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前復興大臣・衆議院議員

ることは百も承知の上だが、結果を出す

平沢勝栄 氏に聞く
ウクライナ危機は対岸の火事ではなく、東アジアでも
ためにはじっくり相手に向き合うことを

ることは全く正しいことだけれど、それ

しすぐ釈放しろ、といった要求をぶつけ

うなものだ。人質事件の時に、犯人に対

この問題は警察でいうと人質事件のよ

考えなければいけない。

台湾を狙う中国、核を手にする北朝鮮といった安全保障
上のリスクが存在する。とりわけ北朝鮮の日本人拉致問
題では、小泉元首相の訪朝以後、全く動いていない。東
アジアの安全保障問題を軸に、前復興大臣の平沢勝栄衆
議院議員に聞いた。
だけでは事件は解決しない。

──北朝鮮の拉致問題でも先生のご活躍
れ、相手を納得させ、全てはそこから始

た犯人がいう要求はできるだけ受け入

人質事件を起こし、建物に立てこもっ
を伺っております。日朝関係は膠着状態
何も解決もしない段階で、こちらの要

まる。

問題を解決するにはどうすればいいので
主張だが事態は動かない。いくら正しく

求だけ言っているのは、１００％正しい

はっきり言えば、今のやり方を続けて

ても事態が動かなければ全く意味がな

しょうか？
いたら、残念ながらいつまでたっても拉
い。

11

いか。

て、怪しからんというけど、とにかく正

マスコミは政治家の言葉尻を捕まえ

──マスコミや外野席がうるさい。

今のままでいいわけがない。

考えるべきだ。

は日本として何をしたらよいかを真剣に

そうじゃなくて、最終的に解決するに

難される。

ると北朝鮮の片棒を担ぐのかと非

て、それに触れるような発言をす

一種のタブーみたいなものがあっ

をする人もいるが、拉致問題では

政治家の中には私と同じ考え方

でもやっているのかと思う。

見られない。こんなことをいつま

いいけど、これからも動く気配は

これからも動く見通しがあれば

が、あれから全然動いていない。

小泉訪朝から今年で

年経つ

歩前進すればいいとすべきではな

帰国させるには１歩後退しても２

北に残った日本人を一日も早く

いけない。

解決することを最優先しないと

──交渉術が問われてくる。

致問題は解決しないのでないか。
もちろん、けしからんのは北朝鮮であ

ひらさわ かつえい １９４５年９月４日、岐阜県大野郡白川
村生まれ。生家は国の重要文化財に指定されている「旧大戸家
住宅」。東京大学法学部卒業。警察・防衛官僚を経て衆議院議
員（自民党、９期目）。第 代復興大臣。自由民主党広報本部長、
ワールドスケートジャパン会長などを歴任。著作に「警察官僚
が見た『日本の警察』」、「拉致問題―対北朝鮮外交のありかた
を問う」、「日本よ国家たれ」など多数。

ュー

が続いたままですがこれを打開し、拉致

（聞き手＝徳田ひとみ本誌論説委員）
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20

百年たっても解決しない
拉致問題は今のままだと

しいことを言うだけでなく、結果を出す
ことを考えるべきだ。まずは当局を信じ
て任せること、それが肝要だ。民間人が
マ ス コ ミ を 含 め て、 こ う し ろ あ あ し ろ
と、後ろからいろいろ言うのは如何なも
のか。それでは当局は動きがとれず何に

百点をとれればそれに越したことはない
また次の手を考える。
拉致問題の関係者の中には、北朝鮮は
日本が経済制裁すれば明日にも潰れるよ

が、現実はそう甘くない。
これまで百点かゼロ点かできて、０点
うなことを言っていた人がいた。だから
が、北朝鮮は中国や他の国が支援するか

経済制裁は解決に有効と主張していた

、

を続けている。そうだったならば、
点を積み重ねていくやり方に転じるこ

とも考えるべきだ。

──ご家族の方は歯がゆいでしょうね。

これまで、ずっとそれが続いてきた。
ということでひっくり返され「残念だっ

けられたが、その後やっぱり４島返還だ

──鈴木宗男先生が２島返還までこぎつ

うより、アイアンで刻んでいくやり方だ。

はならない。政治というのは実績が求め

──妙に意地を張るようなことがあって

虚になって原点に戻ることが大事だ。

そうだけど、間違っていると思ったら謙

今からでも遅くない。警察もどこでも

らでしょう、まだ潰れません。

周りはあまり言わない方がいい。ああ
た」と同じようなことを言っておられま

ゴルフで言えば、ホールインワンを狙

しろこうしろといったことは言わず、政
られる。もっと賢く対応していただけれ

した。

周囲がいろいろ言うと、当局は、それ
方法についていろいろ口を出されたらや

についてはいろんなやり方がある。その
が出てきて、あれこれ言って政府の手足

この事件は、にわか評論家みたいな人

ばなと思いますね。

に振り回される。当局にしてもそれを無
を縛っているところがある。これでは問
──マスコミの在り方も問われてきま

題は解決しない。

与えてしまう。だから外部から、余り口

方針が決まらず中が乱れている印象を

火中の栗を拾う勇気どころか、事なかれ
す。
──北朝鮮の後ろ盾になっている中国の

その通りだ。

出しすべきではないと思う。この問題は、
このままいくと時間切れで終わってしま
う。そうすれば、事実は歴史の闇に永遠
ともかく最善と思われるものをやって

私は後藤田正晴先生の後を受けて、政

狙っています。これからの日中関係は？

問題もあります。その中国は台湾併合を

みるべきだ。それで少しでも前進すれば、

日本は国際社会と無縁でやっていけな

に葬られてしまう。

らさらない。もし国際法というなら、今、

い。その世界はこれからも大きな対立関

とろうとして零点を取り続けるのか。

治家になった。後藤田先生は常々、
「中

中国が力を付けてきたのだから、新しい

係が起こる。日本は当然、米側に立つこ

点、 点を積み上げていくのか。一度に

国は大事な国だが、同時に手ごわい国だ。

中国のもとで作り直さないといけない。

置する。当然のこととして日中対立は起
日本は中国と握手したままで、進むこ

こってくる。

そういうことを国際会議の場で言う。

とはできない。これからの日本の在り方
は、抜本的に考え直していく必要がある
ロシアも現状は本来あるべき姿と違う

と思う。

これから力をつけてきたら分からない。

ということで、ウクライナに手を出して
これまでは日中友好ということで親し

ように中国海警船がやってきているが、

る。日本についていえば、尖閣に毎日の

いる。それと同じことを中国もやってい
くやってきたが、未来もその延長線にあ

大きな課題だ。

その中国にどう対応するかというのは、

今中国は、それほど暴れていないけど、

会長や政府関係者だ。

しかも中国側の発言者は中国国際法の学

らないといけないという考え方だ。

とになる。一方の中国は逆のところに位

だから、つき合い方は気を付けないとい
と言ってました。
後藤田先生は政治家を辞めて、最後に
日中友好会館の会長をされてお亡くなり
になりました。
何年か前、中国で地域の将来を論じる
シンポジウムが開かれたことがある。
日本からは長島昭久議員と私が行き、
民間からも参加していた。
そこで驚いたのは中国が「国際法は一
切、相手にする必要はない」と国際会議
の場で堂々と言っていたことだ。

それどころか、ウイグルやチベット、

高官はまだ公の場で言っていないから、

だと主張する中国人もいる。中国政府の

尖閣だけでなく、沖縄も自分たちの領土
香港のように、自分達に従わないところ

日本では報道されないだけだ。

るわけではない。

その秩序を無視したらどうにもならなく

に対しては鞭をあて、従属させる方向に

だから私は「今の秩序でこの地域の安

なる。国際法無視などと言っていいのか」

舵を切っている。日本にもそのうち何か

というのは、中国が力がない時に大国が

──ウクライナとロシアの紛争は歴史的

いい。

に近い鬱陵島には「竹島は韓国の領土」

てくる可能性がある。韓国だって、竹島

尖閣を譲れば、次は沖縄の問題になっ

だから領土は絶対に譲ってはいけない。

出てくるだろう。

中国国内のそうした主張もいずれ表に

と言った。長島氏も同じような発言をし

働きかけてくる可能性がある。その時に

中国を無視して勝手に作った法だ。そう

な問題も絡んでますね。

日本はどうするのか考えておいたほうが

いう不公平なものを中国が守る必要はさ

それに対し中国側は、
「今ある国際法

て中国側をけん制した。

全が担保され、世界も成り立っている。

一言でいえば、中国中心の国際法を作

それなら中国は守ります」と言う。

やり方はいろいろあるが、百点満点を

しないといけない。

いずれにしても時間はなく、早く解決

主義に流れてしまうことになる。

叩きの火だるまにされかねない。従って、

っていけない。

最終目標は同じだが、途中のプロセス

府・外務省には頑張ってほしいとだけ言

もできないだろう。

20

視して断行して失敗すると、世間から袋

えばいい。

──船頭多くして船山に登る？

30

けない。そして仲良くしないといけない」

20
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30

っている。そういう独裁国家を相手にす

変えて、自分の政権が長く続くように図

婚が進むと良いとの意見もあります。民
るわけだから、政権が変わらない限り停

──国際的な友好関係の為には、国際結

韓国の領土」というスローガンがあるそ
間で仲良くなれば、国家間のいざこざも
戦に持ち込むのは難しい。

というスローガンだけでなく、
「対馬も
うだ。
緩和される。

ともかく領土は一ミリたりとも譲って
ウクライナ問題でロシア国内で今度の
し、別な大統領が出てくれば、ちょっと

よりプーチンの戦争だ。プーチンが失脚

ウクライナ侵略はロシアの戦争という

戦争に反対している人たちの中には、ウ
は変わるかもしれないが、簡単ではない。

そうですね。

クライナに親戚がある人たちが多いとい
──この戦争は長びく？

はならないというのが鉄則だ。

う。

──日本国民が思う以上に大変なことで

る思いが強い。日本は残念ながらそれほ
──そういう人たちの心情はウクライナ

つの方法として小学生、中学生といった

ことだが、戦争を防ごうと思ったら、１
らそれを止めさせようと思っても、泥縄

とっていかなければ。有事が勃発してか

そういうことを含めていろんな方策を

そう思う。
るとプーチンは自分の名誉にかけて勝と

０３６年までゆく可能性がある。そうす

２４年までだが、それがさらに延び、２

小さい時に、相手国に泊りがけにいって
式ではなかなか難しいと思う。

中国にしろ、ロシアにしろ、国に対す

すね。

どではないが、外国ではがらりと様相が
との戦争に反対だ。

そうだ。プーチン大統領の任期は２０

異なる。

人間関係をどんどん作っていく。そうい
──ロシアとウクライナの紛争はしばら

二階俊博元幹事長がいつも言っている

う形で、仲良くなれば戦争しようとは通
く続くと見ておられますか？
ろ」と言っているが、ウクライナの立場

キッシンジャー氏などが「戦争を止め

立をかけて負けるわけにはいかない。

一方のウクライナ側にしても国家の存

うとする。

常思わない。そういう土壌を広げるよう
しいといえる。
さない限り、譲らないだろう。ロシアに

すれば戦争がはじまる前の元の状態に戻
れないからだ。

して第二回戦、第三回戦が始まるかもし

止めれば止めたで、それをステップに

ではそう簡単にはいかない。

──並行して。
しても戦争を始めた以上、成果なしに止

それは分からないが、ウクライナから

そうだ。
めるわけにはいかない。私はそう簡単に

なことも考えていかないと、なかなか難

並行してやっていかないといけない。
は停戦にはならないと思う。
プーチンにしろ習近平にしろ、憲法を

──ゼレンスキー大統領は、国が潰れて

えない。

さっきの領土問題と同じで、終りが見

そういうことも考えながらやるべきだ
と思う。

大統領がかなり無理なことを言って

事だ。

親近感がある日本に来て、日本人と結婚

も、愛国心に燃えたウクライナ国民はつ

ウクライナというのは親日的な国だ。
して日本に住んでいるウクライナ人も多

いていく。ウクライナの国民はすごいと

もいいから最後まで戦うみたいなこと
を、国民にも呼び掛けていますね。
ウクライナの国民も大したものだと思
い。

──私たちに切実な問題提起をしてもら

思う。

のある人は、小学生で松尾

った気がする。

ウクライナで日本に関心
芭蕉の俳句を学び、高校生

「千羽鶴」の中に日本的

羽鶴」ですか。

──「雪国」ではなく、「千

学んでいるという。

を愛する「諸国民の公正と信義」など全

ウクライナ問題で鮮明になったのは平和

持しようと決意した」とある。しかし、

義に信頼して、われらの安全と生存を保

てある「平和を愛する諸国民の公正と信

一番、私が思ったのは憲法前文に書い

なものが多く出てくること

くない国が存在するということだ。これ

は川端康成の「千羽鶴」を

から読ませているそうだ。

う。

１つとっても憲法の見直しは必要だと思
を持っている国が、武力侵

──核大国のロシアが核威嚇で欧米諸国

そこまで日本への親近感
攻されているのは本当に残

リング論が出ています。平沢先生は核の

をけん制しました。我が国でも核シェア
今回の戦争から日本はい

脅威に対する安全保障をどうお考えでし

念だ。
ろんな教訓を学べる。最大

後藤田先生が御存命なら、目をむいて

ょうか？
持 ち が 大 事 と い う こ と だ。

怒ると思う。我が国には非核三原則があ

の教訓は自分の国を思う気
テレビを見ると、各所にシ

る。
それに、今回、防衛費ＧＤＰ比２％の

ェルターなどが造ってあ
る。普段からの心がけが大

8
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う。

徳田ひとみ論説委員と平沢勝栄衆議院議員

意見が出てきた。約 年前に１％の時に
大議論した経緯がある。
今までは１％ちょっとでおさまった。
それが今度は２％になった。

議論すべきと思う。
後藤田先生が私にしばしば語られたの

まで生テレビ」で一緒になった時、彼は
私に「憲法改正を訴えて当選したら、３
私は憲法改正を訴えて当選したから、

度回ってワンという」と述べた。

払った。今後の一番の心配は、戦争経験
次に彼に会った時、
「私、当選しました」

は、日本は間違った戦争で多大な犠牲を
が全くない人たちが、政治のそれぞれの

う。どうしても必要なものの費用増は当
治をやることだ。後藤田先生はそれをい

司 司 に座って、それでゲーム感覚で政
「日本の憲法は本当に素晴らしい。憲法

また、テレビで同席した中国人教授は

と言うと彼は知らんぷりを決め込んだ。

私自身は防衛費増は絶対必要だと思
然として、これは不要だとか無駄だとか、
つも言ってまして、宮沢喜一先生も同じ

つかさつかさ

そういったことも全部検討して積み上げ
は絶対に改正したらだめだ」と番組の中
私は「それは素晴らしい。ありがとう

で言った。

ようなことを言っておられた。
題も後藤田先生なら、もっと慎重にしろ

防衛費だけでなく、敵基地攻撃も核問

ていかなければいけないのに、費用だけ
が先にきてしまう。これは違うのでない
か。
一国では中国にはかなわない。だから同
までと同じである必要はない。しかし、

勿論時代も背景も変わっているから今
と、彼は黙ってしまった。

言を入れる運動をしてください」という

ら、中国に帰られて中国の憲法にこの文

ございます。そういう素晴らしい憲法な

盟国と任務分担した上で、日本はどうす
こうした議論は火が燃えている最中に、

というだろう。

べきか考える必要がある。予算先にあり
あまり議論もせずに突っ走っていくのは

さらに、いくら防衛費を増やしても、

きで進むのは如何なものか。予算の必要
如何か。
評価する向きもあるが、中国ではどんど

軍事力を持たないとする日本の憲法を

性は分かるが、国民のご理解を頂くのが

が行われているが、そういう時ではなく、

もう一つ気をつけるべきは、今、戦争

に言われかねないが、それはどんなもの

今はちょっとでも反対すると国賊みたい

だ。そこではいろんな意見があっていい。

ロセスとしてまずは議論して決めるべき

毎回違う店だ。最大の目的は地元の人た

１箱ごとに買う店を変え、散髪する時は

に平沢先生の項で「タバコを買うときは

──亀井静香氏の近著「永田町動物園」

る。

ん軍事力拡大の方向に走っているのであ

ある程度、冷静になった時に、こういう
か。

ちが何に困っているか、生の声を聞くた

結論は同じになるかもしれないが、プ

問題は議論すべきでないか。
──憲法改正についてはいかがですか？

まず先だ。

いうときに、慌てて結論出すのでなく、
憲法については、
韓国人東大教授と「朝

とあとは将棋倒しのように前に進む。

反対するわけでは全くないが、今こう
長期的問題、そして短期的問題に分けて

けする光景ですね。次の会合に行かなく

──先生の参加を拒否するところはあま

めだ」とあります。

散髪屋さんなんかに行って、隣で散髪

てはならず、急いでそそくさと席を立つ。
上座でふんぞり返っているようでは話

党の会合だったりすれば、快く思わない

信条を共にするところじゃなくて、他

りないのでは？

にならない。ともかく気持ちの上では、

それでも私が是非行きたいと思ってい

人は出てくる。

を排して絶対、出る。それは鉄則だ。

下座に座らないとだめだ。お葬式は万難

退席の仕方は、大変難しい。

してもらっている人の話を聞いている
と、本音を語っているから非常に参考に
なる。
世間の空気を知ろうと思ったら、必須
の事柄だろう。
一番、それが分かるのは駅に立った時

自民党の会合は、知った人ばかりで、

るのは、革新党系の会合だ。

選挙に強いわけではなくて、何万から

そういうところも大事だけれど、やっぱ

──だから先生は選挙にお強い？

不満を持っているのか、ある程度、満足

何十万といる選挙区の人々とできるだけ

だ。そうすると大体、分かる。今政治に
して応援してくれているのか、駅で挨拶

り行きたいと思うのは革新系の会合だ。

委員。

ブータン王国名誉総領事。本誌論説

０１０年から２０１９年まで在東京

Ｏ国連友好協会代表理事に就任。２

代表理事に就任。２００６年、ＮＰ

０２年、経済団体日本経営者同友会

１９７７年４月、徳田塾主宰。２０

日本女子大学文学部社会福祉科卒業。

と く だ ひ と み １ ９ ７ ０ 年 ３ 月、

【聞き手プロフィール】

てくれれば、万々歳だ。

００人のうち１人が私の応援団に変わっ

１００人の会合に出かけていって、１

親しくならないとだめだ。
──ある意味、身内みたいな？

していると、それがわかる。
駅を通る人は私と直接関係のある人で

とには、とても選挙には勝てない。

そうだ。そういう気持ちにならないこ

から、そういう人たちがどういう態度を

──そういうことを先生の政治家として

はなく、多くは知らない人が多いわけだ
とるかで、社会の支持率がわかる。

の気概を感じる。

来たのか。
「出て行け」と言われる。

呼ばれない会合に行けば、お前なんで

をどのくらいするかで違ってくる。

政治家は、きつくて辛くて悲しい思い

ずしもそうはいかない。

本当は楽しんでやるのが一番だが、必

──いろいろな会合に、よくお顔を出さ
れますか？
呼ばれた会合に出向くのは当たり前の
ことだが、呼ばれない会合に行くという
のが私の基本方針だ。
多くの政治家がダメなのは、呼ばれた
会合だけ行って、リボンなど付けて上座

そのうち、
「仕方ないから隅の方に座っ

そういうことを何回も重ねていると、
う。これが一番ダメなパターンだ。

ていろ」となる。その声が一度、かかる

に座り、挨拶だけしてそれで帰ってしま
──政治家のパーティーではよくお見受
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40

「辺野古移設」
、国と県の不毛な
対立を憂う 沖縄、本土復帰から 年
日本経営者同友会会長

下地常雄

海警船による尖閣沖の領海侵入が恒常化
していることは看過できるものではな
い。
この地域における米軍の存在こそは、
日本の安全保障を担保する根幹だ。日米
同盟の抑止力を強化し、有事への備えに
万全を期すことが大事だ。
ロシアのウクライナ侵略は、中国の台
湾侵攻リスクを国際社会に想起させた。
台湾海峡で軍事衝突が発生すれば、隣接
する沖縄は火の粉をかぶらざるを得な
い。
アジアの安全保障環境が厳しさを増す
なか、基地の重要性が改めて問われてい

の、地政学的重要性が一段と高まってい

太平洋と東シナ海の境にあるその沖縄

てくる。そうした人々のための雇用確保

基地が無くなれば失業する人たちが出

平洋に出る訓練を繰り返している。中国

中国は、沖縄周辺の海域を通過し、太

別に会えば、賛成という意見の人も少な

成派の意見も聞く責任があると思う。個

が、民主主義だと思う。マスコミは、賛

こうした中、普天間基地の名護市辺野

る。

古移設を巡り、国と県が不毛な対立を続

といった失業者対策や景気振興策など、

からずいる。

る。

基地移転問題で、私は２００９年２月

地域の経済も考えないとバランスを欠

ける現状を早期に打開すべきだ。
にサイパンに飛び、米自治領北マリアナ

く。基地対策費など予算がたくさんつく

過去の傷を負ったままの沖縄

諸島のフィティアル知事と会って、基地

社民党の阿部知子政審会長や国民新党

基地反対というスローガンだけの運動に

をこれまで、全くしてこなかった。ただ

持ち続けるのは問題だ。そうしたマイナ

だが、いつまでも戦争の被害者意識を

敗戦から今日まで、沖縄は過去の傷を

の下地幹郎政調会長（当時）らもサイパ

過ぎない側面があったことは反省しない

ス感情をずっと引きずり続けて、良いこ

ことがある。

ン入りし、フィティアル知事から、米軍

といけない。

の認可を条件としながら、
「航空、陸上、

じた通りだ。フィティアル知事は米政府

れる意向を引き出したのはマスコミが報

てている。基地に依存してきた人たちは、

では米軍撤退でスラムみたいに変わり果

例えば、米軍の町だったコザ市も、今

てしまう。

そうでないと、最終的には負け犬になっ

とは何一つない。そろそろ卒業すべきだ。

沖縄では他人が偉くなるのを嫌う。「隣
に蔵が建つと、わしゃ腹が立つ」といっ
しかし、沖縄では基地に賛成といえば

待できるプラス要素すらも排除してしま

貧しい心根では、社会の発展や進化を期

た心象風景と同じだ。しかし、こうした
悪人みたいに扱われる「圧力」が厳然と

何千人という駐留兵士が生活すれば、た

いう懸念も根強いものがある。しかし、

基地反対論者の中に、犯罪が起きると

根強い犯罪懸念

う落とし穴がある。

賛成派と反対派が冷静に議論できるの

動した〝戦犯〟だ。

この点、マスコミはこうしたことを煽

だ。

意見を述べられるようになることが必要

して存在する。反対の人も自由に自分の

方の意見があるものだ。

ともあれ普通だったら賛成、反対の双

商売上がったりだ。

はだれもいないというのはおかしい。

して生活している観点からものを言う人

成するかどうかは別として、基地に依存

しかし、基地反対と言うけれども、賛

を崩さない。

ただ、沖縄で基地反対論者は強硬姿勢

賛否議論してこそ民主主義

ントまでしてくれた。

の役割を将来は代替してもいい」とコメ

後方支援の部隊を含む普天間基地すべて

負ったままだったとも言える。

普天間飛行場の同諸島への移設を受け入

算ではないのが現実だ。こういった議論

が、そうした失業者に還元するための予

沖縄が本土復帰から 年を迎えた。

50

受け入れを了解してもらう交渉に入った

【プロフィール】しもじ つねお
沖縄出身で歴代米大統領に最も接近した国際人。1944
年沖縄宮古島生まれ。77 年に日本経営者同友会設立。
93 年ＡＳＥＡＮ協会代表理事に就任。レーガン大統領
からトランプ大統領までまでの米国歴代大統領やブー
タン王国首相、北マリアナ諸島サイパン知事やテニア
ン市長などとも親交が深い沖縄出身の国際人。テニア
ン経営顧問、レーガン大統領記念館の国際委員も務め
る。また、2009 年モンゴル政府から友好勲章（ナイラ
ムダルメダル）を受章。東南アジア諸国の首脳とも幅
広い人脈を持ち活躍している。（更生保護法人）関東
地方更生保護事業会 理事。
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から大歓迎を受けた稲嶺一郎氏は生涯、
組んだ橋本龍太郎氏だった。その橋本政

課題だ」として政権の総力を挙げて取り

取り付けたのは、
「沖縄は内閣の最重要

だ。それでも町ができ、多様な人々の交
沖縄復興に全力を尽くし、沖縄保守勢力
権時代、官房長官・沖縄担当大臣だった

連盟を代表して沖縄を訪問し、沖縄県民

流によって醸成される文化が生まれ、町
の中心軸として活躍された。元首相の小
梶山静六氏は、
「沖縄が私の死に場所だ」

まには犯罪が起きるのは当たり前のこと

の活性化には大いに貢献すると思う。
渕恵三氏も、沖縄への思い入れには深い

基本的な誤解があるように思う。この協
東京の家に下宿していて、多分に稲嶺氏

ものがあるが、学生時代、稲嶺一郎氏の
った。

とも語ったほど沖縄への思い入れは深か

犯罪問題では、日米地位協定に対する
定は、そもそも「日本と米国の地位」を
から薫陶を受けたと理解できる。

だ。

を持っているように思っているが実は逆

多くの人々は、在日米軍が優越的特権

国復帰に大車輪の働きをした後、山中氏

顔で過ごすことはできない」として、祖

史について「鹿児島の人間として知らぬ

則氏だった。薩摩藩による琉球侵攻の歴

は、命惜しまぬ鹿児島の侍である山中貞

なお、初代沖縄開発庁長官を務めたの

ダイナミックな政治家が見あたらなくな

の、アジアを俯瞰し歴史を背負って立つ

は、そつなく丸くまとまってはいるもの

二世議員が跳梁跋扈する今の永田町で

政治の貧困を招いている元凶でもある。

がる人物が乏しいことこそが、わが国の

を構築する人間山脈に、心情において繋

今の政治家に、こうした仰ぎ見る嶺々

定めたものではなく、
「在日米軍が日本

独では、
「米独地位協定」によって基
は電気も水もない島ちゃび（離島区）の
った。御身可愛さだけで、損得を抜きに

でどういった法的地位にあるか」を定め

本的に米国軍法が適用されるが、日本で
開発事業に尽力した経緯がある。山中氏
して国のために汗を流す「井戸塀政治家」

たものだ。

は公務執行中を例外として基本的に日本
は２００３年 月に、初めての沖縄名誉
県民となり、沖縄の羅針盤として期待さ
な政治家の質を浮き彫りにした側面があ

沖縄問題は、こうした現在の薄っぺら

その山中氏の後継者として、下地幹郎

を期待したい。

あるダイナミックな政治家が現れること

れるような時代に入った現在、大局観の

る。アジアが歴史的な大潮流に飲み込ま

米軍普天間飛行場返還合意を米国から

政治の貧困招く元凶

いな立場だ。

前衆議院議員がいる。山中氏の弟子みた

れていたが２カ月後、死去した。

など皆無に等しい。

の法律が適用され、日本の裁判所で裁か
れる。
ともあれ、戦後の沖縄の自縄自縛的な
政治風土を変えないといけない。

沖縄に心血注いだ政治家
過去、沖縄に心血を注いだ大物政治家
は何人もいた。
まずは１９４７年、戦後初めて沖縄人

国家の有事「少子化加速」

なった。第２次ベビーブーム時代の昭和

万人切り現実化も

深刻な合計特殊出生率１・３
令和４年

日本は今、
「少子化の加速」という国家の有事に直面している。これは国力

年（１９７３）には出生数が約２１０
万人だったが、１００万人を初めて割り

の低下に直結する深刻な事態だ。政府は、
「こども家庭庁」を来年４月に発足
させ、経済財政運営の指針「骨太の方針」案に少子化対策を盛り込んでいるが

約 万人になったのは平成 年（２０１

それを軸とした国家戦略・戦術を策定して、じっくりと取り組まなければ克服
できないだろう。

万人を下回ったのが令和元年
万人となり、
今年の令和４年には 万人を切るのでは

も続き、とうとう今年は

（２０１９）だった。減少傾向はその後

６年）
。

28

81
ないかとの推測もある。

国立社会保障・人口問題研究所は「

を発表し、令和３年に生まれた子供の数

厚生労働省は６月３日、人口動態統計

数を引いた自然減も過去最大の減少幅と

た。死亡数は戦後最多で出生数から死亡

で過去最少を更新したことを明らかにし

涯に産む子供の推定人数を示す「合計特

それを裏付けるデータは、女性１人が生

るが、それよりも８年も早い計算になる。

家庭軸の国家戦略策定を

90

万人を切るのは令和 年」と予想してい

80

80

12

は事態を打開できないのは明らかだ。政府が家庭政策の根本的な見直しをし、

危機感が足りない。従来の安定財源確保の強化策という面からのアプローチで

48

97
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80

万１６０４人と６年連続

（出生数）が

81

れにもつながっていくという。野田氏は

マンパワーも減少し、自衛隊員の定員割

たり、経済的な不安の拡大といった原因
これを打開する効果的な手立てとして、

型コロナウイルス禍により出産を遅らせ
もあったろう。ただ、コロナ拡散が収ま
子供政策の司令塔となる「こども家庭庁」

殊出生率」だが、今年は１・３で、前年
低下した。この傾向が続けば、
「希望出
っても少子化の加速を止めることにはつ
の創設を挙げ、
「子どもへの投資」をす

より０・ ポイント下回り、６年連続で
生率１・８」という政府の目標達成は絶
ながらないだろうし、減速させる要因に

少子化および人口の減少は、国家の安
年４月に発足し、３００人規模の体制が

会で成立、内閣府の外局として２０２３

る国は出生率が上がると強調している。

全保障に直結する。少子化対策担当大臣
つくられる。専任閣僚を置き他省庁への

もならないというのが多くの専門家の一

の野田聖子氏は「他国から侵略されてい
「勧告権」を付与するもので、内閣府の

「こども家庭庁」の設置法は今通常国

ることと同じだ」とし、
「日本では２０
子ども・子育て本部と厚生労働省の子ど

本経済を支える内需が冷え込み、税収も

競争力が低下する。消費者も減るので日

かされる。労働人口が減るので、企業の

れが進行していくと、まず国民生活が脅

り込んで描かねば本当の解決策にはなら

が、その幸せな社会像についてもっと切

すれば人口減少問題に有効となろう。だ

資 を し、
「 子 ど も が 幸 せ な 社 会 」を 実 現

もちろん、国が関与して子供に積極投

が、これはほぼ鳥取県の人口と同じ。こ

減る。行政サービスの縮小や、社会保障
政府はまた、経済財政運営の指針「骨

ない。

この『三重苦』だけでも国家有事だが、
太の方針」案に少子化対策として「妊娠
れ 目 な い 支 援 の 充 実 」 を 掲 げ、
「 社 会・

さらに深刻なダメージを受けるのが安全
野田大臣の見立てでは、自衛隊、海上

経 済 の 参 加 者 全 員 が 連 帯 し、 広 く 負 担

前から妊娠・出産、子育て期にわたる切

保安庁、警察、消防という国民の生命・

していく新たな枠組みについても検討す

家庭庁」はもともと「子

落 し て い る。
「こども

家庭単位での見方が欠

は、子供と親といった

要だ。政府の提言など

念をまず持つことが必

実現を追求していく理

に幸せになれる社会の

ん、親も祖父母もとも

ら だ。 子 供 は も ち ろ

実現を目指しているか

だけが幸せな社会」の

ある。それは「子ども

しかし、それでも足りない根本要因が

れを指導できる教員も養成しなければな

になれるような学校教育が必要だし、そ

問題解消にも効果があろう。そういう親

動機につながっていこう。今日の孫ゼロ

し、子供がさらに子供（孫）を生みたい

子供に対していいアドバイスができる

められる。親力、家庭力を実感した親は

あることを発信していくことも政府に求

長を味わえる幸福感は大きく尊いもので

子育ては大変だが、それ以上に子供の成

とは容易ではないかもしれない。しかし、

と幸福論を強調した政策を柱に据えるこ

ろうとする風潮のある中で、家庭の意義

権利を極端に強調した多様性の社会を作

個人主義やＬＧＢＴ（性的少数者）の

い巻き返しがあった。

ども庁」と名付けられ

らない。
政府は 月第３日曜日を「家族の日」
、

名称にするのが望まし

家庭の役割を重視した

声や「子育てに対する

支援も重要」といった

でなく子育て世帯への

する文化をどう日本に根付かせるか。そ

程度ではだめだ。出産・子育てを喜びと

る理解促進を図っているというが、その

めて、この期間を中心として家族に関す

その前後各１週間を「家族の週間」と定

いるのではないか。

の国家戦略と戦術の策定こそ求められて
「家庭」を盛り込む強

い」との要求が強まり

保守派から「子供だけ

ていたが、自民党内の

大事だ。

財産を守り、国の安全保障を担う組織の

保障だ」と述べている。

の負担増という問題も予想されている。

も家庭局を移管する。

２０年の１年間で約 万の人口が減った

致した見方だ。

望的だし、 万人切りも現実化してこよ

る」との考えを示している。国民全体が

若者世代の未婚化や晩婚化に加え、新

う。

03

80

この危機を共有して対処していくことは

54
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11

「こども家庭庁」は来年４月発足へ（内閣官房ＨＰから）
少子化対策担当大臣の野田聖子氏

参院選、自公が大勝 の 勢 い
維新躍進 全国政党化も視野
改選１２４議席を競う第 回参院選が７月 日、投開票される。政権
10

院選と違い、 ある１人区の多くで共闘が実現できなかった立憲民主、

ある。ただ、現状は自民、公明の与党が大勝の勢いだ。一方、前回の参

選択選挙ではない参院選だが、首相交代という政変につながったことも

26

を超える可能性が大きくなっている。

いる「維新の支持率の低下が見られる」

どれも一ケタ台で、自民が特に警戒して

高い。一方、立憲民主党の政党支持率は

そろえて公明党との合計で過半数の 議

雄首相も茂木敏充・自民党幹事長も口を

「勝敗ラインは与党で過半数」
。岸田文

強化を掲げ、憲法改正は「早期に実現す

２％への増額を視野に、防衛力の抜本的

徴だ。防衛費は国内総生産（ＧＤＰ）比

能力」を保有することを明記するのが特

ル発射基地などを攻撃・破壊する「反撃

なり低い設定だ」と自民党幹部は語る。

政権支持率の高い岸田首相としては「か

席を目標とすることを明らかにしている。

「維新は今回、関東圏にも本気で進出

とになる。

どの協力を得なければならないというこ

に必要な議席を確保するためには維新な

り、結局、自公が大勝しても参院で改憲

ライナ対応も高く、参院選での投票先は

同が ポイントなど。コロナ対応やウク

の政党支持率は、日経が ポイント、共

スコミ各社の世論調査結果を報告。自民

は、柴山昌彦広報本部長代理が直近のマ

24

する。比例代表票を１０００万票取り得

立憲、共産と一部連携も苦戦
５月 日に開催された自民党役員会で

東圏でも善戦しており、昨年の総選挙での躍進に続き、６年前の６議席

共産などは苦戦している。保守層への食い込みを図る日本維新の会が関

32

る」との方針を盛り込む方向である。

撃に対処するため、相手領域内のミサイ

環境が厳しさを増す中、弾道ミサイル攻

衆参それぞれ３分の２以上の議席が必

だが、憲法改正のための国会発議には

の勢いだ」と先の自民党幹部は予想する。

は全くしない。自民、公明の与党で圧勝

した。
「怖いほど逆風がない。負ける気

治のメッセージが何より重要だ」と強調

担う子供たちと家庭を全力で応援する政

発表。石井啓一幹事長は「日本の未来を

（経済分野）と２弾（社会保障分野）を

をキャッチフレーズにし重点政策第１弾

公明党も６月２日、
「日本を、前へ。
」

医療に保険を適用するなどして、出産の

育などの無償化に加えて、出産にかかる

資」を徹底するため、幼児教育や高等教

掲げた参院選公約では「将来世代への投

「改革。そして成長。
」をスローガンに

した。

的に「全国政党」を目指す意思を鮮明に

立てて重点的に国家像を打ち出し、本格

「国のかたち」
「外交安保」などの項目を

２日、馬場伸幸共同代表らが記者会見し、

るのが維新１回生の衆院議員だ。維新は

票数で野党第一党になりたい」と期待す

には両党で 議席が必要になる。両党本

「積極防衛能力」の整備を図るとしたほ
か、防衛費の増額や憲法に自衛隊の存在
を明記する９条の改正に取り組むことを

気で改憲をするなら、改選 を に伸ば
さねばならないことになるが、
「それは

明らかにした。

98

難しいだろう」
（先の自民党幹部）
。つま

70

を受けた国民の不安を解消するために、

要。参院では１６６議席以上必要だが、

51

実質無償化を実現することを打ち出すと

48

自公だけで届く見込みはない。今回の改
14

計は だ。選挙後、３分の２に届くため

56

98

68

ともに、安全保障では、ウクライナ情勢

自民の今回の公約は、日本の安全保障

（柴山）との見方が紹介された。

自民が ポイント（日経）などと極めて

63
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50

選数は自民 、公明 で非改選の両党合

合計63議席を目標とした自公

家で元都知事の猪瀬直樹氏や歌手で俳優
育無償化を３本柱にした。泉健太代表は

とし、物価高対策と着実な安全保障、教

約のキャッチコピーを「生活安全保障」

の中条きよし氏、野球解説者の青島健太
３日の公約発表会見で「円安放置の金融

「今回比例代表では、知名度の高い作

氏、そして西郷隆盛の玄孫で元会社員の
政策の見直し」を強調、防衛費について

なく全国区の政党になれる」と先の一回

守層からの得票も期待できるので間違い
などと語った。細田博之衆院議長が衆院

る防衛予算で防衛力の質的向上を図る」

は「総額ありきではなく、メリハリのあ

した。ただ、与党に対する攻め手はこの

案と岸田内閣不信任決議案を８日に提出

議長の資質を欠くとし、議長不信任決議

する可能性が高い選挙区を優先して、限

で、１人区での候補者の一本化は、勝利

携の在り方については棚上げしたうえ

なっていた政権交代を実現した場合の連

苦戦強いられる立憲民主

程度で、政党の魅力や政策の中身をアピ
定的に行う方針で一致。共産は の１人

ハラ疑惑に関する説明をしないことから

ールする迫力はない。
区のうち、 選挙区で独自候補を擁立せ

とし「それで十分ではないか」と述べた。

連合会が両党候補者と個別に結んでいる

締結を事実上断念した。芳野氏は、地方

民主両党との連名による３者の政策協定

（芳野友子会長）も、２日、立憲、国民

産とも議席を減らした。今回、連携して

のも確か。その時の総選挙では立憲、共

な高揚感がない」
（共産党ウオッチャー）

合政権構想を発表したときのときのよう

しかし、共産に「昨年の衆院選で野党連

ず、立憲の候補を支援することになった。

が多くあるようだ。

また、共産党を含む候補者調整について
結果として立憲、共産両党は、懸案と

も果たして効果があるのか疑問視する声

立憲の有力支持団体の最大労組・連合

32

も各党に委ねることになった。

11

やしゃご

西郷隆太郎氏らを擁立する。自民党の保

生は強調する。
選挙区定数の「 増 減」に異論を唱え
10

混乱を招いたことや週刊誌が報じたセク

10
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苦戦が間違いないのが立憲民主だ。公

全国区政党になれるか維新

韓国大統領の出口は刑務所の玄関

ていることを武器に、自らの保身のため

文前大統領は与党が議会の多数を制し

初代大統領の李承晩氏は亡命を余儀な
検察の捜査権の全面的廃止を国会で通過
この「検察捜査権完全剥奪法」で、検

くされた。
「漢江の奇跡」と呼ばれる韓

絶大な権力の裏返しでもある。

文在寅氏の「悲惨な末路」離脱？
政治をするということは、刑務所の塀
の上を歩くようなものだ。
儒教風土の強い韓国では、とりわけそ
は 側 近 か ら 銃 で 撃 た れ 暗 殺 さ れ た。 以
察ができることは令状の請求や公訴の提

させてしまったのだ。

大統領制という大きな権力を持つ大統
後は本人が投獄されるか親族が投獄され
起、公判維持などに限られることになっ

国経済を高度成長の波に乗せた朴正煕氏

領の求心力たるや、絶対王政とまではい
た。刑務所を避けようとすれば、盧武鉉
た。さらに検察が今進めている捜査も中

の感を強くする。

かないまでも大きなパワーを持つ。
氏のように崖から飛び降り自殺するしか

韓国大統領の末路が悲惨なのは、その
なお与党が法改正に着手したのは、３

断を余儀なくされる。

全斗煥氏、盧泰愚氏は逮捕され、金泳
月９日の大統領選敗北が決まった後だっ

なかった。
三氏は次男が逮捕され、金大中氏は息子
た。次期大統領が決まった政権末期に強

ただ、文前大統領訴追の手立てが全く

たからだ。

らに対する検察の捜査の封じ込めを図っ

引に成立させたのは、文在寅政権関係者

３人が逮捕された。
また李明博氏も逮捕され、朴正煕氏の
娘朴槿恵氏も逮捕された。
ただ、今回退任した文在寅前大統領は
驚愕の手で、その「悲惨な末路」という
閉ざされたわけではない。

察に移したところで、ごっそり人事を入

韓国大統領史の例外になるべく布石を打

つまりは警察の尻さえたたけば、文前

れ替えれば、自分のポストを守るために

「検察捜査権完全剥奪法」で決まった

のは、検察に捜査権があった６大犯罪の

大統領訴追は可能となったということ

も変わらざるを得ないという事情が出て

った。

中で、公職者、選挙、防衛産業、大規模
だ。

の治安総監（警察庁長官）は７月、任期

人全員が交代を余儀なくされた。トップ

期が法的に保障されている１人を除く６

治安正監７人のうち、来年初めまでの任

事を急いでいる。日本の警視監にあたる

与疑惑」
、
「文在寅氏が退任後の住居購入

価し、早期閉鎖に持ち込んだ政権幹部関

入」
、
「月城原発１号機の経済性を過小評

た慶尚南道蔚山市長選に大統領府の介

のある件は、
「文在寅氏の知人が出馬し

具体的に文在寅氏が訴追される可能性

くる。

を終え辞める。その後任候補となるのが

にあたって土地の用途を変更し巨額の利

さっそく尹錫悦新政権は、警察高官人

な事故の４つが警察に捜査権が移ること
だ。

治安正監だが、いずれも勇退という異例

益を得た事件」
、
「文在寅大統領夫人の金
ジョンスク

ウルサン

人事となった。これは尹政権が警察首脳

正 淑 氏のドレス代が青瓦台の特殊活動

ウォルソン

部を、全く信頼していないことを反映し

費から支出された疑惑」などが列挙され
る。
なる見込みは今のところない。

ただ、尹政権がごり押しで強権発動と

キム

た人事だ。
これまでの警察は文在寅政権側に立
ち、検察とも厳しく対立してきた歴史が
ある。検察のトップだった尹錫悦大統領

議会は野党が多数を握るねじれ政権で

それでも、野党をけん制しバーゲニン

は、その対立関係のただ中にいたわけだ

文政権と民主党が検察の捜査権を警察

グパワーを身につけておくためにも、い

ある以上、政権運営がまず優先されるか

に移したのも、政権に近い警察なら手玉

つでも文前大統領訴追のカードを手にし

から、警察の旧弊を打破するための手立

に取ることはた易いだろうと考えていた

ておくことは政界に身を置く者のイロハ

らだ。

ふしがある。しかし、警察の人事権は新

だろう。

ては、熟知している。

政権が握る。いくら捜査権を検察から警
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文在寅前大統領
投獄された全斗煥氏（右）と盧泰愚氏（左）
投獄された朴槿恵氏

らいは覚えられる。インドの場合は桁違
いで百万字とかになるが、これがインド
人の脳を鍛えたであろうとことは注目に
値する。
によって視覚的な面だけに頼るようにな

それがテレビやスマホが普及すること
ている現実がある。今ではスマホがこれ

Ｔ Ｖ、 ス マ ホ で 失 わ れ る 口 承 物 語
人 類 史 的 な「 脳 の 退 化 」 へ 黄 信 号
東南アジアでは山岳民族の伝承物語な
なお歴史を回顧すると人類は長年、口

り、覚えることができなくなってきた。

っていって、祖父母が孫に昔話を聞かせ
承による頭脳訓練がなされてきた経緯が
少なくとも、テレビやゲームなどの映

に追い打ちをかけている。

ようとしても、孫の方がテレビの方が面
ある。ヒンズー教でも、口承によって一
像文化というのは、文明史的に大きな節

どが失われつつある。テレビが山にも入

白いといって、そうした話を嫌がる。そ
言も間違えないで経典を伝承してきた。
目であることは間違いがない。

も仏教でも、伝承する経典があって、そ

脳は急速に進化してきた。ヒンズー教で

確に記憶する。そういう意味で、人間の

教でもそうだ。口承によって脳の中で正

う意味ではデメリットがある。

ただ人間が学習するとか、記憶するとい

し、人類がそれを共有する意味も大きい。

し出すインパクトは大きなものがある

確かに世界的な出来事を映像として映

することもある。

だから近代化によって、人間の脳が退化

うしたテレビの電波が伝承文学を駆逐し
それが何千年と続いた。それはキリスト

れが脳を鍛える機能的側面があったとい

ていく。明日は昨日の一行と一緒に新し

どう覚えるかというと、一行ずつ覚え
るというのがそうだし、文学にもそうい

像化するということがある。イメージす

言葉というのは聞いたとき、脳の中で映

視覚というのは映像が入ってくるが、

い一行を覚えていく方式で、それをどん
う効用がある。

うことだ。

どんつないで覚えていく。

そ う し た 意 味 で も、
「聞く耳を持つ」
人になるためには、スマホから距離をと

そうすると間違いなく脳の中に刻み込
まれる。だから百人一首でも４歳、５歳

った小さい時からの教育が重要となる。

２年余り前、湖北省武漢市で最初にま

る

策を今後も徹底するよう強く指示してい

地域を丸ごと封鎖する「ゼロコロナ」政

習近平国家主席は未だに、感染者が出た

身動きの取れない中国の独走は危うい。

そ の 点、
「 ゼ ロ コ ロ ナ 」 に こ だ わ り、

で一つずつ覚えていく。そうすれば百ぐ

間後の 日には１万人を超え、５月 日

中 台、 コ ロ ナ で 明 暗 分 け る？
慌てふためく中国と冷静台湾
新型コロナのウイルス問題で台湾は当

には９万４８０８人と初めて９万人台を

げた。ただ感染力の強い「オミクロン型」

初、緻密な情報収集力と手際のいい水際

シンガポールやタイなど周辺のアジア

への効果は限定的だ。それを当局が理解

ん延した際、都市封鎖は大きな効果をあ

とされたが、今年３月に海外からのビジ

諸国が入国規制の大幅緩和を進めている

突破した。

ネス客の受け入れ再開に踏み切った後、

らかじめ感染者数の急拡大ぶりを告知し

会を控える北京指導部にとっては悪夢に

を意味することになり、今秋、共産党大

大きなものがあるものの、重病化させる

いオミクロン株など変異種は感染力こそ

いられるのは、コロナ株初期の頃とは違

台湾当局が感染者数の急拡大に冷静で

り輝くことになるのだが、共産党政権の

れればいいと覚悟できれば、共産党は光

党が滅んでも、国民の安全と幸福が得ら

のが政権政党最大の役割だ。たとえ共産

しかし、国民の安全と幸福を保障する

違いない。

ことは例外的でワクチン接種と十分な医

相ではとても無理だ。

自己保身ばかりに執心している現在の様
との確信があるからだ。

療体制を整備さえしていれば対応できる

に差し水を用意した。

て、急速に数が増えてもあわてないよう

それを撤回することは、
「体制の敗北」

とうたった経緯がある。

ナ封印に成功したことを「体制の勝利」

問題は政治にある。北京は当初、コロ

できないわけではない。

し「 万人までいくかもしれない」とあ

え 見 え る 台 湾 当 局 は、 事 前 に 国 民 に 対

落ち着き払って対処しているようにさ

に緩めていく構えを維持している。

ことも踏まえ、台湾当局は規制を段階的

めて１０００人を超えたと思えば、２週

４月半ばに１日あたりの感染者数が初

感染が急拡大している。

作戦で新型コロナ感染の制御に成功した

28

20

24
新政界往来
新政界往来

25

27

スマホをいじる山岳少数民族ミャオ族
６月１日に上海ロックダウンは解除されたものの？

手放しで喜べない好調米経済

始めていることが理解できる。

ノからサービスへと消費が着実に回復し

インフレと人手不足懸念材料
まっている。
今年第一四半期（１─３月）の米経済

原油の高騰やロシア軍のウクライナ侵
攻を受け、世界経済が減速傾向を強める
ただ、手放しで喜べる状況ではない。
主な懸念材料は３つある。

は、プラスの予想に反してマイナスにな
ったが、株式市場
その１つは、エネルギー価格の上昇だ。

中、米経済は比較的、堅調との見方が強
はほとんど反応し
平年に比べエネルギー価格は３割も上昇
し、車社会を直撃している。国民はドラ

なかった。
その原因は、輸

２つ目は、空前の人手不足だ。平均賃

イブの機会を減らし、ガソリン消費を減

悩んだことにあっ
金が前年より５％と大きく伸びているに

入が大きく伸びた

て、個人消費はし
も関わらず、働き手が見つからない状態

らす節約志向に拍車がかかっている。

っかり増えて堅調
だ。

一方で輸出が伸び

だったからだ。
コロナ感染ですべての労働者が市場に

このためより高い賃金やよりよい労働

コロナ禍からの

どが大きく伸びて

条件を求めて、すぐ辞めてしまうジョブ

戻っていないことに加え、景気は悪くな

いる。ようやくモ

ると、これから徐々にインフレ率は下が

経済活動再開によ

％上昇しているといっても、物価上昇率

り、年末には３％台にまで落ち着くと予

く労働者の売り手市場になっている。

ホッパーの急増で企業活動に支障が出て

はそれを上回る８・３％になっているの

って、飲食宿泊な

いるのが実情だ。

想されると見る。
のウクライナ侵攻以降、天然ガスや原油

国際エネルギー価格を見ると、ロシア

米国人家庭に現在の景況感を聞くアン

価格は高くなったものの、最近はほぼ横
また銅や鉄、パナジウムなどの工業用

ケートでは、コロナ危機の最悪期の２０
方が悪くなっている。それは所得

原材料の価格も３月の高値水準から下落

ばい状態だ。

水準に関係なく、すべて悪化して

している。

２２年３月から４月の状況より、５月の

る。

で、実際の生活を圧迫している現実があ

３つ目は、物価の高騰、インフレ問題
だ。エネルギーや原材料価格が高騰して
いるため、企業は販売価格を引き上げ利
益を担保しようとしている。
消費者の目線に立てば、平均賃金が５

いる。また若者より 歳以上の年

あてざるを得ないわけで、節約志

少しずつ貯蓄を取り崩して消費に

っている。こうした消費者は今後、

齢層の人々の悪化具合が顕著とな

ナと関係のないモノに関しては、経済制

購入していることや、ロシアやウクライ

ーは、制裁を科した欧米以外の他の国が

原油や天然ガスなどロシア産エネルギ

中国もゼロコロナ政策の手綱を緩めつ

裁後、物価は安定しつつあると見ていい。
こうして消費が冷え込んでくる

つあり、ウクライナ情勢が今後大きく悪
化しない限り、少しずつ米のインフレ率
なおＦＲＢは３月から段階的に利上げ

は下がるものと予想される。
態で、ガソリンだけでなく幅広い

ても、その方向性は変わらない。という
インフレ率上昇のピークは過ぎつ

められるからだ。

り、そのためには継続的な金融政策が求

のもインフレ目標はあくまで２％であ
つあるとの指摘がある。それによ

た だ、 経 済 専 門 家 筋 に よ る と、

いる。

をしているが、少々インフレ率が下がっ

今は 年ぶりの高いインフレ状

出てくる。

と、米経済が回らなくなる懸念が

向の高まりが予想される。

55

サービスやモノの値段が上昇して
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世界経済を直撃する緊迫するウクライナ情勢
高騰を続けるガソリン価格

ことで、母親が警察派出所に盗難届を出
したのはいいが、受付の新任警察官がや
たら細かいことを根ほり葉ほり聞き出そ
うと、供述調書を取るだけで１時間ほど

てもおかしくない間際、娘リサさんは子
の自転車で、色から材質、購入金額など

ほとほと疲れ果て、廉価の１万円ほど

死の淵の母にバンビ取り寄せ
安物自転車を必死に探す警官
１つは、バンビが大好きだった母親が
供の誕生会などに動物配送サービスをし

を費やした。
死の淵をさまよう中、娘が本物の子鹿を
聞き出そうとする新任警察官がうとまし
く思えたほどだった。

ている農場があることを知る。
リサさんはさっそく、農場に電話し事

届けた話。
もう１つは、１万円かそこらの安物マ

をいとわず、時間をおかず即実行してい

話。どちらも相手のためにすべての犠牲
層悪化し、次の日まで持つかどうか怪し

う」と応じてくれたが、母親の容態が一

農場経営者は「明日にでも伺いましょ

ったことから、玄関のカギを開けず、ド

たのは、幼い娘１人だった。娘は深夜だ

で汗を流していた。警官の訪問に対応し

を訪問。母親は供述調書疲れで夜間ジム

ところがその深夜、警察官が被害者宅

るところが心を打つ。
い状態になった。リサさんがそのことを
ア越しで話を聞き出そうとした。

情を話し、バンビの配送を頼む。

まず最初のバンビを病床の母に届けた
報告すると、農場経営者はすぐに子鹿を

マチャリを必死に探した新任警察官の

娘は、豪州のメルボルンに住むリサ・マ
車に乗せ２時間半ほどかけ深夜、母親の
翌朝、娘と母親は２人して、警官の派

クドナルドさん。
があった。新任警官は、詳細な調書をと

出所を訪問。そこには自分の家の自転車

スマホで撮影しフェイスブックに投稿
った後、直ちに近所を捜索し乗り捨てら

病室を訪問した。

ンビが大好きで、部屋にはバンビ像を飾
したその写真は世界中に拡散されていっ

終活の緩和ケアに入っていた母親はバ
り、着衣はバンビのイラスト入りＴシャ
れていた自転車を発見することになった

そのスピード配送ぶりは、感動ものだ

盗難自転車を発見した警察官の責任感

た。

そうした母親の見舞いに行くときは、
が、我が国でも相手の窮状打開のため、

の強さに頭が下がる。無論、臨終の前に

ツというスタイルだった。
家族も必ずバンビのＴシャツを着て訪問
粉骨砕身して自転車を配送した警察官が

子鹿を届けるために車を飛ばした農業経

スターリンクとはスペースＸ社が開発

た。

急なネットアクセス機能の回復を求め

業スペースＸ社のスターリンクによる早

イナ政府は、マスク氏が運営する宇宙企

機能不全に陥ることを懸念したウクラ

政府の通信機能をマヒさせた。

ミサイルなどで攻撃し、ウクライナ軍や

営者の責任感の強さにもだ。

のだ。

した。それが母親への励ましであり応援
いた。
それは駐輪場から自転車が消えていた

歌だった。
その母親の容態が急変し、いつ旅立っ

マスク氏の総資産は推定２１９０億ド

世界長者番付で初首位 兆円
イ ー ロ ン・ マ ス ク 氏 の 男 ぶ り
フォーブスは４月、最新の「世界長者

兆円）
。昨年まで４年連続の首

位をキープしてきたアマゾン・ドット・

を進めるインターネットアクセス衛星

ル（約

気自動車（ＥＶ）テスラのイーロン・マ

コムの創業者、ジェフ・ベゾス氏は１７

できる仕組みだ。

専用送受信機とをつなぎ、ネットが使用

スク最高経営責任者（ＣＥＯ）だった。

位につけたのは、昨年と同じＬＶ

その要請があった 時間後、今度はイ
はビル・ゲイツ氏、５位は昨年ト

ナール・アルノー氏だった。４位

ナで利用可能になった。さらに送受信機

た。
「スターリンクサービスはウクライ

ーロン・マスク氏がツイッターで返信し

ＭＨの取締役会長兼ＣＥＯ、ベル

ップ５から外れていたウォーレ

ウクライナのゼレンスキー大統領は当

を輸送中」
。
なおマスク氏の男ぶりを上げて

初、ロシア軍から「亡命した」とのフェ
ロシア軍の侵攻を受けたウクラ

ＳＮＳ発信して反撃を始めたことは記憶

の大統領府前から「私はここにいる」と

イクニュースを流された時、首都キーウ
イナを助けている姿は、マスク氏

らだ。

のも、マスク氏の早期の決断があったか

に新しい。そうした通信が可能になった
施設や電波アンテナなどを砲撃や

ロシア軍は侵攻と同時に、通信

の株を上げた。

ない。

いるのは、豊かな懐具合だけでは

ン・バフェットとなっている。

10

マスク氏とベゾス氏に次いで３

で、１６００を超える小型衛星と地上の

番付」を発表。ランキング１位は、米電

27
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１０億ドルで２位だった。

イーロン・マスク氏

で、バイデン大統領が日本
を開催して、
「骨太の方針」の骨子を議

なっている。なお先週は、政調全体会議

する。いずれも政府への提言案が議題と

と韓国、東アジア地域を訪
論した。現在、政府では、政調全体会議

受けているこのタイミング

問したことは、米国による
での議論や、これまでの提言等を踏まえ
て、本文の策定作業が進められている。

インド太平洋地域への確固
たるコミットメントを改め
来週から再来週にかけて、
「骨太」のほ
ル田園都市国家構想基本方針」などの平

て示すことになったと歓迎
日本を取り巻く国際情勢
場の会議、手続きも進められることにな

か「新しい資本主義実行計画」
、
「デジタ

は一段と厳しさを増してい
る。これらの手続きは、これまで数カ月

したい。

る。その中で、日米同盟のさらなる強化
にわたる議論の集大成でもあるので、し

５・
や「自由で開かれたインド太平洋」の実

日米首脳会談
っかり進めていきたいという話だった。

日昨日、岸田総理とバイデ

現、さらには経済、気候変動はじめ、あ

【幹事長】

率は高い水準を維持している。一部の社

柴山広報本部長代理からは、５つくら

本日も日米豪印、ＱＵＡＤの首脳会合
では発足以来、内閣支持率が最高となっ

らゆる面で、日米の緊密な絆がカギとな

が開催され、来月、ドイツ・エルマウで
ているところもある。またコロナ対応、

ン大統領による日米首脳会談が行われ、

開催されるＧ７サミットまで、重要な外
ウクライナ対応についても高い評価を頂

いの社の直近の世論調査の結果報告があ

交日程が続く。政府・与党として、国際
いていると。一方、野党、特に維新の支

り、今回の首脳会談は、その大きな一歩

秩序の維持と強化に向け、日本が中心的

持率の低下が見られるという分析があっ

共同声明が発表された。ロシアによるウ

役割を果たしていくことを内外に発信し
た。

４や、また途上国も含めてこれまで議論

し、この国連改革の必要性についてはＧ

メリカはＰ５の主要なメンバーでもある

【幹事長】大変心強いと思っている。ア

ると考えるか。

領の発言について、どのような意義があ

の前進を目指しているが、バイデン大統

いう考えを表明した。日本は安保理改革

クトルとしては、かなりな増額を行うこ

まっていくということだ。少なくともベ

な数字は、その議論のプロセスの中で決

三つの取りまとめを行っていく。具体的

け、新たな国家安全保障戦略をはじめ、

るという現状に対して、秋から年末に向

く安全保障環境が極めて厳しくなってい

イナ情勢であったりとか我が国を取り巻

【幹事長】防衛費の増額の前に、ウクラ

思う。以前、オバマ大統領や様々な世界

が広島で開かれることは極めて大きいと

課題だ。その象徴としてＧ７のサミット

相にとって極めて大きな目標、中心的な

【 幹 事 長 】核 な き 世 界 を 目 指 す こ と は 首

決断への評価は。

るが、その意義や核軍縮への期待、首相

表明した。被爆地での開催は初めてとな

Ｇ７サミットの開催地を広島市にすると

日米首脳会談後の会見で、首相は来年の

たい。バイデン大統領は昨日の日米首脳

をしてきた。ウクライナ問題やそれ以外

とによって、厳しい今の安全保障環境に

の要人も広島、長崎の被爆地を訪問し、

火曜、木曜の定例日に政調審議会を開催

の問題でも、安保理常任理事国の問題も

しっかりと対応できるような防衛体制を

被爆の実相にも触れていただいている。

違いないと私は思っている。

あり機能していないという指摘がされて

整備していく。これからそういうことも

Ｇ７の首相がこぞって広島に集まる。そ

額について今回の夏の参院選でどのよう

いる。国連創設以来、加盟国の数も圧倒

踏まえながら選挙公約についても詰めの

して、核なき世界に向けて決意を新たに

会談で、改革された安保理に応じて、日

的に増えている。それも考えた時にその

作業を行っていきたい。

【 記 者 】 来 年 の Ｇ ７ サ ミ ッ ト に つ い て。

代表制の在り方も大きな問題になってい

する、こういったことは全体のプロセス

加わることについて、同盟国でもある米

革された安保理に日本がメンバーとして

算の中でどうしていくかという調整の問

この額は決まってくる。それが全体の予

【幹事長】この秋以降のプロセスの中で

【記者】参院選の選挙公約で、どういっ

を動かしていくという意味からも極めて

国のバイデン大統領が支持を明確に表明

題になってくると思っている。ただ、こ

た点を強く打ち出したり、重視していき

源についてはどのように考えるか。

したことは非常に大きいと考えている。

れまでの発想にとらわれ全てスクラップ

たいか、お聞かせいただけますか。

30

大きな一歩になると考えている。

【記者】防衛費について、バイデン大統

アンドビルドとか、そういったかたちで

【幹事長】まず一つは、ウクライナ情勢

５・

領との会談の中で、岸田総理が相当な増

は対応できない国際環境にあることは間

参議院選挙公約

額を確保する決意を示した。防衛費の増

主導していきたい。そういった中で、改

る。日本としても、この安保理改革を、 【記者】仮に防衛費を増額した場合、財

な位置づけにするのか。

高市政調会長からの話だが、今週も、 【記者】国連の安保理改革について伺い

ていきたい。

った。内閣支持率、そして自民党の支持

記者会見

となったと考えている。

茂木敏充幹事長
クライナ侵略により、国際秩序が挑戦を

24

本を常任理事国になることを支持すると

11
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茂木敏充幹事長

そして、これから経済の立て直しを図
った姿も示していきたいと思いますし、

た形で日本経済を再生していく、こうい

でありまして、自民党として、こういっ

を取り巻きます安全保障環境と、厳しさ
っていかなければならない。そういった
同時に地方を活性化すると、こういう観

守っていく。

を増しているのは間違いないと思ってお
中で岸田総理の提唱する新しい資本主義

はじめ、これは国際的にも、また我が国

りまして、外交安全保障と、こういった
点から当然その農林水産業であったり、
様々な産業と、この再生にもこれから力

と、これから実行計画、そしてビジョン
と、党の方でも新しい資本主義の実行本

問題について自民党が責任を持って、国
民の生命、財産を守ると、そして我が国
を入れていく。

てはこれまでも安保理改革に努力してき

部でも提言の取りまとめを行ったところ

がたい。

の主権、領土・領海・領空をしっかりと

来日した米国のバイデン大統領と岸田
ロシアが侵略国となりながら安保理で

たが、なかなか進んでいない。

中、連合国の敵国であった枢軸国の日本、
自国の制裁反対をする。中国が勝手に国

国連憲章では、国連が第二次世界大戦

成果の一つとして取り上げるべきは国連
ドイツ、イタリアなどの国からの侵略に

文雄首相との日米首脳会談（５・ ）で、
改革に共同で対処する意向を確認できた
境線を変更しながら国連は手を出せな

なっている。つまり、日本が旧敵国条項

裁ができなくなっている。
「国連の真価

ロシアと中国の反対で制

決 議 違 反 を 犯 し な が ら、

射などで明らかな安保理

い。北朝鮮がミサイル発

備え強制行動をとることもできるように

によるウクライ
ナ侵攻で、機能
不全に陥る安保
理の改革にバイ
デン大統領が賛意を表明。改革実現後に
が問われている。改革の機運を盛り上げ

ると約束した。力ずくで現状変更を試み
国連総会で旧敵国条項の改正・削除が賛

るのが現状なのだ。１９９５年の第 回
まらず、日米で国連改革戦略案を練って

バイデン大統領はリップサービスにとど

日本が常任理事国入りすることを支持す （
世界の平和と安定を脅かすのは中国も同
成多数で約束されたものの憲章改正の要

いうことで、非常に大きな闇を感じる。

様だ。国連限界説が指摘されているさ中

に終わっていたことが分かってきた。少

こういったことを変えるために政権に緊

もらいたい。

なくとも昨年の特別監査そして 月の抜

張感を持たせていくことも含めて野党が
また、細田衆院議長の発言については

き打ち検査のときも当事者は留守にして
当事者と会うこともなく次の抜き打ち検

波紋が広がっている状況だ。細田議長は

頑張らねばいけない。

査を行わなかったという意味では、３度

通常国会閉会後、訴訟も視野に入れて検

いた。そして、その後、留守にしていた

にわたって是正の機会を逃したと言え

【代表】補正予算案の中身がない。特に

と、事実上、国土交通省の責任を認めた。

として責任を果たすことができなかった

意識欠如を把握できなかった国土交通省

今日、政府側の答弁の中で、事業者の

が朝の街頭活動で暴力を受け、山口県で

で事務所が荒らされ、福山哲郎参院議員

べきと思う。辻元清美前衆院議員の地元

を求めているので早期に国民に説明をす

われわれは議院運営委員会における説明

・

件を満たさず実現していない。日本とし

立憲民主党
泉 健太代表
記者会見

物価高対策がないことについて繰り返し

改めて国土交通省の責任を問うていかね

われわれの立候補予定の新人・秋山賢治

討するとのコメントを出したようだが、

質問させていただいた。また、本日、大

ばいけないと思っている。国土交通省は

さんの自宅の玄関付近に異臭のする液体

る。

串議員から知床の遊覧船の事故の問題が

明確にこのことを関係者にも伝えるべき

賂認定ということだ。安倍政権の時の大

大臣に有罪判決が出た。鶏卵の汚職で賄

そして、昨日、元自民党の吉川元農水

ない。

意図を感じる。これは許されることでは

に対してプレッシャーを掛けようとする

非常に少数であるチャレンジをする政治

要職にあるものがモラルを失い、カネに

のか、この体質の異常さを感じさせる。

強い安倍政権の裏で何が行われていた

入することが考えられる。徐々に受け入

また、円安なので特に外国人観光客が流

とって重要な外貨獲得の手段でもある。

発表されたが、インバウンドはわが国に

外国人観光客を解禁すると岸田総理が

まつわる違法行為を行い５人とも有罪と

ったのが５人いる。

臣・副大臣で、立件され一審で有罪にな

をまかれた。この山口県における被害は

取り上げられた。国土交通省による特別

補正予算案

10

だと思う。

27

での米国の意思表明は日本にとってあり

る好機」だと自民党関係者は指摘する。

条、１０７条）の該当国になってい

日米で国連改革戦略案を

ことだ。国連安保理常任理事国のロシア

23

5
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監査とか抜き打ちの検査が型通りのもの

泉健太立憲民主党代表

ありきでなく積み上げだと言っている。

【記者】防衛費だが、立憲としては２％

という発言をしていることを踏まえて
積み上げていった結果の２％というのは

７月からの利上げについて準備が整った

づいて水際対策をちゃんと考えてもらい
も、常に対話を大事にしていると思う。

れを再開するということだが、科学に基
たい。
適切と考えるか。
という考え方なので最終的な数字がどう

日本政府も日銀も当然そうあるべきだ。
アベノミクスで自分たち自身をがんじが
なるかということは積み上げの結果で決

【記者】知床の遊覧船事故の問題で、国
中で、大臣の責任は不信任に値するもの
らめにしてしまっている。金融政策の幅
まってくる。ただわれわれは少なくとも

その上で、ただ放置しているというのは、 【 代 表 】 真 に 必 要 な 防 衛 力 を 整 備 す る、

なのか。また、内閣不信任につながるの
を失っている。この政策をいつまで進め
最初に、中身が分からずに額やパーセン

交省が部分的に責任を認めている状況の

か。
るのか。
それを変えることを考えるべきではな
い。

【代表】大臣就任以降も抜き打ち検査が
空振りに終わった中で、次なる抜き打ち
いかと専門家も言っている局面だと思

テージが示されるという立場には立たな

検査があったにもかかわらず、それが果
【記者】子育ての方はＧＤＰ比３％台に
きではない。目標を立てるものと立てな

う。政府・日銀として幅のある政策を目
【記者】昨日、代表は総理に対して子育
いものの考えの違いは何か。

たされていない。国土交通省の指導監督
ば、 国 交 大 臣 の 責 任 は 当 然 あ る。 そ れ
て予算の倍増の時期について質問してい
【代表】逆にそれを総理に聞きたい。防

引き上げていく、防衛費の方は目標あり

を踏まえて国会での対応を考えていきた
たが、立憲も子育て予算の対ＧＤＰ比３
衛費については相当な増額と言ったし、

指すことが必要だ。

い。
％ 台 に 引 き 上 げ る と 言 っ て い る。 こ れ

が果たされていないということから言え

【記者】物価高を止めるためには金利を

な増額と言ったわけではなく倍増とは言

まわりからは２％という数字が聞こえて

【代表】われわれは一つ一つの政策を実
った。しかし、メニューはまだ示されて

をいつまでに達成する目標と考えている

が、金融政策についてどう進めていくべ
施する積み上げの政策をすでに提示して

いない状況なのでその点を総理に聞いた

上げることが必要ではないかというこ

きか。
いる。それを合算すると３％になるとい
ということだ。

くるが、子供・子育て予算について相当

【代表】金融は常に市場との対話である。
う考え方だ。政策の実現の年限というの

【記者】立憲としてはこの二つの違いを

か。

急激なものは極力避けなければいけな
は、われわれが政権を取らないとなかな
どう考えているのか。

とを泉代表が岸田総理に問われたと思う

い。
か難しい。

あまり意味はないのかなと思っています

例えば、ヨーロッパ中央銀行の総裁が

にとどまっている。

み上げれば今の倍増になると言ってい

ついてはわが党が訴える政策について積

％ありきではない。そして子育て予算に

い。

い要因についてどうお考えかお聞きした

例で女性候補の割合が５割に達していな

泉代表として、現状の受け止めと、比

【記者】現状で比例が３割に達していな

と思います。

立になるかということが全てではないか

ので、最終的にどれぐらいの候補者の擁

【代表】われわれは防衛費については２

る。

【代表】やはり最終的にどうなるかが一

えか。

いことの要因についてはどのようにお考

選挙の始まる日まで、毎週毎週、例え

【 記 者 】 参 議 院 選 挙 の 関 係 で 伺 い た い。 【代表】ありがとうございます。
立憲民主党は女性候補者を５割とする目

ば公認を発表していく中で、率がその都

した跡が見られない。
「着実な安全保障」

標を掲げている。選挙区ではこれは達成

健太代表は「２％ありきでなく積み上げ

という参院選のスローガンが先行してい

番重要ではないかと思います。

デン大統領に、防衛費の「相当な増額」 だ。真に必要な防衛力を整備する考え方

る。また、
「物価高がこれだけ進んでも、

度その都度変わることを気にしていても

なので、最終的な数字がどうなるかは積

政府・日銀は有効な対策を打てていない」

できているが、比例においては３割余り

を確保すると強調した。その１週間後に

み上げの結果だ」と答えている。そこで

として「物価高と戦う」ことも参院選公

日米首脳会談で岸田首相が米国のバイ

政 府 が 示 し た 経 済 財 政 運 営 の 指 針「 骨

問われるのは、何をどう積み上げるのか

約の第１の柱に据えてい
るが、もし日本周辺で有
事が発生すれば物価高や
のシミュレーションだ。そのためには、 れる。その際の経済、金融、財政につい

総合的な安保政策を示せ

太の方針」案にも「防衛力を抜本的に強
化する」との文
言が盛り込まれ
た。安倍晋三元

ても考えているフシは見当たらない。総

海外資本の逃避が想定さ

は６兆円の後半から７兆円が見えるぐら

日本周辺が厳しい安保環境に変化してい

合的な安保政策案を示さなければ、政権

首相も「防衛費
いの増額が『相当な増額だ』
」としＧＤ

く中で、日本にとって「真に必要な防衛
と こ ろ が、 立 憲 は そ れ を 党 内 で 議 論

力」とは何かを明示しなければならない。 与党の対案にはならない。

Ｐ（国内総生産）比２％の増額を主張し
ている。
こうした情勢に対して立憲民主党の泉
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にとって、重大かつ差し迫った脅威であ

に違反するものであり、日本の安全保障

こうしたことから、在京ウクライナ大
り、国際社会に対する明白かつ深刻な挑

支援ニーズが、更に高まっております。
使館の要請を受けまして、現地で、緊急
戦であります。断じて容認できません。
という本来の責任を果たすことを期待を

に 必 要 と さ れ て い る 消 防・ 通 信 関 連 機
支援を行うため、本日、日本政府は、約
いたします。政府としては、引き続き、

安保理が、国際の平和及び安全の維持

１６６万ドルの緊急無償資金協力を国連
米国を始めとする国際社会と協力しなが

材、医薬品及び医療用品等の物資の輸送

プロジェクト・サービス機関、ＵＮＯＰ

いくとともに、拉致、核、ミサイルといっ

ら、北朝鮮に対し、関連の安保理決議の

日本政府及び日本国民の心は、ウクラ
た諸懸案の包括的な解決に向け、引き続

Ｓを通じて実施することを決定をいたし

イナと共にあります。日本は、引き続き、
き力を尽くしていく考えであります。私

下での全ての義務に従うよう強く求めて

Ｇ７を始めとする国際社会と連携しなが
からは以上です。

ました。

【大臣】冒頭、二つほどございます。ま
ら、ウクライナの人々に寄り添った支援

来年のＧ７広島サミット

ず一つ目ですが、ロシアによる侵略が継

対北朝鮮措置を強化する米国提案の安保

時間本日早朝、国連安保理におきまして、

それから二つ目でございますが、日本

また核軍縮ということについて、どうい

が続く中で、被爆地で開催する意義と、

悪化している、ロシアのウクライナ侵攻

が決まりました。今、ウクライナ情勢が

【記者】Ｇ７サミット、来年の広島開催

を実施してまいります。

理決議案、これが採決に付されましたが、
うふうに議論を進めていきたいかという

すので、外務省として、どういうふうに

中国及びロシアの拒否権行使により、否

一昨日や３月のＩＣＢＭ級弾道ミサイ

準備を進めていくお考えかお伺いしま

決意、あと、日本の魅力発信とか、そう

ル 発 射 を 含 め て、 北 朝 鮮 に よ る 一 連 の
す。

決をされました。このことは極めて残念

核・ミサイル活動は、累次の安保理決議

と考えております。

いった意味で、いろいろな方も来られま

ういう役割を果たしていきたいと考える

です。

【大臣】世界が、ウクライナ侵略、大量
か、お考えをお聞かせください。

意思を、歴史に残る重みによって示すこ

も、断固として拒否をするというＧ７の

器による威嚇も、国際秩序の転覆の試み

来年のＧ７サミットでは、侵略も、核兵

体的な貢献については、現在検討中でご

選に万全を期す考えであり、当選後の具

９日に実施をされます。まずは、この当

の安保理非常任理事国選挙、これが６月

た、未曾有の危機に直面している中で、 【大臣】日本が立候補しております本年

かけを行っていきたいか、というのを教

本の立場と、どういうふうに今後の働き

いうことも報道されています。改めて日

想というのを打ち出すのではないか、と

れらの国と安全保障も含んだ、新たな構

嶼国を順次訪問してまして、中国が、こ

７首脳と共に、平和のモニュメントの前

起こさないという誓いを世界に示し、Ｇ

において、核兵器の惨禍を人類が二度と

岸田総理は、来年のＧ７広島サミット

改めて浮き彫りになっておるわけでござ

うものに見られますように、その限界が

た、今朝の中露の拒否権の行使、そうい

常任理事国ロシアのウクライナ侵略、ま

その上で申し上げますと、安保理は、

注視をしてきております。

であり、その情勢については、一貫して

からも、日本にとって極めて重要な地域

かれたインド太平洋」
、この実現の観点

【大臣】太平洋島嶼国地域は、
「自由で開

します。来月、安保理の非常任理事国の

した、国連の安保理改革の関連でお尋ね

【記者】冒頭、大臣からもご発言ありま

の準備を進めていきたいと考えておりま

Ｇ７広島サミットの成功に向けて、万全

こうした考えの下で、外務省としても、

すべきか、また、安保理改革を含めて、

本来の責任をよりよく果たすためにどう

保理が、国際の平和と安全の維持という

こうした観点を念頭に置きながら、安

を持っている、これも事実であります。

国連の役割全体に、引き続き大きな期待

て、中小国、途上国等が、安保理を含む

の維持に一義的な責任を有しておりまし

一方で、安保理は、国際の平和と安全

えております。

情報収集に努めて対応していきたいと考

めて、関連の動向について、引き続き、

兼外交部長による太平洋島嶼国訪問も含

ころでございます。今般の王毅国務委員

との外相会談等でも、取り上げてきたと

いては、懸念を持って注視をし、関係国

環境に大きな影響を及ぼし得る動きにつ

協力協定のように、この地域の安全保障

特に、中国とソロモンの間の安全保障

えてください。

で、平和と世界秩序と価値観を守るため

います。

選挙が行われることになっています。日

国連全体の機能をどう強化していくべき

す。

本は、立候補を表明していると思うんで

我々としては、
「自由で開かれたイン
かということに、知恵を絞っていきたい

るというふうに承知をしております。

に結束していくことを確認する考えであ

とが重要であると考えております。

ざいます。

【記者】中国の王毅外相が、太平洋の島

おうき

破壊兵器の使用リスクの高まりといっ

深刻である中、ウクライナにおける人道

続をし、また、避難民の状況も引き続き
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す け れ ど も、 非 常 任 理 事 国 と し て、 ど
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米国、豪州、ニュージーランド等とも連
て、北朝鮮の核・ミサイル活動について

韓国外交部長官と電話会談を行いまし
一方で、大使館員の安全確保というの

求める声が上がっています。

ザが発給できないということで、対応を

訪問する、希望する人たちに対して、ビ

携しながら、海洋安全保障、気候変動・
深刻な懸念、これを共有するとともに、
が重要な課題だと思います。大使館の再

ル発射を受けて、私（林大臣）は、朴振

防災、また、持続可能な経済発展等の広
引き続き、日韓・日米及び日韓米で、緊

とと、あと、そうした連携の強化が、そ
の関係の基本であります。日韓関係を健

国と国との約束を守ることは、国家間
取り組んでいるところであります。

に対する情報提供や安全確保に、最大限、

いて情報収集を行うとともに、在留邦人

【大臣】北朝鮮への対応を始め、地域の

すが、調整状況について教えてください。
訪日については、何ら決まっておらない

承知をしておりますけれども、朴長官の

また、朴長官の訪日についての報道は

視しつつ、総合的に検討してまいりたい

については、現地の情勢などを不断に注

その上で、在ウクライナ大使館の再開

学からの推薦につきましては早ければ７

ライナ人留学生につきましては、日本国

入れました、又は受け入れる予定のウク

ありますウクライナ人留学生に対しまし

今回の支援を通じまして、困難な状況に

考えております。文部科学省としては、

グラム」によります特例支援を実施する

学生「日本語・日本文化研修留学生プロ

等を目的といたしまして、国費外国人留

語、あるいは日本文化を学ぶ機会の提供

して、ウクライナ人留学生に対する日本

長期化しますウクライナ情勢を踏まえま

て、特例措置として、学歴とか、あるい

ましては、ウクライナ情勢を踏まえまし

ることになります。また、申請に当たり

額最大 万円の奨学金を１年間支援をす

日本語・日本文化研修留学生と同様、月

されました学生につきましては、従来の

ランドに滞在中の方でございます。選定

在ウクライナ日本大使館分は現在ポー

い間違いです。

ているということです、すみません。言

わけではございません。大使館が移動し

て、ウクライナの方が退避しておられる

避中」は、大使館が退避中でございまし

すみません、言い間違えました。
「退

ございます。

ます。とりあえず、私から冒頭は以上で

という、そういう熱い決意を持っており

どのサポートを求めるなど、学生の質を

ただ、学校現場では、実際に体育や登下

スクの着用に関する発表がありました。

中に公募を開始をしまして、大使館から

これからの支援に関しましては、近日

子供たちがマスクを外していると近隣住

ちがいたりとか、また登下校中なども、

なかなかマスクを外したがらない子供た

校中であっても、周囲の状況を気にして

の推薦につきましては本年 月から、大

といたしてございます。

担保しつつ、より幅広い学生を支援対象

24
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ド太平洋」の実現に向けて、引き続き、

範な分野で、各国のニーズに適切に応え
開に向けて、今の検討状況を教えてくだ
【大臣】ロシアがウクライナ侵略を継続

密に連携していくということで一致をし
日韓関係は、旧朝鮮半島出身労働者問
する中で、５月に入ってからも、キーウ、

た支援を関係省庁・団体と協力して実施

題、また、慰安婦問題などによって、非
リヴィウなどの国内の鉄道施設が、ミサ

さい。

【記者】北朝鮮のミサイル発射を受けて、
常に厳しい状況にあるわけですが、東ア
イル攻撃を受けたものと承知をしており

たところでございます。

日韓外相の電話会談が、即座に実施され
ジアの厳しい安全保障環境にも鑑みれ
ます。

するなど、太平洋島嶼国との協力関係を

まして、その安全保障分野での日韓間の
ば、このまま放置することはできないと

の日韓関係全体に、良い影響を及ぼすか
全な関係に戻すべく、日本の一貫した立
また、ウクライナ政府やキーウにおい

一層強化していく考えでございます。

連携というものが、韓国側が新政権に代
考えております。

どうかということ、あと、韓国の報道で、
場に基づいて、尹錫悦大統領や朴外交部
て活動を再開した各国とも、引き続き、

政府といたしましては、現地情勢につ

わって、より良くなっているかというこ

朴振外交部長官の６月後半の来日という
長官を始め、新政権と緊密に意思疎通を
緊密に連携をしてまいりたいと考えてお

安定にとって、日韓そして日米韓、この
状況です。
と考えております。

ユンソンニョル

のが報じられていますが、大臣、訪韓さ
していく考えであります。

連携は不可欠であります。
【記者】ウクライナの大使館の再開につ

パクチン

れた際に、招請もされていたと思うんで

一昨日も、今お話があったように、北
いて伺います。ウクライナでは、日本を

今回の追加支援につきましてでござい

月から支援を開始をしたいというように

ります。

朝鮮によるＩＣＢＭ級を含む弾道ミサイ

ます。本年の２月 日以降、日本に受け

内の大学からの推薦分 人、在ウクライ

て、日本の大学での学びを支援をすると
ともに、ウクライナの復興をはじめ世界

ことになりましたので、ご報告をさせて

は日本語能力とか、提出書類に関する申

【記者】１問お伺いします。マスクの関

の発展に貢献する人材の育成に取り組む

いただきます。いわゆる日研生ですね。

請要件を緩和する一方、日本語能力につ

します。

て１００人を支援対象として公募をいた

ナ日本大使館からの推薦分 人、合わせ

70

末松信介文科相
記者会見
学校でのマスク規範 ５・

24

係で、 日の会見で体育や登下校中のマ

【大臣】冒頭、私から１件でございます。

30
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きましては、受け入れ大学に補習授業な

末松信介文科相

中症については、何度も申し上げるよう

す。これからの季節については、特に熱

それともう１つは、熱中症リスクが高
に、命に関わる重要な問題でありますか

こと、これが１つですね。
い夏場におきましては、登下校時に、会
ら、子供たちが安全に、そして安心な環

民から学校へのクレームになったりする
また、マスクを外していい条件に関し
話を控えるように注意した上でマスクを

というような懸念があります。
ても、体育中だったら周囲との間隔を十
の実情に応じつつ、メリハリをつけたマ

境の中で学ぶことができるように、地域

きまして、改めて周知をいたしました。
スクの取り扱いを改めてお願いをしたい

外すように指導すること、このことにつ

用すべきですとか、なかなか条件が難し
この２つが一番のポイントでございます。

分に取れず熱中症リスクがない場合は着
かったりして学校現場に浸透させるのが
また、 日には、これらの内容を盛り

んですけれども、先日も会見で申し上げ

とが分かりましたというお話が多かった

は、現場でどう対応していいかというこ

ようなお話も時々ございます。本数的に

きたというお電話もありましたが、今の

【大臣】私の会館事務所にも、理解がで

うか。

学校現場に浸透させていくお考えでしょ

すが、それ以外に、今後どのようにして

用ルールのリーフレットを出されていま

ります。省としては、昨日付でマスク着

切な指導が行われるように促していきた

て丁寧に説明し、各学校現場において適

ながら、教育委員会や学校関係者に対し

回作成しましたリーフレット等も活用し

てきました。そのものとなりますが、今

は「衛生管理マニュアル」において示し

関する考え方につきましては、従来から

ます。学校生活におけるマスクの着用に

働省とともに作成をいたしたわけであり

発を図るためにリーフレット等を厚生労

の適切なマスクの着用についての普及啓

込みまして、今お話がありました、子供

いという、その判断もつかないというの

う、そのことを現場で確認をいただきた

極めて常識的に判断をいただきたいとい

あろうかと思うんですけれども、私は、

相当細かくお考えになってしまうことが

ただ、細かく距離の問題等となったら、

ります。

も外すようにというお話を申し上げてお

ように、屋外・屋内のですね、体育館で

フレットとかですね、熱中症にならない

で、そこのところは、今言ったこのリー

場の現場が一番詳しゅうございますの

ですから、地域の実情というものは現

と思います。

なかなか困難ではないかという指摘があ

ました通り、 日にですね、都道府県教
いと思っております。

25

判断いただきたいなと思っています。

も含めまして、マスクの着用は必要ない

運動場に限らず、プールや屋内の体育館

りまして、体育の授業の際には、屋外の

しまして、これから夏季を迎えるに当た

ございまして、昨日６日、ＪＡＸＡを通

まして初期分析が行われているところで

しては、現在、大学等の、研究所により

この「リュウグウ」のサンプルにつきま

でいただいているものと考えておりま

感染対策と学びの継続の両立に取り組ん

禍の中で、様々な困難に対応しながら、

各学校現場では、長期にわたるコロナ

あるいは進化など、多くの謎を解明する

が更に進みまして、地球の生命の起源、

ものと承知をいたしておりますが、分析

は、これから論文などで発表されていく

ンプルの分析結果の詳細につきまして

ということは、やっぱり現場で、目でご

すい話も作っていますし、どうであるか

り、きちんと現場で、これだけ分かりや

では私はいけないと思うんです。やっぱ

育委員会に対して事務連絡を発出をいた

【記者】
「はやぶさ２」が「小惑星リュウ

じまして、分析の結果、生命の起源に結

ために新たな知見が得られることを期待

６・７

グウ」から採取した試料の分析結果が報

びつきますアミノ酸が存在することが判

はやぶさ２

道されました。それに対する期待は。

をいたしております。

世知辛い世の中になったものだ。マス

明をしたとの報告を受けております。サ

ク着用スタート時よりも、平常生活に戻

【大臣】 私自身も大変注目しています。

新型コロナのパンデミックが始まった

コロナ感染よりも熱中症のリスクのほう

野外で子供たちがマスクなしでおしゃべ

当初、日本は〝マスクの優等生〟だった。 るスムーズさに表れる。もうすぐ夏だ。 クなしの外出を認める外国がある中で、
個人主義の国々は、国民にマスクを着用

りしたからと言って、目くじらを立てる
こともなかろうに。マスクが不要な条件

が高まる状況に変わっている。
心配なのは判断力の弱い子供たち。政

させるのに一苦労。米国などは、罰金ま
で課して着用を義務づけた。

については、一応、政府の基準はあるに

科相）すべきなのだ。

的に判断」
（末松文

せ よ、
「極めて常識

府の基準では、体育の授業では、登下校

日本の成熟度試す「ノーマスク」

一方、日本はマスク不足で、ドラッグ
ストア前に長蛇
の列ができるよ
う な 状 態 で も、

本全体もスムーズにノーマスクに戻れる

ク」時間が増えていけば、間もなく、日

識的な判断によって、子供の「ノーマス

この夏、大人の常

なかった。これを「集団主義」「同調圧力」 し、そこは子供のことだ。
「会話を控え

れ１人としてマスクなしの人間を見かけ

て」と言っても、そうはいかない。だか

だろう。それでこそ、日本は成熟社会と

街を歩けば、だ

と批判的にみる向きもあったが、周囲に

ら、記者からは「近隣住民から学校への

中 も 会 話 を 控 え れ ば 不 要 で あ る。 し か

配慮するのは世界に誇れる日本人の美徳

胸が張れるのだ。
である。
だが、日本文化の成熟度の高さはマス

えられた。

クレームになったりする」との懸念が伝

記 者
コラム
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岸信夫防衛相
記者会見

印首脳会談直後における今般のミサイル

また、私から、日米首脳会談や日米豪
あると考えています。一連の北朝鮮の行

験を実施するための準備が整う可能性が

返しています。早ければ今月中にも核実

い頻度で、かつ新たな態様で発射を繰り

発射は明らかに挑発行為であり、断じて
動は、わが国、地域及び国際社会の平和

く非難をいたしました。

許されない旨を述べました。その上で、
と安全を脅かすものであり、断じて容認
戦闘機は、

戦闘機と日米共同訓練を実施をしまし

日本海上の空域において、米空軍のＦ─

昨日、航空自衛隊のＦ─

北朝鮮の挑発行動に対して、日米同盟の
国防当局が引き続き緊密に連携するとと

できません。

【大臣】昨日の北朝鮮による弾道ミサイ
もに、日米韓３カ国での緊密な協力を進

抑止力・対処力を強化するため、日米の

ルの発射を受けまして、先ほど、オース
めていくことを確認をいたしました。

北朝鮮の弾道ミサイル発射 ５・

ティン米国防長官と電話会談を実施をい

サイルの発射は、関連する国連安保理決

ィン長官は、北朝鮮による一連の弾道ミ

分間です。会談において、私とオーステ

ミサイルについては、ＩＣＢＭ級弾道ミ

サイルのうち、５時 分頃に発射された

あります。北朝鮮が昨日発射した弾道ミ

ル発射に係る最新の分析状況についてで

次に、昨日の北朝鮮による弾道ミサイ

密な連携を内外に示すことができたと考

実施を通じて、日米同盟の即応態勢や緊

でもありません。

環境を踏まえたものであることは言うま

たが、これは、こうした厳しい安全保障

どに発射をされた新型のＩＣＢＭ級弾道
いて、岸田総理とバイデン大統領は、日

えております。先般の日米首脳会談にお

弾道ミサイルを発射するなど、極めて高

鮮は、昨日にもＩＣＢＭ級と推定される

はより一層厳しさを増しています。北朝

てです。わが国を取り巻く安全保障環境

おります。最後に、日米共同訓練につい

こうした認識は、日米間でも共有して

平和と安定を脅かす、そういうものであ

【記者】３問お伺いいたします。今日の

であります。

ともに行動していく姿を示していく考え

米同盟を更に強化するとともに、日米が

す。今後ともこのような訓練を通じ、日

ていくことで一致をしたところでありま

米同盟の抑止力・対処力を早急に強化し

た旨の指摘があることは承知しておりま

で、空自のＦ─ は米空軍のＦ─ と共

ん。こうした厳しい安全保障環境のもと

日米防衛相会談はどちら側からの提案で

分のミサイルがＩ

るわけで断じて容認することはできませ

【記者】昨日の５時

す。詳細については引き続き分析を行っ

ついて議論されたとのことでしたが、そ

昨今のミサイル発射等を受けてですね、

【 大 臣 】 ま ず、 今 回 の 電 話 に つ い て は、

得られたのか、お願いいたします。

っていましたが、何かしら新しい情報が

射の可能性も含めて分析するとおっしゃ

ましたが、日本政府側も２発目以外の発

韓国側と日本側の発射ではズレがござい

【大臣】わが国を取り巻く安全保障環境、

ついて教えていただけないでしょうか。

ったりだとか、今回のこの訓練の意義に

今回のこの訓練に至った日米の意図であ

ありましたけれども、もう少し詳しく、

安保環境を踏まえたものだというお話が

【記者】今回の日米の共同訓練が厳しい

発射について話をしました。

【記者】空自のＦ─

性に応じたものであります。

いくと、日米間でですね、そういう必要

環境の中で、しっかりした連携をとって

れども、わが国の周辺の厳しい安全保障

の国を対象としたものではありませんけ

【大臣】わが国の訓練については、特定

か。

というふうに認識してもいいのでしょう

同訓練を実施したということでありま

お互いに早急に話がしたいということで

非常に厳しくなっております。北朝鮮の

回の訓練なんですけれども、先ほどあっ

ＣＢＭ級だというお話は電話での会談で

一致したということです。それから、中

このＩＣＢＭ級を含む弾道ミサイルの発

たように厳しい安全保障環境を踏まえて

の前日には中露の共同飛行も行われてい

露の連携も見られたわけですけれども、

射、極めて高い頻度で、かつ新たな態様

のものだとおっしゃっていました。更に

す。

そうした一連のわが国の周辺での動き、

での繰り返しでの発射をしておるわけで

安全保障環境が厳しくなれば、追加のオ

も共有されたということでよろしかった

こうしたことを受けて、今回電話に至っ

すけれども、また、核実験についても早

プションということは検討されているの

たかと存じますが、それについて議論が

たということであります。それから、３

ければ今月中に実験を実施するための準

でしょうか。

【記者】関連しまして、今回のミサイル

発目のミサイルについてですね、弾道ミ

備が整う可能性もあると、こういうふう

【大臣】日米間では様々な意見交換をし

でしょうか。

サイル２発以外にミサイルが発射された

に考えているところです。一連の動きに

ておりますけれども、その中で、また状

の今

可能性に関し、ミサイルが合計３発発射

ついて、このわが国、地域、国際社会の

と米軍Ｆ─

され、この内１発は正常に飛翔しなかっ

なされたのか、また、ＩＣＢＭの発表に

16

発射を受けて訓練を行うことになった

15

関連して、北朝鮮側のミサイルの発射数、 【大臣】ＩＣＢＭ級のミサイルを含めた

59

行われたのかというのが１問、あとは、

ついては分析中であります。

ミサイルである可能性も含めて、詳細に

防衛省・自衛隊として、今回の訓練の

議に違反し、地域のみならず国際社会の
サイルと推定しており、本年２月 日な

たしました。 時 分から 時までの

15

平和と安定を脅かすものであるとして強

16

26
15
ているところであります。

21

会談の中でですね、北朝鮮のミサイルに

45
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16
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岸信夫防衛相

況によって協議されることだと思ってお
ります。

考えており、今後、三陸沖においても演
習を実施する可能性について、注視する

すシャングリラに出席いたします。
この後、６月 日から６月 日の日程

しての分析、あるいは大臣の所感をお願

いんですが、その点について、防衛省と

いずれも北朝鮮側から報道なり発表がな

に入ってから４回ありましたけれども、

重大な懸念を持って情報収集・警戒監視

考えており、関連する軍事動向について、

活動し得る能力を誇示する狙いもあると

ても、ロシア軍が極東においても同時に

また、ウクライナ侵略を行う中にあっ

り組みについて説明するとともに、ルー

の地域の平和と繁栄に向けたわが国の取

が示すインド太平洋地域への含意や、こ

あります。ロシアによるウクライナ侵略

会合においてはスピーチを行う予定で

でシンガポールを訪問いたします。

いします。
に国際社会が結束して対応することの重

この機会を利用して、２カ国、３カ国

それから北朝鮮についてですけど、６

ルに基づく国際秩序の維持・強化のため

今、情報収集・分析中であります。

な情報を総合的に勘案すると、北朝鮮は、
間の会談を行ってまいります。できる限

要性、これを各国に訴えてまいりたいと

ロシア軍の関係です。６月９日、海上
同日９時台、これまで公表していた６発
り多くの国と行い、地域における安全保

月５日、北朝鮮によるミサイル発射事案

自衛隊が、北海道東方の太平洋で活動す
の弾道ミサイル以外にも２発の弾道ミサ
障上の課題について率直な意見交換をし

思います。

るロシア艦艇５隻を確認いたしました。
イルを発射し、これらは極めて低い高度
てまいりたいと考えております。今回は、

北海道東方でロシア軍大演習 ６・

ロシア国防省は、ロシア軍太平洋艦隊
で短時間の飛翔をしたものと考えられま

ミサイル発射等を目的とした航行警報を

のＥＥＺを含む三陸沖の海域において、

関連して、千島列島周辺海域及びわが国

洋において実施するとしており、これに

道ミサイルの飛翔は確認されておりませ

ましても、わが国の領域やＥＥＺへの弾

っているところですが、いずれにいたし

ては、引き続き、情報収集及び分析を行

この２発の弾道ミサイルの詳細につい

防衛相会談など、時間が許す限り会談を

ホウワ）国防部長、また日米豪、日米韓

アナンド国防大臣、中国の魏鳳和（ギ・

ージーランドのヘナレ国防大臣、カナダ・

ーストラリア・マールズ国防大臣、ニュ

発出しています。
ます。

行うべく、最終的な調整を進めてまいり

今回海上自衛隊が確認したロシア艦艇
の活動は、こうした演習の一環であると

私は、３年ぶりに対面の開催となりま

ん。

の艦艇 40
隻以上・航空機約 機が参加
する大規模演習を、６月３日以降、太平
開催国シンガポールのウン国防大臣、オ

については、現時点までに得られた様々

を継続してまいります。

必要があります。

12

【大臣】こういったことについても、
様々、

【記者】北朝鮮のミサイル発射は、５月

10

す。

10
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20

ちなみに動画公開で世界に「プーチン
宮殿」が知れ渡った後、所有者は私だと
名乗り出たのは柔道仲間でもある実業家
だった。彼はプーチン氏の私財を管理す

首相の年収４０４９万円に比べても半分
あり、国際柔道連盟の名誉会長さえ務め

プーチン氏が柔道をたしなむ有段者で

プーチンの総資産は
兆 円？
カジノ付き豪邸は２０００億円
プーチン大統領の給与は年間、１千万
以下だ。大統領府が公表しているプーチ
ていたことはよく知られている。来日す

る「金庫番」だ。
ルーブル（約１４００万円）ほど。岸田
ン氏の資産も、ロシア製自動車やトレー
ると必ずと言っていいほど東京・文京区

と一礼し、名誉６段の紅白帯を贈られた

プーチン氏は「
（講道館は）第二の故郷だ」

ラー、アパートなどと、つましい限りだ。
昼とは別の顔がある。
プーチン氏の総資産は一説に
昨年年初には、ロシアの反体制派指導
をみせる。また、「柔道は格闘技ではなく、

量、境地に達していない」と謙虚な姿勢

際には「今の自分は、この帯を締める力

者ナワリヌイ氏の関連団体が、黒海沿岸
道だ」とまともなことを言うが、政治家

超、欧州一の資産家とされる。

のリゾート地・ゲレンジーク付近に建つ

建ち、カジノや映画館、それに屋内アイ

何せ７０００ヘクタールの土地の上に

めたものの、大将戦となった今回のウク

クリミア戦では無血開城に近い勝利を収

はトルコでモデルや広報のマネージャー
お笑い俳優だったゼレンスキー大統領

シア・レナさんは躊躇することなく志願
入隊後、レナさんはＳＮＳで発信し続

にしろ、元ミス・ウクライナのレナさん

として働いていた。

を話せ翻訳家としての経験もある。以前

ィングとマネジメントを学び、５カ国語

レナさんは、キーウの大学でマーケテ

る。

と言って入隊を明らかにした経緯があ

いる。

チン氏の〝一本負け〟の要素さえ見せて

ライナ侵攻では手痛い反撃を受け、プー

はこれまで先鋒のチェチェン戦、中堅の

ただし柔道の団体戦でいえば、ロシア

人々の心をかすめ取る。

というのはしばしば二枚舌を使い純情な

兆円

にある「柔道の総本山」講道館を訪れる。

ロシア軍のウクライナ侵略で、多くの
女性と老人、子供が隣国へ逃げ出す中、
元ミス・ウクライナの若き女性アナスタ

けウクライナ軍を鼓舞し、世界の

からよく聞かれる質問が「ロシア

も考えられないし、元ミスジャパンが武
味方につければ心強く、敵に回せばこ
なおレナさんはＳＮＳで、ロシア軍の

れほど手ごわい人々はいない。
クライナ女性がレイプされたとい

ウクライナ国内移動を困難にさせるた
め、すべての道路標識を撤去するようウ
クライナ人に呼びかけている。
「国のすべての道路にある道路標識を

対し「侵略する意図でウクライナ

またレナさんはロシアの侵攻に

女はいう。

すぐ地獄へ行くのを助けましょう」と彼

の方向が分かっていません。彼らがまっ

解体しています。敵は接続が悪く、地形

の国境を越えてくる人間は殺す」

ている」と話す。

うな場合に備えて手榴弾を携帯し

それに対しレナさんは「そのよ

ォロワーが質問したのだ。

うニュースが出回り、危惧したフ

のだ。侵攻後、ロシア兵士からウ

ないかと怖くはないか」というも

器を手に立ち上がるとも思えない。

てリーダーシップを発揮できるとはとて

我が国のお笑い芸人が戦時の首相とし

にしろ、この国の人々はちょっと違う。
フォロワーは約 万人、その中

メッセージを送る。

人々がウクライナ支援に回るよう

兵としてウクライナ軍に入隊した。

美 し き 元 ミ ス・ ウ ク ラ イ ナ
銃を片手に志願兵で防人に

もある。

なお、邸内には柔道ができる道場部屋

スホッケー場さえ備えた大豪邸だ。

数１億回を超えた。

この「プーチン宮殿」動画は、再生回

有であるとスッパ抜いた。

豪邸をドローンで撮影、プーチン氏の所

20

だが、夜が長いロシアのこと、建前の

20

兵士から性的暴行を受けるのでは

10
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スッパ抜かれた「プーチン宮殿」
レナさんの腰にある手榴弾は自決用？

年間、

受けて、結婚することにしたという。
非常時の中、結婚式会場は教会という

式には、キーウのヴィタリ・クリチコ

市長も参列した。市長は元プロボクサー
で、ヘビー級王座を獲得したこともある。
式典の様子はＳＮＳで配信され、世界
中から祝福のコメントが寄せられた。
結婚式後のハネムーンには行かれない
が、同僚たちから花吹雪を受け、十分、
忘れがたい記念日となった。

それが半世紀を経て、中露が先祖返り

国をソ連から切り離すことだった。

ったのは、主要敵ソ連を倒すために、中

消 耗 戦 ロ シ ア の 対 中 傾 斜
中 露 同 盟 化 は 西 側 の 悪 夢
中露貿易は近年、年間往復１０００億
ドルを超えるようになった。
ロシアからの石油・天然ガスのパイプ
しようとしている。
があり、同盟に至るまでには険しい道が

ラインも稼働して相互依存経済が深まり
今年２月、冬季オリンピックで北京を
あろうが、自由と民主を共通理念とする

の検問所。着衣は式服のタキシードやド

軍服。式典は
訪問したプーチン大統領は習近平国家主
西側諸国にとって阻止すべきは、この中

レスではな

従軍司祭が執
席と会談し、
「上限無き協力関係」を強
露同盟だ。

無論、中露の相互不信感は根強いもの

り行った。
調した。プーチン、習近平両氏は「親友」

つつある。

それでも同

化は、西側諸国にとっての悪夢だ。

る。核大国ロシアと軍事大国中国の同盟

耗し、中国依存が深まることが懸念され

ウクライナの善戦でロシアは体力を消

と呼び合い、
「中露関係は史上最良」と
ニクソン米大統領の北京訪問から今年

豪語する。

ャンパンを抜
で半世紀となった。ニクソン大統領が狙

僚の兵士たち

きケーキを分

が祝福し、シ

く、２人とも

わけにいかず、ウクライナの首都キーウ

けた。

ウクライナで戦場の結婚式
年つきあった志願兵同士

婦レシャ・イワシェンコさんは

新郎ヴァレリ・フィリモノフさんと新

るカップルが結婚式を挙げた。

ナで、志願兵として地域防衛隊に所属す

ロシア軍の侵略を受けているウクライ

20

つき合ってきたが、この未曽有の事態を

20
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軍服での結婚式となった志願兵カップル

更生保護法人 関東地方更生保護事業協会

沖縄銀行糾弾第５弾
本誌特報取材班

㈱沖縄債権回収サービスの暴走

前述の通り、那覇地方検察庁へ提出し
過の状況ではあるものの、コロナ禍の中

その時の話では、久米仙酒造は債務超
３、株主責任→全株式の譲渡

（公
 庫及び保証協会の場合、支援協ス
キームでなければ債務免除は困難）

追求するのは自己利益のみ？
た告訴状は令和２年 月 日、告訴受理
においても売り上げは年々伸びており、
企業再生の価値があるとの判断ができる
４、経営者責任

に至った。
それを受け沖縄銀行は同日、突如とし
ことから、共に再生の道を探していこう

なかった。やっと常勤顧問のＴ氏や上席

回収サービスは、その後半年間音沙汰が

その沖縄銀行が株主でもある沖縄債権
沖縄銀行と全く同じ手法であった。

み（１〜５）が提示された。何とこれが、

協 会 を 伴 い、 事 業 再 生 案 の 基 本 的 枠 組

は沖縄振興開発金融公庫、沖縄信用保証

また同月、沖縄債権回収サービスから

るという話であった。これでは全く、サ

いを始めるに至った。

済を開始してほしい旨連絡が入り、支払

ューションビジネス部のＳ氏より債権返

さらに、突如としてサービサー・ソリ

（事前に確約書や覚書が必要）

て久米仙酒造の債権を根抵当権ごと㈱沖
５、新たな取引金融機関の確保

調査役・弁護士のＭ氏、ソリューション

１、中小
 企業支援協議会の利用（他公的
機関活用）

ービサー業務というものではなく、まる

た。

ビジネス部のＹ氏などとの話し合いが持
２、一定額の債務免除

り方もあるのではないか等という意見も

のではなく元金、金利、損害金に充当す

ただ、この返済項目は元金に対するも

たれたのは昨年７月のことだった。

を求められる。

この会社の事業再生に大きく貢献して

出た。

主、元経営者はすでに退任しており、現

いる現株主の責任を追及し退陣を求め、

前記沖縄債権回収サービスの提示には
以下のような計画が読み取れる。

株主は会社を引き受け 年以上も久米仙

新たな株主に託すことは本当に事業再生
を考えての条件提示なのか、本末転倒で

がたい計画に見える）

道を探していこうとの内容だったにもか

との判断ができることから、共に再生の

ーを担保する算段もされていないのだ。

ましてや企業再生に必要なニューマネ

はないかと疑ってしまう。

（イ）２億円の債権を債務者で按分

久米仙酒造が今まで時間をかけて返

沖縄信用保証協会

・５％

５億円

再生バンクミーティングでは常勤顧問Ｔ

債権回収サービス、久米仙酒造との事業

開発金融公庫、沖縄信用保証協会、沖縄

取りまとめ、一方的に株主を排除し、自

証協会に対し、沖縄債権回収サービスが

済、信頼関係を築いてきた金融公庫、保

方ではないかと、ふつふつと義憤すら込

告訴が受理された沖縄銀行より酷いやり

４９００万円

その場で当方が公庫、保証協会に内容
筋書きと違う展開で話が真逆となり、整

顧問Ｔ氏は本来のサービサー業務の本質

沖縄債権回収サービス及び担当の常勤

み上げてくる。

り分は 約１億６１００万円となる。

合性とまとまりに欠けたことを思い起こ

を確認すると全く違う意見が飛び出し、

（ウ）沖縄債権回収サービスの取り分

す。

企業を再生するためには早期の解消が必

（エ）さらに２億円の債務に関しても

経営者責任を問わないと３社から回答が

リアルに再生に尽力している代表に対し

者責任を問わないのかとの問いに対し、

例えば当時、役員だった現代表の経営

の基本からの逸脱を危惧する。

資することが本業であるはずなのに、そ

けではないか。国民経済の健全な発展に

サー案件を大きく上回る計画となる。

要になるとのアドバイスの元、年内での

あった。その他、株主責任を問わないや

次号に続く（本誌特報取材班）
２億円を肩代わりする出資者を探すこと

を忘れ、自らの利益追求に走っているだ

は債務の ％以上となり、通常のサービ

按分比率で沖縄債権回収サービスの取

・６％

沖縄振興開発金融公庫 ７２００万円

80
11

一方的に推し進めた。

らの収益を企む前例のない手法は、刑事

21

氏が意気揚々に指揮を取り、株主外しを

12

７・９％

㈱沖縄債権回収サービス

かわらず、令和３年 月 日の沖縄振興

も、久米仙酒造は企業再生の価値がある

前述の沖縄債権回収サービスの話で

酒造の事業再生に尽力している。

10

現状の債権額 元金ベース

（これは再生企業にとって、一見あり

に圧縮。

再生という名目で、債権を約２億円程度

（ ア ）再 生 支 援 協 議 会 に お い て、 企 業

久米仙酒造を窮境の状況にした元株

でマチ金手法ではないか。

般的に債権飛ばしという暴挙に打って出

との内容だった。

25

縄債権回収サービスへ売却。いわゆる一

12
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30

て備えている。明治期の日本は、これら

戦後の対日洗脳脱し正しい歴史認識を

このところ、国防に対する関心が国民
在の日本にないのは、国民がその気にな

を身に着け、立派な独立国となった。現

も軍事に限られない。現在における「侵略」
っていないということである。まさに、

国民の心理など、広範な領域に及ぶ

かつて日本異質論が喧伝されたが、他国

ある。この点で戦後の日本は異常な国だ。
いことに行き着く。戦後、ＧＨＱが日本列

脳による自虐史観から未だに脱していな

その淵源は、多くの国民がＧＨＱの洗

国でないのは、国民の独立心と決意が足

と比べて圧倒的に異質なのは、国民の国
島に仕掛けたのは「巨大な洗脳の檻」
（Ｗ

（静かなる侵略）がその主流と
Invasion
な っ て お り、そ の 中 に あ っ て、国 の 守 り

家意識が極めて薄いこと。これを欠いた

りないという点に尽きる。

国民は欧米では「人格破産者」とされる。
言論統制だった。その後、 年間、日本

きた。日本国民の間に、それを信じやす

なプロパガンダが日本の足を引っ張って

…日本が強くなろうとするたびに、こん

ナンバーで国民を監視しようとしている

犯罪を糊塗することがあった。都市への

が、もう一つ、戦時中の米国による戦争

歯向かうことのない国にすることだった

占領政策の目的は日本を二度と米国に

立国として必要な基本的条件はほぼすべ

経済力、技術力、国民の知力といった独

これらのいずれも持っていない。日本は

れた国家情報機関と防諜法だが、日本は

は、①自前の憲法、②国防軍、③統合さ

たしていない。独立国家の「三種の神器」

まず、日本は独立国としての条件を満

Ｐ、⑤厳格な言論統制⑥東京裁判。

な 歴 史・ 道 徳 教 育 の 全 面 禁 止 ④ Ｗ Ｇ Ｉ

の首相就任も直前に阻止③日本の伝統的

ぶ公職追放。選挙で勝利した鳩山一郎氏

面否認する第９条２項② 万人以上に及

和安全法制で戦争をする国になる、マイ

府は常に悪いことを企む存在である、平

ことをした国である、から始まって、政

隠す意図があった。とにかく日本は悪い

これもまれなる米国側の戦争犯罪を覆い

書きされてきた。その根底には、歴史上、

人は繰り返し、プロパガンダで洗脳を上

日本は独立心も国家意識も欠いた
異質な国

ＧＩＰ、 War Guilt Information Program)
であり、世界史でもまれにみる徹底した

の根幹をなすのは何よりも国民の決意で

Silent 福沢諭吉の「一身独立して一国独立する」
（学問のすゝめ）を欠く国。日本が独立

とは、経済や技術、社会や世論、サイバーや

の間で高まっているが、国の守りとは何

第
22
回
無差別爆撃や原爆投下は、軍隊による民
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い土壌が 年にわたり形成されてきた。

松田学の国力倍増論

２０％の敗北だった。戦時中は日本の都

られた。熱戦は ％の敗北、心理戦は１

で茫然自失の日本人は、これに完全にや

できたのが占領軍だった。焼け野原の中

次は心理戦だとばかりに日本に乗り込ん

かつて大戦という「熱戦」の終了後、

Ｑはまず、日本のメディアはＧＨＱの命

にするものだった。その手段としてＧＨ

と。これは日本国民全体を「人格破産者」

的は、日本人の国家意識を喪失させるこ

条約違反だった。さらに、もう一つの目

間への攻撃であり、明らかなハーグ陸戦

日本国民に、日本軍の犯した残虐な行為

については、
「日本人再教育プラン」で、

に禁止され、教育勅語が排除された。④

視され、修身、歴史、地理教育が全面的

左翼になり、古事記や日本書紀がタブー

人以上の教員が交代させられ、教員は皆、

うち③については、教職追放令で 万

り込んだ思想の絨毯爆撃が展開された。

終了後は日本人一人ひとりの頭の中に入

90

学名誉教授の

大阪市立大

り、 日間にわたって全文を東京の５大

史書に似せた米側のプロパガンダ本であ

ＧＩＰのバイブル「太平洋戦争史」は歴

や指導者の戦争責任を熟知せしめた。Ｗ

12
紙に掲載させ、文部省に買わせて学校教

なかでも⑤については、徹底的な検閲

山下英次氏に

つの柱から成

がなされた。東京の５大紙への完全事前

科書とした。こうして、新聞、ラジオ、

る。①現行憲

検閲を始め、新聞、雑誌、電信電話、書

よると、ＧＨ

法の押し付

籍（含む自費出版）
、政治家の演説、映画、

学校教育を通じて、物心のついた日本人

け。特に前文

演劇、詩歌、歌舞伎、文楽、神楽、童謡、

Ｑによる洗脳

と交戦権を全

はすべて洗脳されることになった。

10
政策は次の６

【プロフィール】1981 年東京大学卒、同年大
【プロフィール】1981 年東京大学卒、同年大
蔵省入省、内閣審議官、本省課長、東京医科
蔵省入省、内閣審議官、本省課長、東京医科
歯科大学教授、郵貯簡保管理機構理事等を
歯科大学教授、郵貯簡保管理機構理事等を
経て、2010 年国政進出のため財務省を退官、
経て、2010 年国政進出のため財務省を退官、
2012 年日本維新の会より衆議院議員に当選、
2012 年日本維新の会より衆議院議員に当選、
同党国会議員団副幹事長、衆院内閣委員会理
同党国会議員団副幹事長、衆院内閣委員会理
事、次世代の党政調会長代理等を歴任。その
事、次世代の党政調会長代理等を歴任。
後、未来社会プロデューサーを名乗り、言論、
発信活動を展開。2020 年に参政党を結党。

歴史上まれにみる徹底した
対日洗脳政策

令には完全に従えという指令を出した。

20

市への実弾絨毯爆撃がなされたが、熱戦
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―日本新秩序へ―

であったことが、ロシアやドイツのよう
ＧＨＱ洗脳プロパガンダに加担させられ

戦後も存続が認められたが、その代わり、

は一切認められなかった。日本の場合は

書いた学級新聞、封書…など、ありとあ
な敗戦革命の考え方を受け容れやすくし
たといえる。日本のメディアは、その事

初期の共産主義思想の洗礼を受けた人々

らゆる言論空間を厳しく統制され、約七
た。

流行歌、落語、旅行用携帯文書、子供が

千冊が発禁本となった。

言論、出版、集会などの自由に反するか

衆国憲法や現行日本国憲法などに定める

て秘匿した。それは、ポツダム宣言や合

研究をさせないために作られたものだっ

め、日本学術会議は日本の科学者に軍事

い。日教組は歪曲された日本の教育を進

Ｑが作ったものであることも無視できな

甘んじていることは決して許されない。

積み上げである。
「報道しない自由」に

ディアの不作為は、国民に対する負債の

それは国民全体に対する義務であろう。メ

ィアが「公器」とされる存在であるなら、

実を告白・懺悔すべきではないか。メデ

らだった。こうして米国は、日本人のみ
た。日弁連は国連人権理事会などで活発
ただ、戦後 年も経た今日、かつて日

加えて、今日の反日団体の多くがＧＨ

ならず、米国人や世界の人々をも欺いた。
な反日活動を行い、東京地検特捜部にも

そして、ＧＨＱは言論統制の事実を全

内外の情報を遮断し、
日本列島全体を「洗

その後もＧＨＱの右旋回を無視して、

に海外にいた日本人は帰国させられた。

る外国人の本国への手紙も検閲、終戦時

ＨＱの洗脳に加担させられたことを反省

まである。日本のメディアは、戦後、Ｇ

校教育もメディアも自虐史観に陥ったま

Ｑ洗脳」からの脱却は困難であろう。学

聞やテレビを見ているだけでは、
「ＧＨ

日本で普通に学校教育を受け、家で新

般のウクライナ戦争も、戦後の「国連戦

の安全保障の強固な礎となるはずだ。今

局面なのではないか。それが今後の世界

識の共有に向けた共同作業に努めるべき

るものとすべく、この際、正しい歴史認

全体主義に対峙するための結束を確固た

同じ価値観を共有する同盟国同士として

本人を洗脳した米国という国家は、私た

敗戦利得者がＧＨＱの初期の左翼的な政
せずに、あたかも自分たちの元々の考え
勝国秩序」がもはや時代遅れであること

米国の意向を斟酌したかのような判断が

策を拡大再生産してきたことが、今日ま
であるかのように振る舞ってきた。そも

を明確に示している。その上で何よりも

脳の檻」
（山下氏）にすべく、外国人の

で洗脳が続いてきた原因である。
「戦後
そも、戦後において、戦前戦中にも増し

大事なのは、私たち日本人自身が自国の

ちが非難すべき対象ではない。むしろ、

民主主義の進歩的文化人」たちが学問や
て厳しい言論統制が日本でなされたこと

歴史を正しく知り、健全な国家意識を取

見受けられなくもない。

論壇の主流を占め、終戦時に 歳代の国
すら知らない指導者がほとんどである。

「戦後レジームからの脱却」

正しい歴史認識の共有こそが

民が大正デモクラシーの洗礼を受けた世
り戻すことであろう。

ドイツの場合、戦前のメディアの存続

日本への渡航は原則禁止、日本に滞在す

77

代であり、終戦時に 歳代の国民が昭和

経済の風を読む

40

で、様々な製品の生産がストップしてい

ンがストップし半導体不足となったこと

①品不足と物流停滞─サプライチェー

となる見込みだ。

権を支える民主党と共和党の大きな争点

ことから、中間選挙を控え、バイデン政

低所得者の生活が厳しくなりつつある

代表取締役社長兼 子 暁 吉

消費者物価指数（ＣＰＩ）は、コロナ

る状況であり、これは中々解決の兆しが

舞われている。
前が２％前後であったのが、今は、８・

コロナ禍で低迷を余儀なくされた経済

株価と金融政策

見えない状況にある。
ら販売価格の高騰を招いている。雇用動

を回復させるため、これまで米政府は、

背景にあるのは需要が強く、供給には

態調査を見ても、求人数約１１００万人、

制限があるからだ。
その理由は、３つある。

とにかく金融緩和を行い、市場にお金を

③エネルギー資源の高騰─ロシアによ

ばならなくなった。株価が気がかりでは

価を抑制するために、利上げをしなけれ

ばらまいてきた。それに対し高騰する物

るウクライナ侵攻もあり原油や穀物の値

物価は上がっても、米２年債は上がら

ならないと考え断行した。

あっても、基本的には利上げの制約には

と低所得者との格差是正にある。

現在、課題となっているのは、富裕層

段が上昇、生産コストが上がっている。

だ。

採用数が約６００万人と人手不足が明白

点ある。

供給が制限されている現状も、主に３

この３点が挙げられる。

③株、不動産の高騰。

②賃金の上昇。

い財政出動により、国民の財布が潤った。

①コロナ後の経済対策として前例のな

②人手不足と賃金上昇─賃金の高騰か

５％と、 年ぶりの高水準にある。

現在、アメリカ経済は高インフレに見

ＹＯＮ４３７株式会社

日本を魅力ある国にするために

［1］

30

54
新政界往来
新政界往来

55

40

ず、金融緩和を行っていくとＦＲＢ（連
邦準備制度理事会）は発言していた。幅
広い製品やサービスで、インフレは広が
っていないと考えたからだ。
物価は落ち着くどころか、さらに上昇

な動きになるということが市場のコンセ
め、金融緩和を行ってきたが、それがや

あまり利上げしすぎると景気が悪くな
Ｂの政策は失敗となるので、そこは見極

後退し物価だけ上がってしまったらＦＲ

りすぎてしまったのではないか、景気が

ってしまったり、株価下落を引き起こす
めなければならないところだ。

ンサスとなっている。

ので、そこは注意しながら利上げを行っ
引き続き物価の安定を図り、雇用の最
大化と金融システムの安定を徹底して行

ていかなければならない。
そこで中立金利の設定が必要になる。

した。ＦＲＢが金融緩和を行うことをや
め、利上げが必要となり一気に方向転換
う姿勢にある。

日本国 年債を上限０・ ％とし、０

売りドルを買う流れを加速させている。

今年３月以降、日米の金利差が、円を

ままだからだ。

日本だけが、ゼロ金利政策を維持した

った政策を行っている。

一方、日本経済は、欧米とうって変わ

ゼロ金利維持の日本

ＦＲＢは中立金利を３％ぐらいと考え
っているのでブレーキをかけなければな

ており、実際の金利はすでに超えてしま

して金融引き締めへと舵を切った。
２０２２年、０・ ％の利上げを実施
し、そのあとは毎回０・５％の利上げを
金利が上がったことで株価が上がると

らない状況となっている。

これは、通常の利上げの倍行うという
いう動きと、金利が上がったことで景気

示唆している。
ことだから、今世紀最速のスピードで利
相反する２つのベクトルが想定される。

にブレーキがかかり株安になるという、

毎回の会合ごとにペースが上がり、１
コロナ前は、低金利株高だった。

上げを行うことになる。
年前と言っていることが変わり、想定し
そこから金利は上昇し、さらに株高に
％程度にするのが日銀の目標のひとつと

ていなかったインフレになってしまっ
なった。しかし、その局面が終わり金利
なっている。

た。
が上昇したことにより景気を冷やしてし

円資産を持っている投資家は売り急

インに日本を発展させることが急務だ。

の開発、宇宙産業、仮想空間、金融をメ

製造業の優遇や農業の効率化、半導体

だ。

するメリットを生むための投資が必要

る国にするには、政府が国内事業を拡大

円資産を再度保有したくなる魅力のあ

極的に投資を行う必要がある。

要がある。そして、日本の強い産業に積

それには、財政出動を積極的に行う必

必要なことだからだ。

打つべきだ。需要を強くすることが最も

のではなく、消費を伸ばすような政策を

く、そして物価上昇を避けるために動く

しかし、世界経済次第で動くのではな

れる。

株価は落ち着き円安も落ち着くと考えら

リカが利上げをし続ける状況になれば、

ロシアのウクライナ侵攻が続き、アメ

伸ばしている。

ランド化に成功しているところが利益を

しなくなっており、商品やサービスのブ

コロナ禍により、価格競争業態は通用

が続くと考えられる。

こそ収まるものの、ある程度のインフレ

その影響により輸入コストが上がり、

行姿勢を見せている。

円安になったとしても、金融緩和の続

鮮明に見てとれる。

上限を絶対に越えたくないという意向が

日銀は連日指し値オペをすることで、

逆にコロナ経済が復活しつつある中、

えられる。

かっていく流れになるのではないかと考

また金利上昇と並行する形で株高へと向

これからは金利が低下し株安になり、

まい株安になった。これが今の局面だ。

25

それを崩したくないという思惑を優先し
た格好だ。

利上げで相反する２つのベクトル
利上げの見通しだが、０・ ～０・５
ＦＲＢはコロナ経済を回復させるた

での円安はメリットは少ない。
以前のような輸出企業にとってのメリ
ットは薄れているばかりか、外国人観光

気は冷え込んでしまいかねない。こうし

ぎ、アメリカ資産を買う流れが止まらな

客もすぐに見込めないからだ。

たことから、企業側も日本の景気もかな

今後、アメリカ経済は過度のインフレ

期待される消費拡大政策

の方針を難しくしている。

為替の過度な変動は、企業の事業計画

いと考えられる。

すとともに、インフレ率２％を達成し、
値上げをすることで企業収益の増加を図
るという理想論を掲げている。
ただ日本経済にとっては現在、ここま

かねこ あきよし 1993 年生まれ。静岡県
磐田市出身。2016 年、
神奈川大学経済学部卒業。
2016 年、YON437 株式会社設立。現在に至る。
日本経営者同友会政経研究委員会委員。

日銀は、賃金の上昇により消費を増や

り厳しい状況に立たされている。

況にある。販売数量が減ってしまうと景

そして賃金は上がらず、消費は鈍い状

ている。

販売価格を上げざるを得ない状況となっ

％を毎回行い、１年間で３％に迫るよう

25
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25

海外通信
民 主 党 に 投 票 し て き た。

じ 表 明 し た。
「これまで
０億ドル（約５兆２０００億円）の追加

院はウクライナを支援するための約４０

ウクライナ支援に５兆円―米議会 米上

ット亡命政府のホームページが伝えた。

しかし、彼らは分断と憎
予算案を賛成 、反対 で可決した。下

は）共和党に投票するつもりだ」と投稿
の署名で成立する。武器・装備の供与、

院は既に可決しており、バイデン大統領

マスク氏、共和支持に転向─米 米実業

の対処でも仲介に乗り出した。

に続き、世界で懸念が強まる食料危機へ

らかにした。ウクライナでの民間人退避

州連合（ＥＵ）などと交渉していると明

て、解決に向け両国や米国、トルコ、欧

や肥料の輸出が滞っている問題につい

はロシア軍によるウクライナ侵攻で穀物

でロシアと交渉 グテレス国連事務総長

国連総長、食料危機でも仲介─穀物輸出

Ａ通信など複数メディアが報じた。

務次官と会談した。ダライ・ラマやチベ

ト問題担当特別調整官のウズラ・ゼヤ国

先のインドを訪問している米国のチベッ

仏教最高指導者ダライ・ラマ 世は亡命

ダライ・ラマ、米高官と会談 チベット

ライナ侵攻後初めて。

らかにした。両者の接触はロシアのウク

モフ参謀総長が電話で会談したことを明

ー統合参謀本部議長とロシア軍のゲラシ

は記者会見で、米軍制服組トップのミリ

侵攻以来 米国防総省のカービー報道官

米露軍トップが初電話会談、ウクライナ

に通う男子生徒（ ）も駆け付けた警察

均年齢は 歳と史上最も若く、男女の割

ち５人の残留閣僚が別の省を担当し、平

留任した。首相を除く全 人の閣僚のう

務・復興相が、内相にはダルマナン氏が

府のナンバー２としてルメール経済・財

統領が任命したリストが発表された。政

ザベット・ボルヌ新首相の提案を基に大

スの第２次マクロン政権の新閣僚がエリ

フランス、ボルヌ新内閣を発表 フラン

ポリは事実上陥落していた。

ライナ部隊が 日に投降を開始。マリウ

フスタル製鉄所で抵抗を続けていたウク

日（木）

裁を強化する米国主導の決議案を採決し
たが、常任理事国の中国とロシアが拒否
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向するとツイッターを通

悪の党になったので支持できず、
（今後

トルコが交渉入り阻止、北欧２国のＮＡ

した。

５月 日（水）
ＴＯ加盟申請 北大西洋条約機構（ＮＡ

日（金）

ロシア軍、マリウポリを「完全解放」 ウ

月の大統領選挙に出馬表明

しているブラジルのルラ・ダシルバ元大

の女性と

理事会を開いたが、正式な加盟交渉開始
クライナで軍事作戦を続けるロシアは南

）が
東部の要衝マリウポリを「完全に解放し

家イーロン・マスク氏は共和党支持に転

参加するアジア太平洋経済協力会議（Ａ

た」と発表した。マリウポリでは、アゾ

合は女性のボルヌ首相を含め男女同数と

で２日間の討議を終え、閉幕した。日米

期的挑戦である、中国がもたらす課題に

「最も深刻な長期的挑戦」
、米国務長官が

が問われそうだ。

集中し続けるだろう」と表明した。一方

など西側諸国と、ウクライナ侵攻を続け

権者の支持を集めて勝利し、９年ぶりの

台湾、ＩＰＥＦ発足メンバーに加わらず

で、
「われわれは紛争や新たな冷戦を望

豪総選挙、９年ぶり政権交代 オースト

政権交代となった。同党のアルバニージ

─米高官 サリバン米大統領補佐官（国

んでいるのではない」とも訴え、気候変

対中演説 ブリンケン米国務長官は首都

ー党首が与党・保守連合（自由党と国民

家安全保障担当）は米主導の経済圏構想

動問題などで協力を模索する考えも示し

るロシアとの対立が先鋭化し、全会一致

党）のモリソン首相に代わり次期首相に

「インド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ）
」

た。

ラリア総選挙では最大野

就任する。

の発足メンバーに台湾は加わらないと明

北朝鮮制裁決議案を否決─国連安保理

ワシントンで対中政策演説を行い、ロシ

フィンランドへの天然ガス供給停止、Ｎ

らかにした。米国の超党派議員団は台湾

国連安全保障理事会（ カ国）は公式会

が必要な共同声明の採択は見送られた。

ＡＴＯ申請で圧力─ロシア ロシア国営

の参加を認めるよう求めているが、サリ

合を開き、北朝鮮による大陸間弾道ミサ

党・労働党が現政権によ

天然ガス独占企業ガスプロムは、フィン

バン氏は世界的な半導体の製造拠点であ

イル（ＩＣＢＭ）発射を受け対北朝鮮制

アによるウクライナ侵攻が続く間も「わ

ランドへの天然ガス供給を完全に停止し

る台湾との関係強化に努めると述べるに

参加国・地域が分断され、ＡＰＥＣは機

たと発表した。長年の中立政策をやめて

とどめた。
日（火）
小学校銃撃で児童

裁決議案に拒否権が使われ、廃案に追い

を申請したフィンランドに対する圧力の
一環とみられる。ロシアは既にフィンラ

州 米メディアによると、南部テキサス

権を行使して否決された。北朝鮮への制

ンド向け送電を止めている。

込まれたのは初めて。国連総会（１９３
日（日）
ＡＰＥＣ貿易相会合、共同声明見送り

を開く。先月採択した総会決議に基づく

州ユバルディの小学校で銃撃事件が発生

人殺害、米テキサス

15

カ国）は近く、中ロに説明を求める会合

19

19

人が殺害された。容疑者の地元の高校
21

し、少なくとも児童 人と教員２人の計

24

北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）への加盟

る物価高や気候変動への

27

16

れわれは国際秩序に対する最も深刻な長

18

48

能不全に陥っており、枠組みの存在意義

26

14

対応などに不満を抱く有

日（土）

官に撃たれて死亡したという。

日（木）

シルバさんと再婚した。

21

ＰＥＣ）貿易相会合は、タイ・バンコク

ルコが、決定を阻止した。ドイツのＤＰ

76

なった。

19

ロ組織支援」などを理由に難色を示すト

歳年下のホザンジェラ・

よる加盟申請を受けて大使級の北大西洋

食料や難民支援に充てられる。

11

ルラ元ブラジル大統領が再婚― 歳年下

86

統領（

20

21

を決めることができなかった。両国の
「テ

10

ＴＯ）はスウェーデンとフィンランドに

18

日米中ロなど環太平洋の カ国・地域が
21
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21
22

る長射程の兵器を供与するつもりはない

軍事支援に関し、ロシア領内を攻撃でき

ッセルで開催された欧州連合（ＥＵ）臨
と明言した。ウクライナは東部などで攻

ＥＵ、ロシア産石油禁輸で合意 ブリュ

時首脳会議は対露追加経済制裁の一つと
勢を強めるロシア軍への対抗手段とし

もので、初の適用事例となる。
ベラルーシ部隊が国境展開、ウクライナ

してロシア産石油の輸入禁止で合意し

日（金）

侵攻に参戦か ウクライナ軍参謀本部は

ＬＲＳ）を含む長距離砲の提供を求めて

て、米軍の多連装ロケットシステム（Ｍ

ンガリーが強く反対したため、当面は陸
いた。

た。同時にロシア産への依存度の高いハ

東部ゴメリ州に電子戦部隊を展開したと
上パイプライン経由の分を禁輸対象から
イラン、濃縮ウランが上限

ベラルーシ軍がウクライナ国境に近い南
発表した。他の国境地帯でも７個大隊が
除外し、海上輸送分のみとする妥協策と
倍超─ＩＡ

態勢を強化しているといい、ロシアの軍

国連弁務官、新疆の人権「懸念と疑念を

び高まっている。

参戦するのではないかという観測が、再

事同盟国ベラルーシがウクライナ侵攻に

明 先進７カ国（Ｇ７）の外相は、北朝

北朝鮮のＩＣＢＭ発射非難─Ｇ７外相声

目指す。

鮮による 日の大陸間弾

ある欧州は、年内に約９割の輸入削減を

なった。ロシア産石油最大の輸入地域で

算で３００キロ）だが、推定３８０９・

限は２０２・８キロ（六フッ化ウラン換

上に増えたとする報告書をまとめた。上

イラン核合意で定められた上限の 倍以

ランの濃縮ウラン貯蔵量が２０１５年の

ＥＡ 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）はイ

い、国際的な人権基準に合わせるように

に対テロ政策などに関する見直しを行

疑念を中国側に提起した」と説明。
「特

民族の人権に与える影響について懸念と

れている手法がウイグルやその他の少数

疆への訪問では、対テロ政策として行わ

で記者会見を開いた。バチェレ氏は「新

区の訪問（６日間）を終え、オンライン

弁務官は中国広東省と新疆ウイグル自治

定したミサイル訓練は毎年恒例だが、今

領 バイデン米大統領はウクライナへの

ウクライナへ長距離砲供与せず─米大統

切った中国とロシアをけん制した。

めて残念だ」と表明。拒否権行使に踏み

されたことについて「極

を強化する決議案が否決

障理事会で対北朝鮮制裁

を発表した。国連安全保

非難する」と記した声明

発射を「最も強い言葉で

道 ミ サ イ ル（ Ｉ Ｃ Ｂ Ｍ ）

海空域で実戦訓練や戦闘準備パトロール

部戦区は報道官談話を出し、台湾周辺の

改めて鮮明となった。

を求めた。魏氏は反論し、米中間の溝が

題が協議され、オースティン氏は魏氏に

員兼国防相と会談した。会談では台湾問

たシンガポールで、中国の魏鳳和国務委

議（シャングリラ対話）出席のため訪れ

スティン米国防長官はアジア安全保障会

米中国防相、台湾めぐり対面応酬 オー

６月 日（金）

３キロに達したという。

「
（事態を）不安定化させる行動」の抑制

ぎ ほ う わ

促した」と強調した。

回は「雄風」
「天弓」など台湾の自主開

を最近行ったと発表した。
「このところ

日（月）

発ミサイルがメイン。台湾の軍事専門家、

米国と台湾が結託して活動していること

５月 日（木）

日（木）

備は全て終わり、タイミングだけを計っ

会で北朝鮮の動向について「核実験の準

の情報機関、国家情報院（国情院）は国

日本海に向け連続して３発の弾道ミサイ

ると、北朝鮮は平壌の順安空港一帯から

北朝鮮、新型ＩＣＢＭ発射 韓国軍によ

の議員団が今月訪台するなど日台間の関

呉謙報道官は定例会見で、自民党青年局

中国国防省報道官が批判 中国国防省の

「日本は口も手も出すな」台湾問題巡り

てた。専門家は「中国の援助は発展に貢

大統領宮殿と外務・国防両省は中国が建

材育成までを外国の援助に大きく頼る。

国は経済が低迷し、インフラ整備から人

年の節目を迎える。人口１３０万人の小

ス元上院議員と、副大統領候補のサラ・

ル デ ィ ナ ン ド・ マ ル コ

終え大統領候補のフェ

大統領選の公式集計を

ピンの上下両院は正副

比大統領選、マルコス氏が当選 フィリ

Ｚ）の外に落下した。

し、２発は日本の排他的経済水域（ＥＥ

いる。日本政府も少なくとも２発を捕捉

韓国軍は失敗の可能性を視野に分析して

ミサイルとみられる。１発は途中で消え、

中融和路線を修正する可能性がある。海

係を重視してきたドゥテルテ現政権の対

フェイスブックでアピールした。経済関

の領有権問題で中国に譲歩しない姿勢を

ンド・マルコス次期大統領が、南シナ海

シナ海重視 フィリピンのフェルディナ

フィリピン次期大統領が中国けん制、南

あれこれ言う資格はない」と批判した。

年は筆舌に尽くしがたく、台湾について

れない。日本が台湾を植民地支配した

出ししたり手を出したりすることは許さ

あくまで中国の内政であり、日本側が口

ル（ＩＣＢＭ）
「火星

軍と海洋委員会海巡署（日本の海上保安

ドゥテルテ・ダバオ市長の当選を正式に

軍も南シナ海に面する新たな基地の利用

献していない」と指摘。日本は人材育成
の拡充を期待されている。
台湾軍がミサイル演習 台湾の海軍、空

を始め、中国へのけん制を強めている。

50

20

経済低迷、中国の援助依存ー東ティモー

庁に相当）が南部・屏東県の九鵬基地と

宣言した。６月 日に正式に就任する。
30

ル独立 年 東ティモールは独立から

東部海域で合同ミサイル演習を実施し

中国軍が台湾周辺で実戦訓練 中国軍東

17

た。台湾統一を目指す中国との有事を想

日（金）

ルを発射した。新型の大陸間弾道ミサイ

韓 国、 北 朝 鮮「 核 実 験 準 備 完 了 」 韓 国

10

ている」状況だと報告した。

26

与が強まる状況について、
「台湾問題は

日（水）

宋玉寧氏は「台湾が取り組む自衛力向上

18

への厳正な警告だ」と主張している。

日（土）

中国に提起」 国連のバチェレ人権高等

18

の成果を示した」と評価した。

25

」と短距離弾道

25

19

20
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27
28
30
20

容に含まれなかった。米国やオーストラ
国が極秘裏に海軍施設を建設していると

ンボジア南西部のリアム海軍基地内に中

米紙ワシントン・ポスト（電子版）はカ

「 中 国 が 訪 問 制 限 」 と 懸 念、 米 長 官 ─ 国

リアなどの懸念を反映し、参加国から異
報じた。中国やカンボジアは報道内容を

案していた安全保障分野の協力は合意内

連人権弁務官新疆視察で ブリンケン米

論が出たとみられる。

日（土）

国務長官は声明を出し、バチェレ国連人
区の視察を受け、
「中国による訪問制限
式を売却 ベトナム航空は国営カンボジ

ベトナム航空、カンボジア国営航空の株

えない。アフリカ東部ジブチに次ぐ中国

に近く、中国軍が利用するとの観測が絶

否定したが、リアム海軍基地は南シナ海

や手回し」に改めて懸念を示した。その
ア・アンコール航空（ＣＡＡ）の株式

日（火）

上で、中国側の統制により、
「完全で独
％を売却した。売却金額は３５００万ド

権高等弁務官の中国・新疆ウイグル自治

立した人権環境の評価は可能とならなか
ル（約 億円）で、残る ％の株式につ

湾輸出、５月は前年比＋ ・５％ 見通

いても年末までに売却する方針だ。ベト

８日（水）

し良好

日（日）

よると、輸出は前年比 ・５％増の４２

社の小型機がネパールで
上海市のロックダウン解除 中国・上海

６月１日（水）

格なロックダウン（都市封鎖）で輸出の

加した。過去２番目の高水準。中国の厳

の売却で財務体質の改善を狙う。

消息を絶った。当局者が
市で２カ月以上続いてい
勢いが一部削がれたが、ハイテク製品の

０億８０００万ドルと、 カ月連続で増

ロイター通信に明らかに
たロックダウン（都市封
需要が好調だった。

した。曇天がヘリコプターによる上空か
鎖）が解除された。これ

らの捜索を阻んでいるという。
交・国防委員会のゲリオ副委員長が率い

を示した。

より理解し、関係増進を図りたいと意欲

感染者が出た一部の地区

０万人の外出が可能になった。

る同院の議員団が、桃園国際空港に到着

外相会合をオンライン形式で開催した。
６日（月）

を除き、上海市の人口の

ロイター通信によると、経済振興などに
カンボジアに中国海軍施設か─米紙報道

した。ゲリオ氏は談話を発表し、台湾を

フランス上院外

23

約９割に当たる約２２５

10

向けた連携強化で一致したが、中国が提

ーの首都スバで第２回中国・太平洋島国

国の王毅国務委員兼外相は訪問国フィジ

中国、太平洋諸国と安保協力ならず 中

日（月）

12

仏議員団が台湾到着

人が乗った民間航空会

台湾財政部が発表した５月の貿易統計に

12

35

ナム航空は業績が悪化しており、保有株

14

人乗り小型機、ネパールで消息絶つ

45

軍２カ所目の海外拠点となる可能性が台

った」と強調した。

31

により、過去 日以内に

22
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28
22 29
30

認した。

ロシア制裁とウクライナ支援で結束を確

中国爆撃機、警戒監視に万全―官房長官
屋外会話なし「マスク不要」
、コロナ対策

るラインを提示したとみられる。
松野博一官房長官は記者会見で、中国軍

の距離が十分確保できなくても、会話を

政府見解 政府は新型コロナウイルス対

の海空域の作戦遂行能力を高めるための
ほとんど行わない場合は「必要ない」と

爆撃機２機が沖縄本島と宮古島の間を通
貧困・ＤＶ、自立後押し─困難女性支援

活動の可能性があり、わが国周辺の動向
する見解を示した。屋内でも周囲との距

策のマスク着用について、屋外では人と

法が成立 貧困や家庭内暴力（ＤＶ）な

を注視し、警戒監視活動に万全を期して
離を保ち、会話を控えれば不要とした。

過したことについて、
「太平洋など遠方

どに直面する女性の自立に向けて公的支
いく」と強調した。中国軍が日本周辺で
物価高対策で一律

５月 日（木）

援を強化する困難女性支援法（参院先議
の活動を活発化させていることに関して
万円─国民が参院選

の議員立法）が、衆院本会議で全会一致

19

る「女性相談支援センター」の設置を都

で可決、成立した。包括的な援助に当た
力の透明性向上、国際的な行動規範の順

は「関係諸国と連携し、国防政策、軍事
政支出を増やす「積極財政」の姿勢を打

発表した。昨年の衆院選に続き政府の財

公約 国民民主党は夏の参院選の公約を

現金

万円の一律給付などを柱に据え

ち出し、物価上昇から家計を守るため、

守を働き掛けていく」と語った。
ウクライナ追加支援２・５兆円─Ｇ７財

日（金）

古い規定も削除した。一部を除き２０２

中国が新たな構造物の設置を進めている

は東シナ海の日中中間線の中国側海域で

シナ海の構造物設置受け 岸田文雄首相

「 中 国 の 一 方 的 開 発 認 め ぬ 」 ― 首 相、 東

異論が根強いことから、同党が歩み寄れ

掲げる９条への自衛隊明記に公明党内で

する諸国で新たな経済秩序の構築を目指

脱 却 す る た め、 民 主 主 義 の 価 値 を 共 有

全保障の観点で中国への過度な依存から

日米や韓国、インドなど カ国。経済安

発足を東京で宣言した。創設メンバーは

ンド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ）
」の

０億円）の追加支援を行うことを明記。

し、年内に１９８億ドル（約２兆５００

めているウクライナに対

侵攻を受け財政援助を求

した。声明は、ロシアの

共同声明を採択して閉幕

で ２ 日 間 の 討 議 を 終 え、

会議はドイツ・ボン郊外

の財務相・中央銀行総裁

で、中露爆撃機による日本周辺での共同

自民党の佐藤正久外交部会長は党会合

台湾海峡、自衛隊航行を―自民部会長

就任。６月に正式決定する。

し、新会長に自民党の安倍晋三元首相が

ルで開かれた。近く森喜朗元首相が退任

台となる。

ど７つの柱で構成。夏の参院選公約の土

境と成長が調和する定常社会」の実現な

した。「安心のベーシックサービス」
や
「環

的な目標を示した「ビジョン 」を発表

の土台 立憲民主党は党の目指す中長期

立民が中長期ビジョン発表─参院選公約

の再稼働も掲げた。

まえ、安全基準を満たした原子力発電所

た。ウクライナ情勢による燃油高騰を踏

ことについて「一方的に開発を進めるこ

す。米国は環太平洋連携協定（ＴＰＰ）

飛行などの軍事的圧力に対抗し、海上自

日米欧の先進７カ国（Ｇ７）

務相会議

とは極めて遺憾だ。認めることはできな

離脱によるアジアでの空白を埋め、最大

衛隊の護衛艦に台湾海峡を通過させる

法審査会は安全保障をテーマに討議を行
った。公明党の北側一雄副代表は個人的
見解として、自衛隊法で規定されている
自衛隊に対する首相の指揮監督権を憲法
条などに加える案を示した。自民党が

日（土）

き

「航行の自由作戦」や、オホーツク海周

米首脳会談後の共同記

バイデン米大統領は日

いけない」と述べた。

る。日本がゆでガエルになっては絶対に

然とした行動を示すべき段階に来てい

ぜん

辺での訓練を実施するよう求めた。
「毅

者 会 見 で、 中 国 が 台 湾

年で倍増を」―超党派議

ＯＤＡ予算「
連

超党派の国際協力機構（ＪＩＣＡ）

る中国の動向に影響を及ぼす懸念もある

米国の台湾政策に変更はないと釈明した

明言した。ホワイトハウス高官はその後、

発援助（ＯＤＡ）の対国民総所得（ＧＮ

林芳正外相と会い、今後 年間で政府開

議員連盟（額賀福志郎会長）は外務省で

中、両首脳は日米同盟の抑止力と対処力

Ｉ）比を現在の０・ ％から国際目標の

に設立され、日本とインドの経済・文化

日印協会新会長に安倍元首相 明治時代

力誇示 航空自衛隊と米軍の戦闘機が共

在日米軍機が爆撃訓練、中露朝への対処

た。

０・７％に引き上げることなどを提言し

した。

的交流を促進してきた親善団体「日印協

日（火）

米主導ＩＰＥＦ、 カ国で発足 バイデ

を確保する」と伝え、バイデン氏は歓迎

10

同訓練を行い、米軍機が模擬爆撃を実施

を抜本的に強化し、防衛費の相当な増額

が、中国は直ちに反発した。

「イエス。それがわれわれの責務だ」と

が軍事介入する意思があるかと問われ、

に侵攻した場合に米国

バイデン氏、台湾侵攻に軍事介入明言

22

─衆院憲法審で公明副代表提案 衆院憲

い」と語った。訪問先の京都市内で記者

の競争相手と位置付ける中国に対抗する

の、協議が中断している。
日（月）

首相 防衛費拡充を表明、日米首脳会談

岸田文雄首相はバイデン米大統領と東
京・元赤坂の迎賓館で、昼食を交え２時
間余り会談した。ロシアのウクライナ侵

日（水）

団の質問に答えた。日中両国は２００８

構えだ。

条に明記も

４年４月から施行する。

支援の根拠法となっていた売春防止法の

道府県に義務付けることなどが柱。女性

10

34
会」の新旧会長交代式が東京都内のホテ

24

を強化する方針で一致。首相は「防衛力

攻が、東アジアで覇権主義的動きを強め

10

首相の自衛隊指揮権、憲法

10

20

年にガス田の共同開発で合意したもの

72

ン米大統領は米国主導の経済圏構想「イ

13

64
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25

13

72
21
23

したことが分かった。複数の関係者が２
７日明らかにした。訓練は北朝鮮による

円の有罪を言い渡した。
猪瀬氏「最後のご奉公」―維新から参院選

任期満了に伴う新潟県知事選が投開票さ
れ、無所属で現職の花角英世氏（ ）＝
自民支持＝が、無所属新人で会社役員の

日本周辺での共同飛行を受けたもので、
選比例代表に日本維新の会から出馬する

が衆院議員会館で記者会見し、夏の参院

）

日米の抑止力・対処力を示す狙いがある。
と表明した。猪瀬氏は「日本の改革に最
新型コロナウイルス対策、感染症対策で

元東京都知事の猪瀬直樹氏（

ＪＲ東海の葛西敬之氏死去 国鉄改革の

後のご奉公、自分の持てる力を全て発揮
司令塔を設置 政府は、新型コロナウイ

出馬

立役者の１人で、ＪＲ東海社長を務めた
していきたい」と意気込みを語った。猪
ルス対策で省庁間の調整不足が批判され

弾道ミサイル発射と中国・ロシア軍機の

名誉会長の葛西敬之氏が間質性肺炎のた
瀬氏は東京都副知事などを経て、２０１

片桐奈保美氏（ ）＝共産、れいわ、社

め死去した。 歳だった。東京都出身。
たことを踏まえ、感染症対策で司令塔機

民推薦＝を破り、再選を確実にした。
日（火）

能を担う組織を設置する検討に入った。

日（木）

医療法人「徳洲会」グループから５００

日から

岸田文雄首相は昨年の自民党総裁選で

野湾市長の佐喜真淳氏（ ）を擁立する

知事選の候補者選考委員会を開き、前宜

湾市長擁立 自民党沖縄県連は９月の県

自民県連、沖縄知事選に佐喜真・前宜野

日本周辺の安全保障環境をまとめた年次

防衛費「 兆円規模」も 防衛研究所は

防 衛 研「 東 ア ジ ア 戦 略 概 観 ２ ０ ２ ２」
、

れている。

官房副長官がトップを務める案が検討さ

内閣官房に各省庁の関連部局を統合し、

ことを決めた。佐喜真氏は「基地問題も
報告書「東アジア戦略概観２０２２」を

日（土）

大きな課題だが、新型コロナの感染拡大
発表した。この 年で東アジアの防衛費

を来月 日から再開させる方針を表明し

大手鶏卵会社から、現金
で大きなダメージを受けた経済や暮らし

た。外国人観光客の受け入れは約２年ぶ

５００万円のワイロを受

吉川元農相に懲役２年６カ月、東京地裁

り。

け取った、収賄罪に問わ

全体に日本が占める割合が半減したこと

の吉川貴盛被告（ ）の判決公判が開か
れ、東京地裁はワイロを認定、懲役２年
６カ月・執行猶予４年、追徴金５００万

に触れた上で、対中国の抑止力・対処力
確保に向け、防衛費を 兆円規模に増額

男性が死亡した事件で、男性が酒瓶で殴

自動車で運び込まれ、置き去りにされた

新潟知事に花角氏再選―無所属新人破る

た。

在宅起訴し、法人としての同社を起訴し

防止法違反（外国公務員への贈賄）罪で

する必要性に言及した。

日（水）

同大に慰謝料など計約５４００万円の損

っていた問題で、元受験生の女性 人が

試の合否判定で女性や浪人生を不利に扱

東京地裁 順天堂大（東京）が医学部入

医学部不正入試、順天堂大に賠償命令─

払いを求めた訴訟の控訴審判決が札幌高

過払い金の返還など計約２２６万円の支

められたとして、学生の保証人ら２人が

義務がないのに機構から全額の返済を求

市）の奨学金をめぐり、半額しか支払い

訴─札幌高裁 日本学生支援機構（横浜

奨学金過払い、学生支援機構が二審も敗

性的暴行を目的に女性殴った米兵、懲役

が確認された。

ームに転落し、全身を打って病院で死亡

が、２階事務室から約９メートル下のホ

行為を疑われていた同市の

横浜市金沢区の京急金沢文庫駅で、痴漢

痴漢疑われた

への取材で分かった。

害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁で

裁であった。大竹優子裁判長は、機構に

４年６月の判決─那覇地裁 那覇市内で

歳代男性

あった。加本牧子裁判長は「不合理な差

計約１４０万円の返還を命じた一審札幌

日（木）

別的扱いで不法だ」と認め、計約８０５

女性に乱暴しようとしてけがをさせたと
ず け ら ん

して、強制性交致傷罪に問われた米海兵
隊キャンプ瑞慶覧所属の上等兵ジョーダ
）の裁判員裁判で、
那覇地裁（佐藤哲郎裁判長）は懲役４年

ン・ビゲイ被告（
プラスチック製造「天馬」

６月（求刑・懲役６年）の判決を言い渡

賂を渡したとして、東京

合わせた客の 代女性の体を触るなどし

札幌市のススキノのナイトクラブで、居

局に贈賄罪

（東京）のベトナム子会

した。
日（土）

地検特捜部は天馬本社の

たとして、 歳の自衛官の男が逮捕され

歳自衛官、強制わいせつ容疑で逮捕

藤野兼人前社長（ ）ら３人を不正競争

計２３６０万円相当の賄

に、現地当局員らに現金

社が追徴金減免の見返り

「天馬」前社長ら在宅起訴─ベトナム当

日（月）

額した。

地裁判決を変更し、計約２００万円に増

歳少年逮捕、高校生海に

告となった訴訟の判決は初めて。
日（金）

傷害致死容疑

突き落とす─千葉県警 千葉県市川市で

３月、男子高校生２人を海に突き落とし
て死亡させるなどしたとして、県警行徳
署は元高校生の少年（ ）を傷害致死な
どの容疑で逮捕した。

60

60

10

日（土）
酒瓶で殴られたか─病院置き去りの男性

22

23

13

代男性、飛び降り転落死

られていた疑いがあることが捜査関係者

日（日）

20

57

万円の賠償を命じた。元受験生本人が原

５月 日（木）

10

べた。

に光を当てるため、県民に尽くす」と述

で停止していた外国人観光客の受け入れ

岸田首相、外国人観光客「来月

72

０万円を受け取った問題で辞職した。そ

31
25

71

10

19

17

26

19 28

17
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64

２年の都知事選で当選。しかし、 年に

75

受け入れ」 岸田首相は東京都内で開か

13

の後大阪府、大阪市の特別顧問を務めた。 「健康危機管理庁」の新設を掲げており、

10

れた国際会議で、新型コロナの水際対策

81

れている元農林水産大臣

28
29

10

19

死亡 東京都渋谷区の都立広尾病院に軽

69
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26
20
21

警視庁からのお知らせ！

日（日）

信房子元最高幹部（ ）が懲役 年の刑

ロ組織「日本赤軍」の重

有罪判決を受けた国際テ

グの仏大使館占拠事件で

７４年のオランダ・ハー

重信元最高幹部が出所─日本赤軍 １９

フォンを差し向けたとして、兵庫県警加

諭逮捕 女子トイレの個室内にスマート

女子トイレ・スマホ盗撮容疑で中学校教

人が心肺停止の状態だった。

人が救助されたが、１人が死亡、もう１

防局などによると、この住宅から女性２

１４０平方メートルが焼けた。神戸市消

みて、経緯を詳しく調べている。

県警は虐待を受けていた可能性もあると

逮捕した。女児は昨年末に死亡しており、

疑者（ ）＝同県春日部市下蛭田＝を再

任者遺棄容疑で、母親の無職長野奈々容

せず放置したとして、埼玉県警は保護責

３歳の女児が骨折したのに治療を受けさ

骨折女児放置で母逮捕─埼玉県警 当時

物延べ約２２０平方メートルのうち、約

期を満了し、収容されていた東日本成人
古川署は県迷惑防止条例違反の疑いで、

た。

矯正医療センター（東京都昭島市）から
６月１日（水）

首をつった男性遺体、ジョギング中に発
新 宿 区 マ ン シ ョ ン で〝 違 法 ポ ー カ ー〟
、

＝を現行犯逮捕した。
に急増 保育中の園児の「置き去り」や

園 児「 置 き 去 り 」
、都への報告が年

ている男性を発見し１１０番、男性はそ

だった通行人男性が、駐車場で首をつっ
違法ポーカー店２店を同時に摘発し、経

は東京・新宿区の同じマンションにある
ＮＨＫ子会社元社員を逮捕、新幹線チケ

急増していることが分かった。

京都に２０２１年度、 件の報告があり

をつり、足は地面に着いている状態だっ

フェンスに黒いワイヤーキーを掛けて首
性部長（故人）から性暴力を受け、その

記 者「 市 幹 部 か ら 性 暴 力 」 長 崎 市 の 男

長崎市に１９７５万円支払い命令、女性

は、
「ＮＨＫグローバルメディアサービ

で 警 視 庁 に 逮 捕 さ れ た。 逮 捕 さ れ た の

ＮＨＫの子会社の元社員が詐欺の疑い

ットなど１億８０００万詐取か─警視庁

た。その後、同区の会社員男性（ ）で
あることが判明した。
神戸で未明１に住宅火災、１人死亡、１

の損害賠償と謝罪を求めた訴訟で長崎地

出し、新幹線のチケットなど１億８００

信じていいかな？
おかしいかな？

息子や孫のふりをして

すぐに元の電話に
かけ直す

ている。

ウソの電話は、すぐ 110 番！

０万円相当をだまし取った疑いがもたれ

44

裁は、原告の訴えを認め、市に１９７５

警察・金融庁・銀行協会・裁判所
を名乗って

庁
視
警

へえ、早くお金もらおう！

人心肺停止 神戸市西区樫野台１丁目の

38

市・区役所・厚生労働省
を名乗って

万円の支払いを命じた。

日（日）

）が、旅行業者にうその申込書を提

ス」の元経理担当社員・川崎健治容疑者

日（月）

営者ら男女 人を逮捕した。

78

後の市の対応が不適切だったとして、報

約１・３メートルのフェンスの内側で、

78

（

15

道機関の女性記者が市に約７４７７万円

30

の場で死亡が確認された。発見時、高さ

15

件

見─さいたま市 埼玉県さいたま市北区

31

迷子など園児を見失う事案について、東

出所した。

姫路市立中学校教諭の男（ ）＝高砂市

31

経営者ら男女 人逮捕─警視庁 警視庁

20

盆栽町の月決め駐車場で、ジョギング中

25

76

住宅付近から出火し、木造２階建ての建

3 つのウソ電話に注意！

暗証番号は
ATM で
絶対他人に言わない 手続きすることは絶対にない
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29

日本経営者同友会
日本経営者同友会会長
日本経営者同友会会長
会長 下
下地
地常
常雄
雄
26

下地常雄

上に怒った。
「あんたは戦争でどれだけの人が死ん

おばあ（祖母）は常雄を東京に行かせ
ると、絶対ヤクザものになってしまうと
だのか知っているのか。お父さんも死ん

ば、いくらもない。

饅頭なんかあっても子供の頭数で割れ

を入れれば男の子５人となった。

叔母さんの家は男の子４人だから、私

おばあへの誓い

おばあはお袋同様、魂の拠り所だった。

なったというのがある。

何より母親代わりに育てられ、世話に

ことにはあらがえなかった。

人の話は聞かない私も、おばあの言う

か」と怒髪天を衝くような勢いで怒った。

でいるのに、それでも人を殺しに行くの

心配していた。
私は子供の時から短気だったし、腹が
立つとすぐ手を出し喧嘩っぱやかった。
だから、おばあからは「お前は、島か
ら絶対出てはいけない」と言い渡されて
いた。
おばあとすれば、
「常雄がヤクザにな
ったら、娘のきよに顔向けできんから」
との思いがあって、自分のそばに置いて
おこうとした。
そうした折、宮古島でブラジル移民の
話が持ち上がった。
これにこっそり応募した。
それが露見すると、おばあは本気で叱
そしたらおばあは、自分で食べないで、
着物の中に入れてぺったんこになった饅

った。
「ブラジルなんていうのは、地球の裏
頭を私にこっそり食べさせてくれた。
そういうのがしょっちゅうあって、手

側にあるような、どこにあるかも分から
ない国じゃないか。一生、会えないよう
をかけてもらった思いがあった。
おばあとすれば常雄は一番下の孫だか

なところにお前は行くつもりなのか」と
詰め寄られ、断念せざるを得なかった。

ら、かわいかったのかもしれないし、母
親を亡くして甘えられない孫が不憫でも

次に募集していた陸上自衛隊に応募し
たら、合格通知がきた。
あったのだろう。

住にある翼ガラスという中小企業だ。ま

おばあに電話すると、ブラジル移民以

売って払えばいい」と言ってい

いっぱい来ていた。私にあてがわれた仕

だ現役の企業だ。ここには宮古島の人が

それを聞いて、迷惑をかける

事は、注射器を作るガラス細工の職工だ

た。
なと思って後日、私は祖母たち

った。

技が必要な仕事だ。職場にはいぶし銀の

わざ

これは簡単にできるものではない職人

う作業だった。

るところをガスで焼いて作り上げるとい

自分でガラスを焼いて、出っ張ってい

に「勉強は嫌いだから、高校に
は行かない」と告げた。
そんな折、たまたま集団就職
の募集があった。東京で高校の
夜学に通いながら働けるという
ものだ。

立ち向かって命を落とすかもし

短いから、ヤクザに絡まれれば

れた祖母の言葉は「お前は気が

ノルマをやっとこなすと寮に帰って、疲

１日、５００個とか６００個がノルマだ。

も、残業しないといけないのが常だった。

だから新米の私など終業ベルが鳴って

ような匠がたくさんいた。

れない。だが、ヤクザにだけは

れ果てた体で早々に布団に潜り込んだ。

それに応募した。見送ってく

絶対なるな」だった。

そうした私も高校受験を迎えていた。

その誓いがなかったら、社会の裏街道

にはならないから」と誓って出てきた。

いだ。そうすれば１日、３０００円ぐら

キャバレー帝の駐車場係りとかして稼

土日が休日だったが、それでも週末は

宮古島の家というのは高床式で縁側が

に足を踏み入れた可能性があった。おば

いにはなった。掃除夫もしたことがある。

それで、おばあには「ヤクザ

高いので、床下に入ることができた。た

あの言葉は、私を誤った道へ転落するの

集団就職先となったのは東京都の南千

みかど

りもした。これも 時間で１５００円だ

24

バイトに明け暮れた。

またま床下に入って遊んでいた。すると

朝の８時から翌朝８時まで 時間働いた
「常坊、高校生になるけど、学費もあ
るからなー」
すると祖母は「そげなもん、土地でも

バイトに明け暮れ遊びで散財

を防いでくれた最大の宝物だ。

祖母との約束

上で、祖母たちが話していた。

回
回 想
想 録
録

った。体が許す限り働いたものだ。

から、丸１日フルだと３０００円にはな

12
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上京時に使ったパスポート

天

給料が手取りで８０００円ぐらいだっ
たから、バイトの方がいい金になった。

野口英世は悲願とも言うべき米国留学
を前に、祝いに駆け付けた友達を誘って

午後６時から９時までの夜学も、結局
長く続かなった。元来、勉強は好きでは
芸者を呼び、一晩で渡航費を散財してし
まった故事がある。貧乏にして浪費家と

なかった。
それで何をしていたかというと、金が
いう英世の心象風景は、私にとっても違

船に乗った。私には英世のような才能も

ンにして、金を何とか工面して横浜から

英世は己の才能を認める友人をパトロ

和感はない。

続く限り、ダンスホールに行っては散財
していた。
東京にも慣れてきた頃の話だ。
そのための金を稼ぐのに、ひたすら汗
を流した。
パトロンもなかった。
ら一緒にキャバレーで遊んだ佐渡山恵正

「石の上にも３年」を経て
「石の上にも３年」という。それを自
氏の下宿に転がり込み、彼を勝手にパト

けいせい

このままでは会社には帰れない。だか

分の信条として、３年は頑張ってみよう
トランジスターや背広とかを、彼が授業

ロンにした。阿佐ヶ谷の下宿先にあった

翼ガラスで丁度、３年を経た頃、車の
に出かけている間に質草にして１万円の

と思った。
マフラーなどを製造・販売している会社
そして毎日、試験場に通った。当時は

金を作った。

りあえず免許を取れ」と言われ、支度金
ぶっつけ本番で毎日、普通免許の試験を

からスカウトされた。その会社から「と
として５万円を渡された。今でいうと１
受けることができた。
結局、学科で４回、実地で６回落ちた。

００万円ほどの金だ。
何を考えたのか、いい気になってその

それでも延べ 回目で受かった。顔なじ

ていた同窓生など３人を呼んで、キャバ

たいに毎日、ここに来るあんたみたいな

みになった試験官は「会社に出勤するみ

金で遊んでしまった。東京の大学に通っ
レーでどんちゃん騒ぎ。金は２晩で融け

人は見たこともない」とあきれ顔だった。

鯉と鯉 跳ねて静まる 大都会
（横浜市）影村 菊人
（生き物の気配はかえって孤独を呼ぶ）

夏の影 いのちの鼓動 あふれけり
（長野市）大久保 伸治郎
（季節の中で夏は旺盛な生命力に満ちている）

川柳
天 あんた誰 ボケのつもりが
即入院
（東京都）わしゃ正気じゃ
（ＴＰＯを考えないと、本人はボケてるつもりで
も、今はそう受け取られないことが少なくない。
お互い気をつけましょうね）

地 平和なり おやじおふくろ
またケンカ
（大阪市）つっこみの息子
（仲良きことは良きかな、といったのはある文豪
だったけれど、ケンカするほど仲がいいという
言葉もあるよ）

【応募要項】次号のお題「散歩」

（そういえば、そうですな）

（青森市）不気味な時代

マスク顔 誰もかれもが 宇宙人

（自分の顔も相手に見られているぞ）

（札幌市）知らぬは自分

老け顔に 勝ったつもりの ズーム会議

（同病相憐れむのである）

（福岡市）高齢者は寂しい

禿げ頭 足腰弱り 鏡見る

（見られると間違えるよね）

セルフレジ ババアがん見し 押し間違う
（東京都）かんべんして

【 佳作】

（老いては子に従え、という言葉もあるけれど、
その子どもがウザがって教えてくれない。何度
も聞くので孫も逃げちゃった！）

（静岡市）うんざりされて孫が来ない

人 どうするの？ スマホの操作
孫に聞く

た。

俳句・川柳 月号

だから会社から「お前、どこに行って
いるのか」とよく言われた。

「平和」
「テーマ自由」

俳句

（秋田市）大村 達之

青空や 平和と言える 雲の旅
（世界ではロシアによるウクライナ侵攻の悲劇が
展開されている。どうして平和になれないのか。
雲はそれをどう見つめているのだろうか）

摩崖仏 目鼻が消えて 青嵐

（かつては田畑に群れていた蝶たちは今はあまり見
かけない。そんな中、蝶はどこへ行くのか、いつ
の間にか青空にふっと消えてしまう）

（鎌倉市）太田 忍

地 蝶もまた 旅する乙女 空に消ゆ

人

（大分市）小野 紀一郎
（崖などに彫られた摩崖仏は、時の洗礼によって
鼻が欠け、眼も摩滅して表情がわからない。だが、
そこに信心した人々の思いが残っているというの
だ）

【 佳作】
ふるさとや 盆地の夏が 遠くなる
（東京都）大原 美由紀
（ふるさと の 盆 地 は 夏 は 暑 く 、 そ し て 冬 は 寒 い ）

宇宙には 恋する星の 花火かな
（東京都）池谷 譲

選
選
者選
者
・者
・
東・
東
嶋東
嶋
一嶋
一
刀一
刀
齋刀
齋
齋

車のマフラーなどの製造・販売会社時代の下地氏（左）
（大宇宙のド ラ マ だ ろ う か ）

７

あなたの俳句・川柳をお寄せ下さい。お題に添ったも
のでなくても結構です。自作未発表のものをはがき１枚
に３句程度まで。住所・氏名
（ペンネームの場合は本名も）
・
年齢・電話番号明記の上で、ご投句願います。投句は返
却しません。二重投稿厳禁。天・地・人の句には薄謝な
いし粗品を贈らせていただきます。締め切りは毎月末。
住所 〒１０１─００５２ 東京都千代田区神田小川町
３─７─
報道ビル６Ｆ 「新政界往来」ひようたんな
まず係まで。
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今月のお題
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たが、じっくり話を聞いていると
実に繊細でマメに動く働き者だと
いうことが分かった。
今でも駅前には立つし、散髪す
るにも居心地のいいなじみの所と
いうわけではなく、毎回店を変え
るように心がけ、タバコ１つ買う
にもできるだけいろいろな店を訪
ねるようにしているという。
すべて選挙民が今の政治をどう
感じているか、何を本当に要望し
ているのかを探り出すための一工
夫なのだそうだ。
とりわけ仲間内の自民党の会合
に出るだけでなく、革新系の招か
れざる会合に出るようているに積
極的に動いているという。
こうしたどこにでも気軽に顔を
出すフットワークの良さは、記者
の現場主義にも通じるものがある。
記者は足で書けというのは社会
派記者の鉄則だが、政治家も足で
票を叩き出している。
（Ｔ）
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のだから、ツバメというのは実に
まめな働き者なのだ。
なお、田中家が傑作なのは、部
屋の中で帽子をかぶっていたこと
だ。キッチンで食事をとる時にも
ツバメは空中を飛び交う。当然な
がらツバメは空中で糞をする。そ
れが頭についたり、ご飯の上にか
かったのではたまらない。それで
ご飯を食べる際とかは帽子をかぶ
って、それを受け止めていたとい
う。
異国の出稼ぎツバメは、心優し
き田中家の名ホストぶりから、き
っと次の年も田中家の表札目指し
て飛来したに違いない。
（Ｉ）
▽…前復興大臣の平沢勝栄衆議院
議員のインタビューが胸に刺さっ
た。
平沢氏といえば朝まで生テレビ
などで、結構、歯に衣着せぬ切れ
味のいい論客というイメージだっ

小誌では、読者の皆様の
情報提供やアドバイス、寄
稿を歓迎します。ジャンル
は問いません。政治、経済、
国際問題や社会問題など、
積極的に原稿をお寄せくだ
さい。提供された情報に関
しては、意欲的に取材を行
うつもりです。また情報提
供および寄稿に関しまして
は、住所、氏名、年齢、職
業、電話番号などを明記の
上、編集部宛までお送りく
ださい。
電話・ファックス
０３・３２９１・７７７３
メール投稿
seikaiourai@yahoo.co.jp

編集後記
▽…お笑いタレントのアンガール
ズ田中が朝のラジオトークで、面
白いことを話していた。
広島甲奴郡の山奥育ちの田中氏
が、春から夏までツバメと同居し
ていた話だ。
フィリピンやインドネシアなど
東南アジアから渡って日本で子育
てをするツバメは、天敵のいない
人家の軒先などに巣をつくる。だ
が田中氏の家は山奥で軒先などで
は、簡単に蛇とかカラスに卵やひ
なは狙われてしまう。
だからツバメは田中家の家の中
にまで入り巣を作っていたという。
窓を少しだけ開けておくと、そこ
から出入りするというのだが、夕
方のお勤め帰りのツバメを待って
窓を閉め、早朝にはお出かけでき
るように窓を開けるという、居候
ツバメながら、ほとんど家族同然
のもてなしを受けていたという。
ツバメは一度に５、６個ほどの
卵をかえす。一羽のひなが一日に
食べる虫の数は１００匹。だから
ツバメの一日の仕事のノルマは、
５、６００匹の虫を捕獲して運ば
なくてはならないことになる。
それを晩夏までに２回繰り返す
い
願
お

編
集
後
記

