
ウクライナでの戦争から感じ取れるのは、
「自らの国を守る意思を指導者と国民が
持っているかどうか」が死活的に重要だと
いう教訓です。ゼレンスキー大統領の呼
びかけに応じ、市民が銃を取ってロシア
軍の戦車と対峙する不屈の意思は世界中
から支持を受けました。侵略したロシア兵
ですら動揺を隠せませんでした。
子ども達にも及ぶ被害や難民の姿を見る
と胸が痛みますが、仮にウクライナがたや
すく降伏していたら、世界は侵略を企図す
る独裁者にとって都合の良い、そして抑止
力の低下した危険極まりない状況になって
いたに違いありません。だからこそ私達は、
多大な犠牲を払ってでも国家の独立を死
守しようとするウクライナを、あらゆる方法
で支援していかなければならないのです。
このような重大な時期にわが国の外交・
安全保障の根幹をなす「戦略３文書」の
改定が行なわれるのは歴史的かつ国家の
命運にかかわる作業になります。日米同盟
はわが国の安全保障の重要な礎石です
が、しかし米国頼みの思考停止はもはや

ます。攻撃用兵器と見なされる可能性の
ある中距離ミサイルの配備について、専守
防衛を国是とするわが国として認められる
べきか、というのが議論の焦点になると思
います。
「未来の戦争」への備えも焦点の１つだと
私は思っています。軍事用ドローンのよう
な無人兵器、ロボット兵器、それを制御
するAI 技術、サイバー攻撃に対する対応
力、といった点は、わが国が立ち遅れて
いる軍事の新領域です。
実際、コーカサス地方のナゴルノ・カラバ
フ紛争ではアゼルバイジャンの軍事用ド
ローンの運用によりアルメニアとの戦闘の
勝敗が決したと言われています。中国もAI
制御によるドローン５０００機の同時飛行

立を口にするならば武力統一も辞さない」
と習近平主席が考えているのは間違いな
いでしょう。そして習近平主席は今秋の党
大会で異例の３期目に臨むのです。「中華
民族の夢」を掲げる習近平主席が、今回
のプーチン大統領のように、任期中に何ら
かの「歴史的偉業の達成」を目指しても
おかしくありません。
そして北朝鮮です。国連安保理決議に違
反するミサイル発射を行ない、核兵器を
開発・保持し、周辺諸国への脅威となっ
ています。度重なるミサイル発射に私達は
鈍感になりがちかもしれませんが、仮に金
正恩総書記が本気で核搭載ミサイルによ
る攻撃を試みるとすれば、その標的は米
国でも韓国でもなく日本になるはずです。

このような国際情勢下において、岸田政
権では現在、「国家安全保障戦略」「防
衛計画の大綱（防衛大綱）」「中期防衛
力整備計画（中期防）」のいわゆる「戦
略３文書」の同時改定を目指しています。
わが国の外交・安全保障の根幹をなすこ
れらの文書を一挙に改定するのは異例の
事です。今年末の改定に向けて、党安全
保障調査会でも多角的な議論が精力的に
進められています。

焦点はいくつかあ
りますが、１つには
マスコミでたびた
び取り上げられる
いわゆる「敵基地
攻撃能力」の問題
があります。「敵基
地攻撃能力」の用
語には専門家から
も疑義が多く、む
しろ「打撃力」「反
撃力」といった用
語が提示されてい

による世界最大の光のページェントを深圳
で誇示しています。当然、軍事への応用
が念頭にあるはずです。
対するわが国はいまだ研究段階です。安
全保障分野への最先端技術の応用を忌
避する学術界の姿勢も問い直さなければ
なりません。
その延長線上で言えば、GDP 比１％程
度の水準にとどまっているわが国の防衛費
のあり方についても問われなければならな
いでしょう。ウクライナ侵攻を受けて、ドイ
ツのショルツ首相はトランプ大統領の時代
から米国に求められてきた国防費を GDP
比２％まで大幅に引き上げる歴史的転換
を決断しました。この決断が社会民主党
（SPD）の首相の下で行なわれたのが時
代の変化を感じさせます。昨年４月の日米
首脳会談の共同声明で「日本の防衛力の
強化」をあえて明記した日本も、財政制
約はある中ですが追随すべきでしょう。
とりわけ「未来の戦争」への備えとして、産・
学と一体となった最先端技術研究と開発
の分野に大きな予算を投じていくべきで
す。今や不可欠の社会インフラとなったイ
ンターネットは、もともとは米国防総省の
研究機関である DARPA（国防高等研究
計画局）から生まれたものです。安全保
障分野における研究開発は民生分野のイ
ノベーションにも波及するのです。

プーチン大統領によるウクライナ全面侵攻
は世界に衝撃を与えました。武力による現
状変更はそもそも国際法により禁じられて
おり違法です。それを承知の上で、言い
がかりをつけ、一方的に国家承認したウ
クライナ東部の２つの「国」に住むロシア
系住民を保護するための名目の「特別な
軍事作戦」と称して、全面侵攻を行なっ
たのです。
これを認めてしまったら日本だって何をさ
れるか分かりません。現に北方領土問題
があるのです。ロシアのラブロフ外相は「戦
争の結果、ロシア領となった」と偽りの歴
史認識を述べ、あまつさえロシアは一昨
年の憲法改正により「領土の割譲」を禁
じています。ウクライナ侵攻で厳しい制裁
に参加する日本に対して北方領土問題に
かこつけてどのような言いがかりをかけてく
るかも分からないのです。
加えて共産党中国の存在があります。ウク
ライナの問題と台湾海峡の問題を同一視
するのは慎重に避けなければなりません
が、「台湾は中国の一部であり、仮に独

（中面に続く→）

通用しません。自らの国を自らで守る、日
本の主体的な意思が問われています。
政権与党の国会議員として、厳しさと不
確実性を増す安全保障環境の中で、わが
国の国民の生命と国家の安全を守る使命
を果たしてまいります。
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■ 昭和46年（1971年）生れ。
　 数矢小、麻布中・高、東大法学部卒。
■ NHK記者として長野放送局に勤務、
　 長野冬季オリンピック・パラリンピックを現地で取材。
■ 都議２期、衆議院議員5期。
　 所属政党の幹事長や政調会長を歴任。
■ 国会質問回数ナンバーワン、NPOによる国会議員評価で
　 三ツ星★★★議員に選ばれる。
■ 2020 年 7月に出版の著書「柿沢未途の日本再生」が、
　 尾崎行雄記念財団ブックオブザイヤー大賞を受賞。
■ 防災士の国会議員として震災被災地・台風被災地への
　 支援活動に足を運ぶ。
■ 衆議院国土交通委員会理事、決算行政監視委員会委員、
　 災害対策特別委員会委員、消費者問題に関する特別委員会委員。
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国会議事堂に飾られる尾崎行雄の胸像
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全保障分野への最先端技術の応用を忌
避する学術界の姿勢も問い直さなければ
なりません。
その延長線上で言えば、GDP 比１％程
度の水準にとどまっているわが国の防衛費
のあり方についても問われなければならな
いでしょう。ウクライナ侵攻を受けて、ドイ
ツのショルツ首相はトランプ大統領の時代
から米国に求められてきた国防費を GDP
比２％まで大幅に引き上げる歴史的転換
を決断しました。この決断が社会民主党
（SPD）の首相の下で行なわれたのが時
代の変化を感じさせます。昨年４月の日米
首脳会談の共同声明で「日本の防衛力の
強化」をあえて明記した日本も、財政制
約はある中ですが追随すべきでしょう。
とりわけ「未来の戦争」への備えとして、産・
学と一体となった最先端技術研究と開発
の分野に大きな予算を投じていくべきで
す。今や不可欠の社会インフラとなったイ
ンターネットは、もともとは米国防総省の
研究機関である DARPA（国防高等研究
計画局）から生まれたものです。安全保
障分野における研究開発は民生分野のイ
ノベーションにも波及するのです。

プーチン大統領によるウクライナ全面侵攻
は世界に衝撃を与えました。武力による現
状変更はそもそも国際法により禁じられて
おり違法です。それを承知の上で、言い
がかりをつけ、一方的に国家承認したウ
クライナ東部の２つの「国」に住むロシア
系住民を保護するための名目の「特別な
軍事作戦」と称して、全面侵攻を行なっ
たのです。
これを認めてしまったら日本だって何をさ
れるか分かりません。現に北方領土問題
があるのです。ロシアのラブロフ外相は「戦
争の結果、ロシア領となった」と偽りの歴
史認識を述べ、あまつさえロシアは一昨
年の憲法改正により「領土の割譲」を禁
じています。ウクライナ侵攻で厳しい制裁
に参加する日本に対して北方領土問題に
かこつけてどのような言いがかりをかけてく
るかも分からないのです。
加えて共産党中国の存在があります。ウク
ライナの問題と台湾海峡の問題を同一視
するのは慎重に避けなければなりません
が、「台湾は中国の一部であり、仮に独

岸田政権「戦略３文書」
同時改定の焦点

「自らの国を
  自らで守る」意思

通用しません。自らの国を自らで守る、日
本の主体的な意思が問われています。
政権与党の国会議員として、厳しさと不
確実性を増す安全保障環境の中で、わが
国の国民の生命と国家の安全を守る使命
を果たしてまいります。

党安全保障調査会勉強会（会長：小野寺五
典元防衛相）には、テレビでもSNS でも大注
目の小泉悠・東大先端科学技術研究センター
専任講師も登場

林芳正外相を訪問、外務省の
大臣応接室への廊下には歴代
大臣の中に柿沢弘治の写真も



ウクライナでの戦争から感じ取れるのは、
「自らの国を守る意思を指導者と国民が
持っているかどうか」が死活的に重要だと
いう教訓です。ゼレンスキー大統領の呼
びかけに応じ、市民が銃を取ってロシア
軍の戦車と対峙する不屈の意思は世界中
から支持を受けました。侵略したロシア兵
ですら動揺を隠せませんでした。
子ども達にも及ぶ被害や難民の姿を見る
と胸が痛みますが、仮にウクライナがたや
すく降伏していたら、世界は侵略を企図す
る独裁者にとって都合の良い、そして抑止
力の低下した危険極まりない状況になって
いたに違いありません。だからこそ私達は、
多大な犠牲を払ってでも国家の独立を死
守しようとするウクライナを、あらゆる方法
で支援していかなければならないのです。
このような重大な時期にわが国の外交・
安全保障の根幹をなす「戦略３文書」の
改定が行なわれるのは歴史的かつ国家の
命運にかかわる作業になります。日米同盟
はわが国の安全保障の重要な礎石です
が、しかし米国頼みの思考停止はもはや

ます。攻撃用兵器と見なされる可能性の
ある中距離ミサイルの配備について、専守
防衛を国是とするわが国として認められる
べきか、というのが議論の焦点になると思
います。
「未来の戦争」への備えも焦点の１つだと
私は思っています。軍事用ドローンのよう
な無人兵器、ロボット兵器、それを制御
するAI 技術、サイバー攻撃に対する対応
力、といった点は、わが国が立ち遅れて
いる軍事の新領域です。
実際、コーカサス地方のナゴルノ・カラバ
フ紛争ではアゼルバイジャンの軍事用ド
ローンの運用によりアルメニアとの戦闘の
勝敗が決したと言われています。中国もAI
制御によるドローン５０００機の同時飛行

立を口にするならば武力統一も辞さない」
と習近平主席が考えているのは間違いな
いでしょう。そして習近平主席は今秋の党
大会で異例の３期目に臨むのです。「中華
民族の夢」を掲げる習近平主席が、今回
のプーチン大統領のように、任期中に何ら
かの「歴史的偉業の達成」を目指しても
おかしくありません。
そして北朝鮮です。国連安保理決議に違
反するミサイル発射を行ない、核兵器を
開発・保持し、周辺諸国への脅威となっ
ています。度重なるミサイル発射に私達は
鈍感になりがちかもしれませんが、仮に金
正恩総書記が本気で核搭載ミサイルによ
る攻撃を試みるとすれば、その標的は米
国でも韓国でもなく日本になるはずです。

このような国際情勢下において、岸田政
権では現在、「国家安全保障戦略」「防
衛計画の大綱（防衛大綱）」「中期防衛
力整備計画（中期防）」のいわゆる「戦
略３文書」の同時改定を目指しています。
わが国の外交・安全保障の根幹をなすこ
れらの文書を一挙に改定するのは異例の
事です。今年末の改定に向けて、党安全
保障調査会でも多角的な議論が精力的に
進められています。
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系住民を保護するための名目の「特別な
軍事作戦」と称して、全面侵攻を行なっ
たのです。
これを認めてしまったら日本だって何をさ
れるか分かりません。現に北方領土問題
があるのです。ロシアのラブロフ外相は「戦
争の結果、ロシア領となった」と偽りの歴
史認識を述べ、あまつさえロシアは一昨
年の憲法改正により「領土の割譲」を禁
じています。ウクライナ侵攻で厳しい制裁
に参加する日本に対して北方領土問題に
かこつけてどのような言いがかりをかけてく
るかも分からないのです。
加えて共産党中国の存在があります。ウク
ライナの問題と台湾海峡の問題を同一視
するのは慎重に避けなければなりません
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ユーチューバー・柿沢未途の情報発信。防災士の国会議員
による防災シリーズ、江東区の魅力を紹介する「みと散歩」
シリーズ、【アートパラ深川おしゃべりな芸術祭】の紹介、趣味
の競馬に関するダービー特集の対談と、バラエティ豊かです。
チャンネル登録者数も急増中。ぜひご視聴ください！

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。

【簡単！！】災害時に使え
るダンボールハウスを組
み立ててみた！！　　
 （2022年2月25日）

日本の窓の常識は、世界
の非常識！？】木製サッシ
について！！
（2022年1月16日）

柿沢未途 
国政報告会＠古石場文化センター
（2022年3月1日）

【直撃！！】現役高校生が柿沢未途にイ
ンタビューしてみた
（2022年2月13日）

地下鉄 8号線について
国交省の方の話を聞い
てみた！！
（2021年12月25日）

昭和２０年３月１０日未明、東京・下町に焼夷
弾の雨が降り注ぎ、地獄のような炎の中で１０
万人もの罪のない方々が非業の死をとげた東京
大空襲。黒焦げの遺体、川に飛び込んで溺死
した遺体、言葉を失うような惨たらしい被害は
下町の「土地の記憶」として焼き付いています。
戦争末期に行なわれた各地への空襲により親
兄弟を喪って孤児となった方、自らが重い障害
を負った方、そうした方々は苦労に苦労を重ね
ながら戦後を生き抜いてきました。そして、７７年
の長い歳月が経過した今も、国は何らの補償
措置も行なっていません。自らの職業として戦争
に向き合った軍人・軍属には恩給を支給しなが
ら、民間人の空襲被害者は放置してきたのです。
東京大空襲は犠牲者の名簿すら存在せず、ほ
とんどの方はどこでどのように亡くなられたかも
分かりません。山となった遺体が埋められた場
所は公園となり、そこには過去を伝える何の目

通用しません。自らの国を自らで守る、日
本の主体的な意思が問われています。
政権与党の国会議員として、厳しさと不
確実性を増す安全保障環境の中で、わが
国の国民の生命と国家の安全を守る使命
を果たしてまいります。

「東京大空襲の戦後史」
（岩波新書）印もありません。子ども達が何も知らずにそこで

遊んでいます。
本書は、空襲被害者の方々が国による補償措
置を求めて運動してきた方々の人生を映し出し、
私自身が中心メンバーとして進めてきた超党派
空襲議連の設立から議員立法案の策定への動
きについても詳述しています。長年、この問題
の取材を続けてきた毎日新聞の栗原俊雄記者
の手によるものです。
今年は東京在住のオーストラリア人映画監督エ
イドリアン・フランシスさんのドキュメンタリー映画
「ペーパーシティ」も完成し、先日、上映
会が開催されました。映画には、下町・
深川の町会の皆さんの姿もありました。
下町選出の国会議員の私にとって、忘
れてはならない問題だと思っています。
戦争とは「忘却」により引き起こされる
ものだからです。


