e/88d4f2f1dce102557c171ab26d431d93 
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ニューヨーク大学の講演会場は、 

開演前には人で埋まった。 
椅子が足らず床に座る若い女学生の姿も 
【ＩＷＪ玉城デニー沖縄県知事訪米取材・11月 11日ニューヨーク大学】2018-11-12 17:20:01 https://blog.goo.ne.jp/heo-koida/e/88d4f2f1dce102557c171ab26d431d93 

 

 
http://cocorofeel.blog119.fc2.com/blog-entry-19000.html 

 

 
とても良い講演でしたよ。NYの沖縄県人会の人たちも結構来ていたようだった。 

デニー氏は日本語で講演、とてもわかりやすいメッセージでした。 

私も沖縄のことは実際よくわかってないので、デニー氏の 

「これは日本だけの問題ではなくアメリカにも一緒に考えて欲しい」という言葉にちょっと反省しました。 

日本全土の僅か 0.6%の面積の沖縄になぜ日本の米軍基地の 70%が集中しなければならないのか、 

日米安保は支持しつつ自分の裏庭に基地できるのは嫌という NIMBYな本土の人たちや中央政府の態度はアンフェア、 

これは「イデオロギーの戦い」ではなくそこに住む「県民の願い」なのだ、という内容の訴えでした。 
http://cocorofeel.blog119.fc2.com/blog-entry-19000.html 
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ニュース報道 
2018.11.12 RBC NEWS 

訪米の玉城知事「民主主義問われている」 

https://www.youtube.com/watch?v=TtO5UVePDDs  1 分 59 秒 

【琉球放送】RBC NEWS 

2018/11/12 に公開 

普天間基地の辺野古移設に反対する立場を直接伝えるために玉城知事が訪米し、ニュー

ヨーク大学で講演して「アメリカの民主主義が問われている」と述べました。 

 

 

2018.11.12 RBC NEWS 

知事が米世論を喚起「民主主義問われている」 

https://www.youtube.com/watch?v=enmetKd-gVQ  1 分 21 秒 

【琉球放送】RBC NEWS 

2018/11/11 に公開 

訪米中の玉城知事はニューヨーク大学で講演し、普天間基地の移設問題について「アメ

リカの民主主義が問われている」と述べ共に行動しようと呼び掛けました。 

 

 

2018.11.12 琉球朝日放送 

玉城知事初訪米 初日はＮＹ大 
琉球朝日放送 2018 年 11 月 12 日 11 時 58 分 

https://www.qab.co.jp/news/20181112108393.html 

動画 1 分 13 秒→https://www.qab.co.jp/news/20181112108393.html 
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訪米している玉城知事がニューヨーク大学で講演し、辺野古問題での対話を求める姿

勢を改めて打ち出しました。 

久田記者は次のように話しました。「訪米初日の玉城知事が、ニューヨーク大学での

講演に向かいます」 

玉城知事はニューヨークや周辺都市の県系人など 140 人の前で講演しました。玉城

知事は次のように話しました。 

知事「日米安保は支持する、けど米軍基地は来ないでくれという矛盾が、日本の国民

の中にあります。しかしその民主主義の矛盾が当たり前のように押し付けられるのが沖

縄なのです」 

玉城知事はこのように述べ、辺野古問題に向き合わず日本に閉じ込めてきたアメリカ

も「当事者」で「アメリカの民主主義が問われている」と訴えました。 

玉城知事は現地時間の 12 日もニューヨークに滞在し現地メディアの取材を複数受け、

新基地問題をアメリカの世論に訴える考えです。 

また 13 日以降はワシントンＤＣに移動し安全保障の専門家や政府高官との面談を予

定しています。 

 

 

 

2018.11.12 TBS NEWS 

沖縄・玉城知事 ＮＹで世論に訴え 

「民主主義が問われている」 
Yahoo News TBS NEWS 2018/11/12(月) 13:50 

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20181112-00000019-jnn-pol 

動画 1 分 08 秒→https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20181112-00000019-jnn-pol 

アメリカ軍普天間基地の辺野古移設に反対する立場を直接伝えるために沖縄県の玉

城知事が訪米し、ニューヨークの大学で講演して「アメリカの民主主義が問われてい

る」と述べました。 

 沖縄県の玉城知事は現地時間の１１日、ニューヨークに到着しました。ニューヨー

ク大学で普天間基地の移設問題について講演した玉城知事は、基地を使用するアメリ

カ人も当事者意識を持って問題解決に向けて共に行動しようと訴えました。 

 「アメリカは沖縄を日本国内の問題に閉じ込めているが、沖縄の中でもアメリカの

民主主義が問われている。日米両政府が辺野古の新基地計画を断念するまで、ぜひみ

んなで動いていこうではありませんか」（玉城 沖縄県知事） 

 玉城知事の訪米は１０月の就任後初めてで、今月１５日までアメリカに滞在し、ワ

シントンではアメリカ国務省や国防総省の担当者らと面談する予定です。 

（12 日 13:43）最終更新:11/12(月) 19:11 
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2018.11.12 毎日新聞 

辺野古移設 

玉城知事、生い立ち交え講演 ＮＹ大学で 
毎日新聞 2018 年 11 月 12 日 19 時 34 分 
http://mainichi.jp/articles/20181113/k00/00m/010/062000c 

 日米両政府が進める米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への県内移

設計画について、直接反対を訴えようと訪米している沖縄県の玉城（たまき）デニー知

事。１１日はニューヨーク大学で、米海兵隊員だった父とウチナーンチュ（沖縄の人）

の母の間に生まれた自らの生い立ちを交え、講演した。玉城知事と同じルーツを持つ県

民は「デニーさんだからこそ伝えられることがある。米国人の父を持つ玉城知事の言葉

に米国の人は耳を傾けてほしい」と期待をかける。 

戦後２７年間にわたって米国統治が続き、１９７２年の本土復帰後も全国の米軍専用

施設の７割が集中する沖縄では、米軍人と日本人女性の間に生まれた人も多い。玉城知

事もその一人で、父の母国での「対話」に基地問題の解決の糸口を求め、知事就任約１

カ月での訪米に踏み切った。 

 司会業を務める北谷（ちゃたん）町のマスミ・ロドリゲスさん（５３）は、米軍嘉手

納基地があるコザ市（現沖縄市）で、米海兵隊の父とウチナーンチュの母のもとに生ま

れた。小学生のころには教師から「（沖縄戦では）あなたたち米国人がウチナーンチュ

を殺したんだよ」と指をさされたこともあった。 

 当時は「なぜそんなことを言われるのか」と思ったが、次第に自分のような出自を偏

見の目で見る人がいることが分かった。米国人男性と日本人女性の結婚式で司会を務め

た時には、新婦の父親が「米国人との結婚は賛成じゃなかった」と語ったことも。だか

らこそ政治家になる前から仕事を通じて親交があった玉城氏の知事就任に「自分たちで

もできることを証明してくれた」と勇気づけられた。 

 普天間飛行場の辺野古移設については「沖縄の海をこれ以上壊してほしくない」と反

対だ。「私にとっては米国も沖縄も両方大事。デニーさんは大変だろうが、県民の代表

として米国ではっきりと意見を言ってほしい」 
 

 
「だれもが生きやすい社会になってほしい」と語る幸地ルシアさん 

＝沖縄県宜野湾市で２０１８年１１月７日午後２時２５分、佐野格撮影 

http://mainichi.jp/articles/20181113/k00/00m/010/062000c


 

 平成生まれの若い世代も玉城知事に期待する。沖縄国際大３年、幸地（こうち）ルシ

アさん（２０）の母親は米海兵隊員だった父との間に幸地さんを生んだが、シングルマ

ザーの道を選んだ。普天間飛行場のある宜野湾市で育った幸地さんは普天間飛行場の騒

音のひどさを痛感しており、「辺野古に移転しても沖縄に危険性や騒音が続くのは変わ

らない」と思う。昨年１２月には自身が卒業した普天間第二小に米軍ヘリコプターの窓

が落ちた。 

 明るい笑顔が印象的だが、中学生の時には同級生から「米国に帰れ」とはやし立てら

れた。「どこに帰れっていうの。ここが地元なのに」。高校時代にはボランティア先の福

祉施設で、高齢者から「アメリカーの血が入っているでしょ。あっち行け」と言われた。 

 同じルーツを持つ知事の誕生を社会の理解が深まる好機だと思う一方で、出自だけに

注目が集まれば余計な差別を生みかねないとも心配する。訪米中の玉城知事には、移設

に反対する県民の思いとともに、沖縄の現状を伝えてきてほしいと願う。「二つのルー

ツを持つ私たちは沖縄の多様性の象徴でもある。区別せずに同じ人間としてつながって

ほしいし、誰もが生きやすい社会になってほしい」【佐野格】 

 ＜玉城知事と大坂選手の勝利が問いかけるもの＞  

 ＜変わる沖縄 政治は変われるか＞  

 ＜玉城知事と菅官房長官も平行線＞ 

 ＜辺野古移設 専門家は「正当性欠く」工事再開、政府のなぜ＞  

 ＜翁長・沖縄知事が死去 基地の矛盾に挑んだ保守＞ 

 

 

 

2018.11.13 沖縄タイムス記事 

デニー沖縄知事「アメリカも当事者」 

“父の国”で問う民主主義 
沖縄タイムス 2018 年 11 月 13 日 07:23 

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/343957 

 【ニューヨークで大野亨恭】名護市辺野古の新基地建設阻止を訴えるため訪米してい

る沖縄県の玉城デニー知事は１１日午後（日本時間１２日未明）、ニューヨーク大学で

講演し、新基地建設に改めて反対の考えを示し、沖縄に基地を置く米国も当事者として

問題解決へ向け努力すべきだと訴えた。 

 
基地問題を巡り米国に当事者意識を持つよう訴える玉城デニー知事 

＝米ニューヨーク大学 

http://mainichi.jp/premier/politics/articles/20181001/pol/00m/010/002000d
http://mainichi.jp/premier/politics/articles/20181011/pol/00m/010/004000d
http://mainichi.jp/articles/20181107/k00/00m/010/057000c
http://mainichi.jp/articles/20181105/k00/00m/040/025000c
http://mainichi.jp/articles/20180810/ddm/005/070/024000c
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/343957


 玉城氏は、新基地建設の現状に関し「後戻りできない事態へと追い込まれている」と

危機的状況との認識を示した。 

 その上で、４年前の翁長雄志氏に続き９月の知事選でも新基地反対を訴え自身が大勝

したことに触れ「（国と県の）対立は、反米や反基地というイデオロギー的な主張では

なく、これ以上基地はいらないという生活者の声だ」と強調した。 

 一方、基地問題が解決しない背景には、国民の多くが日米安全保障体制を支持しつつ

も、米軍基地を受け入れない民主主義の矛盾があり、その矛盾は沖縄に押し付けられ続

けていると指摘。米国が辺野古問題を「日本国内の問題」と取り合わないことに言及し

た上で、「米国は重要な同盟国だが、一方で沖縄を民主主義の手続きから排除する姿勢

を支えている」と批判した。 

 また、「沖縄の中でも民主主義が問われている」とし、米政府や沖縄に駐留経験のあ

る米国人や関係者らに「沖縄の問題を自分の問題として考えてほしい」と訴えた。 

 講演には市民や県出身の米国在住者ら約１４０人が参加。父親が米国人で母親が県出

身の島袋まりあニューヨーク大准教授がコーディネーターを務めた。 

 玉城氏は１２日、国連の軍縮担当上級代表の中満泉事務次長と面会するほか、地元メ

ディアの取材を受ける予定。１３日には首都ワシントンへ移動し、政府や連邦議会関係

者、有識者らと意見交換する方針だ。 

ろろ 

 

 

講演 
 

2018.11.12 琉球新報 

玉城デニー知事 米国のニューヨーク大で講演 
https://www.youtube.com/watch?v=JY4HAzR9ZQo  38 分 42 秒 

琉球新報 

2018/11/12 に公開 

訪米活動でニューヨークを訪れた玉城デニー知事は１１日午後（現地時間）、ニューヨ

ーク大で「多様性の持つ力・沖縄の民主主義の誇り」と題して講演した。名護市辺野古

の新基地建設に反対する沖縄の民意に反し、工事を強行する日米両政府の対応に「沖縄

の民主主義はどこにあるのか」と訴え、米市民、在米のウチナーンチュらに米国の世論

を動かす市民の行動を呼びかけた。 

 

 

 

2018.11.11 講演前を含めたフル動画 ニューヨーク大学 

玉城デニー沖縄県知事、ニューヨーク講演 
https://www.youtube.com/watch?v=6911RnrQuz4  2 時間 14 分 10 秒 

沖縄タイムス公式動画チャンネル 

2018/11/11 にライブ配信 

https://www.youtube.com/watch?v=JY4HAzR9ZQo
https://www.youtube.com/channel/UC-jBJkLN89AlQp6eeCNnnWg
https://www.youtube.com/watch?v=6911RnrQuz4
https://www.youtube.com/channel/UC0RLIdpAp5u9CYEsiBAKX3Q


沖縄県名護市辺野古の新基地建設阻止を訴えるため訪米している玉城デニー知事は１

１日午前（日本時間１１日夜）、米ニューヨークに到着した。同日午後、ニューヨーク大

学で講演し、新基地建設反対を訴え当選した知事選の結果などを示し、新基地建設によ

らない米軍普天間飛行場の閉鎖、撤去を訴えた。 

 

 

 

 

関連記事 

2018.11.13 HP つながっているこころ 2 

デニー知事、 

ニューヨークで大歓迎を受ける 
つながっているこころ 2018.11.13 Tue 

http://cocorofeel.blog119.fc2.com/blog-entry-19000.html 

 
玉城知事初訪米 初日はＮＹ 

https://www.qab.co.jp/news/20181112108393.html 

沖縄・玉城知事 ＮＹで世論に訴え「民主主義が問われている」（TBS 系（JNN）） 

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20181112-00000019-jnn-pol 

辺野古移設 玉城知事、生い立ち交え講演 ＮＹ大学で 

http://mainichi.jp/articles/20181113/k00/00m/010/062000c 

/////// 

デニーさん、大歓迎ですね。 

Hideko Otake @HidekoOtake 

 

Gov. Denny Tamaki is visiting NY. デニーさん、NY の講演会場に到着。We Love 

Denny のかけ声でお出迎え。#DennyTamaki 

https://twitter.com/HidekoOtake/status/1061810006604083200 

 

Yumi Tanaka @YuminTanaka 

先程、会場の NYU に到着したデニー玉城沖縄県知事を出迎えるニューヨークの人達と

知事を追うメディア。#Okinawa #DennyTamaki 

http://cocorofeel.blog119.fc2.com/blog-entry-19000.html
https://www.qab.co.jp/news/20181112108393.html
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20181112-00000019-jnn-pol
http://mainichi.jp/articles/20181113/k00/00m/010/062000c
https://twitter.com/HidekoOtake/status/1061810006604083200
https://blog-imgs-124.fc2.com/c/o/c/cocorofeel/aayAXlmbP7.jpg


 
 

TrinityNYC @TrinityNYC 

今日の午後、ニューヨーク大学(NYU)で、デニー玉城沖縄県知事の講演会があったので

聞きに行きました。 

 
とても良い講演でしたよ。NY の沖縄県人会の人たちも結構来ていたようだった。デニ

ー氏は日本語で講演、とてもわかりやすいメッセージでした。私も沖縄のことは実際よ

くわかってないので、デニー氏の「これは日本だけの問題ではなくアメリカにも一緒に

考えて欲しい」という言葉にちょっと反省しました。 

 

日本全土の僅か 0.6%の面積の沖縄になぜ日本の米軍基地の 70%が集中しなければなら

ないのか、日米安保は支持しつつ自分の裏庭に基地できるのは嫌という NIMBY な本土

の人たちや中央政府の態度はアンフェア、これは「イデオロギーの戦い」ではなくそこ

に住む「県民の願い」なのだ、という内容の訴えでした。 

 

デニー氏はスピーチが上手ですね。ひとつだけサジェスチョンをさせていただけるなら、

この先アメリカ人にあのメッセージを伝えたければ、的確な語彙で明確に訳すことので

きる本職の通訳を雇ったほうがいいと思います。今日の通訳の方だと、日本語がわから

ない米国人には、内容は半分も伝わらない。 

 

miyaism @ocean51sky 返信先: @TrinityNYC さん 

講演の感想ありがとうございます！@TrinityNYC さんが行かれたと聞いて嬉しいで

https://blog-imgs-124.fc2.com/c/o/c/cocorofeel/aaDrvvxWiWsAAJ6j4.jpg
https://blog-imgs-124.fc2.com/c/o/c/cocorofeel/aaDrwY0E3X4AAk2p9.jpg
https://blog-imgs-124.fc2.com/c/o/c/cocorofeel/aaDrwZyHYXQAEISAa.jpg


す。デニーさんは元々ラジオ DJ などもやられていたので、話が上手いのは強みだと思

います。通訳の件は大事な指摘だと思いますが、会場にいた米国人の割合や反応など何

か感じられたことがあれば教えて頂けると嬉しいです。 

 

TrinityNYC @TrinityNYC 

そうですね、わたしが見たところ、会場の多くはやはり日本人だったと思います。でも

アメリカ人もけっこう座っていましたね。スピーチのあとに受付けた質問には、「日本

政府は沖縄の訴えを無視して強硬手段に出るような気がするが、沖縄民は独立しようと

おもってないのか」というのもありました。 

 

あとデニーさんは SACO 合意の話にも触れ、95 年 3 名の米兵による女児レイプ事件で

沖縄民の怒りが爆発したこと、しかしその合意は今、見て見ぬフリしてる米政府と一方

的な日本政府によって反故にされてることなどを包み隠さず語っておられました。でも

沖縄民と米軍兵は良い関係にあるとも言ってました。 

 

米軍兵の多くと沖縄民が良好な関係にあるとはいえ、それでも女児レイプ事件のような

米軍による犯罪問題や戦闘機墜落のリスクなどもリアルにある状況だということはア

メリカ人にもっと知られてもよいと私は個人的に思いました。敵対的になるのではなく、

知って欲しいという態度がよかったと思います。 

 

miyaism @ocean51sky 

有難うございます。やはり日本人(おそらく県人会関連ですよね)が多めのようですね。

おそらくアメリカの人々自身が自国の基地問題(事件事故の多発)で沖縄が戦後ずっと苦

しんでいることを全く知らないと思うので、そこを広く認識して頂く必要性をとても強

く感じています。 

 

日本よりも民主主義が根付いているアメリカの人々がそんな事実を知ったら、日本政府

や見て見ぬ振りをする多くの日本人よりも異を唱え、世論を動かしてくれるはずだと思

うのですが。どうにも変わろうとしない日本本土よりもアメリカの世論を動かしたい思

いは私もデニーさんに強く同感します。 

 

TrinityNYC @TrinityNYC 

実際、NY タイムズは、デニーさんが当選したときに、沖縄について米政府がとるべき

態度として社説を書いてましたよね。日本のマスコミがそこまでガッツリ書き込めない

のは、沖縄のひとびとにとっては、歯がゆいことでしょうね。 

 

miyaism @ocean51sky 

まさにそれですね。NYT の社説で結構希望を感じたのですが、日本政府は完全スルー。

朝日や毎日も結構ガッツリ書いてくれるのですが、トランプが NYT を嫌うように、シ

ンゾーも朝日を嫌ってますからね。このタイミングで日米首脳が似た者同士ってことが

いちばんイタイです… 

 

IWJ_AreaCh6 @IWJ_AreaCh6 



【玉城デニー沖縄県知事訪米取材・11 月 11 日ニューヨーク大学】1. 玉城デニー知事

の訪米を取材するため IWJ 記者はニューヨークに飛んだ。昨日から急に冷え込んだと

いうニューヨーク。ワシントン公園で県人会の方々がデニー知事歓迎の意思表示をして

いた。 @iwakamiyasumi 

 
 

【玉城デニー沖縄県知事訪米取材・11 月 11 日ニューヨーク大学】2. 辺野古で機動隊

に引き剥がされる住民の写真に「侵略を止めろ！」と書いたパネルを掲げる女性。別の

女性は住民への弾圧の状況を説明していた。足を止めた米国人男性が真剣に質問してい

た。 @iwakamiyasumi 

 
 

松野大介 @daimatsuno 

玉城デニー沖縄県知事、訪米。歓迎されえるようだ。翁長知事より、対アメリカの点で

いいかもね。そしてアメリカ政府から日本政府へというルートはありか？ 

 
 

 

 

参考情報 
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2018年 9月、新沖縄県知事に就任した玉城デニー氏 Photo: Lauren DeCicca / The New York Times https://courrier.jp/news/archives/140483/ 

 

 

2018.7.21 クーリエ・ジャポン 

米国の専門家が語る 

「デモで政治を動かすには」 
沖縄の「米軍基地反対デモ」は無駄な労力なのか？ 

クーリエ・ジャポン KODANSHA CO.,LTD 2018.7.21 
https://courrier.jp/news/archives/128961/ 

 
2017年 8月にシカゴでおこなわれたトランプ政権へのデモ。向こうにはトランプタワー 

 

近年、国会前のデモがニュースで報じられるようになった日本だが、抗議活動をしても

https://courrier.jp/news/archives/140483/
https://courrier.jp/news/archives/128961/


「何も変わらない」という声も聞かれる。一方、移民政策や性差別など、トランプ政権

や社会問題をめぐりデモが絶えない米国ではどうなのか？ 

 

社会運動に詳しい米大学の准教授に、琉球新報のワシントン特派員が聞いた。米国で抗

議活動はどう捉えられ、どんな変化を生んでいるのか。そして、沖縄の基地問題解決の

糸口とは──。 

 

2017 年 1 月のトランプ大統領就任以来、米国の首都ワシントン DC では連日、何かし

らのデモがおこなわれています。移民政策やロシア疑惑、人種差別など、トランプ政権

の政策や社会問題に声を上げる抗議活動はもはや日常茶飯事。週末はもちろん、平日も

連邦議事堂周辺でプラカードを持った人をよく見掛けます。 

 

日本でも近年、国会前のデモがニュースに取り上げられるようになりました。沖縄では

米軍普天間飛行場移設を巡り、移設先とされる名護市辺野古で抗議活動が続き、米軍の

事故や犯罪が起こると大規模な県民大会が開かれてきました。 

 

でも、日本では「デモ」や「運動」「抗議」という言葉がネガティブなイメージで使われ

ることがあったり、「何も変わらない」という声も聞こえてきたりします。 

 

米国では、政治や社会問題に声を上げる抗議、「社会運動＝ソーシャル・ムーブメント」

はどう捉えられているのでしょう？  

 

国際政治における社会運動などの著作があるアメリカ・カトリック大学（CUA）のアン

ドリュー・ヤオ准教授（国際関係論）と一緒に考えてみました。 

 

──ソーシャル・ムーブメント、社会運動にはどんな意味があるのでしょうか。 

社会運動には２つの効果があります。１つは政策への即効的な効果。抗議活動が政治に

影響を及ぼし、法律や政策を変える。もう１つは、より長期的に見て、社会の特定の問

題についての意識を高め、規範を変えるのに役立つこと。 

 

特定の問題についての意識を変えた効果としては、同性婚がいい事例だと思います。30

年前は同性婚を支援するなんてばかげていると思っていた人が少なくありませんでし

た。でもいまは、アクティビズムや抗議によって、より多くの人々が意識するようにな

っています。 

 

現在も多くの州が同性婚を認めていませんが、この運動は失敗だったのかというと、多

くの人々は「ノー」と言うでしょう。政策だけで測るものではなく、世論や人々の態度

の変化を起こすものとして、社会運動には効果があるのです。 



 
「休みの日は子どもたちと遊ぶのが楽しい」と優しい笑顔のヤオ准教授 

 

女性、若者たちの政治参加へ 

社会運動に参加した人々自身への影響もあります、社会学では、社会運動に参加したこ

とが人々の生活や人生にどんな影響を与えたかという研究が数多くあります。 

 

スタンフォード大学の社会学者ダグ・マックアダムは、1960 年代の市民権運動に参加

した人たちの研究をしました。人種差別撤廃を求めて黒人と白人の若者たちが共に長距

離バスで米南部に向かった「フリーダム・ライダーズ」。この運動に参加した当時の白

人学生たちの「その後」を調べると、参加した人々は、参加しなかった人々と比べ、教

師や公選弁護人、政府関係など、公的な仕事に就いた傾向が強かったことがわかりまし

た。 

 

──最近のデモで、その２つの効果を上げている事例はありますか。 

はい。女性たちが反トランプを訴えた「ウィメンズ・マーチ」や、銃規制強化を求めて

高校生らが立ち上がった「マーチ・フォー・アワー・ライブズ」など、どちらも市民の

政治参加の活性化、覚醒を引き起こしています。 

 

特に女性や若い世代にそれが顕著です。すでに地方選挙や上院議員選に、より多くの女

性が立候補を表明したり、女性候補者を支援する活動に参加したりしています。そして、

若い有権者が今年 11 月の中間選挙、2020 年の大統領選に向けて政治に参加していく

と思います。 
 



 
2018年 1月にワシントン DCで行われたウィメンズ・マーチ 

 

 
米タイム誌の表紙を飾った（左から）2017年「今年の人」に選ばれた＃MeTooムーブメントを担った「沈黙を破る人たち」、 

2018年 1月号で取り上げられた「The Avengers」選挙に立候補する女性たち、 

同４月号の銃規制強化に立ち上がったフロリダ州パークランドのマージョリー・ストーンマン・ダグラス高校の生徒たち 

 

沖縄の「米軍基地反対」運動は失敗？ 

──沖縄では、長い間、米軍基地に対する抗議活動が続いています。 

社会運動の研究では、多くの社会運動には潮の満ち引きのように「サイクル」があると

考えます。沖縄ではこの満ち引きが長年続けられ、ヘリ墜落や米兵の犯罪が起こると、

人々を結集させる「引き金」になってきました。 



 

普天間飛行場移設を巡る沖縄の抗議活動を考えたとき、20 年余りの活動を経ても基地

は動かず、辺野古の新基地建設計画はゆっくりだが進んでいます。基地の閉鎖には至っ

ておらず、社会運動の効果の１つである、政策への影響としては、残念ながら成功した

とはいえません。 

 

ですが、人々の態度は大きく変わりました。1990 年代後半は、基地の賛成派、反対派

の争いで、政治家や基地周辺の住民に限られていましたが、最近では、抗議活動に参加

していない人々も基地反対や削減を訴えることが一般の人々の理解、規範となり、大幅

な基地負担の軽減を求めています。沖縄の人々による基地負担の軽減を求める声はより

大きく、明確になっています。 

 
沖縄で 20歳の女性を暴行・殺害した疑いで元海兵隊員で軍属の男が逮捕された事件を受けて、2016年 6月に 

那覇市で開かれた県民大会。被害者を追悼し、沖縄からの海兵隊撤退を求める集会に 6万 5000人（主催者発表）が参加した 

 

──長い間、抗議をしていても変わらない現状に、無力感を覚えたり、「どうせ声を上

げても変わらないから仕方ない」と考えたりする人もいます。 

安倍政権のような、日米同盟を強化し、自衛隊の活動範囲を広げ、憲法を変えようとし

ている人物の下では、なかなか打開策を見つけにくいでしょう。学術的には「政治的機

会構造」といいますが、社会運動を通して政治を変える「窓」が開かないのです。 

 

その意味では、政治的な機会は、「誰が権力者となるか」ということにもかかってきま

す。政権が変わるときは、機会につながります。「窓」が少し開くと、抗議運動に携わる

人々が、政策決定権を持つ政治エリートたちと対話するスペースができます。政治的な

機会が「開く」その時が、社会運動が成功する時なのです。 

 

抗議運動の参加者自身は、政府の人間ではないので、実際の政策を変えることはできま

せん。変化は、法律や政策の決定者たちからおとずれるものであり、それは彼らが「そ

うしなければならない」という十分な社会的圧力、プレッシャーを感じたときに起こる

ものです。 



 

「窓」を開くために必要なことは 

──声を上げても変わらない政権に対して、どのような行動が考えられますか。 

社会運動が政策に対して大きな力を持つためには、抗議の規模と同時に、どのように政

治的な機会を広げることができるか、政治エリートたちへアクセスできるかということ

もポイントです。 

 

それには、フレーミング（社会運動を正当化し、参加を動機付けるような参加者に共有

された状況の定義）がカギになります。沖縄の人々のメッセージをどう枠組みづけるか。 

 

民主的な権利の侵害、環境問題、さまざまなフレームが考えられるし、沖縄の運動は世

界的な運動、グループとも連帯してきました。このフレームと、資源、ネットワークが

重要になります。 

 

戦略的に動くことも大事です。安倍政権や自民党が移設を望んだとしても、米政府が「も

う必要ない」と思うときがその機会です。2011 年には、上院軍事委員会の委員長らが

普天間飛行場の名護市辺野古移設は「非現実的」としていました。マケイン上院議員の

ように、非常に有力な議員がそう言ったときは大変驚きました。 

 

また、米政府の財政難を理由に軍事予算を削減しようというときもあり、そういう時期

にこそ、反基地運動が結集するときだったと考えます。たとえば、トランプ氏が大統領

に就任したときもそうでした。彼は日本や韓国での米軍駐留経費の負担について話し、

日本や韓国がもっと負担しなければ撤退するという可能性について言及していました。 
 

 
名護市辺野古にあるキャンプ・シュワブのゲート前で、抗議活動に参加した海外の若者ら 

 

「おかしい」と声を上げ、次の「行動」へ 



ヤオ准教授の話を聞いて、社会運動のメカニズムが見えた気がしました。そして、

人々が集まって「おかしい」と声を上げた後に、「本当の変化」を実現するための戦略

的な行動が重要なのだということも。 

 

米国で抗議活動やデモに参加した人々の話を聞くと、大規模なマーチで「私たちは変

化を求めている」と発信した後の「行動」を語る人が多くいました。地元選出の議員

に手紙を書いて訴える、中間選挙に向けた女性の候補者をサポートする、活動団体に

寄付をする、など。 

 

自分自身が主体的に動く「次の行動」が米国にはあるからこそ、社会運動がこの国を

形作ってきたのではないかと思います。 

 

翻って、日本はどうでしょうか。「＃MeToo」ムーブメントの兆しも見えてきて、性

差別や政府のやり方、社会問題に「おかしい」という声を上げる動きはここ最近、増

えてきたようです。 

 

一方で、その声に耳を傾けない、もしくは「十分な社会的圧力を感じていない」のが

今の政権なのかもしれません。そこから、「窓」を開いて「変化」につなげるにはどう

すればいいのか。 

 

「自分が立候補するなんて考えていなかった」という女性や若者が次々に政治の世界

に挑戦する米国の動きも参考になるかもしれません。「見て見ぬふり」や「他人事だか

ら」「どうせ変わらない」と思うことをやめて、誰かと話してつながっていくことかも

しれません。 

 

ガンジーはこんな言葉を残しています。 

「あなたが見たいと思う世界の『変化』にあなた自身がなりなさい」 

 

PROFILE 

Text and photographs by Yukiyo Zaha 
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沖縄県知事候補の玉城デニー氏 Photo: Lauren DeCicca / The New York Times 

 

「私の父親はアメリカ人です」 

米軍基地に覆われた日本の南の島、沖縄──公民館の大きなホールで、県知事候補者

の玉城デニーは 500 名以上の支持者を前に、なぜ自分が県知事にふさわしいのかを自

らの家系を用いて説明し、選挙演説を締めくくった。 

 

「私の父親はアメリカ人で母親は沖縄出身です」 

 

58 歳、実際には父親に会ったことのない玉城氏は語った。父親は、彼が生まれる前に

アメリカに帰国した水兵だ。 

 

日本の本州から 650 マイルほど離れた沖縄では、第二次大戦後から存在する米軍基地

は、争いの種になり続けてきた。 

 

沖縄県人は、米軍基地が関係する犯罪や騒音、その他の問題に不安を抱き、日本国内

の実に半数に上る 50000 人の米軍兵士が、なぜ沖縄に駐留しているのかということに

疑問を投げかけてきた。 

 

https://courrier.jp/news/archives/138275/


玉城氏は先月すい臓がんで死去した翁長雄志氏の遺志を引き継ぎ、選挙に立候補して

いる。 

 

彼は、父親がアメリカ人であることは米国政府との交渉の手助けになると主張する。 
 

 
玉城氏の支持者たち Photo:Lauren DeCicca / The New York Times 

 

キャンペーン動画で自らを「戦後の沖縄のシンボル」とした玉城氏だが、世論調査によ

ると、宜野湾市の市長をしていた候補、佐喜真淳と接戦を繰り広げている。 

 

対立候補には東京から強力な応援 

ハイチ系アメリカ人の父と日本人の母親の娘である大坂なおみが全米オープンで優勝

してからちょうど 2 週間後、玉城氏は、異人種間の子として過去に経験した差別につい

て話していた。 
関連記事：大坂なおみが変えたこと “ハーフ”という考え方やめませんか？  

沖縄では、異人種間の子は、アメリカ人兵士と日本人女性の子であることが珍しくな

い。玉城氏は、日本の衆議院議員に選出された初のアメラジアン人（アメリカ人とア

ジア人の間に生まれた子ども）だが、ソーシャルメディア上では彼の出生について、

それを冷やかすようなコメントが見られた。 

 

あるコメンテーターは、ツイッター上で「玉城デニーは、どれだけ頑張って努力して

も所詮は純粋な日本人ではなくて、不完全な“ハーフ”です」と書き込むと、別の人

物も 

 

「デニーは『私は半分アメリカ人だから、米国と話し合いをすることができる』と言

っているけれども、笑わせるな。世界はそこまで楽観的ではない。だってあなたは英

語を話すこともできないじゃないですか！」と書き込んだ。 

 

玉城氏の支持者は、彼がアメリカ人の血を引いていることは資産だと思っていると語

った。「先例のないことですし、彼にできることはあるように思います」と話すのは、

家族と共に、選挙キャンペーン集会に参加した飲料販売業者の営業マンのキワキ・ユ

ウイチだ。 

https://courrier.jp/news/archives/136076/


 

玉城氏の対立候補は東京から強力な応援をもらっている。 

 

安倍氏が率いる自民党は、佐喜真氏の応援のため、小泉純一郎元首相の息子である小

泉進次郎や東京都知事の小池百合子といった強打者を送り込んでいる。そして、自民

党と連立政権を組んでいる公明党もまた、佐喜真氏を支援している。 
関連記事：小泉純一郎が英紙に本音 

この選挙は、トランプ大統領が長期的視点に立った日本との安全保障上の同盟関係を打

ち壊すかもしれないという兆候に対して、安倍首相がこれまで以上に用心しているタイ

ミングで行われる。 

 

日本政府は中国との領土問題がある中で、沖縄の米軍基地が国家の安全保障上、非常に

重要だと考えている。 

 

 
自民党から強力な応援を受ける佐喜真氏 Photo: Lauren DeCicca / The New York Times 

 

「安倍政権にとって青写真の実現のために、沖縄県知事選は勝利しなくてはならない選

挙です。彼らは、日米安全保障条約の履行を安定的で確実なものにしたがっているでし

ょう」と東京の成蹊大学で国際関係論の教授をしている遠藤誠治は語った。 

 

沖縄県人の複雑な思い 

多くの沖縄の住人は、米軍基地が地域経済を活性化させており、地域の５％強以上の収

入に貢献していることを認識している。沖縄県は、日本で一番貧しい県なのだ。 

 

しかし、米軍飛行機の事故や、2016 年に起きた地元女性へのレイプ・殺人といった事

件をはじめとした米軍兵士による凶暴な犯罪に怒りを露わにしてきた。 

 

ただ、歴史の傷を癒してきた高齢者と、日常生活に直結する問題の改善を求める若年の

有権者の間で、世代間の断絶が表面化しつつある。 

 

https://courrier.jp/news/archives/133953/


玉城氏の集会に参加していた海軍基地の周辺でカフェを営む 62 歳のマチダ・ナオミは、

米軍基地の移転拒否が彼女の投票の重要な決め手であると話した。 

 

「沖縄で戦争に関係することは何であれ拒否したい」とマチダは語った。彼女は、何万

人もの人が犠牲になった第二次大戦の沖縄戦での彼女の母の経験を思い出し、「私はこ

の選挙の大切さは言葉に表せない。生きるか死ぬかの問題です」と言った。 

 

しかし、多くの若年層にとっては、米軍基地は、彼らの政治的考えの中心的な議題では

なくなりつつある。 

 

沖縄国際大学政治科学の教授である佐藤学は、「軍事基地は、彼らが生まれたときから

存在しています。米軍兵士やその家族には道中で出会うし、学生がアルバイトしている

ショッピングモールやスーパーマーケット、ファーストフードレストランにもやってき

ます。そのため、米軍の存在に疑問を持つことがないのです」と語る。 
 

 
沖縄国際大学の佐藤学教授 Photo: Lauren DeCicca / The New York Times 

 

同大学法学部の 22 歳のタナハラ・シンは、多くのクラスメイトが米軍基地の今後より

も、自分たちが就職できるのかを心配していると語った。 

 

タナハラが語るには、「米軍基地ばかりに関心が集まりがちだけど、私たちは別の問題

も同様に考えていく必要があります」貧困問題や沖縄への観光旅行者をどう増やすかと

いう議論が、大きな関心事だという彼は、佐喜真氏に投票するつもりだ。 

 

雑貨店店員のアラガキ・ミワコは、新しい基地に反対だったため 4 年前に翁長氏に投票



したし、今回も玉城氏に投票すると語った。 

 

選挙期間中、米軍の役人は「努めて目立たないようにしています」と沖縄の第三海兵隊

の司令官であるエリック・M・スミス中将は明かす。 

 

スミス将軍は、彼のオフィスでのインタビュー中、辺野古周辺の 20 マイルほど南に広

がった海を眺めながら、新基地の場所について東京と交渉するかどうかは沖縄県次第だ

ろうと語った。「これは、日本の政府内部の問題です」 

 

これまでの選挙キャンペーンでは、佐喜真氏は、米軍基地問題について直接語ることは

せず、経済について重点を置いている。火曜日の夜に沖縄県の南端の与那原での選挙イ

ベントでは、宜野湾市長として学校給食の費用や医療費を減らした自分の功績を何度も

主張した。 

 

佐喜真氏を支持し、キャンペーンイベントに参加した建設会社に勤めるオクヒラ・リョ

ウゴ（31）は、玉城氏では米軍基地の将来に時間をとられ、新しいビジネスを沖縄に誘

致できないのではないかということに不安を持っていると話す。彼いわく、 

 

「現実は理想よりももっと重要です」 
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2018.11.9 日本外国特派員協会で記者会見 J-CAST ニュース 

デニー知事、名護市長選で 

フェイクニュースも「敗因」 

「若い人たちの声、じかに聞いた」 
J-CAST ニュース 2018/11/ 9 13:27 

https://www.j-cast.com/2018/11/09343326.html 

沖縄県の玉城デニー知事が 2018 年 11 月 9 日、東京・丸の内の日本外国特派員協会

で会見し、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古沖への移設反対を改めて訴え

た。玉城氏が就任後都内で会見するのは、10 月 31 日の日本記者クラブに続いて 2 回

目。 

日本記者クラブでの会見では、18 年 2 月の名護市長選で辺野古移設反対派の現職市

長が敗れた一因は「フェイクニュース」にあったと主張した玉城氏。今回の会見では、

その理由について詳しく説明した。 

https://www.j-cast.com/2018/11/09343326.html


 
日本外国特派員協会で会見する沖縄県の玉城デニー知事 

 

「市長が球場建て替え工事をしないから、 

日ハムは出て行ってしまったんだ」 
   名護市長選では、辺野古移設反対を訴えていた無所属現職の稲嶺進氏（73）＝民進、

共産、自由、社民、沖縄社大推薦、立民支持＝が、無所属新人で元市議の渡具知武豊氏

（57）＝自民、公明、維新推薦＝に敗れている。玉城氏は日本記者クラブの会見で、結

果について、 

「いわゆるフェイクニュースによってゆがめられた情報で投票先を間違えてしまった

方々もいたのではないかという結果になりましたが...」 

と主張していた。 

   今回の会見で玉城氏がフェイクニュースの「代表的なもの」として挙げたのが、日

本ハムファイターズのキャンプをめぐる問題だ。 

   日本ハムは 1978 年、投手陣のみで名護市での春季キャンプをスタート。81 年から

野手陣も加わって 1 軍キャンプ地として使用してきた。拠点の名護市営球場は老朽化が

進み、改修工事が進んでいる。 

 

前市長本人からも経緯を確認した 
   玉城氏によると、改修工事期間中は別の場所でキャンプを行うものの、工事が完了

次第名護市に戻ってキャンプを行うことを球団と市が約束していたが、 

「選挙戦で稲嶺名護市長ではない反対側を応援している側からは、『市長が球場建て替

え工事をしないから、日ハムは出て行ってしまったんだ』という『フェイクニュース』

が流れた」 

と説明。その結果、「フェイクニュース」が若者の投票行動に影響したとの見方を示し

た。 

「そういう情報でゆがめられて、間違った情報で、『えっ？市長が日本ハム追い出しち



ゃったの？』って言って相手候補に投票したという若い人たちの声を、私はじかに聞き

ました」 

   「フェイクニュース」だと判断した根拠については、 

「稲嶺進市長本人から、その経緯、日本ハムファイターズと名護市との話し合いはこう

なっていたんだよ、というのを確認したからです」 

と説明した。 

（J-CAST ニュース編集部 工藤博司） 

 

2018.11.9 動画抜粋 日本外国特派員協会で記者会見 

デニー知事、フェイクニュースも「敗因」 

「若い人たちの声、じかに聞いた」名護市長選で 
https://www.youtube.com/watch?v=4ptQKDSdwU4  1 分 26 秒 

J-CAST チャンネル 

2018/11/09 に公開 

沖縄県の玉城デニー知事が 2018 年 11 月 9 日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で

会見し、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古沖への移設反対を改めて訴えた。

玉城氏が就任後都内で会見するのは、10 月 31 日の日本記者クラブに続いて 2 回目。 

日本記者クラブでの会見では、18 年 2 月の名護市長選で辺野古移設反対派の現職市長

が敗れた一因は「フェイクニュース」にあったと主張した玉城氏。今回の会見では、そ

の理由について詳しく説明した。 

 

 

 

 

2018.11.9 日本外国特派員協会記者会見 

玉城氏、外国特派員協会で会見 

辺野古移設反対を重ねて強調 
東京新聞 2018 年 11 月 9 日 13 時 19 分 

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018110901001573.html 

 沖縄県の玉城デニー知事は９日、日本外国特派員協会で記者会見し、米軍普天間飛行

場（宜野湾市）の名護市辺野古移設について「（基地を）減らす方向で議論するならとも

かく、機能を強化して辺野古に新基地を造るのは認められることではない」と述べ、反

対する考えを重ねて強調した。 

 沖縄の基地負担の現状に関し「日米安全保障体制は、国民全員で負担する必要がある。

草の根や市民レベルで理解を広げていこうと思っている」と述べた。同時に「日米安保

体制を認める立場だ。沖縄の全基地の即時撤去を求めているわけではない」とも語った。 

 玉城氏は１１日に訪米し、米政府関係者らに移設反対を訴える。（共同） 

https://www.youtube.com/watch?v=4ptQKDSdwU4
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018110901001573.html


 
記者会見する玉城デニー沖縄県知事 

＝９日午前、東京・丸の内の日本外国特派員協会 

 

2018.11.9 フル動画 日本外国特派員協会記者会見 

玉城デニー沖縄知事が 

外国特派員協会で会見（2018 年 11 月 9 日） 

https://www.youtube.com/watch?v=QoxBpEC0sgw  1 時間 02 分 42 秒 

THE PAGE（ザ・ページ） 

2018/11/09 にライブ配信 

玉城デニー沖縄知事が、9 日午前 11 時から東京の外国特派員協会で記者会見を行う。 

■THE PAGE（ザ・ページ）気になるニュースをわかりやすく https://yahoo.jp/g2tIKq 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QoxBpEC0sgw
https://yahoo.jp/g2tIKq

