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ぎ同期生の意見を問い︑実施に踏み
切ったもので︑いわば滑り込みセーフ
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てその言葉通りの新憲法が成立し︑今

l

後更に70年間︑自衛隊が全く変わらな

弼︸︼し︑つ⊥孝賽ユ上71︑ト目頭ク︑ヌ

る︑という三点であった︒住吉伊廿は憲
と言うタイミングであった︒

ぺせJE偉m

法98条2項の﹁国際法規の順守﹂で解
いということならば︑将来の日本と世

づ77石

釈できないこともないが︑③だけは︑
界のために困ったことだと思う︒

し

し

宏轟

衆議院議員

高木

を放ち︑その着弾を観測し精度を高め
る︑あるいは︑航空機から地上の標的

を射爆する︒こういった訓練一つを
とってもいかに広大な訓練道場が必要

か︑専門家に限らずとも理解できると
ころであろう︒そして︑この環境を提
供している地域との杵も重要である︒
年間に600cmの降雪がある札幌で

は︑利雪・親雪・克雪という言葉があ

力に感謝するとともに自衛隊を信頼し
ている︒先日も真駒内駐屯地の第11旅
団を訪れ甲斐旅団長と面談し︑歴代の

るが︑雪に親しむ札幌雪まつりが例年
開催され︑多くの市民が楽しんでいる︒
この大雪像は陸上自衛隊真駒内駐屯地
の隊員の尽力なくしては製作できな
い︒札幌では︑多くの市民が隊員の尽

幹部・隊員の積み重ねてきた歴史を

しっかりと受け継いでいることが︑今
日の自衛隊の信頼につながっているこ
さて︑近年は自衛隊に対する国民の

理解や信頼が大変深まっている︒内閣

と思う︒広く国民の信頼を得ている今
こそ︑自衛隊の位置づけを明確にし︑
名実ともに国民の信頼と期待に応える
よう憲法の改正が必要ではないだろう
か︒この憲法改正の発議は国会の仕事
である︒衆議院憲法審査会の委員の一
人として︑意義ある︑そして責任ある
議論を進めていきたい︒

緩急あれば義勇公に奉ずることはいつ
の時代にあっても国防にあたる者の心
得である︒日夜錬成に励んでいる隊員
諸官にとって︑憲法上の自衛隊の位置
づけがあいまいで︑学者を中心に達意
との指摘を受けることは本意ではない

常に国憲を重んじ国法に適い︑一旦

とを強く感じた︒

巻く昨今の国際情勢を鑑みれば︑やは
り主たる任務の防衛に力を傾注しなけ

92％に上る︒これは主たる任務である
防衛に加え︑度重なる災害派遣や国際
貢献が国民に広く認知されているため
と考えられる︒しかし︑我が国を取り

い印象を持っているとの回答は実に

府の調査によれば︑自衛隊に対してよ

衛隊関係者にとどまらず広く世間に知
の機会を頂いたことは大変光栄である︒

られていると思う︒その機関誌に寄稿

期生の生涯を措いた渡辺淳一の直木賞
作品﹃光と影﹄ で紹介され︑旧軍・自

倍行社と言えば︑寺内正毅とその同

自由民主党

国民の信頼に応える

︸

中国の言い分は︑﹁北朝鮮は︑中国の

していない︒先日︑中国を訪問したが︑

中国側は︑まだ︑決定的な制裁を実施

に︑中国側からの圧力を要請したが︑

北朝鮮は︑一向に止める意思はない︒
トランプ大統領は︑習近平国家主席

︶

掲示される場所は御神門の手前︑右

一刻も早く直して貰いたい︒

元

東アジアの
安全保障政策について
自由民主党

衆議院議員
中 谷
言うことを聞かない︒これ以上の過度
を招き︑韓国︑日本︑中国も戦禍に巻

な制裁は︑北朝鮮の暴発や体制の崩壊
き込むことになり︑東アジア全体が不

安定になる︒米朝が対話を通じて問題
を解決することが重要である﹂と︑強
調した︒
安倍総理は︑日米韓の首脳会談を呼
びかけ︑韓国の文大統領に対し︑まず

7月3日︑北朝鮮の北西部の平安北
ミサイルが発射され︑最高高度280

は圧力強化が大事であり︑日米韓で緊

道・亀城市付近から︑﹁火星14﹂弾道
2km︑39分にわたり飛翔し︑933加

密に連携して北朝鮮にさらに圧力をか

朝鮮戦争の停戦協定の状態であり︑す
でに︑65年が経過している︒トランプ

核兵器管理が︑どこまで歩み寄れるの
かがポイントだが︑朝鮮半島は依然︑

今後︑水面下の米朝対話で︑半島の

せるよう連携する方針も確認した︒

北朝鮮に対し強いメッセージを打ち出

国やロシアの首脳も参加するG20で︑

けていくことを確認した︒さらに︑中

先の日本海のEEZ内に落下した︒

これは︑先に発射された新型中長距
離弾道ミサイル ﹁火星12﹂ の派生型で

あり︑液体燃料で飛ばす中距離弾道ミ
サイルに︑2段式の固体燃料ロケット
を搭載させ︑飛翔中に分離発射させて
飛距離を伸ばし︑ハワイ︑アラスカを

射程内に収めたものであり︑米国は︑
ICBMであることを認め︑さらに︑

らず︑日本としても︑あらゆる事態を

圧力と警戒を強めている︒

想定して準備をし︑今後とも︑制裁と

ろであろう︒防衛力は装備を充実させ

北朝鮮の弾道ミサイルが︑我が国の
EEZ内に落下するのは5回日であ

ることとともに︑それを運用する隊員
の練皮の高さを維持することが防衛力
強化の両輪である︒そのためには訓練
環境の確保が必要であり︑狭隆な我が

ればならないことは国民も認めるとこ

り︑早急に︑しっかりと迎撃できる体

圧力の両面を継続し︑些細なことでの
誤解で不測の事態が起こることはあり

大統領は軍事オプションも否定してお

制を整備すると同時に︑日米で共同対

うるので︑そのために備えておくこと

かにはない︒数10kmの射程をもつ楷弾

国においてその地は北海道をおいてほ

処し︑敵基地反撃能力を持つことも検
討すべきである︒国際社会としても︑

が大切である︒半島情勢は楽観できな里

国連安保理で再三︑制裁決議をしたが︑
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参議院議員

正久

自衛隊の存在を明記するとしている︒
これにより︑国のために命を懸けて貢

反対できる者はそういないだろう︒し

献してきた自衛隊が﹁憲法違反﹂だと
する意見は一掃することができるし︑

一

虹

ことを喜ぶのだが﹂と言われた程です︒
ここで陸戦︑陸の備えについて︑来し
方をもう一度見直してもいいのではな
いかと思います︒

虹

宇都

隆史

参議院議員

9条を2020年までに改正し︑自衛

日︵5月3日︶︑安倍晋三自民党総裁
は突如として﹁平和主義を定めた憲法

戦後70周年を迎えた今年の憲法記念

自由民主党

いまこそ本質を突いた
9条改正議論を

一

国際人権条約機関のひとつである拷
問禁止委員会が︑日韓合意を見直すよ
うに勧告したと報じられました︒国際

社会の圧力を利用したいのでしょう

が現実だ﹂と述べたそうです︒韓国民
が心情的に受け入れられるかどうかの

佐藤
が︑﹁今後は国連などの国際社会で慰
安婦問題を巡って双方が非難し合うの
を控える﹂と︑日韓両国間で申し合わ
せたことを韓国は忘れたのでしょうか︒

問題ではなく︑責任を持って受け入れ

文大統領は就任早々︑安倍総理との
電話会談で日韓合意に触れ︑﹁国民の
大多数が心情的に受け入れられないの
5月︑お隣の韓国では文在寅︵ムン
ジエイン︶新大統領が誕生しました︒

しかし︑安全保障上︑韓国が日本に

てもらうことが国家の責務です︒

とって重要な国であることは変わりま
せん︒登録上︑韓国には5万人以上の
邦人が居住しています︒万が一︑朝鮮
半島有事が起こった場合︑邦人救出に

クトを与えた︒
野党の反発は当然のことながら︑同
じ自民党内にも︑﹁これまでの議論を

藤としても︑未来志向かつ実務的な日

られた慰安婦像への文大統領の姿勢を

て︑朝鮮半島有事が起きた場合︑日韓

は韓国との連携が必須です︒したがっ

しかし︑日本大使館や領事館前に立て

韓関係を作っていきたいと思います︒

見ている限り︑悲観的にならざるを得

踏まえない唐突な発言だ﹂﹁安倍総裁

隊の存在を明文化する﹂との考えを示
した︒安倍総裁の発言は︑停滞した憲
法改正問題に波紋を投げかけ︑議論を
再始動させるのに十分なほどのインパ

ません︒

は運命共同体であり︑国会議員として

教えをいただきました︒今後も︑時流
に流されない︑長期的視点に立った外
交・防衛政策を進めて参ります︒

に基づいた安全保障について数多くの

始め同志の皆さんからは︑リアリズム

から丸10年が経過しました︒借行社を

いきません︒
今夏で︑佐藤が国会議貞に当選して

は﹁断交﹂などと軽々しく言う訳には

いったい何時になったら︑慰安婦問
題は﹁問題﹂でなくなるのでしょうか︒

日韓合意で解決済のはずなのですが︑
韓国はこの合意をひっくり返そうとし

です︒日本に向けて﹁歴史を直視せ

ています︒ゴールポストを動かすのは
韓国の常套手段ですが︑﹁最終的かつ
不可逆的﹂な日韓合意は国際社会の関
与と監視の下に成された歴史的な合意

をそのまま韓国に返したいと思います用

よー﹂と言うならば︑佐藤はその言葉

題掟起しておく必要があろうと思う︒

衛省を代表する議員として︑敢えて問

かり︑事実として最大の問題である9
条改正に対する新たなうねりが生じて
いることは大いに評価したい︒
しかし︑以下の2点に関しては︑防

停滞していた憲法改正議論に拍車がか

の私案では自衛隊が戦力であるか否か
の矛盾は残り︑新たなる違憲論の始ま
りとなる﹂等の批判が相次いだ︒しか
し︑プロセス論はさておき︑これまで

ち出しました︒日韓関係を重視する佐

文大統領は︑歴史問題と未来の日韓関
係を混同しないツートラック戦略を打

自由民主党

日韓は﹁運命共同体﹂

を︑とつい期待してしまうからでしょう︒

合火力演習にお連れする様になりまし
た︒皆さん迫力に感激されますが︑失
礼ながら私はちょっと物足りない気が
します︒もっと圧倒的で徹底的な展開

29年8月号）
（借行
5）

覚悟であり︑自衛隊と憲法問題に終止
符を打ち︑国民に同意を得る改正案に
するべく努力をして参ります︒皆様の
ご指導︑ご支援をお願いいたします︒

第1は﹃憲法学者の7割強が違憲と

官があまりにも不憫であるというよう

言っている現状を変える必要がある﹄
という改正の主旨である︒現職の自衛

なエモーショナルな議論は︑本質を見
誤る︒本来は独立国家としての生存権
を確保するため︑自衛権の発動をどの
棟に憲法に位置づけるのかという議論
をせねばなるまい︒2項を残すという

のであれば︑改めて憲法にいう﹁戦力﹂
と﹁自衛のための武力の行使﹂の違い
を明確にせねば︑本来の改正目的は損

第2は︑﹃現状の国民意識では︑憲

なわれてしまう︒

法解釈を大きく変える変更は許容され
ないので︑とりあえず3項に自衛隊を
加筆するにとどめるべき﹄という改正
手段である︒これも手段・結論ありき
で主旨が明確にならず︑かえって自衛
隊の現状の本質的問題を固定化してし
まいかねない︒
ここは︑本質に立ち還り︑﹁警察力

の政府解釈を根底から覆し︑独立国家

を越える武力＝戦力﹂というこれまで

の二つの権限としての︑﹁軍事力︵戦
力︶﹂と﹁警察力﹂の違いを︑議論の

過程で国民にわかり易く説明する必要
がある︒このような本質を突いた議論
を行うことで︑警察予備隊を前身とす
る世界にもまれな﹁完全な行政機関の
一部としてなる自衛隊﹂が︑なぜ軍事
組織として機能できないのかを国民の
前に明らかにすることこそが︑改正発
議を担う国会の役割であり︑それが最
終的な9条全面改正の第一歩に相応し
い改憲プロセスではないだろうか︒
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