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※集会～地裁敷地に入るまでは，
幟を掲げ，原告団の方は，ゼッ
ケンをつけますが，裁判所門前
で，これを外します。ご協力く
ださい。

―本日の予定―
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　本日は，地裁段階最後の法廷です。
　立川地裁での審理は，今日が最後で，次回開かれる際
は，「判決」言い渡しとなります。
　この訴訟は 2012 年 12 月 12 日に提訴，2013 年 3
月 27 日に第 1 回弁論開始後，今日で 29 回目の法廷と
なります。この間，当方の主張に対し，被告国側の反論，
それに対する当方からの反論，現地検証，原告本人尋問
と，法廷は続いてきました。裁判となると，主として弁
護団の皆さんの働きによるものが大ですが，多くの支援
者の皆さんにも支えられての裁判だったとも言えます。
また，原告の皆さんも被害立証などにご協力いただきま
した。皆さんに感謝いたします。
　一方，この間，横田基地の位置づけは大きく変わり，
輸送機の中継基地・第五空軍司令部や在日米軍司令部が
存在しているだけの基地ではなくなってきています。
　6 月 23 日に再飛来した CV-22 オスプレイ 5 機は，7
月 16 日には東富士での訓練に参加していますが，4 月
3 日に発表された「今夏の正式配備」は，現在，毎日の
ように基地周辺を飛び回ったり，岩国基地へ往復したり
することで，実態として実行されています。
　さらにパラシュート降下訓練の実施，大量の戦闘機部
隊の飛来，様々な場面で周辺住民の生活を妨害する深夜・
早朝の大音量での飛行（6/12 の米韓首脳会談前後約 10
日間），自衛隊機の無統制の飛行（横田基地でタッチア
ンドゴーやローパス，旋回訓練を行うなど），米軍だけ
でなく自衛隊までもが，横田基地とその周辺では何をや
っても許されるという認識での運用をしています。　
　さて，今日の法廷では，原告 3 名による意見陳述，
全国基地爆音訴訟弁護団連絡会の他基地にかかわる弁護
士より応援弁論，当方弁護団から色々な内容についての
弁論，という大きな流れで裁判が進行します。

第９次横田基地公害訴訟
第29回法廷＝地裁・最終弁論

　（以下は，弁護団・馬場先生より原稿をいただきました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　平成 24 年 12 月 12 日に提訴し，5 年半程の審理を経て，
本日，平成 30 年 7 月 19 日に地方裁判所立川支部での
審理を終結することとなりました。
　終結にあたり，弁護団からは最終準備書面を提出し（書
面に記載した項目は下記のとおりです），法廷ではその
要旨を陳述します（要旨は別紙のとおりです）。
　横田基地においては，これまでも繰り返し訴訟がなさ
れてきていますが，本件訴訟を提訴した平成 24 年 3 月
には航空自衛隊航空総隊司令部の移転が完了し，訴訟係
属中の平成 27 年 5 月にはオスプレイが横田基地に配備

（2ページに続く）
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法廷での注意：地裁・最後の法廷です。裁判官の心証
を悪くする行為はお控えください。拍手や掛け声など
は我慢してください。また，携帯電話はマナーモード
にするか電源を切るなどしてください。

事前集会の場所
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されることが発表され，終結間際の今年 4 月にはオス
プレイ 5 機が飛来し，頻繁に訓練がなされるなど，横
田基地は，その基地機能が強化されこそすれ，その騒
音問題を含む様々な問題の解決には動いていないのが
現状です。
　これまでも繰り返し判決で違法とされてきた状態が
全く改善されないどころか悪化している現状において，
また，他の基地訴訟の判決においても騒音による健康
への影響等が重視されるようになってきている現状に
おいて，最後の砦たる司法に根本的・抜本的な解決を
図る判決を訴え，本日，東京地方裁判所立川支部での
審理自体は終結する次第です（判決の日程は未定です）。

記
【第１章　前提事実と横田基地訴訟の経緯】
第１　本件訴訟について
第２　前提となる事実
第３　横田基地訴訟の経過
【第２章　横田基地周辺における侵害行為】
第１　はじめに
第２　航空機騒音の評価方法について
第３　橫田基地における飛行・騒音実態
第４　低周波音による侵害
第５　オスプレイによる侵害
第６　米軍機が排出する有害物質による権利侵害

第７　横田基地の存在及び運用による事件・事故及び
　　　その危険の存在

【第３章　横田基地周辺における被害の実態】
第１　被害総論
第２　身体的被害・健康被害
第３　生活妨害
第４　その他精神・心理への侵害
【第４章　違法性】
第１　被侵害被害利益の重大性
第２　侵害行為の悪質性と横田基地の反公共性
【第５章　差止請求】
第１　自衛隊機の飛行差止めについて
第２　米軍機の飛行差止めについて

【第６章　損害賠償請求】
第１　法律上の根拠
第２　共通被害に基づく慰謝料請求
第３　受忍限度を超える被害があり違法性が認められ
　　　ること
第４　損害額
第５　将来の損害賠償請求
第６　危険への接近の法理に関する被告の主張と裁判
　　　例の動向
第７　被告の防音工事助成について
【第７章　最後に】

原告本人による意見陳述
　原告本人による意見陳述は 3名の方を代表としました。トップバッターは青山由美子さんで，主に，子育ての
苦労や病人を抱えての生活の大変さについて陳述します。次は，浅井陽介さんで，主に，防音工事のいい加減さ，
効果の薄いことを陳述します。最後は，原告団・団長の福本道夫さんが全体をまとめる形で陳述します。この間
の横田基地の状況，全国の基地訴訟の流れなど，裁判所に踏み込んだ判決を書いてほしいと訴えます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

1. 青山由美子さんの意見陳述

　2004 年、私は結婚を期に昭島市緑町のアパートで生
活をしていました。2009 年 2 月に子の出産を控え、家
族で居住できる現在の住居に転居しました。私はあき
る野市という自然豊かな地域で生まれ育ち、幼い頃は
よくホタルやトンボ、カエルやセミを捕って遊んでい
ました。野鳥も多く四季折々の花や鳥のさえずり、虫
の鳴き声がたくさん感じられる、本当に静かな集落で
した。勿論道路を走るバスや車の音はありましたが、「う
るさい」と感じるような事はありませんでした。
　このような環境での生活が当たり前に育った私は、
これからの家族生活も緑が多く、公園や自然があり、
快適な生活環境を考慮してこの地を選びました。選ん
でいるときは横田基地の騒音問題は全く説明もなく、
生活をして初めて知ることとなりました。
　そして暮らし始めて時が経つ中で、騒音がこんなに

も生活に密接した被害であり、大きな影響を及ぼすも
のであると、みえにくくともその被害を徐々に実感し
てきたのです。その音は家族の日常の会話を容赦なく
さえぎり、時には耳をふさがざるを得ないこともあり
ます。戦闘機のような早い飛行機は音がし始めたなと
思うと耳をふさぐまもなくものすごい音と振動で身体
がふるえることがありました。
　子供が生まれ少し経つころ、夏の暑い日には窓を開
け、心地よい風を感じながら子供と一緒にお昼寝をし
ようとウトウトしていると、地響きをたてながら続い
て何台もの戦闘機が飛んでいきました。その音はあま
りにも大きく、寝ている子供もその大きな音で起こさ
れ、泣き出し、私も突然の騒音に心臓がどきどきして
そこからは眠れなくなってしまいました。そのような
状況は日常茶飯事とまでならずとも頻度は多く、家族
の団欒や憩いのひとときを害する脅威に感じてきまし
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た。そのような騒音で起こされた娘は、十分な睡眠が
とれなかったため、夕方頃にひどくぐずったり、リズ
ムがくずされることで身体的にも精神的にも悩まされ
ることもありました。
　子供が成長し、現在、拝島第 2 小学校に通うように
なりました。飛行機の騒音は登下校中の楽しい友達と
の会話をも阻害し、また授業においては先生の言葉が
聞こえなくなると言います。授業への悪影響は計り知
れません。校庭での授業（体育や休み時間など）にお
いては会話をさえぎるような騒音はもちろん、飛行機
から排出される排気ガスが脅かす健康被害も危惧して
います。学校では、飛行機が通過するときには先生は
必ず上空からの落下物がないかを確認するそうです。
近くの羽村市では訓練中のパラシュート落下事故があ
りました。特にわが子の通う拝島第 2 小学校は、学校
の真上をかなりの近距離で飛行しているのです、その
ことを知ったとき、もし、自分の子の頭上になんらか
の落下物が落ちてきたらと、想像するだけでも震える
思いでおります。小学校というのは、子供の身体と精
神がいちじるしく成長する大切な時期であり、非常に
多感な時期です。授業が騒音で阻害されることは日々
知らず知らずのうちに集中力を低下させる原因になり
かねないと考えます。アメリカでは学校や病院の上は
飛行訓練ができない定めがあるとききます、それは飛
行機の騒音が子供の成長を妨げる要因であり、病院に
おいては、病に伏している患者に悪影響であると示し
ていることになります。
　子供にとっては毎日の学校生活で騒音を感じ、家に
帰ってもその騒音が続くことになります。これは騒音
はあって当たり前と認識してしまうという精神的に大
変な被害であると実感しています。子供は、幼少期に
は強く感じていた恐怖感も今は、飛行機音にうるさい
と感じつつも日常の当たり前のことと認識し始めてい
ること自体に怖さを感じています。私の場合は幼い頃
このような環境にはなく大人になってこの被害を受け
ることで当たり前と感じるより未だに慣れることなど
なく、不快感と恐怖感が勝っています。これは子供の
成長過程で幾度となく騒音を感じさせられていること
でいつのまにか常識的に受け入れられるようになって
しまっているものだと感じます。

　また、飛行時間には制限が設けられ、夜 10 時をすぎ
ては飛行してはならない約束があるにも関わらず、ど
この家庭でも子を寝かしつけている夜 9 時をすぎても、
飛行機は普通に大きな音をたて飛んでいきます。「今日
も夜遅いのに飛んでいるね」と子供と話をすることが
よくあります。やっと眠りについた子が夜中に騒音で
起こされてしまうこともしばしばあります。寝不足で
学校にいくことにも親としては大きな不安となってい
ます。子育て中の親としては夜８時すぎには飛行しな
いことを望みます。
　夫のことについて触れさせていただきます。私の夫
は 2012 年 9 月に脳出血で入院し 2014 年 1 月に退院、
現在は自宅からリハビリ通院や職業訓練に週 3 回はで
かけています。週 2 回は自宅でリハビリをしています。
夫は子供が好きで、念願の保育士の職業につき国分寺
市立の保育園で働いていました。突然の病で障害者と
なり免職しました。昭島で生まれ育った夫は幼少期に
は騒音に驚き母親に抱きついて泣いていたそうです。
成長するにつれ馴らされてしまったと言っていました
が騒音にはとても敏感です。特に退院後は家にいる時
間が多く深夜、早朝はもちろんですが、昼間帯も騒音
に悩まされています。パソコン操作時や音楽リハビリ
のときは集中できないなど騒音に対する不安・イライ
ラ感が高まっています。航空機騒音に加え、基地内で
の大音響は西武拝島ハイツの各棟に響き、近くで墜落
でもしたのではないかと不安がっています。米軍機の
墜落事故や緊急着陸、部品の落下事故のニュースなど
から最近は特に不安がっています。車椅子でのリハビ
リ通院や訓練は健常者より心身に負担が多く、夜、ぐっ
すり寝ているときに突然の騒音に起こされると眠れな
くなり、それはとてもつらいことです。翌日は寝不足
でリハビリに集中できずストレスが相当溜まっている
と感じています。夫にとっては昼間だけでも十分大変
です、せめて夜の時間や早朝の睡眠時の離発着や訓練
は絶対にやめてほしいです。
　このような被害はこの地域に住み、暮らしてみなけ
ればわからないことです。目には見えにくい被害であ
り長きにわたりこのような環境下で暮らしてみなけれ
ば実態を把握しにくいことだからこそ、住民がこのよ
うに訴えかけているこの思いを受け止めていただき、

青山さん居住のマンション屋上より横田基地の眺望
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この横田基地の騒音問題は被害がこれ以上拡大する前
になくしていくことを強く求めます。未来ある子の成
長に関わり夫のような病で苦しんでいる方や高齢者に
とっては特にこの問題はとても重要なことになります、
どうか未来のために必要な決断を強く強く望み、私の
訴えとさせていただきます。

２．浅井陽介さんの意見陳述

　私は、昭和２４年１歳のときに現住所（当時は北多
摩郡拝島村でした）に両親と２人の姉の５人で住まい
を構え、昭和４６年に結婚するまで生活していました。
結婚後、一旦は三鷹市に転居しましたが、昭和５１年
１２月に、高齢で病弱だった両親と同居するために実
家を改築して戻ることになり、以後ずっと現住所で生
活をしています。現在は妻と子供２人の４人で生活を
しています。
　平成２５年の１月末まで、新宿区にある会社に勤務
していましたが、定年退職し現在は週に３、４日ほど
昭島市のシルバーセンターの会員としてＪＲ中神駅近
くの自転車駐輪場で働いています。
　私は、幼いころから基地の近くに住んでおり、数年
間当地を離れていた時期以外は約６５年間、横田基地
の騒音にずっとさらされ続けてきました。飛行機の離
発着や通過音はすさまじく耳をふさがなくてはいられ
ない大きさです。自宅が基地の南側にあるため、冬場
は早朝からエンジンテストの騒音が鳴り響き、また飛
行は不定期で日本の祝日や生活とは全く関係なく、睡
眠が妨げられることもたびたびです。離着陸のときに
は自宅の真上近くを飛ぶため恐怖を感じます。現役で
働いている頃は新宿まで電車通勤をしており、自宅か
ら西武拝島駅まで徒歩で通っていましたが、頭上を飛
ぶ飛行機に遭遇すると、その騒音で近づいてくる自動
車の音が全く聞こえず、交通事故にあう危険を身近に
感じ、とても怖かったです。
　飛行コースも最近は基地周辺上空を旋回している様
子をよく見かけます。また近年オスプレイの発着が頻
繁にみられます。重低音の体に響くような独特のプロ
ペラ音のオスプレイは、これまでと違う騒音と、墜落
の危険性と相まって、横田基地に配備される不安がま
すます高まります。
　私は、高血圧症で十数年以上も治療中です。原因の
一つに夜間騒音による睡眠障害やストレスも大きな原
因だと思います。現在やっている仕事は早朝の勤務も
あり朝４時ごろには起きるため、前夜９時、１０時に
は床に入るようにしていますが、夜中に飛行機が飛ぶ
と目が覚めてしまい、一度目が覚めるとなかなか寝ら
れず辛い思いをしています。
　横田基地の飛行機の騒音は、毎日の生活に様々な被
害を及ぼしています。騒音によって互いの声が聞き取
れず会話が中断され、家族のだんらんも阻害されます。

テレビを見ていてもいいところで飛行機の騒音で何も
聞こえなくなり、とてもイライラします。また、電話
をしていても、飛行機が飛ぶと電話での会話も中断さ
れてしまいます。また、飛行機の騒音による振動によっ
て、自宅が揺れるという被害を受けています。振動に
よって、早朝に起こされたこともあります。
　私の家は、昭和５４年に寝室２部屋の防音工事を行
いました。しかし、大きな音はあまり減音されません
でした。当時幼かった子供たちを寝かしつける時、防
音工事をした寝室の中でさえ飛行機の騒音に耳をふさ
いでやったことも度々でした。また、常に部屋を閉め
切って生活することはできませんのであまり工事の効
果を感じることはありませんでした。今は、工事から
何十年も経ってしまっていて防音サッシ窓と柱の間の
隙間も大きくなり外からの音が軽減されている感覚は
全くありません。
　最初の空調機の工事の際、換気扇の取り付けが悪く、
大雨が降った夜間、換気扇と壁の間から雨水（あまみず）
漏れが起き、自らずぶ濡れになりながら応急処置をし
た記憶があります。その周りの壁と柱はいまだに雨漏
れの染み跡がハッキリ残っています。更に天井の工事
では、防音材に木目プリントを貼った天井板が暖房を
つけると剥がれ落ちてきてしまい、仕方なく釘で板を
打ち付け落ちてこないようにしてある状態になってお
り、防音工事によって逆に家の状態が悪くなってしま
いました。
これらの状態は、昨年９月１５日に行われた今回の裁
判の現場検証の際、裁判長はじめ関係者の皆様に見て
いただきご確認いただいた通りです。更に防音工事の
申請から認可工事まで、時間がかかり過ぎるのも問題
です。空調機が壊れてしまい取り換えの申請をしたと
ころ２年もかかりました。当時、高齢の母が寝たきり
で自宅介護の状態でしたので、早く取り換えて少しで
も良い環境で暮らしてもらいたかったのですが、結局
間に合いませんでした。
防音工事を過大評価するのは間違っていると思われま
す。完璧な防音工事をしたとしても、私たちの生活は
その部屋の中だけで暮らしているわけではありません。
ましてや拙宅での工事で見られるように不完全な工事
や、年数が経てば経つほどサッシ、建具等のゆがみ等
が現れることで防音効果がなくなってきています。先
ほど述べた現地調査の前に、拙宅の防音工事施工済み
の部屋と、隣り合った施工していない部屋で原告団の
方が独自に騒音測定をした際、防音効果に違いは見ら
れませんでした。それは、私の体感と同じ結果でした。
　前回の裁判の賠償金についての判決で、防音工事を
施工した部屋数で賠償金が減額されましたが、これだ
け劣化し役に立っていない防音工事であるにもかかわ
らず、防音効果を認める結果の判決には到底納得いき
ませんでした。
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　私は、これまで２回騒音差し止めの裁判に参加して
きました。小さい頃からひっきりなしに上空を飛ぶ飛
行機の騒音被害を受け、昭和４０年代のベトナム戦争
当時はジェット戦闘機が頻繁に頭上を飛び交うなど恐
ろしい思いをしていました。昭和５１年に自宅に戻っ
て来てからは、何十年も経っているのだから、今後少
しは騒音被害等も少なくなるだろうという淡い期待を
もってこれまで生活をしてきましたが、時間が経過し
ても、何度裁判を経ても結局騒音被害は何ら改善され
ていません。半世紀以上、米軍基地による騒音被害で
悩まされている現状はまさに異常と思われます。
　自宅周辺の美堀町では、昭和４２年頃、基地の拡張
と当時制定された法律により、昭和飛行機株式会社の
社宅を中心とした集団移転が行われ、その周辺の住宅・
商店街も移転が続き町の崩壊とともにたくさんの同級
生たちとも離れ離れになってしまい寂しい思いをしま
した。
　これまでの裁判では、騒音被害について過去の被害
は認めているものの、将来分の被害の賠償は認めてい
ません。判決が出た翌日から騒音が無くなるならとも
かく、差し止めを認めない以上飛行は継続し次の日か
ら騒音が発生することが明確であるにもかかわらず、
その被害が認められないのは理解できません。
　また賠償の認定だけでなく、夜間飛行の差し止めと
学校住宅等の上空での訓練飛行等は何としても止めさ
せてください。私共は、私も息子も拝島第２小学校に
通っていました。現在近所に住む孫も拝島第２小学校
に通っています。飛行機は校舎の中や校庭で、学び遊
んでいる子供たちの真上を飛んでいるのです。幸いに
もこの小学校での事故は今までありませんが、いろい
ろな所で落下物等の事故が発生したり、とかく問題の
多いオスプレイが飛び交い配備されると話を聞きます
と恐怖感が増大します。この国の未来を担う子ども達
を危険にさらすような学校の上空での飛行や訓練は絶
対に差し止めてください。
　最後に、裁判所には１日も早く、静かな夜と安全な
住環境を取り戻せるような判断を示していただけるよ
う心からお願いをいたします。

３．福本道夫さんの意見陳述

１．横田基地の主な出来事（2018 年 2月以降）
　私は、本年 2 月 15 日にこの間の横田基地の状況や変
化について追加陳述書を提出いたしましたが、その後
に以下の通り特筆する出来事が起きました。
１－１　CV-22 オスプレイの配備決定と飛来

　4 月 3 日、「今夏に CV-22 オスプレイ 5 機を横田基地
に配備する」「今週の後半に、横田基地に 5 機を飛来さ
せる」との発表が在日米軍からなされました。
　翌 4 月 4 日には輸送船から CV-22 が横浜ノースドッ
クに陸揚げされ、4 月 5 日にはそこから離陸、東京湾
を出て相模湾経由で横田基地に飛来しました。私が自
宅に隣接するマンション 11 階の階段から目撃したの
は、日野市や八王子市上空を通過しているときからで
した。5 機編隊の CV-22 が固定翼モードで昭島市の市
街地上空を南西から北西に通過し、基地の西側の福生
市や羽村市上空を北上したのち右旋回、北側の瑞穂町
上空で左旋回し円弧を描いてから基地滑走路上空を南
下、基地南側に抜けてから右旋回し、先ほど同様の基
地西側の福生市、羽村市上空に至った際には転換モー
ドになっていました。その後垂直離着陸モードになっ
てから基地内に入り、滑走路南側に次々と着陸しまし
た。
　まるで、CV-22 は、「これからは、この街の上空で旋
回訓練などの様々な訓練をするのだ」と確認するかの
ような編隊・旋回飛行でした。
　このときの CV-22 は、横田基地・滑走路西側に駐機
したのち、4 月 13 日に飛び去りましたが、5 月 29 日
に同一機 5 機が突然再飛来しました。6 月 4 日に山口
県岩国基地経由で沖縄県嘉手納基地に向けて飛び去り
ましたが、そのうちの 1 機はエンジン部分の不具合に
より奄美空港に緊急着陸し、エンジンを交換し 7 月 4
日になって、奄美空港から岩国基地経由で横田基地に
再飛来しました。
　6 月 23 日、奄美空港の 1 機を除く CV-22 オスプレ
イ 4 機は、横田基地に無通告で再々飛来しました。
　これが何を意味するものなのかは分かりませんが、
すでに横田基地配備、すなわち、横田基地がホームグ
ランドであるとの認識で、訓練に出かけては横田基地
に戻ってくる行動を続けています。米軍が CV-22 を横
田に配備したとの認識は、CV-22 の運用についての周
辺自治体の問い合わせに対し、米軍が「運用に関する
ことであり、回答できない。」との返事しかしなくなっ
たことからも明らかですが、6 月 28 日以降本日に至る
まで土日を除けば、ほぼ毎日、1 機乃至複数機が離陸し、
旋回訓練、離着陸訓練を行っていることからも明らか
です。6 月 28 日には神奈川県相模原市、7 月 2 日には
埼玉県所沢市や東京都と埼玉県にまたがる大和田米軍

2017 年 9月 15 日浅井さん宅での現地検証時，付近で待機する原告団の様子
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通信施設付近での飛行が目撃されています。また、こ
の際に所沢通信施設では離着陸を行ったことが目撃さ
れ、防衛省に対し埼玉県や所沢市から抗議と釈明を求
める要請がされています。さらに、横田基地から岩国
基地や三沢基地へのとんぼ返り訓練も行っており、様々
な訓練に対応できる運用を行っています。
１－２　パラシュート降下訓練における事故

　本年 4 月 10 日にはパラシュートの部品落下事故があ
りました。これは、横田基地所属の C-130J から米兵が
降下した際の事故でした。落下した補助パラシュート
の誘導傘は、羽村第三中学校の校庭で発見されました
が、軽いものとはいえ、落下場所が異なれば、交通事
故等の 2 次災害が起きる可能性の大きいものでした。
　また、この際の降下訓練は、米軍に提供している横
田空域を約 160 ｍ超えた高度 3,810 ｍで行われたもの
でした。
　私は、アメリカ合衆国本土にある米軍基地の周辺の
地域には環境に関する取り決めが存在し、米軍機は市
街地上空だけでなく遺跡上空ですら訓練が制限されて
いるという話を聞いたことがあります。
　日本における米軍基地は、横田基地だけでなく、そ
のほとんどが市街地と隣接しています。米軍は自国の
国民に比べて日本国民の命や生活を軽んじているとし
か思えませんし、日本国政府はその状態を黙認してい
るとしか思えないのです。
　戦後、沖縄における米軍は、基地周辺住民をゲリラ
に見立てて訓練を行ったという事例があります。横田
基地周辺はまさにこの状態ではないのでしょうか。米
本土ではできない市街地上空での訓練を、日本で行っ
ているのです。
１－３　C-130H に代わる新型機 C-130J・14 機が

全機揃ったことについて

　4 月 27 日には、常駐機 C-130H に変わる新型の中型

輸送機 C-130J の 14 機目が飛来し、新型が全機揃いま
した。そして、それを祝うかのように、5 月 4 日には、
2 機の UH-1N（ヘリコプター）や 3 機の C-12、12 機
の C-130J が基地内滑走路の周りの誘導路を、並んでデ
モンストレーションした後、11 機の C-130J が午前 11
時 30 分頃から順に飛び立ち、基地周辺を旋回訓練、基
地上空をローパスするなどのサムライサージという名
称の訓練を約 2 時間に渡って行いました。そして、11
機の C-130J がいったん着陸した午後 1 時 45 分頃には、
横田基地南の昭島市市街地上空で垂直離着陸モードに
なっていた MV-22 オスプレイ 1 機が着陸するというお
まけまでつきました。
１－４　深夜・早朝の大型機の離着陸

　6 月 12 日にシンガポールで行われた米朝首脳会談の
影響だと考えられる、大型輸送機や空中給油機の飛来
がその前後の期間に急増しました。また、同時期に日
米合同委員会合意を逸脱する時間帯午後 10 時以降翌日
午前 6 時までの深夜・早朝の飛行が増加しました。
　例えば、基地に隣接する立川市中里地区に設置され
騒音記録計のデータを見ると、6 月 6 日から 6 月 16
日の間に、午後 10 時以降午前 6 時までの時間帯に
70dB(A) ～ 100dB(A) の航空機騒音が周辺地域に鳴り響
いていたことが判明しています。この期間に記録され
た航空機騒音を時間帯別に集計すると、午前 0 時台 1
回、2 時台 2 回、3 時台 2 回、4 時台 8 回、5 時台 1 回、
22 時台 2 回、23 時台 5 回となっています。ちなみに
日曜日の 6 月 8 日は 0 回でした。
　周辺住民はこれらの航空機が飛ぶたびに睡眠を妨げ
られていたのです。もちろん、この時間帯でない時間
帯の飛行においても、睡眠を妨害された方は多かった
はずです。
　国側が私たちの諸要請に対してよく発言する「周辺
住民への配慮」など、全く感じられない運用です。
１－５　戦闘機の大量飛来

　7 月 7 日、無通告で 8 機の F-22 が飛来しました。そ
して翌 7 月 8 日には同様に無通告で 18 機の F-15 が飛
来しました。また、これらは、空中給油機 KC-135 数
機や特殊作戦機 MC-130 等も伴っていました。結局は
沖縄本島の嘉手納基地から台風避難でやってきたこと
が後に判明しました。しかし、その前の週 6 月 29 日に、
5 機の空中給油機 KC-135、3 機の輸送機 C-130 が台風
避難で横田基地に飛来することについては、基地周辺
自治体にその旨を通告していたにも関わらず、7 月 7 日・
8 日の無通告での飛来理由は示されませんでした。最終
的には戦闘機は 1 機増え 27 機になり、100dB(A) は超
えていたであろう大音量を 25 回分基地周辺にまき散ら
し（7 月 17 日現在 2 機は残っている模様）、空中給油
機を伴って離陸していったのです。

2018 年 7 月 11 日 17 時 50 分頃，福本さんが住む昭島市つつじが丘団
地上空を西～東にヘリモードで飛ぶ CV-22



原告団NEWS号外 2018/3/15　⑦

２．全国の基地訴訟判決の流れ
　裁判官は、「『裁判官の独立』によって、行政やその
他の干渉、他の同様の訴訟結果によって左右されるこ
とのない判決を出すことが保証されている」と、私は
解釈しています。
　しかし、一方で 1981 年 7 月に出された第１・２次
横田基地公害訴訟東京地裁八王子支部判決から始まっ
た全国の軍事基地公害訴訟判決の流れを無視すること
はできないのは、時代のすう勢だといえるのではない
かと思います。
　この間、最高裁判決を含む全国の基地訴訟判決は 30
回を優に超えています。横田基地に係る判決だけでも
12 回です。
　現在に至るまで多少の紆余曲折はありますが、概ね、
以下の通りだと私は判断しています。
２－１　飛行差し止めについて

　自衛隊機についてのみ制限する判決が出された例が
ありますが、最高裁では認められず、飛行差し止めが
認容されて確定した判決はありません。
２－２　損害賠償について　
　前述 1981 年の横田第１・２次判決は、過去の損害
賠償のみ認められましたが、85WECPNL コンター（以
下、Ｗと省略します）より内側に居住している原告の
みが対象でした。その後、一度だけ第１次厚木基地訴
訟高裁判決で損害賠償すら認めない判決が出ましたが、
最高裁で差戻しされ、コンター 75W の内側居住者に
対し損害賠償を認める判決が、どの基地訴訟でも出さ
れています。
２－３　損害賠償額

　85 Ｗ地域で比べると月額で 6 倍～ 9 倍以上になっ
ています。また、なぜか沖縄での判決とそれ以外では、
金額に格差があります。
　例えば 75 Ｗ地域で月額 7000 円になっている普天
間基地訴訟（2016 年 11 月地裁）や嘉手納基地訴訟

（2017 年 2 月地裁）での判決に対し、厚木基地訴訟
（2016 年 12 月最高裁）や第 2 次新横田基地訴訟（2017
年 10 月地裁）では月額 4000 円でした。
２－４　損害賠償額の減額と将来請求

　「危険への接近」を理由とする減額は、直近の基地訴
訟判決ではすべて不採用となっています。基地訴訟で
は「危険への接近」は死語となりつつあります。
　「防音工事減額」については、様々な例がありました
が、2017 年 10 月の第 2 次新横田基地公害訴訟では一
律 10％の減額になっています。防音工事は、周辺住民
の生活における航空機騒音の被害軽減に 10％程度しか
効果がないとの判断されたのだと解釈しています。
　将来請求については、期間限定とはいえ、認められ
る例が 3 回は下されています。ただし、高裁で出され
た判決は最高裁で覆されています。

３．今まで出されてきた判決への疑問
　この裁判に約 40 年関わってきた私にとって隔世の
感がある判決の変化ですが、それでも腑に落ちない内
容があります。
３－１　飛行差止について

　夜間から翌朝までの飛行差止を求めているわけです
が、損害賠償で被害を認めているのに、なぜその被害
を取り除く道筋が未だに見出せないのでしょうか。こ
れについての一歩進んだ判断がなされない限り、私た
ちは裁判を繰り返さねばならないのでしょうか。
３－２　損害賠償額の変化と計算方法について

　被害の程度をはかるスケールともいうべき損害賠償
額の変化は、時代の変化を反映しているものだとも言
えます。人権の重さが増しているとも判断しています。
しかし、うるささ指数 WECPNL 値の計算は、私にとっ
て決して納得できるものではありません。時間帯によっ
て騒音回数の重みが違うのは現代社会に生きる人々の
多様化した生活時間を反映しているとは思えないから
です。
　個別の被害を判断するのは、ほぼ不可能なことです
が、W 値ではない音の大きさのそれぞれについて、環
境基準を逸脱する騒音が到達する範囲を判断すること
は可能です。なお、航空機の環境基準が W 値であるこ
とも納得のできないことではあります。
　航空機騒音は、静止している音源や自動車騒音と違っ
て、もともとの音源の大きさは同じでも、一定レベル
以上の音が個人個人に届く範囲が広く、それが被害量
に等しいのだと私は考えています。航空機騒音のエネ
ルギー量の違いは被害認定に反映されていないと思い
ます。
　なお、私は認めがたい W 値ですが、これを基にした
コンターは、1976 年の裁判提訴以来 40 年を経過して
いるにもかかわらず、防衛省は環境省の定める最低基
準値 70 Ｗのコンターを引こうとはしていません。本
年 2 月の私の尋問でも述べましたが、防衛省は、会計
検査院からＮＨＫ受信料の助成制度について「制度の
開始以降、飛行場周辺の社会状況や騒音状況が変化し
ているにもかかわらず、制度が長期間見直されていな
い。」と指摘されると、科学的根拠を示さないまま打ち
切りを決定する措置を行いました。これが防衛省の仕
事です。弱い者いじめとしか思えません。
３－３　防音工事減額について

　また、防音工事減額についての矛盾については、今
回意見陳述を行った浅井さんの陳述にある通りですが、
防衛省は、防音工事の機能復旧工事について、空気調
和機器や防音建具について、「住宅防音工事が完了した
日から 10 年を経過し、その機能の全部又は一部を保
持していない」ものについて、90％から 100％の補助
金を出すと、防音工事説明書に書いています。つまり、
防音工事完了後 10 年を経過すると、その効果がなく
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なる場合があることを言っているに等しいのです。
従来の判決では、防音工事を取り壊した場合は、損害
賠償減額を行わないという判断はしましたが、ひとた
び防音工事を行うと、何十年経ってもその効果がある
かのように減額されてきました。裁判所の辞書には「経
年劣化」という言葉はなかったのでしょうか。
３－４　将来請求について

　「今夏に CV-22 オスプレイを配備する」ことが実施さ
れるなら、横田基地での騒音被害と事故への危険性は
倍増する可能性があります。まだ確定ではないにせよ、
今後当分の間は被害が増加することはあっても減少す
ることはないといってよいでしょう。
　裁判官の皆さんがこの訴訟の判決を書き上げるころ
には、CV-22 オスプレイが横田基地周辺や関東一円、
青森県三沢基地や沖縄にまで行って訓練を実施してい
る現実が見えていると思います。
　横田基地の飛行騒音が違法状態にあると判断をされ
るのであれば、その問題解決を促すためにも、将来の
損害を見据えた判断をしていただきたいのです。

４．最後に
　この裁判の審理を終えるにあたって、まだまだ言い
足りないことが山ほどあります。
　私の家や、私が行動している場所での被害記録、原
告の皆さんの被害記録をまとめるには膨大な時間が必
要であり、間に合いません。今まで提出したものは、
一部でしかありません。時間が足らず残念です。
　最後に、裁判所の判断のあり方について、言わずも
がなの意見を言わせていただきます。
　現在使用されている小学校教科書 6 年（東京書籍）に、
裁判所について「社会では、争いごとや犯罪が起きたり、
事故に巻きこまれたりすることがあります。また、国
会で決められた法律に問題となる部分があったり、法
律に反して政治が行われたりしたら、たいへんなこと
になります。裁判所は、このようなときに法律にもと
づいて問題を解決し、国民の権利を守る仕事をしてい
ます。」また、三権分立について図示し、裁判所は、国
会や内閣（行政）と対等な存在であることを示す記述
がなされています。
　また、1986 年 7 月の第 1 次・2 次横田基地公害訴訟
の東京高等裁判所は、判決理由の中で「戦時の場合は
別にして、平時においては国防のみがひとりひとり他
の行政に優越するということは、憲法全体の精神に照

また、国と国との約束であるはずの日米合同委員会合
意について、日米両政府はそれを遵守しようと努力し
ていないばかりでなく、遵守されているかどうかの検
証すらしていません。
　先ほども申し述べましたように、裁判所の判断は最
高裁でいったん確定してしまえば、それを乗り越える
ことができない訳ではないと思います。この間の時代
の流れによって人権はより重くみられるようになりま
した。当然のことですが、国家（ときの政府）の方針
に対して国民はただひれ伏すという構図は、専制国家
だけでしかありえません。また、日本国は米国に対し、
独立国として、堂々と自国の国民の人権も米国の国民
と同様の重さがあることを主張しなければならないと
思います。
　先ほどの教科書の記述にもありますように、裁判所
が正当な理由で国＝行政を裁くことはあってしかるべ
きです。教科書で学ぶ子供たちに、裁判所についての
記述・裁判所が国・行政と対等であることを示してい
ただきたいのです。
　裁判所が基地被害を被害として認め、その原因を取
り除く筋道を示さない限りこの裁判は終わりません。
どうか、このような裁判が 40 年も続いていることの矛
盾やその現実と向き合って、解決の道を示してくださ
い。
　被告である国に対してひとこと言わせてもらいます。
このような裁判は起こってはならない裁判です。国民
の生活や命を守るべき国が、その責を果たしていない
から起こされている裁判であるとの認識を持ってくだ
さい。ところで、私たちが 40 年以上も裁判を続けてい
ることに対し、被害の原因を作っているアメリカ合衆
国側と問題解決を諮る交渉の前面に立つべき外務省の
担当者が法廷に一度でも顔を出したことがあるでしょ
うか。外務省が私たちの声を聴く気がないことが基地
被害の問題解決に国が本腰を入れる気がないことの現
れです。
　私は、この間、横田基地の被害が続く中で亡くなっ
ていった諸先輩・仲間の無念の思いも込め、陳述させ
ていただきました。
　全国に私たち同様の基地被害に対し声を上げている 4
万人を超える原告が存在している現状を踏まえて、裁
判官の皆さんが、今までの判決から一歩も二歩も踏み
込んだ勇気ある判断を示されることを、切にお願いす
るものです。

らし、許されないことである」としています。
　この間の裁判所の判決では、第三者行為論な
る論理で、アメリカ合衆国の違法行為を見逃が
してきました。また、それを放置している日本
国政府は、自国の軍隊＝自衛隊までもが必要以
上の被害を基地周辺にもたらしていることにつ
いて、反省の弁もありませんでした。


