
です。中国軍機が台湾の防空識別圏
に侵入を繰り返したり、台湾進攻を
想定した軍事演習を近海で行なった
りしています。
今年３月には米インド太平洋軍の司令
官が「中国が６年以内に台湾に侵攻
する可能性」と米上院軍事委員会で
証言しています。台湾有事は「今そこ
にある危機」なのです。
そして、日本にとっては他人事では決
していられません。先ほどの中国海警
法が射程に入れているのは、いわゆる
「第一列島線」の内側の海域全体を
中国の支配下に収めようという狙いが
あるはずだからです。
第一列島線とは、中国がこれまた勝
手に引いた海軍・空軍の戦力展開の
目標となる地図上のラインであり、対
米防衛ラインとして設定されているも
のだとされています。日本列島の九州・
沖縄から台湾、そしてフィリピンへと
伸びています。
中国としては仮に対米戦争になったら
日本列島を含む第一列島線を最前線
として、米軍と正面衝突する腹積りだ

ている他国の船舶を検査したり、航
行を制限する権限を中国海警局に勝
手に与えています。
あまつさえこの法律では、「管轄海域」
で「国家主権、主権的権利、管轄権」
が「不法に侵害された、または不法に
侵害される緊迫した危険がある時」
には、武器使用を含む一切の措置を
取れるとしています。
つまり、わが国固有の領土である尖
閣諸島の周辺海域についても中国が
「自国の海」と勝手に見なし、日本の
海上保安庁の巡視艇等の航行を武
力で排除する行動に法的根拠を与え
ているのです。とんでもない法律です。
そして中国自身が批准している国連
海洋法条約にも明らかに違反してい
ます。
にもかかわらず、日本政府の姿勢は
当初から及び腰でした。中国海警法
を「国際法違反」と断じる事なく、「運
用次第では国際法に違反する可能性
がある」という表現を用い続け、与
党の自民党からも強い批判を浴びま
した。

私も施行直後に産経ウェブのオピニオ
ンサイト・iRONNA で論文を発表し
ました。過激とも言えるタイトルは編
集部が付けたものですが、この論文
は大きな反響を呼び、日本政府も中
国海警法について「国際法との整合
性で問題のある規定を含む」と菅義
偉総理が国会で答弁するようになりま
した。
しかしこれでも踏み込みが足りませ
ん。「国連海洋法条約に明白に違反
し、国際法秩序と法の支配へ挑戦す
る立法だ」とはっきり言わなければな
りません。この法律によって最も脅威
にさらされている当事国は日本なので
すから。

バイデン大統領と初めて対面で会談
する首脳となった菅義偉総理との日米
首脳会談で、共同声明に「台湾海峡
の平和と安定」が明記されたのが注
目を集めました。異例の日米共同声
明は、それだけ中国による台湾への
軍事的脅しが露骨になっている裏返し

多くの人々の苛立ちのタネになってい
ます。
一昨年、新型コロナウィルス禍の発生
する前の年の１２月には、私自らが団
長となった超党派訪問団で台湾を訪
問し、ジョセフ・ウー外相や、今やＩ
Ｔを活用した新型コロナウィルス対策
で世界の注目を集めているオード
リー・タンＩＴ担当大臣にも対面する
機会を得ました。
その後、日本の政治家の多くが「台
湾重視」を唱えるようになり、パイナッ
プルの問題やワクチンの提供で助け合
いの成果も収めてきましたが、これに
も先鞭を付けたものと自負しています。
これまで多方面での政策議論に関
わってきた私ですが、国家の存立に
死活的に重要な安全保障の議論でも
与野党の国会論議をリードしてまいり
たいと考えています。

ということになります。勝手に日本列
島を米中戦争の最前線の戦場に想
定しているのですから迷惑千万な話
です。
そのために中国は第一列島線の内側
の日本海や東シナ海を中国のいわば
内海として日本やその他の国から奪
い取り、掌中に収めてしまおうと狙っ
ているに違いありません。「中国海警
法」の狙いの本質はここにこそありま
す。だから無警戒でいてはならない
のです。
そこで重要になるのが台湾です。第一
列島線を日本列島から延ばした延長
線上にあるのが、台湾だからです。いわ
ば台湾と日本は同一線上の脅威にさ
らされている「運命共同体」と言って
も過言ではありません。
そもそも有事の際の米軍と自衛隊の協
力について規定した１９９９年の周辺
事態法（現・重要影響事態法）は、９
６年の米クリントン政権時の「台湾海
峡危機」の発生を受けて、台湾有事
を想定して制定されました。台湾有事
が仮に発生すれば、わが国のシーレー
ンに致命的な影響を与え、沖縄を含
む南西諸島を脅かし、「周辺事態」ど
ころか「日本有事」そのものに直結し
ます。決して「対岸の火事」では済ま
されません。
ところが、日本と台湾では軍対軍、い
わゆるミリ・ミリ（ミリタリー・トゥ・
ミリタリー）の協力関係が現状は一切
ありません。これだけ地理的に近接し、
安全保障上の共通利害を有していな
がら、両者による合同訓練や情報偵
察衛星やレーダー情報といったインテ
リジェンスレベルの情報交換も（少な
くとも公式には）行なわれていません。
なぜでしょうか。理由は「台湾は国で
はない」からです。国ではない台湾と
は国交がなく、「一つの中国」原則を
支持する日本が台湾の軍を独自の軍

隊とみなして公式に対話することはで
きないというわけです。
しかし、同じく「一つの中国」原則を
堅持している米国は台湾と軍事協力し
ています。米国には台湾への軍事協
力と防衛について規定する「台湾関
係法」があるからです。同法２条には
「台湾の平和と安定は、合衆国の政
治、安全保障および経済的利益に合
致し、国際的な関心事でもある」と
規定されていて、それが台湾への軍
事協力の根拠となっています。
日本も死活的利害を共有する台湾へ
安全保障面の協力を行なう根拠法と
して米国の「台湾関係法」の日本版を
制定すべきだという論文を、同じく産
経ウェブiRONNA に発表したところ、
記事ランキング１位のページビューと
なりました。この問題についても日本
政府の「建前論」に終始する姿勢が
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昨年から衆院安全保障委員会の委員
となりました。国家安全保障を司るの
は国会議員の務めであり、わが国の
安全保障はかつてない重大な脅威と
リスクに直面していると考えたからです。
いざという時は国民の生命と安全を守
るため自衛隊に出動を下命するのです
から、安全保障に関する見識を持たず
して国会議員は務まりません。

わが国の安全保障における大きなリス
ク要因は、言うまでもなく、習近平主

せん。それが如実に表れているのが
尖閣周辺の領海や接続水域での中国
公船の侵入行為であり、国際法が認
めない海域まで自国の「管轄海域」
と勝手に見なす「中国海警法」の施
行であり、台湾に対する軍事的な脅し
です。
本年２月１日に施行された中国の国内
法である中国海警法は、国際法で認
められていないにもかかわらず、領海
の外側の接続水域や排他的経済水域
（ＥＥＺ）、そして大陸棚までも自国の
「管轄海域」として、航行が認められ

席の一党独裁の下での中国の急速な
軍事的拡張です。米国防総省報告書
によれば、中国海軍の戦闘艦艇は約
３５０隻に達したとされており、今や
米国を追い抜いて世界最大の海軍国
になりました。かたや米海軍はこの半
世紀で戦闘艦艇を半数以下に減らし、
今や３００隻を割り込んでいます。
米国の海軍力の相対的低下は何をも
たらすでしょうか。四方を海に囲まれ、
日米安全保障体制に国防を依存する
わが国の海洋安全保障の万全性が、
それだけ揺らぐという事になりかねま
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証言しています。台湾有事は「今そこ
にある危機」なのです。
そして、日本にとっては他人事では決
していられません。先ほどの中国海警
法が射程に入れているのは、いわゆる
「第一列島線」の内側の海域全体を
中国の支配下に収めようという狙いが
あるはずだからです。
第一列島線とは、中国がこれまた勝
手に引いた海軍・空軍の戦力展開の
目標となる地図上のラインであり、対
米防衛ラインとして設定されているも
のだとされています。日本列島の九州・
沖縄から台湾、そしてフィリピンへと
伸びています。
中国としては仮に対米戦争になったら
日本列島を含む第一列島線を最前線
として、米軍と正面衝突する腹積りだ

ている他国の船舶を検査したり、航
行を制限する権限を中国海警局に勝
手に与えています。
あまつさえこの法律では、「管轄海域」
で「国家主権、主権的権利、管轄権」
が「不法に侵害された、または不法に
侵害される緊迫した危険がある時」
には、武器使用を含む一切の措置を
取れるとしています。
つまり、わが国固有の領土である尖
閣諸島の周辺海域についても中国が
「自国の海」と勝手に見なし、日本の
海上保安庁の巡視艇等の航行を武
力で排除する行動に法的根拠を与え
ているのです。とんでもない法律です。
そして中国自身が批准している国連
海洋法条約にも明らかに違反してい
ます。
にもかかわらず、日本政府の姿勢は
当初から及び腰でした。中国海警法
を「国際法違反」と断じる事なく、「運
用次第では国際法に違反する可能性
がある」という表現を用い続け、与
党の自民党からも強い批判を浴びま
した。

私も施行直後に産経ウェブのオピニオ
ンサイト・iRONNA で論文を発表し
ました。過激とも言えるタイトルは編
集部が付けたものですが、この論文
は大きな反響を呼び、日本政府も中
国海警法について「国際法との整合
性で問題のある規定を含む」と菅義
偉総理が国会で答弁するようになりま
した。
しかしこれでも踏み込みが足りませ
ん。「国連海洋法条約に明白に違反
し、国際法秩序と法の支配へ挑戦す
る立法だ」とはっきり言わなければな
りません。この法律によって最も脅威
にさらされている当事国は日本なので
すから。

バイデン大統領と初めて対面で会談
する首脳となった菅義偉総理との日米
首脳会談で、共同声明に「台湾海峡
の平和と安定」が明記されたのが注
目を集めました。異例の日米共同声
明は、それだけ中国による台湾への
軍事的脅しが露骨になっている裏返し

多くの人々の苛立ちのタネになってい
ます。
一昨年、新型コロナウィルス禍の発生
する前の年の１２月には、私自らが団
長となった超党派訪問団で台湾を訪
問し、ジョセフ・ウー外相や、今やＩ
Ｔを活用した新型コロナウィルス対策
で世界の注目を集めているオード
リー・タンＩＴ担当大臣にも対面する
機会を得ました。
その後、日本の政治家の多くが「台
湾重視」を唱えるようになり、パイナッ
プルの問題やワクチンの提供で助け合
いの成果も収めてきましたが、これに
も先鞭を付けたものと自負しています。
これまで多方面での政策議論に関
わってきた私ですが、国家の存立に
死活的に重要な安全保障の議論でも
与野党の国会論議をリードしてまいり
たいと考えています。

ということになります。勝手に日本列
島を米中戦争の最前線の戦場に想
定しているのですから迷惑千万な話
です。
そのために中国は第一列島線の内側
の日本海や東シナ海を中国のいわば
内海として日本やその他の国から奪
い取り、掌中に収めてしまおうと狙っ
ているに違いありません。「中国海警
法」の狙いの本質はここにこそありま
す。だから無警戒でいてはならない
のです。
そこで重要になるのが台湾です。第一
列島線を日本列島から延ばした延長
線上にあるのが、台湾だからです。いわ
ば台湾と日本は同一線上の脅威にさ
らされている「運命共同体」と言って
も過言ではありません。
そもそも有事の際の米軍と自衛隊の協
力について規定した１９９９年の周辺
事態法（現・重要影響事態法）は、９
６年の米クリントン政権時の「台湾海
峡危機」の発生を受けて、台湾有事
を想定して制定されました。台湾有事
が仮に発生すれば、わが国のシーレー
ンに致命的な影響を与え、沖縄を含
む南西諸島を脅かし、「周辺事態」ど
ころか「日本有事」そのものに直結し
ます。決して「対岸の火事」では済ま
されません。
ところが、日本と台湾では軍対軍、い
わゆるミリ・ミリ（ミリタリー・トゥ・
ミリタリー）の協力関係が現状は一切
ありません。これだけ地理的に近接し、
安全保障上の共通利害を有していな
がら、両者による合同訓練や情報偵
察衛星やレーダー情報といったインテ
リジェンスレベルの情報交換も（少な
くとも公式には）行なわれていません。
なぜでしょうか。理由は「台湾は国で
はない」からです。国ではない台湾と
は国交がなく、「一つの中国」原則を
支持する日本が台湾の軍を独自の軍

隊とみなして公式に対話することはで
きないというわけです。
しかし、同じく「一つの中国」原則を
堅持している米国は台湾と軍事協力し
ています。米国には台湾への軍事協
力と防衛について規定する「台湾関
係法」があるからです。同法２条には
「台湾の平和と安定は、合衆国の政
治、安全保障および経済的利益に合
致し、国際的な関心事でもある」と
規定されていて、それが台湾への軍
事協力の根拠となっています。
日本も死活的利害を共有する台湾へ
安全保障面の協力を行なう根拠法と
して米国の「台湾関係法」の日本版を
制定すべきだという論文を、同じく産
経ウェブiRONNA に発表したところ、
記事ランキング１位のページビューと
なりました。この問題についても日本
政府の「建前論」に終始する姿勢が

昨年から衆院安全保障委員会の委員
となりました。国家安全保障を司るの
は国会議員の務めであり、わが国の
安全保障はかつてない重大な脅威と
リスクに直面していると考えたからです。
いざという時は国民の生命と安全を守
るため自衛隊に出動を下命するのです
から、安全保障に関する見識を持たず
して国会議員は務まりません。

わが国の安全保障における大きなリス
ク要因は、言うまでもなく、習近平主

せん。それが如実に表れているのが
尖閣周辺の領海や接続水域での中国
公船の侵入行為であり、国際法が認
めない海域まで自国の「管轄海域」
と勝手に見なす「中国海警法」の施
行であり、台湾に対する軍事的な脅し
です。
本年２月１日に施行された中国の国内
法である中国海警法は、国際法で認
められていないにもかかわらず、領海
の外側の接続水域や排他的経済水域
（ＥＥＺ）、そして大陸棚までも自国の
「管轄海域」として、航行が認められ

席の一党独裁の下での中国の急速な
軍事的拡張です。米国防総省報告書
によれば、中国海軍の戦闘艦艇は約
３５０隻に達したとされており、今や
米国を追い抜いて世界最大の海軍国
になりました。かたや米海軍はこの半
世紀で戦闘艦艇を半数以下に減らし、
今や３００隻を割り込んでいます。
米国の海軍力の相対的低下は何をも
たらすでしょうか。四方を海に囲まれ、
日米安全保障体制に国防を依存する
わが国の海洋安全保障の万全性が、
それだけ揺らぐという事になりかねま

▼岸信夫防衛大臣は国会有数の親台派ですが、期待した国会答弁は「踏み込み不足」の感

▼ジョセフ・ウー台湾政府外務大臣と
超党派訪台団長として会見

▼台湾の IT担当大臣として今や世界が注目の
オードリー・タン氏
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緊急事態宣言中の「自宅ごもり」で、動画視聴の機会も多くなり
ました。イベントやお祭りや集会は開催できなくなり、皆さんへ
メッセージを届ける機会は、逆に持ちにくくなりました。そこで、
YouTube かきみとチャンネルでの動画配信を強化しています。
「支援制度」についても、「いざという時の缶詰レシピ」についても、
「国会報告」についても、「エネルギー政策」についても、「東京
オリンピック・パラリンピックの開催見通し」についても、動画
で語っています。ぜひチャンネル登録して、ご視聴ください！
毎週水曜日の１５時には、柿沢未途事務所で上映会も行なって
いますので、お気軽にお立ち寄りください（定員6名のため予約
制です）。

絶賛配信中！

チャンネル
登録を

お願いします！

ご視聴はこちらのQR
コードを読み込むか
「かきみとチャンネル」
で検索してください。
ぜひ、チャンネル登
録もお願いします。

柿沢未途が自らの政策を書いた、国会議員となって初の単独での著書となる本が出版
されました。題名は「柿沢未途の日本再生」（東川社）。ライフワークのエネルギー政策、
経済格差を是正するための「日本版ベーシックインカム」、新型コロナウイルスのパン
デミックを受けて社会の構造をどう見直していくかについても、コロナ前に書かれた原稿
であるにもかかわらず、あたかもコロナを見通していたかのような政策が書かれています。
谷垣禎一・元財務大臣、佐藤康博・みずほフィナンシャルグループ会長、
小黒一正・法政大学教授からの推薦文も頂きました。国会議員１０年
を機に、行き詰まりを見せる日本を再生する気概をもって書き下ろした
著書です。柿沢未途事務所またはアマゾンでぜひお求めください。

「柿沢未途の日本再生」

柿沢未途 江東事務所（江東区富岡 �-��-��-�F） ��-����-���� info@���kakizawa.jp

出 版

価格 1,980 円（税込）
Amazonで絶賛発売中！

【防災特集】超高層タワー
マンション 防災システム
の切り札 EV to EV を豊
洲で体験
（2021年6月15日）

ホゴネコの日 Special　
江東区初の“ねこカフェ”
探訪
（2021年5月25日）

日本初の FoodTech ベ
ンチャーが作るグリーン
ミートとは？
（2021年5月16日）

ブックオブザイヤーを
受賞！

み    と

「憲政の神様」尾崎行雄記念財団柿沢未途の日本再生

amazon
ランキング

第4位
政治家部門


