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2017年 12月 12～13日 

改憲、政局、陸上イージス1千億円、石破各発言、基地・

沖縄、ノーベル賞、米朝関係、エルサレム 

 

改憲、解散権制約も検討＝野党引き込み狙う－自民 

 自民党は１２日、憲法改正に関し、首相の衆院解散権制

約も検討対象とする方向で調整に入った。２０日の党憲法

改正推進本部で提示する「論点整理」に盛り込む。国会で

の改憲論議を前進させたい考えだが、安倍晋三首相が提起

する９条への自衛隊明記などの実現につながるかは不透明

だ。 

 改憲により解散権を制約すべきだとの主張は、衆院の野

党第１党の立憲民主党が掲げている。自民党は立憲の考え

を検討課題と位置付け、国会での憲法論議に引き込む狙い

がありそうだ。 

 改憲をめぐり、公明党は与野党の幅広い合意形成の必要

性を唱え、野党第１党の理解を得ることを求めている。こ

のため、自民党の改憲推進本部幹部によると、論点整理で

は、解散権制約を明示はしないが「各党の提案も積極的に

検討する」などと打ち出し、野党に配慮する姿勢をアピー

ルする。（時事通信2017/12/12-20:17） 

 

憲法前文は「コピペ」＝中曽根氏 

 自民党憲法改正推進本部の顧問を務める中曽根弘文元外

相は１２日、現行憲法の前文について「各国憲法などを引

用して継ぎはぎして書いた。今風に言えば『コピペ』だ」

と発言した。大阪市で開かれた柳本卓治参院憲法審査会長

のパーティーで語った。 

 中曽根氏は前文の「平和を愛する諸国民」との表現に触

れ、「中国は軍拡をやっており、北朝鮮はご覧の通り。『平

和を愛する諸国民』なんてとんでもない」とも語り、前文

の見直しを訴えた。 

 柳本氏は「（自民党が掲げた９条改正などの）４項目以外

に、前文も考えなければならないと思う」と同調した。（時

事通信2017/12/12-20:58） 

 

憲法前文は「コピペ」 中曽根元外相が発言 

共同通信2017/12/12 23:11 

 自民党の中曽根弘文元外相は 12 日、大阪市で開かれた

柳本卓治参院議員のパーティーで、日本国憲法の前文につ

いて「各国の憲法を参考にして引用してきた。つぎはぎで

作ったのが今の憲法の前文。いわゆる今風に言うとコピペ

（文章の切り貼り）だ」と述べた。 

 中曽根氏は前文の「平和を愛する諸国民」の表現を挙げ、

「周りの国は平和を愛し、それを信用してという文だが今

はどうか」と指摘。「日本民族の在り方やこの国の方向性を

書くのが前文。これも直さないといけない」と強調した。 

 

産経新聞2017.12.13 01:00更新  

【政界徒然草】自民の憲法改正議論にブレーキ そのワケ

は大勝した衆院選に！？ 

約１年ぶりに審議を再

開した参院憲法審査会。具体的な進展はなかった＝１２月

６日、国会内（斎藤良雄撮影）  

 自民党の憲法改正議論のペースが明らかに遅くなった。

当初は年内に改正案をまとめる目標を掲げていたが、年内

は具体的な条文案どころか、テーマごとの論点を指摘する

だけで議論を終えそうだ。この調子では来年の通常国会に

改憲原案を提出する目標は難しい。党幹部に事情を聴くと、

ブレーキの原因は大勝したはずの１０月の衆院選という。

比例代表の得票差が与野党でほとんどなくなったことが、

自民党の改憲論を尻込みさせているというのだ。 

 １２月６日、約１年ぶりに議論を再開した参院憲法審査

会。冒頭で発言した自民党の磯崎仁彦氏（６０）は、党を

代表して憲法改正議論の現状をこう説明した。 

 「自民党の憲法改正推進本部では、９条に自衛隊を明記

することで、合憲・違憲問題を払拭する。具体的にどのよ

うな条文にすればいいのか、議論を深めているところだ」 

 磯崎氏は９条に加え、緊急事態条項▽教育無償化・充実

強化▽参院の「合区」解消－の改憲４項目について議論を

進めていることも強調した。ただ、条文案をいつまでにま

とめるかや、国会の憲法審査会の提案時期などは言及を避

けた。 

 自民党総裁の安倍晋三首相（６３）は５月、平和主義や

戦力不保持を定めた９条の１、２項を変えずに自衛隊の存

在を明記することを提案した。党幹部はその直後、年内に

具体的な改憲条文案をまとめ、来年の通常国会で条文案を

衆参両院の憲法審査会に提出する方針を公言していた。 

 ５月当時は、来年秋の党総裁選と同年１２月の衆院議員

の任期満了を見据え、衆院選と憲法改正の是非を問う国民

投票を来年秋以降に同時実施する案も念頭にあったとみら

れる。条文案の策定と国会の憲法審での議論は年単位の時

間がかかるはずだが、自民党幹部は「毎週でも改憲の議論

を進めれば来年中の発議に間に合う」と鼻息を荒くしてい

た。 

 ただし、この流れを大きく変えたのが、民進党低迷の急

所を突いた９月の衆院解散と１０月の総選挙だ。お粗末な

野党の離合集散劇に助けられ、自民党は単独過半数を大き

く上回る２８１議席を獲得した。追加公認の３議席と公明

党の２９議席と合わせれば、与党で改憲発議に必要な３分

https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu&rel=ja
http://www.sankei.com/politics/photos/171213/plt1712130002-p1.html
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の２（３１０議席）を超える３１３議席を確保した。 

 自民党は衆院選で憲法改正を公約の主軸に据えた。圧勝

した結果を踏まえれば、普通は当初の改憲スケジュールが

加速してもおかしくない。ところが、自民党で改憲議論に

携わる幹部の表情は、なぜか重いのだ。 

 「衆院選の比例代表の票の出方に着目しろ。軽々に国民

投票などできない事情が分かるから」 

 ある党重鎮は、苦々しい表情でこう打ち明ける。 

 衆院選で、自民党は比例代表で約１８５６万票、公明党

は約６９８万票を得た。一方、野党側は、民進党から分裂

した立憲民主党が約１１０８万票、希望の党は約９６８万

票も得ている。前回の平成２６年衆院選で旧民主党は約９

７８万票にとどまったが、分裂した立憲民主、希望両党を

足せば倍以上に得票を伸ばした形だ。 

 加えて、綱領に現行憲法の全条項厳守をうたう共産党は

約４４０万票、社民党は約９４万票を獲得した。 

 希望の党が安倍首相の憲法改正提案に反対すると仮定す

れば、立憲民主、希望、共産、社民の４野党の合計得票は

２６１０万票に達する。対する与党側は自公を足しても２

５５４万票で、４野党の総得票に及ばない。 

 立憲民主、共産、社民の各党に投票した有権者は、自民

党の改憲案に対し、国民投票で賛成を投じる可能性は低い

とみられる。希望の党は「現実的な安全保障政策」を掲げ、

９条への自衛隊明記にも前向きな議員が多いが、安倍政権

への対決姿勢は捨てていない。  

 仮に安倍首相が政治生命をかけて現憲法下で初めて改憲

発議に踏み切れば、希望の党といえども「国民投票で敗れ

れば首相の首が飛ぶ」と判断し、他の野党と「反対」で足

並みをそろえる事態は否定できない。 

 仮に来年中に改憲発議にこぎつけても、国民投票で負け

かねない－。これが、自民党幹部の抱える懸念だ。 

 党憲法改正推進本部の幹部は「１２月９日に特別国会が

閉じた後、毎日のように改憲の議論をすればいいのに『議

論を急ごう』という機運はまったくない。首相や党幹部が、

来年の発議を諦めたのでないかと疑う」と打ち明ける。 

 安倍首相にとって憲法改正は、政治家として最もこだわ

るレゾンデートル（存在意義）といってもいい。仮に首相

が当面の発議を見送れば、来年秋の党総裁選での３選は揺

るがないだろうが、再来年の参院選では首相の求心力低下

を受け厳しい事態も予想される。 

 党本部では「来年に改憲発議がないなら、１年間をゆっ

くり過ごせる」との楽観論であふれている。しかし、本当

に発議を見送るなら、党は近い将来、より大きな危機を迎

えるのでないか。それなのに、師走の党本部は、なんとも

のんびりした空気に包まれているのだ。 （政治部 水内

茂幸） 

 

教育勅語めぐる閣議決定に反対する報告書 日本教育学会 

ＮＨＫ12月13日 4時05分  

 

教育勅語について、政府がことし３月に「憲法や教育基本

法に反しない形で授業で使用することは否定しない」と閣

議決定したことについて、教育の専門家で作る学会は、こ

うした政府の方針に反対する報告書をまとめました。 

報告書を作成したのは、全国の教育の専門家で作る「日本

教育学会」です。 

戦前の学校で教えられた教育勅語は、大阪の学校法人「森

友学園」が運営する幼稚園で園児に暗唱させていたことが

国会で問題となりました。 

報告書では、政府がことし３月、「憲法や教育基本法に反し

ない形で授業で使用することは否定しない」と閣議決定し

たことなどを批判しています。具体的には政府が「教育勅

語には親孝行や夫婦仲良くなど、現代に通じる普遍的な価

値がある」と答弁したことに対して、「教育勅語では身を捧

げて天皇や国家に尽くすよう教えており、道徳的な価値と

して教えることは重大な過ちだ」と指摘しています。 

そして、学校で教育勅語を教える場合は、社会科で歴史的

事実を示す資料として用いるか、戦前の体制を支えたもの

として、批判的に取り上げるかに限られるとしています。 

日本教育学会の広田照幸会長は「教育勅語がもたらした負

の歴史に目を向けるべきだ」と話していました。 

学会は、全国の教育委員会に報告書を送付するとともに、

政府に閣議決定の撤回を求めることにしています。 

 

陸上イージス、１基１千億円弱＝防衛省 

 防衛省は１２日、自民党本部で開かれた国防部会などの

合同会議で、米国から導入予定の陸上配備型迎撃ミサイル

システム「イージス・アショア」について、１基の価格が

１０００億円弱に達するとの見通しを示した。これまでは

１基８００億円と説明していた。 

 小野寺五典防衛相はこの後の記者会見で「今後どのくら

いの費用がかかるか調査していく」と述べるにとどめた。

（時事通信2017/12/12-20:19） 

 

地上イージス1基1千億円 防衛省、自民部会で説明 

共同通信2017/12/12 13:00 

 防衛省は 12 日、自民党の国防部会などの合同会議で、

北朝鮮からの弾道ミサイル防衛（BMD）の強化策として2

基導入する地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」

について、取得費が1基当たり1千億円弱と説明した。レ

https://www.jiji.com/jc/giin?d=78db4919f73c50e39d25735e0d2d420c&c=syu&rel=ja


3 

 

ーダーなど装備の性能によりさらに高くなる可能性もある

とした。政府は関連費用を 2017 年度補正予算案に計上す

る。 

 小野寺五典防衛相は 12 日の記者会見で「今後どのくら

いの費用がかかるか調査する」と述べた。 

 合同会議では、航空自衛隊戦闘機に搭載する3種類の長

距離巡航ミサイルを新たに導入する防衛省の方針を了承し

た。 

 

陸上イージス「１基１千億円弱」防衛省、試算を上方修正 

朝日新聞デジタル相原亮2017年12月12日18時33分 

 防衛省は１２日の自民党会合で、北朝鮮の弾道ミサイル

発射に対応するため導入する陸上配備型迎撃ミサイルシス

テム「イージス・アショア」の設置費用について、「１基１

千億円弱」との見通しを示した。２基設置するため、計２

千億円程度となる。これまで１基８００億円、計１６００

億円程度と見積もっていた。 

 イージス・アショアは米国製で、日米両政府間で取引す

る有償軍事援助（ＦＭＳ）で導入する。これまで防衛省は

与党に対し、「１基８００億円」との見通しを示していたほ

か、小野寺五典防衛相も先月末の参院予算委員会で「一般

的な見積もり」としながらも、「一つだいたい８００億」と

答弁していた。政府は秋田市と山口県萩市に１基ずつ設置

し、２０２３年度に運用を開始する方針。当初の見積もり

だと計１６００億円程度だった。 

 小野寺氏は１２日の閣議後会見でイージス・アショアの

価格について「今後どのぐらいの費用がかかるか、調査を

していくことになる」と明言を避けた。ただ、イージス・

アショアに搭載する新型迎撃ミサイル「ＳＭ３ブロック２

Ａ」の能力を十分に生かすには、最新鋭レーダーを備える

必要がある。防衛省幹部は「まだ価格上昇の可能性が十分

ある」と話す。 

 さらにＳＭ３ブロック２Ａは１発数十億円と言われてお

り、全体の運用コストがさらにかかるのは避けられない情

勢だ。（相原亮） 

 

産経新聞2017.12.12 18:59更新  

政府が１９日にイージス・アショア導入を閣議決定 取得

費は１基「１千億円弱」 

 防衛省は１２日、弾道ミサイル防衛のための地上配備型

迎撃システム「イージス・アショア」の取得費について、

１基あたり「１千億円弱」になるとの見通しを自民党安全

保障調査会などの合同会合で示した。従来は約８００億円

と見積もられていた。搭載するレーダーの性能などにより、

さらに高くなる可能性もあるという。政府はイージス・ア

ショアの導入を１９日に閣議決定する方針。 

 防衛省は平成３０年度予算案に、２基導入に向けた測量

調査費や基本設計費など７億３千万円の関連経費を要求し

ている。 

 小野寺五典防衛相は１２日の記者会見で「（１千億円は）

まだ一般的な数字だ。今後どのくらいの費用がかかるかを

調査する」と述べた。設置場所については「さまざまな調

査を経て、最終的に地元の了解をいただいて決める」と述

べるにとどめた。 

 

新型迎撃ミサイル イージス・アショア “１基１０００億

円弱” 来年度予算案 

ＮＨＫ12月12日 11時12分 

  

防衛省は自民党の国防関係の会合で、新たに導入する地上

配備型の新型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」

の価格について、１基当たり１０００億円弱になるという

見通しを示しました。 

 

今月２２日に予定されている来年度予算案の決定を前に、

１２日、自民党の国防関係の合同会議が開かれ、小野寺防

衛大臣は新たに地上配備型の新型迎撃ミサイルシステム

「イージス・アショア」を２基導入するため、今年度の補

正予算案と来年度予算案に関係する経費を盛り込む方針を

説明しました。 

そして防衛省の担当者が、導入予定の「イージス・アショ

ア」の価格について「装備やレーダーの種類などによって

変わってくる」としたうえで、１基当たり１０００億円弱

になるという見通しを示しました。 

また、防衛省が新たに戦闘機に搭載する長距離巡航ミサイ

ルを導入することについて、出席者から「いわゆる敵基地

攻撃を意図したものではないことをはっきり示すべきだ」

という意見や「専守防衛の範囲内であることを国会で丁寧

に説明してほしい」といった要望が出されました。 

 

政府、ミサイル避難施設拡充へ 北朝鮮発射に備え、収容

数集計も 

共同通信2017/12/12 20:56 

 政府は北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイル発射を受け、国

http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www.asahi.com/topics/word/小野寺五典.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛相.html
http://www.asahi.com/topics/word/予算委員会.html
http://www.asahi.com/topics/word/秋田市.html
http://www.asahi.com/area/yamaguchi/
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛省.html
http://www3.nhk.or.jp/news/word/0000456.html?utm_int=detail_contents_news-keyword-title_001
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民保護法に基づく避難施設の数を増やす方針を固めた。既

に指定されている学校など全国約9万カ所の避難施設につ

いては収容人数を集計する。政府関係者が 12 日、明らか

にした。施設数の拡充とともに収容規模の明確化によって、

武力攻撃などに備えて住民や自治体が避難計画を立てやす

くする狙いがある。 

 内閣官房によると、今年4月現在、都道府県知事が指定

した避難施設は9万1735件ある。 

 

核兵器技術の保有を＝石破氏 

 自民党の石破茂元幹事長は１２日、ＢＳフジの番組で「核

兵器の技術を持っていることはけん制になる」と述べ、核

兵器の開発技術を保有すべきだとの考えを示した。理由に

ついて「技術を有することによって（核攻撃の）被害を局

限化できる」と語った。一方、「実際に持つべきだという話

ではない」と核保有は否定した。（時事通信 2017/12/12-

23:29） 

 

石破氏、核の傘「天気変わって、今までと同じでいい？」 

朝日新聞デジタル2017年12月13日00時18分 

自民党の石破茂元防衛相 

石破茂・元防衛相（発言録） 

 （米国の核の傘について）傘だから、どんな天気の時に

差すかという話。天気は変わった。北朝鮮がアメリカ本土

まで届く長距離核ミサイルを完成させつつある。安全保障

環境が変わっている。天気が変わったのに傘は今までと同

じ傘でいいですか。天気が急変したら、傘大丈夫かなと思

いませんか。傘が丈夫じゃないとまずくないか。傘はアメ

リカが持っているけども、大きな傘なのか、破れてないか

と検証しないで、傘があるから大丈夫はおかしくないか。 

 （非核三原則の見直しの議論について）遅きに失したと

ならないようにしたい。何かが起こった時に必ず出る反応

は、「なんであの時に言ってくれなかった」みたいな話だ。

「だから言ったでしょ」と言いたくない。それは政治家の

エクスキューズ。聞いてもらえるまで、少なくても議論が

できる環境を作るところまでやらないと。何を考えている

んだと批判もされ、核戦争大好きの侵略論者みたいな話に

なるが、批判を恐れて語らないんだったら、政治家でいる

意味って何なんだろうなと思う。（ＢＳフジの番組で） 

 

野党候補の一本化「あり」 枝野氏、国政選挙  

日経新聞2017/12/12 21:26 

 立憲民主党の枝野幸男代表は 12 日の文化放送のラジオ

番組で、国政選挙での野党候補の一本化に前向きな考えを

示した。「連立政権を目指しながら、候補者を一本化するの

は、ありだ。われわれが（選挙区）全部に立てる必要はな

い」と述べた。同時に、選挙目当てで安易に合流せず政党

の違いを認め合うのが前提だとの認識を示した。 

 いったん公認などを決定すると、その後の調整が難しく

なるとも強調。「候補者選びは、慎重にやるべきだ。衆院選

は、１年くらいはないと思う。まずは参院選の候補者をし

っかり選ぶ」と語った。〔共同〕 

 

民進 常任幹事会での党再生議論は紛糾か 

ＮＨＫ12月13日 5時50分 

民進党は、党の再生に向けて、１３日に開かれる常任幹事

会で、新党を結成することなど、複数の選択肢を議論する

ことにしていますが、「党の存続はすでに確認済みで、新党

結成はありえない」という意見が根強くあるなど、議論が

紛糾することも予想されます。 

民進党は、党の再生に向けて、１２日の会合で、党の存続

や党名の変更のほか、新党を結成することなど、複数の選

択肢を１３日開かれる常任幹事会に示して議論することを

確認しました。 

大塚代表ら執行部としては、複数の参議院議員が離党を模

索していることなどから、速やかな対応が必要だとして、

１３日の常任幹事会を経て、党の両院議員懇談会や全国幹

事会でも議論して、年内にも党再生の方向性を決めたい考

えです。 

しかし、党内には「党と地方組織の存続は１０月の両院議

員総会で確認済みで、新党の結成はありえない」という意

見が根強くあるほか、「党名を変更したとしても、看板のか

け替えだと批判を受ける可能性もある」といった声も出て

います。また、大塚代表が１２日に希望の党の議員と会談

するなど、連携の在り方を探る動きも出ていて、議論が紛

糾することも予想されます。 

 

大塚民進代表、解党を検討＝年内に結論 

 民進党の大塚耕平代表が党をいったん解党した上で新党

結成を検討していることが１２日、分かった。党関係者が

明らかにした。２０１９年の参院選に向けて「民進党のま

までは戦えない」との声が党内で強まっているためだ。た

だ、立憲民主党や希望の党への合流を視野に分党を求める

声や党存続を望む意見もあり、調整が続いている。 

 民進党は１２日午前、党本部で党改革に関する会合を開

催。この後、大塚氏は１３日に開く執行役員会に「複数の

https://www.jiji.com/jc/giin?d=b334c077923a6c2bdfb633e7ca50ba4a&c=syu&rel=ja
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171212005459.html
http://www.asahi.com/topics/word/石破茂.html
http://www.asahi.com/topics/word/防衛相.html
http://www.asahi.com/topics/word/核の傘.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/非核三原則.html
https://www.jiji.com/jc/giin?d=e3f07edd5670c3b0df8857dd52307574&c=san&rel=ja
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171212005459.html
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選択肢を提示する」と記者団に説明。同日の常任幹事会を

経て、年内に党改革の結論を出す方針だ。（時事通信

2017/12/12-11:06） 

 

民進代表、解党も選択肢 合流や党名変更含め提示 

共同通信2017/12/12 12:55 

 

民進党の再生策を協議する「党の戦略・組織・運営に関す

る改革本部」に臨む（左から）増子幹事長、大塚代表ら＝

12日午前、東京・永田町の党本部 

 民進党は12日午前、党の再生策を議論する「党の戦略・

組織・運営に関する改革本部」会合を党本部で開いた。大

塚耕平代表が選択肢として、解党した上での新党結成や、

他党との合流、党名変更などを提示した。幹部がそろう 13

日の常任幹事会に諮る。関係者が明らかにした。 

 10 月の衆院選を機に立憲民主党や希望の党と分裂した

形となった民進党は、党勢低迷から離党の動きが顕在化。

2019年の参院選や統一地方選に向け、立て直しを迫られて

いる。 

 大塚氏は改革本部の会合後、記者団に「それぞれの選択

肢にはメリット、デメリットがいろいろある」と述べ、具

体的な協議内容の説明は避けた。 

 

産経新聞2017.12.12 21:45更新  

民進・増子輝彦幹事長「倒産寸前の会社と違う」 

 民進党の増子輝彦幹事長は１２日、地元の福島県郡山市

で国政報告会を開き、党再生に関し「多くの経営者から『破

産管財人みたいだね』といわれる。現状はそう見えるのか

もしれないが、私たちは倒産寸前の会社とは違う」と訴え

た。 

 理由として衆参両院の議員に加え、全国に地方組織と地

方議員を抱えていると強調。政党交付金として受け取った

党保有資金が約７０億円あるとした上で「野党の中で、こ

れだけの人材と組織、お金があるのは民進党だけだ」と語

った。 

 

民進、13日に「解党」協議 大塚氏、年内結論目指す 

共同通信2017/12/12 19:06 

 民進党は 13 日、大塚耕平代表ら幹部がそろう常任幹事

会を開き、解党を含む党再生策を巡って協議する。解党し

た上での新党結成のほか、他党との合流、党名変更などの

選択肢を示して論議。執行部は 14 日以降も、両院議員懇

談会や地方組織の幹部を集めた会合で話し合いを重ね、年

内にも意見集約したい考えだ。再生策の結論を出せるかは

不透明で、混迷がさらに深まる可能性もある。 

 大塚氏は 12 日、常任幹事会で複数の再生策を示すと説

明。その上で「常任幹事会だけで決められない。地方組織

の同意も必要だ」として、幅広く意見を聴取する意向を明

らかにした。 

 

民進・大塚代表、解党を検討…蓮舫氏は反対姿勢 

読売新聞2017年12月12日 07時13分 

 民進党の大塚代表が、党再建の方策として、「解党したう

えで新党を結成する」との案を検討していることが１１日、

わかった。 

 支持率が低迷する中、党内では「党存続は困難」とする

声が強まっており、こうした意見をくんだとみられる。 

 大塚氏ら執行部は同日、党本部で再建策について協議し

た。 

 執行部は１３日の党常任幹事会で、今後の党のあり方に

ついて具体策を複数提示する予定だ。解党して新党を結成

する案以外にも、党を存続させる案や、他党と合流する案

などを示す方向で調整している。 

 蓮舫元代表は「党として存続を決めている」などとして、

解党に反対する姿勢を示しており、党内には蓮舫氏に同調

する声もある。 

 執行部は国会議員や地方議員らの意見を踏まえて再建策

を一つに絞り込み、２５日にも最終決定したい考えだ。意

見集約が難航すれば、所属国会議員による多数決も検討し

ている。 

 

産経新聞2017.12.12 05:00更新  

民進・大塚耕平代表が解党検討 小川敏夫参院会長も「分

党」模索、立憲民主党への合流視野 

民進党の大塚耕平代表  

 民進党の大塚耕平代表が同党をいったん解党し、新党と

して出直す方向で検討に入ったことが１１日、分かった。

小川敏夫参院議員会長も立憲民主党への合流を視野に民進

党の「分党」を模索している。複数の民進党関係者が明ら

かにした。 

 民進党は１２日に「党の戦略・組織・運営に関する改革

本部」の会合を予定している。大塚氏は遅くとも１３日の

常任幹事会までに提案する構えだ。 

http://www.sankei.com/politics/photos/171212/plt1712120005-p1.html
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 民進党には立民入党を念頭に離党を検討する議員が複数

いる。いったん分党してから立民に合流するという手続き

を踏むことで、民進党の政党交付金を議員数などに応じて

受け取ることが可能になるためだ。 

 小川氏は「離党予備軍」と目される複数の参院議員に個

別に接触し「単独行動はやめてほしい」などと訴えている。 

 ただ、岡田克也常任顧問ら衆院側を中心に党存続を重視

する議員からの反発は必至で、曲折も予想される。 

 

民進、解党せず希望と合流が有力 党名変更も検討 

朝日新聞デジタル岡本智2017年12月12日23時58分 

 民進党は１３日の常任幹事会で、「新党」の立ち上げを含

む党再建策についての議論を本格化させる。民進では、解

党せずに政治資金と組織を維持したうえで、希望の党との

合流を目指す案が有力となっている。両党内に反対論がく

すぶり、思惑通りに進むか不透明だ。 

 民進は１２日、党の再建に向けた戦略や組織のあり方を

検討する改革本部の会合を開き、「新党構想」を含む複数の

選択肢を常任幹事会に示すことを確認した。大塚耕平代表

は記者団に、「改革本部で特定の選択肢は決めない。常任幹

事会で議論する」と述べた。 

 衆院選で立憲と希望に分裂した… 

 

解党・党名変更・現状維持 民進、再建に３案検討へ 

朝日新聞デジタル2017年12月12日11時49分 

 党の再建策を検討してきた民進党は１２日の会合で、解

党を含めた三つの選択肢を１３日の常任幹事会に示すこと

を決めた。関係者が明らかにした。選択肢は解党したうえ

で新党を立ち上げる案のほか、党名の変更、現状維持の２

案。執行部は２５日の国会議員と地方組織の合同会議で方

針を決めたい考えだが、年内に結論を出せるか不透明だ。 

 ３案を示すことを決めたのは「党の戦略・組織・運営に

関する改革本部」。改革本部のメンバーの間では解党論が大

勢を占めているが、岡田克也元代表や蓮舫元代表らは解党

に慎重な姿勢を見せている。大塚耕平代表は会合後、記者

団に「地方組織の同意も必要。どう決めるかということも

常任幹事会で議論する」と述べた。 

 

民進  解党、党名変更、存続…大塚代表３案を提示へ 

毎日新聞 2017年 12月 12日 20時 33分(最終更新 12月

12日 23時08分) 

 民進党の大塚耕平代表は、１３日の党常任幹事会で示す

党改革案として、解党して新党を結成▽党名変更▽現状維

持で党を存続－－の３案を提示する方針を固めた。１２日

の党会合で確認した。１４日に両院議員懇談会を開いて議

論し、年内に結論を得る。解党・新党結成の場合、希望の

党など他党からの議員合流も視野に入れている。ただ、民

進党内には解党・新党方針に反発して立憲民主党入りを探

る議員もおり、議論が紛糾するのは必至だ。  

 

「再結集」を巡る民進党、立憲民主党、希望の党の立場 

 党改革を巡っては、執行部が「解党的出直し」を目指し

て議論を始め、１３日に中間報告をまとめる予定だ。大塚

氏は１２日の会合後「地方組織の同意も必要で、どのよう

に決めるか常任幹事会で議論する」と記者団に語った。民

進執行部は、２５日に衆参両院議員と地方組織幹部らによ

る会合を開き、結論を得たい考えだ。  

 同党は、地方組織を含め当面は党組織を存続させると決

めたばかり。性急な解党・新党方針への異論も根強く、篠

原孝選対委員長は１２日、記者団に「民進党を解党して変

に分割していくのは絶対反対だ」と語った。  

 しかし２０１９年の参院選を控え、地方組織や議員には

「民進党の名前のままでは戦えない」との声もくすぶり続

けている。大塚氏は「メリットとデメリットはそれぞれに

ある。特定の選択肢に集中して議論しているのではない」

と語った。いったん３案を提示し、議論の着地点を探るの

が執行部の狙いだ。【光田宗義】  

 

民進解党など提案 大塚代表、党会合で協議 

東京新聞2017年12月12日 夕刊 

  民進党の大塚耕平代表は十二日午前、党再生の道筋を議

論する「党の戦略・組織・運営に関する改革本部」の会合

で、参院議員主体の同党をいったん解党し、衆院議員も含

めた希望者で新党をつくる「解体新党」案を含めた党再生

案を提示した。 

 関係者によると、会合で大塚氏は解体新党案や、党名変

更案を示した。党内では、他党との合流案も検討されてい

る。大塚氏は会合後、十三日の党常任幹事会に、複数の選

択肢を示す考えを記者団に明らかにした。解体新党案など

を提案するとみられる。 

 党勢低迷が続く同党は、地方組織を維持しつつ「解党的

出直し」の必要性を明記した党再生指針のたたき台を四日

に了承している。 

http://www.asahi.com/special/seijishikin/
http://www.asahi.com/topics/word/岡田克也.html
http://www.asahi.com/topics/word/蓮舫.html
https://mainichi.jp/ch160300001i/%E6%B0%91%E9%80%B2
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 だが、有田芳生参院議員や、民進会派の川田龍平参院議

員（無所属）が相次いで立憲民主党への合流を表明。大塚

氏は、状況の好転は難しいと判断し、解体新党案を含めた

再生案に傾いたとみられる。民進党内でも、現状では二〇

一九年参院選は戦えないと懸念する声が出ている。 

 大塚氏は、常任幹事会で了承を取りつけられれば、両院

議員総会などであらためて所属議員らに諮り、年内に結論

を得たい考え。 

 一方、党内には、岡田克也常任顧問や蓮舫参院議員らを

中心に、解党に否定的な見方もあり、意見集約は難航する

可能性がある。 （山口哲人） 

 

民進地方議員6人が離党届、大阪 立憲へ入党意向 

共同通信2017/12/12 20:42 

 民進党大阪府連に所属する地方議員 6 人が 12 日、離党

届を提出した。全員立憲民主党へ入党する意向という。関

係者が明らかにした。 

 関係者によると、6人は高槻市議 5人と島本町議 1人。

民進府連は今後、受理するかどうかを決める。 

 立憲民主は11月に大阪府連を設立。2019年の統一地方

選を見据え、府内の民進地方議員の入党希望者を全員受け

入れる方針を示している。 

 

民進党は野党共闘で「費用対効果」アップ 昨年の参院選 

朝日新聞デジタル平井良和、寺本大蔵、平林大輔 2017 年

12月12日10時34分 

２０１６年参院選野党共闘１人

区の勝敗（○当選 ●落選） 

 ２０１６年の参院選では「野党共闘」が本格化し、定数

１の「１人区」で自民党公認候補を破るなど一定の成果を

上げた。各党がどのように「カネ」を使ったのか。総務省

が今年公表した政治資金収支報告書から、流れが見えてき

た。 

 民進党本部の収支報告書を分析すると、野党共闘が追い

風になり、結果として同党にとって「費用対効果」のいい

選挙となった実態が浮かんだ。 

 報告書によると、７月の参院選の投開票日までに党本部

から都道府県連に支出された資金の総額は約１５億円。前

身の民主党として参院選に臨んだ１３年の同時期とほぼ同

じ水準だ。 

 それでも１６年参院選では、選挙区と比例区をあわせて

３２議席を獲得し、１３年の１７議席からほぼ倍増。とり

わけ、１３年は公認候補が全敗した定数１の「１人区」で

７人が当選した。党幹部は「共闘は資金面でも効果があっ

た」と振り返る。 

 勝った７選挙区のうち、１３年時点でも１人区だった５

選挙区の資金投入をみると、青森、福島には１３年の２倍

近い資金を出し、大分は微増、三重は微減、山梨は半額ほ

ど。戦略的な資金投入が奏功したというより共産党が候補

を下げるなどし、「統一候補」として集票できた効果が大き

いようだ。党関係者は「次期参院選も１人区では立憲民主

や希望の党、共産を含めて共闘すべきだ」と話す。 

 共産党中央委員会の収支報告書によると、参院選投開票

日までに中央委から「選挙関係」として都道府県委に支出

した資金の総額は１３年の約７９００万円から、１６年は

約９１００万円に増えた。 

 １３年は沖縄を除く全選挙区に候補者を立てたが、１６

年は公認候補が「野党統一候補」となった香川選挙区を除

くすべての１人区で擁立を見送った。選挙区候補は１３年

の４６人から１４人に減る一方、比例区候補を１７人から

４２人に増員。１人当たりの供託金は選挙区３００万円、

比例区６００万円のため、総額は約５千万円増となった。 

 選挙関係の資金は、公認候補が立った複数人区の１３都

道府県と香川に全体の８割近くを集中。しかし、１３年に

議席を得た大阪、京都で敗北し、選挙区で得たのは東京の

１議席だけだった。比例区も１３年と同じ５議席だった。 

 中央委関係者は「選挙区の公認候補は絞ったが、党とし

ての運動を減らさないよう、資金を出した。負担は増えて

も妥当だったと思う」と説明する。 

 １６年参院選では、１人区のうち１６選挙区で「野党統

一候補」として無所属が立った。収支報告書から、資金面

での共闘の様子も明らかになった。 

 熊本選挙区に立候補した阿部広美氏の後援会には、選挙

前に民進党側から計６００万円、共産党県委、社民党県連

合からそれぞれ６００万円、維新の党県総支部から５００

万円の収入があった。関係者は「資金がないからみんなで

応援しようと、各党で金額を申し合わせた」と話す。 

 収入にはほかに、弁護士や地方議員らから約８６５万円

の寄付があった。支出では、チラシの印刷代として共産党
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側に２０万円を支払っている。 

 富山選挙区の道用悦子氏の後援会には選挙前に社民党県

連合から２７５万円、共産党県委から１００万円、生活の

党から５０万円超が入った。社民党県連合はさらに「陣中

見舞」として１００万円を道用氏個人に支出。民進党県連

も個人に推薦料として１００万円を出した。 

 一方、栃木選挙区の田野辺隆男氏の後援会には各党から

の支出はなかった。民進党県連が推薦料として８５０万円

を田野辺氏個人に出していた。（平井良和、寺本大蔵、平林

大輔） 

 

公明埋没に危機感、自民への政策要求強める 

読売新聞2017年12月12日 13時17分 

 「人づくり革命」や税制改正などの目玉政策を巡り、公

明党が政府・自民党への要求を強めている。 

 先の衆院選で議席を減らし、「独自色を発揮しなければ埋

没する」（幹部）と危機感を募らせているためだ。 

 公明党の斉藤鉄夫税制調査会長は１１日、会社員が所得

増税となる年収の線引きを「８５０万円超」とすることに

ついて、「我が党から出た意見の方向性でよいとなった」と

安 堵
あんど

の表情を浮かべた。 

 自民、公明両党の税調幹部は当初、増税となる線引きを

「８００万円超」とすることで合意した。だが、公明党内

から「中間層の消費が冷え込む」との反対論が噴出し、「８

５０万円超」へ引き上げた。増税対象を絞りたい首相官邸

の意向もあり、自民党税調は受け入れざるを得なかった。 

 

安倍首相「脅威、現実的に」＝自身は「挑」、枝野氏「立」

－今年の漢字 

 

記者団に自身の今年の漢字を聞かれ「挑」と述べる安倍晋

三首相＝１２日午後、首相官邸 

 安倍晋三首相は１２日、「今年の漢字」に「北」が選ばれ

たことについて、首相官邸で記者団に「北朝鮮の脅威が大

変現実的な、差し迫った脅威になった１年間だったという

ことだ」と感想を述べた。菅義偉官房長官も記者会見で「弾

道ミサイル発射や核実験が繰り返され、国民が高い関心を

寄せた表れではないか」と語った。 

今年の漢字は「偽」＝共産・小池氏 

 首相は、自身が選ぶ今年の漢字については「挑」を挙げ、

「少子高齢化、北朝鮮の脅威に挑んでいく１年だった。こ

の国難に挑むために総選挙に挑んだ年でもあった」と強調。

菅氏は北朝鮮対応に万全を期したとの自負からか、「安心安

全の『安』」とした。 

 一方、立憲民主党の枝野幸男代表は文化放送の番組で「私

は『立』。立憲民主党の『立』だし、多くの皆さんから『枝

野、立て』と背中を押してもらった」と、１０月の新党結

成を振り返った。（時事通信2017/12/12-18:08） 

 

今年の漢字、首相は「挑」 枝野氏は「立」、理由は… 

朝日新聞デジタル2017年12月12日23時01分 

 安倍晋三首相は１２日、２０１７年を表す漢字に「挑」

を選んだ。首相官邸で記者団に問われ、「少子高齢化という

大きな壁に挑む挑戦をスタートし、北朝鮮の脅威に国際社

会と共に挑んでいく一年だった。この国難に挑むために総

選挙に挑んだ年でもあった」と理由を語った。 

 菅義偉官房長官は同日の記者会見で「安全・安心の『安』」

と答えた。 

 一方、立憲民主党の枝野幸男代表が選んだのは「立」。「立

憲民主党を立てるに当たっては、『枝野立て』と多くの皆さ

んから背中を押していただいた」と振り返った。共産党の

小池晃書記局長は「偽」で、「国会の安倍首相の答弁は事実

をそらす答弁がずっと続いていた」と批判した。 

 

共産・小池氏、今年の漢字は「偽」 首相の国会答弁に 

朝日新聞デジタル2017年12月11日22時47分 

共産党の小池晃氏 

小池晃・共産党書記局長（発言録） 

 （今年を象徴する漢字一文字は？）偽り、偽（にせ）、フ

ェイク。「偽」という字ですね。偽りの答弁、偽りの行政、

偽りの外交。 

 国会の安倍（晋三）首相の答弁なんていうのは、本当に

事実をそらす答弁がずっと続いていたのではないかなと思

いますし、官僚が様々に森友問題や加計問題で言ったこと。

（森友問題をめぐり官僚が）「価格は提示をしておりません」

と言ったのに対して、実際に（当事者の録音）テープが出

てきたら、「あれは金額であって価格ではない」と。まさに

偽りの答弁じゃないですか。 

 そういったことが続いた１年だったなと思います。トラ

ンプ（米大統領の発言）だってフェイクと言われているわ

けで、世界中にこういう偽り、フェイクということが広が

った一年なのかなと。来年こそは真実の政治を実現する、
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そういう年にしていきたいなと思います。（国会内での記者

会見で） 

 

今年の漢字は「北」 その理由は「北朝鮮」に加えて… 

朝日新聞デジタル大村治郎2017年12月12日17時29分 

今年の

漢字に選ばれた「北」を揮毫（きごう）する清水寺の森清

範貫主 

 ２０１７年を表す漢字は「北」。日本漢字能力検定協会（京

都市東山区）は１２日、全国から募った「今年の漢字」を

京都・清水寺（同）で発表した。森清範貫主（せいはんか

んす）が縦１・５メートル、横１・３メートルの和紙に墨

で書き上げた。 

 １５万３５９４票の応募のうち、「北」は最多の７１０４

票だったという。同協会によると、選んだ理由で多かった

のは、弾道ミサイル発射や核実験強行など北朝鮮による脅

威▽九州北部豪雨による被害▽天候不順で北海道産ジャガ

イモが不足し、ポテトチップスの一部が販売中止に▽プロ

野球・北海道日本ハムの大谷翔平選手が米大リーグに移籍

し、早稲田実業高から清宮幸太郎選手が入団▽競馬でキタ

サンブラックが活躍、など。 

 ２位は「政」（３５７１票）、３位は「不」（３３２３票）、

４位は「核」（３１３８票）、５位は「新」（２９５８票）だ

った。 

 森貫主は「『北』という漢字は２人が背を向けている姿を

表している。同じ２人でも『仁』はお互い話をし、平和な

世の中を築こうという仁愛に通じる。話し合いをしなけれ

ば思いは通じない。平和に向かって努力することが大事だ」

と感想を述べた。 

 今年は「清水の舞台」で知られる国宝の本堂が檜皮（ひ

わだ）屋根のふき替え工事中のため、７年ぶりに奥の院（国

重要文化財）で発表された。（大村治郎） 

 

日米和解、過去見つめてこそ サーローさんは語り続ける 

朝日新聞デジタル聞き手 核と人類取材センター・田井中

雅人2017年12月12日19時32分 

 ＩＣＡＮの受賞の意義や、自身のことについて話したこ

れまでの回に続き、核廃絶に向けて日本やアメリカがどう

向き合うべきかについての考えなど、トロントでのインタ

ビューの内容を紹介する。 

オスロで１０日、ノーベル平和賞の授

賞式で講演するサーロー節子さん＝林敏行撮影 

 

 

 今年のノーベル平和賞を受賞した国際ＮＧＯ「核兵器廃

絶国際キャンペーン」（ＩＣＡＮ）の「顔」として、広島で

の被爆体験を世界で証言してきたサーロー節子さん（８５）

＝カナダ・トロント在住。 

サーロー節子（せつこ） １９３２年広島市生まれ。１３

歳の時に被爆。５４年、広島女学院大を卒業して米国留学。

結婚してカナダに移住。７５年にカナダ初の原爆展をトロ

ント市庁舎で開催。２００６年カナダ勲章を受章。０７年

に発足したＩＣＡＮの「顔」として世界各国で被爆体験を

証言、１７年の国連本部での核兵器禁止条約交渉会議でも

演説した。 

ビキニ被曝当時、アメリカ人の意識 

 ――サーローさんは１９５４年にアメリカに留学しまし

た。ちょうど、日本のマグロ漁船「第五福竜丸」が太平洋

ビキニ環礁でのアメリカの核実験で被曝（ひばく）した年

ですが、地元メディアの取材に「アメリカは悪いことをし

た」という趣旨のことを言われました。 

 そうです。あのころのアメリカ人たちには、全然、そん

な意識なんてありませんでした。 

 ――「リメンバー・パールハーバー」ですか。 

 （原爆投下を命じた、当時の）ハリー・トルーマン大統

領自身、そういう態度でした。みんな文句を言わないでの

み込んでいたんですから、これは戦時中に私が日本で目撃

した日本人の行動と同じだと思いました。（アメリカは）民

主的な国とか、フリーな国とか言いますが、そういうもの

ではなかった。戦後、広島からの訪問団に彼は「何度でも

やるよ（原爆を使うよ）」と話していました。それを報道で

知った広島市議会が怒りました。 
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 ――（元新聞記者で核兵器廃絶を求めて活動している）

トルーマン大統領の孫のクリフトン・トルーマン・ダニエ

ルさんがジョー・オダネルという被爆直後の広島・長崎を

撮影したカメラマンから聞いた話によると、戦後、ホワイ

トハウスのカメラマンになったオダネル氏が１９５０年代

にトルーマン大統領に同行してウェーク島に行って２人き

りになった時、広島・長崎への原爆使用を後悔しているか

どうか聞いたそうです。「あなたは後悔しているのですか」

と。トルーマンは「後悔しているに決まっているだろ！（Ｈ

ｅｌｌ， ｙｅｓ！）」と答えたそうです。日本の降伏を促

すため、広島に続き、東京の完全破壊を勧める上院議員に

対しても、大統領は１９４５年８月９日付の手紙で「国家

指導者たちが強情だからという理由で国民を皆殺しにして

しまうことを私自身はおおいに後悔しているのです。私と

しては、極限までに必要でない限りは、それ（原爆）を使

うつもりはありません」と書いてありました。（トルーマン

図書館所蔵） 

 そういう証拠が見つかったと。いままでそういうことは

信じられなかったです。うれしいですね。そういうものが

見つかったというのは。（孫である）クリフトンさんは葛藤

していたかもしれません。退役軍人の言ったこと、被爆者

の言ったこと、両者の説明だけをして、自分の立場は示さ

なかったと私は思います。いつの日か彼も、自分の立場が

明瞭になるようにと思いながら友達として付き合いました。

どこまで歴史的な事実と正面から向き合うのだろうか、と。 

 ――クリフトンさんは今、あるシナリオを書いているそ

うです。それはサーローさんが祖父のトルーマン大統領に

会ったらどうなるかというものだそうですが。 

 当初、クリフトンさんは私に会うのが怖かったと思いま

す。私ははっきりとものを言います。特に歴史的な事実を。

被爆者の人はアメリカに来てそういうことは言いたくない

のです。アメリカ人の気持ちを悪くさせるようなことを言

いたくない。被爆者が「いえいえ、日本人はちっとも怒っ

ていませんよ」なんて、うそばっかり言っている。それは

いけません。 

■精神医学者が書いた「罪の… 

 

核兵器、必要悪でなく絶対悪 受賞講演でサーローさん 

朝日新聞デジタルオスロ＝松尾一郎2017年12月12日05

時17分 

 ノルウェーのオスロで１０日あったノーベル平和賞の受

賞講演で、国際ＮＧＯ「核兵器廃絶国際キャンペーン」（Ｉ

（アイ）ＣＡＮ（キャン））のベアトリス・フィン事務局長

（３５）と、ＩＣＡＮの運動をリードした一人で被爆者の

サーロー節子さん（８５）＝カナダ在住＝は、迫る核兵器

使用の危機を説いた。法的な核兵器の禁止を訴えたが、核

を安全保障の柱に据える国々は早速、冷ややかな反応を見

せた。 

 フィンさんの言う危機の一つは、核兵器が偶発的に使わ

れることだ。「唯一の理性的な行動は、突発的なかんしゃく

によって、私たちが互いに破壊されてしまうような状況で

生きることをやめることだ」と述べると、大きな拍手を浴

びた。 

晩餐（ばんさん）会

の会場前に集まった市民らに手を振るサーロー節子さん

（左）と「核兵器廃絶国際キャンペーン」（ＩＣＡＮ）のベ

アトリス・フィン事務局長＝１０日午後、オスロ、林敏行

撮影 

 フィンさんは、米国とソ連による冷戦時代から、核武装

国が９カ国まで増えた状況の変化を指摘。「テロリストもい

れば、サイバー戦争もある。これらすべてが、私たちの安

全を脅かしている」とし、核が使われる危険性が高まって

いると警鐘を鳴らした。 

 広島と長崎への原爆投下後、世界が核戦争を回避してこ

られたのは「分別ある指導力に導かれたからではなく、こ

れまで運がよかったからだ」と断じた。 

 さらに北朝鮮などの国名を挙げ、「核兵器の存在は核競争

への参加へと他者を駆り立てている」と主張した。核によ

る反撃能力を示して敵の核攻撃を封じ込めようとする「核

抑止」では核使用の恐怖から逃れられないとの見方も示し

た。 

 続いて講演したサーローさんは、被爆者として見た原爆

投下後の惨状を克明に描写し、核兵器は「必要悪ではなく、

絶対悪」と言い切った。核武装する国々が「この美しい世

界を将来世代が暮らしていけないものにすると脅し続けて

いる」とし、いかなる国家にも「よい爆弾」はないとの主

張を繰り広げた。 

 演説の終盤には、日本政府などの「『核の傘』なるものの

下で共犯者となっている国々の政府の皆さん」に対し、「人

類を危機にさらしている暴力システムに欠かせない一部分

なのです」と警告。態度を改め、核兵器禁止条約へ参加す

るよう求めた。 

 だが、授賞式が開かれたノルウェーのソルベルグ首相は

１１日の記者会見で、「核兵器のない世界をどう達成するか

にはＩＣＡＮと意見の相違がある。核保有国が関与しない

核禁条約には署名しない。これでは核兵器は減らないから

だ」と述べた。ノルウェーは北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）
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加盟国で、米国をはじめとする核保有国の「核の傘」の下

にいる。（オスロ＝松尾一郎） 

 

「堂々としてすてきでした」旧友感慨 サーローさん講演 

朝日新聞デジタル宮崎園子 オスロ＝田部愛 2017年 12月

12日17時41分 

平和活動に取り組

んだ人をたたえる「谷本清平和賞」の受賞記念パーティー

に参加したサーロー節子さん（中央）と岡田和子さん（左）、

近藤紘子さん（右）＝２０１４年１１月、岡田さん提供 

 
 ノルウェー・オスロで１０日にあった国際ＮＧＯ「核兵

器廃絶国際キャンペーン」（ＩＣＡＮ（アイキャン））への

ノーベル平和賞授賞式で、広島での被爆体験を世界各地で

証言してきたサーロー節子さん（８５）＝カナダ在住＝が

講演をした。核兵器廃絶をあきらめるな――。世界に向け

た力強いメッセージを、現地を訪れた被爆者や、日本の友

人は様々な思いで受け止めた。 

強く生きる姿「彼女らしい」 

 ノルウェー・オスロのノーベル平和賞の授賞式で講演を

したサーロー節子さん（８５）＝カナダ在住＝は１３歳で

被爆後、大学時代までを広島で過ごした。 

 ７０年近くにわたり親交のある広島女学院大学（広島市

東区）時代の友人、岡田和子さん（８６）＝広島市西区＝

は１０日夜、インターネットでサーローさんの講演を聴い

た。 

 岡田さんは１９４６年、満州から引き揚げ、女学院に転

入した。大学時代から仲良しグループの一員。通っていた

広島流川教会（同市中区）の日曜学校で一緒に子どもたち

に英語を教える活動をした。米国に留学中の谷本清牧師（故

人）から、広島を訪れるインド人の案内役を頼まれた際、

インドの貧困や差別の問題について知り、「何とかしなきゃ」

と熱く語っていたサーローさんの姿が強く印象に残ってい

る。 

 サーローさんが宣教活動で日本に来ていたカナダ人の夫

ジムさんと交際中、デートで帰宅が遅くなり、岡田さんは

両親に一緒に謝りに行ったことも。サーローさんは結婚に

反対する両親を説得し、留学を経てカナダに移住。ジムさ

んが６年前に亡くなるまで、添い遂げた。 

 思ったことを必死でやる勇気のある人だった。「外国でも

意見をしっかり言い、強く生きる姿は彼女らしい」。それが

岡田さんから見たサーローさんだ。 

 あるとき、海外で証言活動を続… 

 

「核廃絶の夢 次の段階へ」 サーローさんら決意 平和

センター訪問 

東京新聞2017年12月12日 夕刊 

  

１１日、オスロのノーベル平和センターで、

サーロー節子さんとフィン事務局長が残し

たメッセージ。ノーベル平和賞への感謝と

核廃絶へ向けた意志が記されている＝沢田

千秋撮影 

 

 【オスロ＝沢田千秋】今年のノーベル平和賞を受賞した

非政府組織（ＮＧＯ）「核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣ

ＡＮ）」のメンバーが十一日、オスロ市内のノーベル平和セ

ンターを訪れ、広島、長崎の原爆犠牲者の遺品を見学した。

被爆者として初めてノーベル賞授賞式の壇上に立ったサー

ロー節子さん（８５）は、感謝と決意表明の直筆メッセー

ジを寄せた。 

 センターは歴代受賞者に関する資料を展示。今年は、広
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島で亡くなった少年のかばん、防空ずきんや、長崎の原爆

投下時刻十一時二分で止まった腕時計やロザリオが一年間、

公開される。原爆資料の展示は初めて。サーローさんは真

剣な表情で遺品に見入り「心を動かされる」とつぶやいた。 

 歴代受賞者の記帳ノートに、ＩＣＡＮのベアトリス・フ

ィン事務局長（３５）は「素晴らしい展示が、多くの人が

核兵器禁止と廃絶の戦いに参加するきっかけになると願う」

と書いた。 

 サーローさんも「核なき世界を目指すＩＣＡＮの努力を

評価してもらい、深く感謝する。（みなさんの）思いと支援

が、私たちを核兵器の完全廃絶という夢の次なる段階へ後

押ししてくれた」と、ノーベル平和賞を糧に、さらに前進

する決意を明示した。 

歴代受賞者のメッセージノートに記

帳するサーロー節子さん＝沢田千秋

撮影 

 

 ノートは一般公開されない。センター職員のガンヒルド・

オッターランドさんは「偉大な受賞者のメッセージを読め

る私たちは幸福だ」と話した。 

 オスロ郊外で同日夜開かれた平和賞コンサートでは、広

島、長崎の被爆直後の映像が流された後、フィンさんのほ

か、日本原水爆被害者団体協議会の田中熙巳（てるみ）さ

ん（８５）、藤森俊希さん（７３）らが登壇。フィンさんは

「私たちは被爆者とともに進む。世界中の全員に核なき世

界を求める権利がある。世界中の全員がＩＣＡＮだ。私た

ちは核兵器の終わりを見届ける」と呼びかけた。また、広

島市で被爆したとされる一九三八年製のピアノを、米国の

人気歌手ジョン・レジェンドさんが奏で、聴衆を引き込ん

だ。 

サーロー節子さん被爆資料を見学 「核兵器廃絶の夢、次

の段階へ」 

共同通信2017/12/12 10:39 

 【オスロ共同】非政府組織（NGO）「核兵器廃絶国際キ

ャンペーン」（ICAN）へのノーベル平和賞授賞式から一夜

明けた 11 日、オスロのノーベル平和センターをカナダ在

住の被爆者サーロー節子さん（85）が訪れ、広島・長崎の

被爆資料の展示を見学した。ゲストブックに「核兵器の完

全な廃絶という夢への、次の段階へ進むことができた」と

のメッセージを記した。 

 13歳の時、広島で被爆したサーローさんは、授賞式で被

爆者を代表して演説。この日、行方不明者のかばんや、ひ

しゃげた弁当箱の展示を感慨深げに見詰めていた。 

 

傘に頼る国へ「共犯者となるのか」 ＩＣＡＮ 平和賞授

賞式演説 

東京新聞2017年12月12日 朝刊 

 

 【オスロ＝沢田千秋】広島、長崎の被爆者らと連携し、

核兵器禁止条約の採択に尽力した非政府組織（ＮＧＯ）「核

兵器廃絶国際キャンペーン」（ＩＣＡＮ（アイキャン））に

対するノーベル平和賞の授賞式が十日、ノルウェー・オス

ロで行われた。英語で被爆体験を語り続けてきたカナダ在

住のサーロー節子さん（８５）は、被爆者として初めて授

賞式で演説し「核兵器は必要悪ではなく絶対悪だ」と強調。

ＩＣＡＮのベアトリス・フィン事務局長（３５）も「全て

の国に私たちの終わりではなく、核兵器の終わりを選んで

ほしい」と条約への参加を呼び掛けた。 

◆怒り 

 「核兵器とは、血迷った男が絶えず私たちのこめかみに

銃を突きつけているようなものだ」。フィン氏の口調は冷静

だったが、核保有国に対する怒りに満ちていた。 

 特に核保有国が主張する「抑止力効果」に強い疑問を投

げかけた。「彼ら（核保有国）は恐怖を戦争の兵器としてた

たえている。無数の人間を一瞬で皆殺しにする準備がある

と宣言し、威張っている」と強く批判。北朝鮮の核開発問

題も「核兵器の存在が、核競争への参加に他国を駆り立て、

私たちを安全にするどころか紛争を起こす」と指摘した。 

 圧巻は「米国よ、恐怖よりも自由を（選べ）」などと、事

実上の核保有九カ国に対し、名指しで禁止条約への参加を

迫ったことだ。フィン氏は「核の傘」に頼る国々も「他国

を破壊する共犯者となるのか」と迫り、条約に署名しない

日本政府などを批判した。 

 ノーベル平和賞委員会も、ＩＣＡＮの意見を全面的に支

持した。ベーリット・レイスアンデルセン委員長は授賞理

由の演説で「限定された核戦争など幻想だ」と指摘。「核兵

器を使う、という脅しでさえ、人道的、道徳的、法的に受

け入れられない」と断じた。 

◆拒否 

 しかし「世界の安定は核の均衡でのみ保たれる」（ロシア

のペスコフ大統領報道官）と主張する核保有国が姿勢を軟
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化させる気配はない。 

 十日の授賞式には、世界に約一万五千個あるとされる核

弾頭の九割以上を保有する米、英、仏、中国、ロシアの五

大国が恒例だった駐ノルウェー大使の出席を見送った。事

実上のボイコットで、条約を「核不拡散や核軍縮の害悪」

（ロバート・ウッド米軍縮大使）と批判する米国は、条約

に署名や批准をしないよう呼び掛けている。 

 日本には、国際社会に「世界で唯一の被爆国としての特

別な役割がある」（オーストリアのトーマス・ハイノツィ前

軍縮大使）と、条約参加を期待する声が強いが、菅義偉（す

がよしひで）官房長官は十日、「条約の署名、批准は行わな

い」と言い切った。 

＜核兵器禁止条約＞ 核兵器の開発や保有、使用などを全

面禁止する条約。前文で核兵器使用による被爆者の受け入

れ難い苦しみに留意すると明記した。核兵器使用は国際人

道法に「一般的に反する」とした１９９６年の国際司法裁

判所の勧告的意見を踏まえている。条約制定の賛否を問う

投票では１２２カ国・地域の賛成で採択された。米国やロ

シアなどの核保有国や、米国の「核の傘」に頼る日本は条

約に不参加だった。 （共同） 

 

ノーベル平和賞 被爆ピアノの音響く 受賞者たたえ演

奏会 

毎日新聞 2017年 12月 12日 09時 58分(最終更新 12月

12日 10時05分) 

 
ノーベル平和賞コンサートで被爆ピアノを弾くジョン・レ

ジェンドさん（右）＝共同 

 ノーベル平和賞受賞者をたたえる恒例の「ノーベル平和

賞コンサート」がノルウェー・オスロ郊外で１１日開かれ、

広島の原爆で傷つき修復された「被爆ピアノ」の響きに約

２万人の市民らが聞き入った。  

 前日の授賞式で演説したカナダ在住の被爆者サーロー節

子さん（８５）や日本原水爆被害者団体協議会（被団協）

の田中熙巳代表委員（８５）、藤森俊希事務局次長（７３）

も出席。国内外の音楽家の演奏を楽しんだ。  

 ピアノは２時間余りのコンサートの終盤に登場。米歌手

ジョン・レジェンドさんが鍵盤をたたいて米ロックグルー

プ、ビーチ・ボーイズの「神のみぞ知る」を熱唱した。（共

同）  

 

ノーベル平和賞 世界のヒバクシャ、アボリジニ女性も誓

い 

毎日新聞 2017年 12月 12日 21時 00分(最終更新 12月

12日 22時19分) 

 

ノーベル平和賞授賞式を前に思いを語るスー・コールマン・

ハッセルディーンさん＝オスロで２０１７年１２月１０日、

竹下理子撮影 

授賞式出席 英の核実験被害「きれいな世界を…」  

 【オスロ竹下理子】１０日の「核兵器廃絶国際キャンペ

ーン」（ＩＣＡＮ）へのノーベル平和賞授賞式には、広島・

長崎の被爆者以外にも世界のヒバクシャが出席した。英国

の核実験で被ばくしたオーストラリアの先住民族アボリジ

ニの女性、スー・コールマンへーセルディーンさん（６６）

もその一人。「将来の子供たちのために、世界の仲間と核の

脅威のないきれいな世界を作りたい」と誓いを新たにした。  

 「私たちはこの恐ろしい兵器の開発と実験から危害を被

った世界中の人々と連帯してきた」。授賞式で被爆者として

初の演説をしたサーロー節子さん（８５）は、核実験が行

われた土地を一つ一つ挙げ、聴衆に注意を促した。  

 スーさんは、オーストラリア南部のマラリンガ近郊で生

まれ育った。幼少期の１９５０～６０年代、英国はオース

トラリアで核実験を行い、マラリンガでも繰り返し実施し

た。スーさんは核実験場の風下に住み、被ばくしたという。

当時住民には放射能の危険性は知らされず、近所では多く

の人ががんで亡くなり、自身も甲状腺がんを患った。核実

験のため強制移住させられた人もおり、コミュニティーも

崩壊した。一方、オーストラリアでは原発や核兵器の原料

となるウランの採掘も行われ、住民らはそれによる被ばく

や環境汚染被害なども訴える。  

 「被害に遭うのは、社会的に弱く、声が小さい人たちだ」。

スーさんは約２０年前から反核ＮＧＯに参加し、今年３月

には国連本部で開かれた核兵器禁止条約の制定に向けた交

渉会議で発言した。条約には核被害者の支援や汚染地域の

環境改善も盛り込まれた。  

 サーローさんの演説に大きな拍手を送ったスーさんは力

を込める。「核実験は環境も先住民の文化も破壊する。ＩＣ

ＡＮの活動が世界に伝わった今、廃絶の声を上げるのは私

https://mainichi.jp/ch151016935i/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E5%B9%B3%E5%92%8C%E8%B3%9E
https://mainichi.jp/ch151016935i/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E5%B9%B3%E5%92%8C%E8%B3%9E
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一人ではない」  

 

ノーベル賞授賞式で演説 サーロー節子さん「機運いかし

たい」 

ＮＨＫ12月13日 5時14分 

ノーベル平和賞授賞式で被爆者として初めて演説したサー

ロー節子さんが、すべての公式行事を終えてノルウェーの

首都、オスロで記者会見し、「高まった機運を生かしていき

たい」と述べ、核兵器廃絶を目指す活動を加速させたいと

いう考えを示しました。 

カナダ在住の広島の被爆者、サーロー節子さんは（８５）、

１０日のノーベル平和賞の授賞式で、ＩＣＡＮ＝核兵器廃

絶国際キャンペーンのベアトリス・フィン事務局長ととも

に、記念のメダルと賞状を受け取り、演説を行いました。 

公式行事をすべて終えたサーローさんは１２日、授賞式に

出席した日本被団協＝日本原水爆被害者団体協議会の２人

の被爆者とともに記者会見しました。 

授賞式でサーローさんは、広島と長崎で亡くなった人たち

のことを思いながら演説したということで、「被爆したあと、

生きている限り、二度とこのようなことがあってはいけな

いと、伝え続けることを誓った。核廃絶という目的に完全

には達していないが、一里塚に到着した達成感がある。喜

びを亡くなった人たちと共有したい」と述べました。 

演説の後、サーローさんはオスロ市民からよく伝えてくれ

たとか、もっと聞きたいという声をかけられたということ

です。そのうえで、「高まった核廃絶への機運を逃さず、強

力に生かしていきたい」と述べ、核兵器禁止条約の早期発

効や、核廃絶を目指す活動を加速させたいという考えを示

しました。 

日本被団協の２人「運動さらに強化」 

日本被団協の田中煕巳代表委員と藤森俊希事務局次長も、

帰国を前に、今回の平和賞を機に核兵器廃絶を呼びかける

運動をさらに強めていく考えを示しました。 

田中さんは「核兵器禁止条約の採択は被爆者だけでは実現

せず、ＩＣＡＮの貢献が大きかったと思います。式典は厳

かな雰囲気で行われ、ともに運動に取り組み亡くなってい

った多くの被爆者たちの思いが報われたように感じました」

と、授賞式に参加した感想を述べました。そのうえで、「Ｉ

ＣＡＮのノーベル平和賞受賞は核兵器禁止条約への世界の

関心を呼び、条約に権威も与えてくれたと思います。これ

を機に世界中の人に、地球の破滅か生存かという問いかけ

に、真剣に向き合ってもらいたいです」と訴えました。 

また藤森さんは「核兵器禁止条約についての各国での議論

を促進するため、今後もＩＣＡＮとともに要請を続け、被

爆者が体験した苦しみを世界中の誰にも再び経験させては

いけないと訴え続けていきます」と話していました。 

ＩＣＡＮ 川崎氏「さらに前進させたい」 

一方、ＩＣＡＮの川崎哲国際運営委員は「授賞式に被爆者

の方が出席したほか、被爆遺品の展示や被爆ピアノの演奏、

さらに被爆者に皆さんによる行進など、唯一の戦争被爆国

である日本の市民社会としてできうる限りの訴えを世界に

向けて発信できたのではないかと感じています」と、授賞

式に関連した一連の行事を振り返りました。 

そのうえで、「今回のノーベル平和賞で世界中の人が核兵器

禁止条約の重要性を認識するきっかけになったと思います。

また、ＩＣＡＮ自体の名前も知られ、これまでの反核運動

では届かなかった人たちにも主張が届けられるようになっ

てきたと思うので、それを最大限にいかし、被爆者の皆さ

んとともに核兵器廃絶に向けた運動をさらに前進させてい

きたいです」と話していました。 

 

イシグロ文学がめざす「そう、これだ」 歌がくれる感情 

朝日新聞デジタルストックホルム＝編集委員・吉村千彰

2017年12月12日09時07分 

スウェーデン・アカデミーで

７日、記念講演するカズオ・イシグロさん＝ロイター 

ストックホルムのスウ

ェーデン・アカデミーで７日、記念講演するカズオ・イシ

グロさん＝ＡＦＰ時事 

 １０日にノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロさ

んは、式典に先立ち７日にストックホルムで開かれた受賞

の記念講演で、代表作である『日の名残（なご）り』と『わ

たしを離さないで』の創作秘話ともいえる「ある夜」の出

来事を明らかにした。映画から転機を得、歌から学ぶ……

日常生活から糧を得る、イシグロさんらしいエピソードに

注目した。 

 スウェーデン・アカデミーであった講演の題は「Ｍｙ Ｔ

ｗｅｎｔｉｅｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｅｖｅｎｉｎｇ － 

ａｎｄ Ｏｔｈｅｒ Ｓｍａｌｌ Ｂｒｅａｋｔｈｒｏｕ

ｇｈｓ」。「私の２０世紀の夜――そして、他のささやかな

突破口」と訳せる。だが、イシグロ作品を手がける翻訳家、

土屋政雄さんに相談すると、「特急二十世紀を観（み）なが

ら思ったこと――そして壁を破ってくれた小さな事ども」

と訳してくれた。 

 「特急二十世紀」は、１９３４年の米国映画「Ｔｗｅｎ

http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171210001623.html
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171210001623.html
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171210001622.html
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171210001622.html
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171210001622.html
http://www.asahi.com/special/nobel/
http://www.asahi.com/topics/word/カズオ・イシグロ.html
http://www.asahi.com/topics/word/スウェーデン.html
http://www.asahi.com/topics/word/翻訳家.html
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171210001623.html
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171210001622.html
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ｔｉｅｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙ」の邦題。この映画を見た夜

が、作家カズオ・イシグロの「ターニングポイントになっ

た」という。 

 ２００１年、ロンドンでのある… 

 

「文学もノーベル賞も分断を越える」カズオ・イシグロ氏 

朝日新聞デジタルストックホルム＝編集委員・吉村千彰

2017年12月12日00時18分 

ストックホルムで１０

日、ノーベル文学賞を受賞後、妻ローナさん（左）、娘のナ

オミさん（右）とともに撮影に応じるカズオ・イシグロさ

ん＝時事 

 スウェーデンのストックホルムでは１０日、ノーベル賞

の授賞式が開かれ、平和賞を除く物理学賞、化学賞、医学

生理学賞、文学賞、経済学賞の１１人の受賞者に、カール

１６世グスタフ・スウェーデン国王からメダルと賞状が贈

られた。あいさつにたったノーベル財団のカールヘンリッ

ク・ヘルディン会長は、「ポスト・トゥルース」の時代にあ

って、若い世代が異なる意見を尊重し議論する大切さを学

ぶよう、教育と教育者の重要性を訴えた。 

 スウェーデン・アカデミーのサラ・ダニウス事務局長が、

作家カズオ・イシグロさん（６３）が受賞した文学賞につ

いて講評。「記憶と忘却」が重要なテーマであるイシグロ作

品について、「物語を、まるで（水中深く潜ることを可能に

する）潜水鐘（しょう）を使って水中を旅するように、記

憶喪失という巨大な海の中で何かを拾い上げてきた」と表

現。「私たちが過去とどう向き合っているのか、そして、個

人でも共同体や社会としても『生き残るための忘却』とど

う付き合っているのか、子細に探検を続けている」と評価

した。 

 授賞式の後に開かれた晩餐（ばんさん）会で、イシグロ

さんは、５歳の時、母（９１）から「ノーベルショウは、

ヘイワを広めるためにつくられた」と聞いたと日本語を交

えてあいさつ。「ノーベル賞は子供でも理解できるようなと

てもシンプルなものです。そしておそらく、だからこそ、

世界に影響を与え続けているのでしょう」と語った。 

 イシグロさんは１９５４年長崎生まれの日系英国人。原

爆投下から１４年後に知った「ノーベルショウ」は「母が

幼い子供に聞かせる物語であり、子供たちに希望を与える」

とし、現在、敵対しあい不信感が募る世界で、「文学という

分野がそうであるように、ノーベル賞は、互いを分断する

壁を越え、人類として共に何に立ち向かっていくべきなの

かを思い出させてくれる」と話した。１千人の聴衆が穏や

かな語りに耳を傾け、温かい拍手で会場を包んだ。（ストッ

クホルム＝編集委員・吉村千彰） 

 

名護市長選へてこ入れ＝自民幹部 

 自民党の塩谷立選対委員長は１２日、沖縄県名護市長選

（来年２月４日投開票）に立候補を予定している自民系元

市議の後援会会合に出席し、てこ入れを図った。市長選は

米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設に反対

する現職との一騎打ちになる見通しで、塩谷氏は「市長を

代えなければいけないとの地元の思いがある。しっかり結

果を出したい」と語った。 （時事通信2017/12/12-18:16） 

 

元米軍属側が控訴＝うるま女性殺害で無期懲役 

 沖縄県うるま市で２０１６年４月、女性会社員＝当時（２

０）＝が殺害された事件で、殺人罪などに問われた元米海

兵隊員で軍属だったケネフ・シンザト被告（３３）の弁護

人は１２日、無期懲役とした那覇地裁判決を不服として、

福岡高裁那覇支部に控訴した。 

 那覇地裁は１日、「動機は身勝手で酌量の余地はない」と

して、求刑通り無期懲役を言い渡した。（時事通信

2017/12/12-18:04） 

 

沖縄の保育園に中傷メール ヘリ落下物は「自作自演」 

共同通信2017/12/12 16:51 

 
記者団の取材に応じる緑ケ丘保育園の神谷武宏園長（中央）

と保護者＝12日午後、那覇市 

 米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）近くの「緑ケ丘保

育園」の屋根に円筒状の物体が落下したトラブルで、米軍

ヘリから落ちたと主張する園に対し「自作自演だろう」と

いった誹謗中傷の電話やメールが計数十件寄せられていた

ことが12日、分かった。神谷武宏園長が明らかにした。 

 園長によると、米軍がヘリからの落下を否定した8日以

降、「うそをつくな」などの電話やメールがあったという。

園長らはこれに先立つ7日に「米軍ヘリが上空を通過後に

『ドン』という音がした」と証言していた。 

 園の保護者らは 12 日にトラブルの原因究明や園上空で

の米軍ヘリ飛行禁止を求める嘆願書を県などに手渡した。 

 

住民不安、「恐怖しかない」＝墜落懸念、騒音被害の声も－

オスプレイ事故１年・沖縄 

http://www.asahi.com/topics/word/カズオ・イシグロ.html
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171211004330.html
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171211004330.html
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171211004330.html
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171211004330.html
http://www.asahi.com/topics/word/スウェーデン.html
http://www.asahi.com/special/nobel/
http://www.asahi.com/special/nobel/
http://www.asahi.com/topics/word/文学賞.html
http://www.asahi.com/topics/word/スウェーデン.html
http://www.asahi.com/topics/word/スウェーデン.html
http://www.asahi.com/topics/word/カズオ・イシグロ.html
http://www.asahi.com/topics/word/文学賞.html
http://www.asahi.com/special/nobel/
http://www.asahi.com/topics/word/原爆投下.html
http://www.asahi.com/topics/word/原爆投下.html
http://www.asahi.com/special/nobel/
https://www.jiji.com/jc/giin?d=194272bab8c3cff50e883c83bf1f32c8&c=syu&rel=ja
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171211004330.html
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防衛省沖縄防衛局に提出した抗議書をもとに、オスプレイ

の騒音被害について話す宜野座村城原区の崎浜秀正区長＝

６日、沖縄県宜野座村 

 沖縄県名護市沖の浅瀬に米海兵隊の輸送機オスプレイが

不時着、大破した事故から１３日で１年。米軍は今年９月、

機体に不具合はなかったと日本側に説明したが、その後も

オスプレイの事故やトラブルは絶えず、「恐怖しかない」と

住民の不安は募るばかりだ。 

〔写真特集〕オスプレイ、不時着～機体大破、無残な姿～ 

 「いつ自分たちが同じ目に遭うのか」。米軍のヘリコプタ

ー着陸帯（ヘリパッド）があるキャンプ・ハンセンに隣接

する宜野座村城原区の崎浜秀正区長（７３）は声を震わせ

る。同キャンプにはオスプレイなどの米軍機の飛来が相次

ぎ、騒音被害が深刻化。防衛省沖縄防衛局によると、２０

１６年度には、地下鉄車内と同程度となる８０デシベル以

上の騒音発生回数が１０００回を超えた。ヘリパッド撤去

を防衛局に求めても改善の兆しはなく、区長は「どこに抗

議したらいいのか」と憤る。 

 昨年オスプレイが不時着、大破した名護市安部。安部地

区に住む水上スポーツのスタンドアップパドルボード（Ｓ

ＵＰ）のプロ選手荒木汰久治さん（４３）は、事故後半年

間、海に潜り機体の残骸回収を続けた。「祖父の遺骨の一部

を散骨した海をきれいにしたい」との思いからだ。エンジ

ンやガラスなど目に見えるごみはほぼなくなったという。 

 

オスプレイ訓練の抗議書提出のため、防衛省沖縄防衛局を

訪れた回数が記録されている宜野座村城原区の崎浜秀正区

長の手帳＝６日、沖縄県宜野座村 

 普天間飛行場（宜野湾市）所属のオスプレイをめぐって

は、８月にオーストラリアで墜落。同月下旬には大分空港

にエンジントラブルで、９月にも新石垣空港（沖縄県石垣

市）にそれぞれ緊急着陸した。荒木さんは「（事故やトラブ

ルで）同じ思いをする人が続くのは気の毒」とも話す。（時

事通信2017/12/12-16:23） 

 

オスプレイ安全の説明破綻 大破事故１年で沖縄知事 

東京新聞2017年12月13日 06時12分 

  沖縄県の翁長雄志知事は１３日、米軍普天間飛行場（宜

野湾市）所属の輸送機オスプレイが名護市沿岸部に不時着

し、大破した事故から１年となったことを受け、オスプレ

イは事故率が上昇しており、政府による安全だとの説明は

「破綻している」とするコメントを発表した。配備撤回と

沖縄の過重な基地負担軽減を求めていくとしている。 

 オスプレイは昨年１２月１３日、空中給油訓練中にプロ

ペラ接触事故を起こし不時着。県は機体が大破した状況か

ら「墜落だ」としている。 

 米軍は事故後に停止したオスプレイの運用を６日後に再

開し、日本政府は追認。今年８月にオーストラリア沖で墜

落した。 

（共同） 

 

オスプレイ大破１年 全国知事、受け入れ消極的 

東京新聞2017年12月13日 07時00分 

  輸送機オスプレイが配備されている普天間（ふてんま）

飛行場をはじめ、在日米軍専用施設の約七割が集中する沖

縄の負担軽減について、沖縄を除く全国の知事が必要性に

一定の理解を示しつつ、具体策では消極的な実態が、共同

通信がまとめたアンケート結果で明らかになった。事故や

トラブルが相次ぐオスプレイの訓練受け入れや沖縄県の配

備撤回要求に関し、多くは「安全保障は国の責任」などと

して明確な賛否を示さなかった。 

 普天間所属のＭＶ２２オスプレイは昨年十二月に名護市

沿岸部で不時着、大破。今年八月にはオーストラリア沖で

墜落、死亡事故を起こしたほか、大分空港などに相次いで

緊急着陸している。事故率は海兵隊機全体を上回り、アン

ケートでも沖縄県外での懸念拡大をうかがわせた。 

 共同通信が十三日の大破事故一年に合わせ、四十七都道

府県知事を対象に十一月十日にアンケートを送り、十二月

十一日までに全員から回答を得た。 

 オスプレイの安全性に不安や懸念が「ある」「どちらかと

いうとある」と答えたのは十四人。ＭＶ２２の事故率が過

去最悪になったことには四人が「不安が高まった」、十二人

が「不安」「どちらかというと不安」とした。 

 配備撤回要求に理解を示したのは十人のみ。「負担軽減を

求める沖縄県民の切なる願いは国全体として真摯（しんし）

に受け止めるべきだ」（宮崎）との意見もあった。 

 日米両政府が合意しているオスプレイの沖縄県外への訓

練移転には、九人が「賛成」または「どちらかというと賛

成」と回答。ただ、訓練の地元受け入れへの賛否を問う質

問になると、新潟のみが、国による情報開示と十分な説明

などを条件に「どちらかというと賛成」とし「県民理解が

https://www.jiji.com/jc/d4?p=osp124&d=d4_as
https://www.jiji.com/jc/article?g=soc&k=2017121200842&p=0171212at36&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?g=soc&k=2017121200842&p=0171212at37&rel=pv
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進むことを前提に自治体として受け入れるべきだ」と答え

た。ほかは「これ以上の負担は困難」（神奈川）、「適地はな

い」（兵庫）などと否定的で、「国の専権事項」（岩手）とし

て賛否を示さない知事が最も多かった。 

◆沖縄基地問題 理解広げたい 

＜沖縄県の翁長雄志（おながたけし）知事のコメント＞ 米

軍輸送機オスプレイの全国知事アンケート回答で、多数の

知事が「その他」（無回答含む）としたのは、オスプレイ配

備、米軍基地および日本の安全保障問題の難しさを示して

いるか、これらを各自治体自身の問題として理解、認識し

ていない表れだ。一方、配備撤回に理解を示し、訓練の沖

縄県外移転に賛成の知事が複数おり、大変心強く感じた。

全国知事会と連携し、日米安保体制や沖縄の基地問題の理

解を広げ、過重な負担の軽減に取り組んでいく。 

（東京新聞） 

 

オスプレイ大破事故から１年 米軍機の事故続く 沖縄 

ＮＨＫ12月13日 4時56分 

 

沖縄県名護市の浅瀬でアメリカ軍の輸送機オスプレイが不

時着し大破した事故から１３日で１年です。沖縄ではこの

１年、アメリカの軍用機の事故やトラブルが続いていて、

負担軽減に向け基地の大幅な整理縮小を求める声が強まっ

ています。 

１年前の去年１２月１３日、アメリカ軍の輸送機オスプレ

イが沖縄県名護市安部の浅瀬に不時着し大破しました。 

事故から１年たった今も水深の深い海底には細かい部品が

残っていて、沖縄防衛局が先月行った回収作業では、およ

そ８キロの残骸が見つかりました。４キロほど離れた名護

市辺野古では普天間基地の移設工事が進んでいて、安部地

区の住民からは、新しい基地の運用が始まれば軍用機が今

より頻繁に飛び交い、騒音や墜落の危険が増すのではない

かと不安の声が上がっています。 

安部地区の川田正一さん（６６）は「この１年、恐怖感が

毎日ある。そのうえ新しい基地ができると大変なことにな

る。もう集落の上空は飛ばないでほしい」と話しています。 

沖縄ではこの１年、アメリカの軍用機の事故やトラブルが

続いていて、１０月には東村で大型ヘリコプターが緊急着

陸して炎上したほか、先月末には最新鋭のステルス戦闘機

から部品のパネルが落下しました。過重な基地負担が続く

沖縄では、負担軽減に向け基地の大幅な整理縮小を求める

声が強まっています。 

オスプレイ 高い事故率 

オスプレイの事故はその後も各地で続いていて、乗員が死

亡したり機体が大破したりした「クラスＡ」の事故率が、

これまでで最も高くなっています。 

アメリカ海兵隊の輸送機オスプレイについて、乗員が死亡

したり機体が大破したりした最も重大な「クラスＡ」の飛

行時間１０万時間当たりの事故件数＝事故率は、ことし９

月末の時点で３．２７で、これまでで最も高くなっていま

す。 

防衛省が把握している事故率は、オスプレイが沖縄に配備

された２０１２年以降のデータで、配備が始まる２０１２

年９月末の時点では１．６５、去年は２．６２です。 

アメリカ海兵隊が運用する航空機全体のことし９月末時点

の事故率は２．７２で、オスプレイの事故率は全体に比べ

ても高くなっています。 

オスプレイをめぐっては、この１年のクラスＡの事故とし

て、沖縄本島で大破した以外にも、ことし８月にオースト

ラリア沖で普天間基地の所属機が墜落して３人が死亡した

ほか、シリアでも墜落事故が起きています。 

このほかことし８月に大分空港に緊急着陸、ことし９月に

は沖縄県石垣市の新石垣空港に緊急着陸するケースなどが

あります。 

沖縄では、こうした事故やトラブルが起きても原因などに

ついて、アメリカ軍から詳しい説明がなされていないとし

て不信感が強まっています。 

 

山城議長「沖縄の決意を弾圧」 5 カ月間勾留で安倍政権

批判 

共同通信2017/12/12 20:39 

 米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移

設などへの抗議活動中に逮捕され、約5カ月間、勾留され

た沖縄平和運動センターの山城博治議長（65）を支援する

集会が12日、国会内で開かれた。山城議長は、自らが傷害

罪などに問われ公判が続く状況を「沖縄県民の決意に向け

られた安倍政権による弾圧だ」と批判した。 

 山城議長は1時間以上に及ぶ講演で逮捕までの経緯や警

察による取り調べの様子を紹介。公判で検察側が「反省し

ていない」「再犯の可能性が高い」と指摘したことを取り上

げ、「沖縄に向かう政権の姿勢と一緒だ」と批判。「正義は

こちらにある」と訴えると、拍手が湧き起こった。 

 

自民 北朝鮮問題への総合対策検討へ 

ＮＨＫ12月12日 14時07分 

日本海沿岸に北朝鮮のものと見られる木造船の漂着が相次

いでいることを受けて、自民党は対策本部の会合を開き、

北朝鮮問題は核・ミサイル開発だけにとどまらず広がりを

見せているとして総合的に対策を検討するための新たな作

業チームを発足させました。 
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この中で二階幹事長は「日本海沿岸に北朝鮮漁船の漂着が

相次ぎ、窃盗事件が発生しているほか、漁船が軍の所属で

あることが明らかになるなど、多くの国民が不安を抱いて

いる。北朝鮮をめぐる問題は核実験、ミサイル問題、拉致

問題にとどまらず広がりを見せ、既存の機関の枠組みを超

え、総合的な対策を講じる必要が生じてきている」と指摘

しました。 

これを受けて対策本部は、北朝鮮問題について総合的に対

策を検討するため岸田政務調査会長をトップとする新たな

作業チームを発足させることを決めました。 

座長を務める岸田氏は記者団に対し「北朝鮮問題について

総合的に幅広く、分野横断的に対応を考えていかなければ

いけない。きょう指摘されたさまざまな課題などを踏まえ、

今後検討していきたい」と述べました。 

 

北朝鮮支援「米一粒も無駄にしない」＝職員らで監視－Ｗ

ＦＰ事務局長 

 来日した国連世界食糧計画（ＷＦＰ）のビーズリー事務

局長は１２日、東京都内の日本記者クラブで記者会見し、

対北朝鮮人道支援について「１ドルも、米一粒も意図しな

いところへ運ばれないよう責任ある運営システムを構築す

る」と述べ、現地の支援ルートを監視する職員をＷＦＰか

ら派遣する考えを明らかにした。 

 北朝鮮への支援をめぐっては、他の目的への「転用」が

指摘されている。ビーズリー氏は転用防止に向けたＷＦＰ

の取り組みについて、資金提供国の理解が得られるよう努

力すると強調した。（時事通信2017/12/12-17:42） 

 

パウエル氏「米を攻撃すれば政権消滅する」北朝鮮に警告 

朝日新聞デジタルソウル＝武田肇 2017 年 12 月 11 日 22

時42分 

 コリン・パウエル元米国務長官が１１日、ソウルの国立

外交院で講演し、「万一、北朝鮮が米国を攻撃すれば、米国

はすぐに（北朝鮮を）攻撃し、北朝鮮の政権は消滅する。

北朝鮮がそのような自殺行為をしないことを信じる」と述

べ、「核戦力の完成」を宣言した北朝鮮に警告した。 

 パウエル氏は「北朝鮮は（建国以来）６９年間、とても

賢く、計画的に行動しており、金正恩（キムジョンウン）

労働党委員長も同じように行動している。彼は自殺行為を

することに関心はないはずだ」と指摘した上で、「正恩氏が

どのような戦略的なゲームをするかわからないが、核兵器

を使えば自身が危険に直面するだろう」と強調した。 

 その上で、北朝鮮の核ミサイル問題の解決方法は「外交

力と抑止力を活用しつつ、平和のために北朝鮮と対話しな

ければならない」と提言。「平和的な方式による完全かつ検

証可能で不可逆的な非核化を強力に支持する」と述べ、軍

事的手段によらない解決は可能との見方を示した。 

 パウエル氏は米ブッシュ政権がイラク戦争に踏み切った

際に国務長官を務めた。この日は韓国外交省傘下の外交安

保研究所のフォーラムで基調講演した。（ソウル＝武田肇） 

 

北朝鮮非核化に「楽観的」 ティラーソン米国務長官 

共同通信2017/12/13 01:11 

 【ワシントン共同】ロイター通信は12日、米高官の話と

して、ティラーソン国務長官が同日「対話による北朝鮮の

非核化に楽観的な見通しを持っている」との意見を表明す

る予定だと伝えた。北朝鮮との対話を巡っては、ロシアが

実現へ向けて協力を申し出ている。 

 内戦が続くシリア情勢に関しては「アサド大統領に果た

すべき役割はない」とあらためて退陣を求める方針という。 

 国務長官更迭の観測が広がるティラーソン氏だが、高官

はティラーソン氏について「長官にとどまるつもりか」と

問われれば「彼は『イエス』と答えるだろう」と語ったと

いう。 

 

北朝鮮国連大使「条件整えば対話」核の認定要求 

ＮＨＫ12月12日 16時23分  

 
北朝鮮のチャ・ソンナム国連大使は１２日、中国・北京で

報道陣の取材に応じ、アメリカとの対話について「条件が

整えば、対話できるだろう」と述べ、北朝鮮を核保有国と

して認めるよう、トランプ政権に要求する立場を示したも

のと見られます。 

北朝鮮のチャ・ソンナム国連大使は１２日、ピョンヤンか

ら中国・北京に到着し、空港で報道陣の取材に応じました。 

この中で、アメリカと直接対話する考えはあるかと問われ

ると、「条件が整えば対話できるだろう」と述べました。そ

のうえで、どのような条件かという質問に対しては、「われ

われが要求する条件だ」と述べるにとどめました。 

朝鮮労働党の機関紙「労働新聞」は先月、論評でトランプ

政権に対し、「わが国を核保有国と認め、政策を転換すべき

だ」と伝えていて、チャ大使の発言はこの立場を示したも

のと見られます。 

北朝鮮は今月、ピョンヤンを訪れた国連のフェルトマン事

http://www.asahi.com/sns/reporter/takeda_hajime.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/金正恩.html
http://www.asahi.com/topics/word/労働党.html
http://www.asahi.com/topics/word/核兵器.html
http://www.asahi.com/topics/word/核兵器.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/北朝鮮ミサイル発射.html
http://www.asahi.com/topics/word/イラク戦争.html
http://www.asahi.com/sns/reporter/takeda_hajime.html
http://www3.nhk.or.jp/news/realtime/rt0000090.html?utm_int=all_contents_realtime_001
http://www3.nhk.or.jp/news/realtime/rt0000090.html?utm_int=all_contents_realtime_001
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務次長とリ・ヨンホ外相らの会談で、「朝鮮半島情勢がこん

にちの状況に至ったのは、アメリカの敵視政策と核の脅し

のためだ」と従来からの主張を繰り返し、核・ミサイル開

発をめぐる立場に変化の兆しは見られません。 

 

拉致問題へ言及増加＝北朝鮮人権を議論－国連安保理 

 【ニューヨーク時事】国連安全保障理事会は１１日、北

朝鮮の人権問題に関する会合を開いた。米英仏伊やスウェ

ーデンなどが北朝鮮による日本人拉致問題に触れ、直接言

及する理事国が例年より増加した。拉致被害者の人数など

具体的に語る国もあった。 

 別所浩郎国連大使は会合後、記者団に「拉致問題への認

識が安保理でかなり高まってきた。これをさらに大きな動

きにつなげ、良い結果を出すために頑張りたい」と強調し

た。一方、北朝鮮国連代表部は声明で「存在しない『人権

問題』が提起され、議論された」と反発した。（時事通信

2017/12/12-10:34） 

 

「核戦力を一層強化」＝軍需工業大会で党幹部－北朝鮮 

 

１１日、平壌の４・２５文化会館で開幕した第８回軍需工

業大会に出席する金正恩朝鮮労働党委員長（手前左から２

人目）（朝鮮通信＝時事） 

 【ソウル時事】北朝鮮の平壌で１１日、第８回軍需工業

大会が開かれ、金正恩朝鮮労働党委員長も出席した。太宗

秀党副委員長が報告を行い、「われわれ独自の威力ある兵器

をさらに開発、生産していく」方針を強調、「国家核武力（戦

力）を質的、量的に一層強化していかなければならない」

と訴えた。朝鮮中央通信が１２日、伝えた。 

 太副委員長は、１１月２９日に行われた大陸間弾道ミサ

イル（ＩＣＢＭ）「火星１５」の発射実験について、「大成

功は国家武力完成の歴史的大業、ミサイル強国の偉業を実

現する闘争での大勝利」と強調した。また、「（金委員長が）

最悪の逆境と試練の中で、わが祖国を水爆とＩＣＢＭを保

有する世界的な軍事大国に変えた」として、「不滅の業績」

をたたえた。（時事通信2017/12/12-10:38） 

 

北朝鮮 軍需工業大会で核・ミサイル開発の進展を誇示 

ＮＨＫ12月12日 20時11分 

北朝鮮の国営メディアは、キム・ジョンウン（金正恩）朝

鮮労働党委員長の出席のもと、軍需工業分野の大会が開か

れたことを伝え、核・ミサイル開発の進展ぶりを誇示し、

「国家核武力をさらに強化しなければならない」として、

開発を一段と押し進める姿勢を鮮明にしています。 

北朝鮮の国営テレビは、ピョンヤンで１１日、キム・ジョ

ンウン朝鮮労働党委員長の出席のもと、核・ミサイル開発

をはじめとする軍需工業分野の大会が開かれたと伝え、１

２日、大会の映像を放送しました。 

大会では、テ・ジョンス副委員長が演説し、去年以降の３

回にわたる核実験と、ＩＣＢＭ＝大陸間弾道ミサイル級の

「火星１５型」をはじめとする一連の弾道ミサイル開発に

言及し、「わが国を水爆とＩＣＢＭを保有した世界的な軍事

大国に変えたキム委員長の業績は、末永く輝く」とたたえ

ました。 

そのうえで「こんにちの大成功をより大きな勝利とするた

めに、国家核武力を質、量ともにさらに強化しなければな

らない」と述べ、核・ミサイル開発を一段と押し進める姿

勢を鮮明にしています。 

北朝鮮は、先月の「火星１５型」の発射を受けて、国を挙

げて各地で祝賀行事を開催していて、建国７０年を来年に

控え、核・ミサイル開発の進展ぶりをキム委員長の業績と

してたたえ、一層の権威づけを図っています。 

 

産経新聞2017.12.13 04:00更新  

金正恩氏の「核・ミサイルを使った恐喝」 「海底に葬っ

てやる」と威嚇された日本に備えはあるのか 

 北朝鮮が１１月２９日、２カ月半ぶりに、「火星１５号」

と呼ぶ、「米本土まで届く」という新型のＩＣＢＭ（大陸間

弾道ミサイル）を発射した。（夕刊フジ・１２月５日掲載） 

 ミサイルは、金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党委

員長の“お気に入りの試射場”となっている、日本列島わ

きの日本海へ撃ち込まれた。青森県沖合の日本の排他的経

済水域（ＥＥＺ）だ。 

 北朝鮮の朝鮮中央テレビは同日、「重大報道」として、興

奮した口調で「国家核戦力完成の歴史的大業が実現した」

と発表した。 

 私はだからといって、米国が北朝鮮に先制攻撃を加える

ことはないと、判断している。「火星１５号」がＩＣＢＭで

あって、北朝鮮が自賛したように、米全土を射程に収める

能力があるのか、核弾頭の小型化に成功したか、判然とし

ない。 

 私は１週間前までワシントンに滞在し、ドナルド・トラ

ンプ政権や、国防総省を囲む人々と意見を交換した。トラ

ンプ大統領は威勢よく北朝鮮を威嚇してきたものの、今回

試射したミサイルが仮に米本土に届くものであるとしても、

北朝鮮がよほどの挑発行為を行わない限り、米国が今後、

北朝鮮に軍事攻撃を加えることはないと思う。 

 正恩氏も一歩間違えば、米国から「１００倍返し」があ

るかもしれないから、ミサイルの試射や核実験に慎重にな

らざるを得ない。 

http://www.zakzak.co.jp/
https://www.jiji.com/jc/article?g=int&k=2017121200438&p=0171212at13&rel=pv
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 韓国・朝鮮人は大昔から不安定な環境で生きてきたから、

何よりも博打が好きだ。韓国で結婚披露宴、法事である祭

祀（チェサ）に招かれると、男たちが宴の脇で必ず花札（フ

ァット）にふけっている。 

 正恩氏はいま肝試しを、楽しんでいよう。 

 朝鮮半島をめぐっては、緊迫した状況がずっと続き、北

朝鮮はミサイルと核弾頭の性能を刻々と向上させるだろう。 

 その間、米国で政変が起こって、米国が「日本を守る意

志力」を弱めるかもしれない。 

 あるいは、サウジアラビアの若い実力者である皇太子が

現在、性急な改革を進めているが失敗して、イスラム過激

勢力によってアラビア半島から中東全域が、大きく混乱す

るかもしれない。 

 その場合、米国の現在の軍事力では、東アジアと中東の

二正面を守ることができない。東アジアが留守になる。日

本にとって悪夢だ。 

 北朝鮮はこれまで「日本を海底に葬ってやる」と威嚇し

てきた。 

 もし、正恩氏が「日本が朝鮮半島を奴隷化した罪を償う

ために、○兆円の賠償金を払わなければ、核攻撃を加える」

と恐喝してきたら、日本はどうしたらよいのか。 

 日本人は真剣に考えなければならない。 

 ■加瀬英明（かせ・ひであき） 外交評論家。１９３６

年、東京都生まれ。慶應義塾大学卒業後、エール大学、コ

ロンビア大学に留学。「ブリタニカ百科事典」初代編集長。

福田赳夫内閣、中曽根康弘内閣の首相特別顧問を務める。

松下政経塾相談役など歴任。著書・共著に『小池百合子氏

は流行神だったのか』（勉誠選書）、『「美し国」日本の底力』

（ビジネス社）など多数。 

 

冷静な対応求める＝中東の抗議行動で－米 

 【ワシントン時事】サンダース米大統領報道官は１１日、

トランプ大統領がエルサレムをイスラエルの首都と認めた

ことを受け、中東で激しい抗議行動が広がっていることに

関し、「冷静になるよう求める」と自制を促した。その上で、

中東の同盟国やパートナーと中東和平の推進に向けて連携

する意向を強調した。（時事通信2017/12/12-07:01） 

 

エルサレム問題「中東を不安定化」＝ロシア・トルコ首脳

会談 

 

１１日、アンカラで会談するロシアのプーチン大統領（左）

とトルコのエルドアン大統領＝トルコ大統領府提供（ＡＦ

Ｐ＝時事） 

 【エルサレム時事】ロシアのプーチン大統領は１１日、

訪問先のトルコの首都アンカラでエルドアン大統領と会談

し、トランプ米大統領がエルサレムをイスラエルの首都と

承認したことが「中東の既に複雑な状況を不安定化させて

いる」との認識で一致した。会談後の共同記者会見で語っ

た。今後もこの問題について接触を続けるという。  

 パレスチナ各地では反発したパレスチナ人とイスラエル

治安部隊との衝突が続いている。プーチン氏は「エルサレ

ムの地位はイスラエルとパレスチナの直接交渉を通じて解

決されるべきだ」と指摘。エルドアン氏は「イスラエルは

（今回の決定を）パレスチナ人に対する圧力や暴力を強め

る機会として利用している」と批判した。 

 一方、エルドアン氏はロシアから最新鋭の地対空ミサイ

ル・システムＳ４００を購入する計画に関し、近く両国の

当局者が会い、最終決定をすると明かした。（時事通信

2017/12/12-06:40） 

 

米副大統領 アッバス議長との会談断念 

毎日新聞 2017年 12月 12日 13時 21分(最終更新 12月

12日 13時21分) 

 【ワシントン会川晴之】サンダース米大統領報道官は１

１日、来週から中東を歴訪するペンス副大統領が、パレス

チナ自治政府のアッバス議長との会談を断念したことを認

めた。  

 アッバス氏は、トランプ米大統領が６日、エルサレムを

イスラエルの首都と認定したほか、商都テルアビブからエ

ルサレムへの大使館移転を指示したことに強く反発、ペン

ス氏との会談を拒否する考えを示していた。  

 サンダース氏は「彼らが地域の将来について話し合う機

会から立ち去ろうとしていることは不幸なことだ」と述べ

た。その上で「トランプ政権はイスラエルとパレスチナの

和平実現に向けた努力を続ける」と、中東和平実現に向け

た努力の継続を強調した。ペンス氏は、大統領の決定を説

明するため、イスラエル、エジプトなどを訪問する。  

 

米「エルサレム首都」 パレスチナとエジプト拒絶 

毎日新聞 2017年 12月 12日 13時 19分(最終更新 12月

12日 13時19分) 

 【エルサレム高橋宗男】パレスチナ自治政府のアッバス

議長は１１日、カイロでエジプトのシシ大統領と会談し、

エルサレムをイスラエルの首都と認定した米国の決定への

対応を協議した。エジプト大統領府が出した声明によると、

両者は高いレベルで協調し続けるとともに、パレスチナ人

の権利を守るために米国の決定を拒絶する姿勢を示してい

くことで一致した。  

 またレバノンのイスラム教シーア派武装組織ヒズボラの

https://mainichi.jp/ch150577625i/%E7%B1%B3%E5%89%AF%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98
https://mainichi.jp/ch171294330i/%E7%B1%B3%E3%80%8C%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%AC%E3%83%A0%E9%A6%96%E9%83%BD%E3%80%8D
https://www.jiji.com/jc/article?g=int&k=2017121200208&p=0171212at07&rel=pv
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指導者ナスララ師は１１日、ベイルート郊外での大規模抗

議デモで「ヒズボラを含む抵抗の枢軸はきょう、最も重要

な優先事項に立ち戻る」とビデオ演説した。  

 

「暴力、トランプ氏が引き金」憤るガザ 傷だらけの乳児 

朝日新聞デジタルガザ市＝渡辺丘 2017 年 12 月 11 日 23

時58分 

イスラエル軍による８日夜

の対ガザ空爆で、頭部に大けがをした生後６カ月の男の子

ユセフ・アブシュキヤンちゃん（右）と、祖母のムダララ

さん＝１０日午後、ガザ市、杉本康弘撮影 

 １０日午後、パレスチナ自治区ガザ市の病院の小児病棟。

生後６カ月のユセフ・アブシュキヤンちゃんがベッドに横

たわり、苦しそうに泣き声をあげていた。３０針縫った頭

部は包帯で巻かれ、顔も傷だらけだった。 

 ８日夜、イスラエル軍はガザ市を空爆し、砲弾がイスラ

ム組織ハマスの軍事施設に命中した。施設は粉々になり、

倒れたコンクリート柱がユセフちゃん一家が暮らすアパー

トを直撃した。ユセフちゃんは半壊したアパートから救出

された。母親（３９）も頭や背中に重傷を負った。 

 トランプ米大統領が６日にエルサレムをイスラエルの首

都と宣言して以降、ガザ地区の武装組織はイスラエルへロ

ケット弾攻撃を続け、イスラエル軍は報復空爆を重ねる。

同地区ではこれまでに空爆やイスラエル軍との衝突でハマ

ス戦闘員２人を含む４人が死亡し、２００人以上が負傷し

た。 

 ユセフちゃんの祖母ムダララさん（７５）は「家族が暴

力の応酬の巻き添えになった。あまりにも理不尽で、あま

りにもひどい。引き金を引いたトランプ氏を許せない」と

憤った。（ガザ市＝渡辺丘） 

 

米記者会見、偽ニュース巡り緊迫 報道官とメディアが火

花 

共同通信2017/12/12 19:21 

 

11日、米ホワイトハウスで記者会見するサンダース大統領

報道官（ゲッティ＝共同） 

 【ワシントン共同】「メディアは誤報を意図的に流し、責

任も取らない」と米大統領報道官が非難すると、記者は「ミ

スと偽ニュースは違う」とやり返した。ホワイトハウスで

11日に開かれた記者会見で、トランプ大統領がメディアを

「偽ニュース」と攻撃していることを巡り報道官と記者ら

が火花を散らし、会場は緊迫した。 

 米メディアは最近、政権に批判的な報道の内容が誤りと

判明するケースが続出し、トランプ氏から激しく攻撃され

ている。9 日にはワシントン・ポスト紙の記者がトランプ

氏の集会で空席が目立つかのような写真をツイッターに投

稿した後、集会開始の数時間前の写真と分かり謝罪した。 

 

地理院、スマホ情報で登山道修正 地形図に反映 

共同通信2017/12/12 18:52 

 

登山者のスマートフォンの位置情報を地形図の登山道修正

に利用するための協定を締結した、（左から）ヤマレコの的

場一峰社長、国土地理院の村上広史院長、ヤマップの春山

慶彦社長＝12日、茨城県つくば市の国土地理院 

 登山者のスマートフォンの位置情報を地形図の登山道修

正に利用しようと、国土地理院（茨城県つくば市）は12日、

登山者向けのスマホ用アプリを提供する2社と協定を締結

した。登山者が実際に歩いた道筋を集めた「ビッグデータ」

の提供を受け、地形図に反映することで「遭難を防ぎ、安

全で安心な登山に役立てたい」としている。 

 2 社は、いずれも登山者同士が情報を共有するアプリを

提供し、会員数約 30 万人の「ヤマレコ」（長野県松本市）

と約50万人の「ヤマップ」（福岡市）。衛星利用測位システ

ム（GPS）による登山経路の記録を個人情報に配慮しなが

ら、国土地理院に提供する。 

 

天体ショー  ふたご座流星群、１３日夜見ごろ 

毎日新聞 2017年 12月 12日 10時 21分(最終更新 12月

12日 23時36分) 

 「３大流星群」の一つの「ふたご座流星群」が、１３日

夜から１４日にかけて見ごろを迎える。今年は月明かりの

影響がほとんどないため夜空が暗く、観察には好条件だと

いう。  

 国立天文台によると、出現のピークは１４日午後４時ご

ろで、その前後の１２～１４日の夜には、晴れていれば空

の暗い場所なら最も多いときで１時間に４０個以上の流れ

http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171211004337.html
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171211004337.html
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171211004337.html
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171211004337.html
http://www.asahi.com/topics/word/パレスチナ自治区ガザ.html
http://www.asahi.com/topics/word/イスラエル.html
http://www.asahi.com/topics/word/軍事施設.html
http://www.asahi.com/topics/word/エルサレム.html
http://www.asahi.com/topics/word/イスラエル.html
http://www.asahi.com/topics/word/イスラエル.html
http://www.asahi.com/topics/word/イスラエル.html
http://www.asahi.com/topics/word/イスラエル.html
https://mainichi.jp/ch171295093i/%E5%A4%A9%E4%BD%93%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20171211004337.html
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星が見られると予想される。  

 

ふたご座流星群のイメージ 

 ふたご座流星群は、３大流星群の他の二つのしぶんぎ座

流星群（１月）、ペルセウス座流星群（８月）と異なり、午

後８時ごろの早い時間帯から流れ星が見え始めるため、子

どもにも観察しやすい流星群とされる。出現が本格化する

のは午後１０時以降だという。  

 ふたご座流星群の流れ星は、ふたご座付近の一点（放射

点）を中心に放射状に出現する。石崎昌春・国立天文台広

報普及員は「流れ星観察は、肉眼で夜空の広い範囲を眺め

るのがコツ。寒さ対策をしっかりして楽しんでほしい」と

話している。【斎藤有香】  

 


