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2018年 12月 14～16日 

世論調査（時事通信）、改憲めぐる動き、防衛計画大綱、政

局、日朝など外交 

 

内閣支持下落３８％＝軽減税率、賛成５割－時事世論調査 

時事通信2018年12月14日18時21分 

 

 時事通信が７～１０日に実施した１２月の世論調査で、

安倍内閣の支持率は前月比３．４ポイント減の３８．９％

で６カ月ぶりに下落した。不支持率は同０．５ポイント増

の３８．７％で支持と不支持が拮抗した。外国人労働者の

受け入れを拡大する改正出入国管理法をめぐり、政府・与

党が審議を強引に進めたことなどが影響したとみられる。 

 来年１０月の消費税率１０％への引き上げに伴い導入さ

れる軽減税率の賛否を聞いたところ、「賛成」５３．７％、

「反対」３２．９％となった。 

 来年夏の参院選に合わせた衆院解散・総選挙が取り沙汰

されていることを尋ねたところ、「賛成」３３．９％、「反

対」３０．１％だった。 

 

 内閣を支持する理由（複数回答）は、「他に適当な人がい

ない」１７．７％、「リーダーシップがある」１０．５％、

「首相を信頼する」９．１％などの順。支持しない理由（同）

は、「首相を信頼できない」２１．０％、「期待が持てない」

１５．０％、「政策が駄目」１３．８％などとなった。 

 政党支持率は、自民党が前月比５．５ポイント減の２１．

３％、立憲民主党は０．３ポイント増の４．６％。以下、

公明党３．４％、共産党１．６％、国民民主党１．０％、

日本維新の会０．８％など。支持政党なしは６．８ポイン

ト増の６５．１％だった。 

 調査は全国１８歳以上の男女２０００人を対象に個別面

接方式で実施。有効回収率は６０．７％だった。 

 

閣僚「不適」トップは片山氏＝２位麻生氏、３位桜田氏－

時事世論調査 

時事通信2018年12月14日18時22分 

 時事通信の１２月の世論調査で、１０月発足の第４次安

倍改造内閣のうち、閣僚としてふさわしくない人物を複数

回答で尋ねたところ、片山さつき地方創生担当相が４３．

７％でトップだった。麻生太郎副総理兼財務相、桜田義孝

五輪担当相が続いた。 

 片山氏は、自らが代表を務める団体の政治資金収支報告

書の訂正などが相次いでいる。立憲民主、共産各党などの

支持層では６～７割台だったほか、自民党支持層でも３９．

５％が不適とした。 

 麻生氏は３０．１％で２位。森友学園をめぐる財務省決

裁文書の改ざん問題などで野党の厳しい追及を受けた。３

位は桜田氏で２９．４％。パソコンを使わないとの発言が

海外メディアにも取り上げられたほか、国会答弁が不安視

されている。 

 外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法を

所管する山下貴司法相が６．８％の４位。以下、菅義偉官

房長官６．１％、宮腰光寛沖縄・北方担当相３．６％、石

井啓一国土交通相と茂木敏充経済再生担当相３．５％など

だった。 

 一方、「ふさわしくない人はいない、分からない」との回

答は３８．４％だった。 

 調査は７～１０日に全国１８歳以上の男女２０００人を

対象に個別面接方式で実施。有効回収率は６０．７％。 

 

首相の支持基盤、揺れる神社界 総長反発「改憲潰しだ」 

朝日新聞デジタル編集委員・藤生明2018年12月15日17

時24分 

神社本庁が本宗（根本、最高の神

社）とする伊勢神宮＝三重県伊勢市 

宗教法人神社本庁 

安倍晋三首相の支持基盤、神社界が大きく揺れている。

全国８万社、神職２万人を束ねる「神社本庁」（東京）で、

事務方トップの田中恒清（つねきよ）総長が９月の役員会

で辞意を表明しながら、翌月撤回した。剛腕総長の周辺で

https://www.jiji.com/jc/giin?d=b5cd190a143fb1131fdd12bea0bc7652&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=40258b4428f029a6cda7bdde576d8872&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f1445b11da1e123488a293991e3be36c&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f1445b11da1e123488a293991e3be36c&c=syu
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2018113000976&g=tha
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https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181214005482.html
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https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181214004957.html
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何が起こっているのだろうか。 

 神社本庁は１９４６年、国家から分離された神社の大半

をまとめる形で発足した宗教法人。伊勢神宮を最高の神社

「本宗（ほんそう）」とし、総裁に皇族出身者、統理に皇族・

華族出身者らをいただく。その下で実務全般を指揮してい

るのが総長（任期３年）だ。 

「今日で総長を引かせていただく」 

 騒動の発端は９月１１日、宗教法人法の定める責任役員

会で発せられた田中氏の辞意表明だった。石清水（いわし

みず）八幡宮（京都）の宮司を務める田中氏は２０１０年、

総長に就任。現在３期目で、来年６月まで任期を残した中

での発言だった。 

日本会議と日本会議国会

議員懇談会の設立２０周年記念大会で気勢をあげる打田文

博神道政治連盟会長（中央）＝２０１７年１１月２７日、

東京都港区芝公園３丁目 

 その場は、総長の指名権者でもある鷹司（たかつかさ）

尚武統理が「真摯（しんし）に受け止めさせていただきた

い」と引き取ったという。 

 神社本庁関係者を取材すると、辞意の根底には、神社界

を揺さぶっている職員宿舎売却問題があるのだという。 

田中氏を揺さぶる、不可解な職員宿舎売却問題とは。「土地

転がし」の疑いも報じられる中、田中氏は自らが深く関与

する改憲運動を持ち出し、強く反発するが……。 

 職舎問題とは、川崎市にあった… 

こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きを

お読みいただけます。 

残り：1840文字／全文：2328文字 

 

公明・山口代表、衆参ダブル選の場合「選挙協力しにくい」  

日経新聞2018/12/14 17:30 

公明党の山口那津男代表は 14 日の BS テレ東番組の収録

で、2019年夏の参院選に合わせて衆院選をする同日選挙構

想に否定的な考えを示した。「自民党との選挙協力がやりに

くくなる。エネルギーが分散するので、我が党として勝ち

抜くためにどうするかが最優先になる」と説明した。 

山口氏は「選挙協力に十分な力が入れられるかどうかが非

常に心配だ」と表明。07年の参院選で自民が惨敗した点を

挙げ「万が一のことが起きた場合、政権が非常に不安定に

なる。場合によってはひっくり返る」と語った。 

憲法改正を巡って来年は天皇陛下の退位と皇太子さまの即

位、20カ国・地域（G20）首脳会議など大きな行事が続く

と指摘。「憲法改正という重要な課題に腰を落ち着けてしっ

かり議論する余裕がなかなか見つけにくいのではないか」

と述べた。 

 

公明 山口代表 来年の衆参同日選に否定的意見 

NHK2018年12月14日 20時29分 

 

自民党内の一部から、安倍総理大臣が来年の参議院選挙に

合わせて衆参同日選挙に踏み切るのではないかとの見方が

出ていることについて、公明党の山口代表は、テレビ東京

のＢＳ番組の収録で、政権交代が起きる可能性もないとは

言えないとして、否定的な考えを示しました。 

この中で、山口代表は「衆参同日選挙というのは候補者も

多く、選挙制度もそれぞれ違い、有権者には分かりにくい。

自民党との選挙協力はやりにくくなるということを考えな

いといけない」と指摘しました。 

そのうえで、「今、圧倒的な数を持っている衆議院で、議席

が減るかもしれないリスクにさらされることになる。万が

一のことが起きた場合には、政権が非常に不安定になり、

場合によっては、ひっくり返ることも絶対にないとは言え

ない」と述べ、否定的な考えを示しました。 

また、山口氏は、憲法改正について「来年は重要な行事が

めじろ押しで、腰を落ち着けて憲法改正を議論する余裕が

なかなか見つけにくいのではないか。国民の関心や優先度

も必ずしも高くない」と述べ、来年の通常国会で改正を発

議するのは難しいという認識を重ねて示しました。 

 

「空母」運用事例を明記へ＝中期防、与党内手続きが完了 

時事通信2018年12月14日20時32分 

 

与党の「新たな防衛計画の大綱等に関するワーキング・チ

ーム」の報告書を受け取る安倍晋三首相（右から４人目）。

同５人目は小野寺五典ワーキング・チーム座長＝１４日午

後、首相官邸 

 自民、公明両党は１４日午後、衆院議員会館で政調会長

会談を開き、中期防衛力整備計画（２０１９～２３年度、

中期防）に関し、事実上の航空母艦（空母）として改修す

る海上自衛隊最大の「いずも」型護衛艦の運用事例を明記

することで合意した。こうした修正を条件に公明党も中期

防と新防衛大綱の最終案を了承し、与党内手続きが完了。

http://www.asahi.com/topics/word/伊勢神宮.html
http://www.asahi.com/topics/word/宗教法人法.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181214004915.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181214004915.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181214004915.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181214004915.html
http://www.asahi.com/topics/word/川崎市.html
https://www.asahi.com/news/gold.html?iref=com_1kiji_g_0
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181214004915.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018121400925&g=pol&p=20181214at89&rel=pv
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政府は１８日に閣議決定する。 

 公明党の１４日昼の常任役員会では、出席者から改修後

の護衛艦に関する記述について「運用に歯止めがかからな

い」との懸念が出たため、判断を保留。対応を一任された

石田祝稔政調会長が自民党の岸田文雄政調会長と協議し、

改修後にＳＴＯＶＬ（短距離離陸・垂直着陸）機を運用す

る場合を具体的に中期防に書き込むことで一致した。 

 

首相、多用途運用「守る」 いずも空母化、与党議員に 

2018/12/14 20:46共同通信社 

 

海上自衛隊の護衛艦「いずも」 

 安倍晋三首相は14日、海上自衛隊の護衛艦「いずも」改

修による事実上の空母化について、戦闘機を常時搭載せず、

災害時の拠点としての利用など多用途で運用する考えを表

明した。憲法上保有が許されない「攻撃型空母」に当たら

ないといった内容も含む与党側の確認書に関し「重く受け

止める。この内容をしっかり守って運用する」と述べた。

専守防衛から逸脱するとの批判を踏まえたとみられる。 

 新たな防衛力整備の指針「防衛計画の大綱」に関する自

民、公明両党のワーキングチーム（WT）座長の小野寺五典

前防衛相らが官邸で会談後、記者団に明らかにした。 

 

いずも“空母”化 安倍首相、多用途運用「守る」 

毎日新聞 2018年 12月 14日 21時 23分(最終更新 12月

14日 21時24分) 

 安倍晋三首相は14日、海上自衛隊の護衛艦「いずも」改

修による事実上の空母化について、戦闘機を常時搭載せず

災害時の拠点としての利用など多用途で運用する考えを表

明した。「攻撃型空母」に当たらないといった内容も含む与

党側の確認書に関し「重く受け止める。しっかり守って運

用する」と述べた。  

 防衛大綱に関する自民、公明両党のワーキングチーム

（WT）座長の小野寺五典前防衛相らが官邸で会談後、記者

団に明かした。  

 公明党は 14 日の常任役員会でいったんは大綱と次期中

期防衛力整備計画（中期防）の了承を保留。しかし党幹部

が政府、自民と協議。確認書の内容が中期防などに反映さ

れる見通しとなり、了承した。自民は了承手続きが済んで

いる。政府は18日に閣議決定する。（共同）  

 

JNN12月14日23時25分 

 

改修後の「いずも」運用、首相“与党の確認書に従う” 

 安倍総理は新たな「防衛大綱」を了承した与党のワーキ

ングチームに対し、“事実上の空母”となる改修後の護衛艦

「いずも」の運用について、与党間の確認書の内容に従う

考えを示しました。 

 「今回は確認書という形で総理に手交いたしまして、総

理からも『この内容をしっかり守って運用します』という

お答えをいただいたと」（小野寺五典・前防衛相） 

 新たな防衛大綱では、「いずも」型護衛艦を改修し、戦闘

機を搭載できるようにすることが明記されますが、事実上

の「空母化」に当たるとして、憲法に違反するとの批判も

あります。 

 これを受け、与党のワーキングチームは常に戦闘機を搭

載するわけではないなどとする「確認書」を取り交わし、

安倍総理と面会しましたが、安倍総理は確認書を受け取っ

たうえで、「この内容を守ってしっかり運用する」と述べ、

「いずも」の運用について与党側の提言に従う考えを示し

ました。 

 

護衛艦「空母化」 自公 多用途運用明記で合意 

NHK2018年12月14日 17時25分 

 

政府・与党内で最終的な調整が進む新たな中期防衛力整備

計画をめぐり、公明党から、自衛隊最大の護衛艦の事実上

の「空母化」について、攻撃型空母ではないことが明確に

なっていないという指摘が出されたことから、自民・公明

両党は、防衛目的だけでなく、災害対応など多用途に運用

することを明記することで合意しました。 

政府は、具体的な装備品から、今後５年分の防衛費の総額

の規模を定める中期防＝中期防衛力整備計画をめぐり、与

党との間で最終的な調整を進めています。 

新たな中期防には、自衛隊最大の護衛艦「いずも」を改修

し、事実上「空母化」することが盛り込まれていて、これ

をめぐり、14日に開かれた公明党の常任役員会で、憲法で

保有が許されない「攻撃型空母」ではないことが明確にな

っていないとして、了承が見送られました。 

これを受けて、自民・公明両党は、中期防の文言に修正を

加えることで合意し、具体的には、戦闘機を搭載するのは、

警戒・監視や訓練を行う場合などで、改修後も、防衛目的

だけでなく、災害対応など、多用途に運用するとしていま

す。 

政府は、文言の修正をへて、来週 18 日に新たな中期防を

決定したいとしています。 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=c04029a150453650396251f8e214b0fa&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=dba4f5099178787d6398d1695161b9ed&c=syu


4 

 

 

与党が防衛大綱案を了承  

自民、公明両党は 14 日、新たな防衛計画の大綱（防衛大

綱）案と中期防衛力整備計画（中期防）案を了承した。政

府は18日の閣議決定を目指す。 

安倍晋三首相は 14 日、大綱見直しに向けた与党ワーキン

グチーム（WT）の座長を務める自民党の小野寺五典前防衛

相らと首相官邸で会談した。小野寺氏は護衛艦「いずも」

を改修する事実上の「空母化」に関して専守防衛の範囲内

と確認した文書を手渡した。首相は「この内容をしっかり

守って運用していく」と応じた。改修後のいずもについて、

わかりやすい名称を検討すべきだとの認識も示した。 

 

護衛艦「空母化」 安倍首相「与党間合意に沿って適切に運

用」 

NHK2018年12月14日 20時48分 

 

「防衛計画の大綱」に、自衛隊最大の護衛艦を改修し事実

上の「空母化」することが盛り込まれることになったこと

を受けて、安倍総理大臣は、「攻撃型空母」にあたらないよ

う、運用の方法を定めた与党間の合意に沿って適切な運用

に努める考えを示しました。 

新たな「防衛計画の大綱」で、自衛隊最大の護衛艦「いず

も」を改修し、戦闘機を搭載できるようにする、事実上「空

母化」することが盛り込まれることになり、政府は来週 18

日に決定することにしています。 

これを受けて、安倍総理大臣は 14 日、与党の作業チーム

と総理大臣官邸で面会しました。 

この中で、作業チームの座長を務める小野寺前防衛大臣は、

事実上の「空母化」をめぐり、与党間で、憲法で保有が禁

じられている「攻撃型空母」にあたらないよう、運用の方

法をめぐって合意した確認書を手渡しました。 

これに対し、安倍総理大臣は「しっかりと受け止め、防衛

大綱作りを進めたい。文書で確認したことを踏まえ運用し

ていきたい」と述べ、与党間の合意に沿って適切な運用に

努める考えを示しました。 

そのうえで、安倍総理大臣は「多用途運用護衛艦」という

名称について、より短い名称を検討する考えを示しました。 

 

「日米同盟を強固に」 防衛相、共同演習を視察 

産経新聞2018.12.15 14:21  

 岩屋毅防衛相は１５日、陸上自衛隊の東千歳駐屯地（北

海道千歳市）を訪れ、日米共同方面隊指揮所演習「ヤマサ

クラ」を視察した。隊員らに向けた訓示で「日米同盟は強

固で信頼に足るものでなければならない」と述べ、一層の

連携強化を訴えた。 

日米共同方面隊指揮所演習「ヤマ

サクラ」を視察し、隊員を激励する岩屋防衛相（中央）＝

１５日午前、北海道千歳市 

 演習では、実際に部隊は動かさず、コンピューターを使

った図上演習により共同作戦立案の流れを確認している。

岩屋氏は状況説明を受けたほか、通訳業務などに当たる隊

員を激励した。 

 演習は３日に始まり１７日まで。日本側から計約５千人、

米側は計約１６００人が参加している。 

 

横田騒音訴訟で国も控訴 

時事通信2018年12月14日18時00分 

 米軍横田基地（東京都福生市など）の周辺住民が、国に

米軍機などの飛行差し止めや騒音被害に対する損害賠償を

求めた訴訟で、国は１４日までに、約９５６０万円の支払

いを命じた一審東京地裁立川支部判決を不服として、東京

高裁に控訴した。１３日付。住民側は既に控訴している。 

 

国会情報、ツイッターで発信＝「与党の横暴伝える」－立

憲 

時事通信2018年12月15日17時52分 

 

立憲民主党が開設した、国会情報に特化したツイッター 

 立憲民主党が国会情報に特化したツイッターを開設、発

信を続けている。１１月下旬から開始し、フォロワーは１

万人を超えた。辻元清美国対委員長は「まだ試行錯誤して

いるが、開かれた国会にしていくために努力したい」と発

信強化に意欲的だ。 

 国会ツイッターは「与党の横暴ぶりを国民にリアルタイ

ムに伝える」（党幹部）ことを目的に開設した。迅速さが求

められるため、既存ツイッターより決裁を簡略化し、国対

の判断で発信できるようにした。 

 先の臨時国会では、改正出入国管理法の審議をめぐり、

国対事務局が「採決が強行されました」「暴言について協議

が続いているため、全体の審議が止まっています」などと

投稿。委員会質疑のポイントを議員自ら説明する動画も掲

載した。 

https://www.sankei.com/politics/news/181215/plt1812150010-n1.html#inline-wrap
https://www.sankei.com/politics/news/181215/plt1812150010-n1.html#inline-wrap
https://www.sankei.com/politics/news/181215/plt1812150010-n1.html#inline-wrap
https://www.jiji.com/jc/giin?d=7c86af97cae773d040f6042be85d8ae2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018121500148&g=pol&p=20181215at45&rel=pv
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 決裁の速さはリスクも伴う。ツイッターでは法務省から

入手した資料の画像も公開したが、党関係者からは「どこ

まで公表していいのか迷う」との声も漏れる。別の関係者

は「閉会中にどんな情報を伝えるかが課題だ」と語った。 

 

立憲民主・枝野代表「一日も早く政権を取る」 参院選は

「野党共闘で勝機あり」 

産経新聞2018.12.15 23:23 

「政治が、国家が、政府がしっかり

と補い、支え合う社会ができれば」と述べる立憲民主党の

枝野幸男代表＝１５日、山形市（柏崎幸三撮影） 

 立憲民主党の枝野幸男代表は１５日、山形市で開かれた

党山形県連の設立集会で講演し、「上からの政治、社会のあ

り方を下からの草の根からの政治、社会に変えていく。次

の世代にもう一つの道を切り開いていくのが立憲民主党が

目指す社会だ」と述べた上で、「一日も早く政権を取りたい」

と訴えた。 

 また、安倍晋三首相が目指す憲法改正を阻止するため、

来年夏の参院選で改憲勢力が「３分の２」の議席を割り込

むよう全力を尽くす考えを強調。憲法論議に関し「首相が

勝手を言っても、私たちが『うん』と言わないと進まない

状況を取り戻さないと、どこで暴走されるか分からない」

と語った。 

 来年夏の参院選山形選挙区については「山形でも自民党

と一騎打ち構造をつくれれば、十分勝算があると思う」と

述べた。立憲民主、国民民主、社民と連合山形の３党１団

体による「野党共闘」候補の年内擁立を目指しているが、

今のところ擁立できていない。 

 

「徳島・高知」、年内に方向性＝国民・玉木代表 

時事通信2018年12月15日18時37分 

 国民民主党の玉木雄一郎代表は１５日、高知市内で記者

団に対し、来年夏の参院選「徳島・高知」選挙区で野党統

一候補の擁立に向けて調整を急ぐ考えを示した。その上で

「年内に方向性を出し、年度内に具体的な名前を決定して

いきたい」と述べた。 

 その他の参院１人区に関しては「調整が進んでいるとこ

ろは年内に具体名を出すことが望ましい」と語った。

（2018/12/15-18:37） 

 

国民民主・玉木雄一郎代表「ドローンのような速さで支持

率浮上を」 

産経新聞2018.12.15 19:27  

国民民主党の玉木雄一郎代表 

 国民民主党の玉木雄一郎代表は１５日、高知県須崎市沖

で定置網漁の保守点検に水中ドローン技術を使う試みを視

察後、高知市で記者団に「ドローンのような速さで浮上し

たい」と述べ、ドローンになぞらえて１％前後で低迷する

党の支持率アップに向け決意を示した。また「党の支持率

は底を打った。あとは上がるだけだ」と意気込んでみせた。 

 

無所属・江田氏、立憲会派入りへ 

時事通信2018年12月15日18時05分 

 衆院会派「無所属の会」の江田憲司議員は１５日、立憲

民主党の会派に参加する意向を固めた。入党はせず、党籍

は無所属のまま活動する。 

 江田氏は周囲に、会派入りの理由について「野党を近い

将来、再び大きな一つの固まりにし、自民党のライバル政

党にするための大局的判断だ」と説明。消費税や原発など

の基本政策に関し、立憲と足並みをそろえる考えも示した。 

 

立憲に合流方針伝達＝玄葉氏は新会派結成に意欲－無所

属の会 

時事通信2018年12月14日18時27分 

 

記者会見で新会派結成に意欲を示した衆院会派「無所属の

会」の玄葉光一郎元外相＝１４日午後、福島県庁 

 衆院会派「無所属の会」の大串博志幹事長は１４日、立

憲民主党の福山哲郎幹事長を国会内に訪ね、同会所属議員

が個々の判断で立憲に合流するとした総会決定を伝えた。

福山氏はこの後、記者団に「われわれの政策、理念を共有

すると確認した。歓迎したい」と述べた。 

 一方、立憲への合流見送りを表明した同会の玄葉光一郎

元外相は福島県庁で記者会見し、来年１月召集の通常国会

に向け、新会派結成に意欲を示した。玄葉氏は来年の参院

選後に野党再編が加速するとの見通しを示した上で、「しっ

かりと一定の役割を果たしたい」と語った。 

 

無所属の会 立憲合流第１陣、18日までに取りまとめ 

毎日新聞 2018年 12月 14日 19時 52分(最終更新 12月

14日 20時06分) 

https://www.sankei.com/politics/news/181215/plt1812150021-n1.html#inline-wrap
https://www.sankei.com/politics/news/181215/plt1812150021-n1.html#inline-wrap
https://www.sankei.com/politics/news/181215/plt1812150021-n1.html#inline-wrap
https://www.jiji.com/jc/giin?d=6ce55e00530f14fd5b3af2165f19a293&c=syu
https://www.sankei.com/politics/news/181215/plt1812150016-n1.html#inline-wrap
https://www.jiji.com/jc/giin?d=ea562cda7382a0092cc10bdedfd662d5&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=4b79dfabbd35a6d5d6e8cf0f0379e850&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=878ec66fd1a954afddc3b636b46b0e3c&c=san
https://www.jiji.com/jc/giin?d=b6ca1dfcd052ec5dfb308a308fe641f9&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=b6ca1dfcd052ec5dfb308a308fe641f9&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018121400825&g=pol&p=20181214at82&rel=pv
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 衆院会派「無所属の会」の大串博志幹事長は 14日、国会

内で立憲民主党の福山哲郎幹事長と会談し、18日までに立

憲会派に合流する議員を取りまとめて報告すると伝えた。

合流自体は議員個人の判断で行い、別々の日になることも

あり得る。会談では、原発ゼロ政策や、来年の消費増税反

対、米軍普天間飛行場の辺野古移設見直しなど立憲の基本

政策への賛同が条件だと改めて確認された。  

 一方、無所属の会の玄葉光一郎元外相は 14 日、福島県

庁で記者会見し、立憲会派に合流しない理由を「立憲と国

民民主党の緩衝地帯の役割を果たすべく、もう少し真ん中

で活動する」と説明した。【遠藤修平、高橋隆輔】  

 

立民会派入りを伝達 無所属の会幹事長  

日経新聞2018/12/14 11:45 

衆院会派「無所属の会」の大串博志幹事長は 14日、立憲民

主党の福山哲郎幹事長と国会内で会談した。無所属の会が

解散し、13人の所属議員が個々の判断で立民会派入りする

方針を決めたことを伝えた。18日に同日までに会派入りを

決めた人数を伝達する。原発の即時ゼロなど立民の政策を

共有することも確認した。 

無所属の会は 2017 年衆院選で旧希望の党や立民に加わら

ずに無所属で当選した旧民進党出身者が中心だ。岡田克也

元副総理が代表で野田佳彦前首相も所属している。 

 

小泉氏、野党一本化を警戒  

日経新聞2018/12/14 18:00 

自民党の小泉進次郎厚生労働部会長は 14 日、日本記者ク

ラブで講演し、次の衆院選などでの野党の候補者一本化に

警戒感を示した。「野党が一つになったら必ず政権交代の可

能性がある。昨年の衆院選もこれからも毎回その構図にな

るかどうかだ」と述べた。「強い野党がいると国会は引き締

まる。国の政治のあるべき姿を考えると、そうあるべきだ」

とも話した。 

 

麻生氏、賃金上昇ないは「感性」 閣議後の記者会見で 

2018/12/14 13:22共同通信社 

 麻生太郎財務相は 14 日の閣議後の記者会見で、景気拡

大期間が高度成長期の「いざなぎ景気」を超えたが賃金が

上がっていない状況を問われ「上がっていないと感じる人

の感性」の問題だとの認識を示した。 

 個人差があることを指摘したとみられるが、賃金上昇が

物価に追いつかない人も多い中、発言は波紋を呼びそうだ。 

 麻生氏は、質問した民放記者に対し「どのくらい上がっ

たんだね」と逆質問。記者がほとんど上がっていないと答

えると「そういうところはそういう書き方になるんだよ」

と述べた。 

 麻生氏は「（現政権下で）毎月、毎年、2～3％近くずっと

上がってきた」とも述べた。 

 

「次の質問どうぞ」を謝罪＝河野外相 

時事通信2018年12月15日21時11分 

 河野太郎外相は１５日、自身のブログで、１１日の記者

会見でロシアとの北方領土交渉に関する質問を無視し、「次

の質問どうぞ」と述べたことについて謝罪した。河野氏は

「おわびしてしっかり改める。せめていつものように『お

答えは差し控えます』と答えるべきだった」とつづった。 

 河野氏は日ロ交渉に関し、日本政府の方針や目標を公の

場で説明することは「こちらの手をさらしてポーカーをや

れというのと同じ」と述べ、明瞭な説明ができないことに

理解を求めた。（ 

 

外相、会見で質問無視「おわび」 HP 上で、日ロ交渉沈

黙は継続 

2018/12/15 19:18共同通信社 

 

河野太郎外相 

 河野太郎外相は 15 日、日ロ平和条約締結交渉に関する

質問を繰り返し無視した 11 日の記者会見での対応につい

て自身のホームページで「おわびして改める」と陳謝した。

交渉への影響を避けるため、今後も対処方針や北方領土を

巡る政府見解については発言を控えると説明している。 

 河野氏は、北方領土をロシア領と認めるよう求めた同国

のラブロフ外相の発言に関連した四つの質問に対して「次

の質問どうぞ」と述べ、回答を拒否した。ホームページで

「せめて、いつものように『お答えは差し控える』と答え

るべきだった」と表明した。 

 

「次の質問どうぞ」を河野外相が謝罪 ブログで「反省」 

朝日新聞デジタル2018年12月15日18時11分 

河野太郎外相＝１１月２９日、鬼原民幸撮

影 

 河野太郎外相は１５日、日ロ関係の質問を無視し、４回

にわたり「次の質問をどうぞ」と連発した記者会見の態度

について、「せめていつものように『お答えは差し控えます』

と答えるべきでした」「おわびして、しっかりと改めます」

と自身のブログで謝罪した。 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=5ec60cc8b57423d301fd720ad85d1198&c=syu
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181215002472.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181215002472.html
http://www.asahi.com/topics/word/河野太郎.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181215002472.html
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 ブログでは１１日の記者会見について、「その質問には答

えられませんという意味で『次の質問をどうぞ』と答えた」

と説明。外交史料館の資料がデジタル化されたことなどを

紹介した会見内容を振り返り、「答えられない日ロ交渉に関

する質問で限られた会見の時間がつぶれてしまうよりも、

（外務省が力を入れていたトピックに）しっかり時間をか

けて答えたいと思った」と記し、「反省しています」とした。 

 一方で、平和条約締結交渉について日本政府の立場を説

明していないとの批判には「こちらの手をさらしてポーカ

ーをやれというのと同じ」と反論した。 

 

「甘え」「時間の無駄」… 河野外相、質問無視の背景は 

朝日新聞デジタル清宮涼、丸山ひかり、仲村和代 2018 年

12月14日07時00分 

 河野太郎外相が１１日午後の定例会見で日ロ関係をめぐ

る記者の質問を繰り返し無視した。外交交渉への影響を考

慮するとしても、「答えられない」とさえ回答しないのは極

めて異例。背景にあるものは。 

 河野氏は会見で、ロシアの外相が日ロ平和条約交渉につ

いて「日本が第２次大戦の結果を認めることが第一歩だ」

と発言したことについて、記者に問われた。これに対し「次

の質問どうぞ」とだけ返答。続けて２人の記者が関連質問

をしても「次の質問どうぞ」と繰り返した。「なぜ『次の質

問どうぞ』と言うのか」とただされても、「次の質問どうぞ」。

「公の場での質問にそういう答弁をするのは適切ではない

のではないか」と指摘され、「交渉に向けての環境をしっか

りと整えたい」と語った。 

 ロシアとの平和条約交渉では、河野氏は交渉責任者を務

め、臨時国会の委員会審議でも「（自らの発言が）交渉に影

響を与えることが十分に考えられる」として、「政府の立場

を申し上げるのを控える」などと繰り返し答弁していた。 

 記者会見では、質問そのものも無視した形だ。この様子

は朝日新聞のほかＮＨＫなども報じた。外務省の記者クラ

ブは１１日夕、「国民に対する説明責任を果たしているのか

どうか、疑問を禁じ得ない」として、河野氏に「誠実な会

見対応を求める」とした申入書を文書で提出。河野氏は、

「神妙に受け止めます」とのコメントを出した。 

 外相の会見は、記者クラブに在… 

 

外相 質問無視「おわび」 HP、日ロ交渉沈黙は継続  

日経新聞2018/12/15 20:35 

河野太郎外相は 15 日、日ロ平和条約締結交渉に関する質

問を繰り返し無視した 11 日の記者会見での対応について

自身のホームページで「おわびして改める」と陳謝した。

交渉への影響を避けるため、今後も対処方針や北方領土を

巡る政府見解については発言を控えると説明している。 

河野氏は、北方領土をロシア領と認めるよう求めた同国の

ラブロフ外相の発言に関連した四つの質問に対して「次の

質問どうぞ」と述べ、回答を拒否した。ホームページで「せ

めて、いつものように『お答えは差し控える』と答えるべ

きだった」と表明した。 

対応理由について、外交史料の公開などに関する発表事項

があった事情を挙げ「答えられない日ロ交渉に関する質問

で限られた会見の時間がつぶれてしまうよりも、そうした

（発表事項に関する）質問に時間をかけて答えたいと思っ

たこともある。反省している」と釈明した。 

その上で「交渉に影響が出かねないことについて発言は差

し控えていることをご理解いただきたい」とした。ロシア

側からは交渉に関連する発言が相次いでいることにも「先

方が言ってるから言い返すのではなく、むしろ、だからこ

そこちらはより慎重であるべきだ」と主張した。〔共同〕 

 

北方領土引き渡し反対で集会＝ロシア極東サハリン州 

時事通信 2018年12月15日20時53分 

 【モスクワ時事】ロシア極東サハリン州のメディアによ

ると、同州の州都ユジノサハリンスクで１５日、北方領土

の日本への引き渡しに反対する集会が開かれ、約１５０人

が参加した。 

 参加者は「クリール諸島（北方領土と千島列島）はわれ

われのものだ」などと訴え、気勢を上げた。集会を呼び掛

けた野党・共産党は３５０人以上が参加したと発表した。

（ 

 

北方領土引き渡しに反対の集会 サハリンでロ共産党呼

び掛け 

2018/12/15 22:04 共同通信社 

 

ユジノサハリンスクで開かれた北方領土引き渡し反対集会

＝15日（タス＝共同） 

 【ウラジオストク共同】ロシア極東サハリン州の州都ユ

ジノサハリンスクで 15 日、北方領土の日本への引き渡し

に反対する集会が開かれた。ロシア共産党が呼び掛け、サ

ハリン州のメディアによると約 150 人が参加。「領土は渡

さない」「祖国を売ることは許されない」などと訴えた。 

 日ロ両首脳は 11 月、色丹島と歯舞群島の引き渡しを明

記した 1956 年の日ソ共同宣言を基礎に平和条約交渉を加

速させることで合意。北方領土を事実上管轄するサハリン

州では共産党を中心に、2 島引き渡しへの反対運動が活発

化している。 

 ロシア政府は、こうした運動が政権批判に発展すること

を警戒している。 

 

http://www.asahi.com/topics/word/外務省.html
http://www.asahi.com/sns/reporter/kiyomiya_ryo.html
http://www.asahi.com/topics/word/河野太郎.html
http://www.asahi.com/topics/word/日ロ平和条約交渉.html
http://www.asahi.com/topics/word/委員会審議.html
http://www.asahi.com/topics/word/外務省.html
http://www.asahi.com/topics/word/説明責任.html
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韓国大統領「個人請求権消滅せず」＝徴用工判決に初言及、

解決姿勢も 

時事通信2018年12月14日18時38分 

 

１４日、ソウルの大統領府で日韓議員連盟のメンバーと握

手する韓国の文在寅大統領（左）（韓国大統領府提供） 

 【ソウル時事】韓国の文在寅大統領は１４日、訪韓中の

日韓議員連盟の額賀福志郎会長らと大統領府で会談し、韓

国人の元徴用工らへの賠償を日本企業に命じた韓国最高裁

判決について「労働者個人が日本企業に請求した損害賠償

請求権まで消滅したものではないと（最高裁は）みている」

と指摘した。請求権問題の解決に努める姿勢も示した。韓

国大統領府が発表した。 

 文氏が最高裁判決に具体的に言及したのは初めて。日本

政府も個人の請求権を否定していないが、１９６５年の日

韓請求権協定で完全に解決済みであり、「救済されることの

ない権利」との立場だ。 

 会談で文氏は「韓国は三権分立が確立しており、尊重し

なければならない」と強調する一方、請求権協定は「最高

裁判決も否定していない。有効だ」との認識を示した。そ

の上で「十分な時間をかけて、関係省庁や専門家らと解決

策を模索していく」と語った。 

 文氏は日本側の韓国批判を念頭に「両国民の敵対感情を

刺激しないよう慎重かつ節度ある表現が必要だ」と指摘。

「両国間の友好感情を害することは韓日未来関係の発展に

役に立たない」と述べ、日本側に慎重な対応を求めた。 

 

文氏、徴用工訴訟判決に関与せず 「司法を尊重」、日韓議

連に明言 

2018/12/14 21:49共同通信社 

 

14日、ソウルの大統領府で日韓議員連盟の代表団と会談す

る韓国の文在寅大統領（共同） 

 【ソウル共同】超党派の日韓議員連盟（会長・額賀福志

郎元財務相）の代表団は 14 日、韓国の文在寅大統領とソ

ウルの青瓦台（大統領官邸）で会談した。日本企業に韓国

人元徴用工らへの賠償を命じた一連の韓国最高裁判決を巡

り、文氏は「三権分立で、政府は関与できない。判決を尊

重しなければならない」と明言した。関係者や韓国大統領

府が明らかにした。 

 文氏が一連の判決を巡る判断を日本側に示したのは初め

て。安倍晋三首相と文氏は 11 月、東南アジア諸国連合

（ASEAN）関連首脳会議などの国際会議に共に出席した

が、日韓首脳会談は実施していない。 

 

文大統領「司法を尊重」＝徴用工判決で日韓議連に 

時事通信2018年12月14日12時20分 

 【ソウル時事】韓国を訪問している超党派の日韓議員連

盟は１４日、文在寅大統領と大統領府で会談した。文氏は

会長の額賀福志郎元財務相に対し、元徴用工をめぐる韓国

最高裁判決は「三権分立の中で尊重しなければならない」

と述べ、従来の韓国政府の立場を繰り返した。 

 額賀氏が会談後に記者団に明らかにした。文氏は、韓国

側の今後の対応について「未来志向で日韓関係を大事にし

ながら、（韓国政府内で）協議している」と説明。額賀氏は

１９６５年の日韓請求権協定に基づき、「適切な処置をとっ

てほしい」と求めた。 

 

文大統領、個人請求権を明言 元徴用工判決で日韓議連に 

2018/12/14 13:51共同通信社 

 

日韓議員連盟と会談する韓国の文在寅大統領。手前は議員

連盟会長の額賀元財務相＝14日、ソウルの大統領府（共同） 

 【ソウル共同】超党派の日韓議員連盟（会長・額賀福志

郎元財務相）の代表団は 14 日、韓国の文在寅大統領とソ

ウルの青瓦台（大統領官邸）で会談した。日本企業に韓国

人元徴用工らへの賠償を命じた一連の韓国最高裁判決を巡

り、額賀氏は韓国政府として適切な措置を取るよう要請。

文氏は「個人請求権は消滅していない。どう解決するか両

政府で話し合っていきたい」と述べた。関係者が明らかに

した。 

 額賀氏は 1965 年に締結した日韓請求権協定に従って対

応するよう求めた。文氏は「司法判決は三権分立の中で尊

重しなければならない」と指摘した。 

 

しんぶん赤旗2018年12月15日(土) 

日韓議連代表団 文大統領と会談 被害者の名誉と尊厳

の回復を 志位委員長が発言 

 【ソウル＝面川誠】日韓・韓日議員連盟合同総会に参加

するため訪韓している日韓議員連盟代表団は１４日、青瓦

台の大統領府を訪問し、文在寅（ムン・ジェイン）韓国大

https://www.jiji.com/jc/giin?d=d2f113dfdd89d68de1e8c81d9c799ce9&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=d2f113dfdd89d68de1e8c81d9c799ce9&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018121400538&g=pol&p=20181214at74&rel=pv
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統領と会談しました。日本共産党の志位和夫委員長は、代

表団の一員として発言しました。 

 
（写真）韓国大統領府で会談後、文在寅大統領（右）と握

手する志位委員長＝14日、ソウル 

 冒頭、文大統領は、日韓議連代表団を歓迎し、「歴史を直

視し、未来志向で、平和と繁栄に向けて協力していきたい。

不幸な過去を共に克服し、真の友達の関係を築いていきた

い」と表明しました。 

 額賀福志郎日韓議連会長は、「安倍首相と意見交換を行い、

共有したこと」として、「『慰安婦』問題で『和解・癒やし

財団』が解散されたこと、『徴用工』問題で韓国大法院で（賠

償命令の）判決が下ったことに、安倍首相も私も、韓国の

今後の対応を憂慮している。韓国政府に適切な対応を期待

する」と述べました。 

 文大統領は、「徴用工問題」について、「この問題では、

労働者個人が日本企業に対して請求した損害賠償請求権ま

で消滅したのではないとみている。十分に時間をかけて、

知恵を集めて解決したい。この問題で両国民の敵対感情を

刺激しないよう、慎重で節制された表現が必要だ。両国間

の友好な情緒を損なうことは韓日の未来の発展に役立たな

い」と語りました。 

 ここで発言を促された志位委員長は、「徴用工問題の本質

は、植民地支配と結びついた人権侵害というところにある。

だから、『植民地支配への反省』を明記した（１９９８年の）

『日韓パートナーシップ共同宣言』の精神に立って、被害

者の名誉と尊厳が回復されるよう、日韓がともに努力して

いくことが大切だ」と強調。さらに、「その際、（１９６５

年の）日韓請求権協定によって、両国間の請求権の問題が

解決されたとしても、被害者個人の請求権を消滅させるこ

とはないということは、日本政府も最近も国会答弁で公式

に表明していることだ。（日韓）両国政府はこの点で一致し

ている。この一致点を大切にして、被害者の名誉と尊厳の

回復にむけた前向きの解決が得られるよう、日韓の冷静な

話し合いが大切だと思う」と表明しました。 

 文大統領は、志位氏の発言に感謝の意を述べるとともに、

「個人の請求権は消滅していないということは重要なこと

だ。この立場に立てば、円満な解決がはかられるのではな

いか」と応じました。 

 

しんぶん赤旗2018年12月15日(土) 

新たな「パートナーシップ宣言」へ 日韓・韓日議連合同

総会 ソウル 

（写真）日韓・韓日議連合同

総会に出席する志位委員長（中央）ら＝14日、ソウル 

 【ソウル＝面川誠】日韓議員連盟（日本側）と韓日議員

連盟（韓国側）は１４日、ソウルで第４１回合同総会を開

きました。日本共産党からは志位和夫委員長ら衆参６議員

が参加。閉幕式で採択された共同声明は、「過去を直視し、

相互理解と信頼に基づいて未来を志向する精神を盛り込ん

だ１９９８年の『２１世紀に向けたパートナーシップ共同

宣言』２０周年にあたる本年を契機に、新たな『パートナ

ーシップ宣言』に向かって友好協力が一層強化されるよう

共に努力していく」と記しました。 

 歴史問題の解決について、「被害を訴える当事者の名誉と

尊厳が回復されるよう、日韓パートナーシップ宣言の趣旨

に基づき相互互恵の精神で共に努力する」としています。 

 北東アジア情勢については、「南北・米朝首脳会談などが

北東アジアと朝鮮半島の平和に寄与するとの認識で一致し、

今後とも北朝鮮の核・弾道ミサイルの廃棄と平和体制の構

築に向けて、国際規範の下での安全保障分野における協力

を強化していく」と明記しました。 

 また、日本でのヘイトスピーチなど日韓の友好を阻害す

る言動の根絶に向けて協力していくことを確認。永住外国

人に地方参政権を付与する法案の実現に向けて、日本側が

今後も努力することにしました。 

 合同総会には日本共産党から志位氏のほか、穀田恵二、

笠井亮、本村伸子の各衆院議員、井上哲士、吉良よし子の

両参院議員が参加しました。 

 

文大統領「個人請求権は消滅してない」 徴用工判決巡り 

朝日新聞デジタルソウル＝及川綾子、武田肇2018年12月

14日12時04分 

日韓議員連盟

のメンバーとの会談であいさつする文在寅・韓国大統領＝

１４日午前、韓国大統領府、代表撮影 

 韓国の文在寅（ムンジェイン）大統領は１４日、訪韓中

の日韓議員連盟の額賀福志郎・元財務相らと大統領府で会

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181214001598.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181214001598.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181214001598.html
http://www.asahi.com/topics/word/文在寅.html
http://www.asahi.com/topics/word/額賀福志郎.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181214001598.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181214001700.html
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談した。文氏は、韓国大法院（最高裁）が戦時中の韓国人

元徴用工や元女子勤労挺身（ていしん）隊員らへの賠償を

日本企業に命じた判決について「（元徴用工らの）個人請求

権は消滅していないという観点から解決していくべきだ」

と述べ、日韓間の協議が必要との認識を示した。 

 日韓議連関係者が明らかにした。１０月３０日に日本企

業への賠償判決が初めて確定した後、文氏が判決について

具体的に言及するのは初めて。日本政府も、個人の請求権

は消滅していないとの認識を示す一方、元徴用工らへの補

償問題は国交正常化の前提となった１９６５年の日韓請求

権協定で「解決済み」で権利は行使できないとの立場をと

る。 

 関係者によると、文氏は「６５年の請求権協定は有効だ

が、個人補償の効力の解釈には距離がある」と指摘。「どう

埋めるのか日韓で協議が必要だ。韓国の各省庁でも対応を

検討している」と話したという。６５年の請求権協定につ

いて再交渉する考えはないとも話した。日本企業に賠償を

命じた判決については「三権分立の中で行政府が司法府の

判断に関与できず、尊重しなければならない」とした。 

 また「過去を直視することは重… 

残り：453文字／全文：974文字 

 

日韓議連会長らに文氏「司法の判決なので尊重」 

読売新聞2018年12月14日 17時42分 

 

訪韓した日韓議連メンバー（右）と握手を交わす韓国の文

在寅大統領（１４日、韓国大統領府で）＝岡部雄二郎撮影 

 

 【ソウル＝深沢亮爾、岡部雄二郎】超党派の国会議員で

つくる「日韓議員連盟」の額賀福志郎会長らは１４日午前、

文 在 寅
ムンジェイン

大統領とソウルの大統領府で会談した。 

 額賀氏らは、韓国の元徴用工らが起こした訴訟で日本企

業に賠償を命じる判決が相次いでいる問題などについて、

韓国政府に適切な対応を取るよう求めた。文氏は「司法の

判決なので尊重しなければならないが、政府内で（対応策

を）協議している」と述べた。 

 額賀氏らは文氏との会談に先立ち、ソウル市内で

李 洛 淵
イナギョン

首相とも会談した。李氏は徴用工問題について

対応策を検討する韓国政府の責任者で、「最大限努力してい

る」と述べたが、具体策には触れなかった。 

 日韓議連と韓国側の韓日議連との合同総会は同日、ソウ

ル市内で行われた。対立が深まっている日韓関係の改善に

向けて意見交換し、同日夕、共同声明を発表する見通しだ。 

 

日韓議員連盟 額賀氏らが文大統領と面会 

毎日新聞 2018年 12月 14日 20時 45分(最終更新 12月

14日 20時45分) 

 【ソウル渋江千春】超党派で作る日韓議員連盟の額賀福

志郎会長らは14日、韓国の青瓦台（大統領府）で韓国の文

在寅（ムンジェイン）大統領と会談した。大統領府による

と、文大統領は、元徴用工を巡る訴訟で日本企業に賠償を

命じた韓国最高裁の確定判決について「韓国政府は十分な

時間をかけて政府の関係部署や民間、専門家を集めて解決

方法を模索していくつもりだ」と述べ、時間をかけて慎重

に対応していく意向を明らかにした。  

 文大統領は、日韓の慰安婦合意に基づき設立された「和

解・癒やし財団」解散の発表についても言及。「財団はずい

ぶん前から活動と機能が停止され、活動がない状態で、運

用や維持費だけ支出されてきた。残余金などは本来の趣旨

に合う用途で活用されるよう、日韓が協議できればいい」

と理解を求めた。また、「歴史を直視しながら、未来志向的

な関係を作ってきたことは、両国と両国民の努力のお陰だ。

両国の政治指導者たちが両国民の友好的な情緒を促進させ

て奨励させなければいけない」とも述べた。額賀氏は元徴

用工を巡る判決などに対し、韓国の適切な措置や対応策を

期待すると伝えた。  

 額賀氏らは日韓議員連盟と韓国側の韓日議連の合同総会

のため、ソウル入り。「日韓両国の政府、国会がリーダーシ

ップを発揮して困難な問題をマネージし、引き続き良好な

2 国間関係を築いていくべきだ」などとする共同声明を採

択した。  

 

日韓・韓日議員連盟が合同総会 徴用工訴訟などに憂慮 

産経新聞2018.12.14 19:46  

１４日、ソウルで開かれ

た日韓の議員連盟合同総会の閉会式で記念撮影する参加者

（共同） 

 【ソウル＝名村隆寛】日韓・韓日議員連盟の合同総会が

１４日、ソウル市内で行われ、日韓パートナーシップ宣言

２０周年に当たる今年を機に、両国の友好協力の強化へ努

力していくことなどを盛り込んだ共同声明を採択した。 

 共同声明には、韓国最高裁による「徴用工」訴訟での日

本企業への賠償命令や、慰安婦問題をめぐる日韓合意に基

づく「和解・癒やし財団」の解散に対する日本側の深い憂

http://www.asahi.com/topics/word/最高裁.html
http://www.asahi.com/topics/word/個人請求権.html
http://www.asahi.com/topics/word/個人請求権.html
http://www.asahi.com/topics/word/個人請求権.html
http://www.asahi.com/topics/word/個人請求権.html
http://www.asahi.com/topics/word/個人請求権.html
http://www.asahi.com/topics/word/三権分立.html
https://www.sankei.com/politics/news/181214/plt1812140027-n1.html#inline-wrap
https://www.sankei.com/politics/news/181214/plt1812140027-n1.html#inline-wrap
https://www.sankei.com/politics/news/181214/plt1812140027-n1.html#inline-wrap
http://www.yomiuri.co.jp/photograph/news/article.html?id=20181214-OYT1I50020
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慮と、韓国政府への適切な対応要請が盛り込まれた。 

 また、村山・河野・菅談話など「侵略と植民地支配に対

する反省と謝罪」の歴史認識の重要性を求める韓国側に対

し、日本側は歴代政権の立場を継承していくことを再確認

した。総会では、文在寅（ムン・ジェイン）大統領の公式

訪日が来年の早い時期に実現するよう支援することでも合

意した。 

 一方、日韓議員連盟の額賀福志郎会長ら代表団はこの日、

韓国大統領府で文大統領と会談。関係者によると、韓国最

高裁判決をめぐり日韓請求権協定に従い適切な措置を取る

よう要請した額賀氏に対し、文氏は「個人請求権は消滅し

ていない。いかに解決するか両政府で話し合っていきたい」

と述べた。 

 

「ムン大統領訪日へ協力」 日韓議員連盟が共同声明採択 

NHK2018年12月14日 22時59分 

 
日韓両国の議員連盟がソウルで合同総会を開き、太平洋戦

争中の「徴用」をめぐる判決の問題などで立場の隔たりが

見られたものの、ムン・ジェイン（文在寅）大統領の日本

訪問の実現に向けて互いに協力していくことなどを盛り込

んだ共同声明を採択しました。 

超党派の国会議員でつくる日韓議員連盟は、14日、ソウル

で韓国側の議員連盟と合同総会を開き、安全保障や経済な

どについて意見を交わしました。 

この中で、日本側は、太平洋戦争中の「徴用」をめぐる判

決などについて深い憂慮を示し、適切な対応を取るよう要

請しました。 

これに対し、韓国側は、司法の判断だとして尊重するよう

求めるとともに、正しい歴史認識のもとに未来志向の関係

を構築することが重要だと主張し、立場の隔たりが見られ

ました。 

ただ、「徴用」をめぐる判決の問題などが両国の若者が未来

をひらく機会を妨げてはならないという認識では一致し、

互いに友好関係の強化に向けて努力するとともに、ムン・

ジェイン大統領の日本訪問が来年の早い時期に実現するよ

う協力していくことなどを盛り込んだ共同声明を採択しま

した。 

このあと、日韓議員連盟の幹事長を務める自民党の河村元

官房長官は記者会見で、「徴用」をめぐる判決の問題につい

て「解決に向け、韓国政府が正面から努力してくれると期

待している」と述べました。 

 

元徴用工、日韓すれ違い露呈 文大統領「判決を尊重」  

日韓議連議員団と会談  

2018/12/14 16:19 (2018/12/14 19:37更新) 

【ソウル=恩地洋介】韓国を訪れている日韓議員連盟会長

の額賀福志郎元財務相ら超党派の議員団が 14 日、文在寅

（ムン・ジェイン）大統領や韓国側の議員団と会談した。

日本側は日本企業への賠償命令が相次ぐ元徴用工訴訟に関

し、日韓請求権協定に基づく適切な対応を要請した。韓国

側は司法判断を尊重する立場や対応策には時間がかかると

の見通しを表明。双方の溝が露呈した。 

 

韓国の大統領府で日韓議員連盟を出迎える文在寅大統領

（14日）=共同 

日韓議連メンバーと文氏は韓国大統領府で約 40 分会談。

額賀氏や韓国側によると、額賀氏は「1965年の請求権協定

に基づき適切な措置をとってほしい」と要請した。文氏は

「日本と同様に三権分立は確固で、政府は判決を尊重せざ

るを得ない」と回答。関係省庁と専門家を中心に「十分な

時間をかけて解決策を模索する」とも語った。 

韓国側によると、文氏は韓国政府が 11 月末に一方的な解

散を表明した元従軍慰安婦支援の財団についても説明。「長

いこと活動が停止しており、運営・維持費だけが支出され

てきたため財団を解散した」と述べ、日本側が拠出し宙に

浮いている10億円の扱いを協議したいと主張した。 

日韓の議員団はソウル市内で議員連盟の合同総会を開き、

元徴用工訴訟を巡り「日本側は韓国政府が国際法にのっと

り適切な対応をとるよう要請」と明記した共同声明を採択

した。しかし日本側は安倍晋三首相が恒例の祝辞を見送る

一方、韓日議連の姜昌一（カン・チャンイル）会長は日本

の行政と立法府も韓国司法の判断を尊重するよう求めるな

ど、すれ違いが否めなかった。 

開会式には文氏から元徴用工問題への対応を委ねられてい

る李洛淵（イ・ナギョン）首相も出席した。退席時に旧知

である自民党の竹下亘前総務会長に歩み寄り「対応策には

少し時間がかかります」とささやく場面があった。韓国政

府は当初、年内の対応発表をめざしていたが、来年にずれ

込むとの見方が出ている。 

 

元徴用工で適切対応を要請 日韓議連、韓国大統領に  

日経新聞2018/12/14 11:53 

【ソウル=恩地洋介】超党派でつくる日韓議員連盟会長の

額賀福志郎元財務相（自民党）らは14日午前、韓国大統領

府で文在寅（ムン・ジェイン）大統領と会談した。額賀氏

は日本企業への賠償命令が相次ぐ元徴用工訴訟を巡り、

javascript:void(0)
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1965 年の日韓請求権協定で解決済みとの立場から適切な

対応策を示すよう文氏に要請した。 

額賀氏によると、文氏は一連の判決について「三権分立の

観点から尊重しなければならない」と述べた。関係省庁で

対応策の検討を進めており「未来志向で日韓関係を大事に

しながら協議していく」と応じたという。額賀氏らはこれ

に先立ち韓国の李洛淵（イ・ナギョン）首相とも会談した。 

日韓議連の代表団 30 人は文氏との会談後、ソウル市内で

韓国側の韓日議連との合同総会に出席した。元徴用工訴訟

への対応や、韓国政府が一方的に解散を表明した元従軍慰

安婦の支援財団などについても意見を交わす。日本側は自

民党から額賀氏のほか河村建夫、竹下亘両氏らが出席。共

産党の志位和夫委員長も加わった。 

韓国大法院（最高裁）は10月末以降、元徴用工や元朝鮮女

子勤労挺身（ていしん）隊員が原告の 3訴訟で、新日鉄住

金と三菱重工業への賠償命令を確定させた。韓国政府は李

首相が中心となって対応策を検討している。 

一方、新日鉄住金を相手取った裁判の原告側弁護士は今月

24日までに同社が協議に応じない場合、韓国で同社資産の

差し押さえ手続きに入る考えを示している。 

 

徴用工判決「適切な対応を」＝日韓・韓日議連が共同声明 

時事通信2018年12月14日20時02分 

 【ソウル時事】韓国を訪問している超党派の日韓議員連

盟は１４日、ソウルで韓国の韓日議連と合同総会を開催し

た。日本側は共同声明で、徴用工判決や慰安婦財団解散に

深い憂慮を示した上で、韓国政府に「国際法にのっとり適

切な対応」を取るよう求めた。 

 日韓議連幹事長を務める自民党の河村建夫元官房長官は

総会後の記者会見で、徴用工判決について「（韓国の）李洛

淵首相の下で検討が慎重に真剣に行われていると感じた」

と述べ、韓国政府の対応を注視していく考えを示した。 

 一方、韓国側は共同声明で「日本政府が侵略と植民地支

配に対する反省と謝罪など正しい歴史認識の上に未来志向

的な関係を構築することが重要だ」と強調。両議連は文在

寅大統領の訪日に関し、来年の早い時期の実現を支援する

ことで一致した。（ 

 

徴用工訴訟判決に日韓双方の議連が言及 日本側は「遺憾」 

産経新聞2018.12.14 11:53  

韓国の文在寅大統領（左）と

握手する日韓議員連盟会長の額賀元財務相＝１４日、ソウ

ルの大統領府（共同） 

 【ソウル＝名村隆寛】日韓・韓日議員連盟の合同総会が

１４日、ソウル市内で始まった。総会は毎年、日韓で交互

に開催されているもので今年が４１回目。 

 韓国最高裁でいわゆる徴用工だったと主張する韓国人へ

の賠償を日本企業に命じる判決が出たことや、慰安婦問題

をめぐる日韓合意に基づく「和解・癒やし財団」の解散を

韓国政府が一方的に発表するなど、日韓関係が極度に悪化

した中での総会となった。 

 総会のあいさつで韓日議連の姜昌一（カン・チャンイル）

会長は、徴用工訴訟をめぐる判決について「韓国司法府の

判断であり、三権分立の原則にのっとり、尊重することを

要請する」と述べ、日本側の理解を求めた。 

 これに対し日韓議連の額賀福志郎会長は、徴用工訴訟の

判決が「１９６５年の日韓国交正常化以来積み重ねられて

きた両国の協力関係の基礎を揺るがすもので、極めて遺憾

だ」と指摘。また、「和解・癒やし財団」の解散について、

「日韓合意を履行していく観点から認められない」と日本

側の立場を訴えた。 

 一方、合同総会のため訪韓した日本の議員団は同日午前、

韓国大統領府に文在寅（ムン・ジェイン）大統領を表敬訪

問した。日本側の議員団によれば、文氏は、徴用工訴訟の

判決をめぐって韓国政府内部で対応策を検討中であること

を伝えたという。 

 総会は同日夕、共同声明を採択し閉幕する予定だが、声

明文の内容が注目される。 

 

韓国の対応見極め＝菅官房長官 

時事通信2018年12月14日17時42分 

 菅義偉官房長官は１４日の記者会見で、韓国の文在寅大

統領が元徴用工らへの賠償を命じた一連の韓国最高裁判決

を尊重する考えを示したことについて、「韓国政府が具体的

にどのような対応を講ずるか見極めているところだ。大統

領の発言一つ一つにコメントは控えたい」と述べるにとど

めた。 

 その上で、菅氏は「日韓関係は非常に厳しい状況にある

が、わが国の一貫した立場に基づき、韓国政府に適切な対

応を強く求めていきたい」と強調した。 

 

菅義偉官房長官、文大統領を牽制 徴用工判決「尊重」発

言で 

産経新聞2018.12.14 18:52  

会見に臨む菅義偉官房長官＝１４日

午前、首相官邸（春名中撮影） 
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 菅（すが）義偉（よしひで）官房長官は１４日の記者会

見で、韓国の文（ムン）在寅（ジェイン）大統領が、いわ

ゆる徴用工訴訟で日本企業に賠償を命じた韓国最高裁の確

定判決をめぐり、「司法の判決は三権分立の中で尊重しなけ

ればならない」などと発言したことについて「韓国政府に

対し（判決による）国際法違反の状態を是正することを含

め、適切な措置を講じることを強く求めているところだ」

と述べ、文氏を牽制（けんせい）した。 

 菅氏は同時に「現時点で具体的にどのような対応を講じ

るか見極めているところで、その過程における大統領の発

言一つ一つにコメントすることは控えたい」とも語った。 

 その上で「日韓関係は非常に厳しい状況にあるが、政府

としてはわが国の一貫した立場に基づき、韓国政府に適切

な対応を強く求める」と強調した。 

 文氏の発言は、超党派の日韓議員連盟の額賀（ぬかが）

福志郎会長（自民）とソウルの青瓦台（大統領府）での会

談で出た。 

 

「徴用」判決 “日本企業に不利益ない対応 必要” 河野外

相 

NHK2018年12月16日 5時49分 

太平洋戦争中の「徴用」をめぐる判決は認められないとし

て日本政府が、韓国政府に適切な措置を求めていることに

関連し、河野外務大臣は、「韓国側の対応が難しいことは理

解しており、せかすつもりはない」としながらも、日本企

業に不利益のない対応が必要だという考えを重ねて示しま

した。 

太平洋戦争中の「徴用」をめぐる裁判で日本政府は、日本

企業に賠償を命じた判決は認められないとして、適切な措

置を講じるよう求めているのに対し、韓国のムン・ジェイ

ン（文在寅）大統領は14日、時間をかけて対応策をまとめ

る方針を示しました。 

河野外務大臣は、訪問先のカタールで、「韓国側の対応が難

しいことは理解しているので、せかすつもりは無いが、日

本企業に対する不利益が生じないよう、きちんと対応して

もらう必要がある」と述べました。 

また、河野大臣は、「請求権の問題は日韓請求権協定で完全

かつ最終的に解決済みで、 国際的な合意事項を国内の司

法がひっくり返せるとなったら、国際法の基本が崩れる」

と述べ判決は認められないとする日本の立場を重ねて強調

しました。 

 

三菱重にまた賠償命令＝元挺身隊員訴訟で韓国 

時事通信2018年12月14日17時42分 

 【ソウル時事】韓国の光州地裁控訴部は１４日、戦時中

に女子勤労挺身（ていしん）隊員として強制的に働かされ

たとして、韓国人女性１人と遺族１人の計２人が三菱重工

業を相手取り、損害賠償を請求した訴訟の控訴審で、同社

の控訴を棄却し、それぞれ１億２０００万ウォン（約１２

００万円）、約３２５万ウォン（約３２万５０００円）の賠

償を命じる判決を言い渡した。韓国メディアが伝えた。 

 韓国最高裁は１０月３０日、新日鉄住金を相手取った元

徴用工の訴訟で、同社の上告を棄却、賠償を命じる判決を

初めて確定させた。１１月２９日には元挺身隊員らの訴訟

２件で、三菱重工にも賠償を言い渡している。 

 光州地裁控訴部は「韓日請求権協定で個人の請求権が消

滅したとみることは難しい」という最高裁の判断を踏襲し

た。また、提訴期限に関して、最高裁が個人の請求権を認

め、賠償判決を初めて確定させた１０月３０日に「権利行

使の障害が解消された」と指摘し、それ以前に提起された

訴訟も有効と判断。「提訴は無効だ」とする三菱重工側の主

張を退けた。 

 

韓国で三菱重工に賠償命令 挺身隊訴訟二審 

2018/12/14 15:40共同通信社 

 
14日、韓国の光州地裁前で勝訴判決に喜ぶ原告の李敬子さ

ん（右から4人目）ら（共同） 

 【光州共同】韓国南西部の光州地裁控訴部は 14日、太平

洋戦争時に名古屋の軍需工場へ動員され、強制労働をさせ

られたなどとして元朝鮮女子勤労挺身隊員の韓国人女性ら

2 人が三菱重工業に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、同

社に支払いを命じた一審判決を支持する原告勝訴判決を言

い渡した。 

 昨年 8月、光州地裁が一審判決で計約 1億 2320万ウォ

ン（約1200万円）の賠償を命じ、同社が控訴していた。 

 訴訟の原告は、元挺身隊員の金英玉さん（86）と、挺身

隊員として工場にいた際に 1944 年の東南海地震で亡くな

った崔貞礼さんのおいの妻に当たる李敬子さん（75）。 

 

韓国の地裁、三菱重工の控訴棄却 元挺身隊員に賠償命令 

朝日新聞デジタルソウル＝牧野愛博2018年12月14日17

時03分 

１４日午後、光州地裁前で会

見する原告団関係者ら＝黄宣真撮影 

 韓国の光州地裁は１４日、戦時中に女子勤労挺身（てい
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しん）隊員として名古屋市の飛行機工場に動員された金英

玉（キムヨンオク）さん（８６）と、故崔貞礼（チェジョ

ンレ）さんの遺族が三菱重工業を相手取って損害賠償を求

めた訴訟の控訴審で、同社の控訴を棄却し、金さんに１億

２千万ウォン（約１２００万円）を、崔さんの遺族に相続

分にあたる約３３０万ウォン（約３３万円）を支払うよう

命じた。 

 判決によれば、韓国南部・麗水（ヨス）に住んでいた金

さんは１２歳の時、「日本に行けば教育も受けられるし、金

も稼げる」と言われて名古屋に渡り、過酷な労働を強いら

れた。１９２７年生まれだった崔さんは４４年１２月、動

員された日本で地震にあい、建物の下敷きになって死亡し

た。韓国の大法院（最高裁）は元徴用工らが新日鉄住金や

三菱重工業に起こした訴訟３件で、賠償を命じる判決を確

定させている。今回の光州地裁の控訴審判決も、確定判決

と同じ理由で出された。 

 ２１日にはソウル高裁で、元徴用工が日立造船を相手に

起こした訴訟の判決が言い渡される。韓国政府は関係６省

庁で対応策を協議しているが、難航している。（ソウル＝牧

野愛博） 

 

挺身隊訴訟、２審も三菱重工に賠償命令…上告へ 

読売新聞2018年12月14日 19時28分 

 【光州（韓国南西部）＝水野祥】第２次世界大戦中に「女

子勤労 挺 身
ていしん

隊」の一員として名古屋の軍需工場に動員

された韓国人女性と元隊員の遺族計２人が三菱重工業を相

手取り、損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、

光 州
クァンジュ

地裁は１４日、三菱重工業の控訴を棄却した。

１審判決を支持し、２人に計約１億２３００万ウォン（約

１２３０万円）の支払いを命じた。三菱重工業は上告する

方針だ。 

 元徴用工や元挺身隊員の訴訟を巡っては、韓国大法院（最

高裁）が１０～１１月に新日鉄住金や三菱重工業に対し、

賠償を命じる判決を計３件確定させた。光州地裁は１４日、

これらの大法院判決の内容を踏襲し、三菱重工業の訴えを

退けた。 

 訴訟は、元隊員と遺族が２０１５年５月、光州地裁に提

訴し、１審で原告側が勝訴していた。 

 

三菱重工にまた賠償命令 光州地裁  

日経新聞2018/12/14 18:18 

【ソウル=鈴木壮太郎】戦時中に女子勤労挺身（ていしん）

隊として名古屋市内の航空機工場に動員されたとして、元

隊員や遺族が三菱重工業に損害賠償を求めた控訴審で、韓

国の光州地裁は 14 日、同社に賠償を命じた一審判決を支

持し、同社の控訴を退ける判決を言い渡した。聯合ニュー

スが伝えた。 

原告らは2015年に提訴。光州地裁は17年8月、生存者の

女性に1億2000万ウォン（約1200万円）、遺族には相続

分に基づいて 325万 6000ウォンの慰謝料の支払いを命じ

る判決を下した。 

元徴用工や元挺身隊員が起こした訴訟を巡っては、10月末

以降、新日鉄住金や三菱重工業に対する計3件の賠償命令

が大法院（最高裁）で確定している。被告敗訴の流れは定

着しており、21日の日立造船や 19年 1月 23日の不二越

の裁判でも同様の判決が下されるとみられる。 

 

三菱重工業にまた賠償命令 挺身隊控訴審で韓国・光州 

産経新聞2018.12.14 14:54  

１４日、韓国の光州地裁前で

勝訴判決に喜ぶ原告の李敬子さん（右から４人目）ら（共

同） 

 【ソウル＝名村隆寛】韓国の光州（クァンジュ）地裁控

訴部は１４日、戦時中に朝鮮女子勤労挺身隊員として動員

され労働を強制されたと主張する韓国人女性と遺族の２人

が三菱重工業に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、同

社に計約１億２３２０万ウォン（約１２３０万円）の賠償

を命じた１審判決を支持し同社の控訴を棄却した。 

 原告は、名古屋にあった三菱重工の軍需工場へ動員され

たとして２０１５年に提訴していた。いわゆる元徴用工や

元挺身隊をめぐる訴訟では、韓国最高裁が１０月３０日、

新日鉄住金に、１１月２９日には三菱重工に賠償を命じる

確定判決をそれぞれ言い渡した。 

 今回の判決は最高裁の判断を踏襲しており、韓国メディ

アによると「原告の権利行使を妨げる理由はない。被告が

主張する請求権消滅の時効成立は認められない」とした。 

 

トランプ氏、非核化巡る米朝交渉「我々は急いでいない」 

朝日新聞デジタルワシントン＝園田耕司 2018年 12月 15

日09時14分 

今月７日、ホワイトハウスで記者

の質問に答えるトランプ米大統領＝ワシントン、ランハム

裕子撮影 

 トランプ米大統領は１４日、自身のツイッターに投稿し、

北朝鮮の非核化をめぐる米朝交渉について「我々は急いで
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いない」と改めて強調した。 

 トランプ氏は「たくさんの人たちに北朝鮮との交渉はど

うなっているのかと聞かれるが、私はいつも『我々は急い

でいない』と答えている」とツイートし、「我々はうまくい

っている！」と締めくくった。 

 トランプ氏ら政権幹部は２回目の米朝首脳会談を「来年

１月から２月」に開催するとの見通しを示している。しか

し、１１月初旬にニューヨークで予定されていた米朝高官

協議が北朝鮮側の都合で突如中止になって以来、米朝交渉

に進展は見られず、停滞を続けている。（ワシントン＝園田

耕司） 

 

米朝協議「急いでいない」とトランプ氏  

日経新聞2018/12/15 6:24 

【ワシントン=永沢毅】トランプ米大統領は14日、北朝鮮

の非核化に向けた米朝協議について「多くの人が尋ねるが、

私たちは急いでいない」とツイートした。「金正恩（キム・

ジョンウン）委員長は北朝鮮が経済的に大きな成功を収め

る潜在力があることを誰よりよく分かっている」との見方

を示したうえで「この機会を国民のために最大限に活用す

るだろう」との見通しを示した。 

トランプ氏は2回目の米朝首脳会談が2019年 1月か2月

に開かれるとの見通しを示してきたが、それに先立つ米朝

高官協議は開催のメドがたっていない。この日のツイッタ

ーでは「私たちはとてもうまくやっている！」とも強調し

た。 

 

年内の合意持ち越し＝在韓米軍の駐留費負担増 

時事通信2018年12月14日18時16分 

 【ソウル時事】韓国外務省当局者は１４日、２０１９年

以降の在韓米軍駐留経費の負担に関する米韓高官協議が期

限の年内に合意できず、年明け以降も継続される見通しを

示した。駐留経費の約半分を占める韓国負担分について、

米側が増額を求めているとみられ、駆け引きが続いている。 

 在韓米軍の駐留経費負担をめぐる協定は５年ごとに結ば

れ、今月末で期限を迎える。前回協定は１３年末に期限を

迎えたが、今回と同様に協議が越年し、１４年１月に締結

された。 

 今回の協議は今月１１～１３日にソウルで開かれたが、

韓国外務省当局者は「依然、立場の差が大きい」と説明。

聯合ニュースによれば、米軍のＢ１戦略爆撃機などの展開

費用について、米国が韓国に負担を求めているという。 

 韓国メディアは、今年の駐留経費全体の約半分を占める

約９６００億ウォン（約９６０億円）を韓国が負担してい

ると伝えている。一方、米紙ウォール・ストリート・ジャ

ーナル（電子版）は７日、トランプ大統領が韓国負担分の

大幅な増額を求めていると報道していた。 

 

二審も原爆症認める 慢性心不全の85歳男性 

2018/12/14 18:4612/14 18:47updated共同通信社 

 

東京高裁の判決を受け、記者会見する原告の山本英典さん

＝14日午後、衆院第1議員会館 

 長崎の爆心地から約 4.2キロの地点で被爆した山本英典

さん（85）＝東京都杉並区＝が、慢性心不全を原爆症と認

定しなかった国の処分を不服として起こした訴訟の控訴審

判決で、東京高裁は 14 日、原爆症と認めた一審東京地裁

判決を支持、国の控訴を棄却した。 

 2013年に改正された国の認定方針では、疾病の種類ごと

に被爆地と爆心地との距離などが一定の条件に当てはまれ

ば原爆症と認め、該当しない場合は被爆線量や既往歴を総

合的に考慮して判断する。 

 

Ｂ２９に体当たり、旧日本軍「紫電改」か 部品発見続く 

朝日新聞デジタル小林圭2018年12月15日10時04分 

これまでに見つかった紫電改の残

骸とみられる部品＝２０１８年１２月１日、大分県竹田市、

小林圭撮影 

 

 

 

 太平洋戦争末期に大分県竹田市に墜落した旧日本軍の戦

闘機「紫電改」の行方を、地元住民や戦争捕虜について調
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べている市民団体「ＰＯＷ研究会」の会員らが探している。

今月行ったものを含め、これまで７回の捜索で同機の残骸

とみられる部品など約５０点が見つかった。 

 地元では、同機は１９４５年５月５日、米軍の爆撃機Ｂ

２９に体当たり攻撃をして墜落したと伝わる。Ｂ２９も墜

落し、生き残って捕虜となった搭乗員９人のうち８人は、

九州帝国大（現・九州大）で生きたまま解剖され死亡。「九

大生体解剖事件」として、遠藤周作の小説「海と毒薬」の

モデルにもなった。 

 捜索には地元住民の小林正憲さん（６９）も加わってい

る。母ハナ子さんは同機の墜落で死亡した紫電改の乗組員

粕谷欣三さんの救護にかかわったという。 

 ハナ子さんから初めて同機の話を聞いたのは１９７７年。

双方の搭乗員を慰霊する「殉空之碑」建立のため土地を提

供したことがきっかけだった。ハナ子さんは粕谷さんの遺

体を拭いて清めたことなどを話し、「長生きできているのも

粕谷さんのお陰。ありがたい」と口にしていたという。 

 碑の建立後は粕谷さんの部隊の… 

残り：593文字／全文：1063文字 

 

「苗木城跡」が人気絶頂、専門誌でも山城部門１位 岐阜 

朝日新聞デジタル森川洋2018年12月15日08時34分 

渋い石組みの景観を見せる苗木城跡。

遠くに恵那山、眼下に木曽川＝中津川市提供 

 

 標高４３２メートル、眼下の木曽川からは１７０メート

ル。そんな高所にある岐阜県中津川市の「苗木城跡」（国指

定史跡）の１１月の来場者数が、月としては過去最多の１

万３６２０人を記録した。専門誌「日本の城ベストランキ

ング」（晋遊舎）の「山城」部門で１位に選ばれたことに加

え、積極的なＰＲが功を奏した。 

 苗木城は木曽川沿いの岩山に戦国時代に築かれ、江戸期

は遠山家が苗木藩主として居城。壁の色から「赤壁城」と

も呼ばれ、約１万石の小藩ながら山頂には３層の天守もあ

ったという。現在は、城跡にやぐら風の展望台が立つ。随

所にある自然の巨岩と人の手による石垣の混合、川と山々

を望む絶景が高い評価につながった。 

 「１位効果」は顕著だった。「日本の城ベストランキング」

が出版された４月は、月間来場者が前月の倍近い１万９０

５人となった。暑かった７～９月こそ前年を下回ったが、

１０月には月間の最多来場者数を更新。１１月はそれを上

回った。 

 今年の来場者数は、１１月末時… 

残り：349文字／全文：755文字 
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