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1.1

沖縄県における米軍基地
ロシア

沖縄県は，第 2 次世界大戦で米軍の侵攻を受け，ま
た戦争終結後も 27 年間にわたって米軍の施政下にお
かれたという歴史的経緯ならびに太平洋島嶼地域のほ

モンゴル

ぼ中央にあって（ 図 1–1 ）軍事的に重要な位置を占め

北朝鮮

るという地理的事情とから，県内に米軍の基地・施設
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が多数存在する。1997 年 3 月末現在県内には 39 施設，

24,286ha の米軍基地・施設が存在しており，県土面積の

中国

10.7%を占めている。これはわが国に存在する米軍基
地・施設のうち常時使用できる専用施設の約 75%に相
当するものである。沖縄県の県土面積はわが国の国土
面積の約 0.6%であり，人口はわが国人口の約 1.1%に
あたる，約 130 万人である。特に沖縄本島には人口が
集中し ，約 115 万人が居住する一方，面積の約 1/5 が
基地で占められている。沖縄県，とりわけ沖縄本島へ
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の米軍基地の集中は著しい，と言うことができる。
米軍施設のうちで演習場，倉庫に次いで 3 番目に面
積が大きいのが飛行場施設である。沖縄県においては

図 1–1

東アジアにおける沖縄の位置

「嘉手納飛行場」と「普天間飛行場」の 2 施設，2479ha
が中部地区に存在し ，しかもそれぞれが空軍及び海兵
。
隊の中枢基地となっている（ 図 1–2 ）

1.2

基地の存在による県民生活への
影響

このような米軍基地・施設の沖縄県への集中が，県

N
嘉手納飛行場

民の生活にさまざ まな形で影響を及ぼしているであろ
うことは容易に推測することができる。表 1–1 は，沖

普天間飛行場

縄県知事公室がまとめた基地の存在による周辺住民へ
の被害である。表に列挙したような，米軍基地が存在

那覇

することによって住民が被る害は，連日のごとく地元

米軍基地

のマスコミで報じられ，結果として米軍基地の整理・
縮小が沖縄県民の悲願となっていることは否定できな

図 1–2

沖縄本島における基地の分布
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表 1–1

基地の存在にともなう周辺住民への被害
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C. 原子力艦船の寄港
沖縄県においては，勝連半島の最先端に位置するホ

航空機騒音
航空機の墜落事故
パラシュート降下訓練等にともなう落下事故
県道 104 号越え実弾砲撃訓練
原子力艦船（ 潜水艦）の寄港
劣化ウラン弾誤使用事件
演習による人身事故

ワイト・ビーチ地区が米軍の原子力艦の寄港地となっ
ており，年間 10 数回寄港する場合もある。1980 年 3
月のロングビーチ（ 巡洋艦）の寄港時においては，晴
天時の平均値を上回る放射線が検出されたため，当該
海域及び周辺海域の魚介類が売れなくなる，という事
態が発生した。地域住民に不安とを与える要因となっ
ている。

米軍構成員による刑事事件
環境破壊
・水質汚濁と水源地汚染
・ＰＣＢ流出、燃料漏れ事故による土壌汚染

D. 劣化ウラン弾誤使用事件
1995 年 12 月から 1996 年 1 月にかけて鳥島射爆場に

・赤土問題

おいて訓練中の米海兵隊ハリアー機が計 1,520 発の劣

・演習による山火事・緑地破壊

化ウラン弾を発射した事実が，1997 年になって明らか
になった。そのうち回収されたのは 233 発で，鳥島に

いであろう。本稿は航空機騒音の影響調査に関する報
告であるが，今回の調査結果を理解するためにも沖縄

最も近い久米島の住民の健康ならびに周辺環境への影
響が懸念されている。

県民の米軍基地に対する感情を認識しておくことは必
要と考える。その一助として，沖縄県 (1998) がまとめ
た基地被害状況を概観しよう。ただし航空機騒音被害
については本報告で詳述するので，ここでは割愛する。

E. 復帰後の米軍航空機事故等
1972 年 5 月の復帰以降 1995 年 11 月末までに航空
機関連事故は，121 件発生した。そのうち固定翼機が

63 件，ヘリコプターが 58 件となっている。態様別で
A. 県道 104 号線越え実弾砲撃演習
県道を封鎖して行われていた実弾演習は，演習場に
近接して住宅，学校，病院等が位置し，着弾地の背後は
県内随一の海浜リゾート地域（恩納村）であるために危
険であるだけでなく，金武町伊芸地区においては衝撃
音による住民生活の妨害も軽視できない状況であった。

は，墜落事故 36 件，空中接触事故 1 件，移動中損壊

2 件，部品落下事故 21 件，着陸失敗 14 件，低空飛行
1 件，火炎噴射 1 件，緊急着陸 45 件となっている。ま
た，発生場所でみると，基地内 37 件，基地外 84 件で
ある。基地外については，住宅付近 15 件，民間空港 16
件，畑等 13 件，空地その他 12 件，海上 28 件である。
復帰以前には 1959 年に宮森小学校にジェット機が墜

B. パラシュ−ト 降下訓練

落して 17 人の死者を出す事故があり，1967 年には嘉
手納基地からの離陸に失敗した B52 戦略爆撃機が墜落

読谷補助飛行場におけるパラシュート降下訓練によっ

する事故もあった。これらの事故は，沖縄県民の生命

ては，1995 年 11 月までに，29 件もの事故が発生して

と安全を脅かすものであり，県民に大きな不安を与え

おり，その中には 1950 年の燃料タンク落下による少女

る結果となっている。

圧死，1965 年のトレーラー落下による少女圧死という
悲惨な事故も含まれる。その後も提供施設外の農耕地

F. 米軍構成員等による刑事事件

や民家等に落下する事故が起きており，地域の住民に
不安を与えている。

1972 年 5 月から 1995 年 8 月末までの米軍人・軍属
等による事件の検挙件数は，合計 4,716 件であり，全
刑法犯（ 件数）の約 2 パーセントを占めている。復帰
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後の，米兵による民間人殺害事件に限っても，1995 年

11 月末現在，12 件発生し ，これは 2 年に 1 件を越え
る。このような凶悪事件の発生は，基地と隣り合わせ
の生活を余儀なくされている地域住民に大きな衝撃を
与え，不安を招いている。

1.3

嘉手納・普天間飛行場

1.3.1

嘉手納飛行場

嘉手納飛行場は，読谷村に既設されていた帝国陸軍
の「 北飛行場」の代替飛行場（「 中飛行場」）として

1944 年 9 月に開設したもので，当時は，長さ約 1,000
G. 環境破壊
○水質汚濁

ｍの滑走路 1 本を有していた。1945 年 4 月 1 日，ア
米軍基地に起因する水質汚濁事例は，沖

縄県が確認しただけでも，復帰後，1994 年 3 月までに

65 回発生しており，し尿処理施設の汚水や油脂類等の
漏出による河川・海域の水質汚染をもたらしている。
基地の中でも，特に嘉手納飛行場からの油脂類等の
汚染事例が多く，復帰後，1995 年 11 月末現在，16 回
発生している。県民の飲料水を採取している比謝川が
嘉手納飛行場に隣接して流れており，また，飲料用地
下水の取水井戸も同基地内に存在する。油脂燃料類の
流出は，環境の汚染はもとより県民の飲料水の安全を
脅かす。
○土壌汚染

メリカ合衆国軍隊は，沖縄本島中部の北谷・読谷の沿
岸から上陸し，同日北飛行場と中飛行場を占領するや，
ただちに中飛行場の拡張に着手し，北飛行場と同規模
の滑走路を完成させて，爆撃機が使用できるように整
備するとともに，さらにもう 1 本の滑走路を完成させ
た。戦後，北飛行場より中飛行場が地理的・軍事的に
すぐれていることから，後者の基地機能が充実されて
いった。

1950 年 6 月朝鮮戦争が勃発したのち，グアム島のア
ンダーソン基地などから飛行群が移動し，嘉手納飛行場
は西太平洋随一の戦略空軍基地となった。1953 年 7 月，
朝鮮戦争の休戦協定成立後，爆撃機は撤収したが，沖

嘉手納飛行場内において 1986 年と 1988

年に PCB 漏出事故が発生していたことが 1994 年 1 月
にマスコミを通じて公表された。また，PCB 汚染物資
を撤去する際，PCB 入りトランクが野積み状態で保管
されているのが確認されるなど ，米軍の有毒物質の管
理方法の問題が指摘された。これらは米軍基地による
土壌汚染が広範に存在することを示唆するものである。

縄駐屯部隊がベトナム戦争に本格介入した 1965 年以後
は，大々的に飛行場の拡張工事が行われ，1967 年 5 月
。
に主滑走路の拡充と補助滑走路の完成を見た（図 1–3 ）

1972 年 5 月 15 日，沖縄の施政権が日本に返還される
「 FAC-6037
に伴って，陸・空軍の 3 施設・区域を統合し，
嘉手納飛行場」として日本国政府からアメリカ合衆国
政府に提供された。
「 沖縄協定」
（「琉球諸島及び大島
諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」）

○原野火災及び赤土汚染

度重なる県道 104 号越え実

に基づく提供施設・区域の一つである。

弾演習により，キャンプ・ハンセン内の着弾地周辺は広
範囲にわたって緑が失われている。また，同キャンプ

1.3.2

普天間飛行場

内のレンジで実弾射撃訓練が日常的に実施されるため，
発火性の高い照明弾や曳光弾から着弾地内の雑草に引
火することがあり，原野火災が度々発生する。1972 年

5 月から 1995 年 11 月末までに 117 件の火災が発生し，
1324ha が延焼した。こういった演習場内の樹木が喪失
し ，赤土流出による河川や海域汚染の原因ともなって
いる。

普天間飛行場は，米軍が沖縄占領直後に建設を始め
た飛行場で，宜野湾市の中央部分に位置する。1953 年
に滑走路を 2,700 ｍに延長し，1960 年に空軍から海兵
隊航空基地として使用が開始された。1972 年の本土復
帰に際し，普天間海兵隊飛行場，普天間陸軍補助施設，
普天間海兵隊飛行場通信所が統合されて，普天間飛行
場として提供施設となった。現在 2,800 ｍの滑走路を
擁する航空基地として総合的に整備され，在日米軍の
中でも岩国基地とならぶヘリコプター基地となってい
。
る（ 図 1–4 ）
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図 1–3

嘉手納飛行場写真（ 沖縄県; 1998 ）

図 1–4

普天間飛行場写真（ 沖縄県; 1998 ）

沖縄県，1999
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嘉手納飛行場・普天間飛行場の航空機
騒音の実態

嘉手納飛行場・普天間飛行場は，航空機の発進基地
として使用されているのみならず，訓練場，演習場と
して使用されているため，民間空港とは異なり，基地
内でのタッチアンドゴ ー演習（ 飛行高度を下げて滑走
路へ向けて飛来し ，着陸したかと思うとただちに滑走
路上で急上昇しながら迂回する訓練を繰り返す），フ
ライトパス演習（ジェット機が急降下して高速度低空
で飛行場上空を通過した後，急上昇して上空旋回を繰
り返す訓練），住宅密集地上空でのアクロバット飛行
や旋回飛行が行われている。こういった演習は，常駐
機に加えて空母艦載機や国内外から飛来する航空機に
よっても行われる。これら飛行場は，昼夜を分かたず
使用される上，軍用機は民間航空機に比べて音量が大
きいので，これらの活動による周辺住民への航空機騒
音曝露は激甚なものとなる。また航空機のエンジン調
整による騒音，航空機が飛行場内を移動し ，ウォーミ
ングアップする際に発生する騒音も基地周辺の住民に
苦痛を強いている。
特にエンジン調整音については，嘉手納町において
すさまじいものがあった。嘉手納町域に占める米軍基
地は面積で約 83%である。したがって町民は残りの約

図 1–5

17%に密集して生活することを余儀なくされ，結果的

騒音影響のルート／メカニズム

（ 長田；1971 ）

に一部住民の居住地域は，国道 58 号及び県道 16 号線
をへだてるのみで，滑走路，エンジン調整，格納庫，駐

測定地点中 9 地点で，普天間飛行場周辺では，12 地点

機場に隣接する。屋良小学校を例にとると，滑走路か

中 9 地点で，環境基準を上回っている。

ら 800 ｍ，エンジン調整場から 200 ｍ，飛行場のフェ
ンスから 150 ｍに位置する。後述するように，1972 年
から 1973 年にかけて防衛施設庁が測定した嘉手納町
屋良における騒音レベルは，最高値で 127 dB を記録し
た。これはエンジン調整音の騒音レベルと考えられる。

1.4
1.4.1

航空機騒音による被害
健康影響の発現のルートとメカニズム

普天間飛行場においては，航空機の離着陸のほか，ヘ

騒音の影響としては，まず，不快感やイライラ等の

リコプターの飛行場及び住宅地域上空での旋回訓練に

情緒妨害と睡眠妨害，会話妨害，作業・学習妨害に代表

よって間断なく騒音が発生している。地上においては

される日常生活妨害を挙げることができる。次に，循

ヘリコプターのエンジン調整音が長時間に及ぶ。

環器系や内分泌系における生理的機能の変化，そして

さらに航空機による騒音は広範囲にわたり，11 市町

最後に，聴力の低下や耳鳴りなどの聴覚障害が挙げら

村に住む約 47 万人の住民の生活環境に大きな影響を及

れる。これらの影響発現のルート／メカニズムは次の

ぼしている。これは沖縄県人口の約 37 パーセントにあ

。
ように考えられている（ 図 1–5 ）

たる。沖縄県ならびに関係市町村が，1994 年度に測定

騒音は外耳道から鼓膜・耳小骨連鎖を経て内耳に入

した結果によれば，嘉手納飛行場周辺においては，23

り，有毛細胞に傷害を与えることによって，聴力の低
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下を引き起こす。内耳の有毛細胞において神経インパ

言う。氏らは航空機騒音の影響に関する報告を「アノ

ルスに変換された騒音は，聴神経を経て大脳皮質の聴

イアンス」
「精神衛生」
「心理的もしくは心身症的不調」

覚域に達して音感覚を成立させるとともに聴取妨害を

「急性生理影響」
「睡眠妨害」
「慢性的健康影響」
「一般健

もたらす。一方，網様体を経て大脳の新皮質に到達し

康影響」
「死亡率」
「新生児ならびに小児への影響」
「児

た神経インパルスは，覚醒，睡眠妨害，あるいは思考/

童への影響」に分類している。もっとも Morrell らの

精神作業妨害を起こす。また，視床下部を介して大脳

レビューにおいては「聴力への影響」が欠落している。

旧皮質全体を刺激し ，不快感，イライラ等の情緒妨害

わが国で行われた空港周辺での騒音の影響に関する

を起こし ，さらに食欲・性欲等の本能欲を妨害するに

社会調査の主なものを挙げ ると，まず 1972 年に東京

いたる。

都公害研究所が行った報告（ 東京都公害研究所；1972 ，

このような情緒妨害，日常生活妨害がアノイアンス

東京都公害研究所；1972b ）が比較的初期の包括的な

として捉えられている反応の背景要因を構成するもの

調査研究報告としてある。その研究では，航空機騒音

である。また，これらの影響が一定の限度をこすと，

の日常生活，睡眠および身体的情緒的影響，乳幼児へ

ストレス反応として，視床下部と下垂体を介して甲状

の影響，心理的影響（ 生活行動テスト ）などが調査さ

腺，副腎，生殖腺等の内分泌系に影響が現れる。さら

れ，議論されている。同時期に児玉省は 1964 年から

に，視床下部からのインパルスは，自律神経系を介し

1970 年まで 5 年間にわたり横田基地周辺で乳児・児

て循環器系や消化器系に影響を及ぼすと考えられてい

童・成人の主として心理的影響に関する調査を実施し

。
る（ 長田；1971 ，1972 ）

。大阪空港周辺では，1970 年に第一
た（児玉省；1970 ）
広告社調査部が主婦 1,050 名を対象に面接調査し ，身

1.4.2

航空機騒音による空港周辺住民への
被害

体的・精神的影響について報告している (第一広告社；

1970) 。また 1972 年から 1974 年にかけて伊丹市が大
阪空港周辺で胎児・児童への影響，生活妨害，空港の

航空機騒音は，発生が間欠的で，最大となる音圧レ

社会的費用などに関する調査研究を行った（ 伊丹市空

ベルが高い，という特徴がある。それによって影響を

。大阪空港周辺では，さ
港対策部；1972 ，1973 ，1974 ）

受ける地理的範囲が広い一方，空港の運用によって機

らに成人女性 2,030 名を対象にした自覚的健康感の調

種，機数等が大幅に異なる。結果的に，航空機騒音の

査（ THI 調査）が航空公害防止協会（ 東谷；1987 ）に

曝露量を把握することがむずかしく，かつ曝露量を表

よって実施され ，8,662 名を対象とする社会調査が関

す評価尺度も多様である。

西空港調査会（ Hiramatsu et al.;1987 ）によって実施

航空機騒音の評価尺度としてわが国では，WECPNL

された。小松空港周辺では，谷口らが住民の生活妨害，

（ 加重等価連続知覚騒音レベル ）が用いられているが，

幼児問題行動，聴力検査，THI 自覚的健康感調査など

これについても民間空港と特殊空港（ 軍用空港）とで

多岐にわたる調査を実施している（ 騒音被害医学調査

は，算出の方法が若干異なっている。また近年諸外国

班；1988 ，服部ら；1986) 。木村ら（ 1980 ）は，特殊空

では，昼夜連続騒音レベル（ Ldn ）が多用される傾向

港周辺および民間空港周辺で社会調査を実施した。こ

にある。

の結果を解析して，両者の住民反応を等価に評価する

以上のような特徴を有する航空機騒音によって空港
周辺住民が蒙る影響については，前節に述べた騒音の
影響の発現に関するメカニズムが同様にあてはまり，

ための WECPNL の算出方法を特殊空港周辺について
求めた。
このように諸外国ならびに国内でも大規模な騒音の

影響の広範さのゆえに従来から多くの報告がなされて

社会調査が空港周辺でなされてきたのではあるが，沖

きた。

縄県内においては必ずしも十分な調査がなされなかっ

航空機騒音の影響に関して書かれた英文の報告書を

た。以下に県内でなされた調査を概観すると，県内で

レビューした Morrell ら（ 1997 ）によれば ，129 報の

はまず，学童・生徒の学習に対する調査がなされてい

報告がオリジナルな報告書としてレビューに値すると

る。平良ら（ 1986 ）は普天間飛行場周辺において学童

第1章

序
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論

を対象に心理的反応と自覚的疲労感の調査を実施し ，

ある。これらの調査内容で嘉手納飛行場・普天間飛行

航空機騒音の影響を認めた。

場周辺住民の航空機騒音被害を十全に明らかにできる

また騒音曝露の激しさを記録するためと思われるが，
小中学校の教員による騒音測定と騒音による授業妨害

ものではないが，少なくともその一端をかいま見るこ
とはできるであろう。

時間の測定がなされている。沖縄弁護士会（ 1978 ）に
よれば，1965 年屋良小学校において調査がなされ，小
学校在学中 6ヵ年の授業中断時間は 1,470 時間である
ことが試算されている。1980 年行われた沖縄県高教組
中部支部による騒音調査の結果によれば，中学高校で
の 6 年間の授業中断時間は 2,025 時間と試算されてい
る。同調査報告書には，現場の教師の発言が収められ
ており，
「 子ど もたちが落ちつかない」
「真剣さがない，
集中力がない」
「注意力散漫」等航空機騒音曝露による
学習への影響，学童・生徒への心理的影響を訴えるも
のである。同様の報告は他にも散見され，航空機騒音
曝露による児童・生徒への影響が懸念される。
成人を対象とする航空機騒音の健康影響調査として
は，Hiramatsu et al.（ 1997 ）が，北谷町において 1,200
名を対象に THI 自覚的健康感の調査を実施し，航空機
騒音曝露量と一部の身体的・精神的影響項目との関連
を見いだした。
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