
 

  

ものしり博士になんでも聞いてみよう。 

自衛隊って、普段何をしているの？ 

自衛隊って必要なの？ 



  



 

 

ものしり博士に、 

わからないことを何でも聞いてみよう。 

 

 

 

 

ねぇ、なんでも先生、 

今日は、「自衛隊について」教えて、 

 

わたしが知りたいのは、 

・「自衛隊って、なにをしているの？」 

・「わたしは、自衛隊員になれるの？」 

・「戦争と自衛隊について」 

 

この３つについて、教えて、 

 

 

それじゃ、まず、 

「自衛隊って、なにをしているの？」だけど、 

自衛隊の行っている仕事について、説明するね、 

 

自衛隊は、 

 「平和を、仕事にしている」んだよ。 

 

今は、平和に過ごしているけど、 

ある日突然、いろんなことが起こって、 

平和に暮らせなくなることがあるでしょ。 

 

その時に、日本の安全を守るため、 

日本を防衛したり、自衛することが仕事なんだ。 

そのため、日夜活動をしているんだよ。 

 

 

日本は、地震や台風などの自然災害が多いものね。 

そのために、訓練しているの？ 



 

そうだね、 

自衛隊は、日本国のために、絶え間ない努力と 

さまざまな準備・訓練を行っている。 たいへんな仕事なんだよ。 

 

自衛隊の大切な大きなテーマは、3 つあるんだ。 

 

・国の防衛 

・災害派遣 

・国際貢献活動 

 

 

「国の防衛」って、戦争が起こったときに 

日本を守るために、あるんでしょ。 

 

 

「国の防衛」は、 

日本の平和と独立を守るために、 

外国に侵略する気を起こさせないように、自衛隊があるんだ。 

 

そして、 

万一、日本が侵略されたときには、国民の生命・財産を守り、 

日本の安全保障を担う役割についているんだよ 

 

そのため、 

自衛隊は、日本の海や空を毎日パトロールし、 

いろいろな準備や訓練を行っているんだよ。 

 

 

でも、 

日本って、戦争はしないんでしょ。 

それじゃ、訓練ばっかりしているわけなの？ 

自衛隊のやっている訓練って、なにか役に立っているの？ 

 

 

自衛隊の訓練って、すごいんだよ。 

自衛隊の「訓練」と使っている「兵器」は、世界でもトップクラスなんだよ。 

 



 

自衛隊の訓練が、世界トップクラス？ 

なんだか、よくわからないわ？ 

 

自衛隊の潜水艦は、ものすごく静かで、 

アメリカ軍でも見つけることができないって聞いたことがあるけど、 

訓練で、どうして、世界トップクラスなの？ 

 

 

アメリカ軍もおどろいた自衛隊の話があるんだ。 

 

それは、アメリカ軍と自衛隊の合同訓練で、 

アメリカ軍が、大砲の設置をするのに、４０分もかかったんだけど、 

自衛隊は、射撃開始の１０分前に、陣地にはいって、 

射撃準備完了まで、かかった時間は、たったの３分だったんだよ。 

 

屋内に立てこもるゲリラを仕留める訓練でも 

アメリカ軍は、大きな声を出して、威圧して、 

ゲリラを引きずり出して制圧するんだけど、 

自衛隊は、声を一切出さないで、手信号だけで、 

コミュニケーションをとり、最小限の動きで、制圧したんだ。 

 

 

なんだか、 

アメリカのカウボーイと、日本の忍者の違いみたいだね。 

 

 

他にも、世界がおどろいた自衛隊の話しだけれど、 

国際射撃大会で、陸上自衛隊が参加したんだ。 

この大会は、火器、射程距離、撃ち方をそれぞれ変えて行われ、 

国別で成績の順位を決めるんだ。 

その結果は、１５ヵ国中１４位だったんだけど、 

他の国は、最新式の狙撃銃でスコープを使っていたけど、 

日本は、旧式の小型銃で、肉眼で撃ったんだよ。 

 

日本のニュースでは、結果１４位だったので、自衛隊の評価は下がったけど、 

世界では、ちがった意味で絶賛されたんだよ。 

 



あと、すごい訓練の話しもあるんだ。 

なんの食料も持たないで、富士の樹海で、サバイバル訓練をするんだ。 

ヘビや虫などを殺して食べるような精神力を鍛える訓練なんだよ。 

 

それに、自衛隊の兵器の稼働率は、世界一なんだよ。 

稼働率というのは、 

持っている兵器のうち、何％が使えるかの値なんだよ。 

 

たとえば、戦闘機を２０機持っていても、故障して使えない戦闘機もあるんだ。 

自衛隊は、税金のむだ使いができないので、 

徹底した整備をして、すべて動くようにしているんだよ。 

 

自衛隊は、「技術」も「兵器」も優れていて、 

その上、まじめで、訓練も一生懸命にするから、世界でトップクラスなんだよ。 

 

アメリカ軍が、自衛隊の訓練を見学したとき、 

あまりにもレベルが高く、 

命にかかわる危険な訓練もするので、おどろいたそうだよ。 

 

 

自衛隊の訓練が、 

世界のトップレベルで、すごいのはわかったわ。 

「自衛隊って、強くてすごい集団」なんだね。 

 

自衛隊の仕事で、 

「国の防衛」のため、訓練しているのは、わかったわ、 

「災害派遣」と「国際貢献活動」も教えて、 

 

 

それじゃ、 

次に、「災害派遣」について説明しよう。 

 

自衛隊は、地震や台風などの自然災害が発生すると、 

人の命や財産を守るために、災害派遣を行っているんだよ。 

 

そして、自衛隊には、 

陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、に分かれていて、 

それぞれの役割があるんだ。 



 

災害派遣の時も、 

陸上、海上、航空、の役割が違うの？ 

 

 

そうだよ、 

陸上・海上・航空自衛隊、それぞれの役割は、 

 

陸上自衛隊は、 

大規模な地震や台風などの自然災害が発生すると、 

地方公共団体などと、一緒になって、活動するんだよ。 

 

海上自衛隊は、 

輸送機で、食料や医薬品などを運んだり、 

ヘリコプターで、遭難した人を救出したり、 

けがをした人を運んだりするんだよ。 

 

航空自衛隊は、 

遭難した船や、遭難した航空機、それに行方不明になった人の 

捜索や救助をするんだよ。 

それに、緊急患者や緊急援助物資の輸送などの 

災害派遣もするんだよ。 

 

 

なんだか、よくわからないわ。 

ニュースで、洪水の被害者をヘリコプターで、 

救助しているのを見たことがあるけど、 

航空自衛隊じゃなくて、海上自衛隊が救助していたんだね。 

 

航空機やヘリコプターを持ってるのは、 

航空自衛隊だけだと思っていたわ。 

 

 

はてなちゃん 

陸上自衛隊も海上自衛隊も、 

両隊とも航空機を保有しているよ。 

 

 



 え、それじゃ、 

陸上自衛隊も海上自衛隊も航空機を持っているのに、 

なぜ、航空自衛隊という組織が必要なの？ 

むかしから、航空自衛隊ってあったの？ 

 

 

むかし、日本には陸軍と海軍はあったけど、 

空軍という組織は、存在していなかったんだ。 

それに、 

第２次世界大戦中のアメリカにも、空軍はなかったんだよ。 

 

空軍の必要性が高くなったのは、 

長距離でも攻撃ができるようになったからなんだよ。 

 

自衛隊の任務で、 

陸軍の航空隊は、陸軍の戦っている上空で、味方の支援をする。 

海軍の航空隊なら、味方の艦艇の上空を守りながら、 

相手の艦艇も攻撃して沈めに行く。 

そして、航空自衛隊は、日本の領土に侵入してきた航空機に対して 

警告をして、場合によっては攻撃をするんだよ。 

 

それに、 

使っている航空機材によっても役割が分担されているんだ。 

 

 

なんでも先生、 

航空機材って、なんなの？ 

 

 

陸上自衛隊は、ヘリコプターを主力としていて、 

海上自衛隊は、潜水艦を見つける航空機を主力として、 

潜水艦の監視したり、海上での救難活動の任務を行なっていてるんだ。 

航空自衛隊は、戦闘機で航空機、ミサイルなどによる 

空からの攻撃を防ぐ任務を行なっているんだ。 

 

戦闘機は、上空の敵機を撃墜するのが仕事なので、 

陸上自衛隊や海上自衛隊には、必要がないんだよ。 

 



 

よくわからないけど、 

陸上自衛隊が「ヘリコプター」で、航空自衛隊が「戦闘機」なんだね。 

 

よくニュースでやっているけど、 

航空自衛隊の仕事は、北朝鮮や中国が攻めてこないか監視することで、 

攻めて来たら、戦闘機で攻撃するんだよね。 

 

でも、航空自衛隊は、警告はするけど、攻撃することってあるの？ 

日本は、攻撃できないんじゃないの？ 

 

 

攻撃するのは、むずかしいかもね。 

 

・ 敵が、日本に上陸している 

・ その敵に、陸上自衛隊が苦戦している 

 

と言った場合は、航空機で攻撃できるんだけど、 

自衛隊は、命令がないと攻撃ができないんだ。 

自衛隊を出動させたくない政治家は、たくさんいるからね。 

 

 

命令が無いから…、 

命令があれば、攻撃できるの？ 

それに、 

だれが、命令するの？ 

 

 

命令を出すのは、内閣総理大臣だよ。 

内閣総理大臣が命令を出さないのは、 

「腰抜け」だから、と言われているよ。 

 

攻撃に反対する人が多くて、責任問題になるからね。 

それに、戦闘機を飛ばすにもお金がかかるからね。 

 

それじゃ、話しが反れてしまったけど、 

陸上・海上・航空自衛隊、それぞれの役割はわかったかな？ 

 



自衛隊の役割は、なんとなくだけど、「陸上」と「海上」と「航空」で違うのね。 

それで、今まであった災害被害で、 

どれくらいの自衛隊員が派遣されたの？ 

 

 

自衛隊が派遣された、自然災害はたくさんあるけど、 

その中でも主なものとして、 

・ 阪神・淡路大地震（H07.1.17〜4.27）：1,669,148 名 

・ 地下鉄サリン事件（H07.3.20〜3.23）：3,355 名 

・ 新潟県中越地震（H16.10.23〜12.21）：124,739 名 

・ 東日本大震災（H23.3.11〜291 日間）：1,066 万名、犠牲隊員 5 名 

・ 関東/東北(茨城)豪雨災害（H27.9.10〜9.19）：7,535 名 

   ・ 熊本地震（H28.4.14〜4.28）：283,200 名 

 

東日本大震災は、特別だけど、 

茨木豪雨災害は、車両(2,150 両)、航空機(105 機)、ボート(180 隻）で、 

熊本地震は、航空機(1,275 機)、艦船(168 隻）出動したんだよ。 

 

 

茨城県の大洪水だけど、ニュースで見たわ。 

自衛隊のヘリコプターが、家の屋根の上で救助を待っている人を 

助けていたのを見たわ。 

自衛隊は、ワンちゃんまで、助けていたもの 

 

でも、不思議に思ったのは、 

救助している自衛隊のヘリコプターは、 

１台しかなかったの 

そのヘリコプターで、順番に救出していたけど、 

全員が救出されるか、ハラハラして見ていたわ。 

 

ヘリコプターが５台ぐらいで、同時に救助していたら、 

もっと早く、助けられるって思ったの。 

他にも、新聞社のヘリコプターがあったけど、人の救出は、しないものね。 

 

 

そうだね、自衛隊も人数が限られているからね、 

でも自衛隊は、大災害の時に活躍してくれる頼りになる存在だから、 

その救助活動には感謝しないとね。 



それじゃ、 

「国際貢献活動」について、説明しよう。 

 

国際貢献活動とは、 

国際テロや、地域紛争といった問題を解決するため、 

平和のための活動に、日本も取り組んでいるんだよ。 

 

はてなちゃん 

「ＰＫＯ」って、聞いたことあるかなぁ 

ＰＫＯ（国連平和維持活動）は、 

世界各地における紛争の解決のために、国連が行なう活動で、 

自衛隊も協力しているんだよ。 

 

 

ＰＫＯは、聞いたことがあるわ、 

よくわからないけど、日本はたくさんお金を出しているんでしょ。 

ニュースで、南スーダンに派遣される自衛隊の話しを知っているわ。 

 

 

国連が行なう国際社会の平和のために、 

日本の国際的地位と責任にふさわしい協力を行うため、 

「資金面だけでなく、人的な面でも協力をしている」 んだよ。 

 

 

なんでも先生、 

でも、自衛隊が行って、何をするの？ 

自衛隊は、戦争ができないのに、役に立つの？ 

 

 

南スーダンには、 

自衛隊の「施設部隊」と「司令部要員」が派遣されたんだ。 

自衛隊は、発展途上国のインフラの整備で、協力をしているんだよ。 

 

それに、自衛隊には、道路を造る専門の部隊もあるんだよ。 

自衛隊は、「自己完結型組織」だから、喜ばれるんだよ。 

自己完結型組織とは、 

現地に移動した後、ただちに設営場所を探して、野営して泊まるんだよ、 

食事やお風呂など、すべてを自前でまかなってしまうんだよ。 



 

自衛隊が、「自己完結型」の組織だから、 

ボランティア活動とかと違うんだね。 

 

 

そうだよ、 

自衛隊は、警察や消防隊と全く違う「自己完結型」の組織なんだ。 

インフラが、全く機能しないことを前提に、 

組立てられた仕組みなんだよ。 

 

警察や消防隊は、自衛隊のように、独立・自己完結して 

活動することは、不可能だからね。 

 

それに、 

自衛隊は、必要なものを調達することができる体制で、 

あらゆる方法で、必要物資を現地調達するんだ。 

道路や橋が壊されても、 

自衛隊が持っているシステムを利用して、通行を可能にするんだ。 

 

 

自衛隊って、どこに行っても歓迎されるんだね。 

 

ねぇ、なんでも先生 

自衛隊の人って、どれぐらい働いているの？ 

 

 

自衛隊の人数は、だいたい 23 万人いるんだよ。（2016.3.31 時点） 

定員：247,154 人、現数：227,339 人 

 

  陸上自衛隊が、138,610 人（定員：150,863 人）、 

  海上自衛隊が、42,052（定員：45,364 人） 

  航空自衛隊が、43,027（定員：46,940 人） 

  統合幕僚監部など、3,650（定員：3,987 人） 

 

これに、防衛省職員、予備自衛官、即応予備自衛官、防衛大生など 

定員外の約 90,000 人が加わるんだよ。 

それで、 

女性は約 20 人に 1 名の割合（全自衛官の約 5％）なんだよ。 



２４万人の自衛官の中には、歌手もいるんだよ。 

海上自衛隊に、「歌手採用」で入隊した女性もいるしね。 

 

はてなちゃん、他に、聞きたいことはないかな？ 

 

 

自衛隊の仕事って、だいたいわかったわ、 

そして、訓練の内容も世界トップクラスなのは、 

わかったんだけど、 

 

やっぱり、 

普段、何をしてるのか？ 知りたいわ。 

「災害派遣」や「国際貢献活動」は、特別なときでしょ 

 

訓練も大事な仕事だと思うけれども、 

普段は、訓練ばっかりやっているんじゃないでしょ。 

 

自衛隊は、２４万人もいるんでしょ？ 

年をとった人もいるでしょ 

だから、他にも、どんなことをしてるのか知りたいわ。 

 

 

自衛隊の仕事の種類は、 

「陸上自衛隊」、「海上自衛隊」、「航空自衛隊」ごとに、 

いろいろな職種があるんだよ。 

 

陸上自衛隊の職種は、１６の職種があり、 

いろいろと組み合わせて、その事態に対処するんだよ。 

職種は、制服の襟のバッチで区別することができるんだよ 

 

海上自衛隊の職種は、大きく３つに分けられるんだ。 

・護衛艦や潜水艦など艦艇で働く人、 

・パイロットや整備員など航空基地で働く人 

・その他、陸上部隊で働く人 

 

航空自衛隊の職種は、代表的なパイロットをはじめ、 

気象、管制、通信電子、整備、施設、輸送、補給など、 

幅広く職種があって、女性自衛官も活躍しているんだよ。 



それじゃ、 

自衛隊の職種を一覧表にしよう。 

 

陸上自衛隊 海上自衛隊 航空自衛隊 

普通科 射撃 飛行 

機甲科 水雷 飛行管理 

特科（野戦） 掃海機雷 航空管制 

特科（高射） 航海・船務 要撃管制 

航空科 通信 高射 

施設科 気象・海洋 気象 

通信科 機 関 通信電子 

武器科 電子整備 武装 

需品科 運用 整備 

輸送科 電測 施設 

化学科 航空電機計器整備 衛生 

警務科   航空発動機整備 法務  

会計科 応急工作 警備  

衛生科 水測 音楽 

音楽科 航空武器整備 会計 

情報科 航空機体整備 補給 

  衛生 輸送 

  航空管制 プログラム 

  補給 機上無線  

  施設 厚生・総務 

  地上救難 給養 

  給養 警戒管制 

  飛行 救難 

  法務   

  情報   

  音楽   

 

なんでも先生、 

一覧表は、わかりやすいけれど、 

「音楽科」や「音楽」の職種があるけど、どんな仕事なの？ 

それに、訓練をしないような職種もたくさんあるみたいだけど、 

普段は、どんな仕事をしているの？ 

 



 

自衛隊の「音楽科」は、 

音楽の演奏を通じて、自衛隊員の士気を高めるためにあるんだよ。 

 

海上自衛隊の「音楽科」には、 

約２５０名の隊員が、音楽演奏を専門として働いていて、 

儀式や演奏会、イベントに、ＣＤ録音と、あちこちで活躍しているんだ。 

かっこいい独特の制服を着て、クラシックからポピュラーなど、 

いろいろなジャンルを演奏するので、ものすごくカッコいいよ。 

 

だから、音楽科の自衛隊員は、音楽活動が仕事になるので、 

音楽をやりたい人にとっては、すごく人気のある部署なんだよ。 

 

 

音楽科は、 

普段は、音楽の練習をしているんだね。 

 

わたしは、将来自衛隊員になりたいわ。 

自衛隊の訓練は、きびしそうなんで、 

音楽科のような楽しそうな職種で、働きたいんだけど、 

どうすれば、自衛隊員になれるの？ 

 

 

 

 

はてなちゃん 

次の「わたしも、自衛隊員になれるの？」の質問だね。 

 

それじゃ、ものしり博士にも、聞いてみようか？ 

ものしり博士のほうが、よく知っているよ。 

 

 

ねぇ、ものしり博士 

自衛隊員になるにはどうすればいいの？ 

それと、 陸上自衛隊がいいのか？ 

 海上自衛隊がいいのか？ 

 航空自衛隊がいいのか？ も教えて、 

 



自衛隊は、非常に大きな組織だから、 

いろいろな採用のコースがあるんだよ。 

 

自衛隊の幹部、パイロット、医者や看護師になるためのコースや 

はてなちゃんの能力や適性に応じてもいろいろな種目があるんだよ。 

 

 

職種が、いっぱいあるのは知っているわ。 

「音楽科」があるのも教えてもらったの。 

だから、 

自衛隊員になりたいと思ったの。 

 

 

希望する職種を決めるのは、大事なことなんだよ。 

たとえば、大学を卒業した人は、幹部候補生の試験が受けられ、 

高校を卒業した人は、曹候補学生や曹候補士の採用試験が受けられ、 

年齢や学歴などによって、受けられる採用試験が変わってくるんだよ。 

もちろん、中学を出て自衛隊員になった人もいるよ。 

 

 

やっぱり、試験はあるんだ。 

わからない試験ばっかりだけど、 

自衛隊になるのも難しいんだね。 

でも、中学を卒業したばかりでも自衛隊員になれるの？ 

 

 

中学を卒業したばかりでもなれるのは、 

「高等工科学校生徒」という、将来活躍できる人材を育てるための 

教育制度があるからなんだよ。 

 

その試験に合格すると、 

３年間で普通科高校と同じような教育を受けながら、 

自衛隊の専門的な勉強や訓練の授業を受けるんだよ。 

そして、卒業後には、自衛隊の一員として活躍することになるんだ。 

 

それ以外にも、自衛隊のパイロットを養成する学校や 

「航空学生」として、学校に入学することもできるんだよ。 

そして、卒業後すれば自衛隊のパイロットとして働くことができるからね。 



 

あと、 

はてなちゃんが、本気で自衛隊員になりたかったら 

防衛大学に行くのもいいね。 

 

防衛大学は、一般的な大学とは違って、 

自衛隊の幹部になるために、必要な知識や技術を勉強する学校なんだよ。 

 

 

ねぇ、ものしり博士 

防衛大学に入学するのは、難しいの？ 

卒業したら、自衛隊の幹部候補生として働くことができるんでしょ 

 

女の子の入学は、むずかしいの？ 

 

 

防衛大学は、 

学費が無料だったり、卒業と同時に自衛隊の幹部になれるので、 

人気もあって、入学するのは難しいんだよ。 

 

とくに、女子は、募集数がものすごく少ないので、 

東大レベルの学力が必要…という人もいるよ。 

それに、防衛大学の試験は一般の大学より早くあって、問題もいいので、 

試験も無料のため「練習受験」の人も多いから、倍率が高いんだ。 

 

それと、自衛隊の音楽科は、音楽演奏が主な仕事なので、 

広報活動のための派遣演奏や音楽隊員に、教育などを行っているんだ。 

 

 

自衛隊の音楽科に、入るにはどうすれば、どうすればいいの？ 

やっぱり、むずかしいでしょ。 

 

「音楽科」は、音楽活動が仕事だから、 

音楽をやりたい人にとっては、ものすごく人気のある部署だから 

簡単には、入ることができないんだよ。 

それに、公務員だからね。 

音楽大学出身の人でも、試験に落ちる人は多いんだよ。 

 



 

でも、はてなちゃんは、 

まだまだ先が長いから、これから勉強すれば、きっと入学できるよ。 

 

 

わかった。 

がんばって、勉強して合格するわ。 

 

ものしり博士、 

防衛大学に行くのは、むずかしいってわかったけど、 

 

自衛隊って公務員なの？ 

警察官って、公務員でしょ、自衛隊も公務員なの。 

 

 

自衛隊も公務員だよ。 

警察官の多くは、「地方公務員」で、自衛隊員は、「国家公務員」なんだ、 

 

仕事内容は、 

外敵から国を守るのが自衛隊。 

国内の治安を守るのが警察。なんだよ。 

 

 

わたしが、思ってたのは、 

警察は、仕事が忙しくて、勉強がたいへん、それで、運動は普通。 

自衛隊は、仕事は訓練が多い、運動がきつい、でも勉強は普通。 

 

自衛隊は職種が多くて、警察に比べて、楽しそうだから、 

自衛隊になりたいと思ったの。 

 

ものしり博士、 

警察官と自衛官の違いをわかりやすく教えて、 

 

 

簡単に言うと 

外敵から国を守るのが自衛隊で、 

国内の治安を守るのが警察だね。 

 



どちらも公務員だから 

給料も安定しているし、ボーナスだってもらえるよ。 

それに、悪いことしない限り年金などのお金で、普通に暮らせるからね。 

 

 

なんか、よくわからないわ。 

両方とも公務員で、つぶれないから安心できるのはわかったけど、 

警察管がいいのか、自衛隊がいいのか、どっちがいいのか？ 

それがわからないわ。 

 

 

それじゃ、わかりやすく言うと、 

警察は、国民生活に密着した仕事なんだよ。 

 

交番のおまわりさんは、警察官でしょう。 

１日中市民とかかわりあった仕事をしているんだよ。 

たとえば、迷子の子とものお世話や、おばあちゃんの道案内、 

酔っぱらい、ヤクザや暴力団ともかかわることもあるけどね。 

いつも市民に見られているから、気を抜けない仕事なんだよ。 

 

その点、自衛隊では、ほとんど市民と接することはないんだ。 

国民生活とは、関係ないので、 

そういったストレスは、一切ないんだよ。 

 

 

それじゃ、 

人に役立つ仕事をしたければ、警察官のほうがいいの？ 

きらいな市民とは、接したくないけど、 

人を助けたり、人を守ったりする仕事をしたいわ。 

 

 

それじゃ、 

消防官が、いいんじゃないかなぁ。 

 

消防で言えば、レスキュー隊やハイパーレスキュー隊、水難救助隊、などは、 

人を救助するのが仕事だからね。 

特別救助隊なんかは、ものすごく危険な仕事だけれどね。 

 



消防って、火事で、火を消すだけじゃないのね。 

消防隊と消防団の違いがわからないわ。 

ねぇ、どこがちがうの？ 

 

 

消防隊（消防署などに勤務する人）は、専門の公務員で、 

消防団は、地域の住民によるボランティア的な公務員なんだよ。 

 

消防団は、その地域に住んでいる人で、 

普段は、別の仕事をしているから、特別な公務員なんだよ。 

 

 

ものしり博士、 

やっぱり、わたしは、自衛隊員になりたいわ。 

理由は、警察や消防は、命の危険があるから 

それに、自衛隊は楽しそうだからね。 

 

それに、地震の災害救助の時にも 

自衛隊が、一番喜ばれていたと思ったから、 

 

そういえば、なんでも先生が、 

自衛隊は、「自己完結型」の組織って言っていたけど、 

もう少し、わかりやすく教えて、 

 

 

災害の時に、自衛隊が目立ったのは、きっと、装備が違うからだね。 

自衛隊は、軍隊の装備を持っていて、「自己完結型」だからなんだよ。 

 

たとえば、「警察」や「消防」、「海上保安庁」の救助部隊も 

災害地に派遣された場合、 

寝る場所や食事なんかも、民間の力を借りなければできないんだ。 

 

料理や食事なんかは、民間の協力者にお願いしなければいけないんだ。 

寝る場所も、宿泊施設を用意しなければダメなんだよ。 

 

 

それじゃ、ボランティアの人と同じなんだね。 

 



そうだよ、 

これが自衛隊だと、軍の組織なので、自活することが想定されているんだ。 

だから、「炊き出し専門部隊」などがいて、民間の力を借りなくてもいいんだよ。 

 

警察や消防の人も、自衛隊が用意した食事をすることもあるんだよ。 

 

それに、災害で派遣される自衛官は、 

自衛隊の制服を着て、自衛隊の装備を持った「警察官」となって、 

警察と同じ権限が与えられるんだよ。 

 

 

やっぱり、 

わたしは、自衛隊がいいわ。 

それで、自衛隊の給料って、いくらぐらいなの？ 

警察と比べて、どっちがたくさんもらえるの？ 

 

 

自衛隊は、国家公務員なので、 

安定した給料がもらえるのが、魅力的だね、 

 

でも、きびしい訓練と引き換えの給料なので、 

階級や仕事内容で、大きく変わるんだよ。 

また、 

自衛隊の給料は、年功序列で上がっていくんだよ。 

 

 

年功序列ってことは、 

年をとるごとに、給料が上がっていくんだよね。 

 

わたしは、「成果主義」より、年故序列が好きなんだ。 

だって、一生懸命に仕事をしても、成果が上がらないことってあるでしょ。 

 

成果主義って、給料はいいけど、成果が上がらないと、 

会社をクビになってしまうんでしょ。 

アメリカなどの外国の会社が、成果主義で、 

日本は、むかしは年功序列だったんでしょ。 

どうして、「年功序列」から「成果主義」に変わっていくの？ 

 



年功序列は、はてなちゃんが言うように、 

勤続年数や、年齢などに応じて、給料がもらえるシステムで、 

日本では、ほとんどの企業が、この制度を導入していたんだよ。 

でも、 

年齢をとるごとに、会社のために働くのが、前提になっているんだ。 

 

現実には、一生懸命に働かなくても、年々給料があがるので、 

会社にぶらさがろうとする人間が増えて、 

会社全体が悪くなってしまうんだよ。 

 

日本人は、一生懸命働くけど、 

外国人は、働かなくても同じだけ給料がもらえるなら、 

働きたくないと思う人が多いんだよ。 

 

日本でも、若い人は、 

がんばった分だけ、働いていない人より、給料を多くもらいたい。 

と、思う人が増えてきたんだ。 

 

そういう人は、正当に評価してもらうと、やる気や向上心があがって、 

もっともっと頑張るようになって、それが会社も儲かることになるんだよ。 

 

 

会社も働かない人には、 

給料を払いたくないから、「成果主義」になっていくんだね。 

 

わたしは、 

働かなくて、給料をもらっている人がいても、いいと思うの。 

病気やケガで、働けなくなる人と同じだと考えれば、いいんじゃない？ 

 

 

日本の会社も、はてなちゃんみたいに考えていたんだけど、 

それじゃ、会社がやっていけなくなったんだ。 

だから、会社が倒産しないように、成果主義になったんだよ。 

 

 

成果主義にすると、会社が倒産しなくなるの？ 

 

 



成果主義にしないと、 

若くて優秀な人は、会社を辞めてしまうからね。 

はてなちゃんも、 

少しでも、給料が多い会社の方がいいでしょ。 

成果主義は、年齢に関係なく、 

成果に応じて、給料や報酬が決まるからね。 

 

だから、やる気のある若い人は、 

「成果主義を掲げている会社に就職したい！」と考える人が多いんだ。 

会社は、人が集まらないと倒産してしまうからね。 

 

はてなちゃんは、 

年をとった仕事をしない人が、高い給料をもらっていても 

文句は言わないの？ 

 

 

わたしは、別に腹が立つこともないわ。 

だって、しかたがないもの。 

 

わたしは、成果主義って、いいと思わないわ 

だけど、 

成果主義で、会社を休んだり、遅刻したり、 

遊んでばかりしているけど、成果を上げて、 

給料をたくさんもらっている人は、うらやましいと思うわ。 

 

 

成果主義が、うまくいかなかった会社もあるんだよ。 

ダメだった理由は、 

きちんと「正当に評価」できなかったためなんだ。 

 

学校のテストみたいに、 

全員が同じ仕事や、同じ物を売るようなことだったら、 

正当に評価できるんだけどね。 

 

それに、評価する会社の役員やえらい人たちは、 

自分たちが、年功序列で今の地位にいるわけだから 

成果主義と言われても、対応が出来なかったんだね。 

 



 

ものしり博士、 

自衛隊は、年功序列でしょ、 

わたしは、 

仕事をしないで、高い給料をもらっている人がいても、腹を立てないわ、 

 

だって、自衛隊の年をとった人って、 

あまり仕事をしていない人って、多いと思うから。 

一般の会社でも、社長はあくせく働かないでしょ。 

 

 

どうして、 

はてなちゃんは、年をとった人は、仕事をしていない人が多いと思うの？ 

 

 

自衛隊の仕事って、ほとんどが訓練なんでしょ。 

 

訓練を見ていても、若い人ばかりで、 

年をとった人は、訓練を指示する人で、訓練はしていないもの？ 

 

それに、 

災害派遣や国際貢献に行くのは、 

若い人ばかりで、年をとった人はいないもの。 

 

それが気になって、 

「自衛隊は、普段何をしているのか？」 聞いたの？ 

ほんとは、 

 自衛隊の、『年をとった人は』、普段何をしているのか？ 聞けばよかったわ 

 

自衛隊は、陸軍、海軍、航空に分かれていて、 

それぞれ、いろいろな職種があるのは、わかったんだけど、 

まだ、年をとった人が、普段何をしているかわからないわ。 

 

でも、 

もう、普段何をしているのか、気にならなくなったわ。 

仕事をしないで、高い給料をもらっていても、腹を立てないもの、 

だって、公務員は、年功序列だから…。 

 



はてなちゃん 

自衛隊の給料が知りたかったんだよね。 

 

自衛隊では、学歴は関係ないので、 

大学を卒業しても、高校卒業でも、給料に差はないんだよ。 

 

給料は、入隊区分で変わるんだ。 

自衛隊の入隊コースは、4 つに分かれていて、 

・ 自衛官候補生、 ・ 一般曹候補生、 

・ 一般幹部候補生、 ・ 防衛大学校卒者  

 

給料が、高いのは、「一般幹部候補生」と「防衛大学を卒業した人」なんだよ。 

スタートした時から教育を受けるので、給料は高めになるんだよ。 

 

そして、自衛隊では、階級ごとに給料が決められていて 

勤続年数に応じた支給額になるよう定められているんだ。 

 

 

階級ごとに給料が違うんだね。 

自衛隊の階級って、たくさんあるの？ 

 

 

自衛隊の階級は、 

任期制隊員の 2 士から将官までの階級があるんだ。 

１６階級あって、給料の金額も違うんだよ。 

 

任期制隊員は、 

2 士、1 士、士長の 3 つの階級なんだよ。 

士長までは、トントン拍子に、昇任するんだ。 

 

 

次の階級は、 

曹階級を下士官と言って、曹長、１曹、２曹、３曹の 4 つの階級なんだ。 

 

給料の差は、勤続年数によって変わるんだよ。 

年収にすると、 

定年間際で、600 万～650 万ぐらいかな。 

 



次が、尉官と呼ばれる幹部自衛官で、3 尉、2 尉、1 尉の 3 つの階級なんだよ。 

 

防衛大学校の卒業者や一般幹部候補生は、 

３尉からの階級になるんだよ。 

定年間際の年収は、700 万前後ぐらいだね。 

 

そして、 

次が、佐官と呼ばれる幹部自衛官で、3 佐、2 佐、1 佐の 3 つの階級なんだよ。 

 

佐官になると給料の幅がグンと広がって、 

１佐で駐屯地司令官、 

２佐で部隊長、 

３佐で中隊長 と言った感じで、 

定年間際の年収は、800 万前後ぐらいだね。 

 

最後に、将官と呼ばれる幹部自衛官で、将補、将官、2 つの階級で、 

陸・海・空のトップであり、 

国内では、数十人しかいない階級なんだよ。 

 

 

ここまでくると、雲の上の存在の人だね。 

でも、自衛隊のトップが 月に１２０万円って、 

普通の会社の社長に比べて、ずいぶん少ないんじゃないの？ 

 

 

そうだね。 

自衛隊の給料は、手当が大きいんだよ。 

自衛官は国家公務員だから、基本給のほかにいろいろな手当がつくんだよ。 

 

 

手当がついたら、どれぐらいの給料になるの 

 

 

艦艇の勤務やパイロットなどは、基本給に３割～５割の手当がつくからね。 

それに、ボーナスも手当だからね。 

（手当一例） 

   ボーナス（期末・勤勉手当）、扶養手当、地域手当、災害派遣手当、 

   乗組員手当・航海手当、航空機手当、引越手当など 



 

給料のことは、よくわかったわ。 

 

それじゃ、アメリカの軍人さんの給料はいくらなの？ 

やっぱりパイロットや特殊部隊の人は、高い給料をもらっているの？ 

 

 

アメリカ軍の給料も、危険手当がほとんどないので、 

パイロットなども多くは、もらっていないと言われているよ。 

 

でも、大手航空会社のパイロットは、元軍人のパイロットが多いんだよ。 

だから、「転職するために、高度な練習をさせてもらえる。」 

と考えて仕事をしている人も多いんだよ。 

それで、再就職して、かなり高い給料をもらっているみたいだね。 

 

 

自衛隊とアメリカ軍では、どちらが給料が良いの？ 

 

あと、 

イスラエルや韓国などの徴兵令がある国だと、 

徴兵された時は、給料はもらえるの？ 

 

 

自衛隊も、アメリカ軍も、階級や職種によって、給料は違ってくるからね。 

 

自衛隊の最低階級（２等陸士）で初任給約１６万。 

米軍の最低階級（２等兵）で約１０００ドル（日本円では１１万弱）で、 

日本の方が、かなりいいんじゃないかな。 

 

徴兵された人の給料は、もちろんもらえるよ。 

韓国軍で 65,000 ウォン～88,000 ウォンぐらいだけどね。 

（日本円で約６千円～９千円ほど） 

韓国では、物価が違うので、決して「安っ！」ってわけではないんだよ。 

 

 

そうすると、 

日本の自衛隊の給料の方が、高いんだね。 

この給料のほかに、いろいろな手当てがもらえるんでしょ。 



 

やっぱり、公務員だから給料がいいんだね。 

でも、アメリカ軍の給料って、安すぎない？ 

手当も、もらえないんでしょ。 

 

日本って、戦争がないので、訓練ばっかりしているけど、 

アメリカ軍兵は、いつ戦場に行かされるのかわからないんでしょ 

ストレスなんかも溜まって大変なのに、 

それで、給料も安いから、日本の自衛隊の給料に文句は言わないの？ 

 

ものしり先生、 

日本でも、自衛隊を辞めて、 

航空会社のパイロットになる人は、多いの？ 

 

 

そうだね、 

アメリカ軍が、日本の自衛隊の給料を知ると、うらやましがると思うね。 

 

日本でも、航空会社のパイロットになる人はいるよ。 

だから、自衛隊を辞めて、給料が多くなった人もいるんじゃないかな。 

 

それに、 

陸上自衛隊だと、戦車に乗るために、 

特殊な自動車免許証が必要で、免許証を取らないとダメなんだよ。 

 

この免許証は、トラックの運転や特殊な車を運転できるので、 

特殊免許があるおかげで、 

自衛隊を辞めても、給料は増えるかもしれないね。 

 

 

やっぱり、 

わたしは、自衛隊になりたいわ。 

だから、一生懸命に勉強するわ。 

 

 

 

 

 



はてなちゃん 

他にも、聞きたいことはあるかな？ 

 

 

それじゃ、 

「戦争と自衛隊について」 教えて、 

 

まずは、自衛隊って、軍隊じゃないんでしょ 

「軍隊」と「自衛隊」って、何が違うの？ 

 

 

「軍隊」と「自衛隊」の違いは、 

軍隊は、他の国を攻撃することができるんだ。 

それに対して、 

自衛隊は、他の国が攻撃してきた時だけ、反撃できるんだ。 

 

だから、防衛しかできないと言われているんだよ。 

そして、 

他の国を攻撃できないのは、軍隊としてはかなり致命的なんだよ。 

自衛隊は、戦争を前提とした組織になっていないんだよ。 

 

 

でも、 

日本から他の国を攻撃することってないでしょ。 

だったら、 

攻撃されたら、反撃するだけでいいんじゃないの？ 

 

 

そうだよ、 

日本から、他の国を攻撃できないのは、 

法律で、決められているからなんだよ。 

 

でも、外国から見れば、自衛隊は軍隊なんだよ。 

自衛隊は、軍隊じゃないと言っているのは、日本だけなんだよ。 

 

日本では、 

自衛隊を軍隊に近づけようとすると、憲法違反になるんだよ。 

軍隊にするには、憲法改正しなければダメなんだよ。 



でも、軍隊じゃないと困るの？ 

日本は、他の国を攻撃しないから、自衛隊のままで、いいんじゃないの？ 

 

 

日本は、アメリカと同盟を結んでいるから、 

アメリカが攻撃されても、攻撃ができないんだ。 

でも、 

日本が攻撃されたら、 

アメリカは、助けてくれるんだよ。 

 

はてなちゃんは、 

友達が攻撃されたら、助けてあげるよね。 

その助けた友達が、 

はてなちゃんが危険な時には、助けてくれなかったらどうする。 

助けることを禁止されているから、 

助けられないといって、逃げてしまうんだよ。 

 

 

そんなのは、本当の友達じゃないわ。 

わたしだったら、法律を違反してでも助けるわ。 

 

自衛隊も、 

法律を違反してでも、助ければいいんじゃないの？ 

法律を違反までして、助けた方が、アメリカに感謝されるんじゃないの 

 

それに、 

そんな理由だったら、あまり罰せられないんじゃないの？ 

 

 

でも、戦争で法律違反をすると、 

人の命にかかわるから、死刑になってしまうかもしれないよ。 

日本には、軍事にかかわる裁判がないからね。 

それを考えたら、法律違反できないでしょ 

 

 

それは、戦争なのに、殺人事件として、裁判されるの？ 

それだったら、法律違反できないわ。 

そんな法律は、改正されないの？ 



 

法律だけど、少しは改善されてきたんだよ。 

 

それが、「集団的自衛権」や、「駆けつけ警護」なんだよ。 

でも、 

「集団的自衛権」や「駆けつけ警護」も 

反対する人がいるから、いろいろな制限があるんだよ。 

 

 

いろいろな制限って、どんな制限があるの？ 

どうして、軍隊にしたらダメなの？ 

 

 

自衛隊は、軍隊ではないから、「戦死」は認められないんだ。 

なので、 

日本国のために「戦死」した人に、感謝の気持ちを捧げられないんだよ。 

 

それに、戦闘になると、相手を殺してしまうことがあるけど、 

国際法では、軍隊が敵を殺すのは認められているけど、 

自衛隊は、軍隊ではないから、対応できないんだよ。 

 

軍法会議がないので、仕方なく相手を殺しても、 

殺人罪として、裁かれることになるかもしれないからね。 

裁判官は、戦争のことを知らないからね。 

 

今の日本の憲法は、世界の法律と合っていないんだ。 

 

それに、日本は交戦規定を持っていないから、 

武器を使うのに、いちいち使用許可をもらわないといけないんだ。 

他の国では、攻撃命令が出たら、どの武器でも使えるんだよ。 

 

アメリカ軍などの決まりは、 

交戦規定として、ネガティブリストといって、 

使用してはいけない武器だけを、リストで決められているんだ。 

 

これに違反すれば、「軍法会議」で、批判されるんだよ。 

だけど、武器使用は、第一優先なんだよ。 

 



 

日本の決まりは、 

武器使用基準で、ポジティブリストといって、 

使用していい武器だけが、リストで決められているんだよ。 

 

そして、これに違反すると、日本の場合は、「軍法会議」がないから、 

適切な戦争での責任者が、裁けないんだよ。 

 

 

軍隊がないから、「軍法会議」がないってことなの 

人を間違って殺してしまっても、「軍法会議」で裁かれないのね。 

 

それじゃ、 

戦争と関係ない「殺人事件」で、裁かれるってことなの？ 

そうなったら、 

自衛隊の隊員は、死刑になってしまうんじゃないの？ 

 

自衛隊もボランティア活動の人も、同じ裁判で裁かれるってことなの？ 

 

なんだか、 

日本だけが世界の常識と違っているみたいだね。 

 

 

だから、自衛隊員は、 

発砲をちゅうちょしてしまうから、危機に陥る可能性があるんだよ。 

自衛隊員からは、攻撃できないからね。 

それに、 

攻撃されても、反撃しないこともあるからね。 

 

 

ものしり博士、 

ポジティブリストとネガティブリストがよくわからないわ。 

もっと、簡単に説明して、 

 

 

簡単に言うと 

外国の軍隊は、「ネガティブリスト」で行動し、 

日本の自衛隊は、「ポジティブリスト」で行動するんだ。 



ネガティブリストは、 

「やったらいけない」ことを書いたリストで、 

書かれてないことは、やってもいいんだよ。 

 

ポジティブリストは、 

「やっていいこと」だけを書いたリストでなんだ。 

 

「ポジティブリスト」だと、 

相手は、こちらのリストを研究して、 

リストに書かれてないことを仕掛けてくると、 

自衛隊は、何もできなくなってしまうんだよ。 

 

軍事に関しては、 

「コレとコレは、やっても良い」と言った 

「ポジティブリスト」方式だと、対応できないんだよ。 

｢想定外｣のことが起こったら、何もできないでしょ 

 

 

わたしもそう思うわ、 

だって、 

戦争の時に、いちいちそんなことを考えられないもの？ 

やってもいいことを覚えるだけでも大変だし、 

忘れてしまうこともあるでしょ。 

 

どうして、日本は、ネガティブリスト方式に変えないの？ 

日本以外の国は、ネガティブリスト方式でやってるんでしょ 

 

なぜ、日本の政治家は、自衛隊のことを考えないの？ 

自衛隊のことがきらいなの？ 

 

 

禁止されていないことは、何をやっても良いと考えるのが 

法治国家の大原則なんだよ。 

やってはいけないのなら法律を改正して、禁止すればいいだけだからね、 

 

でも、ネガティブリストにすれば、 

これに、反した場合に、憲法違反になるかどうかも考えてるので、 

日本では、ポジティブリスト方式なんだよ。 



 

やっぱり、日本は平和なんだね。 

 

 

はてなちゃんは、 

なんで、そう思うの？ 

 

 

だって、 

政治って、「常に最悪のケースを想定して、それに備える」 

って、言っているのに、 

「今までと同様に、平和が続く」のが前提で、話しをしてるもの 

 

それに、国会議員は暇だと思うわ。 

なぜかというと 

国会で、戦車とかわからない人が、撃つ方法や 

銃の撃ち方を議論してるでしょ 

そんなのは、プロの自衛隊に任せればいいのに、と思うわ。 

それに、戦車にウインカーをつけないと道路を走れないとか？ 

どうでもいいことを議論してるもの。 

 

 

ねぇ、ものしり博士、 

「駆けつけ警護」って意味がよくわからないわ。 

 

 

集団的自衛権の事例の 1 つが「駆け付け警護」なんだよ。 

 

駆けつけ警護は、 

自衛隊で、はじめての新「武器使用基準」なんだ。 

 

今までの自衛隊は、あくまでも自衛のみで、 

他国には、攻撃ができなかったんだ。 

 

それが、 

武器を持たない人たちを、 

武装集団などの攻撃から、守る任務が決められたんだよ。 

 



相手を攻撃できないのに、守ってあげることってできるの？ 

わたしは、そんなことできないと思うわ。 

 

 

それには、反対派からも、 

武器を持たない人たちを守るために、相手を攻撃するので、 

 

  ・ 「駆けつけ警護は戦争行為」 

  ・ 「自衛隊が軍隊になる」 

  ・ 「自衛隊の安全は守れるのか？」 と言われているんだよ。 

 

 

それは、 

自衛隊も他の国の「軍隊」のようになるということなの？ 

「駆けつけ警護」で、自衛隊は変わるの？ 

 

 

「駆けつけ警護」は、危ないのは当たり前だけれど、 

 

問題なのは、 

現場で、一番困るのは、自衛隊なんだよ。 

 

 

自衛隊は、 

どんな時に、困るの？ 

 

 

自衛隊が困るのは、 

 

・ 目の前で「人」が襲われていたとき 

・ 自衛隊自身が攻撃されたとき 

・ 正当防衛を判断するとき 

・ 攻撃を受けて重傷を負ったとき   

 

反対派は、 

アメリカと一緒になって戦争をする。 と言って、反対しているんだ。 

 

 



反対派は、現場のことを考えていないんだね。 

自衛隊が、困ることを具体的に教えて、 

どうして、 

「・ 目の前で「人」が、襲われていたとき」に、 

自衛隊は困るの？ 

 

 

今までは、武器を持たない人たちが、 

武装集団に襲われても、警護できなかったんだけど、 

 

これからは、武器を持たない人が、 

武装集団から、助けてほしいと言われたら、 

現場の指揮官に、自衛隊が安全だと判断したら、 

助けに駆けつけることが可能になったんだよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でも、武器を持たない人たちが、 

攻撃を受けるってことは、安全じゃないでしょ？ 

 

 

そうなんだ、 

だから、自衛隊が困ることなんだよ。 

 

次の、 

「・ 自衛隊自身が攻撃されたとき」に、自衛隊が困るのは、 

「ポジティブリスト」のことなんだよ。 

 



 

「ポジティブリスト」は、やってもいいリストで、 

やってもいいことが、細かく書かれているんでしょ。 

いちいち覚えるのが大変だから、自衛隊が困るんだよね。 

 

それじゃ、 

「・ 正当防衛を判断するとき」って、どうして困るの？ 

 

 

武装軍団が、攻撃をしてきたときに、 

正当防衛になるのは、 

自衛官の命の危険がある場合のみで、 

あと、相手の武器を上回る武器を使ったらダメなんだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それじゃ、 

正当防衛を判断している間に、殺されてしまうんじゃないの？ 

あ、だから、自衛隊が困るんだね。 

 

それじゃ、 

「・ 攻撃を受けて重傷を負ったとき」は、どうして困るの？ 

 

 

重傷を負った時に、けがを治せるお医者さんがいないからなんだよ。 

 

南スーザンに駆けつけ警護に行ったときは、 

350 人の部隊で、医師免許を持つ人は、4 人しかいないんだよ。 

 

 



日本の政府は、自衛隊員のことを考えていないんだね。 

もっと現場の指揮官に、任せてあげればいいのに、 

 

こんな状態で、国際貢献になるのか、心配だわ 

国際的な常識を無視して、 

日本の常識で、国際貢献をするから、自衛隊は困るんでしょ。 

 

 

そうなんだよ。 だから、日本の政府は、 

自衛隊には、危険な場所に行くのは反対して、 

安全な場所にしか行かないように、したいんじゃないかな？ 

 

 

はてなちゃん 

他に、聞きたいことあるかな？ 

 

 

それじゃ、 

日本の自衛隊とアメリカの関係を教えて、 

 

 

日本の自衛隊は、 

人数と装備も限られているので、単独では日本を防衛できないんだよ、 

それに、攻撃をすることもできないので、他国になめられているんだよ。 

 

でも、 

自衛隊には、アメリカの後ろ盾があるから、力を保っているんだよ。 

それが、日本の強みなんだよ。 

 

 

でも、 

それじゃ、アメリカがいなくなったら、自衛隊は困るのね。 

 

 

そうだよ。 

だから、アメリカがいなくならないように、 

日米安保条約や集団自衛権があるんだよ。 

 



 

日米安保条約って、なんだかよくわからないわ。 

 

 

日米安保条約は、日本が他の国に、攻撃された時、 

アメリカも協力して防衛しますよ。という条約なんだよ。 

ただし、 

日本は、憲法第９条の関係でアメリカが攻撃されても 

日本は、防衛に参加しない、という「一方的」な内容なんだよ。 

 

 

それじゃ、 

アメリカ人は、日米安保条約を、どう思っているの？ 

やっぱり、よく思ってないんでしょ？ 

アメリカが、日本から撤退することってないの？ 

 

 

日本は、アメリカのために、たくさんの基地を提供しているんだよ。 

そして、 

この基地は、日本のためにあるのではないんだよ。 

 

 

米軍基地って、沖縄にたくさんあるんでしょ 

日本を守ってくれるためにあるんじゃないの？ 

 

 

米軍基地は、アメリカのためにあるんだよ。 

アメリカは、 自国の世界戦略をする必要があるため、 

あれだけのたくさんの基地を日本に置いているんだよ。 

 

そして、 

日本は、毎年たくさんのお金をアメリカ人に払っているんだよ。 

基地の土地や住宅も提供しているからね。 

 

だから、 

アメリカ軍 にとって、日本はありがたい国なんだよ。 

こんな国は、世界中で日本以外にはないからね。 

 



そしたら、もし、日本とアメリカの仲が悪くなり、 

日本が、「アメリカ軍に、出て行って！」と言ったら、どうなるの？ 

 

 

おそらく、アメリカ軍は、日本から出て行かないと思うよ。 

 

アメリカのお偉いさんも 

「アメリカ軍が日本にいるのは、日本を守るためではない。 

アメリカ軍が必要とあらば、常に出動できる前方基地として、 

使用できるようにするため」と、言っていたんだよ。 

 

知らない人も多いみたいだけど、 

日米安全保障条約は、アメリカ軍が日本を守るというものではなく、 

日本とアメリカ相互で守り合うというものなんだよ。 

 

 

でも、日本はたくさんのお金を払っているんでしょ 

 

 

在日のアメリカ軍が、駐在するのにかかるお金は、 

思いやり予算って言って、日本が負担しているんだ。 

同盟国では、他の国に比べて、とびぬけた金額なんだよ。 

 

 

それって、 

どれぐらい違っているの？ 

 

 

同盟国が、アメリカ軍が駐留するのに、 

負担するお金の割合を表(２００２年)にしてみよう。 

 

国名 金額（億ドル） 負担率 

日本 44.1 74.50% 

ドイツ 15.6 32.60% 

韓国 8.4 40.40% 

イタリア 3.6 41.00% 

 

 



 

だいたい、ドイツは日本の半分以下で、 

韓国も４割ぐらいの負担だね。 

 

 

でも、２００２年の表って、ちょっと古いんじゃないの 

最新の表ってないの？ 

 

 

じつは、アメリカの国防省は、 

それ以降のデータを公表しなくなったんだ。 

 

理由は、 

日本は、他の国より十分に、お金を払っているから 

もうこれ以上は、払わないよって言いたくなるでしょ。 

それに、 

日本がたくさん払っているので、韓国も払いなさいとか？ 

アメリカが、韓国に言ったりすると、関係が悪くなるでしょ？ 

だから、公表しなくなったんだ。 

 

 

仲が悪くなるかもしれないから、公表しなくなったんだね。 

なんだか、日本が損をしているみたいだね。 

 

 

日本は、アメリカにたくさんお金を払っているけど、 

他の国は、アメリカと一緒に戦っているからね。 

 

日本は、一緒に戦うことができないから、 

お金だけを出しているんだよ。 

 

最近は、 

日本も、集団的自衛権で、 

少しは、一緒に戦うことができるようになったんだけど、 

アメリカからすると、日本は、お金だけ出して、 

一緒に戦わないで、逃げるだけだと思われているんだよ。 

 

 



 

はてなちゃんも 

お金だけ出して、助けてくれない友達は好きになれないでしょう。 

 

例えば、はてなちゃんの友達が誰かにいじめられていて、 

「助けて」って言われたら、助けてあげるでしょ、 

でも、はてなちゃんがいじめられたとき、 

「助けて」友って言っても、わたしは助けられないからね。 

「でも、友達だよね。」って、言われたらどう思う？ 

 

 

そんなの友達じゃないと思うわ。 

 

でも、 

自衛隊は、助けたいのに助けられないんでしょ。 

なんだか、自衛隊がかわいそうだと思うわ。 

 

そういえば、 

韓国って、徴兵制があるでしょ。 

 

 

韓国人の男性は、１９歳～２９歳の間に、 

約２年間の徴兵に行く義務があるんだよ、 

 

理由は、 

韓国は、北朝鮮と休戦状態なので、 

いつ戦争が始まるかわからない状態だからなんだよ。 

 

 

若い時に、２年間も軍隊に行かないとダメなんだ。 

もし、徴兵に行かなかったら、どうなるの？ 

 

 

徴兵を拒否すると 1 年半の刑務所暮らしが待っているんだよ 

それに、徴兵に行かないことは、「就職できない」などの 

社会で生活するのに、差別と偏見にさらされるんだよ。 

 

 



 

やっぱり、自衛隊みたいに訓練をするんでしょ。 

徴兵に行くと、どんな生活をするの？ 

 

 

軍隊に入ると、２４時間共同生活をすることになり、 

いじめがまん延しているんだ。 

3 日に 1 人の割合で自殺者が出ているんだよ。 

 

新聞や雑誌、スマートフォンや携帯電話は、禁止されていて、使えないんだよ。 

そして、外出することもできないんだ。 

 

それに、大学生が学年途中で、徴兵されるために、 

学業が中断してしまうことが、教育上の問題にもなっているんだよ。 

 

 

ものしり博士、 

韓国の女子は、徴兵制ってないの？ 

 

 

女子の徴兵制は、ないんだよ。 

女子を徴兵してるのって、イスラエルくらいしかないんじゃないかなぁ 

 

 

それじゃ、韓国の人って、 

男女差別とかって、文句は言わないの？ 

 

 

男性差別というより、 

韓国は、女性の社会進出が遅れている国なんだ。 

だから、 

韓国では、「兵士は男がなるもの」って、一般常識になっているんだよ。 

 

でも、最近になって、女子の徴兵制も議論になっているだよ。 

 

ちなみに、韓国の男子学生の半分ぐらいは、 

徴兵制は、男性差別と思ってるみたいだね。 

 



 

韓国の人って、 

「徴兵制」には、文句は言わないの？ 

徴兵に、行ってもいいと思っているの？ 

 

 

徴兵には、行きたくないと思うよ。 

給料も少ないし、兵役が終わっても就職できない、 

それに、徴兵に行くと彼女もできないからね。 

 

徴兵は、拒否すると捕まってしまうので、 

がまんしているんじゃないかな。 

 

 

韓国の徴兵制に比べれば、 

日本の自衛隊は、天国みたいだね。 

 

 

はてなちゃんは、 

日本の自衛隊は、今のままがいいかな。 

自衛隊は、これからどうなったらいいと思うの？ 

 

 

わたしは、自衛隊が日本を守る「軍隊」と 

災害や国際貢献をする「救助隊」と分かれればいいと思うわ。 

 

今の自衛隊だと、国際貢献するって言っても 

武器の使用なんかで、反対ばかりされて、自衛隊が困っているでしょ。 

それに、 

国際貢献が、必要としている国は、戦闘地域ばかりじゃないでしょ。 

それに、 

日本は、地震や洪水などの自然災害が多いので、 

自衛隊は、すごく感謝されているからね。 

 

それに、 

「地域に役に立つこともできる」と思うの？ 

 

 



はてなちゃんは、 

自衛隊を「軍隊」と「救助隊」をわけるといいって、言いたいんだね。 

 

 

そう、 

武器を持つのが「軍隊」で、武器を持たないのが「救助隊」 

 

「救助隊」だと、レスキュー隊みたいだから、 

別の名前がいいけどね。 

 

 

でも、それじゃ、人が足りないんじゃないの？ 

「地域の役に立つ」仕事もすれば、 

もっと大勢の人に、自衛隊に入隊してもらわないとダメだよ。 

 

 

わたしに、いいアイデアがあるの？ 

それは、６０歳以上の人は、自衛隊に入隊することができるの。 

 

具体的には、６０歳になると、自衛隊に入隊する権利がもらえるの？ 

もちろん、女の人もだよ。 

 

 

それって、「徴兵制」みたいなものなの？ 

それだったら、きっと反対されるよ。 

 

 

韓国の「徴兵制」のように、義務じゃないの？ 

だから、 

自衛隊に入隊しても、入隊しなくてもどちらでもいいの 

日本の会社は、６０歳で定年でしょ、 

それで、６５歳まで、再雇用してもらう人が多いでしょ。 

 

でも、６０歳をこえたら働きたくない人も多いと思うんだ、 

それに、会社に勤めていない人も多いでしょ。 

 

だから、６０歳から年金がもらえる６５歳まで、 

「自衛隊に入れる権利」がもらえるの。 



 

それで、 

自衛隊に、入隊する人はいるかな？ 

 

 

わたしは、 

自衛隊に入隊する人は、たくさんいると思うわ 

 

たとえば、 

自衛隊に、入隊したら、年金の手当てが良くなる。とか 

 

税金を払っていない人は、 

入隊すれば、年金がもらえるようになる。 とか 

 

生活保護を受けている人は、 

６０歳になると、入隊しなければいけない。 とか 

 

 

そうだね、 

そうすれば、入隊する人は増えるだろうね。 

 

それで、災害救助に行くんだね。 

 

 

お年寄りの場合は、災害救助もするけど、 

仕事は、地域の役に立つことをするの 

 

ボランティア活動みたいだけど、 

公園の草むしりやゴミ拾い。 

幼稚園や老人ホームで、お世話する。 

それに、町の見回りなど、 

 

そして、一番の仕事は、災害が起こった時に、 

非難所場所への案内や被害にならないように呼びかけ 

防災に対しての準備などを地域の人に伝えるの 

 

だって、 

お年寄りの言うことは、みんなよく聞くでしょ 



 

そうだね、お年寄りの言うことは、みんなよく聞くね。 

それじゃ、自衛隊に入らなくても、ボランティアでいいんじゃないの？ 

 

 

自衛隊に入って、 

災害が起こった時の行動の仕方を訓練するの。 

それに、応急手当ての方法や人工呼吸、 

AED の使い方など、いろいろ訓練することがあると思うの。 

 

もっと言うと、６５歳からも楽しく生きていけるように、 

ボランティアの仕事のやり方とか？ 

パソコンの使い方とかでもいいし、 

体を鍛えることもことでもいいと思うの。 

それを自衛隊で、５年間学ぶの 

 

自衛隊で５年間、勉強すると、 

地域に戻ってから、リーダシップをとれるでしょ。 

 

そうなったら、ボランティアと全然違うでしょ 

 

 

あっ、 

一番のいいことを言うのを忘れていたわ。 

仕事ばっかりしている人は、６０歳をすぎると、友達が少なくなるでしょ。 

 

だから、 

同じ地域で、自衛隊に入隊すると、同じ場所で働けるようにするの 

そうすれば、同窓会みたいになって、毎日が楽しくなると思うの。 

 

それに、６５歳になって自衛隊を出ても、いろいろな仕事が見つかるでしょ。 

だから、生きがいもできると思うの。 

 

そうなったら、 

ものしり博士も自衛隊に入隊したくなるでしょ。 

６０歳から、学校に行くみたいなものだから、 

 

 



 

そうだね、 

そうなったら、せっかく自衛隊に入隊できる権利があるのなら 

使わないと損をした気持ちになってしまうね。 

 

 

さいごに、はてなちゃん 

はてなちゃんの、今の気持ちは、自衛隊に入隊したいの？ 

 

 

わたしは、日本の自衛隊は、すごいと思っているんだ。 

最近、集団的自衛権とか、言っているんだけど、 

 

よく考えたんだけど、日本は、世界に向かって、 

自分の国、日本国は守るけど、他の国には行かない。 

だから、守らないし、助けもしない。 と、言っているでしょ。 

こんなことを言える日本って、すごいんじゃないの？ 

 

それに、他の国の軍隊も、自衛隊みたいだったら、 

戦争にならないんじゃないの？ 

 

わたしは、自衛隊に入りたいと思うわ。 

理由は、やっぱり公務員で、給料がいいから。 

それと、年功序列で、仕事が楽そうだから。 

 

だから、今から家に帰って勉強するわ。 

 

ものしり博士、ありがとう。 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はてなちゃん。 

ほかに、聞きたいことは 

ないかな？ 

 

 

それじゃ、 

ことば（言語）について、教えてほしい。 

 

なぜ、たくさんのことばがあるの？ 

英語、中国語、韓国語、…、 

フランス、ドイツ、スペインなど、なぜ、ことばがちがうの？ 

日本語は、漢字、ひらがな、カタカナがあるのはなんで？ 

それに、方言は、なぜあるの？ 

 

日本人が、英語を話せないのは、なぜか？とか 

 

それと 

幸せについて、教えてほしいわ。 

だって、幸福になりたいもの。 

 

 

わかった、それは、 

次の機会に、一緒に考えよう。 

 

 

 


