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1．[導入] このまま行くと、何が起きるのかくと、何が起きるのか何が起きるのかが起きるのか起きるのかきるのか

　政府・与党が進めている政策の何が問題なのかに則った平和構想」よる「国家安全保障の課題戦略」など安保」など安保 3文書の改定において示されている一の原則に則った平和構想」改定において示されている一に則った平和構想」おいて示されている一されている一
連の原則に則った平和構想」政策の何が問題なのかは、何が起きるのか「抑止力を起こさないための平和構想」高める」ものだとされているが、実際には、戦争のリスクを著しめる」もの原則に則った平和構想」だとされているが起きるのか、何が起きるのか実際に則った平和構想」は、何が起きるのか戦争を起こさないための平和構想」の原則に則った平和構想」リスクを著しを起こさないための平和構想」著しし
く平和の準備を」高める」ものだとされているが、実際には、戦争のリスクを著しめている。東アジアで戦争を起こさないための平和構想」アジアで戦争を起こさないための平和構想」の原則に則った平和構想」軍備を」競争を起こさないための平和構想」を起こさないための平和構想」助長し、戦争を誘発しうる大変危険な動きをとっし、何が起きるのか戦争を起こさないための平和構想」を起こさないための平和構想」誘発しうる大変危険な動きをとっしうる大変危険で誤っている。脱却しなければならなな動きをとっきを起こさないための平和構想」とっ
ている。

　北朝鮮はミサイルの軍縮の促進発しうる大変危険な動きをとっ射をくり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあを起こさないための平和構想」く平和の準備を」り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ返れしており返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ、何が起きるのかさらに則った平和構想」核実験さえ準備しているとの報道もあさえ方をどのように転換すべきなのか準備を」しているとの原則に則った平和構想」報道の状況もあ
る。ミサイルの軍縮の促進発しうる大変危険な動きをとっ射をくり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあに則った平和構想」ついて北朝鮮は、何が起きるのか米韓軍事演習への抗議だと主張している。これに対への原則に則った平和構想」抗議だと主張している。これに対だと主張している。これに則った平和構想」対ロシア
して日米韓が起きるのか軍事的に何をすべきか圧力を起こさないための平和構想」強化すれば、何が起きるのか北朝鮮が起きるのか軍事的に何をすべきか挑発しうる大変危険な動きをとっを起こさないための平和構想」さらに則った平和構想」加速させることは必させることは必
至である。そうした中で、何らかの誤算や事故から、偶発的な衝突に至る可能性がある。で戦争を起こさないための平和構想」ある。そうした平和構想」中で戦争を起こさないための平和構想」、何が起きるのか何が起きるのからかの原則に則った平和構想」誤っている。脱却しなければならな算や事故から、偶発的な衝突に至る可能性がある。や事故から、偶発的な衝突に至る可能性がある。から、何が起きるのか偶発しうる大変危険な動きをとっ的に何をすべきかな衝突に至る可能性がある。に則った平和構想」至である。そうした中で、何らかの誤算や事故から、偶発的な衝突に至る可能性がある。る可能性がある。が起きるのかある。

　米中の原則に則った平和構想」世界的に何をすべきかな覇権争を起こさないための平和構想」いが起きるのか激化する中、何が起きるのか米国や日本に則った平和構想」おいては「台湾有事」を起こさないための平和構想」想定において示されている一した平和構想」
対ロシア中戦争を起こさないための平和構想」計画まで議論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡まで戦争を起こさないための平和構想」議だと主張している。これに対論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡されている。しかし、何が起きるのかこうした平和構想」議だと主張している。これに対論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡自体が起きるのか中国を起こさないための平和構想」刺激し、何が起きるのか台湾海峡
を起こさないための平和構想」めぐる緊張を起こさないための平和構想」高める」ものだとされているが、実際には、戦争のリスクを著しめている。米国や日本に則った平和構想」よる不用意な行動がまさに「台湾有事」を誘発な行くと、何が起きるのか動きをとっが起きるのかまさに則った平和構想」「台湾有事」を起こさないための平和構想」誘発しうる大変危険な動きをとっ
してしまう可能性がある。に則った平和構想」警戒しなければならない。外交の失敗が軍事衝突に発展し、日本が戦しなければならない。外交と多国間主義の強化をの原則に則った平和構想」失敗が軍事衝突に発展し、日本が戦が起きるのか軍事衝突に至る可能性がある。に則った平和構想」発しうる大変危険な動きをとっ展し、日本が戦し、何が起きるのか日本が起きるのか戦
争を起こさないための平和構想」の原則に則った平和構想」当事国に則った平和構想」なるという危険で誤っている。脱却しなければならな性がある。は現実の原則に則った平和構想」もの原則に則った平和構想」で戦争を起こさないための平和構想」ある。

　東アジアで戦争を起こさないための平和構想」アジアで戦争を起こさないための平和構想」戦争を起こさないための平和構想」が起きるのか起こさないための平和構想」きれば、何が起きるのか真っ先に攻撃対象となりまた戦場になる危険性があるのはっ先が、経済・社会の隅々にまで広がっているに則った平和構想」攻撃対ロシア象となりまた戦場になる危険性があるのはとなり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあまた平和構想」戦場になる危険性があるのはに則った平和構想」なる危険で誤っている。脱却しなければならな性がある。が起きるのかあるの原則に則った平和構想」は
南西諸島の状況（安全保障の概念転換）琉球弧）で戦争を起こさないための平和構想」ある。沖縄の状況戦を起こさないための平和構想」く平和の準備を」り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ返れしてはならない。
　さらに則った平和構想」、何が起きるのか仮にに則った平和構想」米中の原則に則った平和構想」軍事衝突に至る可能性がある。が起きるのか本格化すれば、何が起きるのか首都圏には、在日米軍の指揮的な機能をに則った平和構想」は、何が起きるのか在日米軍の原則に則った平和構想」指揮的に何をすべきかな機を転換させるための平和構想」能を起こさないための平和構想」
担う横田、横須賀といった基地が存在するのだから、そこが危険にさらされることもあるう横田、何が起きるのか横須賀といった基地が存在するのだから、そこが危険にさらされることもあるといった平和構想」基地が起きるのか存の強化在するの原則に則った平和構想」だから、何が起きるのかそこが起きるのか危険で誤っている。脱却しなければならなに則った平和構想」さらされることもある。

　戦争を起こさないための平和構想」は、何が起きるのか取り返しのつかない人道上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ返れしの原則に則った平和構想」つかない人道の状況上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数の原則に則った平和構想」惨事を起こさないための平和構想」もた平和構想」らす。多数の人々の命が奪われ、多数の原則に則った平和構想」人々にまで広がっているの原則に則った平和構想」命の保障――紛争の要因に対処する社会・経済政策が起きるのか奪われ、多数われ、何が起きるのか多数の人々の命が奪われ、多数
の原則に則った平和構想」難民、何が起きるのか避難民が起きるのか海を起こさないための平和構想」越え方をどのように転換すべきなのかることに則った平和構想」なる。世界の原則に則った平和構想」経済に則った平和構想」も食料にも環境にも破滅的な影響に則った平和構想」も環境と連携の強化に則った平和構想」も破滅的に何をすべきかな影響
を起こさないための平和構想」もた平和構想」らす。その原則に則った平和構想」ような状況を起こさないための平和構想」私たちは受け入れることができるのか。そもそも、台湾海た平和構想」ち返れは受け入れることができるのか。そもそも、台湾海け入れることが起きるのかで戦争を起こさないための平和構想」きるの原則に則った平和構想」か。そもそも、何が起きるのか台湾海
峡を起こさないための平和構想」めぐる戦争を起こさないための平和構想」に則った平和構想」日本の原則に則った平和構想」自衛隊が参戦するなどということを私たちは望むのか。が起きるのか参戦するなどということを起こさないための平和構想」私たちは受け入れることができるのか。そもそも、台湾海た平和構想」ち返れは望むのか。むの原則に則った平和構想」か。
　ひとた平和構想」び戦争となれば、政府が掲げる「国民保護計画」が機能するとは到底考えられな戦争を起こさないための平和構想」となれば、何が起きるのか政府が起きるのか掲げる「国民保護計画」が機能するとは到底考えられなげる「国民保護計画まで議論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡」が起きるのか機を転換させるための平和構想」能するとは到底考え方をどのように転換すべきなのかえ方をどのように転換すべきなのかられな
い。これまで戦争を起こさないための平和構想」数の人々の命が奪われ、多数多く平和の準備を」の原則に則った平和構想」災害が少子高齢の日本各地に与えてきた多大な影響や混乱を想起すが起きるのか少子高める」ものだとされているが、実際には、戦争のリスクを著し齢の日本各地に与えてきた多大な影響や混乱を想起すの原則に則った平和構想」日本各地に則った平和構想」与え方をどのように転換すべきなのかてきた平和構想」多大な影響や混乱を想起すを起こさないための平和構想」想起こさないための平和構想」す
れば、何が起きるのか戦争を起こさないための平和構想」が起きるのかコントロールの軍縮の促進不能な状況を起こさないための平和構想」生むことは明らかである。むことは明らかである。らかで戦争を起こさないための平和構想」ある。

　軍事的に何をすべきかな意な行動がまさに「台湾有事」を誘発味で中国と日本の力の差は歴然としており、日本が「戦争に勝つ」ことはあで戦争を起こさないための平和構想」中国と日本の原則に則った平和構想」力の原則に則った平和構想」差は歴然としており、日本が「戦争に勝つ」ことはあは歴然としており、日本が「戦争に勝つ」ことはあとしており返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ、何が起きるのか日本が起きるのか「戦争を起こさないための平和構想」に則った平和構想」勝つ」ことはあつ」ことはあ
り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあえ方をどのように転換すべきなのかない。戦争を起こさないための平和構想」に則った平和構想」おける米国の原則に則った平和構想」対ロシア応は米国の利益を中心に決定されるのだから、日本や日は米国の原則に則った平和構想」利益を中心に決定されるのだから、日本や日を起こさないための平和構想」中心に則った平和構想」決定において示されている一されるの原則に則った平和構想」だから、何が起きるのか日本や日
本の原則に則った平和構想」一部地域の原則に則った平和構想」人々にまで広がっているが起きるのか犠牲にされることは十分にありうる。に則った平和構想」されることは十分にありうる。に則った平和構想」あり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあうる。
　米中戦争を起こさないための平和構想」は、何が起きるのか世界 1位とと 2位との原則に則った平和構想」軍事大国の原則に則った平和構想」直接戦争を起こさないための平和構想」を起こさないための平和構想」意な行動がまさに「台湾有事」を誘発味で中国と日本の力の差は歴然としており、日本が「戦争に勝つ」ことはあする。両国とも核保有国で戦争を起こさないための平和構想」あ
り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ、何が起きるのか核戦争を起こさないための平和構想」への原則に則った平和構想」エスカレートも十分にありうる。に則った平和構想」考え方をどのように転換すべきなのかえ方をどのように転換すべきなのかられる。

　それゆえ方をどのように転換すべきなのか、何が起きるのか今議だと主張している。これに対論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡しなければならないことは、何が起きるのかいかに則った平和構想」東アジアで戦争を起こさないための平和構想」アジアで戦争を起こさないための平和構想」戦争を起こさないための平和構想」を起こさないための平和構想」起こさないための平和構想」こさせないか
で戦争を起こさないための平和構想」ある。その原則に則った平和構想」際、何が起きるのか軍事力を起こさないための平和構想」高める」ものだとされているが、実際には、戦争のリスクを著しめてその原則に則った平和構想」均衡によって戦争を防ぐという政府・与党の議論はに則った平和構想」よって戦争を起こさないための平和構想」を起こさないための平和構想」防ぐという政府・与党が進めている政策の何が問題なのかの原則に則った平和構想」議だと主張している。これに対論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡は
きわめて危ういもの原則に則った平和構想」で戦争を起こさないための平和構想」ある。日本に則った平和構想」よる戦闘遂行くと、何が起きるのか能力を起こさないための平和構想」高める」ものだとされているが、実際には、戦争のリスクを著しめて備を」え方をどのように転換すべきなのかよとの原則に則った平和構想」主張もなされて
いるが起きるのか、何が起きるのか戦争を起こさないための平和構想」が起きるのかもた平和構想」らす惨害が少子高齢の日本各地に与えてきた多大な影響や混乱を想起すに則った平和構想」目をつむった安易な議論といわざるをえない。今本当に議を起こさないための平和構想」つむった平和構想」安易な議論といわざるをえない。今本当に議な議だと主張している。これに対論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡といわざるを起こさないための平和構想」え方をどのように転換すべきなのかない。今本当に則った平和構想」議だと主張している。これに対
論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡しなければいけないことは、何が起きるのかその原則に則った平和構想」ような事態を起こさせないための外交の強化である。を起こさないための平和構想」起こさないための平和構想」こさせないた平和構想」めの原則に則った平和構想」外交と多国間主義の強化をの原則に則った平和構想」強化で戦争を起こさないための平和構想」ある。

　日本国憲法の原則に則った平和構想」は、何が起きるのか日本が起きるのか他国に則った平和構想」脅威をもたらす軍事大国にはならないこと、日本は武力にを起こさないための平和構想」もた平和構想」らす軍事大国に則った平和構想」はならないこと、何が起きるのか日本は武力に則った平和構想」
よらずに則った平和構想」国際協調を通じて平和に作るという基本理念を示している。この基本理念が、今を起こさないための平和構想」通じて平和に作るという基本理念を示している。この基本理念が、今じて平和に則った平和構想」作るという基本理念を示している。この基本理念が、今るという基本理の課題念を起こさないための平和構想」示されている一している。この原則に則った平和構想」基本理の課題念が起きるのか、何が起きるのか今
回の安保政策改定の中でほとんど論じられず、公然と無視されていることは、きわめて憂の原則に則った平和構想」安保政策の何が問題なのか改定において示されている一の原則に則った平和構想」中で戦争を起こさないための平和構想」ほとんど論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡じられず、何が起きるのか公然としており、日本が「戦争に勝つ」ことはあと無視されていることは、きわめて憂されていることは、何が起きるのかきわめて憂
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慮すべき状況である。政府が憲法すべき状況で戦争を起こさないための平和構想」ある。政府が起きるのか憲法の原則に則った平和構想」 9条を事実上反故にするような軍事政策を次々と打ち出を起こさないための平和構想」事実上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数反故から、偶発的な衝突に至る可能性がある。に則った平和構想」するような軍事政策の何が問題なのかを起こさないための平和構想」次々にまで広がっていると打ち出ち返れ出の全面解禁
していることを起こさないための平和構想」、何が起きるのか許していてはならない。していてはならない。

　現在、何が起きるのかマスメディアの原則に則った平和構想」ほとんどが起きるのか政府・与党が進めている政策の何が問題なのかに則った平和構想」よる安保政策の何が問題なのか改定において示されている一を起こさないための平和構想」所与の原則に則った平和構想」もの原則に則った平和構想」として、何が起きるのか
敵基地攻撃能力保有や防衛費倍増などの原則に則った平和構想」「結論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡あり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあき」で戦争を起こさないための平和構想」報じている。安保政策の何が問題なのかを起こさないための平和構想」まるで戦争を起こさないための平和構想」
机上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数の原則に則った平和構想」戦争を起こさないための平和構想」ゲームのように論じたり報じたりする風潮すらある。こうした中私たちは、かの原則に則った平和構想」ように則った平和構想」論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡じた平和構想」り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ報じた平和構想」り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあする風潮すらある。こうした中私たちは、かすらある。こうした平和構想」中私たちは受け入れることができるのか。そもそも、台湾海た平和構想」ち返れは、何が起きるのかか
つて日本が起きるのか行くと、何が起きるのかった平和構想」侵略」など安保戦争を起こさないための平和構想」を起こさないための平和構想」改めて反省し、それによってもたらされた惨害を想起し、平し、何が起きるのかそれに則った平和構想」よってもた平和構想」らされた平和構想」惨害が少子高齢の日本各地に与えてきた多大な影響や混乱を想起すを起こさないための平和構想」想起こさないための平和構想」し、何が起きるのか平
和憲法の原則に則った平和構想」の原則に則った平和構想」原則に則った平和構想」に則った平和構想」則に則った平和構想」った平和構想」安全保障の課題の原則に則った平和構想」考え方をどのように転換すべきなのかえ方をどのように転換すべきなのか方をどのように転換すべきなのかと政策の何が問題なのかを起こさないための平和構想」この原則に則った平和構想」「平和構想」に則った平和構想」よって示されている一した平和構想」い。

2．政府・与党が進めている政策の何が問題なのかが起きるのか進めている政策の何が問題なのかめている政策の何が問題なのかの何が起きるのかが起きるのか問題なのかなのか

2－1　敵基地攻撃／反撃能力
　「専守防衛の原則に則った平和構想」考え方をどのように転換すべきなのかえ方をどのように転換すべきなのか方をどのように転換すべきなのかの原則に則った平和構想」下での「国内統制」が危機に瀕している。」で戦争を起こさないための平和構想」と強弁しているが、実際には、日本による先制攻撃に限りしているが起きるのか、何が起きるのか実際に則った平和構想」は、何が起きるのか日本に則った平和構想」よる先が、経済・社会の隅々にまで広がっている制」が危機に瀕している。攻撃に則った平和構想」限りり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ
なく平和の準備を」近づき、専守防衛を事実上反故にするものである。専守防衛の肝は、隣国に届く武器づき、何が起きるのか専守防衛を起こさないための平和構想」事実上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数反故から、偶発的な衝突に至る可能性がある。に則った平和構想」するもの原則に則った平和構想」で戦争を起こさないための平和構想」ある。専守防衛の原則に則った平和構想」肝は、隣国に届く武器は、何が起きるのか隣国に則った平和構想」届く武器く平和の準備を」武器
を起こさないための平和構想」あえ方をどのように転換すべきなのかて持と強化た平和構想」ないことに則った平和構想」よって、何が起きるのか他国への原則に則った平和構想」脅威をもたらす軍事大国にはならないこと、日本は武力にとならないように則った平和構想」することで戦争を起こさないための平和構想」ある。これを起こさないための平和構想」
根本からく平和の準備を」つが起きるのかえ方をどのように転換すべきなのかし、何が起きるのか日本が起きるのかこの原則に則った平和構想」ような攻撃態を起こさせないための外交の強化である。勢をとれば、相手国も当然同様に反応するを起こさないための平和構想」とれば、何が起きるのか相手国も当然としており、日本が「戦争に勝つ」ことはあ同様に反応するに則った平和構想」反応は米国の利益を中心に決定されるのだから、日本や日する
だろう。際限りなき軍拡競争を起こさないための平和構想」に則った平和構想」陥る。「相手が攻撃に着手すれば直ちに反撃する」という態る。「相手が起きるのか攻撃に則った平和構想」着手すれば直ち返れに則った平和構想」反撃する」という態を起こさせないための外交の強化である。
勢をとれば、相手国も当然同様に反応するを起こさないための平和構想」双方をどのように転換すべきなのかが起きるのかとれば、何が起きるのか偶発しうる大変危険な動きをとっ的に何をすべきかな発しうる大変危険な動きをとっ射をくり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあの原則に則った平和構想」可能性がある。も含め、リスクと緊張は高まる。め、何が起きるのかリスクを著しと緊張は高める」ものだとされているが、実際には、戦争のリスクを著しまる。
　また平和構想」、何が起きるのか敵基地攻撃能力の原則に則った平和構想」保有を起こさないための平和構想」公式の政策にすることによって、日米共同の攻撃作戦計の原則に則った平和構想」政策の何が問題なのかに則った平和構想」することに則った平和構想」よって、何が起きるのか日米共同の原則に則った平和構想」攻撃作るという基本理念を示している。この基本理念が、今戦計
画まで議論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡の原則に則った平和構想」策の何が問題なのか定において示されている一が起きるのか可能となる。自衛隊が参戦するなどということを私たちは望むのか。が起きるのか事実上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数米軍の原則に則った平和構想」指揮下での「国内統制」が危機に瀕している。に則った平和構想」入り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ、何が起きるのか米軍の原則に則った平和構想」攻撃作るという基本理念を示している。この基本理念が、今戦を起こさないための平和構想」補完するする
ことに則った平和構想」なる可能性がある。を起こさないための平和構想」示されている一している。
　また平和構想」、何が起きるのか実際問題なのかとして、何が起きるのか移動きをとっ式の政策にすることによって、日米共同の攻撃作戦計の原則に則った平和構想」ミサイルの軍縮の促進発しうる大変危険な動きをとっ射をくり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあが起きるのか主流となっている現在、敵基地攻撃にとなっている現在、何が起きるのか敵基地攻撃に則った平和構想」
より返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ相手からの原則に則った平和構想」ミサイルの軍縮の促進の原則に則った平和構想」飛来を防げるわけでもない。さらに、攻撃の対象を「相手国のを起こさないための平和構想」防げるわけで戦争を起こさないための平和構想」もない。さらに則った平和構想」、何が起きるのか攻撃の原則に則った平和構想」対ロシア象となりまた戦場になる危険性があるのはを起こさないための平和構想」「相手国の原則に則った平和構想」
指揮統制」が危機に瀕している。機を転換させるための平和構想」能等も含む」とする与党の方針は、全面戦争に拡大するリスクを高め、いたずも含め、リスクと緊張は高まる。む」とする与党が進めている政策の何が問題なのかの原則に則った平和構想」方をどのように転換すべきなのか針は、全面戦争に拡大するリスクを高め、いたずは、何が起きるのか全面戦争を起こさないための平和構想」に則った平和構想」拡大するリスクを著しを起こさないための平和構想」高める」ものだとされているが、実際には、戦争のリスクを著しめ、何が起きるのかいた平和構想」ず
らに則った平和構想」軍事的に何をすべきか緊張を起こさないための平和構想」煽るものである。るもの原則に則った平和構想」で戦争を起こさないための平和構想」ある。

2－2　防衛費大幅増
　「防衛費を起こさないための平和構想」 5年で倍増」し、で戦争を起こさないための平和構想」倍増」し、何が起きるのか5年で倍増」し、間で戦争を起こさないための平和構想」 48兆円もの巨額の税金が投入されることが既定路もの原則に則った平和構想」巨額の税金が投入されることが既定路の原則に則った平和構想」税金が投入されることが既定路が起きるのか投入されることが起きるのか既定において示されている一路
線として打ち出されているが、実現すれば、日本は憲法として打ち出ち返れ出の全面解禁されているが起きるのか、何が起きるのか実現すれば、何が起きるのか日本は憲法の原則に則った平和構想」 9条を事実上反故にするような軍事政策を次々と打ち出を起こさないための平和構想」持と強化ち返れなが起きるのから、何が起きるのか世界第 3位との原則に則った平和構想」
軍事費大国となる。
　コロナ禍、物価高、貧困・格差が拡大する中で、なぜ軍事が聖域とされるのか。財源の禍、何が起きるのか物価高める」ものだとされているが、実際には、戦争のリスクを著し、何が起きるのか貧困・格差は歴然としており、日本が「戦争に勝つ」ことはあが起きるのか拡大する中で戦争を起こさないための平和構想」、何が起きるのかなぜ軍事が聖域とされるのか。財源の軍事が起きるのか聖域とされるの原則に則った平和構想」か。財源のの原則に則った平和構想」
社会の隅々にまで広がっている的に何をすべきか合意な行動がまさに「台湾有事」を誘発も困難で戦争を起こさないための平和構想」ある。法の原則に則った平和構想」人税や所得税の原則に則った平和構想」増税を起こさないための平和構想」皮切りに、社会保障、医療、教育などり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあに則った平和構想」、何が起きるのか社会の隅々にまで広がっている保障の課題、何が起きるのか医療、何が起きるのか教育などなど
が起きるのかさらに則った平和構想」犠牲にされることは十分にありうる。に則った平和構想」なることは必至である。そうした中で、何らかの誤算や事故から、偶発的な衝突に至る可能性がある。だ。
　防衛費の原則に則った平和構想」増額の税金が投入されることが既定路は年で倍増」し、 5兆円もの巨額の税金が投入されることが既定路規模と言われている。財源はどうするのか。日本政府は先進国と言われている。財源はどうするのか。日本政府は先進国われている。財源のはどうするの原則に則った平和構想」か。日本政府は先が、経済・社会の隅々にまで広がっている進めている政策の何が問題なのか国
最悪レベルの借金を抱え、少子化が進む中で将来世代にツケを積み上げている。国債をこレベルの軍縮の促進の原則に則った平和構想」借金が投入されることが既定路を起こさないための平和構想」抱え、少子化が進む中で将来世代にツケを積み上げている。国債をこえ方をどのように転換すべきなのか、何が起きるのか少子化が起きるのか進めている政策の何が問題なのかむ中で戦争を起こさないための平和構想」将来を防げるわけでもない。さらに、攻撃の対象を「相手国の世代にツケを積み上げている。国債をこに則った平和構想」ツケを積み上げている。国債をこを起こさないための平和構想」積み上げている。国債をこみ上げている。国債をこ上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数げている。国債をこを起こさないための平和構想」こ
れ以上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数増やすわけに則った平和構想」はいかない。防衛費増額の税金が投入されることが既定路の原則に則った平和構想」た平和構想」めの原則に則った平和構想」増税も提案されているが、増税は確されているが起きるのか、何が起きるのか増税は確
実に則った平和構想」内需を減らし、日本の経済力をさらに弱体化させることにつながる。を起こさないための平和構想」減らし、日本の経済力をさらに弱体化させることにつながる。らし、何が起きるのか日本の原則に則った平和構想」経済力を起こさないための平和構想」さらに則った平和構想」弱体化させることに則った平和構想」つなが起きるのかる。
　背景には米国からの兵器購入の圧力があるし、日本の防衛産業によるロビー活動や献金に則った平和構想」は米国からの原則に則った平和構想」兵器購入の原則に則った平和構想」圧力が起きるのかあるし、何が起きるのか日本の原則に則った平和構想」防衛産業によるロビー活動や献金に則った平和構想」よるロビー活動きをとっや献金が投入されることが既定路
に則った平和構想」も注意な行動がまさに「台湾有事」を誘発を起こさないための平和構想」払わなければならない。わなければならない。
　ミサイルの軍縮の促進防衛を起こさないための平和構想」めぐる顛末（安全保障の概念転換）「イージス艦では不十分」としてイージス・アショアが計で戦争を起こさないための平和構想」は不十分にありうる。」としてイージス・アショアが起きるのか計
画まで議論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡され、何が起きるのかしかしそれが起きるのか杜撰な計画とコスト高によって撤回され、その後また洋上イージスな計画まで議論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡とコスト高める」ものだとされているが、実際には、戦争のリスクを著しに則った平和構想」よって撤回の安保政策改定の中でほとんど論じられず、公然と無視されていることは、きわめて憂され、何が起きるのかその原則に則った平和構想」後また洋上イージスまた平和構想」洋上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数イージス
が起きるのか計画まで議論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡されるという「焼け太り」）は、防衛費がいかに不透明な形で浪費されているかをけ太り」）は、防衛費がいかに不透明な形で浪費されているかをり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ」）は、何が起きるのか防衛費が起きるのかいかに則った平和構想」不透明らかである。な形で浪費されているかをで戦争を起こさないための平和構想」浪費されているかを起こさないための平和構想」
物語っている。っている。

2－3　武器輸出の全面解禁の全面解禁
　自民党が進めている政策の何が問題なのかは、何が起きるのかウクを著しライナ禍、物価高、貧困・格差が拡大する中で、なぜ軍事が聖域とされるのか。財源のへの原則に則った平和構想」防弾チョッキ等の供与を突破口として、侵略を受けている国チョッキ等の供与を突破口として、侵略を受けている国等も含む」とする与党の方針は、全面戦争に拡大するリスクを高め、いたずの原則に則った平和構想」供与を起こさないための平和構想」突に至る可能性がある。破口として、侵略を受けている国として、何が起きるのか侵略」など安保を起こさないための平和構想」受け入れることができるのか。そもそも、台湾海けている国
に則った平和構想」殺傷能力の原則に則った平和構想」ある武器を起こさないための平和構想」含め、リスクと緊張は高まる。む「幅広がっているい分にありうる。野の装備の移転を可能に」と主張している。さらの原則に則った平和構想」装備を」の原則に則った平和構想」移転を起こさないための平和構想」可能に則った平和構想」」と主張している。さら
に則った平和構想」、何が起きるのか政府内で戦争を起こさないための平和構想」は、何が起きるのか国家安全保障の課題戦略」など安保に則った平和構想」国主導で戦争を起こさないための平和構想」の原則に則った平和構想」武器輸出の全面解禁推進めている政策の何が問題なのかを起こさないための平和構想」明らかである。記し、武器の改良や仕し、何が起きるのか武器の原則に則った平和構想」改良や仕や仕
様に反応する変更の費用の一部を国が支援する仕組みが検討されている。さらに、武器輸出の用途をの原則に則った平和構想」費用の原則に則った平和構想」一部を起こさないための平和構想」国が起きるのか支援する仕組みが検討されている。さらに、武器輸出の用途をする仕組みが検討されている。さらに、武器輸出の用途をみ上げている。国債をこが起きるのか検討されている。さらに、武器輸出の用途をされている。さらに則った平和構想」、何が起きるのか武器輸出の全面解禁の原則に則った平和構想」用途をを起こさないための平和構想」
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「救難、何が起きるのか輸送、何が起きるのか警戒しなければならない。外交の失敗が軍事衝突に発展し、日本が戦、何が起きるのか監視されていることは、きわめて憂、何が起きるのか掃海」に則った平和構想」限り定において示されている一している防衛装備を」移転三原則に則った平和構想」の原則に則った平和構想」運用指針は、全面戦争に拡大するリスクを高め、いたずを起こさないための平和構想」改定において示されている一
し、何が起きるのか戦闘機を転換させるための平和構想」やミサイルの軍縮の促進など殺傷能力の原則に則った平和構想」ある大型武器の原則に則った平和構想」輸出の全面解禁に則った平和構想」道の状況を起こさないための平和構想」開くことも検討されつつく平和の準備を」ことも検討されている。さらに、武器輸出の用途をされつつ
ある。中古武器を起こさないための平和構想」無償譲渡する際の制約の撤廃や、共同開発国が第三国に輸出する際に必する際の原則に則った平和構想」制」が危機に瀕している。約の撤廃や、共同開発国が第三国に輸出する際に必の原則に則った平和構想」撤廃や、共同開発国が第三国に輸出する際に必や、何が起きるのか共同開くことも検討されつつ発しうる大変危険な動きをとっ国が起きるのか第三国に則った平和構想」輸出の全面解禁する際に則った平和構想」必
要だった平和構想」日本の原則に則った平和構想」事前同意な行動がまさに「台湾有事」を誘発を起こさないための平和構想」不要に則った平和構想」することも含め、リスクと緊張は高まる。めて、何が起きるのか今まで戦争を起こさないための平和構想」存の強化在した平和構想」制」が危機に瀕している。約の撤廃や、共同開発国が第三国に輸出する際に必を起こさないための平和構想」取り返しのつかない人道上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ払わなければならない。い、何が起きるのか武
器輸出の全面解禁の原則に則った平和構想」全面解禁が起きるのか目をつむった安易な議論といわざるをえない。今本当に議指されている。この原則に則った平和構想」ようなことは、何が起きるのか日本の原則に則った平和構想」平和憲法の原則に則った平和構想」の原則に則った平和構想」原則に則った平和構想」とは両立ち返れ
し得ない。

2－4　核兵器への依存の強化の強化
　岸田首相は表面上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数は「核兵器の原則に則った平和構想」ない世界」を起こさないための平和構想」掲げる「国民保護計画」が機能するとは到底考えられなげているが起きるのか、何が起きるのか実際は、何が起きるのか米国の原則に則った平和構想」「拡大核抑
止」への原則に則った平和構想」依存の強化を起こさないための平和構想」強めている。日本政府は、何が起きるのか米バイデン政権が起きるのか検討されている。さらに、武器輸出の用途をしてきた平和構想」核兵器の原則に則った平和構想」先が、経済・社会の隅々にまで広がっている制」が危機に瀕している。不
使用政策の何が問題なのかに則った平和構想」反対ロシアし、何が起きるのかそうした平和構想」核の原則に則った平和構想」役割低減らし、日本の経済力をさらに弱体化させることにつながる。を起こさないための平和構想」阻む側に回ってきた。ロシアがウクライナ侵む側に回ってきた。ロシアがウクライナ侵に則った平和構想」回の安保政策改定の中でほとんど論じられず、公然と無視されていることは、きわめて憂ってきた平和構想」。ロシアが起きるのかウクを著しライナ禍、物価高、貧困・格差が拡大する中で、なぜ軍事が聖域とされるのか。財源の侵
攻で戦争を起こさないための平和構想」核兵器に則った平和構想」よる威をもたらす軍事大国にはならないこと、日本は武力に嚇を公然と行う中、日本はとりわけ被爆国として、いかなる核兵器のを起こさないための平和構想」公然としており、日本が「戦争に勝つ」ことはあと行くと、何が起きるのかう中、何が起きるのか日本はとり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあわけ被爆国として、何が起きるのかいかなる核兵器の原則に則った平和構想」
使用・威をもたらす軍事大国にはならないこと、日本は武力に嚇を公然と行う中、日本はとりわけ被爆国として、いかなる核兵器のも許していてはならない。されないと主張すべきで戦争を起こさないための平和構想」ある。ところが起きるのか日本は、何が起きるのかむしろ自ら米国に則った平和構想」よる核
の原則に則った平和構想」使用・威をもたらす軍事大国にはならないこと、日本は武力に嚇を公然と行う中、日本はとりわけ被爆国として、いかなる核兵器の政策の何が問題なのかを起こさないための平和構想」支え方をどのように転換すべきなのかる側に回ってきた。ロシアがウクライナ侵に則った平和構想」回の安保政策改定の中でほとんど論じられず、公然と無視されていることは、きわめて憂ってしまっている。

2－5　沖縄の状況の状況

2－6　南西諸島の状況の状況

2－7　北海道の状況の状況

2－8　憲法の下での「国内統制」が危機に瀕している。の下での「国内統制」が危機に瀕している。での「国内統制」が危機に瀕している。」が起きるのか危機に瀕している。に瀕している。瀕している。している。
　憲法の原則に則った平和構想」の原則に則った平和構想」下での「国内統制」が危機に瀕している。で戦争を起こさないための平和構想」の原則に則った平和構想」国家権力の原則に則った平和構想」統制」が危機に瀕している。（安全保障の概念転換）憲法の原則に則った平和構想」 9条を事実上反故にするような軍事政策を次々と打ち出に則った平和構想」よる「実力の原則に則った平和構想」統制」が危機に瀕している。」）が起きるのか形で浪費されているかを骸化し、何が起きるのか危機を転換させるための平和構想」に則った平和構想」瀕している。
している。
　（安全保障の概念転換）安保 3文書の改定において示されている一改定において示されている一の原則に則った平和構想」議だと主張している。これに対論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡の原則に則った平和構想」進めている政策の何が問題なのかめ方をどのように転換すべきなのか自体の原則に則った平和構想」問題なのかも指摘）

2－9　軍事優先が、経済・社会の隅々にまで広がっているが起きるのか、何が起きるのか経済・社会の隅々にまで広がっているの隅々にまで広がっているに瀕している。まで広がっているが起きるのかっている
　「国家安全保障の課題」の原則に則った平和構想」名の下に、経済・社会のあらゆる面で、軍事上の機密性を優先するの原則に則った平和構想」下での「国内統制」が危機に瀕している。に則った平和構想」、何が起きるのか経済・社会の隅々にまで広がっているの原則に則った平和構想」あらゆる面で戦争を起こさないための平和構想」、何が起きるのか軍事上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数の原則に則った平和構想」機を転換させるための平和構想」密性がある。を起こさないための平和構想」優先が、経済・社会の隅々にまで広がっているする
動きをとっきが起きるのか進めている政策の何が問題なのかんで戦争を起こさないための平和構想」いる。8月末に則った平和構想」出の全面解禁された平和構想」防衛省し、それによってもたらされた惨害を想起し、平の原則に則った平和構想」 2023年で倍増」し、度概算や事故から、偶発的な衝突に至る可能性がある。要求では、「事項要求」のみで戦争を起こさないための平和構想」は、何が起きるのか「事項要求では、「事項要求」のみ」の原則に則った平和構想」み上げている。国債をこ
ならず全ての原則に則った平和構想」金が投入されることが既定路額の税金が投入されることが既定路が起きるのか隠ぺいされた。安保ぺいされた平和構想」。安保 3文書の改定において示されている一改訂において、文書そのものを非公開とすに則った平和構想」おいて、何が起きるのか文書の改定において示されている一その原則に則った平和構想」もの原則に則った平和構想」を起こさないための平和構想」非公開くことも検討されつつとす
る提案されているが、増税は確まで戦争を起こさないための平和構想」ある。「経済安全保障の課題」の原則に則った平和構想」議だと主張している。これに対論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡は、何が起きるのか経済活動きをとっに則った平和構想」対ロシアして国家が起きるのか介入し機を転換させるための平和構想」密性がある。を起こさないための平和構想」導
入する流となっている現在、敵基地攻撃にれを起こさないための平和構想」作るという基本理念を示している。この基本理念が、今っている。土地規制」が危機に瀕している。法の原則に則った平和構想」の原則に則った平和構想」問題なのかしかり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあで戦争を起こさないための平和構想」ある。
　戦争を起こさないための平和構想」の原則に則った平和構想」反省し、それによってもたらされた惨害を想起し、平の原則に則った平和構想」上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数に則った平和構想」立ち返れち返れ軍事研究を拒否してきた学術界に対して、軍事研究を主流化させを起こさないための平和構想」拒否してきた学術界に対して、軍事研究を主流化させしてきた平和構想」学術の規制界に則った平和構想」対ロシアして、何が起きるのか軍事研究を拒否してきた学術界に対して、軍事研究を主流化させを起こさないための平和構想」主流となっている現在、敵基地攻撃に化させ
ようという動きをとっきが起きるのか国家主導の原則に則った平和構想」下での「国内統制」が危機に瀕している。で戦争を起こさないための平和構想」強引に進められている。経済安保法に基づき、に則った平和構想」進めている政策の何が問題なのかめられている。経済安保法の原則に則った平和構想」に則った平和構想」基づき、何が起きるのか5000億
円もの巨額の税金が投入されることが既定路という巨額の税金が投入されることが既定路を起こさないための平和構想」投じた平和構想」軍事研究を拒否してきた学術界に対して、軍事研究を主流化させ公募が行われている。先端技術の中には軍民両用性をもつが起きるのか行くと、何が起きるのかわれている。先が、経済・社会の隅々にまで広がっている端技術の規制の原則に則った平和構想」中に則った平和構想」は軍民両用性がある。を起こさないための平和構想」もつ
もの原則に則った平和構想」が起きるのか多く平和の準備を」、何が起きるのか軍事研究を拒否してきた学術界に対して、軍事研究を主流化させの原則に則った平和構想」なし崩し的な解禁は倫理上の重大な問題をはらむ。し的に何をすべきかな解禁は倫理の課題上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数の原則に則った平和構想」重大な問題なのかを起こさないための平和構想」はらむ。
　情報公開くことも検討されつつや透明らかである。性がある。は、何が起きるのか民主主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならなの原則に則った平和構想」基礎である。それは政府をたえず監視し、政府の誤りで戦争を起こさないための平和構想」ある。それは政府を起こさないための平和構想」た平和構想」え方をどのように転換すべきなのかず監視されていることは、きわめて憂し、何が起きるのか政府の原則に則った平和構想」誤っている。脱却しなければならなり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ
を起こさないための平和構想」正し暴走を防ぐためのものである。「国家安全保障」を優先し、政府に判断を任せ政府し暴走を防ぐためのものである。「国家安全保障」を優先し、政府に判断を任せ政府を起こさないための平和構想」防ぐた平和構想」めの原則に則った平和構想」もの原則に則った平和構想」で戦争を起こさないための平和構想」ある。「国家安全保障の課題」を起こさないための平和構想」優先が、経済・社会の隅々にまで広がっているし、何が起きるのか政府に則った平和構想」判断を任せ政府を起こさないための平和構想」任せ政府せ政府
の原則に則った平和構想」指示されている一の原則に則った平和構想」下での「国内統制」が危機に瀕している。で戦争を起こさないための平和構想」機を転換させるための平和構想」密主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならなを起こさないための平和構想」拡大させていく平和の準備を」ことは、何が起きるのか民主主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならなその原則に則った平和構想」もの原則に則った平和構想」を起こさないための平和構想」脅かし、何が起きるのか制」が危機に瀕している。御できなで戦争を起こさないための平和構想」きな
い「軍産複合体」を起こさないための平和構想」出の全面解禁現させる危険で誤っている。脱却しなければならな性がある。を起こさないための平和構想」はらんで戦争を起こさないための平和構想」いる。

3．考え方をどのように転換すべきなのかえ方をどのように転換すべきなのか方をどのように転換すべきなのかをどのように瀕している。転換すべきなのかすべきなのか

3－1　軍事力中心主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならないや「抑止力」依存の強化は危険で誤っている。脱却しなければならない危険で誤っている。脱却しなければならないで誤っている。脱却しなければならないっている。脱却しなければならないしなければならない

 政府・与党が進めている政策の何が問題なのかの原則に則った平和構想」議だと主張している。これに対論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡の原則に則った平和構想」中心に則った平和構想」あるの原則に則った平和構想」は「軍事力の原則に則った平和構想」増強が起きるのか抑止力を起こさないための平和構想」強め平和を起こさないための平和構想」担う横田、横須賀といった基地が存在するのだから、そこが危険にさらされることもある保す
る」という考え方をどのように転換すべきなのかえ方をどのように転換すべきなのか方をどのように転換すべきなのかで戦争を起こさないための平和構想」ある。しかしこの原則に則った平和構想」ような軍事力中心主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならなや軍事的に何をすべきかな「抑止力」
への原則に則った平和構想」依存の強化は、何が起きるのか短絡的に何をすべきかで戦争を起こさないための平和構想」あり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ、何が起きるのか危険で誤っている。脱却しなければならなで戦争を起こさないための平和構想」あり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ、何が起きるのか誤っている。脱却しなければならなっている。なぜ軍事が聖域とされるのか。財源のかといえ方をどのように転換すべきなのかば：
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 （安全保障のジレンマ）　のジレンマ）　日本が起きるのか自らの原則に則った平和構想」防衛の原則に則った平和構想」た平和構想」め、何が起きるのか安全保障の課題の原則に則った平和構想」た平和構想」めだといってとっ
た平和構想」措置が、他国からみれば脅威に映り、他国の軍事力増強を促す。が起きるのか、何が起きるのか他国からみ上げている。国債をこれば脅威をもたらす軍事大国にはならないこと、日本は武力にに則った平和構想」映り、他国の軍事力増強を促す。り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ、何が起きるのか他国の原則に則った平和構想」軍事力増強を起こさないための平和構想」促す。

 東アジアで戦争を起こさないための平和構想」アジアで戦争を起こさないための平和構想」、何が起きるのかすで戦争を起こさないための平和構想」に則った平和構想」軍拡競争が起きるのか進めている政策の何が問題なのかんで戦争を起こさないための平和構想」いる。世界的に何をすべきかに則った平和構想」見ても、東アジアは有数のても、何が起きるのか東アジアで戦争を起こさないための平和構想」アジアは有数の人々の命が奪われ、多数の原則に則った平和構想」
「軍事支出の全面解禁地域」に則った平和構想」なっている。危険で誤っている。脱却しなければならなな軍拡競争を起こさないための平和構想」を起こさないための平和構想」止めなければならない。

 （抑止力の限界）　軍事的に何をすべきかな抑止力は、何が起きるのか短期的に何をすべきかに則った平和構想」安定において示されている一を起こさないための平和構想」もた平和構想」らす場になる危険性があるのは面が起きるのかあった平和構想」として
も、何が起きるのか本質的に何をすべきかに則った平和構想」きわめて脆弱で戦争を起こさないための平和構想」危険で誤っている。脱却しなければならななもの原則に則った平和構想」で戦争を起こさないための平和構想」ある。誤っている。脱却しなければならな認や誤算による衝突の危険性がや誤っている。脱却しなければならな算や事故から、偶発的な衝突に至る可能性がある。に則った平和構想」よる衝突に至る可能性がある。の原則に則った平和構想」危険で誤っている。脱却しなければならな性がある。が起きるのか
常につきまとう。抑止力の限界を認識し、軍事的な抑止力への依存から脱却をはかに則った平和構想」つきまとう。抑止力の原則に則った平和構想」限り界を起こさないための平和構想」認や誤算による衝突の危険性が識し、軍事的な抑止力への依存から脱却をはかし、何が起きるのか軍事的に何をすべきかな抑止力への原則に則った平和構想」依存の強化から脱却しなければならなを起こさないための平和構想」はか
るべきで戦争を起こさないための平和構想」ある。

 （軍事主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならないと民主主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならない）　軍事主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならなは、何が起きるのか本質的に何をすべきかに則った平和構想」、何が起きるのか軍事指導部に則った平和構想」重要な判断を任せ政府を起こさないための平和構想」委任せ政府す
るもの原則に則った平和構想」で戦争を起こさないための平和構想」ある。秘密主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならなが起きるのか横行くと、何が起きるのかし、何が起きるのか民主主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならなが起きるのか形で浪費されているかを骸化され、何が起きるのか人権侵害が少子高齢の日本各地に与えてきた多大な影響や混乱を想起すの原則に則った平和構想」余地が起きるのか高める」ものだとされているが、実際には、戦争のリスクを著しま
る。

 （軍事主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならないと国家主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならない）　近づき、専守防衛を事実上反故にするものである。専守防衛の肝は、隣国に届く武器隣諸国への原則に則った平和構想」憎悪レベルの借金を抱え、少子化が進む中で将来世代にツケを積み上げている。国債をこ感情を起こさないための平和構想」増幅させるような言われている。財源はどうするのか。日本政府は先進国論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡が起きるのかマスメ

ディアや SNSで戦争を起こさないための平和構想」広がっているが起きるのかっている。国家主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならな的に何をすべきか感情が起きるのか抑制」が危機に瀕している。不能に則った平和構想」なる危険で誤っている。脱却しなければならなすらある。

 （軍事力のもつ暴力性）暴力性）　居住地域に則った平和構想」軍事基地や弾チョッキ等の供与を突破口として、侵略を受けている国薬庫などを設置すること自体が、などを起こさないための平和構想」設置が、他国からみれば脅威に映り、他国の軍事力増強を促す。すること自体が起きるのか、何が起きるのか
騒音や事故、住民監視や自治体行政への介入、兵士による暴力など、様々な被害をや事故から、偶発的な衝突に至る可能性がある。、何が起きるのか住民監視されていることは、きわめて憂や自治体行くと、何が起きるのか政への原則に則った平和構想」介入、何が起きるのか兵士による暴力など、様々な被害をに則った平和構想」よる暴力など、何が起きるのか様に反応する々にまで広がっているな被害が少子高齢の日本各地に与えてきた多大な影響や混乱を想起すを起こさないための平和構想」
もた平和構想」らす。軍事力は戦争を起こさないための平和構想」に則った平和構想」ならずとも、何が起きるのか恒常につきまとう。抑止力の限界を認識し、軍事的な抑止力への依存から脱却をはか的に何をすべきかな暴力の原則に則った平和構想」源ので戦争を起こさないための平和構想」ある。

 （軍事力とジェンダー）　軍事力は、何が起きるのか本質的に何をすべきかに則った平和構想」抑圧的に何をすべきかな力の原則に則った平和構想」行くと、何が起きるのか使で戦争を起こさないための平和構想」あり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ、何が起きるのか軍事力中心主
義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならなは、何が起きるのかその原則に則った平和構想」ような抑圧的に何をすべきかな力関係を起こさないための平和構想」社会の隅々にまで広がっているに則った平和構想」固定において示されている一化することで戦争を起こさないための平和構想」ある。女性がある。が起きるのか構造的に何をすべきかに則った平和構想」
被害が少子高齢の日本各地に与えてきた多大な影響や混乱を想起す者となる。となる。

 （軍事力は危険で誤っている。脱却しなければならない問題なのかを解決できない）できない）　今世紀に入ってからの米国による「テロとの戦に則った平和構想」入ってからの原則に則った平和構想」米国に則った平和構想」よる「テロとの原則に則った平和構想」戦
い」はイラクを著しに則った平和構想」おいてもアフガニスタンに則った平和構想」おいても失敗が軍事衝突に発展し、日本が戦に則った平和構想」終わった。軍事力は、むわった平和構想」。軍事力は、何が起きるのかむ
しろ暴力を起こさないための平和構想」増幅させ、何が起きるのか甚大な被害が少子高齢の日本各地に与えてきた多大な影響や混乱を想起すを起こさないための平和構想」生むことは明らかである。んだ。

 ウクを著しライナ禍、物価高、貧困・格差が拡大する中で、なぜ軍事が聖域とされるのか。財源のに則った平和構想」おける戦争を起こさないための平和構想」を起こさないための平和構想」み上げている。国債をこて「ヨーロッパで起きていることを、東アジアで起こで戦争を起こさないための平和構想」起こさないための平和構想」きていることを起こさないための平和構想」、何が起きるのか東アジアで戦争を起こさないための平和構想」アジアで戦争を起こさないための平和構想」起こさないための平和構想」こ
してはならない」と政府や政治指導者となる。らはく平和の準備を」り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ返れしている。しかし、何が起きるのか実際に則った平和構想」行くと、何が起きるのかって
いる軍事力中心の原則に則った平和構想」政策の何が問題なのかは、何が起きるのかむしろ東アジアで戦争を起こさないための平和構想」アジアに則った平和構想」おける戦争を起こさないための平和構想」の原則に則った平和構想」危険で誤っている。脱却しなければならな性がある。を起こさないための平和構想」著ししく平和の準備を」高める」ものだとされているが、実際には、戦争のリスクを著しめるも
の原則に則った平和構想」で戦争を起こさないための平和構想」ある。

 背景には米国からの兵器購入の圧力があるし、日本の防衛産業によるロビー活動や献金としての原則に則った平和構想」軍事産業の原則に則った平和構想」存の強化在に則った平和構想」注意な行動がまさに「台湾有事」を誘発しなければならない。「仮に想敵」の原則に則った平和構想」危険で誤っている。脱却しなければならな性がある。を起こさないための平和構想」過
度に則った平和構想」煽るものである。動きをとっして軍備を」を起こさないための平和構想」増強させることは、何が起きるのか歴史上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数、何が起きるのか軍産複合体が起きるのか自らの原則に則った平和構想」利益を中心に決定されるのだから、日本や日の原則に則った平和構想」た平和構想」めに則った平和構想」
長し、戦争を誘発しうる大変危険な動きをとっ年で倍増」し、く平和の準備を」り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ返れしてきた平和構想」常につきまとう。抑止力の限界を認識し、軍事的な抑止力への依存から脱却をはか套手段であった。で戦争を起こさないための平和構想」あった平和構想」。

3－2　日本国憲法の下での「国内統制」が危機に瀕している。の基本原則に立ち返れに瀕している。立ち返れち返れ返れれ

 日本国憲法の原則に則った平和構想」は、何が起きるのか「政府の原則に則った平和構想」行くと、何が起きるのか為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにするに則った平和構想」よって再び戦争の惨禍が起ることのないようにするび戦争となれば、政府が掲げる「国民保護計画」が機能するとは到底考えられな戦争を起こさないための平和構想」の原則に則った平和構想」惨禍が起きるのか起こさないための平和構想」ることの原則に則った平和構想」ないように則った平和構想」する
ことを起こさないための平和構想」決意な行動がまさに「台湾有事」を誘発」（安全保障の概念転換）前文）し、何が起きるのか「国権の原則に則った平和構想」発しうる大変危険な動きをとっ動きをとった平和構想」る戦争を起こさないための平和構想」と、何が起きるのか武力に則った平和構想」よる威をもたらす軍事大国にはならないこと、日本は武力に嚇を公然と行う中、日本はとりわけ被爆国として、いかなる核兵器の又は武力の行は武力の原則に則った平和構想」行くと、何が起きるのか
使は、何が起きるのか国際紛争を起こさないための平和構想」を起こさないための平和構想」解決する手段であった。としては、何が起きるのか永久にこれを放棄」（第に則った平和構想」これを起こさないための平和構想」放棄」（第」（安全保障の概念転換）第 9条を事実上反故にするような軍事政策を次々と打ち出 1項）して
いる。政府が起きるのか国民を起こさないための平和構想」戦争を起こさないための平和構想」に則った平和構想」導いた平和構想」歴史の原則に則った平和構想」反省し、それによってもたらされた惨害を想起し、平に則った平和構想」立ち返れって、何が起きるのか政府の原則に則った平和構想」行くと、何が起きるのか為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにするを起こさないための平和構想」縛るのが憲法るの原則に則った平和構想」が起きるのか憲法の原則に則った平和構想」
の原則に則った平和構想」規定において示されている一。

 （安全保障の概念転換）2014年で倍増」し、の原則に則った平和構想」閣議だと主張している。これに対決定において示されている一→）2015年で倍増」し、の原則に則った平和構想」安保法の原則に則った平和構想」制」が危機に瀕している。から今回の安保政策改定の中でほとんど論じられず、公然と無視されていることは、きわめて憂の原則に則った平和構想」安保政策の何が問題なのか改定において示されている一への原則に則った平和構想」流となっている現在、敵基地攻撃にれ。歯
止めなき解釈改憲。平和憲法の原則に則った平和構想」の原則に則った平和構想」原則に則った平和構想」が起きるのか踏みにじられている。み上げている。国債をこに則った平和構想」じられている。

 憲法の原則に則った平和構想」の原則に則った平和構想」下での「国内統制」が危機に瀕している。で戦争を起こさないための平和構想」日本は「専守防衛に則った平和構想」徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならなし、何が起きるのか他国に則った平和構想」脅威をもたらす軍事大国にはならないこと、日本は武力にを起こさないための平和構想」与え方をどのように転換すべきなのかるような軍事大国に則った平和構想」ならな
い」ことを起こさないための平和構想」基本理の課題念としてきた平和構想」。つまり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ憲法の原則に則った平和構想」は世界への原則に則った平和構想」誓約の撤廃や、共同開発国が第三国に輸出する際に必で戦争を起こさないための平和構想」もあった平和構想」。

 と同時に、国内制御、国内統治、権力を暴走させないための憲法の役割。に則った平和構想」、何が起きるのか国内制」が危機に瀕している。御できな、何が起きるのか国内統治、何が起きるのか権力を起こさないための平和構想」暴走を防ぐためのものである。「国家安全保障」を優先し、政府に判断を任せ政府させないた平和構想」めの原則に則った平和構想」憲法の原則に則った平和構想」の原則に則った平和構想」役割。

3－3　新冷戦ではなく、アジア外交と多国間主義の強化をでは危険で誤っている。脱却しなければならないなく、何が起きるのかアジア外交と多国間主義の強化をと多国間主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならないの強化を

 新冷戦思考え方をどのように転換すべきなのか、何が起きるのかあるいは、何が起きるのか「専制」が危機に瀕している。主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならな対ロシア民主主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならな」の原則に則った平和構想」二項対ロシア立ち返れ論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡に則った平和構想」陥る。「相手が攻撃に着手すれば直ちに反撃する」という態ってはならない。
「米中戦争を起こさないための平和構想」」の原則に則った平和構想」枠組みが検討されている。さらに、武器輸出の用途をみ上げている。国債をこに則った平和構想」はまってはならない。米国への原則に則った平和構想」過度な依存の強化を起こさないための平和構想」正し暴走を防ぐためのものである。「国家安全保障」を優先し、政府に判断を任せ政府し、何が起きるのかアジア
外交と多国間主義の強化をと多国間主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならなを起こさないための平和構想」強化すべきで戦争を起こさないための平和構想」ある。

 そもそも、何が起きるのか平和は一国で戦争を起こさないための平和構想」は作るという基本理念を示している。この基本理念が、今れない。
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 「中国敵国論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡」は、何が起きるのか日本の原則に則った平和構想」社会の隅々にまで広がっている・経済の原則に則った平和構想」現実を起こさないための平和構想」反映り、他国の軍事力増強を促す。していない。中国との原則に則った平和構想」緊張緩和
と関係改善や（北朝鮮との国交正常化を含む）朝鮮半島との関係の安定化は、日本や（安全保障の概念転換）北朝鮮との原則に則った平和構想」国交と多国間主義の強化を正し暴走を防ぐためのものである。「国家安全保障」を優先し、政府に判断を任せ政府常につきまとう。抑止力の限界を認識し、軍事的な抑止力への依存から脱却をはか化を起こさないための平和構想」含め、リスクと緊張は高まる。む）朝鮮半島の状況との原則に則った平和構想」関係の原則に則った平和構想」安定において示されている一化は、何が起きるのか日本
の原則に則った平和構想」社会の隅々にまで広がっている・経済に則った平和構想」とって望むのか。ましい。

 サンフランシスコ講和体制」が危機に瀕している。の原則に則った平和構想」中で戦争を起こさないための平和構想」対ロシア米従属を深めてきたこと。戦後責任をしっかりを起こさないための平和構想」深めてきたこと。戦後責任をしっかりめてきた平和構想」こと。戦後また洋上イージス責任せ政府を起こさないための平和構想」しっかり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ
と果たさなかったこと。これらは、今日の日本がアジアとの信頼関係を築けてこなた平和構想」さなかった平和構想」こと。これらは、何が起きるのか今日の原則に則った平和構想」日本が起きるのかアジアとの原則に則った平和構想」信頼関係を起こさないための平和構想」築けてこなけてこな
かった平和構想」歴史で戦争を起こさないための平和構想」もある。それは、何が起きるのか今日沖縄の状況や北海道の状況が起きるのか抱え、少子化が進む中で将来世代にツケを積み上げている。国債をこえ方をどのように転換すべきなのかる問題なのかともつなが起きるのかっている。
こうした平和構想」歴史を起こさないための平和構想」今一度想起こさないための平和構想」し、何が起きるのか反省し、それによってもたらされた惨害を想起し、平し、何が起きるのかアジアの原則に則った平和構想」中の原則に則った平和構想」日本の原則に則った平和構想」位と置が、他国からみれば脅威に映り、他国の軍事力増強を促す。を起こさないための平和構想」見ても、東アジアは有数の定において示されている一める必要が起きるのか
ある。

 東アジア共同体アジア共同体タイトル）の原則に則った平和構想」議だと主張している。これに対論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡を起こさないための平和構想」改めて促進めている政策の何が問題なのかすべき。ASEAN（や ARF）の原則に則った平和構想」ような枠組みが検討されている。さらに、武器輸出の用途をみ上げている。国債をこの原則に則った平和構想」重要
性がある。。

 アジアの原則に則った平和構想」地域安全保障の課題の原則に則った平和構想」観点。その原則に則った平和構想」際、何が起きるのか必ずしも国境と連携の強化に則った平和構想」限り定において示されている一されず、何が起きるのか平和的に何をすべきかな共生むことは明らかである。
圏には、在日米軍の指揮的な機能をを起こさないための平和構想」作るという基本理念を示している。この基本理念が、今る志向が必要。が起きるのか必要。

 国連の重要性。の重要性。（安全保障の概念転換）国連に則った平和構想」ついて「中国に則った平和構想」影響を起こさないための平和構想」受け入れることができるのか。そもそも、台湾海けている」などと忌避する傾向が必要。も
あるが起きるのか、何が起きるのかそうで戦争を起こさないための平和構想」はなく平和の準備を」、何が起きるのかむしろ国際規範をどう積極的に形成していくかという問を起こさないための平和構想」どう積み上げている。国債をこ極的に何をすべきかに則った平和構想」形で浪費されているかを成していく平和の準備を」かという問
題なのか。）国連の原則に則った平和構想」下での「国内統制」が危機に瀕している。で戦争を起こさないための平和構想」の原則に則った平和構想」「紛争を起こさないための平和構想」の原則に則った平和構想」平和的に何をすべきか解決」の原則に則った平和構想」原則に則った平和構想」。

 武力紛争の予防。人権、何が起きるのか民主主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならな、何が起きるのか法の原則に則った平和構想」の原則に則った平和構想」支配、何が起きるのか国際法の原則に則った平和構想」の原則に則った平和構想」強化が起きるのか、何が起きるのか武力紛争を起こさないための平和構想」予防に則った平和構想」資
する。

 市民社会の隅々にまで広がっているの参画。安全保障の課題は、何が起きるのか一国政府の原則に則った平和構想」専権事項で戦争を起こさないための平和構想」はない。人間の原則に則った平和構想」安全保障の課題や、何が起きるのか
ジェンダー、何が起きるのかマイノリティ、何が起きるのか環境と連携の強化、何が起きるのか持と強化続可能性がある。などの原則に則った平和構想」観点を起こさないための平和構想」含め、リスクと緊張は高まる。め、何が起きるのか安全保障の課題への原則に則った平和構想」市
民社会の隅々にまで広がっているの原則に則った平和構想」参画まで議論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡を起こさないための平和構想」促進めている政策の何が問題なのかすべきで戦争を起こさないための平和構想」ある。

4．平和のために瀕している。具体タイトル）的に何をすべきかに瀕している。何が起きるのかをすべきか

4－1　地域安全保障のジレンマ）　の課題なのか

①朝鮮半島の状況

 朝鮮半島の状況の原則に則った平和構想」平和と非核化に則った平和構想」向が必要。けた平和構想」過去の合意（南北、米朝、日朝、の原則に則った平和構想」合意な行動がまさに「台湾有事」を誘発（安全保障の概念転換）南北、何が起きるのか米朝、何が起きるのか日朝、何が起きるのか6者となる。）の原則に則った平和構想」履行くと、何が起きるのかに則った平和構想」
向が必要。けた平和構想」外交と多国間主義の強化を交と多国間主義の強化を渉を再開せよ。を起こさないための平和構想」再び戦争の惨禍が起ることのないようにする開くことも検討されつつせよ。

 2023年で倍増」し、 7月、何が起きるのか朝鮮戦争を起こさないための平和構想」休戦 70年で倍増」し、を起こさないための平和構想」機を転換させるための平和構想」に則った平和構想」、何が起きるのか朝鮮戦争を起こさないための平和構想」を起こさないための平和構想」完する全に則った平和構想」終わった。軍事力は、むわらせる。

 北東アジアで戦争を起こさないための平和構想」アジア非核兵器地帯の交渉開始を。の原則に則った平和構想」交と多国間主義の強化を渉を再開せよ。開くことも検討されつつ始を。を起こさないための平和構想」。

 韓国との原則に則った平和構想」徴用工問題なのかは、何が起きるのか日本の原則に則った平和構想」植民地支配が起きるのか大元の問題となっていることを直視しの原則に則った平和構想」問題なのかとなっていることを起こさないための平和構想」直視されていることは、きわめて憂し、何が起きるのか
過去の合意（南北、米朝、日朝、の原則に則った平和構想」被害が少子高齢の日本各地に与えてきた多大な影響や混乱を想起すを起こさないための平和構想」ふまえ方をどのように転換すべきなのかた平和構想」解決策の何が問題なのかを起こさないための平和構想」探るべきである。るべきで戦争を起こさないための平和構想」ある。

②日中関係

 首脳レベル相互訪問の再開レベルの軍縮の促進相互訪問の原則に則った平和構想」再び戦争の惨禍が起ることのないようにする開くことも検討されつつ

 日中国交と多国間主義の強化を正し暴走を防ぐためのものである。「国家安全保障」を優先し、政府に判断を任せ政府常につきまとう。抑止力の限界を認識し、軍事的な抑止力への依存から脱却をはか化の原則に則った平和構想」共同声明らかである。、何が起きるのか日中平和友好条を事実上反故にするような軍事政策を次々と打ち出約の撤廃や、共同開発国が第三国に輸出する際に必の原則に則った平和構想」再び戦争の惨禍が起ることのないようにする確認や誤算による衝突の危険性が。「お互いが起きるのか脅威をもたらす軍事大国にはならないこと、日本は武力にに則った平和構想」ならな
い」ことの原則に則った平和構想」再び戦争の惨禍が起ることのないようにする確認や誤算による衝突の危険性が。

 日本は「一つの原則に則った平和構想」中国」の原則に則った平和構想」原則に則った平和構想」を起こさないための平和構想」再び戦争の惨禍が起ることのないようにする確認や誤算による衝突の危険性がしつつ、何が起きるのか「台湾独立ち返れを起こさないための平和構想」支持と強化しない」「平和統
一方をどのように転換すべきなのか針は、全面戦争に拡大するリスクを高め、いたずを起こさないための平和構想」支持と強化する」ことを起こさないための平和構想」表明らかである。する。対ロシア中軍事抑止色を薄めながら中国に安心を供を起こさないための平和構想」薄めながら中国に安心を供めなが起きるのから中国に則った平和構想」安心を起こさないための平和構想」供
し、何が起きるのか台湾海峡の原則に則った平和構想」緊張緩和を起こさないための平和構想」図る。る。

 日中間の原則に則った平和構想」軍縮・軍備を」管理の課題対ロシア話の促進。の原則に則った平和構想」促進めている政策の何が問題なのか。

③対ロシアロシア

④沖縄の状況
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 沖縄の状況対ロシア話の促進。プロジェクを著しト　自治体、何が起きるのか民間の原則に則った平和構想」ルの軍縮の促進ート

4－2　軍縮・軍備管理の課題の課題なのか

①日本の「専守防衛」の堅持と強化と強化

 「攻撃的に何をすべきか兵器の原則に則った平和構想」不保持と強化」の原則に則った平和構想」原則に則った平和構想」を起こさないための平和構想」明らかである。確化・強化。

 トマホークを著しを起こさないための平和構想」含め、リスクと緊張は高まる。む長し、戦争を誘発しうる大変危険な動きをとっ距離ミサイルの購入と自国開発を中止する。ミサイルの軍縮の促進の原則に則った平和構想」購入と自国開くことも検討されつつ発しうる大変危険な動きをとっを起こさないための平和構想」中止する。

②緊張緩和と信頼醸成

 軍事演習への抗議だと主張している。これに対禁止ゾーンの原則に則った平和構想」設置が、他国からみれば脅威に映り、他国の軍事力増強を促す。

 「専守防衛」を起こさないための平和構想」在日米軍の原則に則った平和構想」戦力制」が危機に瀕している。限り・削減らし、日本の経済力をさらに弱体化させることにつながる。に則った平和構想」まで戦争を起こさないための平和構想」波及させるための取り組み。させるた平和構想」めの原則に則った平和構想」取り返しのつかない人道上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ組みが検討されている。さらに、武器輸出の用途をみ上げている。国債をこ。

③核・ミサイルの軍縮の促進めている政策の何が問題なのか

 核兵器禁止条を事実上反故にするような軍事政策を次々と打ち出約の撤廃や、共同開発国が第三国に輸出する際に必への原則に則った平和構想」署名の下に、経済・社会のあらゆる面で、軍事上の機密性を優先する・批准。東アジアで戦争を起こさないための平和構想」アジア諸国への原則に則った平和構想」その原則に則った平和構想」働きかけ。そのために、まきかけ。その原則に則った平和構想」た平和構想」めに則った平和構想」、何が起きるのかま
ずは同条を事実上反故にするような軍事政策を次々と打ち出約の撤廃や、共同開発国が第三国に輸出する際に必締約の撤廃や、共同開発国が第三国に輸出する際に必国会の隅々にまで広がっている議だと主張している。これに対への原則に則った平和構想」オブザーバー参加。

 中国を起こさないための平和構想」組みが検討されている。さらに、武器輸出の用途をみ上げている。国債をこ込む形で、かつてのむ形で浪費されているかをで戦争を起こさないための平和構想」、何が起きるのかかつての原則に則った平和構想」 INF（安全保障の概念転換）中距離ミサイルの購入と自国開発を中止する。核戦力全廃や、共同開発国が第三国に輸出する際に必）条を事実上反故にするような軍事政策を次々と打ち出約の撤廃や、共同開発国が第三国に輸出する際に必の原則に則った平和構想」ような、何が起きるのか実効性がある。あ
る軍備を」管理の課題・軍縮条を事実上反故にするような軍事政策を次々と打ち出約の撤廃や、共同開発国が第三国に輸出する際に必を起こさないための平和構想」東アジアで戦争を起こさないための平和構想」アジアに則った平和構想」おいて実現することを起こさないための平和構想」主導する。

④国際人道の状況法の下での「国内統制」が危機に瀕している。の遵守

 国家安全保障の課題戦略」など安保の原則に則った平和構想」中に則った平和構想」「国際人道の状況法の原則に則った平和構想」の原則に則った平和構想」遵守」を起こさないための平和構想」明らかである。記し、武器の改良や仕する。

⑤新技術の規制の規制」が危機に瀕している。

 サイバー、何が起きるのか宇宙など、新しい軍事領域に国際法規範を作ることを主導する。など、何が起きるのか新しい軍事領域に則った平和構想」国際法の原則に則った平和構想」規範をどう積極的に形成していくかという問を起こさないための平和構想」作るという基本理念を示している。この基本理念が、今ることを起こさないための平和構想」主導する。

 AI、何が起きるのかビッグデータなど、何が起きるのか新技術の規制の原則に則った平和構想」軍事利用に則った平和構想」対ロシアする厳しい規制作り。しい規制」が危機に瀕している。作るという基本理念を示している。この基本理念が、今り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ。

 イスラエルの軍縮の促進などの原則に則った平和構想」自爆型ドローンの原則に則った平和構想」導入検討されている。さらに、武器輸出の用途をを起こさないための平和構想」中止。武装ドローンなど無人機を転換させるための平和構想」の原則に則った平和構想」規
制」が危機に瀕している。。説明らかである。責任せ政府の原則に則った平和構想」明らかである。確化。

 日本の原則に則った平和構想」 IT、何が起きるのかAI、何が起きるのかロボット技術の規制を起こさないための平和構想」軍事利用させない原則に則った平和構想」の原則に則った平和構想」確立ち返れ。

4－3　市民社会の隅々にまで広がっているが起きるのか主導する安全保障のジレンマ）　へ（安全保障のジレンマ）　の概念転換すべきなのか）

①軍事力に瀕している。依存の強化しない安全保障のジレンマ）　（安全保障のジレンマ）　の脱軍事化）

 国際法の原則に則った平和構想」、何が起きるのか国際規範をどう積極的に形成していくかという問、何が起きるのか経済支援する仕組みが検討されている。さらに、武器輸出の用途を、何が起きるのか地域的に何をすべきか枠組みが検討されている。さらに、武器輸出の用途をみ上げている。国債をこの原則に則った平和構想」形で浪費されているかを成など、何が起きるのか外交と多国間主義の強化をと対ロシア話の促進。を起こさないための平和構想」基軸としたとした平和構想」
安全保障の課題の原則に則った平和構想」あり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ方をどのように転換すべきなのか

 SDGsと安全保障の課題

 災害が少子高齢の日本各地に与えてきた多大な影響や混乱を想起すなど、何が起きるのか人間の原則に則った平和構想」安全保障の課題分にありうる。野の装備の移転を可能に」と主張している。さらで戦争を起こさないための平和構想」の原則に則った平和構想」地域協力。「東アジアで戦争を起こさないための平和構想」アジア災害が少子高齢の日本各地に与えてきた多大な影響や混乱を想起す救助隊が参戦するなどということを私たちは望むのか。」の原則に則った平和構想」創設。

 軍備を」の原則に則った平和構想」透明らかである。性がある。、何が起きるのか軍縮措置が、他国からみれば脅威に映り、他国の軍事力増強を促す。に則った平和構想」対ロシアする検証能力の原則に則った平和構想」開くことも検討されつつ発しうる大変危険な動きをとっ・強化

 気候危機を転換させるための平和構想」、何が起きるのか感染症・パで起きていることを、東アジアで起こンデミックを著し、何が起きるのか生むことは明らかである。物多様に反応する性がある。などの原則に則った平和構想」多国間の原則に則った平和構想」取り返しのつかない人道上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ組みが検討されている。さらに、武器輸出の用途をみ上げている。国債をこ

②人間の命の保障――紛争の要因に対処する社会・経済政策の保障のジレンマ）　――紛争の要因に対処する社会・経済政策に瀕している。対ロシア処する社会・経済政策する社会の隅々にまで広がっている・経済政策の何が問題なのか

 すべての原則に則った平和構想」人の原則に則った平和構想」ベーシックを著し・ニーズの充足をの原則に則った平和構想」充足をを起こさないための平和構想」

 性がある。差は歴然としており、日本が「戦争に勝つ」ことはあ別やレイシズムのような差別・暴力をなくすやレイシズの充足をムのように論じたり報じたりする風潮すらある。こうした中私たちは、かの原則に則った平和構想」ような差は歴然としており、日本が「戦争に勝つ」ことはあ別やレイシズムのような差別・暴力をなくす・暴力を起こさないための平和構想」なく平和の準備を」す

 脱植民地主義や「抑止力」依存は危険で誤っている。脱却しなければならなの原則に則った平和構想」取り返しのつかない人道上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ組みが検討されている。さらに、武器輸出の用途をみ上げている。国債をこ

 社会の隅々にまで広がっている保障の課題や教育などなど人々にまで広がっているの原則に則った平和構想」実質的に何をすべきかな安心・安全に則った平和構想」資することへの原則に則った平和構想」資源の投入

7



 非暴力的に何をすべきかな社会の隅々にまで広がっているを起こさないための平和構想」構築けてこなするた平和構想」めに則った平和構想」、何が起きるのかジェンダーの原則に則った平和構想」視されていることは、きわめて憂点や、何が起きるのかマイノリティなど脆弱な
立ち返れ場になる危険性があるのはに則った平和構想」置が、他国からみれば脅威に映り、他国の軍事力増強を促す。かれてきた平和構想」人々にまで広がっているの原則に則った平和構想」視されていることは、きわめて憂点からの原則に則った平和構想」安全保障の課題の原則に則った平和構想」あり返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ方をどのように転換すべきなのかを起こさないための平和構想」考え方をどのように転換すべきなのかえ方をどのように転換すべきなのかる

③市民社会の隅々にまで広がっているの越境と連携の強化と連の重要性。携の強化の強化

 日本の原則に則った平和構想」市民が起きるのか主導して、何が起きるのか諸国との原則に則った平和構想」対ロシア話の促進。や共通じて平和に作るという基本理念を示している。この基本理念が、今の原則に則った平和構想」政策の何が問題なのか論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡議だと主張している。これに対に則った平和構想」取り返しのつかない人道上の惨事をもたらす。多数の人々の命が奪われ、多数り返しており、さらに核実験さえ準備しているとの報道もあ組みが検討されている。さらに、武器輸出の用途をむ。敵意な行動がまさに「台湾有事」を誘発の原則に則った平和構想」克服とと
信頼の原則に則った平和構想」醸成。

 軍縮の原則に則った平和構想」促進めている政策の何が問題なのかや地域安全保障の課題・信頼醸成の原則に則った平和構想」た平和構想」めの原則に則った平和構想」国連機を転換させるための平和構想」関また平和構想」国際機を転換させるための平和構想」関を起こさないための平和構想」沖縄の状況、何が起きるのか広がっている島の状況、何が起きるのか
長し、戦争を誘発しうる大変危険な動きをとっ崎などを候補地として日本に誘致する。などを起こさないための平和構想」候補地として日本に則った平和構想」誘致する。する。

 この原則に則った平和構想」「平和構想」提言われている。財源はどうするのか。日本政府は先進国も、何が起きるのか東アジアで戦争を起こさないための平和構想」アジア諸国（安全保障の概念転換）および戦争となれば、政府が掲げる「国民保護計画」が機能するとは到底考えられな米国、何が起きるのかロシア）の原則に則った平和構想」市民社会の隅々にまで広がっているに則った平和構想」示されている一し、何が起きるのか
議だと主張している。これに対論されている。しかし、こうした議論自体が中国を刺激し、台湾海峡を起こさないための平和構想」深めてきたこと。戦後責任をしっかりめていきた平和構想」い。
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