2018 年 12 月 1～2 日
改憲めぐる動き、防衛大綱・日米関係、政局、沖縄、米朝・
朝鮮半島、G20、ブッシュ父死去

衆議院の憲法審査会を開きたいとしていて、
「自衛隊の明記」
など４項目の憲法改正案の提示を模索していますが、野党
側は、開催には応じない構えを見せています。
これについて、公明党の山口代表は福岡県春日市で記者団
に対し、
「憲法審査会の伝統は与野党がきちんと協議し意見
を一致させて進めていくことだ。与党は、野党も協議でき
るような状況を整えるべきだ」と述べ、野党側の出席がな
ければ、改正案を提示すべきではないという考えを示しま
した。
また、山口代表は外国人材の受け入れを拡大するための法
案について「野党側から対案が出されるなど建設的な議論
が生まれている。会期内での成立を目指して与野党で充実
した議論を重ねていきたい」と述べ、会期内での成立を目
指す考えを強調しました。

改憲案提示、野党出席が必要＝自民・下村氏はなお意欲－
山口公明代表
時事通信 2018 年 12 月 01 日 20 時 28 分
公明党の山口那津男代表は１日、自民党が目指す党憲法
改正案の今国会での提示について「与党は、野党も協議で
きるような状況を整えることに努力すべきだ」と述べ、野
党が出席した中で行うことが望ましいとの考えを示した。
福岡県春日市で記者団の質問に答えた。
山口氏は「憲法審査会で与野党が協議をして、一致でき
る点を見つけた上で前に進めるべきだと期待している」と
も語った。
公明・山口氏「憲法審、与野党が協議して進めるべきだ」
朝日新聞デジタル 2018 年 12 月 1 日 19 時 46 分

街頭演説する山口那津男・公明党代
表＝福岡県春日市
山口那津男・公明党代表（発言録）
（衆院の憲法審査会が会長の職権で開催され、立憲民主
党など野党が欠席する中で幹事が選任されたことについて）
憲法審査会の議論の伝統というのは、与野党意見を一致さ
せて進めていくということにあった。憲法審の幹事さえ選
ばれない状態が続いて、
議論をする土俵さえできなかった。
そういう点で協議が尽くされなかったというのは残念な事
態だった。
（自民党が憲法審に「自衛隊の明記」など４項目の改憲
案の提示を目指していることについて）いずれにしても、
憲法審で与野党がちゃんと協議をして、一致できる点を見
つけたうえで進めるべきだ。
（福岡県春日市で記者団に）
改憲案提示は野党の出席不可欠 公明 山口代表
NHK2018 年 12 月 1 日 12 時 42 分

自民党が国会の憲法審査会に憲法改正案の提示を模索して
いることについて、公明党の山口代表は「与党は、野党も
協議できる状況を整えるべきだ」と述べ、野党側の出席が
なければ提示すべきではないという考えを示しました。
今の国会の会期末が今月 10 日に迫る中、自民党は来週、
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自民、下村氏 党改憲案の今国会提示に意欲
産経新聞 2018.12.1 22:35
自民党の下村博文憲法改正推進本部長は１日、熊本市で
講演し、党の改憲案を１２月１０日に会期末を迎える今国
会中に提示することに意欲を示した。衆院憲法審査会の定
例日に触れ「今国会であと１回チャンスがある」と言及。
野党側に「自民案を無視してもいいし、ぼこぼこに批判し
てもいい」と述べ、提示に理解を求めた。しかし、主要野
党は拒否する構えを崩していない。
憲法改正 「来週 憲法審で自民案提示すべき」自民 下村氏
NHK2018 年 12 月 1 日 17 時 50 分

憲法改正をめぐって、自民党の下村憲法改正推進本部長は
来週、国会の憲法審査会を開いて党の４項目の改正案を提
示すべきだとしたうえで、野党側の出席に期待する考えを
示しました。
今の国会の会期末が今月 10 日に迫る中、自民党は憲法審
査会に「自衛隊の明記」など４項目の憲法改正案の提示を
模索していますが、野党側は審査会の開催に応じない構え
を見せています。
これについて、自民党の下村憲法改正推進本部長は熊本市
で行った講演で
「憲法審査会は週に１回しか開かれないが、
今の国会ではあと１回はチャンスがある。各党が意見を表
明する『自由討議』で、自民党としては４項目の改正案を
出したい」と述べ、来週、憲法審査会を開いて改正案を提
示すべきだという考えを強調しました。
そのうえで下村氏は「ほかの党は自民党の案を無視しても
よいし、
いろんな意見を言ったり批判したりしてもよいが、
とにかく討議しないことにはスタートできない。その土俵

をぜひ提示してもらいたい」と述べ、野党側の出席に期待
する考えを示しました。

その中で、現代の軍事組織が情報通信ネットワークへの
依存を深めていることを踏まえれば、
「サイバー空間は現代
戦を遂行する上で死活的に重要」と指摘。態勢の強化を図
憲法改正「議論できる環境整備を」国民 玉木代表
るため、
「相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力の
NHK2018 年 12 月 1 日 20 時 20 分
保有の可能性について検討」とした。具体的な「サイバー
攻撃」の方法としては、目標のサイトやサーバーに大量の
データを送り、機能を停止させる「ＤＤｏＳ（分散型サー
ビス妨害）攻撃」などが想定されている。
先制攻撃と反撃の境界あいまい
自民党が、国会の憲法審査会に憲法改正案の提示を模索し
ただ、サイバー攻撃は一瞬で行われるため、先制攻撃と
ていることについて、国民民主党の玉木代表は、与党側は
反撃の境界があいまいなうえ、発信元の特定が難しい。憲
議論ができる環境整備に努めるべきだという考えを示しま
法が定める「専守防衛」や「通信の秘密」に抵触せず、ど
した。
のようにサイバー上での反撃を行うかは結論が出ていない。
今の国会の会期末が今月 10 日に迫るなか、自民党は憲法
また、ワーキングチームのメンバーの一人でもある公明
審査会に「自衛隊の明記」など４項目の憲法改正案の提示
党の遠山清彦衆院議員は３０日、記者団に対し、攻撃元の
を模索していますが、野党側は審査会の開催に応じない構
コンピューターを破壊しても、別のコンピューターがあれ
えを見せています。
ば再び攻撃ができると指摘。
「恒常的にサイバー攻撃を妨げ
国民民主党の玉木代表は大阪市で記者団に対し、
「憲法は落
続けることは、おそらく不可能だ」と述べた。
ち着いた環境で議論していくのが私たちの立場で、環境が
宇宙空間については、防衛省の文書は「宇宙状況監視（Ｓ
整うのであれば、来週、審査会に出席することもやぶさか
ＳＡ）能力がなく、宇宙空間での脅威に対処できない」と
ではない。議論できる環境を整えるのが与党の仕事だ」と
し、現状では「圧倒的に不利な立場となる」と危機感を強
述べ、与党側は議論ができる環境整備に努めるべきだとい
調した。このため、ＳＳＡ能力の向上など、今後必要な取
う考えを示しました。
り組みとして６項目を列挙した。
また玉木氏は外国人材の受け入れを拡大するための法案に
電磁波を効果的、積極的に使って行う「電子戦」の能力
ついて、
「空前の欠陥法案で、このまま何ら修正が加わらな
を高める必要性も指摘した。近年は通信や監視、ミサイル
い中で成立することは何としても阻止しなければならない。 の誘導には電波や赤外線など「電磁波」の利用が広がる一
今国会での成立にこだわらず、よりよい中身となるよう政
方で、その利用を妨害する手段も発達しているためだ。
府側に柔軟な対応を求めていきたい」と述べました。
さらに「領域横断作戦」の一環で、陸海空とサイバーな
どの新領域が連携して「一つの防空システムとして対処」
サイバーや宇宙領域での防衛、陸海空と融合へ 改定大綱
することの必要性を強調。偵察衛星や無人機などで収集し
朝日新聞デジタル藤原慎一 2018 年 12 月 1 日 19 時 36 分
たミサイル発射情報を共有し、
「海」のイージス艦や「空」
の戦闘機で迎撃する「統合防空ミサイル防衛（ＩＡＭＤ）
」
構想を導入する考えも打ち出した。
（藤原慎一）
いずも空母化、専守防衛焦点＝防衛大綱
時事通信 2018 年 12 月 01 日 14 時 27 分

新領域の対応イメージ
海上自衛隊最大のヘリコプター搭
載護衛艦「いずも」
（海自提供）
政府は、
近く策定する防衛大綱に海上自衛隊の
「いずも」
型護衛艦の事実上の空母化検討を盛り込む方向で、詰めの
調整を進めている。
機動性と打撃力を備える空母の保有は、
自衛のために必要最小限の防衛力なのか、専守防衛との整
合性が問われることになる。
政府は防衛大綱に「艦艇から戦闘機など固定翼機が発着

政府はサイバー攻撃に対抗する能力の保有について検討
する方針を固めた。１２月に改定する「防衛計画の大綱（防
衛大綱）
」に明記する。防衛大綱では「サイバー」
「宇宙」
「電磁波」といった新たな領域と従来の陸海空の能力を融
合させる「領域横断作戦（クロス・ドメイン・オペレーシ
ョン）
」の実現を目指すことを打ち出す。
防衛省は３０日、防衛大綱に関する与党のワーキングチ
ームに「領域横断作戦」と題した文書を示した。
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できる多用途運用母艦の検討」などの表現で、
「いずも」空
母化を盛り込む方針だ。さらに島しょ防衛強化の一環で、
離島の滑走路が破壊された場合に、短距離離陸・垂直着陸
ができ、艦上でも運用できる最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３５
Ｂの必要性にも言及する見通しだ。
（2018/12/01-14:27）

静な対応を求めた。日米両首脳とインドのモディ首相によ
る初の日米印首脳会談も開かれた。
それぞれの会談は、主要２０か国・地域（Ｇ２０）首脳
会議に合わせて行われた。
首相はトランプ氏との会談で、米中間で報復関税をかけ
あっている状況を念頭に、
「日本は貿易制限措置の応酬がい
かなる国の利益にもならないと考えている」と訴えた。両
首脳は「中国の建設的な役割」を促すため、緊密に連携す
る方針で一致した。
（ここまで 325 文字 / 残り 389 文字）

東シナ海に無人潜水機を導入へ、中国軍など監視
読売新聞 2018 年 11 月 30 日 16 時 59 分

トランプ氏「Ｆ３５戦闘機購入、とても感謝」 日米会談
朝日新聞デジタルブエノスアイレス＝小野甲太郎 2018 年
12 月 1 日 12 時 43 分

政府は、潜水艦などを探知できる警戒監視用の無人潜水
機を導入する方向で検討に入った。尖閣諸島（沖縄県）が
ある東シナ海で、中国軍などの潜水艦を警戒監視する能力
を強化する狙いがある。防衛省は来年度から試作機の開発
を始め、２０２５年度の運用開始を目指す。政府は今後、
潜水機や航空機の無人化を積極的に進めていく方針で、年
末に見直す新たな「防衛計画の大綱（防衛大綱）
」でも、無
人機のさらなる活用を打ち出す方向だ。
政府が導入を検討する潜水艦警戒監視用の無人潜水機は
全長１０～１５メートルで、事前に設定した海域を数日か
ら１週間程度、自動航行できる性能を持つ。水中音波探知
機（ソナー）で潜水艦や水上艦を探知し、人工知能（ＡＩ）
を使って自動航行で艦艇を追跡する構想だ。
潜水艦の探知、
警戒監視には海中の水温分布や塩分濃度、海底の地形など
も影響することから、無人潜水機は海洋観測も行い、必要
なデータを収集する。
（ここまで 395 文字 / 残り 593 文字）

トランプ
米大統領（右）との首脳会談で、握手を交わす安倍晋三首
相＝２０１８年１１月３０日、ブエノスアイレス、岩下毅
撮影
安倍晋三首相は３０日午後（日本時間１２月１日未明）
、
Ｇ２０首脳会議の会議場で米国のトランプ大統領と会談し
た。
会談冒頭、トランプ氏は「日本はＦ３５などたくさんの
我々の戦闘機を購入しており、とても感謝している」と述
べた。日本は防衛大綱の改定を１２月に控えており、米国
製の防衛装備品購入に対する日本の姿勢を評価したものと
みられる。一方、会談に同席した野上浩太郎官房副長官は
終了後、
「新たな購入が決定した事実はない」と説明した。
９月の安倍首相訪米時に合意した新たな通商交渉につい
ても話し合った。トランプ氏は、貿易赤字について「巨額
の対日赤字があるが、減少してきている」と評価しつつ、
「早くバランスが図られることを期待している」
とも述べ、
貿易赤字削減を改めて求めた。
首相は、トランプ氏に１０月の訪中について説明。国際
社会での中国の建設的な役割をうながすために、日米で緊
密に連携していくことで一致した。北朝鮮問題でも従来の
方向性を確認。
「自由で開かれたインド太平洋」構想に基づ
くインフラ整備などでの協力も確認した。
（ブエノスアイレ
ス＝小野甲太郎）

首相、米中に摩擦解消促す…日米印初首脳会談も
読売新聞 2018 年 12 月 01 日 22 時 34 分

首脳会談に臨む（左から）安倍首相、トランプ米大統領、
モディ印首相（１１月３０日午後、ブエノスアイレスで）
＝横山就平撮影
【ブエノスアイレス＝松下正和、海谷道隆】安倍首相は
１１月３０日午後（日本時間１日未明）
、アルゼンチン・ブ
エ ノ スア イ レス で米 国の ト ラン プ 大統 領、 中国 の

トランプ氏、首相に「感謝」…Ｆ３５購入方針で
読売新聞 2018 年 12 月 01 日 12 時 13 分
【ブエノスアイレス＝松下正和、海谷道隆】安倍首相は
１１月３０日午後（日本時間１日未明）
、主要２０か国・地
域（Ｇ２０）首脳会議が開かれているアルゼンチン・ブエ

シージンピン
習

近

平 国家主席と個別に会談した。米中の貿易摩

擦の解消に向け、中国に具体的な措置を促し、米国には冷
3

ノスアイレスで米国のトランプ大統領、中国の

期待感を示した。
日本政府同行筋は会談後、
「新たな購入を決定した事実は
ない」と強調したが、今月中にまとめる「防衛計画の大綱」
（防衛大綱）ではＦ３５Ｂの航空自衛隊への導入検討など
も盛り込まれる見通し。トランプ氏はこうした状況を踏ま
え大量購入を迫ったとみられる。トランプ氏は昨年１１月
に「首相は米国から大量の防衛装備を購入するだろう」と
述べるなど、
繰り返し米国製兵器の大量購入を求めてきた。
両首脳は貿易に関し「双方の利益となるよう、日米間の
貿易・投資をさらに拡大する」との方針を確認。朝鮮半島
の非核化に向け、北朝鮮に対する制裁を維持する方針も確
認した。
両首脳はその後、インドのモディ首相を交えた初の日米
印首脳会談を開催した。
「自由で開かれたインド太平洋」構
想の実現のため、海洋安全保障面での協力強化などで一致
した。

シージンピン
習

近

平 国家主席とそれぞれ会談した。首相は双方

に対し、貿易摩擦をめぐる対立解消を呼びかけた。日米と
インドの３か国による初の首脳会談も行われた。

トランプ米大統領（右）と握手する安倍首相（３０日午後、
ブエノスアイレスで）＝横山就平撮影

首脳会談に臨む（左から）安倍首相、トランプ米大統領、
モディ印首相（３０日午後、ブエノスアイレスで）＝横山
就平撮影
安倍首相とトランプ氏による会談は約３５分間で、日本
側は麻生副総理と世耕経済産業相ら、米国側はポンペオ国
務長官、ボルトン大統領補佐官（国家安全保障担当）らが
同席した。
日本側発表によると、首相は１０月の訪中についてトラ
ンプ氏に説明した。その上で、貿易摩擦をめぐって米中双
方が報復関税をかけていることを念頭に、
「日本は貿易制限
措置の応酬がいかなる国の利益にもならないと考えている」
と冷静な対応を求めた。世界貿易機関（ＷＴＯ）を通じた
対立の解消も促した。両首脳は「中国の建設的な役割」を
促すため、緊密に連携する方針で一致した。
会談冒頭、トランプ氏は「
（対日貿易赤字は）かなりのも
のだが、
早急に是正できることを願っている」
と強調した。
年明けにも始まる予定の「日米物品貿易協定」
（ＴＡＧ）交
渉で、貿易赤字解消の具体的な成果を求める考えを示した
ものだ。日本が米国の最新鋭戦闘機「Ｆ３５」を購入する
方針については「感謝している」と述べた。
（ここまで 592 文字 / 残り 301 文字）
日米首脳会談 「Ｆ３５購入、感謝」トランプ氏迫る
毎日新聞 2018 年 12 月 1 日 22 時 12 分(最終更新 12 月 1
日 22 時 12 分)
【ブエノスアイレス光田宗義】安倍晋三首相とトランプ
米大統領との３０日（日本時間１日）の会談では、日米間
の貿易が主要テーマとなった。トランプ氏は冒頭発言で対
日貿易赤字について「巨大だが減ってきた」とした上で、
「日本から約束があり、
数多くの
（最新鋭ステルス戦闘機）
Ｆ３５みたいな戦闘機を購入していただくこともあり、感
謝を表したい」と述べ、防衛装備品調達による赤字縮減に
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外交 日米首脳会談 大統領、未定の戦闘機購入に「感謝」
毎日新聞 2018 年 12 月 1 日 11 時 16 分(最終更新 12 月 1
日 18 時 14 分)

安倍晋三首相（左）とトランプ米大統領＝アルゼンチンの
ブエノスアイレスで２０１８年１１月３０日、ＡＰ
【ブエノスアイレス光田宗義】安倍晋三首相は３０日午
後（日本時間１日未明）
、トランプ米大統領とアルゼンチン
の首都ブエノスアイレスで約３５分間、会談した。来年１
月にも始まる日米の新たな通商交渉に関し、両首脳は「双
方の利益となるよう、日米間の貿易と投資をさらに拡大す
る」という方針を確認した。
トランプ氏は対日貿易赤字について「巨額だが、減って
きた」と一定の評価をしたうえで「是正するように安倍首
相と協力していく」
と述べ、
日本にさらなる努力を求めた。
これに関連しトランプ氏は、日本が最新鋭ステルス戦闘機
Ｆ３５を多数購入するとして
「感謝を表したい」
と述べた。
日本政府同行筋は会談後、
「新たな購入を決定した事実は
ない」と説明する一方で「防衛大綱の見直しや次期中期防
衛力整備計画の策定が年末に予定され、将来の戦闘機体系
全体のあり方を防衛省で検討している」とも述べた。
会談で首相は、
米国と中国の貿易摩擦の激化を踏まえ
「貿
易制限措置の応酬はいかなる国の利益にもならない」と述
べ、米中の冷静な対応を促した。両首脳は、中国が国際社
会で建設的な役割を果たすことが重要との認識で一致した。
両首脳はまた、朝鮮半島の完全な非核化に向けて国連安
全保障理事会決議に基づく対北朝鮮制裁を維持する必要が
あるとの認識を共有。拉致問題の早期解決へ引き続き連携

することを確認した。
トランプ氏は、来年の新天皇即位関連行事に招待されて
いると表明し、
「大変光栄に思う。すばらしい行事を心待ち
にしている」
と述べた。
会談には麻生太郎副総理兼財務相、
ポンペオ国務長官らが同席した。
首相とトランプ氏はその後、インドのモディ首相を交え
て約３０分間、
会談した。
日米印首脳会談の開催は初めて。
３カ国首脳は海洋進出を強める中国を念頭に「３カ国の協
力は地域の安定と繁栄にとって極めて重要な意義を有する」
との見解で一致した。今後、海洋安全保障などの分野で協
力を強化する。
安倍首相の「おべっか」が拡散 米中間選挙「歴史的勝利」
2018/12/2 00:27 共同通信社
【ワシントン共同】安倍首相がブエノスアイレスでのト
ランプ大統領との会談で、米中間選挙に触れ「歴史的な勝
利にお祝いを申し上げたい」と述べたことに、CNN テレ
ビは 11 月 30 日、
「各国の指導者がどれだけトランプ氏に
おべっかを使っているかの証左だ」と指摘した。
11 月の中間選挙では、実際には与党共和党が下院の多数
派を民主党に奪われていた。
発言はネット上でも拡散し、オバマ前大統領の選対幹部
を務めたアクセルロッド氏はツイッターで「安倍氏は中間
選挙についてほとんど説明を受けていないか、トランプ氏
の精神構造についてしっかり説明を受けてきたかのどちら
かだ」と皮肉った。

後で、返礼の意味だったとみられる。
中間選挙は、上院で共和党が過半数を確保したが、下院
は民主党が大幅に議席を増やして逆転した。ＣＮＮコメン
テーターのアクセルロッド元大統領上級顧問が「安倍氏は
中間選挙に関してきちんとした説明を受けていないか、ト
ランプ氏の精神構造についてきちんとした説明を受けたか
のどちらかだ」と皮肉るなど、メディア関係者らの間で安
倍氏の発言に関するツイートが飛び交った。
（ブエノスアイ
レス＝園田耕司）
日本は数少ない「友人」？＝トランプ氏、同盟国との関係
ぎくしゃく
時事通信 2018 年 12 月 01 日 18 時 35 分

３０日、ブエノスアイレスで開かれた２０カ国・地域（Ｇ
２０）首脳会議で言葉を交わすトランプ米大統領（右）と
マクロン仏大統領（ＡＦＰ時事）
【ブエノスアイレス時事】トランプ米大統領は３０日の
安倍晋三首相との会談で、日米の絆の深さを改めて強調し
た。
「米国第一」を掲げ２０カ国・地域（Ｇ２０）で孤立す
る場面の目立つトランプ政権にとって、貿易面で課題を抱
えながらも良好な関係が安定して続く日本は、今や数少な
い「友人」と言える。
「米日関係は歴史的に見ても、かつてないほど盤石だ」
。
日米首脳会談の冒頭、トランプ氏は両国の親密な関係を誇
示。安倍氏が３選を決めた自民党総裁選にも触れ「見事に
大勝利したが、私は全く驚かない」と持ち上げた。Ｇ２０
会議参加首脳による記念撮影でも、２人は並んで親しげに
言葉を交わした。
一方、トランプ氏は就任以来、北大西洋条約機構（ＮＡ
ＴＯ）における米国の過大な負担の是正を要求し、欧州の
同盟諸国とぎくしゃくした関係が続いてきた。政権初の国
賓として招くなど、欧州主要国では比較的良好な関係とさ
れたフランスのマクロン大統領とも、米国のイラン核合意
離脱やマクロン氏の「欧州軍」構想をめぐって亀裂が鮮明
になっている。
隣国のカナダ、メキシコとも、Ｇ２０会議に合わせて北
米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）を改定した新協定署名にこ
ぎ着けたものの、関係はしっくりしていない。メキシコと
は不法移民流入阻止に向けた「国境の壁」建設をめぐる対
立も抱える。
トランプ氏が関係改善を唱えるロシアのプーチン大統領
とは、ロシア警備艇によるウクライナ艦船拿捕（だほ）を
受け、予定していた首脳会談を中止。米国が中東政策の重

米中間選挙、首相が「歴史的勝利」 米メディアは皮肉
朝日新聞デジタルブエノスアイレス＝園田耕司 2018 年 12
月 1 日 11 時 27 分

トランプ米大統領（右）との首脳
会談に臨む安倍晋三首相＝２０１８年１１月３０日、ブエ
ノスアイレス、岩下毅撮影
安倍晋三首相は１１月３０日、トランプ米大統領との会
談の冒頭、１１月の米中間選挙の結果について「
（トランプ
氏の）歴史的な勝利に対してお祝いを申し上げたい」と語
った。だが、与党・共和党は下院で野党・民主党に逆転を
許している。米国内では「歴史的な勝利」とは受け止めら
れておらず、米メディアやツイッター上で大いに話題とな
っている。
首脳会談では、トランプ氏が安倍氏の９月の自民党総裁
選について言及。
「安倍氏はちょうど選挙で大勝利したとこ
ろだ。彼は大量の得票差で勝利した」と褒めたたえた。安
倍氏の「歴史的な勝利」発言はこのトランプ氏の発言の直
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要パートナーと位置付けるサウジアラビアとも、トルコで
起きたサウジ人記者殺害事件へのムハンマド皇太子の関与
が取り沙汰される中、皇太子との会談を見合わせた。
国が営利化、広まる「分わきまえろ」 長谷部×杉田対談
朝日新聞デジタル構成 編集委員・高橋純子 2018 年 12 月
1 日 19 時 50 分

通相が効力停止を決定し、防衛省は早ければ年内にも土砂
投入をしようとしていますが、この法律の目的はあくまで
も「国民の権利利益の救済」で、国による申し立ては制度
の濫用（らんよう）なのでは？
長谷部 国も民間の事業者と同…
立憲・山尾氏「安倍政権、保守と言いながら革命的だ」
朝日新聞デジタル 2018 年 12 月 1 日 18 時 24 分

講演する立憲民主党の山

考×論
選挙でいくら示しても、政権に一顧だにされない沖縄の
民意。紛争地で拘束されたジャーナリストに向けられる自
己責任論。
子どもを作らないＬＧＢＴに投げかけられた
「生
産性がない」の暴論――。一見ばらばらな事象の底流にあ
る「
『分』をわきまえろ」という論理について、長谷部恭男・
早稲田大教授（憲法）と杉田敦・法政大教授（政治理論）
に語り合ってもらった。
（構成 編集委員・高橋純子）
杉田敦・法政大教授 沖縄県が米軍普天間飛行場の名護
市辺野古への移設の賛否を問う県民投票を来年２月２４日
に行うことを決めました。しかし、県知事選や那覇市長選
などでも、辺野古移設が争点となり、反対の民意はすでに
示されています。安倍政権は、自身が勝利した国政選挙は
「選挙結果が全て」なのに、地方の選挙結果は無視、とい
うことでしょうか。
長谷部恭男・早稲田大教授 選挙は、各政党が様々な政
策をパッケージにしたものを選挙民に提示して戦いますが、
県民投票では単一争点に対する民意が明確に示されます。
政府は、安全保障の問題は地方の民意で決めることではな
いと言い張るでしょうが、衝突する多様な利害や見解を包
み込みながら調整し、国全体の中長期的利益を実現するの
が政治というものです。
杉田 ところが最近の日本政府は調整を放棄し、時には
私企業であるかのように振る舞っている。たとえば沖縄県
が辺野古の埋め立て承認を撤回すると、防衛省は行政不服
審査法に基づき撤回の効力停止を申し立てました。国土交
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尾志桜里衆院議員＝２０１８年１２月１日午後２時２分、
名古屋市東区、岩尾真宏撮影
山尾志桜里・立憲民主党衆院議員（発言録）
安倍政権の最大の特徴は、書いていないことは全部破る
ということ。国会で大事なテーマは、２０、３０、４０時
間はせめてかけて採決するとか、国会の議論は与党よりも
野党に大きく時間を配分するとか、今までは守られてきた
けど、書いてないので破りますよと。そんなのただの慣例
でしょって。
だから、保守と言いながら革命的な政権だと思う。書い
ていないけど、こういうルールは大事だと国会で積み上げ
てきたもの、書いてないけど、専守防衛の解釈は大事だと
国会以外も含めた憲法学者、国民との合意、そういうもの
も書いてなきゃ破ります、ただの慣例でしょって。そうい
う政権だ。
積み上げた知恵を大事にしていくことを全く思わない政
権という意味で、全く保守的ではない政権だと思う。
（名古
屋市内の講演で）
自民・甘利氏「同日選意識して」 公明代表は重ねてけん
制
2018/12/1 13:56 共同通信社
自民党の甘利明選対委員長は 1 日、来年夏の参院選と衆
院選の同日選実施の可能性に関し「安倍晋三首相と接して
いる限り、現時点でそういう雰囲気は伝わってこない。し
かし、いつ何があってもいいように備えてほしい」と述べ
た。普段から選挙を意識して活動するよう求めた発言とみ
られる。一方、公明党の山口那津男代表は同日選実施を重
ねてけん制した。
甘利氏は大津市で開かれた自民党滋賀県連会合で講演。
党内に同日選を求める声があると紹介した。参院選の改選
1 人区については「その勝敗が政権の安定とダイレクトに
関わってくる」と指摘。
「ゆめゆめ油断なきようにしてほし
い」と求めた。
自民・甘利氏「総理にダブル選の雰囲気ないが、備えを」

朝日新聞デジタル 2018 年 12 月 1 日 19 時 48 分

ち 95％が１回の購入額が 20 万円以下で誰が支払ったのか
わからない状態になっていることが、30 日に総務省が公表
した政治資金収支報告書の分析でわかりました。専門家は
「パーティー収入が匿名性が高い事実上の企業献金として
抜け穴になっており、チェックの在り方を見直す必要があ
る」と指摘しています。
ＮＨＫは 30 日に総務省が公表した政治資金収支報告書を
分析し、安倍政権で去年閣僚を務めた合わせて 30 人が関
係する 36 の政治団体について収入の内訳などを調べまし
た。
その結果、閣僚が去年１年間の在任中に開いた政治資金パ
ーティーの収入は合わせて５億 6700 万円余りでしたが、
収入全体の 95％が誰が支払ったのかわからない状態にな
っていました。
政治資金規正法では「寄付」の場合、年間５万円を超えれ
ば収支報告書に名前や住所などを記載する必要があります
が、パーティー券の購入者は１回の購入額が 20 万円を超
えなければ名前などを記載する必要はありません。
政治資金に詳しい日本大学の岩井奉信教授は、
「パーティー
収入が匿名性が高い事実上の企業献金として抜け穴になっ
ており、チェックの在り方を見直す必要がある」と指摘し
ています。

甘利明・自民党選挙対策委員長
甘利明・自民党選挙対策委員長（発言録）
来年は統一地方選と参院選が重なる１２年に１回の選挙
イヤー。安倍晋三総理から「とにかく衆議院、参議院で安
定多数をしっかり確保するのが選対委員長としての至上命
令」というご指示を頂いている。今度の選挙戦は１人区の
勝敗の帰趨（きすう）がまさに政権の安定度合いとダイレ
クトに関わってくる。野党は統一候補を１人区でみんな立
ててくるだろう。私に（衆参）ダブル選挙をやるべきじゃ
ないかとおっしゃってくる方もいる。総理と接している限
り、
現時点ではそういう雰囲気は伝わってこない。
しかし、
いつ何時、何があってもいいように備えていただきたい。
（自民党滋賀県連の会合で）
「ダブル選挙の雰囲気ないが油断なく」 自民 甘利選対委
員長
NHK2018 年 12 月 1 日 15 時 56 分

自民照屋氏、怒りの追及 地位協定改定巡り 「党派超え
た要求だ」
琉球新報 2018 年 12 月 1 日 10:32
自民党の甘利選挙対策委員長は大津市で開かれた党の県連
の会合で講演し、来年の参議院選挙にあわせた「衆参同日
選挙」について、
「現時点でそういう雰囲気はないが、何が
あってもいいように備えてもらいたい」
と呼びかけました。
この中で、甘利選挙対策委員長は、来年夏の参議院選挙に
ついて、
「定員が１人の『１人区』の勝敗が政権の安定度と
ダイレクトに関わってくる。野党は、おそらく統一候補を
立ててくるので、ゆめゆめ油断なきようにお願いしたい」
と述べました。
そのうえで、甘利氏は参議院選挙にあわせた「衆参同日選
挙」について、
「私のところに『ダブル選挙をやるべきだ』
と言ってくる人もいる。安倍総理大臣と接している限りで
は、現時点ではそういう雰囲気は伝わってこないが、いつ
何時、何があってもいいように備えてもらいたい」と呼び
かけました。

照屋守之氏
沖縄県議会米軍基地関係特別委員会による外務省沖縄事
務所へのＦＡ１８戦闘攻撃機墜落事故への抗議で、国の政
権党の一員である照屋守之県議（沖縄・自民）が日米地位
協定の改定を激しく迫り、川村裕沖縄担当大使が答えに窮
する場面があった。自民党県連会長への復帰も内定してい
る照屋氏だが日米地位協定の改定要求について「これは党
派を超えている」と述べ、事件や事故が繰り返される現状
への認識を巡る地元と中央との温度差に言及した。
川村大使は
「さまざまな意見があることは承知している。
だが日米地位協定は法的な枠組みでもあり、事案に応じて
一つ一つ効果的かつ機敏に対応していく」と従来の見解に
終始した。
これに対し照屋氏は「地位協定によって軍人や軍属が守
られていると県民は思っている。戦後復帰後と事件事故が

閣僚の政治資金パーティー 収入の 95％は誰が支払ったか
不明
NHK2018 年 12 月 2 日 0 時 31 分
安倍政権の閣僚が去年１年間の在任中に開いた政治資金パ
ーティーを調べたところ、５億 6000 万円余りの収入のう
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続き改善されないことの積み重ねで、日米地位協定が元凶
という認識になっている」
と反論。
「われわれは自民党だが、
事故の度に県議会も政党も抗議の繰り返しだ。トラブル防
止がうまくいかないなら、もっと踏み込んで対応しないと
いけないはずだ」とまくし立てた。
沈黙が続いた川村氏に「回答はなくてもいい」としつつ
「歴史や悩みを知って、やっぱりそうだなと理解しないと
改善につながらない。心に寄り添ってほしい」と求めた。

を停止。１１月１日に工事を再開し、ただちに埋め立てに
着手する計画でした。

ＦＡ18 墜落 強く抗議 県議会、日米当局に意見書
琉球新報 2018 年 12 月 1 日 10:11
しかし、土砂を搬出するはずだった本部港塩川地区（本
部町）の岸壁が９月の台風２４号で破損して使用不能に。
一時は年内の埋め立てが困難視されていましたが、代替手
段として、名護市安和にある琉球セメント所有の桟橋の使
用の検討に入りました。
来年２月２４日には辺野古埋め立ての是非を問う県民投
票が、３月以降には衆院３区補選が予定されており、それ
までに何としても埋め立てに着手し、既成事実化する狙い
です。
桟橋は今年３月、県が琉球セメントに使用を許可してい
ます。謝花喜一郎副知事は１１月２９日の会見で、
「土砂投
入は民間桟橋を使う可能性が高いと認識している。国がど
ういう形で民間桟橋を使うのかを含めて、対応策を検討し
たい」との考えを示しています。
土砂搬出を阻止するため、３日から琉球セメント前での
市民らによる監視活動が行われる予定です。

ＦＡ18 墜落への抗議要請で、沖縄防衛局の中嶋浩一郎局長
（右から 2 人目）に再発防止の対応を申し入れる県議会米
軍基地関係特別委員会の議員＝30 日、嘉手納町の沖縄防衛
局
沖縄県議会米軍基地関係特別委員会の仲宗根悟委員長ら
は沖縄防衛局、
外務省沖縄事務所と在沖米総領事館を訪れ、
11 月 12 日に南大東島沖で起きた米海軍のＦＡ18 戦闘攻
撃機墜落事故に対して抗議した。原因の徹底究明や外来機
の飛来禁止、日米地位協定の抜本的改定など全会一致で可
決した事項を強く求め、意見書、抗議決議を手渡した。
仲宗根委員長は沖縄防衛局と外務省沖縄事務所が県議会
側の呼び出しに応じなかったことにも遺憾の意を伝えた。
沖縄防衛局は県議会に出向かなかった理由として、墜落
したＦＡ18 が横須賀基地（神奈川県）に本拠地を置く米海
軍第 5 空母航空団に所属のため、在沖米軍施設の管轄外と
した。
中嶋浩一郎局長は、抗議を受けることの拒否ではないと
しながら「沖縄の部隊ではないのでなかなか難しいところ
がある」と述べ、防衛省を通じて在日米軍司令部に安全管
理の徹底などを申し入れた対応を説明した。
これに対して仲宗根委員長は「管轄外という片付け方を
するが、沖縄近海に落ちた事態を重く受け止めた行動を取
るべきだ。被害を受ける県民からすると当事者能力に欠け
ていると感じざるを得ない」と厳しく批判した。

しんぶん赤旗 2018 年 12 月 2 日(日)
辺野古土砂搬出 民間桟橋使用も あきれた政府 諦め
ぬ県民 米軍ゲート前で抗議 沖縄

（写真）１０００人が集まった
県民大行動＝１日、沖縄県名護市辺野古の米軍キャンプ・
シュワブのゲート前
今月中にも政府が米軍新基地建設のための土砂投入を狙
う中、オール沖縄会議は１日午前８時から午後４時まで、
沖縄県名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブゲート前で
１０００人が参加する県民大行動を行いました。
政府は、土砂搬出に使う港が被災し、代わりに名護市安
和（あわ）にある琉球セメントの桟橋を用いようとしてい
ます。那覇市から参加した女性(７３)は「民間桟橋まで動員
するなんて」とあきれます。
「座り込む時、私たちは機動隊に少し触れただけで“公

しんぶん赤旗 2018 年 12 月 2 日(日)
辺野古土砂搬出 民間桟橋使用も 月内投入狙う
沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設をめぐり、政府は
今月中旬にも、名護市内の民間桟橋を使って埋め立て土砂
搬入を開始しようと狙っています。新基地建設をめぐるた
たかいは重大な局面を迎えつつあります。
安倍政権は一般国民の権利救済を目的とした行政不服審
査法を悪用して、県による辺野古埋め立て承認撤回の効力
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務執行妨害”だと法で厳しく取り締まられる。一方で政府
は法をねじまげ、都合よく私人と国を使い分ける。埋め立
て承認願書で知事と交わした約束を無視して港の使用もや
りたい放題。この国の政府はおかしい」と語ります。
昼前に開かれた集会で、ヘリ基地反対協議会幹事の浦島
悦子さんは「政府は『土砂を入れるぞ』と脅している。で
も私たちは誰も諦めない。むしろ誇りをかきたてられ、決
して負けない」と訴えました。
日本共産党の赤嶺政賢、
社民党の照屋寛徳の両衆院議員、
伊波洋一、糸数慶子の両参院議員も参加しました。
集会では９日に「辺野古埋め立て・新基地建設反対の民
意を示す連絡会」を結成することが報告されました。

の財政赤字が膨らむ中で基地の建設や維持に使われている
多額の軍事予算や、中国、ロシアなど周辺国と緊張を高め
ていることなどを問題視した。
文書には、米シンクタンク、ケイトー研究所のジョン・
グレーザー外交政策部長、ローレンス・ウィルカーソン元
陸軍大佐、アン・ライト元陸軍大佐ら 40 人が賛同してい
る。文書はトランプ大統領やマティス国防長官、連邦議員
らに送付する。
座波幸代のワシントン報告 〈解説〉米識者らの米軍国外
基地閉鎖要求 軍事緊張増大に危機感
琉球新報 2018 年 12 月 1 日 10:48
米国の研究者や軍の元高官、平和団体の代表らが垣根を
越えて、
海外米軍基地の閉鎖を求める文書を発表したのは、
世界各地にある基地の存在自体が周辺諸国との軍事的緊張
や反米感情を高め、米国の安全や世界の安全保障を脅かし
ているという懸念を共有しているからだ。
世界一の軍事予算を誇る米国だが、沖縄をはじめ国外の
米軍基地建設や維持に多額の予算を使う一方、国内の教育
や福祉への予算が減らされている。この現状に対し、有識
者らは文書を発表することで、米国世論の喚起や納税者の
意識を高める効果を狙う。
文書の発表を主導したデイビッド・バイン教授は米国の
外交軍事政策や基地、人権問題などを研究している。沖縄
の米軍基地問題についても「最も効果的なのは経済的な視
点だ。米国民の税金が自分の地域の学校や道路建設ではな
く、沖縄の米軍基地に使われているという視点で議論する
ことが一つの鍵になる」と指摘している。
文書では、米軍技術の高度化により、海外に基地を置か
なくても米本国から迅速な対応が可能だとしている。一方
でローレンス・ウィルカーソン元陸軍大佐は在沖縄米海兵
隊に関し、米軍駐留経費の日本政府の負担率が高いことか
ら「米国内で維持するよりも安いという事情がある」と指
摘した。日本政府の多額な駐留経費負担は米軍にとって都
合が良く、沖縄にある基地の閉鎖、縮小を阻んでいること
が改めて浮き彫りになった。 （座波幸代）
座波幸代のワシントン報告
米議会報告書 移設実現に
「懸念」 玉城知事当選受け 2018
年 12 月 2 日 11:05
〈解説〉米識者らの米軍国外基地閉鎖要求 軍事緊張増
大...2018 年 12 月 1 日 10:48
米軍国外基地 閉鎖を 米識者ら声明 「沖縄も求めている」
2018 年 12 月 1 日 10:46
海外米基地、10 年で 247 減 在日米軍は 3 減どまり 2018
年 11 月 27 日 06:00
［知事訪米］一喜一憂せず発信する 玉城知事一問一答
2018 年 11 月 16 日 11:27
［知事訪米］距離置くアメリカ 壁厚く 初訪米は「半

「日本の民主主義守る」 キャンプ・シュワブゲート前で
県民集会
琉球新報 2018 年 12 月 1 日 13:34

高良鉄美共同代表のあいさつに耳を傾ける集会参加者＝1
日午前、名護市辺野古
【辺野古問題取材班】米軍普天間飛行場の移設に伴う名
護市辺野古の新基地建設に反対する県民集会が 1 日午前、
名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブゲート前で開かれ
た。毎月第一土曜日に行われる大規模な抗議集会で、主催
者発表で県内外から 1000 人が参加し、新基地建設反対を
訴えた。
オール沖縄会議共同代表の高良鉄美琉球大学法科大学院
教授は「ここにいる皆さんは主権者として先頭に立ってい
る。日本の民主主義を守っていくために一緒に頑張ってい
こう」と呼びかけた。
【琉球新報電子版】
座波幸代のワシントン報告 米軍国外基地 閉鎖を 米
識者ら声明 「沖縄も求めている」
琉球新報 2018 年 12 月 1 日 10:46
【ワシントン＝座波幸代本紙特派員】米国の識者や元高
官らでつくる海外基地閉鎖・再編連合は 29 日、沖縄をは
じめ、欧州、中東など米国外にある米軍基地の閉鎖を求め
る文書を発表した。冷戦終結後も世界各地に約 800 の米軍
基地が軍事的な緊張や米国に対する反感を高めたり、現地
の環境破壊を引き起こしたりしていると指摘、安全保障だ
けでなく財政の面からも閉鎖すべきだと訴えた。
同連合主導者アメリカン大のデイビッド・バイン教授ら
は同日、ワシントンで開いた会合で「沖縄の人々は基地の
閉鎖や米軍駐留の大幅削減を求めている」と述べた。米国
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歩...2018 年 11 月 16 日 11:25
沖縄県知事選時ツイッター 本紙が分析経緯報告 新聞
製作技術展
琉球新報 2018 年 12 月 1 日 12:04
第 23 回新聞製作技術展「ＪＡＮＰＳ2018」
（日本新聞協
会主催）が 28～30 日、東京国際展示場で開かれた。30 日
のセミナーで琉球新報デジタル編集担当の宮城久緒部長が、
沖縄県知事選挙期間中に行った「ツイッター分析」の経緯
や成果を報告した。本紙と共同で分析したスペクティ（東
京）の村上建治郎社長も登壇した。
宮城部長は知事選に関する一般のツイート約 20 万件以
上に目を通したことを報告。
「ほとんどが玉城デニー候補に
対する批判や攻撃、中傷だったことに驚いた」
「真偽不明な
情報や中傷が大量に拡散され、候補者攻撃が行われた。現
状を読者に知ってもらい、このような発信やネットのあり
方がいいのか考えてほしかった」と話した。
村上社長は「先進的な取り組みだった。選挙期間中の実
施は勇気が要ることだったと思う」と評価した。
米朝再会談「年明けすぐ」 申告と査察合意が焦点
2018/12/2 05:32 共同通信社

ポンペオ米国務長官（ロイター＝共同）
【ブエノスアイレス共同】ポンペオ米国務長官は 1 日、
CNN テレビのインタビューで、トランプ大統領と北朝鮮
の金正恩朝鮮労働党委員長の再首脳会談の時期について
「近いうちにあると期待している。年明けすぐにあると思
う」と述べた。再会談が実現すれば、核・ミサイル計画の
申告や関連施設への査察で合意できるかが焦点になる。
ポンペオ氏は「正しい、中身のある次のステップについ
て協議を続けている」とし「日本、韓国など世界中のパー
トナーと協力している」と説明した。
6 月の首脳会談では完全非核化で合意したものの、共同
声明には具体的な非核化手順などが盛り込まれず批判を浴
びた。
外交 米韓首脳が会談、米朝再会談実現へ緊密連携で一致
毎日新聞 2018 年 12 月 1 日 10 時 13 分(最終更新 12 月 1
日 12 時 32 分)
【ワシントン高本耕太、ソウル渋江千春】トランプ米大
統領と韓国の文在寅（ムンジェイン）大統領は３０日（日
本時間１日未明）
、主要２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議

が開かれているアルゼンチン・ブエノスアイレスで約３０
分間会談した。米ホワイトハウスの声明によると、両首脳
は北朝鮮を巡る最新情勢について意見を交わし「北朝鮮の
最終で全面的かつ検証可能な非核化」を目指す方針を改め
て確認。２回目の米朝首脳会談の実現に向け、米韓両国が
緊密に連携する考えで一致した。

トランプ米大統領＝ＡＰ
両首脳は「非核化が朝鮮半島の経済繁栄と恒久平和に向
けた唯一の道であることを、北朝鮮に認識させるため」
、既
存の対北朝鮮制裁措置を「確実に履行し続けることの重要
性」も再確認した。
韓国の青瓦台（大統領府）によると、トランプ氏は来年
初めに米朝首脳会談を開催する意思を改めて示した。
また、
両首脳は北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党委
員長のソウル訪問について「朝鮮半島の平和定着に向け、
共に努力していく上で後押しとなる」という認識で一致し
た。
米朝再会談、年明けすぐ 申告と査察合意が焦点
日経新聞 2018/12/2 5:14
【ブエノスアイレス=共同】ポンペオ米国務長官は 1 日、
CNN テレビのインタビューで、トランプ大統領と北朝鮮
の金正恩朝鮮労働党委員長の再首脳会談の時期について
「近いうちにあると期待している。年明けすぐにあると思
う」と述べた。再会談が実現すれば、核・ミサイル計画の
申告や関連施設への査察で合意できるかが焦点になる。
ポンペオ氏は「正しい、中身のある次のステップについて
協議を続けている」とし「日本、韓国など世界中のパート
ナーと協力している」と説明した。
6 月にシンガポールで開いた史上初の首脳会談で、米朝は
完全非核化で合意したものの、共同声明には具体的な非核
化手順などが盛り込まれず批判を浴びていた。
非核化の具体的な措置を優先したい米側に対し、北朝鮮は
制裁緩和を求めている。ポンペオ氏は「国際的な制裁包囲
網は変わらない」と改めて制裁維持を強調。過去の米政権
が制裁緩和を急いだために「北朝鮮が窮地を脱するのを許
してしまった」と指摘した。
トランプ氏は 11 月初め、米朝再首脳会談は「来年早々にな
るだろう」と言及している。
米朝再会談へ調整継続、米韓首脳
日経新聞 2018/12/1 6:39 (2018/12/1 8:51 更新)
【ブエノスアイレス=永沢毅】
トランプ米大統領は 11 月 30
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日、韓国の文在寅（ムン・ジェイン）大統領と会談した。
ホワイトハウスによると、両首脳は既存の対北朝鮮制裁を
続ける重要性を確認。非核化が経済的な繁栄と恒久的な平
和を実現する唯一の方法だと北朝鮮に理解させるべきだと
の認識を共有した。2 回目の米朝首脳会談に向けて緊密な
調整を続ける方針を申し合わせた。
韓国大統領府の発表によると、トランプ氏は来年初めにも
米朝首脳会談を開催する考えを改めて示し「次回の会談が
朝鮮半島の非核化に向けた歴史的なマイルストーンになる
よう、米韓が緊密に連携していく」と述べた。また両首脳
は、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）委員長のソウル
訪問が、朝鮮半島の平和に向けた努力につながるとの認識
で一致した。
２回目の米朝首脳会談「年明けすぐに」米国務長官
NHK2018 年 12 月 2 日 11 時 12 分
アメリカと北朝鮮の２回目の首脳会談について、アメリカ
のポンペイオ国務長官は「年が明けてすぐに行われると思
う」と述べ、準備を急いでいることを明らかにしました。
アメリカのポンペイオ国務長官は、アルゼンチンのブエノ
スアイレスで１日、ＣＮＮテレビのインタビューに応じま
した。
この中でポンペイオ長官は、トランプ大統領と北朝鮮のキ
ム・ジョンウン（金正恩）朝鮮労働党委員長との２回目の
首脳会談の時期について聞かれ、
「わからないが、極めて近
いうちに行われると期待して、懸命に取り組んでいる。年
明けすぐに行われると思う」と述べ、準備を急いでいるこ
とを明らかにしました。
米朝の２回目の首脳会談をめぐっては、トランプ大統領も
先月、
「来年の早いうちに行う」という見通しを示し、アメ
リカとしては北朝鮮の非核化に向けた具体的な工程で合意
したい考えです。
しかし、北朝鮮は経済制裁の緩和などを求めていて、米朝
の立場の違いは埋まっていません。
先月８日に予定されていたポンペイオ長官と北朝鮮のキ
ム・ヨンチョル副委員長の協議も直前で延期されたままで、
協議の行方は依然として不透明なままです。
亡命か、韓国で北朝鮮軍人保護 軍事境界線越え移動
2018/12/1 12:08 共同通信社
【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は 1 日、北東部江原
道で南北の軍事境界線を越えて韓国側に入った北朝鮮軍の
軍人 1 人を保護したと発表した。
韓国への亡命とみられる。
1 日朝に韓国側に移動するのを監視装置で捕捉し、安全
を確保しながら保護した。周辺では、北朝鮮軍の特異な動
向は確認されていないという。韓国側に入った経緯を関係
機関と調査する方針。
軍事境界線の南北各 2 キロに設定された非武装地帯
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（DMZ）内では、設置されている南北の監視所のうち、双
方が 10 カ所ずつを破壊する作業が完了している。
北朝鮮兵士１人、韓国側に越境 身柄を確保
朝日新聞デジタルソウル＝武田肇 2018 年 12 月 1 日 12 時
34 分
韓国軍は１日、北東部の江原道で、北朝鮮軍の兵士１人
が軍事境界線を越えて韓国側に入ってきたと発表した。境
界線に設置してある監視装置で兵士を発見し、安全に身柄
を確保したという。
韓国当局は、兵士の越境目的や経路などを調べている。
周辺で軍事的な緊張が高まるなどの状況変化は起きていな
いという。
韓国と北朝鮮の軍事境界線上にある板門店では昨年１１
月、北朝鮮軍の兵士が韓国側に逃走を図って北朝鮮軍の銃
撃を受け、重体になる事件が起きた。
（ソウル＝武田肇）
北朝鮮制裁、米韓首脳が重要との認識で一致 非核化向け
朝日新聞デジタルブエノスアイレス＝園田耕司、ソウル＝
武田肇 2018 年 12 月 1 日 10 時 46 分
トランプ米大統領と韓国の文在寅（ムンジェイン）大統
領は１１月３０日、２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議が
開かれたブエノスアイレスで会談し、北朝鮮の完全な非核
化が達成されるまで制裁を続けることが重要との認識で一
致した。両政府が発表した。
米側によると、トランプ氏は年明け以降に予定される２
回目の米朝首脳会談を開く意図について、文氏に説明。朝
鮮半島の非核化に向けて、
緊密に連携することを約束した。
韓国大統領府によると、韓国側が金正恩（キムジョンウ
ン）朝鮮労働党委員長に呼びかけている年内のソウル訪問
が、朝鮮半島の平和を定着させることにつながるとの意見
で一致した。
（ブエノスアイレス＝園田耕司、ソウル＝武田
肇）
来年の正恩氏誕生日、平日のまま 北朝鮮カレンダーで判
明
2018/12/1 08:58 共同通信社
【北京共同】北朝鮮で製作された来年のカレンダーで、
金正恩朝鮮労働党委員長の誕生日 1 月 8 日がこれまで同
様、黒字で記され、平日扱いであることが 1 日分かった。
共同通信が入手したカレンダーで確認された。
故金日成主席の誕生日（4 月 15 日）と故金正日総書記の
誕生日（2 月 16 日）は最も重要な祝日として縁取りされた
赤字で強調して表示されている。
金正恩氏の誕生日が 1 月 8 日であることは国民に広く知
られており、
北朝鮮がいつ祝日とするのか注目されている。
金正恩氏の生年を巡っては、金正日氏の元専属料理人は
1983 年生まれ、米政府は 84 年生まれとしている。

米国のみが離脱の決意を再び表明。
「1 対 19」で意見が対
立した。

北朝鮮で発売された来年のカレンダー。金正恩朝鮮労働党
委員長の誕生日である 1 月 8 日は黒字の平日扱いとなって
いる（共同）
G20「保護主義と闘う」明記せず 首脳宣言採択し閉幕
日経新聞 2018/12/2 2:55 (2018/12/2 4:30 更新)
【ブエノスアイレス=杉原淳一】アルゼンチンの首都ブエ
ノスアイレスで開かれていた 20 カ国・地域（G20）首脳会
議は 1 日（日本時間 2 日未明）
、首脳宣言を採択して閉幕
した。合意にはこぎ着けたものの、米国の反対などにより
「保護主義と闘う」との文言を盛り込めなかった。保護主
義が国際協調の枠組みを揺さぶり続けている。
首脳宣言には世界経済が抱える様々なリスクへの指摘や、
国際協調の枠組みの機能改善なども盛り込まれた。世界経
済については
「各国の経済成長が同時に連動しなくなった」
としたうえで、
「金融の脆弱性や地政学上の懸念などいくつ
かのリスクが顕在化した」
と明記した。
世界貿易機関
（WTO）
を中心とする多国間の貿易制度については「貢献は認識す
るが目的の達成には及ばず、改善の余地がある」と指摘し
た。来年、大阪で開催される G20 首脳会議で、WTO 改革
の進捗を検証することも盛り込んだ。
だが、昨年の G20 の首脳宣言と比べると、自由貿易の重要
性への言及は大きく減り、
「保護主義と闘う」という定番の
文言も削除された。議長国を務めたアルゼンチンのマクリ
大統領は閉幕後の会見で削除の理由を「多くの国が期待し
ていたが、米国が受け入れなかった」と説明した。
G20 に出席した米政府高官は閉幕後、記者団に「首脳宣言
は米国の大きな目的を数多く満たしている」と力説した。
WTO 改革などが盛り込まれたことを高く評価。
「米国にと
って偉大な一日だ」と述べ、米主導で議論が進んだことを
うかがわせた。
2020 年以降の温暖化対策の枠組み
「パリ協定」
についても、
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17 年のドイツ・ハンブルクでの G20 首脳会議では、宣言
に「保護主義と引き続き闘う」と明記した。しかし、18 年
以降は米中が上乗せ関税をかけ合うなど、
貿易戦争が激化。
11 月のアジア太平洋経済協力会議（APEC）では、米中の
対立で首脳宣言を初めて断念するなど事態が深刻化してい
た。
今回の首脳会議でも、初日から自由貿易や新興国の債務問
題などを巡って参加国の意見が分かれたが、最終的に宣言
を採択して G20 全体としての結束は守った。
米高官「偉大な 1 日」 貿易など G20 宣言を高評価
日経新聞 2018/12/2 4:27
【ブエノスアイレス=河浪武史】20 カ国・地域（G20）首
脳会談に参加した米政府高官は 1 日、首脳宣言を「
『世界貿
易機関（WTO）は目的を満たしておらず改革が必要だ』と
盛り込んだことは画期的だ」などと高く評価した。
「保護主
義と闘う」との文言を削除するなど、首脳宣言にはトラン
プ政権の意向が強く反映されており、米高官は「米国にと
って偉大な一日だ」と述べた。
米政府高官はアルゼンチンで開いた G20 会議の閉幕後、記
者団に「G20 の首脳宣言は米国の大きな目的を数多く満た
している」と力説した。トランプ政権は中国の知的財産権
の侵害などを批判するが、WTO が中国の不公正貿易を野

放しにしているとも指弾してきた。首脳宣言では G20 は
WTO 改革を急ぎ、来年の大阪サミットで進捗具合を検証
するとしている。
米高官はさらに「米国にとっての大きな成果は、中国が初
めてインフラ投資の透明性を約束したことだ」とも指摘し
た。中国は広域経済圏構想「一帯一路」計画に基づいて、
アジアやアフリカなどでインフラ投資を押し進めている。
米国は途上国に過大債務を負わせて中国の影響力が拡大す
ることを警戒してきた。
首脳宣言からは「保護主義と闘う」との定番文句を削除し
た。米高官は詳しく言及するのを避けたが、議長国のアル
ゼンチンは「米国が強く反対したため削除した」と説明し
ている。

日経新聞 2018/12/1 6:29
【ブエノスアイレス=外山尚之】アルゼンチンの首都ブエ
ノスアイレスで 30 日、20 カ国・地域（G20）首脳会議に
反対する大規模デモが発生した。左派系の労働組合や市民
団体などが主導し、地元メディアによると、2 万人以上の
市民が参加したという。
トランプ米大統領への抗議のほか、
記者殺害事件への関与が疑われるサウジアラビアのムハン
マド皇太子を非難する声も目立った。

「トランプは出て行け」と書かれた旗などを掲げ G20 首脳
会議に反対する市民ら（30 日、ブエノスアイレス）
デモは市中心部で始まり、国会議事堂に向かって大通りを
練り歩いた。左派系の労働組合や極左の市民団体なども参
加し、
「帝国主義の侵略を許すな」といった声をあげた。ア
ルゼンチン政府や国際通貨基金（IMF）を非難する旗や看
板も多かった。
デモに参加した教師のギジェルモ・ガルシア氏（62）は「市
民は一方的なグローバリズムに対抗する必要がある」と述
べ、G20 の枠組みそのものを解体する必要があると語った。
また「ムハンマド氏の参加を許すべきではない」と主張し
た。
地元メディアによると同日午前、デモの発生地点近辺で火
炎瓶が発見され、治安当局が回収したという。

「保護主義と闘う」の文言、米が拒否 マクリ大統領
日経新聞 2018/12/2 4:22
【ブエノスアイレス=外山尚之】20 カ国・地域（G20）首
脳会議の議長国であるアルゼンチンのマクリ大統領は 1 日
の閉幕後会見で、首脳宣言から「保護主義と闘う」との文
言が抜けたことについて「多くの国が期待していたが、米
国が受け入れなかった」と説明した。

1 日、G20 首脳会議を終え記者会見する議長国アルゼンチ
ンのマクリ大統領（ブエノスアイレス）
マクリ氏はトランプ氏の態度について「貿易を促進するこ
とや世界貿易機関（WTO）改革で公平性を求めていくこと
には同意した」としながらも、
「貿易に言及することが拒否
された」と明かした。
マクリ氏は政治家になる前、不動産開発事業を通じてトラ
ンプ氏と親交があり、現在も緊密な関係を築いている。し
かし、会議後の記者会見ではトランプ氏に対する厳しい発
言が目立った。
記者会見でマクリ氏は「トランプ氏とも話したが、中国の
（習近平）国家主席は脅威ではなく機会だと思っている」
と発言した。前日に米ホワイトハウスがマクリ氏とトラン
プ氏の 2 者会談後に「両首脳は中国の略奪的な経済行為に
ついて話し合った」と対中批判を盛り込んだ声明を発表し
たが、これを事実上否定したものだ。
マクリ氏はトランプ氏の中国に対する敵対的な姿勢に同調
せず、アルゼンチンにとって中国が投資や貿易面で重要な
パートナーだと強調。トランプ氏が国際協調に背を向ける
中、あえて中国との接近をほのめかすことで意趣返しに出
たとみられる。

日ロ首脳、領土交渉加速を確認へ 高官級の協議を新設も
2018/12/1 16:43 共同通信社

安倍晋三首相、ロシアのプーチン大統領
【ブエノスアイレス共同】安倍晋三首相は 1 日午後（日
本時間 2 日未明）
、アルゼンチンのブエノスアイレスでプ
ーチン・ロシア大統領との会談に臨む。来年 1 月に予定す
る首相の訪ロに向け、北方領土問題を含む平和条約締結交
渉の加速を確認する。交渉の実務を担う高官級の協議体を
新設することで合意する見通し。北方四島での共同経済活
動の実現に向けた話し合いの促進も申し合わせたい考えだ。
首相は、歯舞群島と色丹島の引き渡しを明記した 1956
年日ソ共同宣言を基礎に交渉するとした 11 月の首脳合意
を踏まえ、2 島先行返還を選択肢に交渉に当たる。
日ロ、新協議枠組み設置で合意へ 平和条約目指し
2018/12/1 09:32 共同通信社

ブエノスアイレスで反 G20 デモ、サウジ皇太子批判も
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いがあるものと見られます。
ロシア 歓迎するも“強硬姿勢”崩さず
ロシア・モスクワで会議に出席するプーチン大統領＝11 月
29 日（AP＝共同）
【ブエノスアイレス共同】ロシアのウシャコフ大統領補
佐官は 11 月 30 日、ブエノスアイレスで 1 日（日本時間 2
日未明）に会談するプーチン大統領と安倍晋三首相が日ロ
両国の平和条約締結交渉を加速するための「新たな枠組み
の設置で合意する」と述べた。インタファクス通信に語っ
た。一部日本メディアが報じた内容を確認した。ロシア側
も交渉加速に前向きであることを示していると言えそうだ。
ウシャコフ氏は、両首脳が 11 月のシンガポールでの会
談で
「1956 年の日ソ共同宣言に基づき平和条約交渉を加速
する」ことで合意したと指摘し「そのために特別の協議枠
組みが設置される」と説明した。
【解説】 日ロ 交渉加速へ新体制 その狙いは？
NHK2018 年 12 月 2 日 7 時 30 分

安倍総理大臣は、ロシアのプーチン大統領と会談し、今後
の平和条約交渉の枠組みについて、両国の外相を交渉責任
者とし、そのもとの交渉担当者に、総理特別代表と大統領
特別代表を置いて、さらに交渉を加速させることを確認し
ました。その狙いや今後の課題などについて担当記者に聞
きました。
狙いは行き詰った事務レベル交渉の打開

【Q】ロシア側はどのように受け止めていると考えられま
すか？
【松尾支局長（モスクワ）
】
日ソ共同宣言に基づく交渉が具体的に始まることを歓迎し
ています。ただ、歯舞・色丹の２島を無条件に引き渡すわ
けではないという姿勢は崩していません。
一方でロシアは、クリミア沖でウクライナ海軍の艦船を銃
撃、拿捕（だほ）したことで国際社会から孤立を深めてい
ます。トランプ大統領との米ロ首脳会談まで中止されまし
た。
こうした中で、頻繁に首脳会談を重ねる日本の存在は際だ
って見えるはずです。プーチン大統領は会見で「双方の信
頼関係を高める必要性について話し合った」と強調し、来
年、日本を訪問する可能性にも言及しました。
プーチン大統領は、領土を引き渡すリスクと日本との関係
を強化するメリットをてんびんにかけながら、今後の交渉
に臨むとみられます。
主権、残る２島、安全保障…課題山積

【Q】日ロ交渉の今後の見通し、課題についてはどうでし
ょうか？
【後藤記者】
来年１月下旬にも予定される安倍総理大臣のロシア訪問に
先立って、シンガポールでの合意後、初めてとなる平和条
約交渉が外相間で行われる方向となりました。
しかし、交渉を進めるうえで数多くの課題があり、先行き
は楽観できません。例えば▼日ソ共同宣言には、平和条約
締結後に、歯舞群島と色丹島を引き渡すとのみ記載されて
いることから、プーチン大統領は島の主権の扱いなども協
議する必要性を指摘しています。さらに▼宣言に記載のな
い国後島、択捉島の扱い、▼返還後の島と日米安全保障条
約の関係など、克服すべき課題は山積です。
領土問題は国民世論に直結するセンシティブなものだけに、
双方の国民が受け入れられる着地点を見いだすことができ
るのか、両首脳の力量が問われます。

【Q】日ロ首脳会談の成果を日本側はどのように受け止め
ているのでしょうか？
【後藤匡記者（政治部）
】
交渉の加速に向けた枠組みが整えられたと考えているよう
です。
交渉担当者となった森外務審議官、
モルグロフ外務次官は、
これまで北方四島での共同経済活動についての交渉を担っ
てきました。その２人に、それぞれ総理特別代表、大統領
特別代表という肩書きを付けた理由について、同行してい
る野上官房副長官は、両首脳が緊密に意思疎通を図り、直
接、指示を出しながら交渉するためだと説明しました。
首脳間の意思を明確に交渉担当者に伝えることで、停滞を
ブッシュ元米大統領死去、９４歳＝湾岸戦争主導、冷戦に
繰り返してきた事務レベルの交渉を加速させようという狙
終止符
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時事通信 2018 年 12 月 02 日 00 時 20 分

戦後、名門エール大を卒業。バーバラ夫人とテキサス州
に移り住み、石油業界に入った。６６年下院議員に当選。
国連大使、中央情報局（ＣＩＡ）長官など要職を歴任し、
８１年からレーガン政権で２期副大統領を務めた。

ブッシュ元米大統領＝１９９２年８月、ワ
シントン（ＡＦＰ時事）
【ワシントン時事】１９９１年の湾岸戦争を主導した第
４１代米大統領ジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッ
シュ氏が３０日、死去した。９４歳だった。ブッシュ氏の
事務所が声明で発表した。在任中、ソ連との東西冷戦に終
止符を打ち、核軍縮交渉を進めて冷戦後の国際秩序づくり
に尽力、国内では故レーガン元大統領と共に共和党の黄金
時代を担った。
７３年間連れ添ったバーバラ夫人が４月１７日に死去し、
葬儀にはブッシュ氏も車椅子で参列。その後、自らも体調
を崩し入退院を繰り返した。死因は公表されていないが、
パーキンソン病を患っていた。米メディアによると、政府
はブッシュ氏の国葬を予定しており、ワシントンで行われ
る葬儀にはトランプ大統領夫妻も参列するという。

会談に臨むブッシュ米大統領（右）と
宮沢喜一首相＝１９９２年１月８日、東京・元赤坂の迎賓
館
レーガン政権の副大統領を経て、８８年の大統領選で当
選し、８９年１月に就任した。同年１２月、ゴルバチョフ・
ソ連共産党書記長（当時）と地中海のマルタ島で会談し、
冷戦終結を宣言。ソ連と継承国ロシアとの間で二つの戦略
核兵器削減条約（ＳＴＡＲＴ１、２）を締結した。
９０年８月にイラクがクウェートに侵攻し、国連を通じ
た外交工作が不調に終わると、米軍を中心とする多国籍軍
を組織し、９１年１月に空爆を開始。２月には地上戦も展
開してクウェートを解放した。
ただ、イラクのフセイン政権を崩壊まで追い詰めず、一
部の保守派から批判を浴びた。長男のブッシュ元大統領が
２００３年のイラク戦争でフセイン政権を倒した。
９１年１２月にソ連が崩壊し、米国は唯一の超大国とな
ったものの、国内景気が悪化し、財政・貿易赤字が増大。
有効な経済対策を打ち出せず、一時９割を超えた支持率は
急落し、再選を目指した９２年の大統領選で民主党のクリ
ントン氏に敗れた。
２４年、マサチューセッツ州ミルトン生まれ。１８歳で
海軍に志願し、雷撃機のパイロットとして太平洋戦争に参
加。小笠原諸島の父島付近で旧日本軍に撃墜され、救助さ
れた経験を持つ。
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歴史の激動期にかじ取り＝不運な政治家の一面も－ブッ
シュ父元米大統領
時事通信 2018 年 12 月 01 日 16 時 21 分

地中海のマルタ島での首脳会談後、共
同記者会見に臨むブッシュ米大統領（左）とゴルバチョフ・
ソ連共産党書記長（いずれも当時）＝１９８９年１２月３
日（ＡＦＰ時事）
第２次大戦後４０年余り続いた米ソ冷戦が終結し、続く
ソ連の崩壊で米国が唯一の超大国となる歴史の激動期にか
じ取りを担った。副大統領として仕えた前任のレーガン大
統領が掲げた「力の外交」路線を継承。大統領に就任した
１９８９年には中米パナマに侵攻した。一方、ペレストロ
イカ（改革）を進めていたソ連のゴルバチョフ共産党書記
長と対話を重ね、同年１２月の地中海マルタ島での会談で
冷戦を終結に導いた。
マルタ会談では「西側が共に粘り強くソ連と一層協力す
るにつれ、恒久平和を実現できるし、東西関係を長続きす
る協力関係に変えられると楽観している。これこそがゴル
バチョフ書記長と私がここマルタで目指し始めた未来の姿
だ」と宣言した。
冷戦後初の本格的戦争となった湾岸戦争を指揮し、勝利
を収めた頃が絶頂期だった。９０年８月にイラクがクウェ
ートに侵攻すると、３０カ国以上から成る同盟を構築して
対峙（たいじ）
。国連安保理決議が設定した９１年１月の撤
退期限の直後に攻撃に踏み切り、当時のハイテク兵器を駆
使してイラクを圧倒した。
米国は戦勝ムードに沸き、支持率は一時９０％を超えた
が、９１年１２月のソ連崩壊に伴い最大の敵だった共産主
義の脅威がなくなると、
国民の関心は内向きに急転換した。
折からの景気悪化が足かせとなり、９２年１１月の大統領
選で民主党のクリントン氏に敗北した。同年１月の来日時
に開かれた晩さん会で体調を崩して倒れるハプニングもあ
った。
国連大使、中央情報局（ＣＩＡ）長官、副大統領などを
経て権力のトップに上り詰めたエリートのイメージが強い
半面、政治家として不運も味わっている。父と同じ上院議
員を目指したが、６４年の初出馬で落選。下院議員からく
ら替えを図った７０年の上院選でも再び苦杯をなめた。
８０年の大統領選予備選では、共和党候補の指名獲得争

いでカリスマ的人気のあった俳優出身のレーガン氏に敗れ、
副大統領として政権を下支えする役目に回った。
大統領を１期で終えたが、２０００年の大統領選で長男
ブッシュ氏が雪辱を果たした。息子が０３年にイラク戦争
を始めた際には、
大きな精神的支柱になっていたとされる。
父ブッシュ元米大統領死去 94 歳、冷戦終結うたう
2018/12/1 18:30 共同通信社

死去したジョージ・H・W・ブッシュ元米大統領（ロイタ
ー＝共同）
【ワシントン共同】米国の第 41 代大統領で、1989 年の
米ソ首脳会談でゴルバチョフ共産党書記長と共に冷戦終結
をうたい、91 年末のソ連崩壊を見届けたジョージ・H・W・
ブッシュ氏が 11 月 30 日、死去した。94 歳だった。親子 2
代で大統領を務めたブッシュ父子の父。長男で第 43 代大
統領だったジョージ・ブッシュ氏が、広報担当者を通じて
発表した声明で明らかにした。
長男のブッシュ氏は声明で
「高潔な人格の持ち主であり、
望みうる最良の父だった」と悼んだ。ブッシュ家は次男ジ
ェブ氏もフロリダ州知事を務めた政治家一家。妻バーバラ
さんが、今年 4 月に 92 歳で亡くなったばかりだった。
ブッシュ・米国第４１代大統領が死去 ９４歳 冷戦終結
朝日新聞デジタル 2018 年 12 月 1 日 14 時 09 分

共和党全国委員長、国連大使のほか、北京の米連絡事務
所の所長を務めたことがあり、米政界で有数の中国通とな
った。その後、中央情報局（ＣＩＡ）長官などを歴任し、
８０年には共和党の大統領候補指名を目指して予備選に立
候補した。この時はレーガン氏に敗れたものの、副大統領
に指名され、２期８年コンビを組んだ。８８年大統領選で
民主党のデュカキス候補を破って当選した。
８９年に大統領に就任すると、同年にソ連共産党書記長
だったゴルバチョフ氏と地中海のマルタ島で会談し、冷戦
の終結を宣言した。翌９０年、当時のフセイン大統領率い
るイラク軍がクウェートに侵攻。これに対抗した湾岸戦争
では、多国籍軍を率いて破った。中東和平会議を主導した
ほか、ソマリア内戦にも介入した。
日本に対しては、貿易赤字解消のため、自動車の対米輸
出を制限する代わりに農産物などの輸入自由化を迫った。
だが、その後の経済不況を解消できず支持率が伸び悩み、
再選を目指した９２年の大統領選で民主党のクリントン候
補に敗北。歴代大統領で再選を果たせなかったのは、フォ
ード、カーター両氏に続き３人目となった。
引退後は表舞台に出ることを控えるようになり、２０１
２年ごろから入退院を繰り返していた。１６年の大統領選
では、共和党候補だったドナルド・トランプ氏ではなく、
対立する民主党候補のヒラリー・クリントン氏への支持を
表明。１８年４月１７日に妻のバーバラ氏を亡くし、自身
も体調を崩していた。
長男で第４３代大統領のジョージ・Ｗ・ブッシュ氏は３
０日の声明で、
「ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュは高潔な人格
で、息子や娘にとって申し分のない父親だった。ブッシュ
家は全員、４１代大統領の人生と愛情に、また父のことを
気にかけ、父のために祈ってくれた皆様に、そして友人、
国民の皆様の哀悼の意に、
心から感謝します」
と発表した。
冷戦終結を宣言、ブッシュ４１代米大統領が死去
読売新聞 2018 年 12 月 01 日 19 時 39 分

ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ元米大統領＝１
９９２年１月、皇居
米国の第４１代大統領として冷戦終結に立ち会い、イラ
クとの湾岸戦争を指揮したジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ氏
が１１月３０日、死去した。９４歳だった。第４３代大統
領で長男のジョージ・Ｗ・ブッシュ氏が声明で発表した。
米国史上２度目となる父子そろっての大統領経験者でもあ
った。
ブッシュ氏は１９２４年、マサチューセッツ州生まれ。
高校卒業後、海軍に入り、戦闘機のパイロットとして太平
洋戦争にも参戦した。退役後に石油会社の経営などを手が
け、１９６６年にテキサス州から下院議員に当選して、２
期４年務めた。

ブッシュ氏（右）とバーバラ夫人（２００２年１１月）＝
ロイター

東西冷戦の終結を宣言したマルタ会談後の共同記者会見で、
ソ連のゴルバチョフ最高会議議長（右）と握手を交わすブ
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ッシュ米大統領（肩書は当時）＝１９８９年１２月３日、
ＡＦＰ時事
【ワシントン＝黒見周平】米国の第４１代大統領（１９
８９～９３年）を務めたジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ氏が
１１月３０日、死去した。９４歳だった。８９年に東西冷
戦の終結を宣言し、
「新世界秩序」の構築に努めた。９１年
の湾岸戦争で多国籍軍を率い、クウェートに侵攻したイラ
ク軍を撃退した。
ブッシュ氏は近年、入退院を繰り返していた。４月には
長年連れ添ったバーバラ夫人が９２歳で亡くなった。
ブッシュ氏は米マサチューセッツ州生まれ。第２次大戦
中は太平洋戦線で雷撃機搭乗員として旧日本軍に２度撃墜
された経験がある。
国連大使や中央情報局（ＣＩＡ）長官などを歴任し、レ
ーガン政権で副大統領を務めた。８８年の大統領選で当選
し、８９年１２月、地中海のマルタ島でソ連のゴルバチョ
フ最高会議議長と会談し、米ソ対立に終止符を打った。９
０年８月にイラク軍がクウェートへ侵攻すると、国連安全
保障理事会をイラク非難でまとめ、多国籍軍の中心として
参戦し、勝利に導いた。
（ここまで 417 文字 / 残り 184 文字）

義的な傾向が強かった息子のブッシュ第４３代大統領の外
交姿勢とは対照的なものだった。
「勝利は単に我々のものではなく、多国籍軍に支援を送
った国々、国連の勝利でもある」
。ブッシュ氏は１９９１年
２月、湾岸戦争でイラク軍がクウェートから撤退を完了し
た勝利演説で、そう高らかにうたった。米国世論は、イラ
クのフセイン大統領（当時）の排除を支持していた。だが、
戦争目的は「クウェートの解放」で、終戦後の中東の秩序
安定を優先したブッシュ氏は、イラクへの軍事侵攻には踏
み込まなかった。
当時の共和党の外交的な主流だった国際協調重視派が目
指したのは、民主的な政治と市場経済による新しい世界だ
った。そのビジョンは「新世界秩序」というキーワードで
呼ばれた。
息子のブッシュ政権は発足当初、この流れをくんだパウ
エル国務長官（湾岸戦争時の統合参謀本部議長）ら国際協
調重視派と、ネオコンと称された単独主義的傾向の強い強
硬派が共存していた。だが、パウエル氏らのグループは政
権を追われ、タカ派色が強まった。

父ブッシュ氏死去 冷戦後の新秩序模索 国際協調を重
視
毎日新聞 2018 年 12 月 1 日 21 時 13 分(最終更新 12 月 2
日 02 時 51 分)

冷戦終結を宣言した米ソ首脳会談（マルタ会談）の共同会
見に臨むジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ大統領（左）とソ連
のゴルバチョフ書記長＝マルタで１９８９年１２月３日、
ＡＰ

ブッシュ氏の歩み
国際協調を重視する穏健派はその後「絶滅品種」
（パウエ
ル氏）に。オバマ前大統領（民主党）はブッシュ氏を、ア
イゼンハワー元大統領とともに「軍産複合体と距離を保と
うとした大統領」と高く評価した。
日米関係では、イラク軍のクウェート侵攻後、当時の海
部俊樹首相に日本による軍事支援を求めた。多国籍軍参加
を断った日本は、巨額の資金支援をしたものの「汗をかか
なかった」と世界に評価され、これをきっかけに、日本国
内でも国際活動における人的貢献の必要性を訴える声が高
まった。また、経済問題では、対日貿易赤字削減のため圧

湾岸戦争関連の会議後に報道陣に話すブッシュ米大統領
（中央）
。左端はチェイニー国防長官、右端はパウエル統合
参謀本部議長＝ホワイトハウスで１９９１年２月１１日、
ＡＰ
【ワシントン会川晴之】米ソ両大国による東西冷戦に幕
を引いた米国のジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ第４１代大統
領（共和党）が９４歳で亡くなった。冷戦後、国際社会の
秩序が流動化していく中で新たな世界秩序を模索した。そ
の現実主義的な姿勢は、先制攻撃も辞さないとして単独主
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力を強めた。大規模店舗の出店規制などをめぐる「日米構
造問題協議」が行われ、日米間がギクシャクする局面もあ
った。
９２年の来日時には、当時の宮沢喜一首相の夕食会で体
調を崩して倒れた。この際、バーバラ夫人が「天皇陛下、
皇太子殿下とテニスをし、ひどく負けたことから疲れ果て
ていました。ブッシュ家は負けることに慣れていないので
す」と語り、会場を和ませたエピソードも知られている。
トランプ現大統領に対する評価は厳しかった。トランプ
氏の大統領選当選以前に「ほら吹き」と酷評、大統領選で
は民主党候補のクリントン氏に投票したと伝えられた。
父ブッシュ氏死去 イスラエルにも直言
毎日新聞 2018 年 12 月 1 日 21 時 08 分(最終更新 12 月 1
日 21 時 37 分)

湾岸危機に際し、エジプトのムバラク大統領（右）と共に
会見するブッシュ米大統領＝カイロで１９９０年１１月２
３日、ＡＰ
イラクのクウェート侵攻（１９９０年８月）に伴う湾岸
危機のさなか、同年１１月下旬のことだ。戦雲垂れこめる
中東を歴訪した米国のブッシュ大統領（当時）はカイロの
大統領宮殿でムバラク・エジプト大統領（同）と共同記者
会見した。
反イラクの連帯を示すためか、ともに濃紺のスーツに赤
いネクタイ。ところが、宮殿に侵入した２匹のハエは客人
のブッシュ氏の顔だけにしきりにまとわりつく。ブッシュ
氏が神経質そうに指で払っても、
すぐまた額や頬に止まる。
記者席の前列で私はハラハラして見守った。テレビを見て
いた人は、米大統領が湾岸危機への対応に苦慮して汗をふ
いていると思ったかもしれない。
だが、実際にはブッシュ氏の危機管理は理想的だった。
９１年１月１７日、国連安保理決議に基づいてイラク攻撃
（湾岸戦争）を始め、クウェートからイラク軍が撤退する
とすぐに攻撃停止を命じた。
中東の領土や石油資源に野心を持たず、国際正義（クウ
ェート解放）
のために行動した米国は一気に評価を上げた。
冷戦終結に伴う「新世界秩序」の中で「パックス・アメリ
カーナ（米国による平和）
」が始まったのはブッシュ氏の功
績である。
他方、日本の湾岸戦争への金銭支援について「少なすぎ
て遅すぎる」と厳しく批判した。これを機に日本は人的貢
献へ踏み出す。日本の針路に大きな影響を与えた米大統領
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でもあった。
９１年秋にはマドリードで紛争当事者が一堂に会する歴
史的な中東和平会議も開いた。イラクは武力で排除したの
に、米国の同盟国イスラエルのパレスチナ占領は黙認する
のか－－。そんな米国批判を考慮したのだ。
イスラエルは面白くない。しかもブッシュ氏はイスラエ
ルが求めた巨額の融資保証の条件として、ユダヤ人入植地
の建設停止を求めた。当時のシャミル・イスラエル首相は
悔しげに自伝で回顧しているが、言うべきことをイスラエ
ルに言える“最後の米大統領″だった。
というのもブッシュ氏が再選に失敗してから、米政界で
は大統領の１期目は特にイスラエルの不興を買ってはいけ
ないという「タブー」が強まったからだ。息子のブッシュ
元大統領がほぼ「イスラエル一辺倒」だったのは、父親を
反面教師としたからだろう。トランプ現大統領に至っては
イスラエルと「一体」と言ってもおかしくない。
息子のブッシュ氏は国際協調の大切さを父から学ばなか
ったようだ。彼はイラク戦争で米国の信用を失墜させ、父
が築いた「米国による平和」も台無しにした。そして今ま
た国際協調に背を向けてばく進する米政権に対して、泉下
のブッシュ氏が言いたいことは多かろう。
【専門編集委員・
布施広】
ブッシュ（父）元米大統領が死去 94 歳 冷戦終結を宣
言
日経新聞 2018/12/1 14:17 (2018/12/1 22:35 更新)
【ワシントン=中村亮】第 41 代米大統領を務めたジョー
ジ・H・W・ブッシュ氏が 11 月 30 日、死去した。94 歳だ
った。CNN テレビによると、自宅のあるテキサス州ヒュ
ーストンで亡くなった。死因は明らかにされていないが最
近は疲労などを理由に入退院を繰り返していた。

旧ソ連のゴルバチョフ共産党書記長（当時）と握手するブ
ッシュ元大統領=ロイター
1924 年 6 月 12 日、マサチューセッツ州ミルトン生まれ。
第 2 次世界大戦でパイロットを務め、終戦後にエール大を
卒業した。
国連大使、
米中連絡事務所長、
米中央情報局
（CIA）
長官などを歴任し、81 年にレーガン政権の副大統領に就任
した。
88 年の大統領選で共和党候補としてマサチューセッツ州
知事で民主党候補だったマイケル・デュカキス氏を大差で
破り、大統領となった。大統領就任後の 89 年にはソ連の
ゴルバチョフ共産党書記長とマルタ島で会談し、東西冷戦

終結を宣言した。その後、イラクのクウェート侵攻を受け
て始まった湾岸戦争では多国籍軍の中心として参戦し、勝
利に導いた。
92 年の大統領選では下馬評で有利だったものの、米経済の
低迷が響き、クリントン元大統領に敗北した。フォード、
カーター両大統領に続く 1 期限りの任期となった。
トランプ米大統領は 12 月 1 日の声明で「正しい決断力や
良識、
何事にも動じない指導力によって冷戦終結に導いた」
と指摘し「長年の繁栄につながる土台をつくった」と評価
した。
「彼の模範的な行動は語り継がれ、今後もさらに大き
な大義に向けて行動するよう米国人をかき立てるだろう」
ともたたえた。
オバマ前大統領も声明で「愛国者であり謙虚な奉仕者を失
った」と指摘し「彼が残した功績を誰も超えることはでき
ないだろう」と評した。43 代大統領を務めた長男のジョー
ジ・W・ブッシュ氏も「高潔な人格者で最高の父親だった」
と死を悼んだ。
冷戦終結をともに宣言したロシアのゴルバチョフ元ソ連共
産党書記長は 1 日、インタファクス通信のインタビューに
答え「歴史的な偉業への貢献に敬意を表する。彼は真のパ
ートナーだった」と哀悼の意を示した。
「誰もが重責を求め
られる劇的な時だった。結果的に冷戦と軍拡競争の終結を
もたらした」と指摘。ブッシュ氏の家族とも交流があった
と触れ
「記憶は長い間人々の心に残るだろう」
とも語った。
米紙ワシントン・ポスト（電子版）は副大統領時代にレー
ガン氏の黒子役に徹したことなどをあげて「控えめな政治
姿勢が（冷戦終結などの）激動の時代への対応を可能にし
た」と指摘した。ニューヨーク・タイムズ（電子版）も「熟
練した外交力を持つ人物だった」と評した。
「ブッシュ氏、日米関係強化にも貢献」 安倍首相が談話
朝日新聞デジタル 2018 年 12 月 1 日 22 時 51 分
ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ元米大統領の死去を受け、
安倍晋三首相は１日、談話を発表した。
談話で、首相はブッシュ氏を「旧ソ連との冷戦を終結さ
せ、湾岸戦争でもリーダーシップを発揮するなど国際社会
の平和と安定に多大な貢献をし、正に歴史に残る偉業を達
成した」と評した。大統領在任中の訪日の際に天皇陛下と
テニスをしたことを挙げ「日米関係の更なる強化にも大き
く貢献した」と指摘した。
海部俊樹元首相も１日、
「
（１９８９年の）首相就任後、
まもなくして訪米した際にさまざまなことを語り合い大変
有意義な時間を過ごすことができた。語りきれないほどの
たくさんの思い出があり、大変お世話になった」との談話
を発表した。

米ソ首脳会談の後、ソ連のミ
ハイル・ゴルバチョフ大統領（当時）と共同記者会見に臨
むジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ米大統領＝１９９１年１０
月、スペイン・マドリードのソ連大使館（ＡＰ）
【ブエノスアイレス＝黒瀬悦成】１９９１年の湾岸戦争
で米国主導の多国籍軍を勝利に導いた第４１代米大統領、
ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ氏が１１月３０日死去した。
９４歳。死因は明らかにされていないが、パーキンソン病
を患っていた。
長男で第４３代大統領だったジョージ・Ｗ・ブッシュ氏
は「高潔な人格の持ち主で、望みうる最良の父だった」と
声明を発表した。
トランプ大統領は声明で「健全な判断と常識、冷静な指
導力で世界を冷戦終結に導いた」と評価。オバマ前大統領
も「米国は愛国者であり謙虚な奉仕者を失った」と功績を
たたえた。
亡くなったブッシュ氏は８８年の大統領選で民主党のマ
イケル・デュカキス候補を大差で破り当選。８９年１２月
にマルタ島でゴルバチョフ・ソ連共産党書記長（当時）と
会談し、東西冷戦を終結させた。９１年の湾岸戦争では、
クウェートに侵攻したイラクのフセイン政権（同）を撃退
した。
一時８９％の支持率を誇ったが、９２年大統領選で民主
党のクリントン氏に敗れ、再選は果たせなかった。
父親は元上院議員のプレスコット・ブッシュ氏。２４年
６月、マサチューセッツ州生まれ。第二次大戦中は海軍の
雷撃機搭乗員として旧日本軍と戦った。除隊後にエール大
学を卒業。下院議員（共和党）を２期務めた。その後、国
連大使や米中国交正常化前の北京連絡事務所長、中央情報
局（ＣＩＡ）長官などを歴任。２期にわたったレーガン政
権（８１～８９年）で副大統領を務めた。
安倍首相、ブッシュ氏に弔意＝「日米強化に貢献」
時事通信 2018 年 12 月 01 日 22 時 12 分
【ブエノスアイレス時事】安倍晋三首相は１日、ブッシ
ュ（父）元米大統領の死去を受け、
「深い悲しみに包まれて
いる。ご遺族、米国政府、同国民に対し、謹んで哀悼の意
を表する」との談話を発表した。
首相はブッシュ氏について
「旧ソ連との冷戦を終結させ、
湾岸戦争でもリーダーシップを発揮するなど、国際社会の
平和と安定に多大な貢献をされ、まさに歴史に残る偉業を
達成された」とたたえた。在任中２度の来日などを通じ「良
好な日米関係のさらなる強化にも大きく貢献された」と指
摘した。

ジョージ・ブッシュ元米大統領が死去 冷戦終結を宣言
産経新聞 2018.12.1 14:22
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「語りきれない思い出」＝ブッシュ元米大統領死去で－海
部元首相
時事通信 2018 年 12 月 01 日 21 時 04 分

訪米時にブッシュ米大統領（右）と
懇談する海部俊樹首相（海部俊樹政策研究会提供）
海部俊樹元首相は１日、ブッシュ（父）元米大統領の死
去を受けコメントを発表し「語りきれないほどのたくさん
の思い出があり、大変お世話になった。心よりご冥福をお
祈りする」と悼んだ。
ブッシュ氏は海部氏が首相在任時の大統領だった。海部
氏は「
（１９８９年の）首相就任後、間もなくして訪米した
際に自宅で出迎えてくれた。さまざまなことを語り合い、
大変有意義な時間を過ごすことができた」と振り返った。
また、
「今は亡き（妻の）バーバラさんが隣に寄り添い、
ブレーキ役になっていたことも印象深い。訪日した際は好
物だったステーキを一緒に食べに行った」としのんだ。
安倍首相「日米関係強化に貢献」 父ブッシュ氏死去、談
話で弔意
2018/12/1 22:29 共同通信社
安倍晋三首相は 1 日、米国のブッシュ（父）元大統領の
死去について「良好な日米関係のさらなる強化に大きく貢
献された。日本政府と国民を代表し、ご冥福を心よりお祈
り申し上げます」との談話を発表。その業績に「旧ソ連と
の冷戦を終結させ、湾岸戦争でもリーダーシップを発揮す
るなど、まさに歴史に残る偉業を達成された」と高く評価
した。
海部俊樹元首相もコメントを発表。首相として訪米した
際、現職大統領だったブッシュ氏の住居に招かれたとして
「さまざまなことを語り合い、有意義な時間を過ごせた。
朝食のクリスピーベーコンが本当においしく、今食べても
当時を思い出す」と振り返った。
父ブッシュ氏死去 「天皇陛下とテニスも」安倍首相
毎日新聞 2018 年 12 月 1 日 23 時 16 分(最終更新 12 月 2
日 01 時 00 分)
湾岸戦争時の首相だった海部俊樹元首相は１日、ブッシ
ュ氏の死去を悼むコメントを発表した。訪米の際にブッシ
ュ氏の自宅に招かれ、
「有意義な時間を過ごせた。朝食のク
リスピーベーコンがおいしく、
今食べても当時を思い出す。
語りきれないほどの思い出がある」と振り返った。バーバ
ラ夫人について「隣に寄り添い、時にブレーキ役になって
いた。
『かかあ天下』だった」と懐かしみ、
「大変お世話に
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なりました」と結んだ。
安倍晋三首相もコメントを出し、
「冷戦を終結させ、湾岸
戦争でもリーダーシップを発揮するなど、まさに歴史に残
る偉業を達成された」と高く評価した。また、
「天皇陛下と
テニスをされた。高潔な人柄から日本国民にも広く愛され
た」と悼んだ。
大島理森衆院議長、ブッシュ元大統領は「米国の代表的な
紳士」
産経新聞 2018.12.1 22:20

大島理森衆院議長（斎藤良雄撮影）
大島理森衆院議長は１日、
米国のブッシュ元大統領
（父）
の死去について、産経新聞の取材に「米国の代表的な『ジ
ェントルマン』だった感じがする。心よりご冥福をお祈り
する」と語った。
大島氏は海部俊樹内閣の官房副長官として、ブッシュ氏
との日米首脳会談に立ち会った。
大島氏は「海部氏が１９９０年、米ヒューストンで開か
れた先進７カ国（Ｇ７）首脳会議（サミット）の政治宣言
に北方領土問題を入れるよう求めたところ、ブッシュ氏は
うまくリードしてくれた。湾岸戦争では『ブッシュホン』
という造語ができるほど両首脳は連携した」
と振り返った。
「中国人民の老朋友」ブッシュ氏死去で、中国メディア
日経新聞 2018/12/1 19:29
【北京=高橋哲史】中国メディアはジョージ・ブッシュ（父）
元大統領の死去を大きく報じている。米中の国交が正常化
する前の 1974 年から 75 年まで駐北京連絡事務所長を務
めたブッシュ氏は中国で「人民の老朋友（古い友人）
」と親
しまれており、その死を悼む論調が目立つ。
共産党機関紙、人民日報系の環球時報（電子版）は 1 日、
ブッシュ氏が北京駐在時に妻のバーバラさんといっしょに
自転車をこいで街を回り、人びととの交流を通じて中国へ
の理解を深めたというエピソードを紹介。89 年 1 月に大統
領に就任したあとも、直後に中国を訪れるなど「中米関係
発展のために大きな努力をした」とたたえた。
ネットメディアの澎湃新聞は、ブッシュ氏が北京ダックを
好んで食べる中国通だったと評価する一方、米国内では経
済政策の失敗で再選を果たせなかったと指摘。軍人だった
ブッシュ氏は「米国人からみても明らかに好戦的だった」
と分析し、91 年の湾岸戦争にのめり込んで経済政策にあま
り力を入れなかったとの見方を紹介した。

米大統領と共に 1989 年に地中海マルタ島で冷戦終結を宣
言したゴルバチョフ元ソ連大統領は 1 日、
「彼は本物のパ
ートナーだった。重大な責任を負った激動の時代を共に働
き、その結果として冷戦や核軍拡競争を終結させた」と述
べて歴史的功績を評価し、遺族や米国民に深い哀悼の意を
示した。インタファクス通信が報じた。
現在病床にあるゴルバチョフ氏は「ブッシュ氏の記憶は
政治家としても人間としても多くの人の心に長く残るだろ
う」と表明。ブッシュ氏らが、ゴルバチョフ氏らに示して
くれた親切心やざっくばらんな交流に感謝していると語っ
た。

米中関係「発展に注力」 中国、ブッシュ氏死去で
日経新聞 2018/12/1 17:53
【北京=共同】中国メディアは 1 日、ジョージ・ブッシュ
（父）元米大統領が死去したことを速報した。共産党機関
紙、人民日報系の環球時報電子版は、ブッシュ氏が 1974 年
から駐北京連絡事務所長を務め「中米関係の発展に注力し
た」とたたえた。
各メディアは、中国が国連に復帰した 71 年に「国連大使
を務めていた」ことや、レーガン元大統領が、副大統領だ
ったブッシュ氏を信頼し、高く評価していたと紹介。また
ブッシュ氏が 89 年 1 月に大統領に就任すると、2 月には
中国を訪れたほか、大統領を退いた後も何度か訪中したと
指摘した。

ゴルバチョフ氏「真のパートナー」 ブッシュ氏悼む
日経新聞 2018/12/1 20:38

長男のブッシュ元大統領が声明 「頼れる父親だった」
朝日新聞デジタル 2018 年 12 月 1 日 14 時 51 分
ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ第４１代米大統領の長男で、
第４３代大統領のジョージ・Ｗ・ブッシュ氏は１１月３０
日、広報官を通じて声明を発表した。全文は以下の通り。
◇
ジェブ、ニール、マービン、ドロ、そして私は、深い悲
しみを抱きつつ、我々の親愛なる父が、９４年の素晴らし
い生涯を終え、死去したと発表いたします。ジョージ・Ｈ・
Ｗ・ブッシュは非常に優れた人格の持ち主で、息子、娘に
とっては最高に頼れる父親でした。
ブッシュ家は全員、
４１代大統領の人生と愛情に、
また、
父のことを気にかけ、父のために祈ってくれた皆様に、そ
して、友人、国民の皆様の哀悼の意に、心から感謝いたし
ます。

ロシアのゴルバチョフ元ソ連共産党書記長=ロイター
【モスクワ=小川知世】ジョージ・H・W・ブッシュ元米大
統領の死去を受け、同氏とともに冷戦終結を宣言したロシ
アのゴルバチョフ元ソ連共産党書記長は 1 日、
「歴史的な
偉業への貢献に敬意を表する。
彼は真のパートナーだった」
と哀悼の意を示した。インタファクス通信のインタビュー
に答えた。
ゴルバチョフ氏は世界情勢が大きく変化した時期にともに
働いたと振り返り「誰もが重責を求められる劇的な時だっ
た。結果的に冷戦と軍拡競争の終結をもたらした」と尽力
をたたえた。
ブッシュ氏の家族とも交流があったと触れ「記憶は長い間
人々の心に残るだろう」と語った。ロシア通信によると、
ゴルバチョフ氏は米大使館を通じてブッシュ氏の家族に弔
意を伝えた。

「真のパートナー」と称賛＝ブッシュ氏死去でゴルバチョ
フ氏
時事通信 2018 年 12 月 01 日 20 時 38 分
【モスクワ時事】ゴルバチョフ元ソ連大統領は１日、ブ
ッシュ（父）元米大統領の死去を受け、
「真のパートナーだ
った」とたたえ、弔意を示した。インタファクス通信が報
じた。
ゴルバチョフ氏は「
（ブッシュ氏とは）多くの思い出があ
る。われわれは大きな変化の時代に共に働く機会を得た」
と回顧。
「劇的な時代だった。結果として冷戦と軍拡競争が
終結した」と強調した。その上で「この歴史的成果に対す
るブッシュ氏の貢献をたたえる」と語った。

ブッシュ氏「米政治の父」
、ロシアメディア
日経新聞 2018/12/1 17:49
【モスクワ=小川知世】ロシアメディアもブッシュ氏の訃
報を相次いで速報した。
ロシア通信は同氏を
「米政治の父」
と評して振り返った。同氏が政界で指導的な立場にあった
約四半世紀の間に米ソ冷戦の終結など「世界の政治地図は
大きく変化した」と伝えた。
「ブッシュ氏はいつでも謙虚でした」 トランプ氏が悼む
朝日新聞デジタル 2018 年 12 月 1 日 17 時 26 分
ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ元米大統領の死去を受け、
トランプ大統領は現地時間１日未明、ツイッターで声明文
を発表した。

冷戦や核軍拡終結の功績を評価 ゴルバチョフ元ソ連大
統領
2018/12/1 20:13 共同通信社
【モスクワ共同】死去したジョージ・ブッシュ（父）元
21

ホワイトハウスで記者団からの質問に答
えるトランプ米大統領＝１１月２日、ワシントン、ランハ
ム裕子撮影
◇
メラニア（夫人）と私は、深い悲しみにくれる国民の皆
様とともに、昨夜逝去したジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ元
大統領に哀悼の意を表します。
ブッシュ氏の絶大な信頼性、周囲を和ませる機知、そし
て、信念や家族、国家に対する揺るぎない献身は、何世代
もの米国民を公の奉仕者へと導きました。それは、彼の言
葉を借りれば「千の光の粒」
。米国の偉大さや希望や機会を
世界に対して照らし出すものです。
ブッシュ氏は常に、乗り越えるべき基準をより高く設定
する道を選んできました。若かりし頃はイエール大の野球
チームのキャプテンを務め、第２次世界大戦中は米海軍で
最年少のパイロットとして従事しました。後年、テキサス
の下院議員、駐中国公使、ＣＩＡ長官を務め、８年間のロ
ナルド・レーガン政権の副大統領を経て、とうとう大統領
にまで上りつめました。
適切な決断力、良識、冷静なリーダーシップを持つブッ
シュ氏は、我々の国家を、そして世界を、平和的かつ成功
裏に冷戦終結に導きました。大統領として、その後の繁栄
の数十年のお膳立てをしたのです。ブッシュ氏は多くのこ
とを成し遂げましたが、いつでも謙虚でした。どこへ進む
べきか、彼に明瞭な方向付けを与える声なき声にも従って
いました。
国に奉仕し続けたブッシュ氏の全人生とともに、
我々は、
彼の家族に対する、特に彼の人生の伴侶である（妻の故）
バーバラに対する献身も、
忘れないでしょう。
彼の例え
（
「千
の光の粒」
）は、いまも生き続けています。そしてこれから
も、未来の国民を、より大きな大義の追求へと向かわせて
くれることでしょう。
彼の喪失は、我々夫婦の心に痛みをもたらしました。米
国民とともに、ブッシュ家に祈りを捧げます。第４１代大
統領の人生と、彼が残してくれたものに、尊敬の念を抱き
ながら。

ジョージ・ハーバート（Ｈ）
・ウォーカー（Ｗ）
・ブッシュ
氏＝ＡＰ
ブッシュ元米大統領の死去を受け、トランプ大統領とオ
バマ前大統領がそれぞれ声明を発表した。いずれも哀悼の
意を表し、冷戦終結などの功績をたたえた。
トランプ氏は「国民と共に悲しみに暮れている」とした
上で、ブッシュ氏について「絶対的な信頼性、周囲を和ま
せる機知、
信念や家族・国家への揺るぎない献身によって、
国民を公共の奉仕へと導いた。それは彼の言葉を借りれば
『千の灯火』
。
米国の偉大さや希望を世界に向けて照らし出
すものだ」と表現。
「正しい判断力と良識、冷静な指導力に
より我が国と世界を、平和裏に勝利の冷戦終結へと導き、
何十年も続く繁栄のお膳立てをした」と敬意を表した。
オバマ氏は
「ブッシュ氏の生涯は公共への奉仕が気高く、
喜びにあふれた務めであることの証しとなった」としたう
えで、ブッシュ氏の功績として「新たな移民や障害を持っ
た人々に成功の可能性を広げた。核兵器の災禍（の恐れ）
を減じた。クウェートから（イラクの）独裁者を追い出す
ために広範な国際的連合を形成した」
などを挙げた。
また、
冷戦終結については「ブッシュ氏の堅実な外交手腕があっ
てこそ、一発の砲撃もなしに達成できた」と最大級の賛辞
を贈った。
さらに、今年４月に９２歳で先立ったバーバラ夫人にも
触れ、
「結婚から７３年を経て２人は再び一緒になった。二
つの光は決してかすむことはない」などと表現した。
【福永
方人】
シュワ氏「静かに感謝を」…父ブッシュ氏を追悼
読売新聞 2018 年 12 月 01 日 20 時 29 分

ブッシュ氏（右）と息子のジョージ・ブッシュ氏（２００
０年１月）＝ロイター
【ロサンゼルス＝久保庭総一郎】ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブ

ふほう
ッシュ元米大統領の 訃 報 が１１月３０日夜に伝わると、

父ブッシュ氏死去 トランプ氏ら哀悼の意 冷戦終結た
たえ
毎日新聞 2018 年 12 月 1 日 21 時 03 分(最終更新 12 月 1
日 22 時 50 分)

ツイッターには各界の著名人から相次いで追悼の声が上が
った。
オバマ前大統領は、
「米国は愛国心ある謙虚な奉仕者を失
った。きょうの私たちの気持ちは重いが、感謝の気持ちで
いっぱいだ」と敬意を表した。
俳優で前カリフォルニア州知事のアーノルド・シュワル
ツェネッガー氏は、過去にブッシュ氏と撮影した写真を投
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稿し、
「今夜は一人ひとりが空を見上げて、静かに感謝を伝
えるべきだ」とメッセージを書き込んだ。米人気ＳＦドラ
マ「スター・トレック」で知られる日系俳優のジョージ・
タケイ氏は「安らかにお休みください」と弔意を示した。
ビジネス界では、アップルのティム・クック最高経営責
任者（ＣＥＯ）が、
「私たちは偉大な米国人を失った。ブッ
シュ氏の人生は、リーダーシップを我々に教えてくれた」
と悼んだ。

複数回意見書を可決した議会もあり、最新の時期を見る
と、原発事故直後が十議会で、規制委に新規制基準に基づ
く審査が申請された一四年五月二十日以降が二十議会だっ
た。再稼働に向けた手続きが進む中、多くの議会がこれに
歯止めをかけようとした様子がうかがえる。
一方、東海村議会は国の審査の進展を求める意見書を一
六年三月に可決。再稼働の事前同意が必要な日立市とひた
ちなか市を含む四議会が
「再稼働は、
住民の納得を前提に」
などと再稼働を容認するような意見書を可決した。九議会
は東海第二関連の意見書はないとしている。
意見書は議長名で国や県など関係機関に提出している。
法的拘束力はない。

３．１１後 東海第二巡り意見書 茨城地方議会６割「廃
炉」
「再稼働反対」
東京新聞 2018 年 12 月 2 日 朝刊

（時紀行：時の余話）デゴイチを生み出したトンネル
朝日新聞デジタル八百板一平 2018 年 12 月 1 日 11 時 05
分

首都圏唯一の原発で、茨城県東海村に立地する日本原子
力発電（原電）東海第二原発を巡り、二〇一一年三月の東
京電力福島第一原発事故発生後、茨城県内四十四市町村の
うち六割を超える三十議会が廃炉や再稼働反対を求める意
見書を可決したことが本紙の調べで分かった。可決の時期
は、原電が原子力規制委員会に東海第二の審査を申請した
一四年五月以降に集中している。 （水谷エリナ）
規制委は十一月七日、東海第二について最長二十年の運
転延長を認めた。規制委による再稼働に必要な主要手続き
は終了し、地元同意が今後の焦点だ。
本紙は運転延長認可に先立つ十月、茨城県内の四十四市
町村の各議会事務局に対し、福島原発事故が起きた一一年
三月から今年九月までの間、東海第二に関する意見書の可
決状況について照会。
すべての議会から回答が寄せられた。
それによると、三十議会が廃炉を求めたり、再稼働に反
対するなどの意見書を可決していた。住民の避難計画策定
が義務付けられる三十キロ圏の十四市町村のうち、笠間市
など七議会も含まれていた。笠間市の意見書は「事故が起
これば、関東全域の被害状況は予測できない甚大なものに
なる」と指摘した。
再稼働の事前同意が必要な周辺六市村の中では、水戸市
議会が今年六月、実効性のある避難計画の策定が不十分と
して「住民理解のない再稼働は認めない」との意見書を可
決した。
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旧柳ケ瀬線の小刀根
トンネル＝福井県敦賀市、金居達朗撮影

４月に福井県の敦賀支局に赴任してから、滋賀県との県
境にある柳ケ瀬線（旧北陸線）のトンネルは気になる存在
だった。今回の取材を通じて、人々が消えた鉄路に寄せる
思いの一端を感じることができた。
国鉄の機関助士だった中瀬正さん（８３）と、桐畑民雄
さん（８４）には、蒸気機関車（ＳＬ）に乗っていた当時
の苦労話を聞いた。
乗務したときは、ボイラーの熱などで大量の汗をかく。
そのため、塩の入った小箱を渡されたこと。急勾配が続く
難所を走るとき、沿線の神社に向かって「無事に乗り切れ
ますように」と祈ったこと。敦賀駅を出発し、柳ケ瀬トン
ネルの手前にさしかかると、虫が大量発生して、ＳＬの車
輪が空回りしやすい場所があったこと――。身ぶり手ぶり

を交えた話はどれも具体的でおもしろく、ずっと聞いてい
たいと思った。
冬の雪も手ごわい存在だったようだ。柳ケ瀬駅の駅員だ
った眞杉繁さん（８５）は、雪が積もるたびに転轍機（て
んてつき）の周りの除雪に励んだという。線路の下に石油
ランプを置いてスコップを動かした。
「白い雪をよけている
のに、すすで真っ黒になってしまうんや」
子どもの頃に、線路のそばの土手で、列車に乗務する父
からの贈り物を受けとった平川初枝さん（７４）の話は、
映画のワンシーンを見ているようで、
とりわけ心に残った。
取材の最後に小刀根トンネルを再訪した。１８８１年に
完成した全長約５６メートル、高さ約６・２メートル、幅
約１６・７メートルの小さなトンネルだ。
敦賀市などがまとめた冊子によると、
「デゴイチ」の愛称
を持つ蒸気機関車Ｄ５１は、このトンネルのサイズに合わ
せてつくられたという。壁面に敷き詰められた黒くなった
れんがや岩肌を眺めていると、闇の向こうから、かすかに
汽笛が聞こえるような気がした。
２０２２年度末には、北陸新幹線が敦賀市まで開通する
予定だ。新しい鉄路はこの街と人々に何をもたらすのか。
取材を続けたい。
（八百板一平）
１周回って２７メートル上る 福井・滋賀県境のループ線
朝日新聞デジタル文・八百板一平 写真・金居達朗 2018 年
12 月 1 日 10 時 06 分

鳩原ループ線を列車
が光跡を描いて走っていった＝福井県敦賀市、１分間露光
して撮影

旧柳ケ瀬線の小刀根トンネル。使われ
ていないトンネル内に雨水がたまり、反射したトンネルの
出入り口が写り込んだ＝福井県敦賀市、金居達朗撮影
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時紀行
かつて港町として栄えた福井県敦賀市と、滋賀県長浜市
を結ぶ鉄路の開通は、
明治時代の鉄道草創期にさかのぼる。
１３４年の歴史を経て、ＪＲ北陸線の今につながる。これ
までのルート変更で、山越えの鉄路が姿を消した。そこに
今も思いを寄せる人々を訪ねた。
１１月中旬、夕闇に包まれた山の間を、ＪＲ北陸線の列
車がゆっくりと進む。山の中腹からは、車窓の明かりと鉄
路が描く大きな弧が見え、
その先に福井県敦賀市の街並み、
そして海が広がる。
敦賀駅から関西方面に向かう列車は、出発後数分でらせ
ん状の線路にさしかかる。衣掛（きぬかけ）山（標高１８
１メートル）を回る半径４００メートルの「鳩原（はつは
ら）ループ線」だ。途中で２本のトンネルをくぐり、約２
７メートルの高低差を３分ほどで上っていく。
列車が一つ目のトンネルを抜けると、車窓には先ほど後
にしたはずの敦賀の街並みが見える。二つ目のトンネルを
出てようやくほぼ一周。列車は新疋田（しんひきだ）駅へ
向かい、滋賀県の近江塩津駅へと抜ける。
港町・敦賀と、滋賀県長浜市が１本の鉄路で結ばれたの
は１８８４年。開通から１３４年、ずっと同じルートでは
なかった。
理由は県境をまたぐ山越えの難所だ。１９５７年に新し
いトンネルが完成し、それまでの鉄路は北陸線から柳ケ瀬
線に名称を変え、支線として残った。
だが、その柳ケ瀬線もループ線開通の翌６４年、廃線と
なった。
「あの山線には明治以来の鉄道の歴史が詰まってい
ます」
。敦賀駅などに勤めた元国鉄職員の大野冨夫さん（８
２）は話す。消えた鉄路に今も思いを巡らせる人がいる。
◇
馬蹄（ばてい）形のアーチをくぐると、入り口から差し
込む光に、壁面のれんがが黒く輝いて見えた。足元に線路
はないが、かつて蒸気機関車（ＳＬ）が走っていた証しだ。
福井県敦賀市刀根（とね）にある全長５６メートルの小
刀根トンネル。敦賀市教委によると、福井・敦賀と滋賀・

長浜の間の山越えの鉄道が開通する３年前の１８８１年に
完成した。当時の姿をとどめるものでは日本最古の鉄道ト
ンネルだという。
線路をつなげたのは柳ケ瀬トンネル（全長１３５２メー
トル）だ。小刀根トンネルから３キロほど長浜側に、難工
事の末完成した。柳ケ瀬トンネルには、伊藤博文が揮毫（き
ごう）した「萬世永頼（ばんせいえいらい）
（万世永〈なが〉
く頼む）
」という石額が取りつけられた。
◇
「柳ケ瀬越え」はＳＬの乗務員にとって命がけだった。
１９２８年には柳ケ瀬トンネルで乗務員３人が窒息死する
事故が起き、
「魔のトンネル」とも呼ばれた。
国鉄の機関助士だった中瀬正さん
（８３）
も２０代の頃、
このトンネルで真っ黒なばい煙に巻かれて窒息しそうにな
った。
「とにかく息苦しい。もうだめだと思った」
。傍らの
石炭の山に顔を埋め、わずかな空気を吸った。元機関助士
の桐畑民雄さん（８４）は車輪を動かすピストン音を聞き
ながら、
ボイラーに水を入れるタイミングを見極めた。
「ボ、
ボ、シュ、シュという音を指折り数えて、耐えた」
平川初枝さん（７４）は子どもの頃、車掌だった父から
連絡があると、線路そばの土手で列車を待った。父は都会
で買ったパンや洋服の包みを投げ渡してくれた。
「夢のよう
でした」
柳ケ瀬越えの線路が消えた後、小刀根トンネルは、明治
期の貴重な鉄道遺産の一つとして、敦賀市指定文化財にな
った。柳ケ瀬トンネルは今も、県道の自動車用のトンネル
として使われている。
◇
「愛の出発駅 Ｌｏｖｅ Ｓｔａｒｔ Ｓｔａｔｉｏｎ」
。
鳩原ループ線の先にある新疋田駅の駅舎正面に掲げられた
看板は、黄色の「愛」と「発」の文字が目を引く。敦賀高
校の生徒が、駅がある愛発（あらち）地区の名にちなんで
作った。
地元にあるループ線をアピールしようと考えた生徒たち
は２０１７年、駅名を「愛発」に変えるように求める住民
の活動を知り、交流を始めた。その後輩たちが引き続き、
農家と一緒に野菜を育てるなどして、地域との関係を深め
ている。３年の山本美有さん（１７）は「愛発の魅力を知
る人の輪を広げたい」と話した。
（文・八百板一平 写真・
金居達朗）
あの時この時
ＪＲ新疋田駅（福井県敦賀市疋田）は１９５７年に開業
した。駅名は、地名と北陸線のルート変更で６４年に廃止
になった柳ケ瀬線（旧北陸線）の疋田駅にちなむ。
新疋田駅の周辺には鉄道写真の撮影スポットが多く、２
００６年に建てられたログハウス風の駅舎内には、鉄道フ
ァンが撮影した特急などの写真が所狭しと貼られている。
また、県立敦賀高校の生徒らが制作したハート形のイルミ
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ネーションは、
１２月２５日までの午後５～９時に点灯し、
冬の駅の夜景を彩る。
一方、疋田駅の跡地には、ホームの石積みの一部が残っ
ている。地元の疋田区が、住民が保管していた写真をもと
に再現した駅名標もある。
スポット
◆小刀根トンネルと柳ケ瀬トンネル 小刀根トンネルは
随時見学できる。柳ケ瀬トンネルは自動車用。大型車、歩
行者、自転車は通行不可。
◆敦賀鉄道資料館（旧敦賀港駅舎） 線路の実物資料な
どで敦賀の鉄道の歴史を紹介。
列車模型も展示されている。
午前９時～午後５時、月曜休館。無料。福井県敦賀市港町
１の２５。電話０７７０・２１・００５６
◆長浜鉄道スクエア １８８２年に完成した現存する日
本最古の駅舎「旧長浜駅舎」や柳ケ瀬トンネルの石額など
がある。大人３００円、小中学生１５０円。午前９時半～
午後５時。滋賀県長浜市北船町１の４１。電話０７４９・
６３・４０９１

