ポーポキの「ねこにもわからない！安部総理の安保法制」
その１ 前提がわからない！
・日本国憲法は、ほかの国の戦争を無視するとは言っていない。武力でもって
かかわらない。確かに戦争の形態は変わってきているし、残虐なことが多いか
もしれない。けれど、それでどうして武力が必要になってきたわけ？だからこ
そ、中立な立場から紛争解決の腕を磨けば良いのでは？ねこの場合、喧嘩しな
いと言ったら、喧嘩しないね。いくらエサがおいしそうに見えても、わけてく
れるまで説得する。
なぜ殺す
の？

空襲や被爆
体験は忘れ
たか？

その２ 過程がわからない！
・日本は民主主義国家でしょう。つまり、議論するとか、国民の意見を聞くと
か、投票するとか、重要な決定に国民の参加が前提でしょう？だったら、どう
してあんなに急いでいるの？どうして押し付けるの？反対と大きな声をあげて
いる国内外の人にどうして「うるさい！」ですむの？しかも、被ばく者の声や
空襲を受けた市民の声、精神的なトラウマを今日まで引きずっている兵士の声
は聞こえないの？ねこの社会には秩序があるので、決定は段階を踏んでなされ
る。人間はねこ化すべきかも。

その３ うらづけがわからない！
・政府は憲法学者をはじめ、たくさんの方の意見をうかがった。で・・・。気
に入らない意見が多かったので、聞かないことにした。そういうのって、聞か
なくてよいもの？ねこだって、みんなが「ダメ」だといわれたら考えるよ。

法の支配はど
うなったの？

その４

だれがだれをどう殺すかがわからない！

・自衛隊は限りなく自衛軍に近くなる。軍隊は人を殺す組織であり、軍人は人
を殺すし、殺される。だから自衛隊も人を殺すし、自衛隊員は殺されるだろう。
猫も殺されるでしょうね。そして、やがて戦争となり、人を殺したり殺された
りしたい人はあまりいないだろうから徴兵制度が導入される。そのとき、男女
平等といって、男の子も女の子も戦場に送り出される？また、多くの「新型戦
争」は、武器が安易に手に入るからなおコントロールできない。なのに、日本
も武器輸出におけるしばりもゆるくなる。ねこは相手を傷つけても殺しはしな
い。人間さま、ねこにみならいなさい！
日本人は人
を殺すの？

日本人は殺
されるの？

戦争で傷ついた人たち
はだれがケアするの？

おまけ…。
安全でも安心でもない、今の状態…。

大きな声で鳴き
ながら行動す
る！

鳴く！

泣く！

神戸大学＆ポーポキ・ピース・プロジェクト
ロニー・アレキサンダー

Popoki explains that “Cats don’t understand Prime Minister Abe’s security laws,
either!”

No. 1 The basis is unclear!
The Constitution of Japan does not say that wars in other countries should be
ignored. It says that Japan should not be involved using weapons. It is true that
wars have changed greatly and that horrible things are happening. But why does
that mean Japan should use military power? Wouldn’t it be better for Japan to use
its position of neutrality to work on its conflict resolution skills? When cats decide
not to fight, they don’t fight. Even if something looks really delicious, they will keep
on trying until someone is convinced to share.
Why kill?

Have they
forgotten the
experience of
air raids and
atomic
bombing?

No. 2 The process is unclear!
Japan is a democratic country. That means discussing things, or asking the opinion
of the people, or voting. The people are supposed to be involved in important
decisions, right? So why is he rushing to force the bill through the Diet? How can
the loud voices of opposition from in and outside Japan just be ignored? Not to
mention the voices of those who survived the atomic bombs, air raids, and soldiers
who continue to live with the trauma of the war? Cat society has a structure for
decision making and we use it.
Maybe humans should work on
being more like cats.

No. 3 The justification is unclear!
The government asked constitutional scholars and many others for their judgement.
And…they didn’t like the answer so they ignored it. Is it OK to just ignore those
expert opinions? Cats think again if everyone says ‘No!’

What happened to the
rule of law?

No.4 It is unclear who is going to kill whom!
The Self Defense Force will become very similar to an army. Armies are
organizations that kill people. Soldiers kill and get killed. So the SDF will kill people
and SDF soldiers will no doubt get killed. At some point there will be a war and since
most people don’t want to kill or get killed, they will probably have conscription. And
they will call for gender equality, so will both men and women be sent to war?
Because weapons are so easy to get a hold of, the ‘new wars’ are even more difficult
to control. But Japan is easing restrictions on arms exports, too. Cats might hurt
others, but they don’t kill them. Humans, learn from cats!
Will Japanese
kill people?
Will Japanese
get killed?

Who will care for
those injured in war?

Extra: What to do?
This situation isn’t safe, and doesn’t feel safe…

Cry!

Roar loudly
and act!

Roar!

Kobe University & Popoki Peace Project
Ronni Alexander

