
高江 SLApP訴訟不 当判決 へ の抗議声 明

高江 SLAPP訴訟―審の不当な判決に対し、強く抗議する。

第一に この裁判はSMPP訴訟として徹底的に批判されなければならない。

国という人格のない象徴的で強大な権力に、ひとりひとりの住民が個人として対峙 させられた。この裁判のために当事

者たちが経済的にも精神的にも重大な人権侵害のllk態 に追い.ntめ られたことは、当初から多くの論者によつて厳しくFr ll

されてきた。日本にお|す る桐喝J.7(SLAPP:Sl● leOに La、vsulAOanst PuЫ c Partdpalon 政治参加する市民を桐喝する

目的で戦略的に法延を用いるrL訴)の先鞭的事例 として 充分に論議を扱み尽くすことが求められていたはずである。

本訴に先立つ仮処分中立から一貫して、法廷で同側が提出した大量の証拠の大半は全く無用のものであった。いやむし

ろ、高江住民と支援者の抗謝 〒動が非暴力直腐 〒動の信念に貫力

'■

た市民としての正義を行つてきた事実を示す記録その

ものであったと言つてよい。国柳l珊訴を求めてではなく、手段として裁判を用いたことは明らかであつた。

すなわちこの裁判は不当判決以前に、イマ当訴訟なのであり、裁判所は審理に入るのでなく未然に、日1座に請求を棄却す

べきであった。それが弾圧を目的として悪用される提訴に対処する唯―の方法であつたはずである。それにも拘わらず裁

申,1ま、訴訟指揮に拘泥し住民を振 り回し続けた。これは人権を保護すべき法廷による重大な過失ではない力、 裁判所そ

のものが共犯的に人権侵害に与したと言わねばならない。

その上 判決では「坊害予防請求は手段にすぎないと言うべきで 請求の内容から直ちに被告らの主張する桐喝日的がう

かがわれるものではな0」 と述べ、手段としての SLAPPを容認し、国に対峙する住民のお力,した社会的立場を一顧だに

せず、議論を深める機会を逸したのである。

第二に、この判決は表現の自由に対する深刻な侵害として批γlさ れなければならない。

当事者たちの抗議行動が「純然たる表現活動の範疇を超えているJと の文言は、極めて表層的で開じられた法廷的解釈

IImに過ぎない.そもそも表現活動とは何なの力ヽ こついて人間的で社会的な理解がみじんも感じられない。本法廷が、「純然

たる表卵 舌動Jを どのように定義し、その範疇とはどのように調l限 さねイ尋るもので、なぜ当事者たちの抗議行動はその「範

疇を超えたJと言えるの力、 こうした基本的な説明不在のまま、表現活動の可否を裁判所が判定に及んだことは rr■‐の

基本的人権の侵害にもつながる非常に姐険な判決であると言えよう。

第二に、この判決が当事者となつた二人について判断を分けたことは、社会運動に対する驚くべき無理解として指弾さ

れなければならない。

抗議する社会運動とは、思いを寄きる人びとの協動によって即興的に織 りなされる豊かで自」造的な人間のイテ為である.

それを、F15定 された瞬間に切り縮め、個人によつて切り分けて責任追及することが、果たして可能なのだろう力、 また、

翻動する人びとを11決で差別化することは、社会運動がもつとも大切に守 り育てている協働そのものに汁する攻撃である。

分断によつて運動を解体させようとするのは権力の常套手段であるが、それを裁判所が発動 したことに他ならな0、 果た

して裁判所は自らがそのような地平に立って裁断に及んでしまつたことをIIA・ しているだろう力、

第四に、統治行為論について 裁判所は介入すると見せてlE面から議論することなく回避 した。

再三にわたつて対話を促そうとした酒井良介裁判長の発言はいつたい何だつたのかと、今となつてはその真意を疑うほ

かない。司法の判LIIには剛染まない、政治によつて解決すべきとの言及は、日米安保と憲法 9条との矛盾について長く法

廷.I‐ 争をタブーとしてきた「統治行為論Jへの逆説的な介入を期待させたのではなかつため、

しかし判決では、「木件訴えは、SACO最終報告に基づく北部副練場の返還により影響を受ける地域住民とのF.3の法律

幽系に関する紛争にとどまるものではなく 日米安保条約に基づき、特に沖縄県内に米軍の基地およ慟 缶設等が多数存在

しているという勢伏を背景とするものであつて、青I法権の行使によつて本件の紛争やその背景にある社会的実体のI・ 4的

解決を図ることができる性質のものとは考え難いがJと 非常に難解でF・lり くどい言い回しによる二重の留保が その敗

残の形見としてわず力ヽ こ垣間見えるに過ぎない。

ここまで言い及びながら、しかし法廷が 果敢に新しい司l_IF断を拓くことは、つ0ヽこなかつた。いっぱうで、国に対

話を求めた裁判長の姿勢は、たとえ二権分立が需1度 として成熱しているとは言い難い日本にあつてや,政治による解決に、

果たして司法が介入する余地があるのかという疑「・|も残した。権限¢)ない領分についての発言は 高潔な動機によるもの

であると信 しられ尊敬に値するが、従に,1待を抱わせ ただけに結果として酷薄であつたと言わざるを得ない.

ところで第五に、この裁判は、この国における「受忍Jと いう言葉の装置を暴露するに及んだ。

合理性のない軍事基地施設の建設に反対しiE当 に非暴力で抗議するt民の行為を司法のrlに力ヽ すた今回の判決で、被告



の行為による不利ttは原告、すなわち国が「受忍すべき限度を超えるJと 翫罪 した。驚き呆れるではない力、

沖縄はこれまで 65年以 Lに及ぶ 「受忍Jを強いられてきた場所である.日 米関係の峡間で「例外状態Jを強いられ

権利を,1年されてきた場所である。「受忍Jと は同策に対して特定地域の住民は受思せよとの文脈で濫用され、この国の放

射能政策と日米安保政策を偏在的に押 しつけられた地域が砂を噛む思いで体験してきた言葉である、 ところが国について

は その受忍の間値はかくも低く設定され、裁判所がこれにお暴「1き を与kたのである。

第六に、この裁判と判決は、沖縄において日本という民主主義の制度が形骸化していることを、これ以上なt,ま ど明ら

力ヽ こ決定づけるものとなった。

法廷には「クリーンハンズの卿 ■ と呼ばれる信義即レせある。法の保護を求める者はます自らが法を遵守する者である

ことが当然求められている。夜明け咸|こ住民の目を盗んで高江の現場に重機を達び込み、不備だらけの辺野古の環境アセ

スメント評価書入り段ボールinを 県庁に運び込む夜盗を特技とする沖縄防衛局は、その汚い手で、法廷の庇護を掠め盗っ

たのであり、那覇地裁の+1決はこオしを追認したのである.

施政権返還に因t気々の密約の露見、 レイブ・ .Iで表面化した自市の支配欲望と自己決定する沖縄への憎悪、辺野古の

環境アセスメントをめぐる帰趨、9て0合意の背後で隠蔽された日米軍事同盟強化の野望 選挙による政権交代や滋判に

よるも怯闘争の幾多を積み ||ザても 沖縄の民意はねじ山げられ黙殺され踏みにじられ続 |サてきた。沖縄において市1度 と

しての民■■義は機能不全を起こしている。この法延はその機能不全の事例として、またひとつ歴史に記録されたという

ことな

民主主義が、予め出来 にがつた形で存在したことは力つ てな|、 民主主義とは あまねく人びとがその実現を希求し市

民としての権利を要求することによつてのみ濠 _さ れてきたものである。すなわち、抵抗することこそは、市民であるこ

との表明に他ならない。

わたしたちはみなすべての「安次嶺現ヨ であり「倒生真次Jである.

わたしたちはみな世界のあらゆる場所における「高江住民Jである。

昨日の私たちの友が、不当に法廷に引き出されたのであり 明日の私たち自身が 不実なる判決を下されたのである。

すべて抵抗する私たちは 自分の身に起こつたこととして、この判決を受けとめ、歴史的経験と想像力と豊かなジンブ

ンを手段として抗議 しなければならない。

2042年 3月 14日 合意してないプロジェクト
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