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一.
景色を変える
平成は 31 年 4 月 30 日で終わり、翌日から新しい元号となります（写真）1。私は、次の元号を
多くの国民に考えてほしいと、機会あるごとに訴えてきました。
元号は国民の理想としてふさわしい良い意味をもつことが必要です。それに頭を巡らせるこ
とは、どのような国を次代に引き継ぐのか、そして、自分の将来像をどう描くかにつながるから
です。
元号と憲法
「国のかたち」といえば、憲法改正が大きな話題となってい
ます。焦点の 1 つが安全保障に関わる第 9 条 。私は国民投
票によって、以下の条文をまず追記すべきだと訴えてきました
2
。
「国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必
要な自衛のための組織を置く」
理由は次のようなものです。①国民投票であり、一般の方の
常識で腑に落ちるような表現が望ましい②現行憲法 9 条の解
釈を変えないというのであれば、 憲法解釈の最終裁定者であ
1

平成30年1月22日、国会開会式でおことばを述べられる天皇陛下。

http://www.kunaicho.go.jp/page/gonittei/photo/15673
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2017年6月12日、自民党の憲法改正推進本部の会議に参加し提案した。
なお、下記の戦争放棄の9条１項、戦力不保持を定めた同２項は現状のままとする。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを
放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交
戦権は、これを認めない。
自民党は2017年12月、9条改正の方向として、2案をとりまとめた。具体的には
① 「1、2 項を維持した上で、自衛隊を憲法に明記するにとどめる」
② 「2 項を削除し、自衛隊の目的・性格をより明確にする」
私は2018年2月７日の本部会合においても、私案を重ねて提案した。その際、「1、2項を維持した上
で、自衛隊を憲法に明記する」との趣旨は、違憲との主張が出ないようにするためであろうから、「自衛
のための組織」でも同じ効果がある。自衛隊と書き込むと、名称変更に憲法改正が必要であり、また、防
衛省の追記がないまま、自衛隊だけを追記するのは違和感がある。「自衛権の発動を妨げない」との提
案も耳にするが、二重否定的であり、分かりにくいと述べた。私案は書面でも同本部に提出した。
3月22日の本部会合では現行の1、2項を維持ししたままで、「9条の2」の条文案として、下記などの素
案が提示された。
9条の2
前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の
措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長た
る内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
私は上記素案の下線部分は不要であり、「自衛隊」ではなく、「自衛のための組織」がベターだと考え
る。
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る最高裁判決の表現をベースにすれば批判が出にくいと考えるからです3。
2017 年 5 月 1 日、東京・憲政記念会館で開催された「新しい憲法の制定を目指す会」で、
中曽根康弘・元総理は「藩閥政治が作った明治憲法、マッカーサーの現行憲法。各政党が国
の将来の青写真を描くことが、国民憲法への道となる」と挨拶（写真右）。安倍晋三・自民党総裁
は「自民党は圧倒的第 1 党として、現実的な議論をリードしていく。憲法改正を党是としてきた
自民党の使命である」と述べました（写真左は天皇陛下主催の 2017 年春の園遊会。総理の胸にも名札）。
新しい元号、憲法のあり方を考えることは国の理想、将来に思いを致すことです。ともに知
恵を絞り、議論を深めて参りましょう。
景色を変える
そして、もう 1 つ、お願いがあります。景気を良くしましょう。これから景気がどうなるかを問う
ばかりではなく、焦らず、怯まず、諦めず、それぞれの立場で挑戦を続けましょう。景色を変え
るのは気持ちから。多くの国民の前を向いた目線は必ず、国を明るく、元気にします。そして、
政治家は挑戦する国民をさらに奮い立たせるよう、その範とならねばなりません。

-------------------------------この冊子は 2017 年春から 2018 年春までの「国政報告
⑨」です4。
国会では 17 年秋、参議院・外交防衛委員会の委員長を
拝命しました。これにともない予算委員会等は外れました。
政府開発援助（ODA）等に関する特別委員会では引き続き
経済外交に携わっています。
自民党では政務調査会・外交部会の副部会長などを務
めています。

3

昭和34年12月6日の砂川事件最高裁大法廷判決は「わが国が、自国の平和と安全とを維持しその
存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲
法は何らこれを禁止するものではない」とした。
4
過去分①～⑧はダウンロードできます。http://www.miyakeshingo.net/news/
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二.
独立を守る
2013 年夏の初当選直後、自民党の高村正彦副総裁より、こんな言葉をいただきました。
「経済政策に失敗しても内閣が倒れるだけ。外交・安全保障に失敗すれば国が倒れる。経
済が専門の君だが、外交などもしっかり勉強しなさい、国会議員になったのだから」--。
日経新聞の記者時代、私は 2 年間、高村氏の番記者
でした。高村氏は絶頂期の小泉総理を相手に総裁選に
出馬。見事な戦いぶりはジャーナリスト時代の最大の思
い出です。
2017 年９月２８日午前の参議院本会議で外交防衛委
員長を拝命。その直後、高村氏にご挨拶ができ、感慨深
いものがありました（写真）。
1. 外交防衛委員会
①
沖縄視察
2018 年 2 月、外交防衛委員長として理事らとともに沖縄を視察。19 日、米軍・普天間飛行
場の代替施設建設工事が進む辺野古周辺、普天間飛行場を一望する高台、そして普天間第
二小学校を現地調査しました。翌 20 日には翁長知事を沖縄県庁に訪ね意見交換した後、那
覇基地へ。
普天間飛行場は市街地の真ん中にあります。2017 年
12 月、米海兵隊ヘリコプターの窓が、飛行場に隣接する
小学校のグラウンドに落下。体育の授業中であり、あわや
大惨事となるような事態が起きました。小学校のグランド内
と校舎屋上には米軍機の飛行を監視する要員が常駐して
いました。
普天間基地の移設に向け、辺野古崎地区では埋立て
工事が既に本格スタート。工事現場周辺には工事反対の
プラカードを掲げる人も見かけました（写真）。
普天間第二小学校を視察後、取材を受け、「辺野古の
工事を円滑に進め、移設の万全を期す」「小学校に空を見
上げる監視員がいるのは異常。日米同盟の抑止力の重要性もあるので、（普天間を）固定化さ
せず、辺野古に移設するのが大事」とコメントしました5。
20 日、翁長知事は埋め立て工事が進む辺野古地
域への移設に関し、「秋田県なら十和田湖を、宮城県
なら松島湾を、滋賀県なら琵琶湖を埋めて抑止力の
ための基地を造ることが、地域の国会議員が日本の
安全のためだとやり切れるのか疑問だ」「普天間から
辺野古は 20 キロ～30 キロしか離れていない。それで
だいぶ移転したなと、海で墜落しても大丈夫だなと判

5

2018年2月20日『沖縄タイムス』
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断すると大変心痛い」と不満をあらわにしました(写真)6。
沖縄県庁を後にし、那覇基地へ。まず、外交防衛委員長として、「捧げ銃」の号令で、音楽
隊と儀仗隊による栄誉礼を受け、その後、巡閲(次頁の写真)。
その後、ここに司令部を置く南西航空方面隊司令官の上ノ谷寛空将らから東シナ海での警
戒活動の説明などを受けました。E-2C 早期警戒機の概要説明と機体の内部見学、F−15J 戦
闘機の緊急発進（スクランブル）も視察。24 時間
365 日、領空侵犯の恐れもある不明機の確認
（識別）の作業などを行なっています。
服務の宣誓
ここに自衛官の服務の宣誓を記します。
「私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の
使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、
一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養
い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政
治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専
心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧
みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国
民の負託にこたえることを誓います」
このような崇高な使命を持つ自衛官が汗を流
す自衛隊基地を、国民統合の象徴である天皇
陛下があまり訪問されないのは何故か7。自衛隊違憲論が学界などにあるのは何故か。苦い歴
史があったといえ、あれから 70 年余りを経てもなお、このような状態が続くのはとても正常とは
言えません。政治家には現状を見直す使命があります。

6

「十和田湖や松島、琵琶湖に造るか」『流通新報』2018年2月21日 07:30 https://ryukyushimpo.j
p/news/entry-669149.html
7
東日本大震災後の2011年4月27日、天皇、皇后両陛下は羽田空港から自衛隊機で東松島市の航
空自衛隊松島基地に到着。基地内で県内の被災状況の説明を受けたことがある。
参考：http://www.asahi.com/special/10005/TKY201104270120.html
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②
報告・表敬
外交防衛委員会は外交、防衛、安全保
障に関わる事項を所管しており、国民の関
心も高く、その使命はとても重大です。委
員会には外務大臣、防衛大臣らが出席、
外務省が所管する条約案や防衛省・自衛
隊関連の法案などを審査します。委員長
は中立的な立場で委員会を運営しなけれ
ばなりません。
法案などを委員会で可決すると、委員
長として本会議で審査状況を報告のうえ、
採決します。例えば、2017 年 12 月 8 日
の本会議では下記の通りです（写真）。
三宅伸吾君:
ただいま議題となりました防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を
改正する法律案につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結
果を御報告申し上げます。本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じ
て、防衛省職員の俸給月額等を改定する措置を講じようとするものでありま
す。委員会におきましては、今回の法改正による給与改定の意義、自衛官
の確保のための給与を含めた待遇改善、女性自衛官の活躍推進のための
環境整備、自衛官の充足率向上に向けた取組等について質疑が行われ
ました（中略）。質疑を終え、採決の結果、本法律案は多数をもって原案ど
おり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
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外交防衛委員長には他の公務もあります。北方領土早期返還を求める大会などに来賓とし
て呼ばれたり、各国の駐日大使らの表敬訪問に応じたり、大使館でのレセプションに参加する
機会も数多くあります。トルコ、スペイン、ナイジェリアなどの大使と大いに話が弾みました（写真
は委員長室で H.ムラット、メルジャン・トルコ大使）。海外からの要人に会う際には、2025 年大阪万博の
実現に向け、支援のお願いをしています。
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2. 地道な援助を続ける
2016 年秋の臨時国会から約 1 年間、参議院・政府開発援助（ODA）等に関する特別委員
会の理事を務めました。理事として、2017 年 2 月にはカンボジア、シンガポール、ミャンマー
へ8、17 年 9 月にはカザフスタン、モンゴルを視察しました。我が国の ODA 援助予算の適正
な執行を確認したり、現地の新たな支援要望を探るためです（現在は理事を離れ、委員）。
①
カザフスタン
2017 年 9 月 12 日 21 時、北京に到着。市
内で現地の大使館員より中国情勢のブリーフ
ィングを受け、27 時に北京を離陸。6 時間のフ
ライトで、中央アジアの雄、カザフスタンの首都
に到着（写真）。かなりの強行軍でした。
首都アスタナではまず川端一郎大使、大手
商社の在駐事務所長らと昼食をはさんでの意
見交換会。日本は大人気のようです。その背
景には戦後の経済復興の成功、首都アスタナ
の基本設計を黒川紀章さんが手掛けたこと、
自動車など高品質の日本製品があるようで
す。
カザフスタンはウラン埋蔵量世界１位。原油は輸出しているものの、効率的な製油所がなく、
石油はロシアから輸入しています。企業間では相互
にギフトを贈らない申し合わせがあります。国営企
業の場合にはさらに厳しく、日本への工場視察で
も、国営企業側がフライト、ホテル代を負担するの
で、日本側としては十分なおもてなしができないよう
です。
発展途上国で初の万博
首都アスタナでは万国博覧会がちょうど終わった
ばかりでした。発展途上国で初めて、アジアでは日
本、中国、韓国に続いて 4 番目の開催です。
カザフスタンの序列第 2 位（大統領の職務代行
第 1 位）のトカエフ上院議長を表敬訪問。アスタナ
万博の跡地に国際金融センターを創設する計画が
あり、議長は「日本の事業への参加を期待してい
る」。また、日本側から大阪万博実現への支援を要請
したところ、前向きな回答でした。現地の新聞には私
たちの訪問、特に上院議長との会談が大きく報じられ
ました（写真）。
核兵器は誇りだった
広島と長崎に原爆が落ちてから 4 年後の 1949 年。
8

「国政報告第 8 版 2017 年・春号」26 頁以下。http://www.miyakeshingo.net/news/
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ソ連は初の核実験を実施しました。場所はセミパラチンスク。現在のカザフスタン北東部に位
置する「セミパラチンスク核実験場」は約 1 万 9 千平方 km。地下、地上であわせて 450 回から
500 回の実験が行われたとされ、合計で、広島に落とされた原子爆弾の 2500 発分のようで
す。
91 年に閉鎖が宣言されました。97 年にはカザフ
スタンのナザレバエフ大統領が国連で同地域が環
境破壊状態にあると演説しました。2000 年から 2005
年まで、JICA の事業としてガン早期発見事業など
同地域の医療サービス改善プロジェクトが実施され
ました。かつて JICA 研修生だった現地の女医は
「セミパラチンスクは私の故郷。子供の頃は、ソ連が
核兵器という強い武器を持っていることを誇りに思っ
ていた」。
日本式の施工管理
約 500 人の作業員を抱える大手建設会社ストロイ
クラス社のエルガリエフ会長（カザフスタン建設業協
会会長）に、年収の 5 年分、約 300 万円クラスの低
価格分譲マンションの工事現場をご案内いただきま
した。アスタナでは低層階のほうが人気が高いようで
す。
カイゼン、ダンドリ、セイリ、セイトン、セイケツ---。
会長は JICA プロジェクトで日本の施工管理の手法
を学び、アスタナに導入。朝礼から始まり、きめ細かな
工程管理、5S 運動などに取り組んでいました。
15 日、カザフ人文法科大学で日本語を学ぶ学生と交流。ハングリー精神が旺盛な若い
方々と意見交換をすると刺激を受けます。彼らの間で大人気なのが日本の漫画です。
夜景に浮かぶ大統領府を見ながら、空港へ。
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②
モンゴル
14 日午後 10 時過ぎ、カザフスタンのアスタナ空港を発ち北京経由で、モンゴルの首都ウラ
ンバートルへ。15 日昼前、到着。
世界最寒冷の首都
アスタナとウランバートルは世界の首都の中で、平均気温が最も低い両雄とか。冬の訪問で
なく助かりました
まず、モンゴル科学技術大学へ。3 年生 63
人全員が 2018 年春から、日本の大学 10 校に
留学します。日本語の能力は N2 以上、第 2 外
国語は英語。2 年間の日本への留学後、必ず
5 年間はモンゴルに在住する義務があります。
翌 16 日にはモンゴル国立外傷整形外科病
院へ。病室内ベッド 149 台、担架 14 台、手術
台 2 台、点滴台 25 個・・・。
2016 年春、日本から贈られた医療用中古機
器です。日本国内で無償提供された中古機器
を約 960 万円で整備、日本から搬送されまし
た。「とても使い勝手が良く、助かっています」と
病院長。
かつて、日本人の児童がモンゴル滞在中、ケ
ガをしたことがあり、副院長が急きょ、治療のた
め 600 キロを車で往復したことがありました。副院長の献身ぶりに感激した、児童の両親がこ
の病院の機器不足を耳にし、日本政府の対外援助を紹介。今回の支援につながりました。
「私の訪問治療手当は 1500 円だけでしたが、援助につながりとても良かった」と副院長。モン
ゴルでは地方の交通インフラが未整備。田舎では馬で訪問することも。悪路用の車は一応、
持ってはいるものの、院長は「現在のロシア車は極めて乗り心地が悪く、できればトヨタ車に切
り替えたい」。また、「CT、麻酔時の患者の容態監視システム、骨のレントゲン機器もほしい」と
のことでした。
欠如する倫理観
続いて、モンゴル政府庁舎で、元・諜報庁長官のドルジパ
ラム・ゲレル氏らと意見交換。
下水道設備、道路や橋梁整備、牧畜業の遊牧から定住
化策、緑化・植林事業などへの要望がありました。
モンゴル側によると、「市場経済、民主国家への歩みを進
めてからまだ 27 年。改革途上にあり、モンゴルは様々な問
題を抱えている。そうした状況で教育、都市開発などで日本
の援助はモンゴルの発展に大きな支えとなってきた」
また、「下水道などのインフラ整備が思うように進んでいないのは首都における急速な人口
増加もあるが、事業責任者の倫理観の欠如、責任感の無さ、政権政党の未成熟さなどが背景
である」との厳しい自戒の言葉も出ました。「中国産の安いモーターを高い値段で買ったことに
した人もいた。ポンプは使われずに今も放置されている」。
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日本側からは北朝鮮に対する厳しい圧力を要請しました。モンゴル側は日本の主張に賛
意を表明。
診療室に Judo Therapy
１７日はモンゴル国立医科大学を視察。 日本柔道整復師会が実施団体となって進めてい
る、手術をせずに外傷を治す日本の伝統治療「柔道整復術」のモンゴルへの移転・普及活動
について説明を受けました。５名の指導者と、地方講習会を運営する 8 人の普及員を育成済
み。普及員らが地方を回って、それぞれの集落で、簡単な治療を手がける「医師」に柔道整復
術を教えているそうです。２０１６年 9 月、同大学内に柔道
整復術などを教える「伝統治療セラピー科」を新設。「柔道
整復術はモンゴルの地方の環境に適しています」と副学
長。「Judo Therapy」 と掲げる診療室も目にしました。
ウランバートル市街の北半分は「ゲル地区」と呼ばれて
います。ゲルは遊牧民の可動式の住居。2000 年過ぎか
ら、遊牧民が大量にウランバートルに定住を開始。ゲルを
設置し、木の柵で敷地を野放図に囲い始めたそうです。当
然、道路は舗装されておらず、上下水道は未整備。マイナ
ス 30 度の冬には、ゲル内で石炭か、石炭を買えない住民
は古タイヤを燃やし、暖とするため、大気汚染は極めて深
刻。人口 130 万人の市民のうち、6 割がゲル地区に居住し
ており、首都の大きな課題となっています。
このため、徐々に再開発を進めており、日本も支援して
います。占有する土地が再開発の対象となった場合、占有
権を持つ住民は①占有面積に応じて、再開発されたアパ
ートに住む②他の土地と交換する③占有権を売却するとい
った選択肢があるようです（写真上はゲル地区を見下ろす丘）。
慰霊碑に献花
第二次大戦後、シベリア抑留日本人のうち約 1 万 2 千
人がモンゴルに移送され、土木・建設分野で強制労働をさ
せられました。うち 1700 人が死亡。ウランバートル市にある
日本人死亡者慰霊碑に献花しました。
９月１８日。新モンゴル高等学校へ。
日の本の国の信義を胸に・・・
豊穣なるモンゴルは名声を博す
若き日の修学の基
世界に名を成す学びの殿堂・・・
日本の進学校をモデルにした、小学校からの一
貫校で、競争率 15 倍前後の超人気校。創設時の
2000 年、校舎前に銅像の台だけを建設したそうで
す。「ノーベル賞、国連事務総長、モンゴル大統
領、オリンピック金メダリストになった第 1 号卒業生
のためです」と、ナランバヤル校長。全卒業生約
1600 人のうち 3 割強が日本などに留学します。
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3. 見ることは知ること
①
中国
2016 年に続き、17 年のゴールデン・ウィークも中国へ。5 月
3 日、唐家璇・中日友好協会会長（元・外交部長）と会見。
北朝鮮問題については、解決に向けたボールが米国にある
とする中国側。一方、ボールは平和的に北朝鮮の核開発など
にストップをかけられる中国の経済外交方針にあるとする日本
側。日中間に隔たりはありますが、軍事的解決は誰にとっても
得策ではありません。
異なる「生命線」
翌 4 日は中国の北朝鮮問題責任者の武大偉・
朝鮮半島事務特別代表（写真の前列中央）らと、昼
食をはさみながらの会談。
北朝鮮のミサイル、核開発問題を平和的に解
決する――。これを各国が望んでいることは確か
ですが、絶対に避けたいこと=生命線については
違いがあるようです。これが問題解決を遅らせて
いる大きな要因です。
➢ 北朝鮮 経済、軍事制裁によって、現体制
が崩壊する。
➢ 韓国

ソウルなど国土が焦土となる。

➢ 中国

難民が押し寄せる。北緯 38 度線以北に反中国政権が生まれる。

➢ ロシア 北緯 38 度線以北に反ロ政権が誕生する。
➢ 日本

核兵器、または生物化学兵器を搭載したミサイルが日本を襲う。

➢ 米国

核兵器等搭載の大陸間弾道ミサイルによる米本土政撃の可能性が生まれる。
トランプ大統領は、前オバマ大統領の戦略的忍耐政策（＝宥
和策）を放棄するとし、中国も北からの石炭輸入禁止などこれま
で以上の圧力をかけ始めています。米中の新方針によって、当
面の危機が回避されるかもしれませんが、それが日本にとって必
ずしもベストの対応かどうかは慎重に見極めなければなりませ
ん。
兪正声（ゆ・せいせい）中央政治局常務委員、人民政治協商
会議主席らとも会談し、その後、日本大
使公邸で高村正彦自民党副総裁を団長
とする訪中団の記者会見に同席しまし
た。
翌 5 日、北京を離れ、陝西省の胡和
平（こ・わへい）省長らと会談。省都の西
安は北京と上海とで、正三角形の位置関
係です。かつて、長安と呼ばれた頃、空
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海が学んだ古都であり、シルクロードの出発地。香川県は陝西省と友好県省提携を結んでい
ます。
②
イスラエル
2017 年 7 月 12 日、イスラエル外務省へ（写真）。オペレ
ーションルームを視察後、政権ナンバー2 のツァヒィ・ハネ
ギ安全保障担当大臣と会談しました（下の写真上）。
建国から約 70 年。敵対国に囲まれながら、独立を維持
してきたイスラエル。ハネギ氏にイスラエル国家の生存確
率の推移を聞きました。
「我が国が生き残る可能性に疑問を持ったり、将来、独
立を失う懸念は持っていない。我々は 3000 年の歴史を
持つ。オスマン帝国を含め、我らの脅威であった国々は
歴史に消えていった。強いて言えば、生存可能性が一番、懸念されたのは独立宣言をした
時。多くの者が、独立宣言は時期尚早だと猛反対した。当時は人口も少なく、武力もごくわず
かだった。しかし、リーダーが決断した。正しかった」
国全体が Silicon Valley
「個人と国家の楽観主義が大事だ。可能性を信じる
こと。個人と国家の将来を。運命は神に全てを委ねる
のではない。イスラエルの楽観主義とは何か。国際調
査によると、イスラエル人が最も幸せだと感じている。
テロの脅威、水の問題などがあるのに。イノベーション
を通じて、課題を克服している。水の再利用率は 87％
もある。第 2 位は 17％のスペイン。必要は発明の母
だ。」
Optimism（楽観主義）との表現をハネギ氏は使いま
したが、希望に近い意味だと思いました。希望とは、行
動を起こせば何かを変えられるという心の状態です。
１３日はテルアビブ証券取引所のビルにあるイノベ
ーション・センターを視察。イスラエル生まれのハイテク
製品がずらりと並んでいました。内服薬のカプセル大
の内視鏡、超小型プリンター、殺虫剤代わりのバイオ
蜂、目線を追うパイロットのゴーグル、空気から水を作
る装置、追撃ミサイルなどなど。国全体が Silicon
Valley！
7 月 14 日午前。安全保障分野の著名ジャーナリス
ト、ヤブ・リモア氏と 90 分間ほど意見交換（写真）。12 日
午後、私たち議員団で視察したエルサレム旧市街の
神殿の丘で、「今朝、3 人のテロリストに警備の 3 人が
撃たれ、2 人が死亡。テロリストは 3 人とも射殺された。
テロリストはイスラエル北部在住の、アラブ系イスラエル
人であり、背景がまだ分かっていない。神殿は閉鎖さ
れた」
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以下が、私の質問に対する彼のコメントです。
 「貧困などがテロリストを生む。希望が無く、絶望的な人々が、ある旗が掲げられるとそれ
に惹かれる。IS。喉を搔き切る YouTube 画像に憑かれた人もいる」
 「貧困や飢餓を世界から無くさなければならない。パレスチナが繁栄することが、イスラエ
ルだけでなく世界のためになる。子が飢えれば、パレスチナの父は何を考えるだろう
か？」
 「北朝鮮のミサイルが、中東に輸出され、イスラエルを標的にする。北の脅威に向き合う日
本。同じ技術がイスラエルも脅かす。世界はつながり、フラットだ」
 「北朝鮮をミサイル攻撃し、体制を崩壊させるのは簡単だろう。しかし、最大のリスクはその
後、どうするのか、どうなるのか、ということ。体制が崩壊し、飢えが発生すれば、さらに大
きな悲劇が起きるかもしれない。ただ、北朝鮮の核開発、サイバー攻撃に対して、覚悟を
持って対処しないことも悲劇だ。北の振る舞いがエスカレートすることになる」
 「様々なリスクを抱えてはいるが、イスラエルは世界で最強の国だ。軍事面でも、通貨を含
め経済でも強い。世界で最も安定している国ではないか。サイバー防衛関係の技術でも
世界に 600 社あるそうだが、うち 400 社がイスラエルにある」
 「世界は今、強いリーダーシップが必要。SNS によって、指導者は（大衆の）フォロワーに
なっている。憂うるべきではないか。指導者は率いなければならない」
テロの現場
午後はある事件現場へ。ラビン首相が暗殺されたのは約 20 年前
(写真は暗殺現場のプレート)。100 キロ圏内には照準が合わされたミサイ
ル。散発的なテロ。それでも、それだからか、楽観主義と希望に満ち
あふれた国。起業家精神は極めて旺盛。興味の尽きないイスラエル
でした――。
③
台湾
2017 年 9 月上旬には台湾へ。台北市内のホテルで、
日台関係について趙天麟・立法委員（国会議員に相当、
高雄市選出）、エコノミストの呉嘉隆氏とのパネル討論。
私からは下記のような発言をしました。
➢ 台湾と日本は民主主義、平和主義、法の支配
など普遍的価値観を共有するだけでなく、とも
に安全保障面で難題に直面している。友好関
係の強化が東アジアの安定には必要である。
➢ 台湾からの訪日客が増え、瀬戸内国際芸術祭への関心がますます高まっている。
①多島美という瀬戸内海の地域特性と、グローバルで普遍的なアートを組み合わ
せた。②過疎化が進む島々で「おじいちゃん、おばあちゃんの笑顔が見たい』をス
ローガンに地域を巻き込んだ。③これに多彩な食文化が加わったこと等が知名度
向上の背景ではないか、と指摘しました。
共通の価値観
2017 年 4 月 26 日には日本・EU 友好議連ビュッフェ・レセプショに参加。欧州連合のヴィオ
レル・イスティチョアイア=ブドゥラ大使、石原伸晃・経済再生大臣（当時）と。揺れる欧州連合で
すが、民主主義、自由貿易など共通の価値観はともに守らなければなりません。
以下は別ファイル「国政報告⑨-（2）」をご覧ください。
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