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これだ け犯 罪が多 いと、 自衛も 必要 で ある。
また、 仲の 良い友 達が襲 われ ている の を、見て 見ぬ ふりを するの も、
よろしく な い 。
だが、 その 仲の良 い友達 が、 弱者ど こ ろか、襲 って くる奴 よりも 、は
るかに強 者だ ったら 、おそ らく余 計な お 世話であ る。
かえっ て足 手まと いにな る可能 性も あ る。
集団的 自衛 権の問 題で、 政治家 は忙 し い。
世間を 無視 してい るから 、余計 に慌 た だしい。
個別的 自衛 権は認 められ てい るのだ か ら、それ で充 分だと 思われ るも
のだが 、
（ 軍事予 算の 一部を 日本に 委ねた がってい る）アメ リカに うるさ
く云われ てい るから 、強引 に「容 認」 を 進めるし かな い。
自民党 はア メリカ のゴキ ゲン を損ね た くないか ら、 無闇に 頑張っ てい
るが、公 明党 も 自民 党のゴ キゲ ンを損 ね たくない から 、無闇 に頑張 って
いる。
野党も 万一 政権を とった ら、 結局ア メ リカのゴ キゲ ンをと らない とい
けない腹 があ るから 、無鉄 砲に反 対も で きない。
アメリ カは 「滅法 強い友 達」 だから 、 助っ人な んか 要らな いだろ うと
思われが ちだ が、いくら 強くと も 、
「 防波 堤」とか「斥候 」とか「レー ダ
ー」とか 「ス パイ」 とか、 いざ という と きには 、「 人質」 とか「 生け贄 」
とか「 捨て駒 」が 、
（ 余分な リス クを犯 さ ないため に）作戦上 必要と なる
のだ。
因みに ネッ トで調 べてみ ると 、集団 的 自衛権は こん な風に 解説さ れて
いる。
【 集団的 自衛 権（ right of collective self-defense）とは 、他の 国家が 武
力攻撃を 受け た場合 に、直 接に 攻撃を 受 けていな い第 三国が 協力し て共
同で防衛 を行 う国際 法上の 権利 である と 、日本国 内の 一部の 法学者 や多
くの政治 家ら が主張 してい る権 利であ る 。その本 質は 、直接 に攻撃 を受
けている 他国 を援助 し、こ れと 共同で 武 力攻撃に 対処 すると いうと ころ
にある。 なお 、第三 国が集 団的 自衛権 を 行使する には 、宣戦 布告を 行い

中立国の 地位 を捨て る必要 があ り、宣 戦 布告を行 わな いまま 集団的 自衛
権を行使 する ことは 、戦時 国際法 上の 中 立義務違 反と なる】
【集団的 自衛 権とは 、自国 が攻 撃を受 け ていなく ても 自国と 同盟を 結ん
でいる国 が攻 撃を受 けた場 合に、同 盟国 と共に又 は､同盟 国に代 わって 反
撃する権 利を 指しま す。こ の権 利は、 国 際法上認 めら れてい ますが 、日
本国憲法 上そ の行使 が認め られ ていま せ ん。但し 、集 団的自 衛権は 国際
法上、全 ての 国が保 有する 権利 ですの で 日本も保 有し ていま す。個 別的
自衛権と は、 自国が 攻撃を 受け た場合 に 反撃する 権利 を指し ます。 この
権利は、 日本 国憲法･国 際法上 認めら れ ています 】
問題は 、
「一部 の法 学者や 多くの 政治家 らが主張 して い る 」と云 うとこ
ろで、国 民は ちっと も主張 してい ない と ころであ る。
それと 「第 三国が 集団的 自衛 権を行 使 するには 、宣 戦布告 を行い 中立
国の地位 を捨 てる必 要があ る」と 云う 部 分である 。
宣戦布 告な んか「 日本国 憲法 」にふ れ るから、 いく つかの 「歯止 め」
をすると 政府 は云っ ている が、
「歯 止め 」がある集 団的 自衛権 なんか ない
のだから 、日 本は「 集団的 自衛権 」と 称 する必要 はな いのだ 。
それが どう しても そう称 した い裏に は 、別の魂 胆が ある、 としか 云う
他はない 。
また政 府は 「日本 の安全 、安 心、生 命 、財産を 守る ため集 団的自 衛権
が必要 」と主 張して いるけ れど も、
「集団 的自衛権 」を 行使し た結果 、テ
ロにやら れる 確立が 、無限 大に高 まる こ とを想定 して いない のか。
だとし たら 、ひど い想像 力の欠 如だ 。
仮に「協力 国」が「最 強国」ではな く 、
「最弱 国」で あった なら 、政府
は集団的 自衛 権なぞ 画策す るであ ろう か 。
もしそ れで もやる なら、 サム ライの 魂 を持つ国 とし て、世 界に賞 賛さ
れたかも しれ ないが 、要す るに 、長い も のには巻 かれ ろ式の 情けな さで
は、（ 表向き はど うあれ ）世界 に侮辱 さ れるのが オチ だ。
最後に アメ リカの 或る作 家の言 葉を も じる。
【神様は 権力 という もの を 軽蔑 してい ら っしゃる から 、ろく でもな い奴
にしかお 与え になら ない】

