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安倍首相にプーチン大統領の突発提案

４島返還の道筋は暗中模索
私の政治遺産・中小企業救済

金はあってもマナーなし
中国人観光客の顰蹙
ITは進化し脳は退化する
ネット依存症中高生93万人

元金融・郵政改革担当大臣 亀 井 静 香 氏に聞く

亀井静香氏

賛成派、反対派双方の意見を議論すべき

日本経営者同友会会長 下 地 常 雄
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沖縄の基地問題を考える
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元金融・郵政改革担当大臣

現在の小選挙区制は二大政党制のもと、国民に政党選
のか、世界をどうするのか。そういう議

国家をどうするのか。国民をどうする

亀井静香 氏に聞く
択という選択肢を与えることで、政治のダイナミズムを
論なんか、何もない。
総理もしていないし、石破氏もしてい

取り戻そうとしたが、現在のように野党が弱すぎ「自民
党一強」だと、それも期待薄だ。日本の政治の有り様を、
ない。
石破氏なんか、中学生の学級討論みた

昨年秋、「一緒にやっていく相棒がいない」として政界
から引退した元金融・郵政改革担当大臣の亀井静香氏に
いな「公正、正直」だとか、言っている

中でも同じことだ。

考える力がなくなったんじゃないの。

部会がつまらなくなっていると…。

ぶつけなくなっていると聞いています。

ないということで、あまり自分の意見を

の皆さんは官邸の意向に逆らってはいけ

では、党の部会などでも、自民党の議員

当たりにしてきたものです。それが最近

い政策論争を目の

は、かなりはげし

呼びつけられて

ばしば、自民党に

おりましたが、し

──昔、大蔵省に

そうだ。

た。

ければならなかっ

いに切磋琢磨しな

同じ政党の中で互

──中選挙区だと

つだ。

大きな原因の１

しょうか？

ったということで

なって特にそうな

──小選挙区制に

けがない。選挙区でそうだから、国会の

これでは、激烈な論争なんて起きるわ

当なことを言っていれば当選できる。

ち見てほい、と、みんなが喜ぶような適

党が公認して、あっち見てほい、こっ

て、当選できるようになった。

の政治家は選挙区でも、政治を考えなく

政治家のサラリーマン化だろうな。今

──どうしてそうなったのでしょうか？

だけだ。

聞いた。 （聞き手＝松田学本誌論説委員長）

ような所感をお持ちでしょうか。亀井先
生は二〇〇一年には自ら立候補されるな
ど、これまで多数の総裁選に関わってこ
られましたが、現在は「安倍一強」のも
とで党内の政策論争が停滞していると言
われているようです。
政策なんてあるの。

11

か め い し ず か １ ９ ３ ６ 年 月 １ 日、 広 島 県 庄 原 市 生 ま れ。 東
京大学経済学部を卒業後、サラリーマンを経て警察庁に入庁。配
属された警察庁警備局で極左事件に関する初代責任者となり、成
田空港事件（東峰十字路事件）、あさま山荘事件、テルアビブ空港
乱射事件などの陣頭指揮を執った警察庁長官官房調査官を最後に
退 官。 退 官 時 の 階 級 は 警 視 正。 退 官 後、 衆 議 院 議 員 に な り、 長 ら
く自由民主党に所属。運輸大臣、建設大臣、自由民主党政務調査
会長を歴任。自民党離党後は国民新党代表、内閣府特命担当大臣（金
融担当）などを歴任、中小企業金融円滑化法の成立に尽力した。
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──今回の自民党総裁選について、どの
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私の政治遺産・中小企業救済
みんなが納得する寄合い政治

考えなくてもどうにか生きていけるか
ら。

ろがあった。
だから、石破氏がいい勝負をする可能

が、どこも大体、そうだ。
──その時々の大きな政策選択が、政権

今はそうでない。社会保障が行き届い
求心力、パワーが求められることになり

大臣だという制度ですから、党首に強い
うものは向いていないという指摘もあり

んが、そもそも日本には二大政党制とい

スタイルとの両方があるのかもしれませ

交代によってなされていくスタイルと、

ているし、だから考える力がなくなった。
ます。安倍一強体制というのは、こうし
ます。

性もあった。

昔は、どうにか生きていけなかった。

餌がもらえる動物園の動物と同じ。野
た小選挙区制のもとで生まれた現象とい
向いているとか、向いていないという

かつての自民党のように、政権与党の中

生ではなくなった。別に摩訶不思議な話
う面がありますが、ここで、対する野党
より、政治形態というのは国によって違

──もともと小選挙区制は、選挙で政党

ではない。
がだらしないとなると、全体主義になっ
うものだ。

まごまごしていると、路頭に迷って食う

──国民全体がそうなってしまったとい
てしまう。役所もみんな官邸にべったり

で切磋琢磨しながらなされていくという

うご指摘ですね。昔は党の中で派閥が切
です。これでは国民には選択肢がみえな

選択を通じて有権者が選ぶのは次の総理

磋琢磨していた。派閥解消と言いながら、
いことになり、民主主義のあり方として

に困ることにもなる。

今は派閥があるのかないのかよくわから
みてどうかという気もいたしますが、い

なっているような気がします。二世三世

──政界に外から良い人材が入りにくく

野党ズレしてしまった。

ない。

まだ彼らは政権をもぎ取るという迫力が

氏とか大塚氏とか、いろいろいるけれど、

ただ野党も、似たりよったりだ。玉木

けの話だ。

裏表と同じで、裏返したら表が出るだ

民民主党だって同じだ。

野党に政策の違いなんてないから、国

だから。

激しい階級社会だ。それが政治にも反映

イギリスというのは身分制度が残った

い。

ましてやイギリスの制度が理想でもな

アメリカの制度が理想でもない。

想だというのは、あるはずがない。

それを１つの制度で統治し、それが理

違う。

国それぞれで生活習慣も歴史も全部、

自体に土台、無理がある。

それを１つの制度で、やるということ

あるが、みんなそれぞれ違う。

地球上で国連加盟国だけで１９６カ国

ないような状態ですが、どちらがよかっ
民主主義が何かという問題はあるけれ

かがでしょうか。

そりゃ、昔は派閥の親分が議員を大臣
ど、そもそも世界で民主主義の国はある

たのか。
にしたり、金も呉れてやっていた。今は
のだろうか。

ップダウンだ。

議論を積み上げているわけではなく、ト

アメリカだって大統領の権限が強い。

りないですね。

──確かに、うまくいっている国はあま

それはない。
ただ気の合った者同士の仲良しクラブ
の長でしかない。
だから統制力がない。
今度の総裁選にしても、派閥の長と称
する親分に統制力がないから、無記名投

えばアベノミクスに対抗して、何をする

欧州は若干、そうでないところもある

されている。

のか、インパクトのある政策の対抗軸が

票で実際に誰に入れるか分からないとこ

──「もりかけ」
（森友・加計問題）は、

アベノミクスといっても、大企業はう

見えていないように思います。

のに、政局を左右するまでになってしま

まくいっているのだろうが、中小企業は

スキャンダルとしての実体はあまりない
った。強すぎる総理のもとで、驕りや緩

うまくいっているの？

末端にいる人間も、今、何とかやって

だ。

のある者のみが豊かになっているだけ

アベノミクスというのは、現に今、力

ん上がっているの？

また、大企業の従業員の給料はぼんぼ

みが出たという声が結構ありますが、こ
の見方に与しますか？
「 も り か け 」 問 題 は よ く 知 ら な い が、
忖度されるのは本人が防ぐことはできな
い。
忖度されるのはけしからんといって責
めたって、悪いのは忖度したほうだ。

でないと組織も地盤もなく、選挙は風頼
みとなり、そんな博打のような選挙に自

いけるから黙っているに過ぎない。
上の人間がいい生活をし、一番下の連

分の全てを擲ってまでとなると、これま

しかし、人間は忖度しながら生きてい

中が、どうにか食えていけるから、そう

る。そうでないと生きていけない。
そうでしょう。

で何かを築き上げてきた優れた人材であ

じゃないか。

それは物好きでないと入ってこないの

ではないということになってしまう。

るほど、普通の常識がある人が出る世界

いうので満足している。
──そうは言っても、これから安倍政権

これを奴隷の繁栄と言う。

強い者の力を忖度しながら、生きてい
る。
それがないほうがいいといっても、あ

が３年続くことになりますが…。
それ自体、分からない。

のチェ・ゲバラのようにはいかない。
──石破氏は、政治手法を見直した方が

─ ─ 前 回 の イ ン タ ビ ュ ー で、 亀 井 先 生

あんたも物好きの１人だ。
は、終りの始まりになるかもしれない。

は、日本は鎖国すべきだと主張されてい

来年、参議院で負ける。今度の総裁選
中学生みたいな議論ばかりして、
「お

──野党が伸びてくるということです

いいと言っています。
前はもういい。おれがやる、どけ」とい

ましたが、これはアメリカのグローバリ
ズムに対抗するという意味だったと思い

か？ まとまるのでしょうか？
選挙となると結束する。そのほうが得

った、その迫力がない。
──もっと本質的な政策論として、たと
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も、少数が納得し満足することを求め、

日本はそうではない。多数ではあって

─ ─ 民 衆 が 支 配 す る。
「 デ モ ク ラ シ ー」
物事を決めていった。

民主主義とは何なのか？

リカ自身がグローバリゼーションに背を
の語源は、ギリシャ語のデモス（民衆）

ます。ところが、トランプ大統領のアメ
向けて、保護主義に動いています。

我々には我々の考えがあるということ

違う。

向うは人種が違い、風土も生活原理も

として信じ過ぎている面はありますね。

で生まれた原理を、絶対的に正しいもの

──確かに、もともとは欧州やアメリカ

いわば談合社会だ。

世界の歴史で、民衆が支配したことが

す。

とクラティア（支配）を合わせた言葉で

世界の潮流がそうだ。日本もそれでい
かないといけない。
世界が保護主義でいっている時に、日
ありましたか？
あるわけがない。

本だけがオープンにすれば、日本をただ
安売りするだけの話になる。
ないことを言ってもだめだ。頭の中で
作り上げた虚像だ。蜃気楼みたいなもの

──保護主義が世界の潮流になったとい
うことでしょうか？
で、いいのじゃないの。それを無理に、

も、中間選挙を意識したものですが、ア

──アメリカの保護主義的な措置の連発
村人達が集まってお祭りの相談をし、田

ある。日本人の場合は、村の鎮守の森で、

昔から人間はそれぞれの生活の仕方が

いうのは？

──では、日本に合った政治の仕組みと

たわけではない。

だ。

メリカ国内でも、これで困る業界が出て
植えや水の配分の相談をし、共同作業だ

今は第二次帝国主義時代だ。

きたりしていますし、いずれ消費者にツ
からみんなで話し合って生きていった。

ねじ曲げたって、それで教養が高くなっ

ケが回ることにもなります。トランプは
多数決で決めたわけではない。納得す

う か？ そ も そ も ト ラ ン プ の 過 激 な 政 策
「いいですな」とか「ああいいでしょう」

るまで相談して、みんなで決めた。
ものではない。

けきろうとしても、なかなか抜けきれる

土俗の生活の仕方がある。それから抜

日本には土俗の思想がある。

果たして中間選挙を乗り切れるでしょ
も、自らの選挙公約に忠実にやっている

これが

権力を握る。しかし、民衆が勝どきを上

フランス革命の時、民衆が蜂起して、

いうことですね。

実際は違うものになってしまっていると

いうと、多数決ではなくみんなが納得す

日本の土俗のやり方というのは何かと

なる。

ずれ閉塞状況に追い込まれていくことに

も、それだけではどうしようもなく、い

だから欧米の物まねばかりしていて

と言ってね。

談合坂というのもある。
日 本 の

げた瞬間に、民衆から権力は離れていっ

寄り合いというのはそういうものだ。

ことだ。多数が少数を支配する。

人でも多い方が少数者を支配するという

民主主義の多数決原理というのは、一

の生活の仕方だった。

それが日本の生活の仕方だった。土俗

という意味では、一番、民主主義をやっ
ているという見方もできます。インテリ
の方々は民主主義の危機だと言っていま
す。
中間選挙がどうなるか分からない。ア
メリカのことで、アメリカ人が選ぶ話だ。

るまで、話しあいで物事を決めていくス
タイルだ。

生活文化

た。
ナポレオンだって同じだ

だ。
外国の

というの

のやり方を自信を持って、やっていけば

だから日本人は猿真似ではなく、日本

世界の歴史も全部そうだ。中国の革命

は、力が

いい。

多 数 決

強いもの

──亀井先生はかつて金融担当大臣とし

だって、そうだ。最後は共産党のトップ

が弱いも

て、銀行が融資先の中小企業に寄り添っ

原理とい

のを支配

て、債務返済をもう少し待てば蘇生する

が、権力を握ってしまった。

する時に

企業が多数あるという実態に鑑みて、い

うやり方

使う手段

わゆる金融モラトリアム（中小企業金融
極めて簡単明瞭な現実に沿ったことを

円滑化法）を実施されました。

だ。
日本の
文化は違

金貸しを生業とする銀行は、金を貸し

やっただけのことだ。
──民衆

て、利息を付けて返してもらって、それ

う。
が支配す

で商売が成り立っている。
その貸した金が返ってこないとしょう

るといい
な が ら、
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ではなかなか生産性が上がっていない場
合が多いようで、やはり国の助けがない

──こうしたモラトリアム的な措置に対
しては、ゾンビ企業を生きながらえさせ、

がない。だから借りた金が返せなくて困
っている時に、相手を絞め殺してしまっ
と駄目だということなのでしょうか？

それはどうしょうもない。自立性のな

うな企業は潰れる。

助けてもらうことだけ当てにしているよ

やはり自ら立つという精神がないと、

おんぶにだっこじゃね。

うね。

企業自体も、やる気がないと駄目だろ

新陳代謝を遅らせて、結局は日本経済の

ってもそうはいかない。

て、それを栄養にして大きくなろうとい

強いものが弱いものを、どんどん潰し

くいくはずがなく経済を潰す。

そんな新自由主義的な考え方は、うま

いう批判もあります。

生産性や賃金が上がらないことになると

たら元も子もなくなる。
金の卵を産む鶏を絞めるようなことは
せず、助けて立ち直らせ、それで利息を
付けて返してもらえばいい。
だから返せるまで、よくなるまで、返
させるな。
モラトリアムは銀行のためにもなる話
だ。
い人間は助けようがないのと同じだ。
──たとえば沖縄などの地域では、地元

やはり、弱い者は助けてやる。そうい
う努力を大きい者がやらないといけな

全銀協会長なんか、
「そういわれてみ
ればそうですね」と言っていた。
サーが、いったん不良債権処理をしたは

を代表するような沖縄大手銀行とサービ

子供だって、親が育ててやる。子供を
ずの債権についてまで血も涙もないハゲ

い。
放っておいて、一人で大きくなるわけで

これでは、とりわけ、これから先細りが

ハゲタカ的な事例が見られるそうです。

向が大きく変わったようですが、未だに

特に森前長官のもとで銀行への指導の方

耳にします。日本の金融行政も、近年、

対する不信感が蔓延しているという声も

タカ的回収をしているといった、銀行に

ろうけれどね。

ただ、その面倒を見すぎだというのだ

大事だ。

国がある程度、面倒をみてやることが

おいてうまくいくわけではない。

中小企業や零細企業にしても、放って

はない。

──相手が繁栄してこそ、銀行も儲かる。
潰したらどうしようもない。
担保をとっても潰したら、それでお仕
舞になってしまう。
借りた金が返せるようになるまで、返
す必要がないという、当たり前のことを
したに過ぎない。
ただ、時の総理大臣から、日本中が腰
を抜かしたけれど、あれでよかったと言
われた。あれで何十万の中小企業が倒産

懸念される地銀などにとってかえってよ
くないようにも思えます。今の銀行は、

基本的に、誰か助けてやるものがいて、
うまくいく。

やる気のある企業をサポートしているよ

しなくて済んだのは事実だ。
──地方創生が言われますが、地方経済

今の金融界に詳しいわけではないが、

を世界の中で伍していき、国民を幸せに

対立軸といっても、政治の目的は国家

退した後では画風は変わりましたか？

──ご趣味の油絵ですが、現役時代と引

私はろくなことをしていないけれど、
あれだけはいいことをしたと思う。

るのではないかと懸念します。

新自由主義的なやり方では、いずれ銀行

していくことだから、大体、対立するも

日本の国柄にあった自分達の憲法を作

うになっていますか？

自体が存在できなくなる。企業があって
のではない。

官、 年日本維新の会より衆議院議

０１０年国政進出のため財務省を退

郵貯簡保管理機構理事等を経て、２

本 省 課 長、 東 京 医 科 歯 科 大 学 教 授、

学卒、同年大蔵省入省、内閣審議官、

まつだ まなぶ １９８１年東京大

【聞き手プロフィール】

い。まだ、仙人になりきってないから。

今、本当は描きたいのだが、雑用が多

しい。

最近は描けない。辞めてからの方が忙

らないといけない。

の銀行だからだ。

政策についての、ウェイトの置き方の
違いだけだろう。

超優良企業ばかりだったら、銀行なん
て存在する必要がない。それこそ銀行が

──そのウェイトの置き方の中で、今の
自民党をどう見ておられますか？

貯金箱みたいになってしまう。
預かり金だけで飯を食っているような

今の自民党には土の匂いがしなくなっ
た。ＩＴやプラスチックの匂いばっかり

ものだ。
──地銀などの場合、地域経済全体が伸

する。

──自民党総裁選でも論点になったのが

土の匂いがしないといけない。

それではだめだ。人の汗の匂いとか、

びないと、銀行そのものがやっていけな
くなる。貸し先がなくて困っているとい
う話を聞きます。
潰してしまえば、貸し先がないのは当

憲法はマッカーサーが日本占領中に作

憲法改正ですが、９条のことも含め、ど

制のもとで政権交代が起こることで、国

ったものだ。あんなものは廃棄して、自

たり前だ。

民に政党選択という形で選択肢を与え、

主憲法を作るのは当たり前のことだ。

うお考えですか？

国民本位の形で政治に緊張感を与えると

９条だろうが、全部、いけない。

──さて、現在の小選挙区制は二大政党

いったことが大きな主眼でした。それが

天皇にしても、国民の総意に基づきと

に存在していた。

天皇は天照大御神の時から、国民と共

なっているが、冗談じゃない。

現在のように野党が弱すぎて「自民党一
強」だと、事実上、与党の中で対立軸を
明確に出していかないと、国民にとって
「政治」ということの意味が見えなくな

員に当選、同党国会議員団副幹事長、
衆院内閣委員会理事、次世代の党政
調会長代理等を歴任。現在は東京大
学大学院客員教授のほか様々な役職。
著書は「国力倍増論」
、
「サイバーセ
キュリティと仮想通貨が日本を救う」
など多数。
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沖縄の基地問題を考える

賛成派、反対派双方の
意見を議論すべき
沖縄を揺るがせている米軍普天間飛行場移設問題。国が決めた安全保障政策を
日本や北東アジア地域の平和を維持する

ても思えない。在沖米軍は、沖縄を含む

要するほどの不手際が国にあったとはと

下地常雄

一方的に地元に申し渡す姿勢では通用しないが、反対派もただ反対ありきでは建

日本経営者同友会会長

設的な意見は封印され沖縄の未来は担保されることはない。

なくとも、沖縄の未来や基地政策のあり

と疑われても仕方のない手法だった。少

沖縄知事選をにらんだ選挙目当てのもの

気づいていない。

そ、平和に逆行する行為だということに

民の安全のいずれをも損なう「撤回」こ

ための重要な抑止力だ。その抑止力と住

沖縄県が、米軍普天間飛行場の移設の
方について、決して建設的な議論を交わ

辺野古埋め立て承認撤回

ための辺野古埋め立て承認を撤回した。
すことにつながらない。

政権時代だ。基地問題をこじらせて、日

たのは、翁長氏の死去に伴う９月 日の

た。知事不在にもかかわらず撤回を決め

事は一時的にせよ停止を余儀なくされ

している観点からものを言う人はだれも

どうかは別として、基地に依存して生活

階になっていた。環境対策を含め撤回を

で、ようやく埋め立て土砂を投入する段

辺野古移設は日米両国の外交上の約束

といけない。

の移設問題でいただけなかったのは鳩山

振り返れば、沖縄の米軍普天間飛行場

く基地反対運動では、時代の大流を突き

こうした小手先のパフォーマンスで動

これにより、国が進めてきた埋め立て工

米関係に波風を立たせてしまっただけで
いないというのはおかしい。

は米軍撤退でスラムみたいに変わり果て

例えば米軍の町だったコザ市も、今で

動かすことは難しい。

なく、沖縄県民の不信をも増幅させてし

ている。基地に依存してきた人たちは、

を欠く。基地対策費など予算がたくさん

地域の経済も考慮に入れないとバランス

といった失業者対策や景気振興策など、

てくる。そうした人々のための雇用確保

負ったままだが、いつまでも戦争の被害

敗戦から今日まで、沖縄は過去の傷を

基地が無くなれば失業する人たちが出

鳩山首相は普天間飛行場を鹿児島県徳

つくが、このような失業者に還元するた

者意識を持ち続けるのは問題だ。そうし

まった。
之島へ移設する県外移設案で乗り切ろう

めの予算ではないのだ。こういった議論

たマイナス感情をずっと引きずり続けて

商売あがったりだ。

としたものの、米国は地元の了解を取り

をこれまで、全くしてこなかった。ただ

いても、良いことは何一つない。そろそ

ただ沖縄住民の姿勢にも問題がないと
は言えない。

ことで逆に戦争リスクが減ることが想定

沖縄にカウンター力としての基地がある

ち向かう軍事力は持っていない。むしろ、

た中国にしたって、正面切って米軍に立

はない。経済成長を軍事力に転嫁してき

まず、この時代、米国に戦争を売る国

ずだ。

れば、これほど条件のいい誘致はないは

のかと思ってきた一人だ。企業誘致とす

補地として何で諸手をあげて誘致しない

私の出身地は宮古島だが、米軍基地候

には負け犬になってしまう。

被害者意識いつまでも持つな

付けられないままではだめだと拒否した。

基地反対というスローガンだけの運動に

ろ卒業すべきだ。そうでないと、最終的

米軍の町コザ市の変貌

過ぎない側面があったことは反省しない

基地反対というけれども、賛成するか

【プロフィール】しもじ つねお
沖縄出身で歴代米大統領に最も接近した国際人。
1944 年沖縄宮古島生まれ。77 年に日本経営者同
友会設立。93 年ＡＳＥＡＮ協会代表理事に就任。
レーガン大統領からオバマ大統領までの米国歴代
大統領やブータン王国首相、北マリアナ諸島サイ
パン知事やテニアン市長などとも親交が深い沖縄
出身の国際人。テニアン経営顧問、レーガン大統
領記念館の国際委員も務める。また、2009 年モ
ンゴル政府から友好勲章（ナイラムダルメダル）
を受章。東南アジア諸国の首脳とも幅広い人脈を
持ち活躍している。
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場所となったのが港湾都市ニューオリン
ドイツでは、
「米独地位協定」によっ

軍が優越的特権を持っているように思っ

基地反対論者の中には、犯罪が起きる
ズだったが、音楽隊の楽器は中古品とし
て基本的に米国軍法が適用されるが、日

争終結後、家路を急いだ南部兵士の集結

という懸念も根強いものがある。しかし、
て大量にマーケットに流れて、
「ジャズ
本では公務執行中を例外として基本的に

される。

何千人という駐留兵士が生活すれば、た
の都」となった経緯がある。ジャズが戦
日本の法律が適用され、日本の裁判所で

ているが実は逆だ。

まには犯罪が起きるのは致し方のないこ
争と切っても切れない関係があることに
ともあれ普通だったら賛成、反対の双

とだ。それでも町ができ、多様な人々の
なお沖縄出身の芸能人はハーフが多
方 の 意 見 が あ る も の だ が、 沖 縄 で は 基

裁かれる。

市の活性化には大いに貢献すると思う。
い。安室奈美恵にしても、米国人と沖縄
地に賛成といえば悪人みたいに扱われ

興味を覚える。

米軍駐留のマイナス面だけを誇張する
女性のハーフだ。そもそもハーフは芸術

交流によって醸成される文化が生まれ、

のでなく、プラスの側面も考慮しておか
る「無言の圧力」が厳然として存在する。

沖縄には、様々な文化が交錯するとこ

的な感性が違う。

い。その落とし所を、しっかり見据えて
ろだ。それをマイナス点ばかり前面に出
賛成派と反対派が冷静に議論できるの

ないとバランスの取れた対応ができな
基地問題解決に持ち込むのが政治家たる
して、米軍バッシングを展開するやりか

意見も聞く責任があると思う。個別に会

ることが必要だ。マスコミは、賛成派の

自由に自分の意見を述べられるようにな

った〝戦犯〟だ。

この点、マスコミはこうした風評をあお

者の務めだろう。
が、民主主義だと思う。その意味でも、

沖縄ではこれまで、駐留米軍の違法行

日米地位協定

たというのは、いかがなものかと思う。

ジャズ文化
沖縄はジャズ文化の宝庫だ。戦後の東
京でも、山王ホテルなどでもジャズの生
えば、賛成という意見の人も少なからず

定に対する基本的な誤解があるように思

だが、日本のメディアには日米地位協
てみれば大きな問題だけれど、そもそも

基地問題というのは、沖縄の人にとっ

為に神経を尖らせてきた経緯がある。

う。そもそもこの協定は、
「日本と米国

米国にしたら基地がどこに移転すると

演奏が行われてジャズブームが到来して
いる。近年、沖縄ジャズの草分け的存在

の地位」を定めたものではなく、在日米

か、正直、大きな問題ではない。

いる。

）

軍が日本でどういった法的地位にあるか

ズのライブハウスがたくさんある。

が逝去されたが、今でも、沖縄ではジャ

であるジャズピアニスト屋来文雄（

ジャズ発祥の地は、ミシシッピ流域都

過去、沖縄に心血を注いだ大物政治家
は何人もいた。
１９４７年、戦後初めて沖縄人連盟を

山中氏の後継者、下地幹郎氏
その山中氏の後継者として、下地幹郎
衆議院議員がいる。山中氏の弟子みたい
な立場だ。
米軍普天間飛行場返還合意を米国から

組んだ橋本龍太郎氏だった。その橋本政

歓迎を受けた稲嶺一郎氏は生涯、沖縄復

元首相の小渕恵三氏も、沖縄への思い

権時代、官房長官・沖縄担当大臣だった

取り付けたのは、
「沖縄は内閣の最重要

入れには深いものがあるが、学生時代、

梶山静六氏は、
「沖縄が私の死に場所だ」

興に全力を尽くし、沖縄保守勢力の中心

稲嶺一郎氏の東京の家に下宿していて、

とも語ったほど沖縄への思い入れは深か

課題だ」として政権の総力を挙げて取り

多分に稲嶺氏から継承した沖縄への情熱

ろうか？

今の政治家に、こうした人物がいるだ

った。
は、命惜しまぬ鹿児島の侍である山中貞

なお初代沖縄開発庁長官を務めたの

と理解できる。

軸として活躍された。

代表して沖縄を訪問し、沖縄県民から大

これは日本のマスコミが悪い。それに

を定めたものだ。多くの人々は、在日米

外務省だ。なぜそんなに大騒ぎするのか、
理解できない。
日本政府が移転費から宿舎の建築費ま
で、全部日本が負担する。金も全部出し
た上で、米国にどう思いますかとお伺い
をたてるというのもどうかと思う。

すことはできない」として、祖国復帰に

て「鹿児島の人間として知らぬ顔で過ご

薩摩藩による琉球侵攻の歴史につい

て立つダイナミックな政治家は見当たら

ほどだが、アジアを俯瞰し歴史を背負っ

粒のイクラ型政治家ばかり掃いて捨てる

は、そつなく丸くまとまってはいるが小

二世議員が跳梁跋扈する今の永田町で

立ててピシッとものが言える政治家が必

大車輪の働きをした後、山中氏は電気も

なくなった。損得を抜きにして国のため

則氏だった。

要だと思う。これは米国のためにもいい

水もない島ちゃび（離島区）の復興に尽

に汗を流す井戸塀政治家は皆無に等しい。

沖縄を愛した政治家
その意味でも、戦後の沖縄の自縄自縛
的な政治風土を変えないといけない。
ともかく沖縄では、何か事を起こそう
とすると、どういうわけか、まず反対か

中氏は初めての名誉沖縄県民となり、沖

沖縄の基地問題は、こうした現在の薄
るように思える。

っぺらな政治家の質を浮き彫りにしてい
後、死去した。

縄の羅針盤として期待されていたが半年

12

と思う。

力した経緯がある。２００３年 月、山

いやならうちはやらないよっと、筋道

ら入る。

市の米国南部ニューオリンズだ。南北戦

70
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下地幹郎氏

安倍首相が９月 日の自民党総裁選で選出される見通しだ。首相は総裁選の最大の

う国民投票に持ち込む戦略を描いている。

総裁選３選後の政権戦略
れで党内論争が決着した」
（自民党幹部）
と見なす考えのようだ。
首相が２項の維持にこだわる理由は２
つある。最大の理由は、自衛隊が合憲か
違憲か絶えない論争を決着させるために

改憲案を提出するという自らの改憲戦略

首相は総裁選の最中、
「次の国会」に
憲を軸にした政権運営に弾みを付けると

との改憲論争に決着を付け、秋以降の改

でなく、対抗馬となった石破茂元幹事長
い入れがあることだ。

みたいという首相の執念とも言うべき思

「自衛隊」の３文字を何としても盛り込

を明らかにした。これは、秋の臨時国会
いう意味があった。

筋を示したものだ。

０２０年に新憲法を施行する」という道

得た上で発議して国民投票につなげ、「２

国会で衆参両院の３分の２以上の賛成を

ま維持して「９条の２」を新設し、
「自

国の交戦権はこれを認めない」をそのま

空軍その他の戦力はこれを保持しない。

自民党内では、憲法９条２項の「陸海

し、一身の利害を超えて公に尽くす。

ていた。
「つねに国民の心を自己の心と

衛隊員への熱い思いと誇りがほとばしっ

幹部会同に出席した首相の挨拶には、自

衛隊の指揮官が一堂に会する自衛隊高級

９月３日午前、防衛省で同省幹部や自

に自民党の改憲案を提示し、来年の通常

憲法改正で求心力を確保

案 が 併 存 し て い た。 首 相 と し て は「 こ

め、秋の国会に党としての改憲案を提出し、来年７月の参院選の際の投票と同時に行

保できるとの確信を強めている。最後の任期３年の間に悲願の憲法改正を実現するた

争点を憲法改正と位置付けたことから、今後の政権運営に向け「改憲」で求心力を確

20

として残す、というもので、最終的なゴ

だけは得て、２項削除は次の段階の作業

現しない。せめて自衛隊盛り込みの理解

上で作業を進めていかなければ改憲が実

つまり、
「公明党など他党との合意の

他党の理解も大切だ」などと語った。

成立させてきた。公明党の理解を得たい。

同記者会見で、
「公明党と一緒に法案を

ある。首相は 日行われた石破氏との共

が必要だ、というのが第二の理由なので

て成立させるために他党との議論で妥協

うすべきなのか。その文言を盛り込ませ

それを現実的に実現させるためにはど

の改憲への意欲をにじませたのである。

訴え、自衛隊の根拠規定を明記するため

環境を整えることが政治家の責任だ」と

員が強い誇りを持って任務を全うできる

たこともあったと思う。すべての自衛隊

た上で、
「時には心ない批判にさらされ

上の短縮という異例の事態となっただけ

雨や北海道大地震による選挙日程の事実

そのため、今回の総裁選は、西日本豪

が、その難も振り払わねばならない。

の改憲阻止圧力は強まるものと見られる

は指摘する。今後、さらにあの手この手

狂い咲きだ」と保守系のマスコミ関係者

わりと偏向報道ぶりは改憲阻止のための

欲を示したことがあり、あの異常なこだ

首相が２０２０年５月までの改憲に意

報道は後回しにされた。
「その背景には、

て安倍つぶしに傾注し他の重要課題の

日、東京やその系列のテレビ局はこぞっ

に見られたごとく、リベラルの朝日、毎

カケ」
（森友・加計）問題に関する報道

あたっての課題となろう。また、
「モリ・

れをどう説得できるのか、が首相のさし

での加憲については消極的なままだ。こ

得るとしている。
「自衛隊」を盛り込ん

る緊急事態条項なら改憲のテーマになり

る対応を考慮して国会議員任期延長に限

案した「加憲」を提唱し、緊急時におけ

問題は公明党の姿勢だ。社会変化を勘

「通常の軍隊」と位置付ける石破氏らの

２項を削除して自衛隊の保持を明記し、

衛隊」を書き込むという首相らの案と、

年５月の返還を実現させて２カ月後に退

チフレーズに掲げて求心力を維持し、

還なくして戦後は終わらない」をキャッ

の大叔父の佐藤栄作長期政権は「沖縄返

われる時期に来ているとも言える。首相

たことからも、すべての党員の覚悟が問

が１９５５年の自民党結党時の党是だっ

の姿勢を繰り返し明確にしている。改憲

続けるわけにはいかない」と改憲発議へ

ければならない。いつまでも議論だけを

悲願であり、その責任を果たしていかな

裕がない。

の計算も働こう。前半は統一地方選で余

ではマイナス効果となる可能性が強いと

が決まっている。引き上げ後の国民投票

待できる。経費の節減にもなる。また、

下でのお祝い気分の中での投票効果を期

時のタイミングであれば、新たな天皇の

諸君を私は頼もしく誇りに思う」と述べ

神を実践し、国民の負託に全力で応える

年以上受け継がれる自衛官の心構えの精

月には消費税を ％に引き上げること

ールは石破案とほとんど変わらないのが

10

首相は「憲法改正は全ての自民党員の

10

するというものだ。

の戦術として２項を残したままの主張を

とのある「９条２段階改憲論」で、当面

する。以前、船田元衆院議員が語ったこ

首相の腹案なのだ」と自民党中堅は解説

とはいっても国政選挙である参院選と同

できればそれは可能だろう。ただ、過密

みたいとの意見もある。公明党さえ説得

スケジュールが過密なため年内に持ち込

国民投票の時期については、来年中は

いに臨むことになる。

アピールして最後の３年間の本丸での戦

戦後レジームから脱却できない」ことを

脱却」を掲げた首相も、
「改憲なくして

陣した。
「戦後レジーム（体制）からの

16
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50
72

10

安倍首相にプーチン大統領の突発提案

年内の「無条件」平和条約締結

チン大統領も「短期間で解決できると考
えるのは稚拙だが、双方が受け入れ可能
な解決策を模索する用意がある」と安倍
発言をフォローし、柔軟な姿勢を示した。
だが、この両首脳の〝歩み寄り〟が北
回目。腹の内

方領土問題の解決につながるかは疑わし
い。
「２人の首脳会談は

法的立場を害さず、できることから実現

会談後の記者発表で首相は、
「双方の
もいる。

るのではないか」と指摘する政界関係者

を分けて統治された沖縄方式が念頭にあ

が分かって話を詰めている。軍政と民政

初めに派遣することも確認した。この構
する。こうした変化を積み重ねた先に目

合意した」ことを具体化したもの。

という政府方針を転換したものだ。プー

４島返還の道筋は暗中模索
安倍首相は９月 日、訪問先のロシア極東ウラジオストクでプーチン大統領と

車となった。
両首脳が一致したのは、温室野菜栽培
や観光、風力発電など５項目の実施に向

想は、２０１６年 月にプーチン大統領

けた作業の進め方だ。現地調査団を 月

な制度』について交渉を開始することで

を締結するよう首相に突然呼び掛けた。４島返還の道筋は全く見えないままの発

出した。だが、 日にはプーチン大統領は年末までに「無条件」で日露平和条約

活動の実現に向けた「ロードマップ（行程表）
」を取りまとめ新たな一歩を踏み

２時間 分会談した。両首脳は、わが国固有の領土である北方４島での共同経済

10

12

が来日した際、安倍首相と「北方４島で
指す平和条約がある」と述べたが、これ

しかし、沖縄のケースは、日本人が返

律に反しない場合のみ可能」
（モルグロ

還運動を盛り上げたが、北方４島の住民

月３日付）を引用した情報に

フ外務次官）との厳しい立場を主張して

は従来の「４島返還後の平和条約締結」

よると、４島の一つの択捉島

いた。またロシア側の学者は、
「最近の

それでも、三井物産、三菱商事、丸紅

ラブロフ外相らの発言を聞くと領土問題

本格配備されればそれ以来の

など大手の日本の商社は日露関係の軟化

闘機が試験配備された。択捉

常駐となる可能性があるとい

を好機とばかりに、大型の事業計画に参

が前進する気配はない」
（クジミンコフ・

う。同島ではまた、最新鋭の

画しようと競い出している。ロシア側は

には旧ソ連時代はミグ戦闘機

地対艦ミサイル「バスチョン」

さらに大きな事業計画に参入するよう誘

ロシア科学アカデミー極東研究所上級研

が実戦配備され、国後島にも

導している。 日にはプーチン大統領が

が常駐していたが、ソ連崩壊

このほど、新型の地対艦ミサ

究員）と分析しているのだ。

35

後に撤収された。スホイ機が

にロシア空軍のスホイ

Ｓ戦

日露が共同経済活動をするための『特別

12

10

22

35

イル「バール」が移送された。

締結するよう突然、呼び掛けた。菅官房

年末までに「無条件」で日露平和条約を

はロシア人で、日本人は訪問することす

戦の結果、ソ連、そしてロシアに合法的

方領土のロシア側呼称）は第２次世界大

「 ク リ ル 諸 島（ 千 島 列 島 と 北

平和条約締結交渉について

補 佐 官 は 会 談 に 先 立 つ ５ 日、

ロシアのウシャコフ大統領

の先に平和条約がある」という首相の描

い」と述べるにとどめた。果たして「そ

意図についてコメントすることは控えた

らも、
「大統領の発言は承知しているが、

き続き粘り強く交渉する」と語りなが

て平和条約を締結する基本方針の下、引

長官は「北方４島の帰属の問題を解決し

ら自由にできない。それどころか、４島

くシナリオに誤りはないのか。
その一例として、時事通信がサハリン

勢を強調。共同経済活動も「ロシアの法

る」と語り、領土返還交渉で譲らない姿

の軍事拠点化が加速しているのだ。
州のメディア「サハリン・インフォ」
（８

首相は肝に銘じなければならない。

外交交渉でやり直しのきかないことを

に編入された。この立場で日本と協議す

は初という。

国後島への対艦ミサイル配備

12
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日ロ首脳会談＝９月10日、内閣広報室提供

骨に立憲民主と同じ共産との連携を強調
したため、玉木氏が軌道修正。
「共産党
を含めた調整を実現しないといけない。
調整の仕組みは必要だ」と語り、野党間

野党の国民民主党は９月４日、都内の
国会が始まるまでに協力できる党・会派

他の野党に対する姿勢も甘い。
「臨時
要だと国民に訴えていきたい」と意気込

玉木氏は「私たちがこの国の政治に必

る。これでは、立憲民主と変わりがない。

国民民主党 新代表に玉木氏
共産と協力なら立憲と同じ
ホテルで代表選のための臨時党大会を開
には統一会派を呼び掛けたい」と野党共
むが、
いったい何を訴えていくのか。「
（国

の候補者一本化に意欲を示したのであ

き、玉木雄一郎共同代表（ ）が津村啓
闘を重視する姿勢を示したが、期待の立
会論戦では）バッタバッタと切り倒して

介衆院議員（ ）を破り新代表に選出さ

だことから足並みがそろわず「しこり」

を掲げ是々非々の対応を独自に突き進ん
けるのか、疑問視する向きは多い。代表

％に満たない政党支持率をアップしてい

しかし、鼻息は荒いがこれで本当に１

いきたい」ともアピールした。

だが、政党の理念が見えず選挙互助会
が残ったまま。代表選では政権との対決
選では、候補者が全国遊説を展開したが、

た玉木代表は「全党一丸となって党勢拡

の様相だ。代表任期の２０２１年９月末
姿勢を強調したが、疑念を消すことは容

大に取り組みたい」と抱負を語った。

まで党自体が存続できるのか、早くも悲
党員・サポーターの投票率は約 ％にす

観論が噴出している。

村氏 ポイントで玉木氏の圧勝だった。

選の結果は、玉木氏２０４ポイント、津
めぐる方針では、立憲民主が共産との協

るのに共闘できるのか。来年の参院選を

共産などは反対だ。基本的な政策が異な

れに追随する動きが出ないとも限らな

院では野党第一党の国民民主党だが、こ

提出し同党は除籍処分にした。現在、参

員（比例代表中国ブロック）が離党届を

消費税について玉木氏は来年秋の増税

だが、玉木氏は党の理念や自らの政治
力を前面に出していたのに対して玉木氏

い。来夏の参院選を境に党が空中分解し

国会議員、公認予定者、地方議員、党
代表選前の８月 日、柚木道義衆院議

信条を語ることはなかった。
「これから
は「右でも左でもない中道」と語って消

る中国人観光客の顰蹙は、何も日本だけ

ー客の男女が乗機した際、互いの席が離

ら南京に飛んでいた機内で、中国人ツア

そ し て 昨 年 の 年 末 に は、 バ ン コ ク か

がある。

ーンがインターネット上で拡散したこと

抱えてデパートのゴミ箱に放尿させるシ

界に広がっている。

代表としてやることはたった一つ。仲間
挙互助会の域を出ない。

電車やバスの車内だろうが辺り構わ

内で購入した熱湯の入ったインスタント

れていたことを不服として暴れだし、機

タイ北部のチェンマイ空港では、中国

ず大声でしゃべり、痰を掃き、立ちショ
ンやゴミのポイ捨てなど、マナーの悪さ

ヌードルを女性客室乗務員に投げ付ける

サイトのフェイスブックに投稿さ

様子を撮影した写真がネット交流

った備え付けの品々に手を出す輩も少な

まだしも、バスタオルやシーツなどとい

ホテルでも使い捨て石鹸や髭剃りなら

などのパワハラで批判が続出した。

れ、テレビや新聞が大きく報道し

品の値段の一覧表があったのには驚かさ

くない。中国のホテルに宿泊した際、備
干してあったのは赤のブラジャ

れた。その中にはテレビも入っていた。

今ではタイの外国人観光客のトップの

ーと黒いパンティーだったが、こ

さらに、かつてプミポン国王に

座を占める中国人だが、お金を落として

これらが持ち逃げなど紛失した際、賠償

対する一般参賀が行われたバンコ

くれることはありがたいのだけれど、こ

うしたことは中国では日常的なこ

クのアナンタサマーコム宮殿の前

うした中国人の地に落ちた道徳をまざま

金を請求するというものだが、こうした

で、中国人ツアー客の一人とみら

ざと見せつけられるのには強い抵抗があ

とでも、タイではマナーに欠ける

れる女児が下水溝の上にしゃがん

る。

ことが日常茶飯ということなのだろう。

で放尿する写真や、母親が男児を

と批判が続出した。

たことがあった。

ーミナルのイスの上で干している

人女性がブラジャーとパンティーをタ

の話ではない。

金 は あ っ て も マ ナ ー な し
中 国 人 観 光 客 の 顰 蹙

ところが、今回、対抗馬の津村氏が露

てしまうのではないか、そんな憶測が政

を実施すべきとの見解だが、立憲民主や

31

極的だった。

22

を当選させることだ」というのでは、選

員・サポーターによる投票で争った代表

ぎなかった。

易ではない。

先の通常国会で「対決より解決」路線

憲民主党は冷たい反応だ。

49

れた。５月の結党以来、初の代表選を経

46
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74

が原因で旅行先でトラブルも頻発してい

チェンマイ空港のターミナルで干されていた中国人女性の下着

中国が呪縛される唯物論
ハート無き全知全能指向
削ぎ落とすしかないという覚悟の上の貿

し、過去の損失分を取り返すという米国

米国には同時多発テロ以後、テロとの

中国を世界貿易機関（ＷＴＯ）に加盟
の対中貿易戦争は、損得のそろばんを弾

ユーラシア大陸だけでなくアフリカや
易戦争だ。

させればルールを守り、中国が経済的に
いた単純なバランス問題ではない。

戦いに追われ、中国を野放しにした悔い

豊かになり中産階級が誕生すれば、民主
米国からみれば、世界のヘゲモニーを

南米、北極海にまで手を伸ばす千手観音
中国からの輸入品に ％の高関税を課

２００８年のリーマンショックで中国
化が達成されると期待した米国の読みは
中国には断じて渡さないという戦略的決

がある。

が 兆円の財政出動した以後も、気前の
外れたばかりか、中国は欧米から盗み出
意の表明だ。決して商業レベルの発想で

のような一帯一路プロジェクトは、補給

いい財政出動は続き、政府や国有企業な
した先端技術を軍事転用し、貿易黒字で
はない。

を継続できる中国の財務基盤が問題とな

どの債務が急激に肥大化、中国経済はき
稼いだ資金で軍事力増強を図ってきた。

っている。

しみ始めている。

25

い。

を余儀なくされれば致命傷になりかねな

易戦争で輸出入が激減し投資の冷え込み

度成長を実現してきた中国にとって、貿

盤を直撃中だ。貿易と投資の２本柱で高

何より米中貿易戦争が、中国の経済基

といった意味で使われた。

の国防力を増強し、その覇権追求意欲を

の基礎となる経済力を弱め、一方で米国

衝突を回避するには、中国の軍事力増強

覇権追求意欲を鮮明にし始めた中国との

ゴールとする１００年マラソンを走り、

結局、２０４９年の建国１００周年を

は「弯道超車」だった。

今春まで使用頻度の多かったキーワード

そうした崖っぷちに立つ中国ながら、

監視し、デジタルレーニン主義による支

カーブで減速した先行車を一気に追い

本的に違うところだ。

その点が、わが国との貿易摩擦とは根

抜くことを意味する「弯道超車」は、衰

のが「ＡＩ（人工知

近、力を入れている

成し遂げた中国が最

独裁で、高度成長を

盾」システムと都市監視の「天網」シス

している。具体的にはネット監視の「金

画像認識技術を駆使した監視社会を実現

九八四年」のビッグブラザーよろしく、

中国は、ジョージ・オーウエル作「一

配の構築だ。

能）とロボット」だ。

テム、さらに農村監視の「雪亮」システ

スピードと効率性を特徴とする開発

北京の中関村に誕

した。政府の補助金

年、４０００社に達

民に道徳心というハートが涵養されなけ

「全知全能」を入手しても、政治家や国

だが「知能と技術」という神に代わる

ムが存在する。

が呼び水となり、雨

れば国家そのものの運命は危うい。

生したＡＩ企業は今

後の竹の子のごとく

自 動 車、 量 子 コ ン

ビッグデータ、電気

さらにロボットや

初、もてはやされたが、今では放置自転

所に乗り捨てることができる便利さが当

ォンで解錠し、乗り終わったら好きな場

ＰＳ搭載の自転車のロックをスマートフ

その典型がシェア自転車の破綻だ。Ｇ

ピューターなどと幅

車が山と積まれている。

増殖している。

広く、中国は国をあ

二宮尊徳は「経済なき道徳は寝言であ
り、道徳なき経済は犯罪だ」と言った。

げて取り組み、 世

紀の世界を「知能と

ないことにある。

かだ。中国の悲劇は、それに気づいてい

は、唯物論の呪縛から脱せられるかどう

中国が生き延びるための最大の関門

ッグデータで国民を

中国が狙うのはビ

い意向だ。

技術」でリードした

21
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57

退し始めた欧米社会を追い抜く機会到来

中国では国産空母も進水した

ンからすると、７００人以上の留学生を
労状況だというのだ。中には留学生のア

来の目的の勉強ができなくなるほどの就
ルバイトとして認められる「週 時間以

送り出すことは大変なことだ。

「 幸 せ の 国 」ブ ー タ ン 留 学 生 の
日本における不幸せな就労事情
海外から技術、知識の習得を名目に技
能研修生を日本に受け入れ、現実には単
国民の ％が「私は幸福」と答えると

研修生に支払われるのは「研修手当」
ータンの若者が直面している日本での現

期待を担い留学生として送り出されたブ

される「幸せの国」ブータンから、国の

の留学生斡旋ブローカーの暗躍にある。

そうせざるをえない理由は、ブータン

いている人もいる。

内」という法廷上限を、オーバーして働

純労働に従事させるというケースが多発

であって「賃金」ではないため、３Ｋの
実は、バラ色のジャパンドリームからは

したことがある。

現場でケガなどをした場合、労災の適用
で留学生活を送れる経費支払い能力が求

留学ビザの取得には、アルバイトなし

えないものだった。

昨年春以来、７３５人のブータン人留
てアルバイトに精を出すのが通常だが、

を稼ぐため、授業のない時間を見計らっ

ちしながら働いている。本来なら授業料

を返すため、複数のアルバイトをかけも

ために国から借りた２００万円ほどの金

働けば短期間で返済できる」といったブ

学費用の借金だって、高い賃金の日本で

をでっち上げた書類を準備。さらに「留

留学斡旋ブローカーが、預金残高や収入

そんな経済力はない。そこでブータンの

しかし、留学希望者の家族の多くは、

められる。

学生が来日、日本語学校に入学した。南
ブータン留学生の場合は本末転倒で、本

くの低所得者層の家庭から留学希望者が

ブータン留学生の多くは、留学費用の

アジアに位置し人口 万人の小国ブータ

得ている。契約書にも、
「ブータン労働

同プログラムに殺到することになった。

欺まがいが横行している。

ローカーの甘い言葉に騙されて日本へ留

人材省が、渡航前の語学研修費用は負担

への留学生送り出しを推進している。

ブータンは昨年から国策として、日本

学するケースが目立つ。

だが、このプログラムには甘い疑似餌

しかも、留学斡旋ブローカーは日本人

１つ「若者の失業対策」の延長線として

イ首相率いる国民民主党が掲げた公約の

「 The Learn and Earn Program
」
（ 学 び・
稼ぐプログラム）は、ツェリン・トブゲ

同省が昨年から始めた日本留学制度

に再びサインさせているため、留学斡旋

の異なる契約書を持ち出し、留学希望者

して契約締結後、渡航直前になって内容

入や就職を保証する好条件があった。そ

労働人材省と連携した留学斡旋ブロー

で、人を釣りあげる仕掛けがあった。

始まった。ブータン全体の失業率は３％

ブローカーの法的責任は逃れることがで
き、しかも、自らは濡れ手に粟の金を手

アで、モールなどの店頭で働くケースも

主な渡航先は中東諸国やオーストラリ

め、職を求め海外へ渡るケースが目立つ。

ブータンでは大卒でも求職は困難を極

名誉領事館にも通達があるのが普通だろ

国するなら、大使館業務を代替している

通常、これほどのブータン人が日本に入

ブータン側から何一つ連絡がなかった。

なお、日本のブータン名誉領事館には

にしているのだ。

少なくない。せっかく大学を出ているの

姿勢に違和感を覚えた」と言う。

田ひとみ名誉総領事は、
「本国の一連の

ン留学生の相談を受け、初めて知った徳

今回の件を、緊急手術を要するブータ

ている。

ブータン人の安全と健康のためにも務め

う。日ごろ、各名誉領事館は日本在住の

ながら、大金が稼げるという。これで多

しかも、日本語学校で日本語を勉強し

に就けるとも誘った。

れば、大学院に進学したり、専門の仕事

は、日本に留学して日本語学校を修了す

そうした事情下で留学斡旋ブローカー

に、その能力が活かせないのだ。

ホワイトカラーの仕事が不足している。

％以上とされ、とりわけ若者が求める

24

カーが当初示す契約書には、日本での収

程度だが、 〜 歳の若年層に限っては

言葉さえある。

する」という同省のお墨付きを証明する

悪質なブータン留学生を食い物にした詐

これと構造は似ているものの、もっと

ほど遠い、重荷を背負って呻吟せざるを

28

を受けることが容易ではない。

97

15
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10

80

であり、ブータン労働人材省から免許を

人情と自然が豊かなブータンだが海外留学には思わぬ落とし穴も

と、その間に交わした会話や見てきた映

人間が１００歳まで生きると仮定する
塩氏は思い入れだけが強い観念的話では

に即した勉強法を推奨している。ただ中

眠をとることを勧める脳のバイオリズム

の点、苦労人中塩氏の人生は、文句のつ

となる人柄とその背中がものをいう。そ

らしい人格形成をしてもらうためには師

術的教育だけも出来なくはないが、すば

中塩秀樹氏が復活させた
岩国の「平成の松下村塾」
像などすべて覚えるには、 トン程度の
なく、これまで教育者として実践してき
けようがない。

脳が必要とされるという。
た実績の上で論を進めている。

ことが出来ると、逆転の発想をするのが

憶力を高めたり思考力を伸ばしたりする

る。こうした脳の性質を利用すれば、記

んど忘れるように出来ており、よく忘れ

万分の１しか覚えることはできない。

０グラムが記憶に使われたとしても、十

ロから１・４キロ。仮にそのうちの５０

ることをいうのではなく、
「人のために

しい人」というのは、姿や形が整ってい

ち、捨てるところがない。すなわち、
「美

「羊」は皮や肉など全てが人の役に立

で構成されている。

「美しい」という字は、
「羊」と「大」

てだ。

性向上のための「美しい生き方」につい

とりわけ中塩氏が強調するのは、人間

起きて夜中まで勉強することは許されな

６畳一間に家族７人が寝た。ここでは夜

８時に閉店し消灯は９時だった。わずか

父親は朝２時に起きて仕事を始め、夜

だ。

ンにはあんこが入っていることで有名

では知らない人はいない。このメロンパ

ン業「メロンパン」を創業したことで呉

広島の呉出身の中塩氏の父親は、製パ

だから元来、人間の脳というのはほと

教 育 評 論 家 の 中 塩 秀 樹 氏 だ。 そ の 近 著
かった。

当然、勉強机も勉強部屋もないので、

尽くすことのできる大きい人」を意味す

社新書）では、その日に学んだことを

家の前にあるバスセンターの街灯の下で
ベンチに座り、寒い冬の日も毛布にくる

のために尽くす生き方のことだ。
単に学力向上という次元だけなら、技

松陰も身分に関係なく一般庶民を教育

る点だ。

本の未来を切り拓く、誇りある日本人」

している。さらに江戸伝馬町の牢では、

そして、
今年４月から山口の岩国で「日
を育成するため、
「松下村塾」を平成の

囚人たちに勉強を教え、牢屋番まで勉強

松陰の言葉に「井戸を掘るのは水を得

意欲を掻き立てる天才だった。

に参加している。まさに松陰は勉強する

世に復活させている。
岩国まで飛び、中塩氏からその経緯を
聞いた。
日まで

るためで、学問は人の生きる道を知るた

日から

三夜連続で、吉田松陰先生が夢枕に立た

めだ。水を得ることができなければ、ど

月

れ『平成の松下村塾を始めなさい。この

んなに深く掘っても井戸とはいえないよ

「そもそも昨年

ままでは、日本に内乱が起き、滅亡の危

けて「

言ってのけたとある。

うに、人の生きる正しい道を知ることが

治安は抜群だった。しかし、一旦、事件

利き腕の左腕に激痛が走り、全く動かせ

「平成の松下村塾」では、学年でクラ

機をむかえる。人材の育成を！』と言う

が起きると派出所が騒がしくなるので、

なくなった。急いで、萩の松下村塾に電

ス分けせず、小学２年生から６年生まで

ても勉強をしたとはいえない」と毅然と

勉強するのは大変だったが、警察官が市

話して直接、お会いし名前を使わせても
結局、歴史のある萩に平成の松下村塾

あったような缶蹴りや鬼ごっこの遊びも

学年を超えて一緒に遊び、昔の路地裏で

一緒の教室で学ぶ。休憩時間では自然と

め自分が多くの人から恩恵を受け生かさ

を作ることはかなわなかったが、大学時

復活し、遊びグループのリーダーも生ま

日、何もしないでいると、

民の生活を守るためどれほど苦労してい

らうことの承諾を得た」と。

れていることを自然に感謝できるように

代の学友が縁を取り持ち、岩国で開校す

こうして中塩氏は広島大学を卒業し大

していく英才教育ではなく、普通の子供

塾」の特徴は、優秀な子供をさらに伸ば

中塩氏が塾長を務める「平成の松下村

ろ指」を刺されることがないように努力

まれ、勉強にも熱が入り、みんなから「後

こうしたリーダーには自ずと自覚が生

れている。

学院も修了、教職にもつき理科教育や道

を怠らないし、弱い子供を守ったりする。

徳教育、脳科学研究などに従事する。

を素晴らしい人材に育成しようとしてい

ったと言う。

なり、
「私も世の中のためになる人間に

22

ることが可能になった。

11

ならないといけない」と考えるようにな

月

るか目の前で見ることができた。そのた

できなければ、どんなに勉強をしたとし

21

ではありませんか」と言う中塩氏は、続

19

分復習し、さらに次の授業の前にざっと
２分復習、またよく休憩し、ぐっすり睡

まりながら木箱を机にして勉強するのが
日課だった。

る。
「美しい生き方」とは、世のため人

『 ＋２分で夢が実現する勉強法』
（南々

しかし、人間の脳はせいぜい１・２キ

50

たまたま家の前が派出所だったので、

11

30

30
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中塩秀樹氏

ＩＴは進化し脳は退化する
ネット依存症中高生 万人

の利用率が高く、女子はＳＮＳの利用率

らかになった。男子はオンラインゲーム

にのぼることが、厚生労働省の調査で明

生が、５年間でほぼ倍増、全国で 万人

インターネット依存症が疑われる中高

ーム脳」という言葉が生まれた。

生は、
ゲームにはまっていたことから「ゲ

認知症と同じ波動を示していた。その学

その時、たまたま調べた学生の脳波が、

に認知症の人は、ベータ波がかなり低い。

脳波を使った研究に入っていた。基本的

リラと同じだ。

間だけだ。北京原人はおでこが平らでゴ

前野で占められ、この機能があるのは人

野が決定している。脳の３分の１が前頭

計画、とっさの判断など、すべて前頭前

不足や昼夜逆転生活による授業中の居眠

人増え、とくに中学生で倍増した。睡眠
んど会話がない。こうした非言語性のコ

ゲームで複数の子供が遊んでも、ほと
になる。

なると、禁断症状を伴う麻薬と同じ状況

程度ならいいけど、我慢できない状態に

る。米国の場合は、銃乱射などで殺人に

や韓国、米国、ロシアでは死者が出てい

日本の場合、死者は出ていないが中国

ミュニケーションだけでは、ものを深く
考えるとかが苦手だし、人の話が聞けな
い。
何よりゲーム漬けになると、脳の前頭
韓国ではネットゲームにはまった 歳

及ぶケースも目立つ。

何も手がつかなくなる。勉強も仕事も食

前野が破壊される。ゲームをやらないと

このネット依存症問題に関しては、『ゲ

の男性が、 時間ゲームをやり続けて死
生後３ケ月の子供を餓死させる事件、果

亡する事件や、ゲームに熱中した夫婦が

前頭前野は善悪の判断とか自己コント

てはネットで殺人依頼する事件など後を

るのは限界がある。
参考になるのは韓国や中国など隣国の
対応策だ。
韓 国 の ゲ ー ム 中 毒 者 は 約 １ ０ ０ 万 人。

ーム上の

ネットゲ

ついて規制法が施行されている。 歳未

いる青少年のオンラインゲームの接続に

韓国では「シンデレラ法」と呼ばれて

ＩＴ（情報通信）先進国に浮上した韓国

商品であ

満は午前０〜６時までオンラインゲーム

用料金も

るアバタ

を禁じられているのだ。さらに 歳未満

は、多くのネット関連事件やネット引き

ーに着せ

の青少年のオンラインゲーム利用時間を

問題を発

る服のデ

保護者が管理する「ゲーム時間選択制」

こもりなど様々な弊害がいち早く起こっ

ータを電

を導入。青少年がゲーム会社に会員加入

生させる

話料金に

を申し込めば、親に子の会員加入事実を

た経緯があり、ゲーム脳対策の先進国で

上乗せし

知らせ、親の承諾を経て初めて会員に加

事があり、

て課金され、親に内緒で安易に買い過ぎ

入することになっている。また親が申請

もある。

た 歳の女児が、母親に叱られたショッ

韓国では

ービス利

の各種サ

ネッ ト 上

ま た、

ロールする機能があり、創造性や将来の

にはまり込むケースが目立つ。

事も、すべて放棄してでもネットゲーム

部元教授の森昭雄氏に話を聞いたことが

ーム脳の恐怖』を書いた日本大学文理学

になった格好だ。

人間の脳は退化している事実が浮き彫り

ＩＴ（情報通信）は進化しているが、

るとされる。

りや遅刻など学校生活にも支障が出てい

ネットやゲームをやっても我慢できる

が高いとされる。５年前と比べて約 万

93

86

24
16

ある。
森氏は当初、高齢者の認知症の研究で

絶たない。
他方、掲示板で騒がれたくて動物虐待

クで自殺するという事件も起きている。
ネットやゲームというのは、 世紀の

増していることに関し、家庭にだけ任せ

未来を担う中高生のネット依存症が急

禁断の果実みたいな側面がある。

21

事件を起こした福岡の猫虐待事件や、ネ

11

一方、中国では国家レベルで、 歳以

脱会させる申し込みもできる。

すれば、子供をゲーム会員から強制的に

18

いる。

下はお金をかけたゲームは禁止となって

18

ットアイドルを標榜していた者が自分の
ブログに注目を集めたいがためだけに連
続放火を行った諏訪連続放火事件も報じ
られている。

ネット依存がもたらす心身、生活への影響

28
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93

40

総裁選

・
28

はなんといっても県政全体での大きな役

利を得させていただきましたが、知事選

党に相応しい、この国のあ
割があるわけです。この選挙戦で勝利を

の節目を迎える中、政権与
るべき姿について骨太の議

て最終勝利に向かって進んで行きたい。

得るべく、しかも激戦が予想されるだけ

総裁選にしなければならな
一致団結して党として頑張る決意です。

論を行いたい。昨年の総選

い。堂々とした議論を展開
【記者】安倍総理からも発言があったと

にしっかりした戦いを行い、総力を挙げ

するという話がありまし
いうことですが、総裁選挙へ正式に立候

挙での国民の負託に応える

た。

る沖縄に 日以上入り、応援に全力を尽

最後に竹下総務会長からは、ご縁のあ
り、今日まで党の発展のために懸命のご

【幹事長】いずれもわが党の指導者であ

総裁選挙になると期待していますか。

補の表明をしました。石破氏も立候補を

くしていくというお話がありました。
努力をいただいたお二方です。国民の皆

沖縄知事選は日本、沖縄

【 二 階 幹 事 長 冒 頭 発 言 】沖 縄 知 事 選 で す

さんも日頃の国会等でのご活躍からし

表明していますので、今後選挙戦になり

が、佐喜眞氏を推薦し、全面的に支援す
て、論戦等にも相当期待を寄せてくれて

県、そしてわが党にとって極めて重要な

ることを決めていますが、ただこれは支
いると思います。その期待に違わぬよう

ます。改めて、この安倍総理と石破氏が

援するということを決めただけではな
に、しっかりした選挙戦を展開して頂き

選挙だ。党役員には全力投球して頂くよ

先日鹿児島で出馬表明をした。来年の皇

く、現地に入って全力を尽くして、自民
たいと願っています。

立候補する総裁選挙はどのような論点の

位継承やＧ 、オリパラなど大きな時代

党は勝利のために頑張っていこうという

られた実績に基づいて、そのお考えを披

く、日頃から党の幹部として活動してこ

からといって特別のことを仰るのではな

【幹事長】両候補が、選挙戦が始まった

期待するか。その辺りはいかがです。

望むか。また政策的にどのような論争を

した観点から、両候補にどういうことを

されている日程ですと、演説会の機会が

な論争の機会を求めていますが、今検討

は個別テーマごとの政策論争とか積極的

【記者】総裁選に関して、石破元幹事長

思っています。

われもこれから注意をしてまいりたいと

したことが再び起こらないように、われ

当方も物の言いようがありません。こう

４月の沖縄市とそれぞれ（市長選で）勝

のように思っています。

党を挙げて全力投球で戦い抜きたい。こ

すが、その気持ちを持って、この選挙に

挙戦を大変重要視して考えているわけで

けがなされています。われわれはこの選

とっては当然ですが、大変重要な位置付

【幹事長】沖縄という地域は、日本国に

幹事長はかねてから仰っています。そう

次に、２月の名護市、３月の石垣市、

瀝して国民の皆さんと党のみなさんの理

総理の公務等もあって５回程度と、前回

北海道地震と総裁選挙 ９・６

解を得られるようにご努力をいただきた

ことだと思っています。

っかりした国会対応をやることは当然の

いろいろと事情もあると思いますが、し

すから、それぞれの時間のこともあるし

【幹事長】与党側としては、国会対応で

られますか。

すが、与党側としてはどういう対応を取

厚労委員会での参考人質疑を求めていま

け止めをお伺いします。また、野党側は

ました。この数字についての幹事長の受

しについて、政府は３４６０人と発表し

表明する見込みです。これで固まって来

党側は玉城デニー衆議院議員が立候補を

【記者】沖縄知事選について、明日、野

くれることを期待したいと思っています。

っかりお任せして活発な議論を展開して

ことではなく、ここは両陣営の皆様にし

内容に党の執行部として意見を差し挟む

ると思います。始まったら、あまりこの

だけ効果の上がるように努力をされてい

は、両候補両陣営が策を練って、出来る

【 幹 事 長 】そ れ ぞ れ 選 挙 の 仕 方 に つ い て

をどのように見ていますか。

ています。このような現状や検討の状況

ました。本日午後３時より第一回の会議

た。本部長は幹事長が務めることになり

いうものを設置することといたしまし

続けておりました。

こういうことで先ほどからずっと会議を

き全力を尽くして災害復旧に取り組む、

対して、党として従来からの方針に基づ

たわけでありますが、われわれはこれに

【 幹 事 長 】ま ず 早 朝 か ら 大 事 件 が 発 生 し

なものでしたか。

緊急の役員会でしたけれども、どのよう

【記者】まず幹事長から、地震を受けて

【記者】３４６０人という数字の発表につ

ると思いますが、改めてどうやって戦っ

を開催することになりました。また、北

年９月
30

北海道地震・台風 号災害対策本部」と

を設置する。
「自由民主党平成

今後、この問題につきまして対策本部

いてはどのようにお受け止めでしょうか。

ていく考えかを教えてください。

12

【幹事長】もうこれは何をか言わんやで、

【記者】中央省庁での障害者雇用の水増

の 年の総裁選よりはだいぶ少なくなっ

力を候補者にはしてほしいということを

【記者】政策等々で国民の理解を得る努

うお願いするというお話もありました。

記者会見
10

倍総裁から、来週の総裁選告示に向け、

二階俊博幹事長
ことです。

【 小 泉 筆 頭 副 幹 事 長 冒 頭 発 言 】最 初 に 安

8

い。これを切に願うところです。

20
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二階俊博幹事長

いうことですけれども、総裁選挙は明日
告示になりますが、幹事長として、党と

時間を考慮し、３日間、

総裁選挙活動を自粛し災害復旧に全力挙
してどういう臨み方をしていくのか。お

生死を分ける

裁選挙について自粛を求めるという意見
げることを、申し合わせをした次第であ

海道道連会長ほか多くの議員各位から総
がありました。これを受け、役員会とし
ります。

そして、安否不明者がいる現状であり、

なってきますので、大枠は変えない。た

程を簡単に変えるとつじつまが合わなく

くさんの日程が内外にありますから、日

いては、総裁選挙の大枠は変えない。た

民間企業の場合、法定雇用率に満たな

いるという中で、今仰ったような対応と

したけれども、明日に告示が予定されて

【記者】幹事長、今のご発言にもありま

っております。

会に申し入れるということにしたいと思

役員会の総意として総裁選挙管理委員

いうことです。

やれるものは平常通り進めていきたいと

いていることもたくさんありますから。

他の分野であらかじめ準備をしていただ

４月に改正された障害者雇用促進法に基

ースでは罰則がないためいい加減な報告

が浮上している。発覚したきっかけは、 国に納付しなければならないが、国のケ
事情もあると思うが、しっかりした国会

れぞれの時間のこともあるしいろいろと

は「与党側としては、国会対応なのでそ

野党第一党の立憲民主党

こ と だ 」 と 語 っ て い る。

対応をすることは当然の

をしていたのだろう。範を示すべき国が

厚労省に問い合
わせをしたこと
にあった。
たことは、障害者手帳を持たなかったり、 組 織 的 な 脱 法 行 為 を 行 っ て い た の で あ
社 会 の 担 い 手 に は「 障 害 や 難 病 の あ る

を求めている。首相が訴える１億総活躍

なども閉会中審査の開催
る。前例重視の官庁が、働き場所として

そこで分かっ
診断書の基準が足りなかったりといった

開催を控えており、国境を越えた人の移

方々」が含まれているはずだ。この問題

臣御自身の海外出張の予定はありますか。

動が盛んでテロ対策にも力を入れている

障害者に適する環境を整えることなど予

【大臣】法務省においては、法務行政の

フランス、そしてイタリアにおいて、司

状況でも障害者数にカウントしていた省

基本方針として、法の支配を貫徹し、国

法省等のカウンターパートと意見交換を

に対しては与野党の違いがあってはなら

際分野のあらゆる活動に対し、法の支配

の目的、意義を教えてください。また、大

れ出張される御予定だそうですが、出張

政務官がミャンマー・ベトナムにそれぞ

【記者】副大臣がフランス・イタリアに、

ダードとなる中で、政府としても省庁横

手段として国際仲裁がグローバルスタン

訪問する予定です。国際的な紛争の解決

タリアで司法省、ローマ地方検察庁等を

司法省及びパリ大審裁判所検事局を、イ

際商業会議所の国際仲裁裁判所のほか、

葉梨副大臣の出張では、フランスで国

技能実習制度が適切に運用されるよう働

督省庁や技能実習生の送出機関に対し、

生しており、技能実習制度を所管する監

あると考えていますが、様々な問題も発

実習生の増加については喜ばしいことで

ート等を訪問する予定です。外国人技能

ベトナム及びミャンマーのカウンターパ

す。また、我が国は、２０２０年東京オ

の意見交換を行い、連携を深める予定で

国際商業会議所を訪問してハイレベルと

化に向けて世界有数の仲裁機関を要する

法務省として、施策の更なる検討、深

うことにより、司法外交の積極展開が期

地のハイレベルと対話、そして交渉を行

副大臣及び政務官が直接、海外に赴き、現

換も予定しているところです。法務省の

りたいと思っており、そのための意見交

整備支援を今後、更に充実・強化してまい

また、両国に対して行っている法制度

リンピック・パラリンピック競技大会の

みを進めているところです。

きかける予定です。

備支援への期待がますます高まっている

等の受入れが活発化し、また、法制度整

山下政務官ですが、外国人技能実習生

えています。

行い、テロ対策を含む法務行政における

日から８月３日までフランス・

を浸透させるために「司法外交」を推進

算の面から負担だろう。だが、受け入れ

7・27

記者会見

断的に国際仲裁の活性化に向けた取り組

ムを訪問する予定です。

日から８月３日までミャンマー・ベトナ

イタリアを、また、山下政務官は７月

は７月

協力関係を一層強化してまいりたいと考

庁が多く、その数は３５００人程度にも
及んだことだ。

上川陽子法相
「ＬＧＢＴは生産性がない」

31

29

しています。その一環として葉梨副大臣

ない。ここは政治の出番だ。

障害者雇用促進に与野党はない

づく算定方法についていくつかの省庁が

これについて自民党の二階俊博幹事長

ろそかにすることは許されない。

になったわけですが、それはそれとして、

【 幹 事 長 】思 わ ざ る こ と で こ う い う 状 態

中央省庁の雇用している障害者数が、
いと、不足人数１人あたり月額５万円を

だし、明日は届出のみを行う。

年間にわたって水増しされていた問題

考えをお聞かせください。

ては、明日（７日）告示の総裁選挙につ

72

を厄介事ととらえて障害者雇用制度をお

記 者
コラム
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上川陽子法相

待されるところであると考えておいます。
います。

【記者】杉田水脈議員の、
「ＬＧＢＴは生

すよう改めて指示をしたところです。ま
人がした発言ですので、個人の発言につ

で承知しているところです。国会議員個

産性がない」という発言について、人権

仲裁裁判所や英国内務省等のカウンター
た、昨日、矯正局から全国の矯正施設に
いて法務大臣としてコメントをする立場

今後も引き続き猛暑日が続くことが予

パート、また、国連薬物犯罪事務所（Ｕ
対し、更なる熱中症の予防対策に関する
にはなく、お答えは差し控えたいと思い

また、私自身の海外出張ですが、現時

ＮＯＤＣ）の要人と対話等をしてきたと
通知を発出しました。
ます。

擁護を担当する省庁の大臣としてどのよ

ころです。司法外交についても、その推
【記者】法制審議会少年法・刑事法部会
人権擁護を所掌している法務省として

想されるので、全国の矯正施設において、

進について確かな手応えを得たところで
第８回会議が開催され、分科会における
の一般論ということで申し上げると、性

点では予定をしていません。本年５月に

す。今後も司法外交の推進に自ら貢献す
検討結果が報告されましたが、その審議
的指向や性自認に関する国民全体の理解

うに考えるかお聞かせください。

べく、適切な訪問先等について検討して
の状況と今後の見通しについて教えてく
が深まっており、差別や偏見が解消され

熱中症を起こすことがないよう、矯正局

まいりたいと考えています。
ださい。
ることについては、誰もがお互いの人権

英国及びオーストリアに出張しました。

【記者】名古屋刑務所で、受刑者が熱中
【大臣】少年法における「少年」の上限年
を尊重し合う、そして大切にし合うとい

【大臣】御指摘の点については、報道等

症により死亡する事案があったとの報道
齢の検討ですが、刑事司法全般において、
う共生社会の実現のために重要であると

に対しては、熱中症予防対策に万全を期

がありましたが、その点についての法務
成長過程にある若年者をいかに取り扱

著名な国際仲裁機関であるロンドン国際

大臣の御所感をお願いします。
認識しています。
法務省としては、性的指向や性自認に

い、改善更生・再犯防止を図るかという
ことが、大変大きな問題となっています。
対する正しい理解を促進するとともに、

の方からコメントすることについては、

としての対応に関することですので、私

【大臣】ただ今の御質問ですが、沖縄県

ように臨んでいくか、お答えください。

して、今後翁長知事の撤回に対してどの

状況ですが、訟務局を所管する法務省と

が行った埋立て承認の撤回を行うという

で、沖縄県の翁長知事が今日、前の知事

【記者】普天間基地の辺野古移設の関連

ては、万全を期してまいりたいと考えて

ていますが、被収容者の健康管理につい

ては、適切に対応しているものと承知し

い猛暑に対する熱中症の予防対策につい

国の矯正施設において、今回の大変厳し

の実現と種々の観点から、慎重に検討す

論に十分配慮しつつ、社会における正義

根幹に関わる重要な問題でして、国民世

ですが、死刑は我が国の刑事司法制度の

【大臣】死刑制度の存廃に関する御質問

の考えをお聞かせください。

られる制度の意義と、死刑廃止について

が、死刑制度について改めて大臣が考え

【記者】昨日の執行に関連してなのです

ます。

ていただいているという状況です。

た。そして、部会において調査審議をし

事法の整備の在り方について諮問しまし

また、犯罪者処遇を充実させるための刑

し、「少年」の年齢を 歳未満とすること、

ならないと考えているところです。

おり、直ちに死刑制度を見直すことには

刑を科することもやむを得ないと考えて

大な凶悪犯罪を犯した者に対しては、死

状況等に鑑みると、その罪質が著しく重

の凶悪犯罪がいまだ後を絶たないという

り、多数の者に対する殺人や強盗殺人等

ては死刑もやむを得ないと認識してお

多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪につい

べきものと考えています。国民の世論の

思っています。

動にしっかりと取り組んでまいりたいと

活動や適切な相談対応などの人権擁護活

りを進めるため、今後も引き続き、啓発

この夏、月刊誌への寄稿をめぐって、 「差別主義者」のレッテルを貼り大バッ

れない同性カップルを区別して考えるこ

婚姻制度の下の夫婦と、結婚とは認めら

違う。同性カップルの性行為を

は人それぞれの価値観によって

考えるかは別問題である。後者

と、同性カップルの性愛をどう

的指向や性自認を正しく理解すること

ま た、 上 川 法 相 が 語 っ た よ う に、 性

シングした。法務省の記者会見でも、質
る。同氏の寄稿を実際に読んだのか、疑

杉田水脈衆議院議員（自民党）が猛烈な
の「彼ら彼女らは子供を作らない。つま

「区別」と「差別」の違い

問である。

とが大問題とな
ったのだが、読
めば分かるよう
に、同性カップ
る可能性のある夫婦と区別すべきだとい

「区別」と「差別」の混同である。ゲイ

叫ばれるようになったが、気になるのは

人権侵害だと強要すれば、それこそ信条・

同性カップルを等価値に見なさなければ

日本でもＬＧＢＴの人権擁護が声高に 「罪」とする宗教は少なくない。夫婦と

うのがその趣旨である。

信仰の自由の否定であり、重大な人権侵
ところが、マスコミは「ＬＧＢＴは生
産性がない」と書いたとして、杉田氏に

による差別は人権侵害に当たる。しかし、 害に該当することを忘れてはならない。

やレズビアンなど性的少数者であること

ルは子供を作らないから、子供の生まれ

記 者
コラム

り『生産性』がないのです」と書いたこ

とは当然のことで差別ではない。

18

批判を受けた。ＬＧＢＴ（性的少数者） 問した記者は同じ誤解の下に質問してい

社会全体が多様性を受け入れる環境づく

差し控えさせていただきたいと考えてい

より死亡したことは承知しています。全
そこで、平成 年２月、法制審議会に対

【大臣】７月 日（火）
、名古屋刑務所に
おいて、 歳代の男性受刑者が熱中症に

24
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河 野太郎外相
記者会見
・

な る べ く 早 い 段 階 で、 避 難 さ れ て い る

非常に喜ばしいと思っておりますので、

ついて率直に意見交換を行いました。ベ
方々がミャンマーに戻って来られるよう

外相との会談では、ラカイン州の情勢に
トナムのクアン国家主席への表敬では外
な具体的な動きにつなげて参りたいと思
います。

交関係樹立 周年ということで、国賓と
してクアン主席も訪日されましたので、
今後の両国関係をいかに発展させるか、 【記者】河野外務大臣、この問題では欧

り進めてくれていると思いますし、国連

ただきました。いろいろな準備をしっか

ンマー側の取り組みについてご説明をい

ざま問題提起をしたことに関して、ミャ

すとか、独立調査団の話ですとか、さま

【大臣】こちら側から、国連との関係で

うか。

展をするということが地域にとっても非

した。カンボジアが民主的に安定して発

残念に思いますということは申し上げま

をはじめ、さまざまな面で日本としては

【大臣】今回、無効票が多いということ

相には今回伝えられたんでしょうか。

るかと思うんですけども、それはまた首

も大臣、外相には懸念を伝えてらっしゃ

するという形になったという形で、前回

米諸国とはちょっと違う別なアプローチ

のスタッフがいよいよラカイン州北部で

からは非常に懸念しているというような

ということで意見交換をさせていただき

も活動を開始できる状況になったことは

ことは常々申し上げて参りました。これ

をとられているのかなと思いますけれど

も、どういった言葉で伝えたのか、とい

はカンボジア側としてもさまざま考える

ました。カンボジアのフンセン首相への

うことと、スー・チーさんの方の反応、

ところはあるんだろうというふうに思っ

【大臣】今日の朝、ベトナムのフック首

にわたりカンボジアを支えてきたという

どういった言葉が返ってきたのか教えて

ておりますが、体調面を含め、きちんと

も、なかなかおっしゃったように帰還が

ことも、いわばそれを目指してのことで
ください。

人権が尊重されるようにこれからも働き

表敬では、先週、新政権発足もありまし

すから、カンボジアの民主化ということ

【大臣】この問題は国際的にも関心の高

かけていきたいと思います。

相にお迎えをいただいた後、ＡＳＥＡＮ

について、私の方から少し日本政府の考

い問題でありますので、日本側からは先

【記者】先ほど、与党と野党とそういう

思うように進まない中で、日本に対して

えを申し上げました。

般来、スー・チーさんにこの問題につい

ものがきちんとある環境というふうなお

たが、今後の両国関係を踏まえて、さま

【記者】それについて、フンセン首相か

てはしっかりと対応していただきたいと

話がありましたが、救国党の復党みたい

に関する世界経済フォーラムのオープニ

ら何か具体的な答えというか、どのよう

いうことはさまざま申し上げてきており

なことについてはお話はございました

国際社会からの批判が高まるという懸念

にフンセン首相が応じた形になったので

ます。スー・チーさんからもこの問題に

か。

ざま意見交換をさせていただいたところ

しょうか。

ついて、いろいろお話がありましたが、

【大臣】先方の話については少し差し控

ングプレナリーセッションに出席いたし

【大臣】カンボジア政府側の説明という

これは外交上の話ですから先方の反応に

えたいと思いますが、カンボジアの民主

はないでしょうか。

のを承りました。我々としては人民党、

ついては差し控えたいと思います。

化が重要だ、ということはフンセン首相

です。以上です。

定着させるためのいわばキャパシティ・ 【記者】懸念というのは大臣としては釈

それから野党、カンボジアで民主主義を

放するようにお願いしたということでし

もよくご理解をされておりますし、内戦

ました。ＡＳＥＡＮ各国の首脳のスピー

ビルディングみたいなことを日本として

ょうか。

の終結から、国民和解の先導をしてくる

【大臣】全くありません。

は積極的にやって参りたいという風に考

【大臣】やりとりについては差し控えま

立場、してきた立場にある人ですから、

【記者】スー・チーさんとの会談でです

えておりますので、フンセン首相には人

す。

国民和解の重要性についてはよくご理解

チを拝聴いたしました。午後はミャンマ

民党あるいは与党、一緒に日本へお招き

【記者】カンボジアですが、先だって救

をいただいているというふうに思ってお

【記者】カンボジアのフンセン首相との

をして、そのようなことをやっていく用

国党の党首だったケム・ソカーさんが解

ります。今後、カンボジアの政治がいか

ね、このラカイン州の問題についてはス

意がありますということはお伝えをいた

放されましたが、まだちょっと自由な状

に民主的に発展できるかということにつ

ー、ベトナム、カンボジアの要人とお目

しました。

況ではなさそうだというような情報もあ

いて、これは日本も大いに関心のあると

会談についてちょっとお伺いしますが、

【記者】スー・チーさんとの会談に戻る

りますけれど、このあたりは何かお二人

ころですから、先ほど申し上げたかと思

ー・チーさんの方からはどうやって取り

んですけども、ロイター通信の記者が有

のやりとりとかはありましたか。

いますが、キャパシティ・ビルディング

にかかりました。まず、ミャンマーのア

罪判決を受けたことについて、日本側と

【大臣】彼の体調の問題も含め、日本側

常に大切なことですし、日本が 数年間

して懸念を伝えたと思うんですけれど

総選挙を巡っては、与党がすべてを独占

北方四島返還問題

45

組んでいくという言及があったのでしょ

12

ウン・サン・スー・チー国家最高顧問兼

９
20

36
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河野太郎外相

どのように対応していくのでしょうか。
【大臣】ありません。

【大臣】特に首脳会談の中でもそんな話

して日本政府としてどう対応していくの

を、ということを訴えました。これに対

前提条件なしに、年内に平和条約を締結

大統領としては解決する気はないんじゃ

で突然飛び出すということは、プーチン

【記者】仮に、そういった発言が公の場

ありません。

日本政府としては方針になんの変わりも

度についてはどう思われますか。

言い出す、そういうプーチン大統領の態

り、これまでの議論とは全く違うことを

ったことを表明せずに公の場でいきな

【記者】プーチン大統領の発言に対して、

上げておきます。

だという認識は一致をしていると申し

主化、民主的なカンボジアの発展が重要

控えたいと思いますが、カンボジアの民

私は申し上げる立場にございませんが、 【大臣】先方の反応を公にするのは差し

【大臣】プーチン大統領の意図について

日本政府として抗議する考えはござい

か。

ういうような回答があったのでしょう

首相からはどういった反応だったり、ど

うことを伝えたことに対してフンセン

いることだと思うんですけども、そうい

記者会見

【 大 臣 】 今 日 は 私 か ら ６ 件 ご ざ い ま す。

障害者が活躍することができる場を積極

つ確実に達成することができますよう、

おります。今後は、法定雇用率を早急か

のでございます。

る予定であると、こういう理由によるも

日（ 木 曜
回日中科学技術協力委員会に出席をい

日）に、文部科学省で開催されました第

つ い て で ご ざ い ま す。 ８ 月

それから日中の科学技術協力委員会に

まず本日の閣議に先立ちまして、公務部

ります。その際、定員や予算等について

的に見出し、計画的な採用を進めてまい

会議が開催されまして、厚生労働省から

必要な事項が生じれば、関係府省とも協
議をしたいと考えております。

国の行政機関における平成 年の障害者
雇用率の再点検の結果について報告があ

たしました。本年は、日中平和友好条約
周年の記念すべき年であり、委員会に
ますが、本日の閣議において、今年度の

剛（ワン・ジーガン）部長が出席して挨

は、私とともに、中国科学技術部の王志

それから文化功労者についてでござい

文部科学省における再点検の結果は、

文化審議会文化功労者選考分科会委員候

りました。
障害者雇用率が０・ ％、不足数 名で

拶を行い、今後の両国の科学技術協力の

57

48

２日に発令をする予定にしております。

解を頂きました。委員については、９月

トとして、中国側の研究機関内に形成す

います。また、日中共同研究プロジェク

進展について期待を示したところでござ

る「日本─中国国際共同研究イノベーシ
ョン拠点」に関する覚書の署名を行いま

名に増員をいたします。
これは文化功労者について、制度創設以

続きましてインドネシアの出張につき

を進めてまいりたいと思っております。

した。引き続き、両国の交流と相互理解
年が経過をしていること、また、

増員、これは 名から 名ですが、そこ
から

15

来 年以上が経過するとともに、前回の

が、本年度は

10

38
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をはじめ、日本として支援できるところ

はなかったと聞いております。日本政府

ないかという分析もできうるのかなと思
ますでしょうか。

【記者】フンセン首相の先ほどの話の件

としては四島の帰属の問題を解決し、平

うんですけど。
【大臣】日本政府として別に方針になん

【大臣】日本政府として、四島の帰属の

【記者】

【大臣】
】意図についてなにか申し上げる
ら変わりもありません。

はしっかりやっていきたいと思います。

プーチン

立場にはありません。
【記者】抗議するつもりはないのでしょ

に戻りますけれども、救国党の復党も含

さんの発

【記者】いままで、あのラブロフ外相と
うか。

問題を解決し平和条約を締結するという

言はこれ

れど、今日のプーチン大統領の話と同じ、 【大臣】まだそれは何も、私も又聞きで

も長く会談をされてきたかと思いますけ

すから、何か申し上げる立場にありませ

【記者】話は変わりますが、ロシアのウ

までの方

あるいはそれにつながるような話という
ん。

め、もちろんその民主的な政治プロセス

針の前提

のは一切なかったのでしょうか。

昨年６月に成立をいたしました文化芸術

方針になんら変わりはありません。

を覆すよ

あり、国の法定雇用率２・３％に達して

基本法を踏まえて、生活文化やメディア

ラジオの東方経済フォーラムでプーチン

うな発言

おりませんでした。このことは障害のあ

芸術などの新たな分野にも目を向けるこ

をしてほしいというのが日本の求めて

だと思い

和条約を締結するという考え方に全く変

でしょうか。

ますけど

る方の雇用や活躍の場の拡大を民間に率

とは、我が国の文化活動の更なる推進が

大統領が平和条約の日露交渉に関して、 【記者】首脳会談の場でですね、そうい

わりはありません。

も、今後

先して進めていく立場として、あっては

期待されること、こういったことを踏ま

林 芳正文科相

ならないことと重く受け止めておりまし

えて本年度は５名拡充し、 名程度にす

・

て、深くお詫びを申し上げたいと思って

28

低温重力波望遠鏡ＫＡＧＲＡ

８

門における障害者雇用に関する関係閣僚

20

23
なお、委員は例年 名としておりました

12

12

10

60
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16
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補者として、 名に方々について、御了

林芳正文科相

注衛星となります。文部科学省としては、
「いぶき２号」等の打上げ成功とその後

いて意見交換を行うほか、２０１９年の
「東アジア文化都市」として、日本は豊

まして、８月 日から 日まで、インド
ネシア・ジャカルタに出張してまいりま

【記者】障害者雇用についてですが、文

の確実な運用に向けて関係機関と連携し

おります。更に大臣会合の期間中、中国
科省でも言わば水増しが確認されたとい

島区、中国は西安市、韓国は仁川広域市

及び韓国と二国間の会合を行う予定にし
うことで、障害者スポーツを所管する文

した。ジャカルタでは教育文化大臣、そ

力などについて意見交換を行ったところ
ております。日中大学生千人交流大会及
科省としてあってはならないことだと思

て取り組んでまいります。私からは以上

でございます。また第 回のアジア競技
び日中韓文化大臣会合により、学生交流
うんですけれども、改めてこれに対する

が正式に決定される予定であり、この点

大会の視察を行いまして、日本選手団を
や文化交流を通じた日中及び日中韓３カ
受け止めと、今後の対応についてお願い

れから青年・スポーツ大臣と会談を行い、

応援をしてまいりました。
国の友好関係が一層深まることを期待を
します。

でございます。

国北京市で行われる「日中大学生千人交
しております。

続きまして８月 日（水曜日）に、中

る温室効果ガス観測技術衛星２号「いぶ
障害者スポーツも含めて障害のある方の

それからＨ─ⅡＡロケット 号機によ

臣会合」に出席するため、中国を訪問を

内に設置するなど、観測装置全体を完成

れらの「サファイア鏡」を低温真空容器

ておりまして、今後来年の３月までにこ

鏡」
、鏡ですね、４基も完成したと聞い

月に最も重要な設備である「サファイア

るということにしておりまして、本年７

感度レーザー干渉計」を地下に設置をす

す。計画では、１辺３ のＬ字型の「高

設を進めておる大型研究施設でございま

が中心となりまして岐阜県の飛騨市に建

先生が所長をされておられますが、ここ

これはノーベル賞を受賞されました梶田

測するために東京大学の宇宙線研究所、

ＲＡ、これは宇宙からの「重力波」を観

【大臣】大型の低温重力波望遠鏡ＫＡＧ

臣のお考えをお聞かせください。

年秋にも観測が始まるとされていま

あるサファイア製の鏡が完成しました。

で重力波望遠鏡ＫＡＧＲＡの中核材料で

【記者】先週、東京大学の宇宙線研究所

は、日中韓３カ国の文化交流・協力につ

受け、開会式で挨拶を行う予定にしてお

を深めます。私は中国からの出席要請を

約１０００人が参加をいたしまして交流

国主催の行事であり、日中両国の大学生

相互理解の深化等を目的に開催される中

であることに鑑みまして、両国の学生の

からこういった事態があったかというこ

ていたかという理由と、文科省でいつ頃

適切な運用といいますか、雇い方が起き

ですけども、どうしてこういうような不

【記者】先ほどの障害者雇用の関係なん

ます。

まれる、これを期待したいと思っており

よって、世界の最高水準の研究成果が生

観測体制の一角をしっかりと担うことに

欧州としっかりと連携をして、国際的な

て、我が国の重力波天文学がアメリカや

こうした動きを進めていくことによっ

予定しているということでございます。

ＩＲＧＯ」の共同観測に参加することを

な観測を開始して、
「ＬＩＧＯ」や「Ｖ

「ＫＡＧＲＡ」について来年中に本格的

いるところでございますので、我が国も

的にこの分野で動きが活発になってきて

じる重力波の観測に成功するなど、世界

共同で、連星中性子星の合体によって生

ＩＧＯ」と、欧州の「ＶＩＲＧＯ」との

で捉えたということ、昨年８月には「Ｌ

が 開 発 し た「 KhalifaSat
」 は、 Ｈ ─ Ⅱ Ａ
ロケットで打ち上げる３機目の海外の受

アラブ首長国連邦のドバイ政府宇宙機関

効果ガスの濃度を測定いたします。また、

後継機として、より精度高く地球の温室

２００９年に打上げられた「いぶき」の

る予定でございます。
「いぶき２号」は

後程ＪＡＸＡ及び三菱重工から発表があ

のでお知らせをいたします。詳しくは、

者選定の公平性・公正性を阻害する行為

するということがあったとすると、事業

特定の者のみを利するような助言・指導

募予定者の企画提案書の内容について、

して申し上げて、公募期間中に例えば応

は差し控えたいと思いますが、一般論と

係を把握しておりませんので、コメント

臣の所感をお願いします。

ています。これに対する今後の対応と大

を指南していたのではないかと報じられ

募状況を事前に漏らしていたり、企画書

いします。報道では事業者に対して、公

コンプライアンス強化事業についてお伺

【記者】スポーツ庁の昨年度のスポーツ

説明をさせたいと思っております。

詳細につきましては、この後事務方から

対応してまいりたいと思っております。

生労働省のガイドラインに従って適切に

ういう事態が生じることのないよう、厚

とが明らかになっております。今後はこ

いる内容を下に計上をしていたというこ

に本人からの自己申告として記載されて

まいりたいと思っております。

省連絡会議の下の検証チームにおける事

ておるところでございますので、関係府

上したケースがあった等々が確認をされ

申告として記載されている内容を下に計

ざいます。今後、例えば本人からの自己

て、深くお詫びを申し上げるところでご

らないことと重く受け止めておりまし

雇用や活躍の場の拡大を民間に率先して

い た し ま す。 日 中 大 学 生 千 人 交 流 大 会

させて、来年中に本格観測を開始する予

とについてご見識をお願いします。

でございまして、厳に慎むべきことだと、

また、第 回の日中韓文化大臣会合で

ります。

定と、こういうふうに伺っております。

【大臣】先ほど少し申し上げましたよう

す。今後の重力波天文学の方向性など大

km

【大臣】ご指摘の件については、事実関

案の検証結果を踏まえて適切に対応して

アメリカの重力波の観測施設「ＬＩＧ

29

こういうふうに思っております。

10

に、今回の再点検によって、身上調書等

40

Ｏ」が２０１５年に初めて重力波を世界

は、本年が日中平和友好条約締結 周年

進めていくべき立場として、あってはな

ビン市で行われる「第 回日中韓文化大
40

18

10

29

き ２ 号 」 及 び 観 測 衛 星「 KhalifaSat
」の
打上げを 月 日に設定をいたしました

【 大 臣 】 先 ほ ど 申 し 上 げ ま し た よ う に、

流大会」及び 日（木曜日）に中国ハル

も含めた成果文書の署名が予定をされて

28

教育、文化及びスポーツ分野における協

25

30

10

40
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具体的には、千歳基地を拠点として、航
空自衛隊のＦ─ 戦闘機及びＦ─２戦闘
機、オーストラリア空軍のＦ／Ａ─ 戦

も緊密に連携しつつ、こうした取り組み
を進めてまいります。
【記者】普天間飛行場の移設についてお

にも撤回する見通しです。撤回を受け、

聞きいたします。名護市辺野古沿岸部の

うな取り組み等を通じて、わが国と基本
政府としては執行停止の申し立てや訴訟

闘機による要撃戦闘訓練等を実施いたし

的価値及び戦略的利益を共有する特別な
を含め、どのように対応するお考えでし

・

小野寺五典防衛相
記者会見

戦略的パートナーであるオーストラリア
ょうか。また、撤回を受けて辺野古沿岸

公有水面埋め立て承認を、沖縄県が今日

【大臣】私から、２件報告がございます。
との協力を一層強化していくとともに、

ます。防衛省としては、今後ともこのよ

まず１件目ですが、自衛隊は、９月５日

【記者】２点お伺いします。１点目は防

空軍種間の共同訓練を実施いたします。

ーストラリア軍と国内では初めてとなる

沢基地並びにその周辺空域において、オ

更なる深化を図るため、千歳基地及び三

で日本との間で何か取りやめた演習があ

るのですけれども、それを読むと、まる

層高める必要から、引き続き、関係国と

取り組み、国連安保理決議の実効性を一

朝鮮による「制裁逃れ」への対応強化に

際社会が連携して、
「瀬取り」を含む北

の認識で米国とも一致しております。国

超えた石油精製品の輸入を行っていると

北朝鮮が安保理決議で定められた上限を

いたします。「瀬取り」
の問題については、

ジに動画を掲載しましたので、お知らせ

観点から、本日より防衛省のホームペー

況につきまして、国内外に広く周知する

隊が実施している「瀬取り」の対応の状

連安保理決議の実効性確保のために自衛

次に２件目ですが、北朝鮮に関する国

控えますが、米国政府は従来から、
「米

ては、わが国として予断することは差し

合同軍事演習の今後の実施見通しについ

えております。

れるのか、今後の対応を見守りたいと考

を踏まえて最終的にどのような判断をさ

沖縄県が、聴聞期日における当方の主張

審理期日の設定を要求したところです。

について必要な反論をした上で、新たな

沖縄県が処分理由として示している事項

施したところであり、沖縄防衛局から、

沖縄県が、沖縄防衛局に対する聴聞を実

面の埋立承認の撤回に関しては、先般、

えます。その上で申し上げれば、公有水

防衛省としてコメントすることは差し控

質問でありますが、まだ仮定の話であり、

【大臣】埋立て承認の撤回についての御

でしょうか。

衛費についてです。後年度負担が大分積

るように読めるのですが、そういう事実

向上やオーストラリア軍との防衛協力の

み上がっているようですが、今後、サイ
関係はあるのでしょうか。

えていくおつもりでしょうか。

うのですが、今後、このあたりをどう変

い状況になりつつあるのではないかと思

いて、中々予算がフレキシブルに使えな

過去に買い物したものの支払いが増えて

演習に関して、マティス国防長官は再開

【記者】関連してなのですが、米韓軍事

いません。

の中で特に取りやめたようなものはござ

しておりますが、米国と自衛隊との演習

を強化していかなければいけない中で、 【大臣】ツイッター等については承知を

わが国としては、北朝鮮から安保理決議

う説明をしております。いずれにしても、

メントはもはや有効ではなくなる」とい

事演習を行わないとの大統領のコミット

ではないと判断された場合には、合同軍

ある交渉の継続が前提条件であり、そう

【記者】土砂投入そのものについては、
今、

の完全履行に向けた具体的な行動を引き

摘する声もありますけれども、この辺り

どのような現状で、実施するのかをどの

の可能性を示唆しましたが、直後にトラ

りはないということです。

どう見てらっしゃるのか、米韓合同軍事

ように考えてらっしゃるのでしょうか。

【大臣】私どもとしては、わが国の防衛

【記者】新たな領域への対応は、今の予

演習を今後どのように見てらっしゃるの

出すべく、日米及び日米韓三ヶ国で緊密

算で十分に可能と思われますか。

かということをお願いします。

ンプ大統領はまた再開しない考えを示し

【大臣】私どもとしては、必要な装備を

【大臣】マティス国防長官は

点については、台風その他、天候の状況

に必要な装備を調達するということであ

これからもしっかり備えていくことが大

点で今後の米韓合同軍事演習の停止につ

で作業がなかなか進んでいないという報

に連携していくという考えです。

切だと思いますし、また、装備の取得に

いて何ら決定していない旨述べたという

告を受けております。

ています。米政権内の足並みの乱れを指

当たっては、その節減に今後とも努力を

ことは承知をしております。また、トラ

統領がツイッターで韓国軍との演習の再

が、演習はすぐに再開し得るとの考えを

事演習に多額の支出をする理由はない

請求するお考えはありますか。

に伴い生じる損害金について、沖縄県に

間工事が止まることになりますが、これ

【記者】沖縄県が撤回した場合、一定期

ということが第一でありますので、その

【大臣】これは、現場の作業の進捗状況

していく考えであります。

ンプ大統領は 日、現時点で米韓合同軍
開はいつでもできると言っていて、その

明らかにしたと承知しております。米韓

28

中で「日本とも」という文言を入れてい

日、現時

【記者】２点目ですが、昨日トランプ大

りますので、今後ともその考えには変わ

韓合同軍事演習の停止は生産的で善意の

バーや宇宙といった新しい領域への対応

いく考えです。

部への土砂投入をいつ頃としたいお考え

ロシア軍事演習

18

わが国及び地域の平和と安定に貢献して

31

から 日までの間、自衛隊の戦術技量の

８

15

29
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小野寺五典防衛相

会が日本に対しての勧告の中で、米軍機
うことであります。ショイグ国防大臣に

施される「ヴォストーク２０１８」とい

謀部演習であり、今年は東部軍管区で実

面等は届いておりませんので、仮定の話
の事故や、女性に対する性暴力などの被
よると、軍人約 万人、航空機１千機以

【記者】昨日、国連の人種差別撤廃委員

であり、コメントすることは差し控えた
害について、沖縄県の住民が人権を守る

【大臣】まだ具体的に撤回についての書

いと思います。

文書等をいただいておりませんので、仮

【大臣】まだ、撤回についての具体的な

という認識はありますでしょうか。

ことですが、撤回によって工事が遅れる

【記者】撤回については仮定の話という

の思いです。

辺野古への移設の工事を完成させたいと

めていきたい、そのためには一刻も早く

させないためにも、辺野古への移設を進

性の除去、返還、そして普天間を固定化

去が大事だと思っております。この危険

言われている普天間飛行場の危険性の除

宅や学校で囲まれ、世界で一番危険とも

ぐる問題の原点は、市街地に位置し、住

【大臣】普天間飛行場の辺野古移設をめ

しょうか。

の大切さについてはどのようにお考えで

埋立ての重要性、必要性また、スピード

うお考えだったと思うのですが、改めて、

【記者】速やかに土砂を投入したいとい

毎年実施しています大規模な戦略指揮参

【大臣】ロシア軍が戦闘訓練を総括して、

響をどのようにお考えでしょうか。

っしゃるかということと、日露関係の影

が、この軍事演習をどのように見ていら

島でも演習の可能性を指摘されています

ソ連崩壊後最大規模ということで、択捉

が、９月から演習を実施しておりますが、

【記者】ロシアの軍事演習に関してです

ます。

しっかり申し入れをしていきたいと思い

すので、そのことをこれからも米側には

響を与えないということが前提でありま

が存在する場合、地元の住民の皆様に影

めた日本全国の中で、例えば米軍の基地

ずれにしても私どもとしては、沖縄を含

応えするような案件だと思いますが、い

【大臣】内容については、外務省からお

ょうか。

いて防衛省としてどのようにお考えでし

ように勧告していますが、この状況につ

いきたいと思っております。

な関心を持って情報収集・分析を行って

ると聞いておりますので、引き続き重大

こと、また、今回は中国が初めて参加す

演習が４年ぶりに極東で行われるという

が、防衛省としては、こうした大規模な

ついて予断を挟むことは差し控えます

今回の演習が日露関係に与える影響に

ことであります。

での活動についての懸念を伝えたという

おきましても、外務審議官から北方四島

ワで行われました日露外務次官級協議に

たところであります。また、今週モスク

せて、ロシア側の冷静な対応を求めてき

におけるロシア軍機の活発な活動も合わ

北方四島における軍備強化、わが国周辺

７月の日露「２＋２」において、私から、

おります。今回の演習については、今年

である旨言及されていることは承知して

た大規模な演習は１９８１年以降初めて

上、戦車等３万６千両が参加し、こうし

44
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定の話にはお答えを差し控えます。

更生保護法人 関東地方更生保護事業協会

サイバーセキュリティと
仮想通貨が日本を救う

の間、とりわけ急速な進歩を遂げてきた
ィジカル空間（現実空間）を高度に融合

「
５・０」を打ち出している。こ
Society
れは、
「サイバー空間（仮想空間）とフ

政 府 は 未 来 社 会 の あ り 方 と し て、

情報技術は、私たちが「未来」を考える
させたシステムにより、経済発展と社会

かつて未来を象徴する言葉だった「

タイムスパンスを短期化させている。本
的課題の解決を両立する、人間中心の社

世紀」が「現在」になって既に 年、こ

来は次の世紀（ 世紀）の遠い将来と考
えられたＳＦのような未来の想像図も、

会」を意味する。かつてトフラーが「第
先の次のステージでは、電脳空間が人間
ルの一体化がヒトにおいても進展するで

の中にまで入り込み、バーチャルとリア

サイバーセキュリティ

多くの人々にとって不可視なバーチャ

あろう。ＡＩとヒトとの一体化による
「人

動運転、フィンテック、ブロックチェー
ル空間が、人間社会を支える巨大システ

既に情報技術の面では、ＩоＴ（モノ

ンなどの言葉が人口に膾炙（かいしゃ）
ムを支配する時代にあって、それが人間

間（生体）革命」
、筆者が名付ける「第

するに至っている。これらの言葉の普及
本位の幸福な未来社会の実現に結びつく

のインターネット）
、ビッグデータ、Ａ

も急速であり、日本の経済社会に急激な

前提となるのが、サイバー空間を飛び交

四の波」が訪れる。

変化をもたらしつつある。果たして人々

日常生活に入り込むことで、成りすまし

う情報に関する信頼性や安全性だ。現在

付けられる時代に入っている。

同幻想的な資産に過ぎない。未だ、サイ

の意識や社会の仕組みがこの動きに的確

的な」未来社会の姿を描こうと試みた書

既に進展しているＩｏＴですら、それが

の第三者による偽の指示で生じる様々な

り方までも大きく変革することを論じて

仮想通貨が社会の仕組みや財政金融のあ

長戦略にもなることに加え、いま話題の

を挙げて取り組むことが日本の次なる成

では、その完成に向けて政官民学など国

筆者が最近上梓した掲題の著作（写真）

既に国家安全保障の大半の領域を占め

ながる近未来では、サイバー攻撃は直接、

う。人々の脳や肉体の働きがネットとつ

ク（マイニング）の仕組みによ

による全員監視とプルーフ・オブ・ワー

は、中央管理を排した分散型の台帳方式

ブロックチェーン技術であり、その要諦

ネットで送りたいとの要請に応えたのが

つだ。ＩＴの発展で、おカネをインター

貨発行の動きがあるのが、その理由の一

に多くの国で暗号通貨の形態での法定通

は、まさに「未来社会の番人」でもある。 「暗号通貨」と称すべきものだろう。既

ることになったサイバーセキュリティ

って、インターネット送金につ

能な電子的支払手段を意味する。むしろ

の外側にある、インターネットで送付可

が「仮想通貨」だが、それは「法定通貨」

いかがわしいイメージがつきまとうの

暗号通貨が拓く未来

実は、私たちが使用している円などの

した通りの世の中になるかもしれない。

由におカネを発行する時代が来ると予言

イエクが、国ではなく、民間の人々が自

キャッシュなどがそうである。かつてハ

号列そのものをマネーとするクリプト・

る。ブロックチェーンを超えた、暗号記

しい暗号通貨の登場も視野に入ってい

人々の間で転々流通する完成度の高い新

発行され、その価値への評価を共有する

り、個別の実体的な価値を裏付けにして

流れにある。急速なイノベーションによ

しかし、これら課題は克服されていく

での信頼性なども不十分な段階にある。

性、本人確認などマネロン対策的な意味

現実の取引に使用されるに必要な利便

人命に関わる問題になる。

いる。
「限りなく理想に近く、かつ現実

きものの二重使用問題を克服

法定通貨は、中央銀行が供給しているも

の要件を満たしておらず、価値

値を測る尺度」という点で通貨

乱高下する暗号通貨は、
特に
「価

ただ、現在のような、価格が

り、それは市中には回らない。銀行の信

日銀当座預金という帳簿上のおカネであ

元の金融緩和で日銀が増やしているのは

とで生まれているものなのである。異次

電子的に預金口座にマネーを振り込むこ

のではなく、市中銀行が信用創造により

の裏付けのない、投機専用の共

なくしたことにある。

し、取引記録の改ざん等をでき

バーセキュリティ的な意味での安全性、

である。

松田学の国力倍増論

被害を甚大かつ深刻なものとするだろ

に対応できるのか、それが私たちに突き

Ｉ（人工知能）
、スマートグリッド、自

未来社会の番人としての

れる「近未来」の事象となるだろう。

三の波」と名付けた情報革命が行き着く

18

21

第
15
回
今を生きる私たちが生存している間に訪

22

松田 学
松田政策研究所代表
東京大学大学院客員教授
元 衆 議 院 議 員
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―日本新秩序へ―

天

地

人

の財政再建効果を、日銀保有国債の永久
資産を電子化する動きが本格しているよ

品として育っている米国でも、あらゆる

になるのか…。かたや暗号通貨が金融商

返済できる先への貸付であるから、現在
国債への乗り換えで確定し、これを市中
うだ。

クスが成し遂げた「統合政府」ベースで

のおカネとは利潤ある所に生まれる、ま
の求めに応じて政府暗号通貨で償還する

用創造とは、利潤を生んで利子をつけて

さに資本主義の産物といえる。

人間的、社会的な価値創造を生き甲斐と

る資本主義社会と併存する形で、多様な

会層として広がり、ＡＩ富裕層が主導す

産業社会では雇用されない人口の塊が社

ップシステムとつなげれば、通貨として

納税などで電子政府的な様々なワンスト

この政府暗号通貨を、政府への支払や

フレにもならず、財政規律にも反しない。

府暗号通貨を市中に売却していく。イン

ろう。未来の技術を巡る米中間の熾烈な

が置かれた深刻な状況を象徴する事態だ

く、あらゆる角度から考えるべき、日本

言 わ れ る。 こ れ は 技 術 の 問 題 だ け で な

全に中国の後塵を拝するのみとなったと

エコノミーの分野では、もはや日本は完

米国が中国を敵国とし始めたデジタル

する「協働型コモンズ」が誕生するだろ
の利便性が確保され、行政改革にも資す
覇権争いが、暗号通貨の世界でも水面下

ことにより、日銀が市中銀行を通じて政

う。そこは、利潤追求の競争社会とは異
るだろう。各自治体でブロックチェーン

いずれ、ＡＩ革命と超高齢化によって

なる論理の、多様な価値をバックに発行

る自国のポジションを確保していくこと

で展開されていると考えてもおかしくな

ブロックチェーンもビットコインも元
を国家戦略として真剣に模索すべきであ

化を進め、これを地域暗号通貨と接続す

あり、日本円は世界一信頼されている通
はといえば、中国が海外に資産を移す手
る。

される暗号通貨の世界になり得る。日本

貨だ。その日本が世界に先駆けて、様々
段として開発されたものとの説がある

い現在、日本はこの面で国際社会におけ

な暗号通貨が行き交うグローバルな通貨
が、今やビットコインを禁止している中

ることも考えられる。

市場を構築するとすれば、それは日本の
国の当局が、人民元建ての暗号通貨の発

人は世界一、ポイント制が好きな国民で

国柄にも即した成長戦略になろう。
行を計画しているとされる。個人番号制
よりも高い精度で発行元が使用者の個人

亜由美

【 プロフィール】
１ ９ ８ １ 年 東 京 大 学 卒、 同 年 大 蔵 省 入
省、内閣審議官、本省課長、東京医科歯
科大学教授、郵貯簡保管理機構理事等を
経て、２０１０年国政進出のため財務省
を退官、 年日本維新の会より衆議院議
員に当選、同党国会議員団副幹事長、衆
院内閣委員会理事、次世代の党政調会長
代理等を歴任。

「松田プラン」と国家戦略として
の暗号通貨
にも馴染みやすい。ならば、
「一帯一路」

情報を把握できる暗号通貨は、貿易金融

日銀ではなく日本政府が政府暗号通貨を
構想のもと、中国はこれによって人民元

さらに拙著では、「松田プラン」として、
発行することを提案している。すなわち、
の基軸通貨化と覇権強化を実現すること

俳句・川柳 月号

低空の 蝶の飛翔や 可憐なり
（東京都）大山 卓造
（やや風も冷たくなり蝶も弱っているのか）

（新潟市）岡谷

稲の風 どこか懐かしい 過疎の里
（過疎化した里山に稔りが来た）

川柳
天 ＡＩが開く 未来におれは いないよね
（東京都）アナログ労働者
（ＡＩというリストラの波がやってくる。単純労
働者には過酷な時代となっていくことが予想さ
れる）

地 コンビニも 「アリガトサマ」と
アジア系
（東京都）そこがヘンだよ外国人
（外国労働者の受け入れがなかなか進まない日
本。だが、コンビニなどのバイトには、もはや

アジア系をはじめとした外国人が占めている）

熱中症 クーラーをつけて
ほっとする
（横浜市）電気代心配
（今年ほど熱中症の危険を感じたときはない。ま
さに殺人的な暑さが列島を直撃したのである）

【応募要項】来月のお題「東京」

（なんだかなあ〜）

（東京都）台風は日本を目指す

台風も 日本デビューで 目白押し

（ＬＩＮＥでつながってもねえ）

（東京都）帰って来いよ〜

ＬＩＮＥから 息子へつなぐ 親心

（老人に住みがたい世の中に誰がした！）

（大阪市）計画的倒産

老後とは オレオレ詐欺と 年金詐欺

（粗大ごみには場所がない？）

（東京都）下剋上

旦那にも 一国一城の 部屋欲しい

【 佳作】

人

日銀の国債「爆買い」によってアベノミ

「お城」
「テーマ自由」

俳句
（札幌市）糸川 健児

蒼天や 大気の色の 澄み渡る

甘太郎

（天地万物が風景の中で稔りの時を迎える時、風
雨によってそれを手助けしていた自然もホッと
しているのではなかろうか。空と大地の奏でる
音楽とも言えよう）

秋深し 命なりけり 山の城
（姫路市）東海
（城ブームであると聞く。城は歴史の宝庫であり、
そして、武者たちが命をやり取りした戦場である。
改めて過去の武士の思いを感じるというのである）

雄渾の 海の果てより 海の声
（東京都）能島 秋海
（深山幽谷の山の静けさも良いけれど、海の果て
しない水平線をながめると、どこか心が解放さ
れ、異国へ旅したい気持ちになってくる）

厚

（長野市）東方 浩司

【 佳作】
古城の 木の間より風 吹き寄せる
（ここに も 、 人 の 息 吹 が あ る の だ ）

（帯広市）相馬

天高く 大都会ばかり 雲を突く
（青空に そ び え 立 つ ビ ル 群 の 美 し さ ）

選
選
者選
者
・者
・
東・
東
嶋東
嶋
一嶋
一
刀一
刀
齋刀
齋
齋

あなたの俳句・川柳をお寄せ下さい。お題に添ったも
のでなくても結構です。自作未発表のものをはがき１枚
に３句程度まで。住所・氏名
（ペンネームの場合は本名も）
・
年齢・電話番号明記の上で、ご投句願います。投句は返
却しません。二重投稿厳禁。天・地・人の句には薄謝な
いし粗品を贈らせていただきます。締め切りは毎月末。
住所 〒１０１─００５２ 東京都千代田区神田小川町
３─７─
報道ビル６Ｆ 「新政界往来」ひようたんな
まず係まで。
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戦後アジアの指導者で筆者が最も尊敬
する大政治家は、インドのインディラ・ガ
ンディー元首相、アタル・ビハーリ・バー
ジペイ元首相、シンガポールのリー・クア
ンユー元首相、それに最近 歳でマレーシ
アの首相の座に帰り咲いたマハティール・
モハマドの４人である。
政治的経歴からすれば、この４人を尊敬
することは矛盾するように思う人がいて
も不思議ではない。なぜならば、インディ
ラ・ガンディー女史とアタル・バージペイ
氏は政敵であり、相手を監獄に送った経緯
もある。
またマハティール氏は青年政治家とし
てシンガポールの分離独立に強く反対し、

人のご尊父が厳格な教育者の小学校の教

動に参加し、逮捕されたこともある。ご両

彼らは誇り高い民族主義者でありながら
諭で、磐石な信仰心の裏付けと高度な倫理

ルでもあった。だが、
共通の面も多々ある。
現実的な国際主義者の面も持ち、熱烈な愛
観と正義感を身に付けたのもそのためだ
また、アメリカや中国など大国や潜在的

国主義者でありながら理性的な
さらに卓越した指導力と先見
大国に対し、理路整然と建設的な批判を行

ろう。

性、 そし て 不動 の 精神 で 有 言実
なった点も似ている。

世俗主義でもあった。

行ぶりを発揮してもいる。
ただ、中国が国際法を順守するだろうと

直接、中国の侵略を経験してないマハテ

指導者としてマスメディアと

に 大衆 に 語り か け、良 薬 口 に苦
ィール首相の気持ちが分からなくもない

信じて、自国の外交的努力を惜しまない点

しで大衆に不人気なことも真摯
が、 バ ー ジ ペ イ 元 首 相 は 中 国 か ら 信 義 を

か外国勢力によってリモコン式

に 貫い た。 大衆 の 心を 掴 む 弁舌
裏 切 ら れ、 侵 略 を 受 け て も 外 務 大 臣 と し

は筆者から見ると、玉の傷だ。

で は、 イ ン デ ィ ラ・ ガ ン デ ィ ー
て、首相として印中関係改善に務め続けた

に 誘導 さ れる こ とも な く、 雄弁

氏 とリ ー・ クア ン ユー 氏 が 巧み
虚 し い 教 訓 が あ る。 バ ー ジ ペ イ 元 首 相 は
歳で 民族義勇団「 Rashtriya Swamsevak

だ った の に比 べ て、小 声 な がら
理論的に答弁する説得術はバー
ジペイとマハティールの方が上
代、自ら「ムスレム協会」を設立して民族

」 に 入 会 し、 そ こ か ら 首
SanghＲ
( ＳＳ）
相に登りつめた。マハティール氏も学生時

筆者はこの４人の偉人達にお
啓蒙活動に励み、植民地支配批判を新聞の
偶然にもバージペイもジャーナリストと

世話になり、その神々しいオーラのような
バージペイ氏とマハティール氏は共に

して同じような主張を展開していた。そし

コラムニストとして健筆をふるっている。

代で英国の植民支配に反対する政治活

存在に触れる機会に恵まれた。

手だったように思う。

16

て共に親日派でもある。両氏の日本に対す

ー氏に関しては、その都度、別紙で追悼文

に復帰し、正義と国民の幸福のため奮闘し
他方、バージペイ元首相は 歳で８月

ている。大いに期待し、成功を祈りたい。
歳で政界のトップ

を記した。
マハティール氏は

１９７０年代から 年代に、私的にもま

に回想を纏め、ご冥福をお祈りしたい。

紹介し、特に日本との関わりについて簡単

日に他界した。バージペイ元首相の偉業を

93

代で反英植民地運動に参加し投獄を経

ソンディ教授の他、同席したのはやはり

てくる。

問攻めにあった記憶は今でも脳裏に蘇っ

ィ教授宅で長時間日本について、熱心に質

の 著 名 な 学 者 で 親 日 家 の Ｍ・ Ｌ・ ソ ン デ

た。特に野党のリーダー時代、共通の友人

た首相官邸でもお目にかかることができ

80

０ ０ 年 の 森 首 相 の イ ン ド 訪 問 の 際、 本 来

だった。実際、バージペイ元首相は、２０

係の更なる親交のために何が不足かなど

来であればもっと緊密であるべき日印関

多くの質問は、日本人のインド人観や本

質問してくださった。

動力とは裏腹に、物静かな口調でいろいろ

バージペイ元首相は、ダイナミックな行

った。

験した、Ｌ・Ｋ・アドバニー元副首相であ

10

インデラ・ガンディ氏とリー・クアンユ

リー・クアン・ユー元首相
マハティール首相

16

る期待とある種の憧れが共通している。

その後もリー・クアンユー氏の良きライバ

戦後アジアの４指導者
10

93

93
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インディラ・ガンディー元首相
アタル・ビハーリ・バージペイ元首相

長官や平林大使など、両国の優れた外務官
僚の努力によって、結果的には両国関係は

なら「日本とインドは自然のパートナー 」
であるべきだと語り、
「 日印グローバル・

でムシャラフ元大統領の腰が引けた。
期の計

期の

バージペイ氏は １９５７年から２００
９ 年 ま で 上 院 ２ 期、 下 院
議 員 生 活 を 送 っ た。 そ の 間、 最 も 活 発 な

むしろ躍進したのを目の当たりして来た。
国の関係も、結局は人間関係と信頼関係に
チ ベ ッ ト 支 持 者 と し て 活 躍 し、 若 い 時 は

パートナーシップ」構築に合意し、翌年、
バージペイ元首相の日本訪問で「日印グロ
よって左右することをこの時期に学んだ。

１９９９年、政治生命をかけて自らパキ
部である」事を認める代わりに「シッキム」

２００３年は訪中し「チベットが中国の一

ーバル・パートナーシップ」の東京宣言を
行った経緯がある。
さらに小泉首相とバージペイ元首相に
よって「日印戦略的グローバル・パートナ
筆者としては悲しいが、一政治家として

がインド領である妥協を得ている。

会談を行うため同国を訪問。関係改善に向

スタンのナワーズ・シャリフ元首相と首脳

現 在、 安 倍 首 相 と モ デ ィ 首 相 に よ っ て

軍事クーデターによって、国民の選挙で

のバージペイ元首相の一貫した自国の国

日本とインドは戦後、常に良い関係を保
選 ば れ た シ ャ リ フ 元 首 相 は 失 脚。 代 わ っ
この度、日本は大切な友人を失い、イン

けラホール宣言発表という前進的な結果

って来ており、政党や指導者によって多少
て政権のトップについた元将軍パルヴェ
ドは献身的な息子を失った。世界はヒンド

「特別戦略的グローバル・パートナーシッ

温度差があっても、良好な関係は維持して
ーズ・ムシャラフ大統領とも首脳会談を行
ゥー至上主義と民族右派のレッテルを貼

益を追求する現実的姿勢と決断力は評価

きた。
い、
両国間の問題解決のため「複合的対話」
りながらも、今は真の平和構築者を失った

を得たが、結局、パキスタン軍によってカ

１ ９ ９ ８ 年、 イ ン ド の 核 実 験 に 対 す る
を行なうことになり、２００５年４月にム
実感を持ち始めている。葬儀にはブータン

プ」へと深化し、戦後最高の２カ国関係に

過剰な反応に対し、バージペイ元首相の「
シャラフ元大統領がインドのニューデリ
国王始め、パキスタンの法務大臣兼情報大

できた。

世界唯一の被爆国としての立場を理解す
ーの生家を訪問、世界の注目の下、両首脳
臣等多数の要人が駆けつけたのはその証

ルギル紛争を起こし逆戻りした。

る」と謙虚に受け止め、日本との関係悪化
は世界七不思議の一つタージマハールが

して、文芸人の顔も持っていた。

バージペイ氏は生涯独身を貫き、詩人と

を食い止めた。

ではないだろうか。 世紀の代表的なステ

当時のインド国防大臣のジョージ・フェ
ルナンデス氏と親友の野呂田芳成前防衛

楽観的されていたものの、最後に国内事情

そびえ立つアグラで協議に入った。当初、

発展している。

ーシップ」へと進む。

の関係改善にも懸命に努力した。

与党のチベット政策を雄弁に批判したが、

12

バージペイ元首相は隣国パキスタンと

10

ーツマンの死を偲びご冥福を祈りたい。
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下
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宮古島への帰省
秋が深まると、故郷が懐かしくなる。
戦後、お袋と一緒に台湾から宮古島に

お袋の死に目にはあうことができ、最
後は看取ることができた。
学校の授業中、先生からすぐ家に帰れ
と言われた。
の手を触って、
「ごめんね」と言ったの

母は寝ていた布団から手を伸ばして俺

ただ、宮古に帰っても仕事がなかった。
が最後の言葉となった。それがお袋と最

帰ってきた。
それでお袋は沖縄本島で米軍の世話をす
後に交わした会話だった。

中学校を卒業して、農業高校に入った。

高校断念

る仕事を始めた。
小学校２年生の時、お袋は住み込みだ
ったから、週に一回ぐらい帰ってきた。
俺はサラリーマン家庭の叔母の家に預け
られていた。
そして月日が流れ、小学５年生の時に、
米軍の世話を辞めて昔の経験を生かそう
ということで、産婦人科の助産婦になっ
た。

母親の最後の言葉
そういう時に、病気になり闘病生活に
入った。
しかし、なかなかお袋の体はよくなら
なかった。長年の苦労で、体はボロボロ
だったのだと思う。さらに、お袋の病気
が悪化し、宮古に帰ってきた。

高校には行

な と 思 い、

迷惑かける

聞 い て て、

が、それを

てくれた

い」と言っ

て払えばい

地でも売っ

なもの、土

は、
「そん

婆さん

していた。

と叔母は話

る か ら …」

小学校５年の時、亡くなった。

かないと決めた。
だが、叔母や婆さんには、
「学校は嫌
いだから行かない」と言った。
そんな折、たまたま集団就職の募集が
とができるとも書いてあった。

あった。夜間高校にも通いながら働くこ

宮古の家というのは、高床式で縁側が

それでこれに応募した。
ま床下に入って遊んでいた。すると上で、
叔母と婆さんが話していた。

お婆さんの気がかりは、俺がやくざも

俺の誓い

高い。床下には大人でも入れる。たまた

高校にやれるほど裕福ではなかった。

ただ、入ったのはいいが、叔母の家は

入った。

た。農業のほうがいいだろうと思って、

宮古には生産高校と農業高校があっ

俺を救った
婆さんの一言

「常坊、高校に入ったけど、学費もあ

変な人がきた。
「お前、いい仕事、あるよ」

んよ。ここにいろよ」と念を押されたが、

その時、
「下地、ここから動いていか

を買いに行った。

港から神戸駅に着き、迎えの人は切符

る人がいた。

それで神戸港に入った。迎えに来てい

のにパスポートが必要だった。

当時は沖縄は米国領土で、本土に渡る

人買いの手

けだった。就職先が臨時募集だったのだ。

のだろうが、たまたま俺の場合は１人だ

集団就職だから、本当は多人数で行く

守ってくれた。

その意味では、お婆さんの言葉が俺を

に足を踏み入れた可能性がある。

その誓いがなかったら、そうした世界

から」と誓って出てきた。

俺はお婆さんに「やくざにはならない

たらいかん」と厳命された。

かもしれんが、絶対！、やくざにはなっ

くざに絡まれて命を落とすことも、ある

お婆さんは「お前は気が短いから、や

んになることだった。

宮古島

日本経営者同友会会長
日本経営者同友会会長
日本経営者同友会会長
19

回
回 想
想 録
録
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俺を救ってくれた祖母と祖父

と言う。
連れはなかなか帰ってこないし、こっ
ちでもいいやと思って付いていこうとし
た。その動こうとした瞬間、向うから連
れが戻ってきた。
「どうした」と言うと、変な人はさっ
といなくなった。

にある中小企業の医療メーカーだった。
今でもまだ存在する。ここには宮古の人
が一杯来て働いていた。
注射器を作るガラス細工の職工が仕事
だった。
押すほうの出っ張っているところを、
ガスで焼き形を整える作業が専ら俺の仕

「 お 前、 ど こ に 行 こ う と 思 っ た の か 」
の作業だった。だから一日の作業が終わ

この作業は簡単なものではなく、職人

事だった。

と聞いてきたから「いや、付いていこう
っても、残業しないといけなかった。５

俺はその時、えらく叱られた。

とした」と正直に答えると「お前、それ
００本とか６００本がノルマだ。それに
土日が休日だったが、その週末はバイ

賄い付きの寮生活だった。

は人買いじゃないか」と言われた。
もう少しのところで、食い物にされる
ところだった。

った。

ダンスホール
その頃は毎晩のようにダンスホールに
行っては散財していた。そのため金を稼
ぐのに汗を流した。
貯めて何かしようという気持ちはさら
さらなくて、専ら遊びにつぎ込んでいっ
た。
当時、ダンスホールの入場料が５００
円でコーヒーが一杯２００円した。
夕方から夜１時ぐらいまで開いてい
た。クリスマスの時には、決まって満員
となった。

帝とかいったキャバレーの駐車場係り
ミラノ交遊会という遊びのサークルを立

ールがあった新宿のミラノ座だ。そこに

行きつけの場所は、映画館とダンスホ

甘い言葉で誘ってたこ部屋に押し込み、
とかして稼いだ。そうすれば２日で、３
ち上げたこともあった。

トに明け暮れた。

ただ働きさせる怖いところだ」と、ブー
０００円ぐらい稼げた。この時は、朝の

連れは「ああした人買いというのは、

ブー言いながら、一緒に東京まで俺を連
８時から翌朝８時まで 時間働いた。
体が許す限り働いた。
っているのか」と脅した挙句、
「俺の子

を間違わずにすんだ。

その意味では、お婆さんの一言で人生

そうした道にいっていたかもしれない。

その時、お婆さんの一言がなければ、

分になれ」とやくざがやってきた。

結局、勤務時間が長く夜学も行けなか

のか」とよく言われたものだ。

会社からは「お前、どこに行っている

０円ぐらいの時のことだ。

給料は１万円ぐらいで、手取り８００

すると「俺のショバで、お前は何をや

れて行った。
俺を２人がけの奥に座らせて、むやみ
に動けないようにした。
犯人の護送みたいな格好だった。

医療メーカー
私たちが向かったのは、東京の南千住

56
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24

海外通信

トランプ氏元側近 「大統領指示」で違

会談し、イラン問題について協議した。

レムで、イスラエルのネタニヤフ首相と

（国家安全保障担当）は訪問先のエルサ

統領補佐官

ボルトン米大統領補佐官

イスラエル首相とイラン問題協議、米大

紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電

強硬な姿勢を示した。これに関連して米

と述べ、釈放実現に向け

釈放に関し「譲歩はない」

されている米国人牧師の

で、トルコで長期間拘束

米大統領はロイター通信のインタビュー

する仕事を動物愛護団体が求人募集した

ャのシロス島で、住み込みで猫の世話を

超─ギリシャ エーゲ海に浮かぶギリシ

「猫の世話」求人に応募３万５０００人

能性が出てきた。

ランプ氏が政治的に窮地に立たされる可

たことを示す証言が出てきたことで、ト

と法廷で認めた。違法行為に直接関与し

アフガン和平「比類なき好機」─米、元

前にある」と述べ、米軍が双方の対話を

って「和平に向けた比類なき好機が目の

アフガン政府と反政府勢力タリバンにと

ルからビデオ回線を通じて記者会見し、

留米軍のニコルソン司令官は首都カブー

で、米国にとって重大懸念だ」と表明し

国のあからさまな介入を受け入れるもの

について「西半球諸国の内政に対する中

が台湾と断交し中国と国交を結んだこと

ウスは声明を出し、中米エルサルバドル

交「重大懸念」─米政府 米ホワイトハ

対エルサルバドル関係見直し、台湾と断

られたのは無料ダウンロードで、
「販売」

渡を開始したと明らかにした。差し止め

ディ・ウィルソン氏は有料での製造法譲

止めを命じられた問題で、企業創設者コ

用いた銃製造法の公開が連邦地裁に差し

企業による３次元（３Ｄ）プリンターを

法の販売開始─米企業 米テキサス州の

連邦地裁が差し止め命令も、３Ｄ銃製造

大使の特使就任調整 アフガニスタン駐

後押しする意向を示した。

た。その上で、エルサルバドルとの関係

は対象外だと主張している。

日（木）

米、対中追加関税第２弾発動 トランプ

を見直す方針を明らかにした。

課した。中国は「断固反対する」
（商務省

円）相当の中国製品に ％の追加関税を

新たに１６０億ドル（約１兆８０００億

週予定されていたポンぺオ国務長官の訪

鮮の非核化が進展していないとして、今

トランプ米大統領はツイッターで北朝

トランプ大統領 米国務長官の訪朝中止

生に関する非常事態」を宣言した。

民が流入している事態に対して「公衆衛

料・医療品不足から多くのベネズエラ難

日（金）

報道官）として、同規模の報復措置を実施

朝を中止すると発表した。また、北朝鮮

年金改革、女性に緩和案─露大統領 ロ

由とする制裁関税の第２弾を発動した。

した。制裁と報復を繰り返す「貿易戦争」

との協議が進まない要因として、貿易問

シアのプーチン大統領は

ベネズエラ難民増加で非常事態宣言 ペ
—
ペルー政府は経済危機による食

の泥沼化に歯止めがかからない状況だ。

題をめぐって対立を深める中国の存在を

日（水）

ルー

トランプ氏、司法長官と応酬─更迭観測

を「省内を掌握しない司法長官」と激し

調査機関ピュー・リサーチ・センターが

対中国、若者ほど好意的─米意識調 米

した。年金改革に対する国民の不満は強

ては引き上げ幅を緩和する妥協案を発表

支給開始年齢引き上げ改

政府が実施を目指す年金

指摘した。
日（火）

く非難した。これに対し、セッションズ

発表した世論調査によると、 〜 歳の

く、プーチン氏の支持率が急落する事態

のインタビューでセッションズ司法長官

氏も異例のコメントを出して応酬。両氏

米国民で、中国に対し「好意的」な見方

29

革をめぐり、女性につい

の亀裂は深刻さを増しており、トランプ

になっており、対応を迫られた形となっ

18

49

「否定的」と答えた ％を上回った。

た。

を持つ人の割合は、約半分の ％に上り、

29

氏が 月の中間選挙後にも更迭するとい

28

25

58
新政界往来

ャ政府が、
２０１５年８月に欧州連合（Ｅ

イラン核合意からの離脱と制裁再開で圧
子版）は、トルコ側が牧師釈放に絡めて
ところ、世界中から３万５０００人超も

法行為 トランプ米大統領と不倫関係に

力を強める米政権の立場を再確認し、イ
自国金融機関への制裁回避を求めたが、
の応募が集まった。

Ｕ）と合意した債務危機からの脱却に向

ランが内戦下のシリアから部隊を撤収す
米側が拒否したと報じた。
新たな未接触部族を発見、ドローンで撮

あったと主張する女性への口止め料支払

べきだとの認識を共有したとみられる。
性的虐待で異例の書簡、ローマ法王 米
影─ブラジル ブラジルの国立先住民保

けた３カ年の第３次金融支援プログラム

米大使館に数発発砲─トルコ トルコの
ペンシルベニア州のカトリック教会の聖
護財団（ＦＵＮＡＩ）は同国北西のペル

いをめぐり、元個人弁護士のマイケル・

メディアによると、首都アンカラで何者
職者らによる子供に対する性的虐待が明
ーとの国境に近いアマゾン熱帯雨林内

を完了したとの認識を示した。

かが車から米大使館に向かって数発発砲
らかになったことを受けて、フランシス
で、現代文明と接触したことのない部族

コーエン氏がトランプ氏の指示があった

し、そのまま逃走した。警察が犯人の行
コ・ローマ法王は世界中のカトリック信
（未接触部族）を発見し、ドローンでの

米大統領 トルコに譲歩せず トランプ

方を追っている。銃弾は警備員室の窓ガ
徒向けに異例の書簡を出して虐待を非難
撮影に成功したと発表した。

８月 日（日）

ラスなどに当たったが、負傷者は出なか
した。しかし、具体的な対策については

日（月）

った。
日（水）

言及せず、
「口先だけの宣伝活動」との

ンブルクに本部を置くユーロ救済基金の
日（火）

22

も トランプ米大統領はＦＯＸニュース

24

米政権は中国による知的財産権侵害を理

欧州安定メカニズム（ＥＳＭ）はギリシ

批判の声も上がっている。

ギリシャ救済プログラムが完了 ルクセ

19

11

う観測が出ている。

36
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21

20
23

マハティール氏は会談後の共同記者会見
弁公室主任を、徐氏の後任に荘栄文・元

主任に徐麟・前国家インターネット情報

対外宣伝を主に担う国務院新聞弁公室の

で、
「われわれは新たな植民地主義が生
同弁公室副主任を起用する人事を発表し

年）などで生き別れになった韓国と北朝
習に中国の参加が決まった。中国国防省

９月に極東などで実施する大規模軍事演

日。この時期には極東ウラジオストク

で少なくとも５人が死亡し、多数の人が

きたマグニチュード（Ｍ）６・９の地震

インドネシアの観光地ロンボク島で起

ロンボク地震で５人死亡─インドネシア

る異例の厚遇ぶりを鮮明にした格好だ。

の貿易摩擦を激化させる中、台湾に対す

機関を訪れるのは初めて。米国が中国と

り、台湾の外交部は、中国側の「金にも

額の投資を提案していると伝えられてお

バドルに港湾開発などインフラ整備で多

したことを発表した。中国は、エルサル

は台湾と断交し、中国と外交関係を樹立

サルバドルのサンチェス・セレン大統領

エルサルバドル、台湾と断交 中米エル

越え、再会を果たした。

鮮分析サイト「 ノース」は最新の人工

見か 米専門サイトが分析 米国の北朝

ミサイル施設の解体停止、北朝鮮が様子

になりそうだ。

国は軍事・経済面で結束を誇示すること

経済フォーラム」が開催される。中露両

で中露首脳らが出席する見通しの「東方

日（水）

負傷した。

衛星画像に基づき、北朝鮮北西部・東倉

「新植民地主義」と対中けん制、マレー

里にあるミサイル基地「西海衛星発射場」

果を公表した。金正恩朝鮮労働党委員長

アのマハティール首相は李克強首相と北

の再会事業で、北朝鮮で選ばれた離散家

き別れになった韓国と北朝鮮の離散家族

中国宣伝部門、習派が掌握 中国政府は

地震が発生した。国営イラン通信（ＩＲ

ャー州でマグニチュード（Ｍ）５・９の

目立った進展が見られないとする分析結

の施設解体作業について、今月上旬から

が６月の米朝首脳会談で約束した「主要

部にある金剛山の離散家族面会所で再会

る宣伝活動について「完全に正確だ」と

席が２０１２年に発足した習指導部によ

産党機関紙・人民日報は、習近平国家主

習氏、宣伝方針を正当化─中国 中国共

察に拘束された。インターネットを通じ

援活動を行っていた学生ら 人以上が警

組合の結成を目指す工場従業員とその支

支援で 中国南部・広東省深圳市で労働

学生ら 人超拘束、中国当局─労働争議

対行為」などを理由に米国人らを長期間

これまで、「国家転覆の陰謀行為」や「敵

た日本人男性の追放を決めた。北朝鮮は

放」の意図 北朝鮮当局は、拘束してい

北朝鮮、
対日関係に配慮か─拘束邦人「追

１００人が負傷した。

表明したと伝えた。
「強国」を訴える宣

て支援の動きが広がるのを警戒した当局

日（月）

伝方針が米国との対立激化を招いたとい

拘束し、対米交渉の「人質」に利用した。

問われている韓国の朴槿

権乱用や収賄などの罪に

派組織「イスラム国」
（ＩＳ）のアフガ

ナンガルハル州で実施した空爆で、過激

家保安局（ＮＤＳ）は声明を出し、東部

爆作戦 アフガニスタンの情報機関、国

アフガンのＩＳトップを殺害、米軍と空

党が規定超える署名 台湾が福島、茨城、

日本食品禁輸継続で公民投票も、台湾野

る。

悪化に神経をとがらせている可能性もあ

慮を示したとの見方や、対外イメージの

「追放」処分とし、対日関係に一定の配

今回の意図は明らかではないが、早期の

恵前大統領（ ）の控訴

ンでの第４代指導者、サード・アルハー

栃木、群馬、千葉の５県産の食品を禁輸

日（日）

審で、ソウル高裁は判決

ビー容疑者を殺害したことを明らかにし

朴前大統領に懲役 年─ソウル高裁 職

公判を開き、一審より重い懲役 年、罰

している問題で、輸入再開に反対する最

金２００億ウォン（約 億円）の実刑を

ていたとされる。

言い渡した。朴被告は裁判をボイコット
しており、欠席した。

イラン西部でＭ５・９の地震、２人死亡
１００人負傷 イラン西部のケルマンシ

離散家族再会、北朝鮮から 人─第２陣
朝鮮戦争（１９５０〜 年）などで生

万人の署名を集めたと発表した。実施

公民投票（国民投票）の実施に向け、約

た。同容疑者は先代の指導者が殺害され

50

大野党・国民党は禁輸継続の賛否を問う

日（金）

正当化した。

が封じ込めを本格化させた形だ。

した。

ところによると、少なくとも２人が死亡、

ＮＡ）が州当局からの情報として伝えた

日（木）

81

26

う批判が出ていたが、これまでの路線を

50

ている可能性もある。

族 人が韓国に住む家族らと北朝鮮南東

日（火）

38

22

なミサイル試験場の廃棄」作業が止まっ

シア首相 中国を公式訪問中のマレーシ

表している。

のを言わせる」外交を非難する声明を発

15

日（月）

65

11

には有権者数の１・５％に当たる約 万

28

25

66

81
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京で会談した。ロイター通信によると、

じる状況を望んでいない」と強調。強い
つて勤務した上海市と福建省でそれぞれ

た。徐、荘両氏は、習近平国家主席がか

て他国への影響力拡大を図る中国をけん
習氏に仕えた元部下で、共産党中央宣伝

経済力を背景にインフラ建設などを通し
制した。
部の副部長を兼ねている。

８月 日（日）
歴訪した台湾の蔡英文総
南北離散家族が対面、朝鮮戦争以来の再

宇宙局（ＮＡＳＡ）ジョ
鮮の離散家族が北朝鮮南東部にある金剛
によると、中国が参加するのは９月 〜

台湾総統 ＮＡＳＡを初訪問 中南米を
統は経由地の米テキサス

ンソン宇宙センターを訪問した。台湾メ
山のホテルで対面した。戦争で離れ離れ

中露首脳、９月に軍事演習 ロシア軍が

会─北朝鮮

ディアによると、１９７９年に米国と断
となった家族が 年にわたる分断の時を

朝 鮮 戦 争（ １ ９ ５ ０ 〜

州ヒューストンで米航空

交して以来、台湾総統が連邦政府の関連

53

19

た昨年７月以降、アフガンのＩＳを率い

25

27

48

20

53

新政界往来

61

21

20
23
24

グ国防相は、ソビエト連
迭するなど、閣僚５人を入れ替える人事

文在寅大統領は宋永武国防相を事実上更

新国防相に知日派の鄭氏─韓国 韓国の

した格好で、公民投票が現実味を帯びて
邦崩壊以来の最大規模と
を断行した。新国防相には、日本の航空

月に実施─中国も参加 ロシアのショイ

きた。
なる軍事演習を９月に実

人以上の署名が必要とする規定をクリア

ミャンマー国軍高官の訴追要求、ロヒン
自衛隊幹部学校で研修を受けた経験のあ
）を指名した。大幅な内閣改造は昨

る知日派の鄭景斗・軍合同参謀本部議長

施 す る と 明 ら か に し た。
演習には中国やモンゴルも参加。ショイ

ギャ迫害で国連人権調査団 国連人権理
事会が設置したミャンマーの人権状況に
グ国防相は、演習には約

書は、ミャンマー人権問題の国際刑事裁

要があるとする報告書を発表した。報告

ン総司令官ら高官を捜査し、訴追する必

害に関し、国軍のミン・アウン・フライ

スラム系少数民族ロヒンギャに対する迫

規模になる面もある」と述べた。演習は

演習を再現する部分もあれば、さらに大

た演習以来の規模になるとし、
「

年の

かにした。旧ソ連が１９８１年に実施し

２隻と全ての空挺部隊が参加すると明ら

１０００機以上の軍用機、ロシアの戦艦

めた訪朝を許可しなかったと明らかにし

同点検作業のため、韓国政府関係者が求

部は韓国と北朝鮮の鉄道連結に向けた共

鮮けん制か─国連軍司令部 国連軍司令

韓国当局者の訪朝許可せず、米国が北朝

年５月の文政権発足以降初めて。

万人の部隊、 （

関する国際調査団は西部ラカイン州のイ

判所（ＩＣＣ）への付託か、特別国際法
た。国連軍司令官は在韓米軍司令官が兼

直しにつながるもので、中国が「二人っ

たり議論を呼んできた家族計画規則の見

の言及がなくなると報じた。数十年にわ

ている民法典の草案から「家族計画」へ

の機関紙、検察日報は現在審議が行われ

紙示唆

っている。同国南部ではイスラム過激派

を仕掛けたとみられる男２人の行方を追

人が死亡、 人が負傷した。当局は爆弾

弾攻撃が発生し、幼い少女１人を含む２

の町イスランで、祭りの会場を狙った爆

２人死亡 フィリピン南部ミンダナオ島

フィリピン南部の祭り会場に爆弾攻撃、

区で実施される。

督が制作した映像を盗作したものだった

メ映画「君の名は。
」で有名な新海誠監

た 党 の 広 報 映 像 が、 大 ヒ ッ ト し た ア ニ

像で 韓国野党「正義党」は最近公開し

新海作品の盗作謝罪─韓国野党、広報映

狙いとの見方も出ている。

停滞する中、米国が北朝鮮をけん制する

務しており、非核化をめぐる米朝交渉が

中国最高人民検察院（最高検）

子政策」を廃止する可能性が示唆されて

ことを認め、
「新海監督の権益を侵害し、
します」と謝罪した。

が長年にわたって武力闘争を続けてお

81

いる。
日（木）

35

中国、二人っ子政策廃止の可能性─国営

９月 ─ 日にロシア中部と東部の軍管

58

廷の設置を提唱した。

30

多くのファンに心配をかけ、深くおわび

15

り、先月にも爆弾攻撃で死者が出ている。

11
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日（火）

ロシア、ソ連崩壊後最大の軍事演習を９
30

28

が『東京は全部、自然エネルギーでやる』

には連続在任期間で最長だった故椎名悦
介護ロボットの開発加速、ＡＩ活用で過

三郎氏を抜いていた。

日（火）
重労働解消─経産省 経済産業省は、介

寺五典防衛相はインド国防省でシタラマ

インド・ニューデリーを訪問中の小野

物品協定、早期締結で一致─日印防衛相

代が図られるかどうかだ。

長（ ）の去就や、その他幹部の世代交

認される見通し。焦点は、井上義久幹事

で、自主投票を決めた同派内の投票行動

ある竹下氏が石破氏支持を明示したこと

支持する意向を表明した。竹下派会長で

で、９月の党総裁選で石破茂元幹事長を

氏 自民党の竹下亘総務会長は記者会見

石破氏を支持する意向表明─自民・竹下

強調した。

した。

地がある」と述べ、引き下げに意欲を示

話の利用料について「４割程度下げる余

義偉官房長官は札幌市で講演し、携帯電

携帯利用料４割減に意欲─官房長官 菅

最終調整している。

程度増額して関連費用を計上する方向で

海洋安全保障分野での協力を進めていく

ウィジェワルダナ国防担当相と会談し、

スリランカ訪問中の小野寺五典防衛相は

海洋安保で協力─日スリランカ防衛相

を置くのは初めて。

確保が目的で、地方にサイバー専門部隊

小泉氏は「東京都は大都市だ。小池知事

拉致・核・ミサイル問題への対応を協議

相公邸で約 分間電話会談し、北朝鮮の

安倍晋三首相はトランプ米大統領と首

拉致問題で協力約束、日米首脳電話会談

初めて。

外の在日米軍基地へのオスプレイ配備は

１日に配備されると発表した。沖縄県以

１２年９月から副総裁を務め、昨年１月

並んだ。高村氏は２０

在任記録２１４２日に

が持つ歴代最長の通算

任期間が故大野伴睦氏

訪日客８０００万人目指す─自民総裁選

る漁業者の同意に移る。

表明した。焦点は計画用地の地権者であ

衛省の要請を受け入れる判断をした」と

事は記者会見し「熟慮を重ねた結果、防

となどで合意した。これを受け、山口知

て 年間で計１００億円を県に支払うこ

義知事が県庁で会談し、国が着陸料とし

諸島防衛の強化策の一環。通信の安全性

発化させている中国を念頭に置いた南西

護隊」を創設する。東シナ海で活動を活

撃への対処を担う「西部方面システム防

衛隊西部方面隊（熊本市）にサイバー攻

援者らが都内で開いた会合で講演し、都
が率先して脱原発に取り組むよう促した。

９８６億円とする方針を固めた。要求額

の概算要求について、過去最大の５兆２

年連続増 防衛省は２０１９年度予算案

防衛予算５兆２９８６億円─概算要求７

ュレス対応を進める新規事業を盛り込ん

０６７億円を要求。中小企業のキャッシ

分かった。前年度比９・９％増の１兆４

省の２０１９年度予算概算要求の概要が

兆円で調整─経産省概算要求 経済産業

倍晋三首相は公明党の山口那津男代表と

自公候補の勝利目指す─沖縄知事選 安

打ち出した。

や、中央省庁と企業の本社機能の移転を

外国人客数を８０００万人に増やすこと

投開票）に関し、自公が推薦する候補の勝
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と言えば日本をリードする」と強調した。
歳も投票可能に─自民総裁選 自民党
護ロボット開発を加速化させるため、企

党員投票の資格をこれまでの「 歳以上」

は党本部で総裁選挙管理委員会を開き、

山口代表の続投濃厚─公明
から「 歳以上」に引き下げることを決
記録作業を、ロボットと人工知能（ＡＩ）

８月 日（月）
期満了を迎える公明党の山口那津男代表
めた。２０１６年の選挙権年齢の引き下
の組み合わせで合理化し、介護分野の生

業への支援を拡充する方針を固めた。介

）の続投が濃厚となった。来年には
げを踏まえた。野田毅委員長は記者会見
産性向上につなげる。２０１９年度予算

ン国防相と会談し、自衛隊とインド軍と
にも影響を与えそうだ。
陸自西部方面にサイバー隊 防衛省は来

護現場での過重労働の一因となっている

統一地方選や参院選が控えており、
「安
で、
「開かれた総裁選」を目指す考えを

の間で食料や弾薬を相互に融通する物品
自民・高村副総裁、在任歴最長２１４２
年３月末、九州・沖縄を担当する陸上自

ことを確認した。日本政府はシーレーン

した。首相が拉致問題解決への協力を求

で石破氏 自民党の石破茂元幹事長は参

都が脱原発率先を─小泉元首相 小泉純

（海上交通路）の要衝に位置するスリラン

めたのに対し、大統領は「しっかり日本

院議員会館で記者会見

一郎元首相は小池百合子東京都知事の支

カとの結び付きを強化したい考えで、小野

の考え方に沿って協力していく」と改め

は７年連続増。秋田、山口両県への配備

移設が争点となる同県知事選（９月 日

（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への

首相官邸で会談した。米軍普天間飛行場
日（金）
オスプレイ、受け入れ表明─佐賀県知事

利に向け協力していく方針を確認した。

２％増となる。月末に正式決定する。

陸 上 自 衛 隊 が 佐 賀 空 港（ 佐 賀 市 ） に

尖閣寄付金 億円の活用法検討─小池都
14

オスプレイ、 月横田配備─米軍 防衛

輸送機オスプレイを配備する計画をめぐ

30

省は米軍横田基地（東京都福生市など）

を盛り込むことで、 年度当初予算比で

だほか、人工知能（ＡＩ）開発などを推

ついて説明した。訪日

訴える地方創生政策に

し、９月の党総裁選で

寺氏は会談で「自由で開かれたインド太
野寺氏はシリセナ大統領とも会談した。

日（木）

て約束した。

11

を目指す陸上配備型迎撃ミサイルシステ

20

進する。

キャッシュレス、ＡＩ開発推進 １・４

40

知事 東京都の小池百合子知事は記者会

24

り、小野寺五典防衛相と佐賀県の山口祥

18

ム「イージス・アショア」の導入費など

日（水）

23

平洋戦略を進めていきたい」と語った。小

76

の概算要求に、前年度の 億円より２割

役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）を早期に
日 自民党の高村正彦副総裁（ ）の在

（
定」を重視した。９月 日の党大会で承

９月に任

18 21
締結する方針で一致した。

18

20

20

71

に米空軍のＣＶ オスプレイ５機が 月

10

10

22
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65

30

66
22

見で、都が尖閣諸島の購入資金として集

実益が存在する」と説明している。

った米側が、不快感を示したとも伝えた。
日（木）

長官 菅義偉官房長官は記者会見で、携

日本の携帯料金「ＯＥＣＤの倍」─官房
概算要求に関し、前年度比１８６億円増

概算要求 内閣官房は２０１９年度予算

衛星整備など１１５９億円、内閣官房の

日（月）

効な活用方法を検討したい」と述べた。
帯電話料金の４割引き
の総額１１５９億円とする方針を固め

めた約 億円の寄付金について「より有
今後、国などと協議するという。
下げを提唱する理由に
た。安全保障や大規模災害などの危機管

局の「海警」４隻が日本の領海に侵入し、

沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で中国海警

中国公船４隻領海に侵入─沖縄・尖閣沖
つ い て、
「わが国の料
理の一環として、衛星画像による情報収

約１時間 分航行した。尖閣諸島沖での

３０５」
「２４０１」
「３５１１５」が午

覇市）によると、海警「１３０６」
「２

陰謀行為」や「敵対行為」などを理由に

めた。北朝鮮はこれまで、
「国家転覆の

は、拘束していた日本人男性の追放を決

北朝鮮、拘束の邦人「追放」 朝鮮当局

高い水準だ」と指摘した。

表取材を認めなかったことについて「表

会談した際、同国外務省が産経新聞の代

事務次官が中国で王毅国務委員兼外相と

偉官房長官は記者会見で、秋葉剛男外務

中国の産経排除を批判─官房長官 菅義

制拡充に向け、７４４億円を計上する。

中国公船の領海侵入は今月７日以来で、 （ Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ ） 加 盟 国 平 均 の ２ 倍 程 度 で、

前 時 〜 分ごろ、魚釣島北北西の領
米国人らを長期間拘束し、
対米交渉の「人

今年 回目。第 管区海上保安本部（那

西南西で領海を出た。
現の自由を含む自由、基本的人権の尊重、

海に侵入。同 時 分〜正午ごろ、同島

を通告しない限り延長される仕組みとな

は２０１６年 月に締結され、有効期間

年延長する考えを示した。ＧＳＯＭＩＡ

協定（ＧＳＯＭＩＡ）について、再び１

共有を可能にする日韓軍事情報包括保護

極秘に接触し、事前に知らされていなか

た、７月に日朝情報当局高官がベトナムで

朝鮮問題でも対立したという。同紙はま

い不満を表明したと報じた。両首脳は北

赤字問題などをめぐり安倍晋三首相に強

首脳会談でトランプ大統領が、対日貿易

シントン・ポスト（電子版）は６月の日米

日朝高官、７月極秘接触─米紙 米紙ワ

児童の着替え盗撮、教諭逮捕─大阪府警

の県本部推薦を決めた。

投開票）では副市長の松川正則氏（

を決めた。同県宜野湾市長選（９月 日

長政俊氏（ ）を党本部推薦とすること

長選（ 月 日投開票）で沖縄県議の翁

は中央幹事会で、任期満了に伴う那覇市

那覇市長選で翁長氏推薦─公明 公明党

でも重要だ。極めて遺憾だ」と批判した。

法の支配は普遍的な価値で、いかなる国

っている。韓国国防省関係者は再延長の

城県桜川市富谷の砕石場「五月女鉱業岩

勤務先の小学校で女子児童の着替えを

国防省関係者は日本当局との防衛機密の

理由について「韓日関係と国防・外交に

瀬工場」で爆発があり、地元消防による

日（火）

質」に利用した。

集を行う「内閣衛星情報センター」の体

金は経済協力開発機構

30

日韓軍事情報協定を再延長─韓国 韓国

11

45

35

11

は１年。期限の 日前までに一方が破棄

と、敷地内で１トントラック１台と火薬

童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、府内

盗撮したとして、大阪府警泉佐野署は児

）

庫が大破し、現地で作業していた火薬取

の公立小学校教諭島田博司容疑者（

）

り扱い責任者の男性（ ）が行方不明に
なった。トラックは砕石場で使用するダ

ど盗撮をした」と話し、容疑を認めてい

同府熊取町朝代西を逮捕した。
「

回ほ

イナマイトなどを積んでおり、荷積み作

44

埼玉 埼玉県北本市二ツ家の職業不詳加

８月 日（火）

69 21

間後に消し止められたが、木造２階建て

ナーが提訴─岐阜地裁 アパート賃貸大

「レオパレス物件に不備」アパートオー

中１男女殺害事件で 月初公判、大阪地

日（日）

住宅が全焼。焼け跡から２人の遺体が見

重大な不備があったとして、岐阜市の男

中学１年の男女２人が殺害された事件

大阪府寝屋川市で２０１５年８月、

加藤さんは顔や肩にやけどを負い救急搬

で、大阪地裁（浅香竜太裁判長）は殺人

日（水）

員裁判の初公判を 月１日に開くと決め

48

側は地裁が示した和解案を受け入れる方

児島地裁（日景聡裁判長）で開かれ、県

の損害賠償を求めた訴訟の和解協議が鹿

）の遺族が県に約９１６０万円

官に取り押さえられ死亡した男性会社員

児島市で２０１３年、鹿児島県警の警察

は「談合体質は根深い」として罰金２億

地裁（鈴木巧裁判長）であった。検察側

清水建設（東京都中央区）の公判が東京

な取引制限）罪に問われた法人としての

をめぐる談合事件で、独禁法違反（不当

事件で東京地裁 リニア中央新幹線工事

清水建設に罰金２億円求刑、リニア談合

のマンションに遺棄した

歳女逮捕 乳児の遺体を仙台市青葉区内

マンションに乳児３遺体、遺棄容疑で

た。判決は 月 日の予定。

日。

10

19

疑者（ 、大阪市生野区

風俗店従業員吉丸伶華容

中央署は死体遺棄容疑で

と し て、 宮 城 県 警 仙 台

25

12

め、
「自分で生んだ３人の子供の遺体を

巽南）を逮捕した。同容疑者は容疑を認

25

（当時

針を表明した。遺族側も受け入れる意向
日（木）
砕石場で爆発、男性１人不明─茨城 茨

ないなどと訴え、結審した。判決は 月

円を求刑。弁護側は自ら企てたわけでは

11

で、和解が成立する見通しとなった。

警官制圧死訴訟和解へ─鹿児島地裁 鹿

日（金）

性オーナーが約２０００万円の損害賠償

歳の母親と長男とみられる。

11

26

送されたが、命に別条はないという。

21

罪に問われた山田浩二被告（ ）の裁判

71

を求める訴訟を岐阜地裁に起こした。

つかり、

裁

30

手レオパレス （東京）が建てた物件に

71

民家火災で２人死亡、 歳母と長男か─

64 30

10

るという。

32

業中に爆発したとみられる。

71

90

11

藤薫さん（ ）方が出火し、火は約４時

21

42
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27
28
24

22
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14

45

15

16

10

22
23

否認していたが、 日間勾留され、さい

棄したとして、北海道警豊平署は死体損

侶逮捕 男女の遺体を傷つけて自宅に遺

妻子の遺体傷つけ遺棄か、容疑で自称僧

いる。

３人の乳児とみられる遺体が見つかって

を操作しながら自転車を運転し、女性に

に有罪─横浜地裁支部 スマートフォン

スマホ自転車で死亡事故、元女子大学生

した。

別の男を逮捕。これに先立ち男性に謝罪

たま地検が処分保留で釈放。県警は同日、

るなどしたとして、警視庁綾瀬署は強制

疑で逮捕─警視庁 路上で女性の胸を触

都職員、路上で女性の胸触るわいせつ容

りません」と起訴内容を認めた。

であった。少年は罪状認否で「間違いあ

相手で、嘱託殺人や現住建造物等放火な

壊・遺棄容疑で札幌市豊平区美園、自称
衝突して死なせたとして、重過失致死罪
わいせつ容疑で東京都福祉保健局職員の

遺棄した」と供述。マンションからは計

僧侶の長岡雅人容疑者（ ）を逮捕した。
に問われた元女子大学生（ ）の判決が

どの罪に問われた少年（ ）の裁判員裁

「間違いない」と容疑を認めているとい
横浜地裁川崎支部であり、江見健一裁判
相沢貴之容疑者（ 、足立区谷中）を逮

判の初公判が東京地裁（鈴木巧裁判長）

19

視庁新宿署によると、現場に５００ミリ

した」と駅員から１１０番があった。警

の 、 番線ホームで「アルミ缶が爆発

軽傷─東京 ＪＲ新宿駅（東京都新宿区）

新宿駅ホームで「缶爆発」
、女性に液体、

の長男とみて捜査している。

失致死容疑で、園長の女性（ ）と監視

が水死した事故で、埼玉県警は業務上過

保育園」のプールで昨年、
女児（当時４歳）

─埼玉県警 さいたま市緑区の「めだか

プールで女児死亡、保育園長ら書類送検

２年）を言い渡した。

長は禁錮２年、執行猶予４年（求刑禁錮

市の「Ｙ＆Ｍ藤掛第一病

中症、死亡５人に 岐阜

６日前からエアコン故障─岐阜の病院熱

という。

院」で 代の入院患者５

抑えられなかった」と容疑を認めている

女性の左すねに液体がかかって、軽いや
けどを負った。

書類送検した。２人は容疑を認めている
という。
日（水）

人が熱中症の疑いで相次
いで死亡した事件で、同
病院は最初の死亡者が出る６日前からエ
の取材で分かった。立ち入り検査に入っ

アコンが使えなくなっていたことが市へ

少年が高３少女嘱託殺人認める、東京地

た市保健所に対し、病院側が説明した。

信じていいかな？
おかしいかな？

暗証番号は
ATM で
絶対他人に言わない 手続きすることは絶対にない

息子や孫のふりをして

すぐに元の電話に
かけ直す

調べている。

裁初公判 東京都台東区のマンションで

へえ、早くお金もらおう！

）の遺体が見つかった事件で、交際

視
警

市・区役所・厚生労働省
を名乗って
警察・金融庁・銀行協会・裁判所
を名乗って

庁

─埼玉県警 埼玉県警は強盗致傷、強制
（

ウソの電話は、すぐ 110 番！

岐阜県警岐阜中署も詳しい経緯について

日（月）

80

昨 年 ５ 月、 住 人 の 高 校 ３ 年 の 少 女 当 時

3 つのウソ電話に注意！

したと発表した。男性は容疑を一貫して
17

30

強盗致傷で男性誤認逮捕、 日後に釈放

31

捕した。
「酒を飲んでいた。性的欲求を

リットルのアルミ缶があり、爆発した痕

35

20

に当たっていた元保育士の女性（ ）を

10

跡はなかったが、近くの階段にいた 代

50

60

20

68

14

わいせつ容疑などで 代男性を誤認逮捕

29

20

13

27
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う。同署は、遺体は 代の妻と 代後半

警視庁からのお知らせ！

書 評

「シリアの秘密図書館」

しかし、本を手にした人々は震えたと

ダの味がするものだったからだ。

本を救い、本に救われる

デルフィーヌ・ミヌーイ著 藤田真利子訳
本書はシリアの首都ダマスカスの近郊
の町ダラヤで作られた図書館をテーマに
著者は書いている。
知の扉を開いた時の、心を乱すざわめ

している。
ダラヤでは、市民がアサド政権軍に抵
きに震えたのだ。そして、読書は彼らの

考えることで、新たに現実に立ち向かう
力が付与されるからだという。
本書はルポルタージュだが、著者は現
場には行っていない。シリア政府軍から
包囲網を敷かれたダラヤには、すべての
道はふさがれていた。
そのためスマホやスカイプで連絡を取
り、ワッツアップの無料ボイスメッセー
ジで答えを保存したりしている。
リストだが、表面的な戦闘状況ではなく

抗し籠城していた。シリア政府は、彼ら
彼等は隠された過去を探るために読
魂の次元でシリアと向かい合っているの

著者はフランス生まれの女性ジャーナ

む。学ぶため、正気を保つために読む。
が本書の特徴だ。

新たな土台となった。

秘密図書館は、ダラヤの大学でもあり、

を狂信者、テロリストとして町全体を攻
撃対象にし、４年間、６０００発の樽爆
弾を投下している。
その中で、崩れる落ちた家の本を掘り
れた人々がいた。私達は有り余る著作物

絶望的状況の中で本を救い、本に救わ

ここで本は、紛争の日常から未知の世
や情報の洪水の中にいるが、実は本や情

精神病棟ともなった。
界へと逃げ出すはけ口だった。そうした
報の本当の価値は知らないのかもしれな

出すグループがいた。最初は１人から始
当初、誰もが「本？」と驚いたという。
活字への逃避行を著者は否定的に見な
い。（東京創元社 本体１６００円＋税）

まり、友人たちがそれを手助けした。
戦争の最中なのに、とっぴだったからだ。
い。活字の中の新世界でじっくりものを

歴史にも真実の光が当てられないとい

異様なまで寛容だったルーズベルトの罪

本書は大敵であるはずのスターリンに

驚くべき開戦の真実

「ルーズベルトの開戦責任」 ハミルトン・フィッシュ著

命を救えずにいるのに、本を救って何に
なるのか。
しかも多くの市民は、読書家でもなか
った。独裁
る本という
けない。往々にして歴史は勝者の都合に

政権下にあ
のは、嘘と
を暴いたものだ。

これはドイツが侵攻を始めた時の２倍

ない。民主党リベラル左派で、社会主義
思想を受け入れていた。

ほかにも軍靴、有刺鉄線、電信ケーブ

斜していた夫人からの影響もあって目を

義と警察国家を嫌うものだが、ソ連に傾

通常、社会主義者は共産主義の全体主

ル、車両、機関車、工作機械なお膨大な

だった

結局、ヤルタ会談で勝者はスターリン

つぶっていた。

焉をもたらした。

ルーズベルト外交は、ポーランドの終

支援が米から寄せられた。

の数だ。

しかし、容共的だったことは間違いが

合わせて作られるものだからだ。

万台にのぼった。

取った航空機は２０００機、トラックは

プロパガン

ルーズベルト米大統領には「参戦と三
選」の２つの野望があった。対独日への
参戦と大統領三選だ。
ヒトラーとスターリンは放っておけ
ば、遅かれ早かれ闘うはずだった。両国
の戦いは破滅的な激しいものになる。
そうなっていれば、欧米は戦争の恐怖
から解放されていたし、東欧や中国が共
産主義者の手に渡ることもなかった。

第二次世界大戦で英米は 万人の兵士

「ハルノート」を突きつけるなど、ルー

な民を共産主義、全体主義の犠牲者に追

を失った。だがヤルタでは１億人の自由

議会に黙って日本がとても飲めない

になって闘うのを傍観していればよかっ

ズベルトが用いた策力とだましのテクニ

そのためには２人の独裁者が血みどろ
た。

いやった。ポーランド、ハンガリー、チ
１０００円＋

ックは、レーニンに匹敵する狡猾さだっ

トルーマンの眼力は鋭く、ロシアが追

税）

「ドラッカー入門」 上田惇生／井坂康志翻訳

たかというと、著者の答えはＮＯだ。

に入った。
（草思社文庫

ェコなど自由な民が共産主義国家の支配

い詰められればロシアを支援し、ドイツ
が劣勢になればドイツを助ければいいと
まで言っていた。
だが、ルーズベルトは対独戦に執着し
た。

法にもとづ

は因果知識であり、意味あるものは量だ

化こそが意味あるものだとした。科学と

デカルト的モダンは、因果関係と定量

し、果ては経済社会の発展をもたらした。

界を支配した。科学技術の進歩をもたら

モダンは、３５０年間、西洋を風靡し世

西洋近代化の哲学となったデカルト的

人間性を担保しない資本主義

いて、スタ

というのだ。全体は部分の和であり、部

そのためロシアへの支援は１１０億ド
ルにおよんだ。

ーリンが米

分によって規定されるとも。

しかし、全体は部分の和では決してな
国から受け

武器貸与

ただ、ルーズベルトが共産主義者だっ

た。
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書 評

トクラブ、反日ドラマ制作現場では日本

るものは相
の息を吹き込む。いかに生きるべきか考

して捉える能力こそが、企業や組織に命
ネタの鮮度の低さに著者は驚くが、日本

上海の寿司屋では、中国人板前が握る

としてみるということだ。命あるものと

互に関係し
えるだけでなく、生きるための生きた知
人と中国人の舌感覚の違いを知って納得

い。存在す

あっている
識が不可欠だ。博識の野蛮人というのは

人兵役までこなしている。

し、そもそ
する。

資本主義は人間性を担保していない。
ーズ焼きの状態で出されるから。握って

から入るオーダーのほとんどが、マヨネ

社会の鼻つまみものだが、無知の紳士と

だ。生命体も、脳が組織に命令するので
にもかかわらず人間性を前提としてい
いるマグロやサーモンの色は濁ってはい

も因果律で理解できる代物でもなく、も

はなく、相互に様々なメッセージを発信
る。人間性なき資本主義は正統性を担保
るが、その上にコショウやガーリックパ

寿司ネタの鮮度を気にしないのは、客

し合っている。
していない。ドラッカーは、資本主義は
ウダーを振りかけ、大阪のお好み焼きの

いうのも困りものだ。

環境問題にしろ途上国問題、教育問題
自ら苦労して正統性を確保しないといけ
ようにマヨネーズを寿司ネタ一面に振り

つれあった形態というのが正しい認識

など 世紀の重要課題は、すべてあたか
ないと説く。

も命あるもののごとく、全体を全体とし
かける。さらにガスバーナーで表面をあ
ぶるので、鮮度の悪さに誰も気づくこと

本書は 年以上に渡ってドラッカーの
本の翻訳を担当してきた上田氏らによる

て捉える知覚的な能力によってのみ理解
が可能となり、解決が可能となるという

が食べやすいのだ。そもそも「中華料理

は、普通の寿司よりマヨネーズ焼きの方

生ものを食べ慣れない中国人にとって

ぎりの味に近いという。

ず、いわばコンビニのシーチキンにおに

口にすると素材の味はほとんど分から

はない。

本体１８００円

ドラッカー哲学の神髄を書き下ろしてい
る。
（ダイヤモンド社

のがドラッカーの持論だ。
知覚的能力というのは、あらゆるもの
＋税）

中国「潜入バイト」日記』 西谷格著

を機械としてではなく、命あるものもの

『ル ポ
中国人が一番信用しないのは中国人

渡って「潜入アルバイト」を敢行した記

と思った著者が大陸に住み着き、６年に

広大な国土、多い人口、一党独裁、言

寿司屋から始まり、パクリ遊園地やホス

著者はライターの身分を隠し、上海の

触れた思いがした」と述べ、これを許し

「日本に来て以来、初めて真の武士道に

は足し算の料理」だ。日本の懐石料理の

興味深

論の自由や参政権の欠如などに起因した

ている。

録が本書だ。

かったの

意見を言うだけ無駄といった諦観に支配

異形国家・中国の現実を生で知りたい

は「中国人

され、他人のことより自分のことを考え

ィアもあった。

がら、大塚学長からの直接の謝罪もなか

田元監督の話を信じ、不満を述べていな

いないし、大学側も学生の言葉より、内

内田元監督はまだ命令したことを認めて

本書でも、結局、解任されたとはいえ

任の取り方もいただけない。

ような今回の事件は、事件そのものも責

それに比べると、後ろから切り付ける

物がいた。

昔は、敵将さえも感動させるような人

時にこそ、その人の地金が出るものだ。

人生では最も生きるか死ぬかといった

は違う。

ような、素材そのもので勝負する料理と

はニュース

る風潮が蔓延しているというのだ。
なるほど、
「中国人が一番信用しない

に関心がな
い」ということだった。調理スタッフに

のは中国人」ということが納得できる。
（小学館新書 本体８００円＋税）

マクドナルドで使われた腐敗肉問題を聞
いても、誰しも「ああ聞いたことがある
よ」程度のリアクションでしかないのだ。

「立ち上がれ 日大マン！」 白倉康夫著
アメフト違法タックル問題で組織悪暴く
「責任は当然私が負うべきだ」
「いや、

アメフトの危険タックル問題では、各
紙とも社説やコラムなどで論じた。

著者は日本大学アメフト部の篠竹幹夫

ったことに批判のつぶてを投げる。
まもなく始まる裁判で、お互いが相手

監督（故人）の秘書を 年間務めた白倉

命令した私の責任だ」
。
の罪を少しでも軽くしようとしていた。

「私からの指示ではない」と責任逃れ
した、日大アメフト前監督の内田氏の非
を諌めるオピニオンが目立った。
中には先の大戦での責任のとり方と比

日本に送還された後も、連合国軍総司

そこには日大を愛するがゆえに、ただ

氏 で、 内 部 事 情 に 精 通 し て い る か ら こ
った今村陸

令部（ＧＨＱ）のマッカーサー最高司令

利用して巨大組織に君臨する者を許せな

参謀長は無罪放免となり、今村はその後

軍大将と部

官に、赤道直下の炎暑の島の刑務所に戻

い心情がほとばしり出ている。
（人間の

そ、内部に巣くう組織悪を暴く本書を書

下の参謀長

りたいと申し出る。部下とともに服役し

科学新社 本体１２００円＋税）

９年間、獄に服す。

の口論を紹

たかったのだ。マッカーサーはこの時、

けた。

介するメデ

較し、ラバウルで敗戦を迎え、戦犯とな

10
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▽「方丈記」を書いた鴨長明は実
際、３メートル四方の庵に住んで
いた。
生活用水は近くの小川から庵ま
で水を引いた。近くに森があって薪
も簡単に調達でき気に入っていた。
鴨長明のいいところは、隠遁生
活ではなく、あちこち歩き回った

が、
「方丈記」という新鮮な文学
を生んだ。
（Ｔ）

なかった。通常、
貴族ならば当時、
牛車や牛を借りないと表立って外
に行けなかった。
付き人も必要で、
金と手間が必要だった。
貴族というのは、外に出るのに
もその風格が問われる面倒な階級
だったのだ。
そ の 点、 隠 者 に な っ た 鴨 長 明
は、思いのまま手軽にどこへも行
けた。 歳ぐらいの森の番人の子
供と友達になり、連れ添っていろ
いろ出歩いている。
遠出では埼玉県、千葉県の銚子
にまで足を伸ばしたとされる。
鴨長明は自由に外気に触れ、近
隣の風に吹かれた。
その鴨長明の外目を気にしない
自由人たるところの行動力と発想
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る気概を持っている」
との言葉は、
昨年 月、広島県の尾道で「一緒
にやっていく相棒がいない」とし
て政界からの引退を表明した亀井
氏の心境でもあろう。
その亀井氏が日本や東アジアと
いう広大なキャンパスに、老驥の
一筆をどう振り下ろすのか楽しみ
だ。
（Ｉ）

ことだ。
当時の貴族は、簡単には出歩け

│

編集後記
▽亀井静香氏のインタビューは、
いつも新宿のアトリエで行なわれ
る。
アトリエには壁に掛けられた亀
井氏の絵もあるが、あちこちにキ
ャンバスが無造作に置かれている。
応接室のソファーや机にも、緑
色の絵の具が付いたままだ。それ
はしみのようなつき方ではなく、
刀を振るような勢いがある。
「絵を描くと疲れるんだ」とい
う亀井氏の筆を握る奮闘振りが伺
がえる。
チャーチルも油絵の筆を握るの
を生涯の趣味としたが、亀井氏の
油絵の歴史も長い。
ろ う き うまや
曹操は「老驥櫪に伏すとも、志
は千里に在り」との句を残した。
「三国志演義」では、徹底して
劉備の敵役に仕立て上げられてい
る曹操だが、客観的な史実に照ら
せば、新時代を切り開いたこの時
代一級の人物だった。
「老いたる名馬は馬小屋に繋が
れていても、千里を駆けようとす
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小誌では、読者の皆様の
情報提供やアドバイス、寄
稿を歓迎します。ジャンル
は問いません。政治、経済、
国際問題や社会問題など、
積極的に原稿をお寄せくだ
さい。提供された情報に関
しては、意欲的に取材を行
うつもりです。また情報提
供および寄稿に関しまして
は、住所、氏名、年齢、職
業、電話番号などを明記の
上、編集部宛までお送りく
ださい。
電話・ファックス
０３・３２９１・７７７３
メール投稿
seikaiourai@yahoo.co.jp
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