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12 月7日、高知市で幸福実現党講演会（党
高知県本部主催）が開催されました。
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党首は「太陽の昇る国へ　決断で
きる政治の実現を目指して」と題し、12月 6日に成
立した「特定秘密保護法」の必要性について述べま
した。
「『特定秘密』という名称がいかにも怪しげな印象
を与えていますが、この法律が対象としている『秘密』
とは軍事機密など国家の安全に関するものにほかな
りません。2007年、海上自衛官の中国人妻を出入
国管理法違反容疑で調べた際、自宅からイージス
艦の情報が入ったハードディスクが見つかりました。
国家機密の漏

ろう

洩
えい

は、『国家存亡の危機』を招きます」
続いて、中国軍事専門家の平松茂雄氏が、「私

の中国分析　習近平はどう動く」と題して講演。毛
沢東により、1950年代に始まった核・宇宙・海洋
に関する国家戦略が、いかにして中国を超大国へ
と押し上げたか、その経緯を解説しました。

「地方議員入門講座」
好評開催中！

あえば直道調査局長の論文が
「月刊WiLL」
2月号に掲載

11 月にスタートした「地方議員入門講座」（全３回）の第２回が、12
月21日、党本部で開催されました。

講師を務める上條幸哉・担当部長は、「自民党が大敗北を喫しても、
与党に返り咲いてくる理由の一つは、地域に密着し有権者への継続 
した接触を行う、地方議員を中心とする地方組織があるから」と指摘
した上で、「幸福実現党が国論を変えていくには、国会のみならず、 
地方議会においても議員を数多く輩出する必要があります。地方議会
は国会のローカル版であり、立法府です。地方議員として身につけた
行政経験・知識やネットワークを武器に、いずれは国会を目指す、実

践的な候補者の誕生をサポートしたい」と話 
しています。
同講座の第３回（最終回）は、１月18日（土）
13時～ 17時の予定です。党員であれば、どな
たでもご参加いただけます。

保守系言論誌『月
刊WiLL 2月号』

（ワック出版）に、あえば直
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調査局長の論文「中国のアフリ
カ侵略を食い止めろ」が掲載されました。
急激な経済成長を維持するべく、資源の外部調達に邁進す

る中国。長年にわたりアフリカとの経済連携を深め、成長に一
役買う一方で、植民地主義的な進出との批判もつきまといます。
果たしてその実態は？ ウガンダ現地取材を敢行したあえば 
局長が、アフリカの今をレポートするとともに、日本の国家戦
略として、アフリカ進出のあるべき姿を提言します。

全国書店にて発売中！

『幸福実現党 かく戦えり
   ―革命いまだ成らず―』
2 009年の立党から４年半―。大川隆法

総裁の先見性と、現代の志士たちの戦い
の記録がビジュアル・ブック化されました。立党
理念から具体的政策まで、幸福実現党のすべ
てが分かる一冊です。

渡部昇一  　加瀬英明  　杉山徹宗  　黄文雄
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有識者が語る「宗教政党への期待と課題」
幸福実現党は日本の政治を変えられるか

国師・大川隆法の先見性と
志士たちの戦いの記録

なぜ、彼らはあきらめないのか
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幸福実現党では、随時、党
員を募集しています。ぜひ

ご家族、ご友人をご紹介ください。
また、次期国政選挙勝利に向け、
「幸福実現革命基金」を開設して 
おります。ご支援のほど、よろしく
お願い申し上げます。 幸福実現党

入党申込書
寄附申込書は

党HPからダウンロード
できます

「幸福実現革命基金」のご案内
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安倍政権の経済政策アベノミクスによる株価の上昇など、日本経済の復活に向けて明るい兆しが見えています。
しかし、外交情勢に目を転じれば、世界第二位の軍事予算を背景に覇権主義を推し進める中国
反日外交をエスカレートさせる韓国など、日本を取り巻く状況は厳しさを増す一方です。

2014年 幸福実現党が
日本の誇りを取り戻す

新春を迎え  謹んで新年のご挨拶を申し上げます
幸福実現党は  日本を強く  豊かにするために

全力を尽くしてまいります
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※幸福実現党の党員の方には、全４面のペーパー版が郵送されます（党員登録が必要です）。 PDF 版ダウンロード（無料）はこちらから http://info.hr-party.jp/newspaper/

中国が尖閣諸島上空を含む東シナ海
に防空識別圏を一方的に設定したこ
とに伴い、尖閣をめぐる日中間の緊

張が高まっています。

国防強化、待ったなし
2010年の尖閣諸島沖漁船衝突事件以来、
中国公船による領海侵犯も常態化していますが、
中国の不当な領土要求に対して、日本は領土・
領海・領空の守りを真剣に考えなければなりま
せん。
外交・防衛問題は選挙で有利に働かないた
め、既成政党は国防強化に及び腰でしたが、
わが党の主張する方向へと世論も傾き、現在、
安全保障問題を重視する安倍政権が衆参両院
で安定多数を獲得するまでになっています。
国防強化には一刻の猶予も許されず、憲法
改正が急務です。しかし、国内外の反日勢力
の抵抗もあり、高い支持率を誇る安倍政権で

あっても踏み込んだ対応ができず、ややもすると
“絡め手”からの対応が目立ちます。

国益を損なう「河野談話」
反日勢力を勢いづかせ、また国防強化の足

かせとなっているのが、1993年、宮沢内閣で
官房長官を務めた河野洋平氏が発表した「河
野談話」です。従軍慰安婦の強制連行に日本
軍が関与したとする同談話に基づき、世界で
誤った歴史観が流布され、日本の国益を損な
い続けているのです。
これまで、韓国によるロビー活動を受け、米
国の複数の州議会で立て続けに慰安婦問題に
関する対日非難決議が採択されているほか、昨
年７月には、米カルフォルニア州のグレンデー
ル市で、在米韓国系団体の主導により慰安婦
像が設置されたことが大きく報道されました。
慰安婦像の碑には、旧日本軍が 20万人以上
の女性を強制的に「性奴隷」にしたとの表現も

見られますが、事実
無根も甚だしく、決
して看過できません。
そもそも、旧日本
軍が女性を慰安婦に
するために強制連行
したことを示す当時
の記録は発見されて
おらず、最近では、
河野談話の根拠と
なった韓国人元慰安

婦の聞き取り調査がずさん極まりないもので
あったことが明らかとなっています。
日本に誇りを取り戻し、「国民の生命・安全・

財産を守る」という国家として当たり前の姿に立
ち返るために、私たち幸福実現党は 2014年、 
「日本の誇りを取り戻す」キャンペーンに取り組
みます。その一環として、年初から 2月11日の
建国記念の日にかけて、「『河野談話』の白紙撤
回を求める署名」を呼びかけます。

「大川談話」で、日本の新生を
今後、憲法改正や、国防軍の創設を視野に

入れるのであれば、歴史認識の見直しを避けて
通れないのは明らかです。安倍晋三首相には、
大川隆法総裁による「大川談話－私案－」をも
とに新たな談話を発表し、正しい歴史観に基づ
く日本の姿勢を明らかにするとともに、自虐史
観の払拭を図るよう強く求めます。
戦後 70年の節目の年となる 2015年を前に、
私たちは日本の誇りを取り戻し、世界の平和と
繁栄に貢献する国家へと新生を図らねばならな
いのです。署名用紙は党公式ホームページ

からダウンロードできます。署名
は党本部にて取りまとめ、2月下
旬に内閣府を通じて内閣総理大
臣宛てに要請を行う予定です。

「河野談話」の白紙撤回を求める署名
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内閣総理大臣　　　　安倍晋三 殿
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署名簿

「河野談話」を白紙撤回すること

要請項目

　現在、アメリカ各地で、韓国系団体によって慰安婦の碑や像の建立が続いています。そこには

「先の大戦で日本政府と日本軍が、２０万人の女性たちを拉致し、強制的に“性の奴隷”にした」と

いう類の文言が刻まれています。その影響で、現地の中学校、高校に通う日本人の子たちが、白

人や韓国系の子供たちから、「日本人はレイプ魔だ」と言われたり、唾をかけられたりするように

なっています。
　2007年、アメリカの下院議会で、「従軍慰安婦問題の対日謝罪要求決議」が採択されています。

この決議では、日本政府が女性たちを強制的に慰安婦にしただけでなく、残虐性と規模において

前例のない「20世紀最大の人身売買」と述べられています。　アメリカ下院がこのような判断をした根拠が、1993年に日本政府・河野洋平官房長官が出し

た、従軍慰安婦の強制連行を認めた、いわゆる「河野談話」です。同様の内容がオーストラリア、

オランダ、カナダでも採択されていますが、その根拠も「河野談話」なのです。　しかしながら、旧日本軍が女性を慰安婦にするために強制連行したという証拠は存在せず、

しかも最近では、「河野談話」の根拠となった韓国人元慰安婦への聞き取り調査自体、ずさん極ま

りないものであったことも明らかとなっています。　歴史の捏造と言うべき「河野談話」によって、大東亜戦争で亡くなられた英霊とその遺族は

いわれなき罪を負い、現在と未来の日本人も国際社会で非難され続けることになっているのです。
　ここに、私たちは日本の誇りを取り戻すため、政府に対し「河野談話」の白紙撤回を求めます。

hr-party.jp幸福実現党

署名用紙は、2月15日（土）必着で
党本部に送付ください。

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-10-8
電話 03-6441-0754幸福実現党本部

「大川談話―私案―」
を収録
日本の名誉と国益を失墜させた
謝罪談話、その根拠が崩れた！
談話作成の驚くべき真相を明ら
かにする“衝撃”の一冊。

大川隆法著
発行／幸福の科学出版  1,470 円（税込）

党員限定

10年にわたる地方議員経験
を持つ上條担当部長。

お問い合わせ、お申し込みは
ユートピア活動推進館まで
電話  03-6277-6937

（10時～18時）

釈量子党首が高知で講演会

幸福の科学第五編集局 編
発行／幸福実現党
1,050円（税込）

ウガンダ北部にある復興中の村グル。

ウガンダ内務省のジェームズ・ババ特命大臣 
（写真右）は、「中国のような迅速さと手続き
の簡略化が前提であるならば、断然、日本
と取引したい」と話す。

あなたは、ひとりじゃない。
あなたを見守るまなざしがある。
つながっている誰かがいる。

あなたは、けっしてひとりじゃない。
そして、朝の来ない夜はないから。
人生の歩み、どうか止めないで。

多くの皆さまの
ご協力を

お待ちしています！
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こ
こで憲法９条について説明しましょ
う。ご存じの通り、９条は１項で
戦争を放棄し、２項で戦争の手

段としての戦力を持たないと定めています。

独立主権国家である以上
自衛権は認められる
しかし、日本には自衛隊があります。なぜ

か。それは国際法上、独立主権国家には先
天的な権利である自然権としての自衛権が認
められているからです。これは確立された世
界の常識です。
刑法 36条では「正当防衛」が認められて

います。例えば、男が女を殴り殺そうとした。
女が抵抗して、男を突き飛ばしたら、たまた
まそこにバナナの皮が落ちていて、滑って転
んで、頭を打って死んでしまったとしましょう。
すると、これは殺人罪ではなく、正当防衛が
認められます。個人が不当な攻撃を受けたと
き、他に手段がなければ、攻撃を返すことに
よって、相手の生命という法益を害しても、
違法性は問われないということです。
同様に、人間の集団である国家にも、存
在するものとして存在し続ける権利があるは
ずです。中国の軍事力に脅されて、われわれ
が「右向け」「左向け」と言われる理由はあり
ません。だから、自衛権があることを憲法に
明記して、自衛軍を持たないとおかしいです
よね。

侵略戦争は放棄するが
自衛戦争は放棄しない
1928年、第一次世界大戦の後始末をする
ために世界の大国がパリに集まりました。第
一次世界大戦は、人類が初めて経験した大

安倍内閣発足以降、憲法改正への関心
が高まっています。2013 年 9月7日、
改憲派の論客として知られる慶應義塾大
学の小林節教授を講師に招き、幸福実
現党の政策部会が開催されました。講
演の一部を2回にわたり掲載します。

日本国憲法
――改憲と改悪②

小林 節 氏に聞く
慶應義塾大学教授・弁護士

（全 2 回）

日本
 再建

シリーズ

31

国民を説得し
憲法9条改正を
さて、国連憲章 51条にも明記してあるよう
に、自衛権の行使には、襲われたら自分で
やり返す「個別的自衛権」と、仲間とやり返す
「集団的自衛権」があります。日本も独立主
権国家として、国際法上、自衛権の行使を
認められています。しかし、集団的自衛権は
海外派兵の危険が伴うことから、憲法 9条
違反になる恐れがあります。したがって、「集
団的自衛権は、持っているけど使えない」とい
うことになっています。
安倍政権は解釈改憲による集団的自衛権

の行使容認を目指していますが、これまでずっ
と使えないできた集団的自衛権を、９条の条
文はそのままで、解釈の変更により突然使え
るようにするというのは、専門家としてはちょっ
と苦しい。やはり憲法を改正すべきです。私
は今、きちんと国民を説得すれば、憲法 9条
改正に賛同を得られると考えています。
幸福の条件は、自由と豊かさと平和だと思

います。だから憲法改正を試みることによっ
て戦争の危険が増すならば、それは改悪で
す。９条を改正するというと、戦争の危険が
増すような言い方をする人も多いでしょう。し
かし、それは嘘ですよ。独立主権国家として
憲法を改正し、国の守りを固めることは、襲
われる危険が減るだけの話です。われわれに
は他国を襲う理由がないんですから。
今回の講演で一番お伝えしたかったのは、

「憲法とは、国家権力担当者たちがその最高
法なるものを振りかざして、国民を管理する
法ではなく、民間人の立場にいるわれわれが
権力を監視する最高の道具である」ということ
です。
これからも自民党が中心となって憲法議論
が仕掛けられてくるでしょうが、皆さんがたは
声の大きい団体ですから、しっかり監視し、
意見発信していただきたいと思います。

量殺
さつりく

戮戦争でした。ダイナマイトや戦車の導
入により、軍人以外の民間人からも多くの死
者が出るようになり、戦争の悲惨さを人々に
突きつけたのです。
そうした経験を踏まえて結ばれた「パリ不
戦条約」には、「国際紛争解決の為」の戦争
は放棄すると書いてあります。この条文を各
国のプロの法律家は、「国際紛争を解決する
手段としての戦争、つまり侵略戦争は放棄す
るが、不当に襲われた場合の自衛戦争は放
棄しない」と読みました。
したがって、その後、日本国憲法がつくら

れたときも、日米の法律家は憲法９条を、「侵
略戦争は放棄するが、自衛戦争までは放棄
していない」と理解しました。しかし、当時
の日本国民は「戦争がなくなってハッピー」と
いう素朴な国語的理解をしてしまった。その
国民の誤解を、日本がまた狂犬のようにかみ
ついてくるのが怖かったアメリカは、「それで
いい、それでいい。経済復興で頑張りなさい」
だったんです。
ところが、朝鮮戦争が始まり、アメリカは
日本を自らのアジア代理人として育てようとし
ました。弟分にした以上、「何か手伝ってくれ
よ」ということで、日本の再軍備が始まりまし
た。しかし、憲法９条２項で戦力を放棄して
いる以上、小理屈が必要です。そこで、「自
衛隊は小さい軍隊だから、戦力に当たらない」
と定義することにしたのです。
政府の論理では、「戦力」とは他国を侵略
できるほどの軍事力をいいます。自衛隊には
日本が攻め込まれたとき追い払うだけの装備
しかなく、そこから先に攻め込む能力はない。
だから自衛隊は戦力ではなく、憲法に違反し
ないという論理なんです。

こばやし・せつ  1949年、東京都生まれ。慶應
義塾大学大学院法学研究科博士課程修了。ハー
バード大学ロー・スクール客員研究員等を経て、
89 年、慶大教授に就任。『憲法守って国滅ぶ』
（ＫＫベストセラーズ）、『「憲法」改正と改悪』（時
事通信社）、『白熱講義！日本国憲法改正』（ＫＫ 
ベストセラーズ）など著書多数。

日本国憲法・第９条
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発

動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手
段としては、永久にこれを放棄する。

②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

―ラビア・カーディルさんは、どんな女性
でしたか
対談を始めようとソファーに座った途端、

ラビアさんは初対面の私の手を握り、ニッコ
リと微笑まれたんです。
ラビアさんの自伝に、監

獄で拷問を受けた瀕死のウ
イグル人青年が、同じ獄に
入ったラビアさんの存在に
気づいて、「アッサラーム・
アライクム、私のお母さん、

どうしてここに来たのですか？」と苦しい息で
語りかけたとあります。悲しみの底を打ち抜
いたような慈しみを感じるとともに、ラビアさ
んを民族の母たらしめ、象徴としてのリーダー
シップを発揮させるのは、この人格の力なの
だと痛感しました。

ラビアさんは、「私は 64年間、中国共産
党がやってきたことを見てきたが、嘘をつくこ
と、人 を々殺すことしかやっていない」と断言
しました。
―ラビアさん自身も、6年もの間、収監さ
れていました
一番つらい時期、ラビアさんを救ったのは

「信仰」でした。「刑務所の中でアッラーと会
話できなかったら、この世に生きていなかっ
た」とラビアさんは言います。
「『アッラーよ、私をここから出してください』

『民族のために、何かできる力を私に与えてく
ださい』とずっと祈っていました。そして今、
自分の願ったことが実現しつつあることに私
は驚いています」
その言葉に私は胸を打たれました。先ごろ
亡くなった南アフリカのネルソン・マンデラ元

―10月下旬には、天安門でウイグル人男
性による車両突入事件が発生し、ウイグルで
は12月に入ってからも、警官隊との衝突で
住民14人が射殺されています
天安門での事件は、ウイグル人男性が 70
歳の母親、妊娠 4カ月の妻を連れての悲劇
的な死でした。ラビアさんによれば、この行
動は「中国共産党によるウイグル人への限度
を超えた迫害を、全世界に知らせるのが目的
だったと思う」とのことでした。
中国はウイグルの言語やイスラム教を弾圧

し、文化を徹底的に破壊するほか、漢民族
の入植を進めてウイグル人の土地を奪い、こ
の 10年間に 30万人ものウイグルの未婚女性
を中国本土に強制連行しているといいます。
さらには弾圧を正当化するために、ウイグル
人をテロリスト呼ばわりしているのです。

大統領もそうですが、苦難の時を神と共に乗
り越えた人の特徴は、神の願いを実現するた
めに、自らが神の手足になろうとするところに
あると思うのです。
―日本にはどんな言及がありましたか
「日本はアジアで最初にできた自由と民主
主義の国であり、アメリカが世界で力を発揮
しているように、日本はアジアで自由の力、
民衆の力を発揮してほしい。そして多くの国々
は、日本が中国の覇権
を食い止めることを期待
している」と、アジアの
リーダーとして、日本が
果たすべき役割につい
て指摘がありました。

自らの行為を、他人や他国が真似てもよい
かどうか。これを問い続けることが、リーダー
の条件であると私は考えます。世界ナンバー
２の国となった中国には、リーダー国家として
の資格はありません。それはこの国の価値観
が、「マルクス共産主義思想」「唯物論」にあ
るからです。そこには人間の尊厳など生まれず、
粛清と殺

さつ

戮
りく

の嵐が吹き荒れることになります。
中国が言う「世界新秩序」とは、地獄の拡大

にほかなりません。
人間としてのすべてをかけて闘っ

ているラビアさんを前に、私が強く
触発されたことは「魂の力」でした。
社会が複雑化し、専門分化した日
本では、派閥の勢力バランスや選

挙の勝敗を元に政治が行われています。しか
し、本来の政治が「可能性の芸術」と言われ
る創造的なミッションであるならば、それが
実現できるかどうかは、「魂の力」にかかって
いるのだと感じました。逆説的ではあります
が、中国という唯物論国家がもたらす禍

わざわい

によっ
て、私たちの中に眠る「魂の力」が目覚める
のかもしれません。
政治に携わる人間が、愛や悟り、認識力

といった全人格をかけた闘いを挑まざるを得
ない時代が、もうすぐやって来るでしょう。文
明の転換期にあって、私たちは普遍的真理
の立場から、日本の、世界の進むべき方向
性を指し示す存在でありたい。2014年の幕
開けに際し、決意を新たにしています。

世
界
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イ
グ
ル
会
議
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裁

1,470 円（税込）　発行／幸福実現党

反日・親中戦略をやめよ！

2020年までに崩壊する！

大川隆法幸福の科学グループ創始者 兼 総裁
幸福実現党創立者 兼 総裁

絶賛発売中！

娘よ、
中国は現大統領の父である

朴 元大統領が

霊界から緊急メッセージ

霊言韓国
元大統領の

公開霊言
パク チョンヒ

父から娘へ、
真実のメッセージ

12月3日、釈量子党首がワシントンＤＣで
ウイグル民族民主運動指導者である
ラビア・カーディル氏と対談しました。
中国によるウイグル弾圧の実態に始まり
信仰の意味、日本への期待まで
多岐にわたった対談を通じて
感じたこと、考えたこと―。
釈党首に聞きました。

自分の中に眠る
「魂の力」で闘う

釈党首とラビア氏の対談の模様は、ネット・オピニオン番組「THE FACT」でもご覧いただけます。 

1948 年、東トルキスタン（現・新疆ウイグル自治区）生まれ。起業
に成功し、中国十大富豪の一人となり、人民政治協商会議委員な
どを歴任。しかし、江沢民国家主席（当時）を前にウイグル人の窮状
を訴えたことから公職を解かれ、99 年、「国家機密漏洩」などの罪
により逮捕、６年間投獄される。2005 年、米国に亡命。現在は世
界ウイグル会議総裁として、ウイグル民族の民主運動を主導している。

1969 年、東京都生まれ。國學院大學文学
部史学科卒業。大手家庭紙メーカー勤務を
経て、1994 年、宗教法人幸福の科学に入局。
常務理事などを歴任。幸福実現党に入党後、
女性局長などを経て、2013 年 7 月より現職。
http://shaku-ryoko.net/
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