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借行社総会にて

国会で質問に立つ佐藤

の指揮権と日本政府の指揮権の関係で

その場合︑問題になるのは︑国連軍

現場の指揮官が迷う部分は減るととも

国内法の下で任務を遂行します︒任務

すが︑派遣部隊は政府の訓令を受けて

一宿営地の共同警備﹂も可能にを・日︑

頼む悔しさはなくなるはずです︒また

の遂行︑安全の確保︑撤退の時期など

に︑外国の部隊に﹁守ってほしい﹂と

現地での﹁駆け付け警護﹂や﹁宿営地

W

に関して﹁憲法の趣旨は︑座して死を

か

害対策基本法︵注1︶を改正し︑現場

b

ません︒これは自衛隊法第三条第一項

待つものではない﹂との国会答弁もな

﹄

については︑カナダも同じですが︑政

に進出した警察︑自衛隊の判断で道路

されています︒

できないとの死角があります︒そこか

のミサイル防衛システムは効果を期待

きません︒すなわち︑移動・展開途中

展開しないと能力を発揮することがで

また︑現在のPAC3もSM3も︑

の啓開が執れるようになりました︒

に明記されています︒
衛隊は弱くなります︒こんな話があり

もし︑﹁災害シフト﹂ になれば︑自

府の指示・統制によります︒この点で
日本のPKOは︑国益・国内法規を優
先しています︒

ミサイル防衛について

使用︶が予想される事態になりました︒

ら︑ミサイル防衛における奇襲対応の

ー 北朝鮮の暴発︵核・ミサイル

3

ミサイルによる防衛では︑﹁百％の完

﹁ウサギの耳はライオンより優れて

ます︒

いる︒しかし対処力はライオンにかな

全防衛も︑ゼロ％の防衛不能でもない﹂

災害派遣について

わない︒高い対処能力を持つライオン

2

は︑余裕ある自己の能力の範囲内で災

東日本大震災における自衛

隊の奮闘を措いた﹃ありがとう自衛隊﹄

ー

を拝読し︑現職議員が現場の苦労を収

困難性という課題が浮上してきまし
法制で﹁敵地攻撃能力の保有﹂は先送

︵香田洋二氏︶状態ですが︑平和安全

これが部隊としての在り方でしょ

害派遣などの任務を遂行できる﹂

これらの欠陥を克服するため︑現在︑

佐藤が考えているのは︑︵恒常的な︶

︒
た

集し︑国民に訴え︑感謝を求めたとい
う内容に感動しました︒しかし国民に
とって災害派遣の印象があまりにも強

お考えをお聞かせください︒

りされました︒これについて︑先生の
にも書きま

したが︑﹁強くなければ︑優しくなれ

う︒﹃ありがとう自衛隊﹄

ない﹂というのは真理です︒

確かにそうした恐れは感じます︒東

わるべきでしょう︒しかし﹁なんでも

人命にかかわる緊急性には迅速にかか

は︑公共性・緊急性・非代替性です︒

験を行ったことから︑脅威のレベルが

核実験を繰り返し︑SLBMの発射実

経済水域に落下させました︒一方で︑

イルを3発発射し︑奥尻島沖の排他的

ドと見られる射程5百キロの弾道ミサ

時配備しておくとなると︑海・空の支

というのも︑海上のイージス艦を常

︵破壊措置︶ ことと︑移動〜展開間の

の弾道ミサイルを効果的に撃ち落とす

されています︒奇襲による北朝鮮から

の転換にならないかと案じています︒

すぎ︑その期待から﹁災害シフト﹂ へ

日本大震災後の自衛隊を評価する国民

自衛隊﹂では︑本務の国防がおろそか

格段に上がっていることは︑皆様もご

で︑既にポーランドなどで配備が検討

地上配備型のイージスシステムの展開

の割合は︑90％を上回りました︒一方︑

になります︒実際︑東日本大震災時は︑

平成28年9月5日︑北朝鮮はスカッ

﹃世界主要国価値観データブック﹄ の

自衛隊の勢力の半分を投入した状況を

援を含めた負担が膨大になると考えら

自衛隊の災害派遣における三原則

﹁国防意識調査﹂ の速報値を見ると︑

存知の通りです︒

現状は︑日米安保に基づく﹁核の傘﹂

にしなければなりません︒そのため︑

たら︑同程度以上にやられる﹂を基本

と要員が不足し︑練皮向上が望めなく

結果︑シフトの都合上︑訓練する時間

の態勢を整える必要があります︒その

があり︑空自もイージス艦を守るため

るための艦艇を合わせて配備する必要

れるからです︒海自はイージス艦を守

ギャップを解消するための措置です︒

﹁国家の危機にあたって直接国防に参

による情報活動を活性化させました︒

踏まえてか︑ロシアや中国が航空機等

自衛隊が出動しても︑路上に車両が放

す︒これまでの災害対策関連法では︑

と︑﹁日本の盾・米国の矛﹂という役

これらに対する抑止ですが︑﹁やっ

は15％に過ぎません︒調査対象となっ

加する﹂と答えた人の割合は︑日本で

置されていたために重機の通路が確保

しては︑従来の﹁盾﹂だけでなく﹁矛﹂

割分担を定めています︒しかし日本と

災害派遣における法整備も必要で

できず︑復旧作業が遅れるという問題

た世界23カ国中の︑ダントツの最下位

めるか︒関西では﹁迷彩服が戦争を思

が指摘されてきました︒

制約が必要ですが︑これについては災

緊急時における﹁私権・財産権﹂の

社め皆様もご存知の通り︑策源地攻撃

の役割も高める必要があります︒倍行

この90％と15％のギャップをどう縮

で
す
︒

い起こさせる﹂と反対されています︒
自衛隊の基本は︑言うまでもなく

開には︑時間がかかることと︑それを

一方で︑南西諸島へのPAC3の展

なります︒

今後の課題だと受け止めています︒
﹁国防﹂であり︑﹁災害派遣﹂ではあり
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来年度予算で陸自の島峡防衛

島唄防衛について

発に時間がかかるでしょう︒
4
一・−

関連予算も計上されています︒しかし

卜一喜子︒そつ車乗︑pユきし⁝迂孝二考

民間フェリーも︑防衛省の契約した

送に限定されるのが現状です︒
輸送船自体が少ないし︑グレーゾーン
事態では海員組合の反対が起こりえま

㌧享で

お約束の時間がきました︒最

その他︑佐藤先生の関心事項

享㍗皇軍二考えて

6

−
後に︑ご関心事項についてお話しくだ

肘

︐エ﹂︒更に今後︑新たな任務に伴う手

合など︑目に見える形での処遇改善を

当て︑﹁駆け付け警護﹂等を行った場

家総力戦から対ゲリラ戦のような非対

いる︒軍事行動の様相に関しても︑国

少しは勉強しよう﹂と恩いたち︑大学

退官後は﹁その疑問を解くべく考え︑

か﹂という疑問を持ちました︒そこで︑

考えています︒

称戦︑国連平和維持活動のような非伝

の ﹁安全保障﹂﹁危機管理﹂ の非常勤

︶

佐藤正久氏は︑自衛官から政治家に

講師にして頂きました︒学生に教える

れ

転身され︑間もなく10年を迎える︒現

サイバー空間における戦いにいたるま

統的な活動︑さらにはミサイル防衛や

インタビューを終えて ︵編集委︶

いう︶︑そのうえで軍事的合理性︵武

場を知る努力を怠らず︵本人は愚直と

かと考えるようになり︑メディアを利

題の基礎を教えるにはどうしたら良い

ことは︑意外に難しいことでしたが︑

であったが︑本年度︵第2回︶は︑猪

1回︶

説に反論しっつ︑冷静でバランスのと

めて優れているのは︑丁寧な筆致で俗

範な議論を展開している︒本書がきわ

別賞﹂を頂くことになりました︒私自

その本が栄誉ある﹁猪木正道賞・特

に︑教職間の蓄積をまとめ本にしたの

ました︒昨年春︑教職を辞したのを機

そのうちに︑平均的国民にこうした問

で様々な側面に触れている︒また︑現

用し︑未熟な勉強成果を発表して参り

器使用︶と自衛官の処遇改善︵栄典・
開催された平成28年度日本防衛学会研

使︑集団安全保障のためのものまで広

代における軍事力の役割についても︑
抑止や紛争の未然防止から︑個別的・
集団的な自衛権に基づく軍事力の行

2016年11月25日︑防衛大学校で

究大会において第2回猪木正道賞の発

も﹁やはり︑現場・現職の声が一番説

木正道賞︵正賞︶︑同 ︵奨励賞︶︑同

れた議論に徹していることである︒軍

の観点から︑観念論に陥りがち

な国会での法制審議で︑ガラスの天井

表・授与式が挙行された︒昨年度︵第

得力がある︒声をあげてもらいたい﹂

事に関する解説書にしばしばみられる

補償︶

にとって心強い限りであろう︒それで

を彼らんとするご努力は︑現職自衛官

と語っていた︒

に付与される︶の全てに受賞作があり︑

︵特別賞・学術書ではなく一般啓蒙書

ら︑これを頂戴致すことには内心憧梶

身が日本防衛学会の役員でありなが

は受賞該当作が奨励賞2点のみ

国防に携わる現職と︑法制を整備す

クさはまったくない︒これは︑陸上自

鬼面人を驚かす表現やエキセントリッ

に﹁猪木正道賞・特別賞﹂が授与され

衛隊における防衛の実務を通じて培っ

百旗頭眞先生のご推薦を戴き︑田中明

たるものもあるのですが︑なにはとも

員方にお認め頂いたことを︑78歳の無

彦先生を委貞長とする静々たる審査委

あれ︑最も尊敬する渡遁昭夫先生・五

て︑本書は正論に徹した軍事論であり︑

を論じてきた経験からであろう︒総じ

私を育てて下さった東洋学園大学と

学・老骨の身で素直に喜んでおります1

に大学で若い学生を相手に丁寧に防衛
本書は︑軍事と安全保障・防衛に関

専門家から初学者まで多くの読者に安

日本防衛学会に改めて深く感謝致しっ

たプロフェッショナリズムと︑退官後

する問題を平易な言葉で真正面から冷

全保障と軍事という問題に関する大観

︒
た
特別賞講評

が﹃逆説の軍事弘藍 でありました︒

る国会議員と︑それをサポートする防

る力の論理﹄ ︵バシリコ︑2015年︶

冨澤曙著﹃逆説の軍事論丁平和を支え

大規

固なものにしていきたい︒
災害対策基本法の改正

衛関係団体とのトライアングルは︑強

注1

化に係る措置を講ずる改正が︑平成26

速に確保するため︑放置車両対策の強

静に論じた近年まれに見る優れた啓蒙

を提供する優れた啓蒙書である︒﹁猪

模災害時に緊急車両の通行ルートを迅

年11月に公布・施行された︒

書である︒本書は︑18世紀以来の長い

つ︑受賞の御礼・ご挨拶と致します︒

日本

歴史的なスパンを通じて軍事の変遷を

しい作品といえよう︒

木正道賞・特別賞﹂にまことにふさわ

日韓秘密情報保護協定

と韓国の間で秘密軍事情報を提供し合

し︑さらに︑核兵器の役割といった極

論じ︑これによって軍隊の本質を解説

訓練といった実務的なレベルにいたる

めて高次元の戦略的・政治的なレベル
から︑部隊の指揮統率や人事︑装備︑

のやってきたことは何だったのだろう

﹁一度の実戦も体験せず︑一体︑自分

冨澤理事長受賞挨拶︵要旨︶
私は自衛隊を21年前に退官する時

自衛隊幹部の出身別

B幹部は部内出身幹部︒C幹部は曹長

区分 A幹部は大学卒︵防大二股︶︒

広範な問題を簡潔かつ丁寧に解説して

B幹部

経験幹部をさす︒

注3

注2

う協定︒平成28年11月23日︑締結︒

（借行

29年1月号）
9）

