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「父はりそな銀に殺された」
親子２代にわたり財産強奪
誰が中国系物理学者を殺したのか？
米中技術覇権戦争の陰で死体累々！

感動の東京オリンピックに
日本を堪能できる受け皿も

橋本聖子自由民主党参院議員会長

自由民主党参院議員会長橋本聖子 氏に聞く

辺野古問題に忸怩たる思い

日本経営者同友会会長 下地常雄

「安倍色」薄めた首相施政方針演説
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自由民主党参院議員会長

参院議員会長の橋本聖子氏に、感動があり安全な大会に

で な く、 政 治 家 と し て も 参 加 し た 経 験 が あ る 自 由 民 主 党

開催される。そのオリンピックにアスリートとしてだけ

いよいよ来夏、東京オリンピック、パラリンピックが

あったりしました。

ンピックがお荷物になっていたケースが

どちらかというとオリンピック、パラリ

れができなかった過去の国や都市では、

像を発信する場所と位置付けていて、そ

橋本聖子 氏に聞く
するために、どう取り組むべきか聞いた。
結局、
「成熟した国家、成熟した東京」

──オリンピックの聖火と共に生まれた
を行なう責務が国にはあると思います。

オリンピック、パラリンピックのやり方

発信の場でもありますので、過去にない
というエピソードは有名ですが、ソチ五
ただ、まだ昭和 年の東京大会と同じ

（聞き手＝徳田ひとみ論説委員）

輪選手団長やアスリートだった経験から
ンピックへは、どういった思い入れがご

２０２０年の東京オリンピック、パラリ
新たな未来像を描いていくのか、発信力

います。そこを国として、どういう風に

ような感覚で考える方がまだいらっしゃ

が、他の大会と違って、オリンピックは

のはスポーツの祭典と見られがちです

さんの訪問客がいらっしゃるので、東京

──多くの国から選手のみならず、たく

ているところです。

が問われてくる大切な大会になると思っ

経済や文化力などを含めた、国家の威信

万全を期すべきはテロ対策です。最高

ことでしょう。

帰国後、日本のことを宣伝してくださる

それができれば、新たな感動を生み、

を作っていきたいと思っています。

的厚みを十分、堪能できるような受け皿

る国ですので、受け取る側が日本の文化

届くケアなど、そういったところができ

ろへの心配りや、かゆいところまで手が

るというだけでなく、目に見えないとこ

ただ単にボランティアの人が案内をす

体感をもってやっていけると思います。

を、日本はおもてなしの文化を含め、一

った歴史があります。そういったところ

外と他の国では過去、十分にできてなか

ボランティアの教育１つとっても、意

るのがオリンピックでもあります。

うか機能、運営力といったものが問われ

どうしても安全性だとか、正確性とい

もなりますね。

理解や国際貢献、国際協力のきっかけに

で感じていただくことで、その後の相互

が、何より訪問客の皆様が「日本」を肌

スポーツがテーマのオリンピックです

あります。

はじめ日本をみなさまにご紹介したり、

オリンピック、パラリンピックという

ざいますか？

39

をかけた戦いの場所でもあります。その

10

発信したりする素晴らしいチャンスでも

29

意味では、国家のあり方だったり、未来

はしもと せいこ １９６４年 月５日、北海道勇払郡早来町生ま
れ。 年東京オリンピックの直前に生まれ、聖火にちなんで「聖子」
と名付けられた。公益財団法人日本スケート連盟会長、公益財団
法人日本自転車競技連盟会長。公益財団法人日本オリンピック委
員会副会長。スピードスケートと自転車競技の元選手でオリンピッ
ク日本代表として出場。アルベールビル冬季オリンピックスピー
ドスケート女子１５００メートル銅メダル。２０２０年東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事。 自由民主党
参議院議員会長（第 代）。著書に「オリンピック魂 人間力を高め
る」「聖火に恋して」など多数。
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日本を堪能できる受け皿も
感動の東京オリンピックに

のテクノロジーで水際対策をしていく必
要があります。顔認証だとか、いろいろ

たり、選手への精神的なストレスは異常
なほどあった大会でした。

入れ、どちらかというと日本の伝統医療
や東洋医学と融合されてこなかった問題

通常はＩＤを持った安全を確保されて

があります。

な科学の革新的技術を駆使し、テロ容疑
アスリートの話になりますが、スポー
てきています。対処療法ではなく、予防医

いる人しか入れない場所ですが、それで
選手村にどういった人が爆弾を仕掛け
学、あるいは健康増進においての医療と

者を水際で完全にブロックすることが肝
──私たちは海外から大勢のお客様がい
たのか、全く分かりませんでしたが、基
いう位置づけでやってきているからです。

ツ界は長く、統合医療のシステムでやっ

らして、にぎやかなお祭り騒ぎのような
本的にオリンピック、パラリンピックは
アスリートは風邪をひいても、普通の

もこうしたリスクにさらされたのです。

気持ちでおりますが、国家としては威信
テロ攻撃のターゲットになりやすい側面

要です。

をかけて、そうしたセキュリティーへの
ない事情があります。

人と治療方法が同じというわけにはいか

があるのも事実です。
安全で当たり前というオリンピック

配慮、万全な安全対策を整えて皆様をお
迎えせねばなりませんね。
としてもアスリートとしても参加できた
──先生は統合医療の推進を唱えておら

ります。
われてくるのです。それには完全な予防

風邪をひかないような体を作ることが問

めないものがあったりするので、基本は

ドーピング問題があって、最低限、飲

ということで、印象深い思い出があります。
れるとお聞きしています。西洋と東洋医
医療をやるしかないということで、選手

を、どうなし遂げるかということでもあ

いろいろ波紋があったのですが、ちょ
療を融合させるという統合医療の理想的

アトランタ・オリンピックは、政治家

うど国会が閉会中にオリンピックが開催

ここでは、医食同源ではありませんが、

の体を個別に判断して体質改善などを試

日本では統合医療がクローズアップさ
食というのが絶対的な医療の１つになっ

な在り方とはどういったものでしょう

その時、アトランタの選手村で遠隔操
れていますが、世界的には既に多くの国
ています。

されたこともあって、出場することがで

作の爆弾が仕掛けられていた事件があり
がそうした実務の医療制度の中でやって

また、歯のかみ合わせ一つも、体全体

みることになります。

ました。ちょっと時間がずれていれば、
います。そうした意味では、統合医療と

のバランスが崩れてしまうということ

か？

爆弾事件に巻き込まれるとこでしたが、
いうのは世界的な潮流となっている現実

で、デンタリストのアドバイスも取り入

きました。

本当に間一髪で免れることができました。
があります。
明治維新以来、日本は西洋医学を取り

を政治家が持ちすぎてしまうと、国家そ

その爆弾テロ事件で死者は出ませんで
したが、ボランティアの方が怪我をされ

たりしています。そういったものも大事

れています。

すべてにおいて、医学の専門性をもっ

策につながっていかない側面があるので

のものの力を底上げするような幅拾い政

健康的な街づくりというのは、道路イ

な観光業なのです。

た人たちがチームを組み、ずっと帯同し
てくれて、選手がのびのび活躍できるよ

すが、サイクリング道路を作ったり、ト

いくと、メンタルが非常に大事になって

なお、純粋に１人の選手達の体をみて

自戒すべきだと思います。

これは単にアスリートだけの健康増進

レッキングや歩道であっても、どの位置

くることが分かります。

ンフラの整備というのは必須ではありま

に役立つだけでなく、地域の医療と組ん

にベンチを置くかによって心の癒しの度

うになっているのです。

でやっていくことによって、住民の健康

合いが違ったりします。

いくら寿命が延びても、寝たきりで人

身ともに健全な健康社会を作り上げるこ

づくりをしていかないと、人間として心

林省も、すべてが融合した形で１つの街

そういうことを考えると、国交省も農

本でも国立スポーツセンターが出来てい

ていますし、情報共有の受け皿として日

り組みをしていて、大きなヒントとなっ

スなどでは、先進的なスポーツ医療の取

進んでいて、ドイツやイギリス、フラン

スポーツ医学というのは現在、非常に

寿命を伸ばすことにもつながってくると

間らしい生活ができないと不幸ですし、

とは不可能と思われます。

るので、選手のサポートがしやすくなっ

いう広い裾野をもっているものでもあり

健康寿命が延びれば医療費の削減や社会

──すべてのものをトータルに捉える姿

ます。

保障費を安定させることも可能となって

ています。その成果がここ 年、現れて
いるところです。

勢はとても大事だと思います。
見た目は健常者でも、心を病んでいれ

きます。そうすると、新しい産業に目を
向けていく市場拡大にもつながってきま

世界は４、 年前からナショナルトレ

的な街づくりに貢献していくというもの

うだけではなく、環境問題を含め、健康

はあるのです。決して体をみる医療とい

こうした考え方が統合医療のベースに

く持続可能な社会を構築できるのかとい

いの中で暮らして、将来に対して不安な

く、結果として一人一人が、どういう思

をされている方もいます。見た目ではな

自由でも心身ともに健全で意欲的に仕事

ンターと一緒になって、選手を育成して

う国立スポーツセンターや国立医科学セ

合宿とかトレーニングする場所として使

ていますが、日本ではアスリートたちが

ートセンターなどの体制が整備されてき

ーニングセンターやスポーツ医科学サポ

ば健康とはいえません。一方で、体は不

なのです。

うことで、トータルな医療の重要性が浮
北海道に来ていただいた外国人観光

いるのです。まだたったの 年なんです
客、特にアジアの方が、雪景色に心を癒
されたりとか農村地帯が心の癒しになっ

例えば、特定の団体に対しての考え方

上しているように思います。

す。

10

が、あっという間にアスリートの能力が

10
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──陸上短距離競技をひとつとっても数
フレッシュして眠りにつかないと筋肉疲

眠り方の研究もしていますが、脳がリ

てきています。

十年前には考えられなかったような素晴
労が朝までにとれないということもあり

伸びた経緯があります。

らしい記録も日本選手が出すようになり
ます。

奥の深いお話ですが、これは単にスポー
ツ選手だけでなく、一般の人達に対して
も適用できますね。
日本のスポーツ界で、いい形でアスリ
ートたちを育て上げることができている
１つの要因は、予防医療、予防医学とい
ったすべてに対してサポートすることが

だからアドバイザーは、周りの人間関
ことが大きいのです。同じ教え方でも、

さらにもう１つ、コーチの質を上げた

できるようになったことがあります。

係など本人も気づかないところを改善し

といった、メンタル部分の話です。

自分自身の考え方をしっかり持つとか

──心の疲労をとるというのは？

ましたね。凄い進歩だと驚嘆しています。
今は世界に伍するアスリートの育成は
不可能ではないと思えるぐらい、いろん
な研究をしています。
注目されるのは脳の疲労と筋肉の疲労
は一致するということです。
コーチの背景を選手は見るので、普段、
適当なのに教えるときだけは、上から目

てあげないといけないのです。
仕事でいうと、この上司の下ではいい
線でやるような人の教育力には課題が残

アスリート達は一日 時間以上、トレ
ーニングしています。肉体を苛め抜いて
けど、こちらの上司の下では問題がある
でも、ＡというコーチとＢというコーチ

強い体を作っているのです。ハードなト
働き方改革の中でも、どこのポジショ
がいて、人間力がすばらしいのと、そう

りがちです。同じように教えている物事

ンで力を発揮することができるかという
でもなかった人とに教えられると、選手

といったケースがあります。

らいまで追い込みますが、それが続いた
人間関係まで考えてあげると、仕事でも
の吸収力が格段に違うということを、こ

レーニングで、毎日、疲労困憊になるぐ
からといって過労死した人は１人もいな
力が入る度合いが違ってきたりするもの
れまでみてきて分かるのです。

つまり、筋肉疲労ではなく、脳が疲労

いのです。
です。

す。教える先生が素敵で、楽しく授業を

ら、自ずとその教科が好きになるもので

解決するということも、大体の研究で出

心の部分がすべてだと思うほどです。

会的な部分において特殊な動物なので、

力があって、人との調和を保つという社

トレスがたまりますが、人間は考える能

できなかった歴史があります。しかし現

が多かったものだから、それがなかなか

日本はこれまでボランティアのコーチ

──メンタル部分まで入っていくという

グなどをどんどんやっています。

いてきます。それでメンタルトレーニン

刺激の仕方によって運動能力に大きく響

で、右脳左脳、前頭葉という使い方も、

これはスポーツ医学では当然のこと

えでしょうか？

けるにはどういった教育が大事だとお考

知識偏重教育から脱し、人間力を身につ

生の礎になった」と書いておられます。

──学校の授業でも先生が好きだった

す。

ーチアカデミーを強化しているところで

うことです。いまそれをやっていて、コ

な人を、まず作るところから始まるとい

この人に教えてもらいたいというよう

することで全身疲労がきます。動物もス

なさると、その教科への興味が高まりま

在はナショナルトレーニングセンターが

が、決して

人がいます

思っている

の仕事だと

というのも、ただ教えることがコーチ

満足型が多かったように思います。

のですが、これまでどこの世界でも自己

これはコーチだけの世界に留まらない

ったコーチがボランティアの方と連携し

の育成の時から、そういった専門性をも

手寿命を短くしてしまうので、ジュニア

部分を勉強しているコーチでないと、選

選手自身のケアの問題を含め科学的な

全なコーチ業が成り立っているのです。

コーチがついています。国のお金で、完

ら４人、ランクはあるもののナショナル

られた人数ですが、各競技団体に３人か

そのコーチ育成の拠点になって、まだ限

を休みがちになった時期もありました。

悩みを持ち続けて、成長する過程で学校

時間が少ないものですから、子供も心に

うのですが、自分自身、子供と寄り添う

私も仕事柄というと逃げになってしま

幼児教育も大事なことなのですが、そ

あげることがまず大事だろうと思います。

っかり、心の部分において土台を作って

少期だと思います。その幼少期に親がし

人間としての土台が作られるのは、幼

心の持ち方１つによって、肉体疲労が

す。人間力というのは、どの世界でも必

そうではな

て指導の一端を担うような形をとってい

出張ばかり続いたりすると、会う時間が

要なことだ思います。

いのです。

けると、まだまだ伸びしろが出てくるよ

なくなるものですから、結局、家庭の中

の前の家庭教育ということです。

本人さえ

うに思います。
気づかない

り、子供はどこにも発信、発散する相手

で心に寄り添ってくれる人がいなくな
育成にもつながってくるのです。

がいなくなってしまいます。

それがまた、健康な体を作る青少年の
出 し てあげ

──スポーツだけでなく、人間の健康を

能力を見
て、結 果 を

見守ることにもつながりますからね。

のが成立し

チ業という

初めてコー

で子ども時代を過ごしたことが、私の人

に生活しなければ生きられない自然の中

北海道の大地で育った経験から、
「真剣

さて、先生はご実家が酪農家で厳しい

可能だし、そういう教育というのが非常

ことです。離れていても寄り添うことが

事なことは近くにいる親が心に寄り添う

いうことを自分自身が体験しまして、大

そういう時、心の病に陥ってしまうと
出 さ せ て、

ます。
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るからね』と言ってくださったというの
ています。

工夫加えた遊びが出来なくなってしまっ

ことができないというだけでなく、ひと

──私は子育ての時代に、ご近所の方に
です。誰かに愛されているという確信、
──かなり人間形成に影響を与えてます

を訪問し、
『君達に何かあれば、僕が守

頼まれて高校受験生の指導を引き受け、
ましてや敬愛する王様に愛されていると

に大事だと思います。

図らずも 年もの間続きました。自分の
ね。

の国民としてのアイデンティティが確立
その意味からも、違う観点から見るよ

されない公園になってしまいました。

サッカーどころかキャッチボールも許

いう確信は、子供達一人一人がブータン

っきりでした。子供達にはさみしい思い
され、安心感の中で、精神的に安定して、

子供の世話は幸い同居していた母に任せ
をさせてきたかなあと自戒の念に苛まれ
生きていけると感動しました。
うな行政が必要になってきていると思い

話などを伺え、共感する点も多く、イン

ます。

自然との共生や生き物との共生、そう
タビュアーとしてお目にかかれたことを

教育がまず大事ということですが、その

させて、ひもじい思いをさせないこと、
いったことの経験というのは大事だと思
大変光栄に思いました。ますますのご活

──先生の広い観点からの世界観、６人

一日一回ぎゅっと抱きしめて上げれば、
います。さらに、年齢に合わせた壁とい
躍をお祈りいたします。

他にはどういったことが大事だとお考え

先生のお考えは、人間力育成には家庭

ることもありますが、女性が子供を育て
ながら働くことはなかなか難しい面もあ
りますね。
私の田舎は九州なのですが、あるお婆

それでいい。悪さはしないよ」と聞いた
うか試練といった環境が必要だと思いま

の子供の母親としての率直な子育てのお

ことがあります。素朴で真実が詰まった
す。何でもかんでも与えられて、ぬくぬ

ですか？

言葉だなあと今も思い出します。私は女
く育つような環境というのは、それに甘

さんから、
「男の子はお腹いっぱい食べ

子大生の皆さんに講演をする際には必ず
今、子供達をみていて残念だなと思う

えて人を成長させないように思います。

経験するであろう女性たちへエールを送
のは、周りの目とか苦情だとかが来て、

【聞き手プロフィール】
とくだ ひとみ １９７０年３月、日
本女子大学文学部社会福祉科卒業。１
９７７年４月、徳田塾主宰。２００２
年、経済団体日本経営者同友会代表理
事に就任。２００６年、ＮＰＯ国連友
好協会代表理事に就任。２０１０年４
月、在東京ブータン王国名誉総領事に
就任。本誌論説委員。

この話をします。働きながらの子育てを
るつもりで。そして中、高校生にはブー
結果として危ないとされるものは全て、
公園に行ってもボール遊びができない

排除されるということです。

タン国王陛下のエピソードを披露します。
その一つが、現第５代ブータン国王陛
下が、 年前に王位を継承された後、国
というのは、子供達にとっては発散する
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20

10

中を回られた折の話です。王様が各学校

更生保護法人 関東地方更生保護事業協会

私は沖縄県出身者として、
〝ＯＫＩＮ

下地常雄

天間飛行場の名護市辺野古への県内移設
計画（当時）阻止を米政府に直談判する
ためだった。
その成果について正直に述べると、あ
の時のことを冷静に見つめられるように
なった今でもやっぱり、
〝？〟を呈さざ
るを得ない。
どうしてあの翁長訪米について、私は
疑問符をつけているのか。その答えは、
ひとえに、アメリカが突きつけた厳しい
主張との乖離、もっと平たく言えば、す
れ違いにあった。
解決策だ」と、明確かつ具体的に持論を

アメリカ側は、
「辺野古移転が唯一の

何でもすると心に誓ってきたし、この信

打ち出してきた。しかしながら、翁長知
事はこれにただただ「反対」というだけ
番肝心な部分を端折ってしまい、相手の

で、どうして「反対」なのかという、一

２０１５年春、故・翁長雄志前沖縄県

Ｏ）であるフレデリック・ライアン氏と

アメリカサイドが、こうした対応に、

官を務めていたこともあり、いわばジャ

もあり、故レーガン元大統領の首席補佐

引き合わせた。ライアン氏は私の旧友で

〝すれ違い〟を感じ、違和感を持ったこ

ーナリストでかつ政治に精通している人
ライアン氏ならば多角的な見方が出来

物でもある。

くさなければならないとかねてより考え

る人だということを私自身、よく知って
そこで混線してしまった問題解決の信

ていたので、翁長知事のアメリカ訪問に
会合のセッティングを依頼されたことも

頼すべきアドバイザーになってくれると

いた。

あり、ワシントンＤＣに一足先に飛び、

確信していて、こじれている辺野古の問
題を解きほぐす良きアドバイスを与えて
くれるのではと考えていた。
ともあれ、翁長・ライアン会談が、辺
野古問題に良い意味での刺激になるであ
翁長知事の前任者、仲井真弘多氏の２

て、ひいては沖縄県にとっても喜ばしい

ところが、この会談は翁長知事にとっ

ろうことを信じて疑わなかったのだ。
０１２年の訪米時には、キャンベル国務

結果を生み出すには至らなかった。
それはある意味、当然のことだったの
かもしれない。何故か。
この時に続き、私は、翁長知事をワシ

かしながら、残念なことに翁長知事はそ

事に対し、会談の直後に送っている。し

ライアン氏はお礼のレターを、翁長知
ントン・ポストの最高経営責任者（ＣＥ

った。

のこと目立った軋轢など生じようもなか

の両者の会談は、円滑に進行し、無論、

次官補（当時）との会談に尽力した。こ

仲井真・キャンベル会談

信条といってもいい。

言われるまでもなく、行動に移す。私の

故郷のためならば、そんなことは誰に

準備をして待っていた。

際し、安慶田光男副知事から米要人との

私は辺野古の問題は、やはり議論を尽

とは言うまでもないであろう。

った。

主張を粉砕するような論拠を明示しなか

翁長訪米に私の疑問符

念に基づいて行動してきた。

ＡＷＡ〟にとって役に立つことならば、

知事は、アメリカに渡っている。米軍普

日本経営者同友会会長

辺野古問題に忸怩たる思い

私の故郷、
〝ＯＫＩＮＡＷＡ〟が揺れ
ている。
辺野古における米軍基地建設は、日米
関係に深く刺さり込むような大きな問題
となっている。沖縄の歴史は絶えず揺れ
ているが、今の揺れは近来稀に見るほど

【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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の大きさである。

もめる辺野古埋め立て

れに対して簡単な返信すら出さなかった
のだ。

翁長知事に提案

れば、私はこの翁長知事のワシントン訪
問も、その後の辺野古問題の展開もずい
ぶん変わっただろうにと思うのだ。
ワシントンから帰国した後、私は早速、

って走り回ったことへの謝意もついぞ、
ない。

歴史にＩＦはないが
私は謝意を伝えて欲しくて行動してい
る わ け で は 全 く な い。 す べ て は、
〝ＯＫ

永田町の与党に根回しを始めた。ことは
〝ＯＫＩＮＡＷＡ〟が直面している重大

さらに、これが日米両国間の〝すれ違
い〟の直接的要因になるのだが、私から
ＩＮＡＷＡ〟のためにしていることであ

ところが、である。
しかしながら、知事として、上に立つ

事である。私は躍起になった。

ったのである。私は、ライアン氏との会
その電話でこんな答えが返ってきた。
者として、
〝ＯＫＩＮＡＷＡ〟のために

のサジェストを結果的に反故にしてしま
談の熱もさめやらぬ時に、翁長知事にこ
「
（翁長）知事は、自民党議員とは会い
心を砕き動いてくれた人間に対する謝意
を表すという、基本的なことができない

る。

んな提案をした。
ません」
耳を疑う、というのはこのことであっ

「東京に来られた時、自民党の幹部と
会食でもなさったら、いかがですか？」

着状態に陥っている辺野古問題を前進さ

でのものだった。日本においては、こう
あんなにハッキリと私のアドバイスを受

からなかった。
〝ワシントンでは知事は、

私 は 最 初、 何 を 言 わ れ て い る の か 分

の知事の対応が現在、どのような影響を

ることに忸怩たる思いしかない。あの時

野古の問題がさらなる高まりを見せてい

私は、あれから四年が経過した今、辺

というのは残念である。

せるためには、何はさておき、知事自ら
け入れてくれたはずだが〟
。あの時、快
醸し出しているかを考えたとき無念を禁

た。

永田町に出向いていって、多方面とのネ
諾した知事のにこやかな顔も記憶に新し

私のアドバイスは、時勢を考慮した上

ゴシエイトに汗を流さなければ始まらな
じ得ないのだ。

それきり、翁長知事から私のアドバイ
確かにその通りだろう。たがもし、あの

いところだ。

より前に、これは我が国の〝政治〟の第
スに対する意見や考え方、その後、一切

時、翁長知事が行動を起こさなかったこ

い。政治的な姿勢であるとか、
考え方云々
一歩なのである。押しても駄目なら、引
の行動もなかった。
ないのは、そればかりではない。ワシ

との一つでも実行していてくれたらと、

歴史に、
ＩＦ（もしも）はないとされる。

いてみなではないが、この駆け引きが出
来なければ、やはりことは成就しない。

を見ながら忸怩たる思いにかられる。

毎日のように報道される、辺野古の現状

翁長知事は私のこのアドバイスを快諾

ントン ポ
･ ストのライアン氏との面談を
セッティングした上、知事の補佐役にな

した。それを素直に実行してくれさえす

「安倍色 」薄 め た 首 相 施 政 方 針演 説

憲法改正の表現後退
施政方針演説を行い、御代替わりの意義深い国会となることを強調した。ただ、

る」と力強く述べた。２０２年振りの天

ほぐことができるよう万全の準備を進め

承についても首相は「国民こぞってこと

安全運転ではなく改革を
第１９８通常国会が１月 日、召集された。安倍晋三首相は衆参両院本会議で
昨秋の所信表明演説で意欲を見せた憲法改正に関する表現が後退するなど、
「安倍

皇の譲位は最重要行事である。政府には

年間、３本の矢を放ち、経済は ％以上

「アベノミクス」の成果だろう。
「この６

首相が最もアピールしたかったのは

緊張感を持って対応してもらいたい。

らしさ」の薄まった演説となった。野党側は厚生労働省の不正統計問題などで攻
勢を強め、根本匠厚労相の罷免を要求している。首相は、４月の統一地方選や７
月の参院選を意識し過ぎて「安全運転」で乗り切ろうという守りの姿勢ではないの
か。それではかえって押し込まれることになりかねないことを肝に銘じるべきだ。

成長した。来年度予算における国の税収
は過去最高、 兆円を超えた」と訴えた。

したのは、
「被災地の現場には必ず天皇、

首相が平成最後の演説の冒頭で強調

ち、困難を乗り越えてきた日本人の強さ

深さだ。そして、両陛下の下で希望を持

る少子高齢化対策に振り向けることに異

その成長の果実を、
「国難」と位置付け

月１日の皇太子殿下の即位という皇位継

幼児教育の無償化や私立高校の無償化に

論はない。それが、３歳から５歳までの

日露交渉では前のめり

10
である。４月 日の天皇陛下の退位、５

62

皇后両陛下のお姿がありました」と語っ
たように、両陛下による国民への思いの

30
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28

喜びのある家庭生活が待っていることを
「安全保障政策の再構築」に関しては、

のあることを認識する必要があろう。

リ・カケ」問題の時のようになる可能性

庭の経済事情」を解消し、
「子供たちを
積極的にアピールできない点にある。そ
よい評価をする向きが多い。
「わが国自

苦労の先に幸福感を味わうことのできる

産み、育てやすい日本へと大きく転換し、
の精神面での重要さに触れていないこと

充当され、出産の制約となってきた「家

そのことによって『希望出産率１・８』
身の努力」
の重要性を指摘。その上で、「こ
れまでとは桁違いのスピードで厳しさと

が「国難」の根の部分にあるのではない
か。

の実現を目指す」という。
だが、経済事情が問題なら、高所得者
ける最初の政府、野党の対決案件が、厚
に異なる速度で変革を推し進めていく」

新たな防衛大綱の下、
「従来とは抜本的

不確実性を増している」との認識を示し、

の家庭の子供の数は少ないことになる
生労働省による「毎月勤労統計」の不正
との意気込みを示した。

会期が６月 日までの今通常国会にお

が、そう断定はできない。最大の問題は、
調 査 問 題 だ。 こ の 問 題 は、 国 土 交 通 省

で い る。 立 憲 民 主 党 の 枝 野

臣による隠ぺい疑惑も絡ん

とどまらず歴代厚生労働大

ぎ た。 だ が、 各 省 の 高 官 に

た 程 度 で、 あ っ さ り 通 り 過

底した検証を行う」と語っ

「統計の信頼回復に向け、徹

首相は国民に陳謝した上で

に も 広 が り を 見 せ て い る。

めるべきではない」と言う。首相は「１

ることを明確にしなければ交渉を前に進

と総理は言うが、４島の主権が日本にあ

問題を解決して、平和条約を締結する、

民同士、互いの信頼と友情を深め、領土

中堅は疑問を呈した。
「ロシアとは、国

ところが、ロシア外交について、自民党

国際社会にさまざまな貢献をしてきた。

交」については積極的平和主義の旗の下、

評価が２分した。
「地球儀を俯瞰する外

一方で、首相が得意とする外交面では、

幸男代表や国民民主党の玉

９５６年宣言を基礎として交渉を加速す

的対応を重視する基本姿勢を示した。そ

させていく」と語り、日米韓による戦略

な け れ ば 初 動 を 誤 っ た「 モ

及 し た が、 適 切 な 対 応 を し

代表質問で首相を厳しく追

して関係修復の糸口を見い出す努力を続

か。米国との連携をこれまで以上に密に

＋α」に過ぎないことが表面化すれば政

としどころが「２島（歯舞、色丹の返還）

る」と前のめりの姿勢を示す。交渉の落

約束、相互の信頼の積み重ねの上に、未

も重要な隣国。これまでの両国間の国際

は、
「韓国は、戦略的利益を共有する最

いく」とし、
「戦略的利益を共有する最

で、新たな時代の協力関係を深化させて

相互の信頼の積み重ねの上に、未来志向

統領とは、これまでの両国間の国際約束、

会における所信表明演説では、
「憲法審

した感じだ。昨年 月 日開幕の臨時国

える憲法改正への意気込みは大きく後退

また、首相にとって改革の本丸とも言

権の支持率は急落しよう。
隣国・韓国については事実上、無視し

けなければならない。

来志向で、新しい時代の協力関係を深化

24

その理由について首相は、玉木代表に

「
（憲法改正）のあるべき姿を最終的に決

く」ことの重要性を指摘するとともに、

で国民の理解を深める努力を重ねてい

10

よる代表質問（１月 日）に対する答弁

は一切、触れなかったのである。

査会で政党が具体的な改正案を示すこと

ムンジェイン

れが 年の同演説では「韓国の文在寅大

30

た。 ２ ０ １ ７ 年 １ 月 の 施 政 方 針 演 説 で

木雄一郎代表は１月

日の

など他省における基幹統計

子供を産み育てることは大変だが、その

の家庭には子供が多く産まれ、低所得者
26

も重要な関係」から後退。そして、今回

18

の徴用工判決、慰安婦財団の解散問題、

とは適切でない」と語った。韓国大法院

の中で「韓国側と強い非難合戦をするこ

程度で、国会による発議や国民投票実現

では国会での議論の深化を「期待」する

に入れて訴えていた。ところが、今国会

めるのは国民だ」とし、国民投票を視野

今国会に提出した法案は戦後２番目に

韓国駆逐艦による自衛隊機への火器管制
の国際法を無視した独善的な反日言動が

少ない 本。しかも野党が頭から反発し

にまでは踏み込んでいない。
相次いでいる。
「国際法に基づいて毅然

レーダー照射問題と、このところ韓国側

30

そうなものは避けている。安全運転を心

政権の求心力を維持しつつ支持率向上を

と対応する考えで、主張すべきは主張し

一方で、北東アジア情勢は緊迫化して

図るには、改革への情熱と未来を見据え

掛けるのは、統一地方選や参院選への影

おり、日韓の離間を喜ぶのは中国であり

て挑戦し続ける気概を強め実践していか

て韓国側に適切な対応を強く求めてい

北朝鮮だ。首相としては、日米韓という

ねばならない。

響を最小限に抑えるためではないのか。

戦略的枠組みをどう再構築していくの

く」と語る首相の姿勢は評価する。

58
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施政方針演説する安倍晋三首相
昨年、モスクワを訪問して開催された日ロ首脳会談

厚生労働省が行ってきた毎月の勤労統
断や、地方自治体の政策立案、国民所得

が、政府の「月例経済報告」での景気判

２００３年には作成され、実際に都内の

も精度が確保できる」とした作業要領が

いる。ところが、
「全数調査にしなくて

は国民にも直

の責任者を務めた幹部ら 人を減給など

厚労事務次官と審議官を訓告、担当部署

したのか。また、その記述が 年になっ

一体、誰が何の目的で作業要領を作成

延べ約１９４２万人に上る雇用保険では

０１５万人にも上る。しかも、対象者が

かになったのである。その数は延べ約２

保険などで給付が過少だったことが明ら

定される失業手当や育児休業給付、労災

だ。 日に行われた衆参両院厚労委員会

では認められず」とした点が疑惑を生ん

めながらも「隠ぺいしようとする意図ま

反に当たる不正な手法のあったことは認

しかし、その報告書は一部に統計法違

て削除されたのは何故か。ここに第一の

給者に追加給付の通知を郵送できない、

の閉会中審査で、一部の調査対象者への

「隠ぺい」疑惑が存在する。さらに、

業所は「全数調査」を継続すると記載さ

聞き取りを厚労省職員同士が行い、監察

準備を開始し、 年１月分調査から実際

手法に近づけようとデータ補正に必要な

保険などの給付が本来よりも少なかった

政府はこれに対処するためにも、雇用

い調査だと思った。１週間で隠ぺいがな

したことが判明したのだ。
「どうも素早

委の報告書の原案も同省の事務方が作成

５６４億円を追加給付し、２０１９年度

感じた」といった批判が野党側から噴出

かったと結論付けられるのは不思議だと

に補正を行った。
「これは問題の所在を明確に認識した

予算案の一般会計を昨年 月の決定時よ

30
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厚労省の「隠ぺい」工作疑惑

異例の予算案の閣議決定やり直し
厚生労働省による毎月勤労統計の不適切調査が昨年末に発覚し、来年度
予算案の作成に影響が出たとして政府は閣議決定をやり直し予算案を修正
する異例の事態となった。それだけではない。真相究明のために厚労省が
設置した特別監察委員会に同省の身内がいたとして野党側が「身内調査だ」
と猛反発。新たなメンバーで再調査をすることになった。さらに、統計不
正問題は今回の厚労省不正を機に他省でも次々と疑惑が表面化してきてお
り、大半は法違反が濃厚だ。このため政府は、国会開幕冒頭から受け身の
対応を迫られている。
などと批判しているのである。
この統計は、従業員５００人以上の事

計とは、国勢統計や国民経済計算と並び、
の算定、雇用保険や労災保険の給付額の

事業所は約３分の１に絞り込んだ調査が

政権揺るがし波乱予想も
の基幹統計の一つに位置付けられる重
改定などに利用される。その統計に不正

業所については全てが調査対象となって

要なもの。民間などの賃金、労働時間、
行われていたのである。

りも６・５億円増額し、１０１兆４５７

があり野党側は「アベノミクス偽装だ」

部クラスが関

１億円にするという閣議決定をやり直し

雇用状況の変化などを把握し、調査結果

わった組織的

たのである。だが、これは異例中の異例
厚労省の不手際はさらに深刻さを増

隠ぺい工作と
論できまい」

す。厚労省は事実解明のための有識者に

のことだ。
と与党幹部は

よる特別監察委員会を設置したとし、調

言われても反

語る。

日に公表した。その結果、
接及ぶ。これ

の処分とし、根本匠厚労相も大臣就任時

査報告書を

らの不正統計

から１月までの給与４カ月分と賞与１回

だが、問題

に基づいて算

年になると、厚労省が総務省に提出した

１０００万人以上の住所が分からず、受

分全額を自主返納することになった。

厚労相名の申請書類に５００人以上の事

20
というのである。

16

れた。そして、翌 年、厚労省が本来の

24

04

延べ２０１５万人・ 万事業所に、総額

17

18

省内幹部の指示で行ったもの。複数の幹

12
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22

56
不適切な勤労統計問題で揺れる厚労省

した。
例えば、立憲民主党会派の大串博志衆
院議員は「第三者の土台が壊れている。
虚偽報告書だ」とし、報告書の撤回を求
めた。同党の石橋通宏参院議員は「こう
いうのをお手盛りという。厚労省の内部
調査だ」と批判した。
こうしたことから、厚労省は再調査を
余儀なくされたのである。さらに、自民
党平河クラブにおける二階俊博幹事長へ

料が出てきた。総務省が 日、厚労省の

さらに野党側を勢い付かせる新たな材

野党も追及する見通しだ。

っていない」と述べている。この問題を

枝野幸男氏

不正統計問題を受け 基幹統計を点検し
た結果、勤労統計を含む 統計で延べ
件の不適切な処理が判明したと発表した
のがその新材料だ。
それによると、総務省が３、財務省１、
文部科学省２、厚労省４、農林水産省２、
経済産業省３、国土交通省７がそれに該
当していた。国土交通省の大手 社を対

そろえて反省の弁を述べるが、霞が関全

載するなどしていた。各所管大臣は口を

て２ケタ多く報告した数値をそのまま掲

象とする建設工事統計では、企業が誤っ

50

の記者質問に象徴されるように、厚労省
の分割論が再浮上してきた。自民党の小
泉進次郎衆院議員（厚労部会長）も「解
体的出直しという気持ちを持たなければ
ならない。分割がいいのか、複数大臣制
がいいのか。このままでいいとは誰も思

24

22

その思惑通りにいくことは困難な情勢

決型の国会を避けたい意向を示したが、

わしい国会にしたい」と語り、与野党対

安倍首相は「皇位継承を迎えるにふさ

っている。

があったとすれば、辞任に値する」と語

の責任が厳しく問われる。隠ぺいの意図

主党の玉木雄一郎代表は「根本匠厚労相

藤氏と言えば安倍首相の懐刀だ。国民民

信総務会長の国会招致を求めている。加

昨年１月に厚労相だった自民党の加藤勝

野幸男代表は不適切な復元処理を始めた

党は攻勢を強めている。立憲民主党の枝

これを受けて、攻め手を欠いていた野

体の調査不信に発展しているのだ。

大串博志氏

だ。
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31

56

小泉進次郎氏

領にしても民主主義の拡大を言っている

ギーは前面に出ていない。トランプ大統
監視社会といった警察国家を現出させて

ステムといったハイテク技術を駆使した

ているかというと、道徳心が後退した格

一方の米国が理想的社会構築に成功し

とも平然とやる。

しかも最近では、国際秩序に反するこ

いる。

不利益を被っている、との考えだ。

米に挑戦を挑み、米は世界経済において

米国からすると、中国が不公正な形で

いう利害に基づいたパワーゲームだ。

わけでもない。あくまで自国第一主義と

巨象２頭が戦えば草むらは荒れる
米 中 覇 権 争 い、 日 本 の 行 く べ き 道
米中が激しい貿易戦争を展開してい
る。
その激しさの根源は、貿易問題を超え
て世界の覇権をどちらが握るのかという
ものでもある。
中国が米産物を購入し、米国の貿易赤
字削減で一定の進展が見られても、それ

技術やサイバー攻撃といった問題は、中

の演出はあるだろう。しかし、ハイテク

閣僚級協議など、両者の争いの小休止

は熱心ではなかった。さらに、中国が経

い取りながら、その義務を果たすことに

ＴＯ加盟国の経済的メリットを十分に吸

押しをした経緯がある。だが、中国はＷ

貿易機構（ＷＴＯ）加盟する際にも、後

ステム的制約がある。利害調整が必要で、

ろんな意見を聞き届けないといけないシ

うことだ。是正する場合、民主主義はい

常な富を得て、国内格差が拡大してしま

グローバル経済の問題は、成功者が非

差社会の実態など、こちらも疑問符がつ

国の経済のみならず安全保障、覇権争い
済的発展しても、社会の自由度は全く高

時間がかかり、対応が遅れてしまいがち

米は中国を自由経済の中に入れ、世界

とも絡むだけに簡単には収まらない。識
まっていない。それどころか、新彊ウイ
だ。

で終わらないのが今回の軋轢だ。

者によると 年戦争、 年戦争との予測
グル自治区やチベットに見られるよう

２０１６年の米大統領予備選で、民主

を始める。

協定から離脱し、国際ルールからの撤退

環太平洋経済連携（ＴＰＰ）協定やパリ

その米国はトランプ大統領になって、

忠実に守り続けた紳士だったからだ。

く。

米中グレートゲームは、民主主義と共
に、宗教の弾圧や監視カメラや顔認証シ

いたのは、自分が一旦決めたルールには

もある。
産主義の争いとは違う。政治的イデオロ

その点、政府の力が強大な共産
主義は、国民の意思のとりまとめ
というより、トップダウンで意思
決定できる利点がある。
民主主義が倫理的に優れている
とは片付けられない問題が、そこ

ていく。しかし、その中国にしても一帯

その間隙を縫うように中国は、台頭し

共産主義というのは、ある時代

一路構想など、
「債務の罠」を使った港

には潜んでいる。
には訴求力をもった。ただ歴史的

こうした狭間でわが国がとるべき道

湾取得などダークな側面が露呈してい
圧がつきまとう強権的政治という

は、まずは安全保障の担保となる。その

には、一党独裁に走りやすく、言

のが認められる。とりわけ軍事力

意味では日米同盟を堅固なものにするこ

る。

を背景にした強権を持つことか

とが第一義となる。

論や結社・宗教の自由がなく、抑

ら、汚職や政治腐敗は深刻だ。そ

なお、国の力は、３点に集約で

時代とは違って、自国第一主義的傾向を

また、米国はかつての自由世界の盟主

さらに、中国には知的財産権侵害問題

きる。強大な軍事力と経済力、さ

強めており、そうならないように働きか

の点、民主国家、自由経済のほう

らに国際秩序というルールを作り

けが必要、巧みな外交手腕が問われる。

とか安保の面で、いうべきことはいわな

出す力だ。覇権国家が世界に認め

巨象同士が戦えば草むらは荒れる。わ

が国家全体の富を蓄積でき、優れ

られるには、とりわけ最期の国際ルール

が国は、荒れた草むらになってはいけな

いといけない。

を作り出す能力と識見が問われてくる。

ている。

社会主義を掲げるバーニー サ
･ ンダース
氏が躍進、急進的革新勢力が台頭したの

い。

米国が世界から敬意をもって見られて

30

は、こうした社会的背景があったからだ。
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長期戦が見込まれる米中新冷戦

誰が中国系物理学者を殺したのか？
米中技術覇権戦争の陰で死体累々！
事実、中国は現在、安徽省合肥に投資
他者からのサーバー攻撃に強靭で、しか

ーターだ。さらに量子コンピュータは、

問を一瞬で解くとされる次世代コンピュ

ウェイ）問題など、米中新冷戦というグ
額１００億ドル（約１兆９００億円）の
も他者の暗号を簡単に解いてしまう能力

できる。

レートゲームは、先端技術覇権戦争の感
量子情報科学国家実験室を建設中で来年
を持つ。

中国通信機器大手、華為技術（ファー

を強くさせている。
にも完成する。

中国は開発独裁の強みを活かして、ダ
もし中国がこの量子コンピューターの

先端技術は日進月歩の世界で、あっと

量子とは、原子や光子などのごく小さ

イナミックに 世紀の安全保障や世界経

と「１」のどちらかの状態を表
いう間に新技術も骨董品になりかねな

開発に成功すれば、ペンタゴンの暗号解

す「ビット」を使って計算する
い。そうした先端技術開発は、軍事転用

な粒子の総称で、波動と粒子の２性質も

のに対し、量子コンピューター
も可能だ。丁度、オセロのコマをひっく

済で決定的な力を握ることになる宇宙や

は「０」と「１」の両方の状態
り返すように全てを入れ替え、国家の未

明も可能となるかもしれないのだ。

を同時に取れるという量子特有

来をも決定しかねないパワーを発揮す

併せ持つ。現在のコンピューターが「０」

の「重ね合わせ」を利用し、多

何より暗号を破る技術開発は、国家の

る。

その能力はスーパーコンピュ

死命をも制するものだ。第二次世界大戦

フォード大学の教授に就任した天才だ。
張氏は、中国国有企業の中関村発展集
団と組み、
シリコンバレーで丹華資本（ベ
ンチャー・キャピタル）を創設し、代表
は張氏の助手の谷安佳氏が就任。張氏は
顧問的な立場で関与していた。
その丹華資本は「中国製造２０２５」
の柱となるＡＩ（人工知能）
、ビッグデ
ータ、ブロックチェーンなどへの投資を
行い、丹華資本と華為とが、複雑な関係
で結ばれていたことが判明している。
米通商代表部（ＵＳＴＲ）のライトハ
イザー代表は 月 日の報告で、張氏が
設立した丹華資本が中国の産業政策「中
国製造２０２５」に関与していたことを

室主任の鄭暁松氏が昨年 月にアパート

常な死」を遂げている。マカオ連絡弁公

これまで多くの中国政府関係者が「異

きない。

それとも口封じにあった可能性も否定で

だから、自殺するしかなかったのか、

ＢＩは、その詳細の詰めに入っている。

術を盗み出すためのものとみている。Ｆ

始された中国製造２０２５を、米国の技

王健氏

ータの１０００万倍。数々の難

数の計算の並列処理が可能だ。

サイバー技術に、人材も資金も集中投入

の時、ナチス・ドイツが用いたローター
式暗号機エニグマを英国が解くことに成
功し、第二次世界大戦終結を早めたとい
うのは有名な史実だ。英国の頭脳を結集
して取り組んだ暗号解読作業は、血を流
した連合国の戦争の活動より最終的な勝
利に間違いなく多くの貢献をした。
その焦点となる量子物理学研究者だっ
た中国系米国人の物理学者・張首晟氏が
昨年 月１日、飛び降り自殺をした。そ
の直前、連邦捜査局（ＦＢＩ）は、彼の
実験室で事情聴取を行っている。その日
は、華為副会長の孟晩舟氏がカナダで拘
束された日だった。
上海生まれの張氏は、 歳で復旦大学

指摘。トランプ政権は、２０１５年に開

に巻き上げるのだ。

巻のような災いとなって関係者の命を天

覇権志向という強力な磁場は、時に竜

教会を訪れ、転落死している。

会長の王健氏が、観光でフランス南部の

海航集団（ＨＮＡグループ）の創業者で

から転落死、７月には、中国複合企業、

10

鄭暁松氏
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12

に入学。さらに若干 歳で米名門スタン
30

11

AI性能のカギ握る量子コンピュータ
張首晟氏

めて登場した。
やりがいや充実度に欠ける業務で多いと

米 国 新 労 働 事 情「 ゴ ー ス ト 」現 象
連 絡 な し 突 然「 退 職 」 社 会 風 潮 に
デートの後に、相手と全く連絡がとれ
現場感覚のリポートだが、雇用情勢が逼
労働の質がありがちだが、それゆえに何

ここでは、人があまり大事にされない

される。

迫していて、多くの会社が人を採用する
の連絡もなく辞めていく「ゴースト」が

いろんな企業への聞き取りをまとめた

さらに最近、突然、職場に来なくなる
のに苦労している。そうした中、いくつ
目立つとされる。

なくなることを米国では「ゴースティン

人が「ゴースト」と呼ばれるようにもな
かの企業からは「ゴーストに遭遇した」

グされる」という。

っている。
これは若者特有の気まぐれということ
べると確かに高いものの、少し前までは

は３・９％、これは日本の２・２％に比

最近の米国の雇用統計によると失業率

くなり、メールしても返信はなく、電話
はあるかもしれないが、最近は景気がい
３・７％と１９６９年以来、 年ぶりの

というリポートが目立ったのだ。

にも出ないといった連絡がつかないま
いため、辞めても次の職場は簡単に見つ

多くは若者だが、突然、出勤してこな

ま、プツリと消息を絶つというケースが
また、時給の平均は前年比で３・２％

低い水準だった。

い状況の中、辞めるのに上司ともめたり、
上昇、これは３カ月連続で３％を上回る

かることが大きい。次の職探しに困らな

日本語だとドタキャンを意味する「ブ
面倒なさまざまな手続きに煩わされたく
堅調な伸びとなっている。

目立つという。
ッチする」というところかもしれない。
ないのは誰しもが思うところかもしれな

昨年、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）
販店の仕事など、労働のきつさの割には

とりわけ、ネット通販の倉庫だとか量

るために表彰したり、いろんな一工夫を

ランなどの外食産業だとか、衣料品店や

は売り手市場となっていて、特にレスト

つまり賃金は確実に上昇し、労働市場

の報告書に「ゴースト」という言葉が初

ラスベガガスやロスなどでは、多くの

い。

量販店など、小売現場では人手不足が顕

紹介するセミナーも頻繁に開かれるよう
になっている。
景気がよくてジョブホッパーには好環

なお、米国では、若者の引退も増えて

目にする

し、就職

いる。こうした運動を「ファイアー」運

境の昨今、この「ゴースト」現象はしば

説明会も

動と呼ばれている。

ようにな

頻繁に開

「ファイアー」とは「ファイナンシャル・

らくやみそうにない。

催されて

インディペンデント」を縮めたものだが、
直訳すると「経済的に自立して、早く引

への忠誠

り、企業

催された

ナーが開

ングセミ

サルティ

うなコン

働けるよ

者が長く

に、労働

を 対 象

変わってきている。

ではなく、庶民レベルの下からじわりと

響だが、米国の「働き方改革」は上から

安倍首相が旗を振る「働き方改革」の影

りで正月休みをとるところが目立った。

出そうとするものだ .
わが国では年初、スーパーなどの小売

で暮らしていこうとかとった人生に踏み

の運用で暮らすとか、好きな趣味の世界

会社を早く辞めて、あとは貯めた貯金

（首だ！辞めてしまえ）の意味ではない。

トランプ大統領お得意の「ファイアー」

退しよう」というものだ。

心を高め

業経営者

中小企

もいる。

っている

の看板を

店の玄関に「ただいま、職員募集中」と

会現象ともいわれるような状況がある。

これが一部の企業の問題ではなく、社

50
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著となっている。

突然、職場に来なくなるゴースト労働者が社会風潮に（写真はマンハッタンセンター）

が、融資の上限を決めたり、利息を決め

ンを使って読んでいるニュースのジャン

信用を数字にする信用スコア
米 中 で 市 民 権、 日 本 で も 拡 大
信用を数字にする信用スコアが、日本
決済アプリのラインペイでの決済状況だ

ルとか読んでいる時間、さらにラインは

大手通信アプリのラインが、今年前半
とか、それらを分析して融資するかどう

るという動きが出てきている。

どういうことかというと、ネット通販
の目標に７８００万人いる利用者の信用

企業の間に広がり始めている。
で買い物をしたり、コンビニの買い物を
かの可否の判断をしたり利回りや上限を
ラインは、このサービスを今年前半を

決める。

スコアを１人１人、算出するという。
その信用スコアを使って、個人向けの

キャッシュレスでする。その履歴とか、
あるいは過去にどのくらいお金を借り
融資サービスを始める。
めどにはじめる意向だ。
なお自分の信用スコアは、スマホで見

ラインは昨年 月、みずほフィナンシ
ャルグループと提携して共同で銀行を設
ることができる。また融資の申し込みか
いうスピードも集客力につながる要素の

ら入金確認まで、全部スマホでできると

立。ここをベースに融資サービスを始め
る。
その時、力を発揮するのが信用スコア

書き込みがある。またコミュニケーショ

する。ラインに入る時、プロフィールの

そのベースにラインの基礎情報が存在

関などに提供するサービスを始める。

の信用スコアを算出して、それを金融機

話の支払いなど、利用状況を元に加入者

ＮＴＴドコモも、今年３月から携帯電

１つだ。

この信用スコアに基づいて、個人向け
ンの頻度やライン上での人間関係、ライ

る。融資の利回りが低くなるというのも

だ。

の融資サービスをする金融サービス業者

なデータだ。これで焦げ付きが懸念され

ある。こうした現実的メリットを享受で

いった具合にだ。

一方、ヤフーは信用スコアの実証実験

る貸し過ぎを防ぐことが可能になり、事

きることから、中には積極的に個人情報

という。

に入っている。ネット通販での購買情報

業運営にとって最大の落とし穴である焦

ただ、利便性とセキュリティーのバラ

などを元に、利用者の信用スコアを１０

一方、利用者としての自分の信用コア

ンスをどうとるか課題も残っているのが

を提供する人も出てきている。

が分かれば、自分に適用される貸付け金

げ付きリスクを減らせる。

金融機関にとって信用スコアは、大事

信用スコア問題だ。
歴史的に個人データが書き込まれた「档

なお、中国共産党政権下では建国以来、

データビジネスとしての信用スコアの

案」制度があり、個人の信用度が文書と
して生涯つきまとい統治の基盤となって
いる。国民が小学校に入学した時点で作
の成績、犯罪歴など、すべての個人記録

成され、本人の氏素性、家族構成、学校
とりわけ中国では、生活のみならず人

を党組織の担当者、教師、職場の人事担

代の付け払いがＯＫとか、スマホの充電

大きくなる。例えば高得点者には、バス

信用スコアが高いと、その分、恩恵は

によって、受けれる恩恵が違ってくる。

払い能力を点数化している。そのスコア

学歴や人脈などの個人情報をもとに、支

マホなどを使った支払い状況やあるいは

例えばアリババやテンセントなど、ス

にも思える。

よほどか、社会の活性化に役に立つよう

と、本人が見られる信用スコアのほうが

ることができない。その陰湿さからする

党員の中でも特定の人間だけで本人は見

きるのは学校や企業の国家が定めた共産

こへ移される。
「档案」を見ることがで

し、卒業して官庁や企業に就職するとそ

「档案」は本人が在学中は学校が保管

当者などにより克明に記録されている。

器の使用が無料だとかといったこともあ

まとう。

生のあらゆる局面で、信用スコアが付き

国では、かなり頻繁に使われている。

この信用スコアは、すでに米国とか中

る。

価値が、金融機関にとって急上昇してい

スクが減少するメリットがある。

額の上限が大体、理解でき過剰債務のリ

０点満点で算出。それを金融機関などに

これらの信用度の点数が、信用スコア

11

て、返済状況はどうだったのか、これら
のデータを全部、分析して１人１人の信
用力に得点をつけるというものだ。
例えば１００点満点で、あなたは支払
い能力がありから 点とか、過去、借り
30

入れの返済が滞っているから 点とかと
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提供する。

昨年11月、ラインとみずほフィナンシャルグループが銀行設立で合意した

デジタル課税広がり見せる欧州
産業構造適応したルール課題に

しかし、欧州の中は一枚岩ではない。デ
ンマークやフィンランドなどＩＴの恩恵
を受け発展してきた国々が反対表明した
ことで、 年末まで合意するはずだった
初期の計画を断念した経緯がある。
ＥＵというのは、全会一致でなければ
課税に関する法律を通すことができず、

日、こうした企業への課税を徴収する

意向を示した。仏では５億ユーロ（約６

このため、英仏などデジタル課税推進

報技術）企業が世界で躍進するにつれて、
さらに大きな背景として、これまで国
派の国々は、合意取り付けは無理と見切

極めてハードルが高く設計されている。

内の営業所や工場などのような物理的拠
り、独自課税に踏み切り始めている。こ

っている。
欧州各国では最近、デジタル課税導入
点がなければ、税金の網をかけるのは難

なお、ＩＴ大手の企業が存在する米国

が広がっている。国境を超えてグローバ
だがグーグルやアマゾンなどインター
や中国は、デジタル課税には反対の立場

れが最近の傾向だ。

ネット企業では、米に本社があり欧州に
だ。そのため、国際的な統一ルールの形

かしい事情があった。

必ずしも物理的拠点がなくても、オンラ
成にはつながらない模様だ。

業の売上高に対して課税するタイプの税
その課税を各国が取りこぼしているこ
イン販売などを通じて利益を出すことが

金だ。
とから、課税の網をかぶせたいという基
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）や カ

可能だ。
国・地域（Ｇ ）の場でも、統一ルール

れらの企業に対し、課税が課せられない
課税の統一ルールが出来なければ、国

そうした収益を大きく伸ばしているこ

日、大手ＩＴ企業を対象とするデジタル
という原行ルールに対し不満が広がって

創設を目指したものだ。これはネット売

世紀の産業構造に適応した課税ルー

たりといろいろ問題をはらむ。

作りは難航が見込まれる。

税制を来年４月から導入するとしてい
境をまたいだ課税の累積問題や税率が違

税金としてかけるというものだ。
ド（約５７０億円）の税収が見込めまれ
上高の３％に税金を科すというものだ。

この導入により、英国では年４億ポン
ている。続いてルメール仏財務相も 月

ル作りが求められるゆえんだ。

のだ。オリヒメＤというのはカメラ、マ
イク、スピーカーが搭載され、ポットを
通じて遠隔操作者と会話も楽しめる。
さらに机の上に置いてくれるオリヒメ
という小さいロボットがいて、これは会
今回はこうした分身ロボットカフェの

話だけの担当となっている。

この遠隔操作をしているパイロット

期間限定だったが、常設カフェーにして
なお、現実はこうした分身ロボットカ

が、今回のロボットカフェの最大の特色

トだ。

分 身 ロ ボ ッ ト カ フ ェ か ら
未 来 の 介 護 社 会 が 見 え る
ロボットカフェの試験的運営が、この
ほど東京・港区で行われた。
正式名称は「分身ロボットカフェ・ド

は、病気で自由に体が動かせないとか、

フェどころか、もっとすごいことが起き

いきたいという。

これが東京・港区溜池山王にある日本

ベッドで寝たきりだとか、そういう人で

ている。例えば、分身ロボットを使って

となっている。しかも、動かしている人

財団ビル一階に昨年末、 日間だけの期

構成される 人だ。

ーン」という新形態のカフェだ。

21

１つの道は、ＥＵ共通のデジタル課税

いた。これを解決しようとしたのがデジ

英国のハモンド財務相は昨年

20

る。ＩＴ企業は、その国で稼いだ２％を

20

ったりすることで市場のゆがみがでてき

月

本構造がある。

ルな企業活動を展開している巨大ＩＴ企

４０億円）の税収を見込む。

アマゾンやグーグルなど大手ＩＴ（情

18

どうやって税金を徴収するかが議論にな

17
タル課税だ。

29

間限定（ウィークデーのみ、１日 席程
度）でオープンした。
チケット代は１人１０００円。５つ星
のホテルなみに少々高いが、これでコー
ヒーかオレンジジュースが飲める。
入店するとロボットのオリヒメが「ご
注文をどうぞ」と言って接客。客は紙に

彼らは東京だけでなく、埼玉、愛知な

とだ。これは実際、鳥取県で行われてい

入院中の子供が小学校に通うといったこ

なお、将来は介護されている人が自分

どの在宅勤務。遠くは島根から、遠隔操
だから「どうぞ」と言うのは自動ロボ

の分身ロボットに指令して、自分の体を

るとされる。
ットではなく、遠隔操作の人が「どうぞ」

ベッドから起こすとか、風呂にいれると

作用店員として参加している。

と言っている。

ることができる。至ってシンプルだが、

に乗せて「どうぞ」と言ってきて受け取

ーに挟むと、オリヒメは飲み物をトレー

トを動かしている人もいる。だからパソ

ている。それを使い、視線だけでロボッ

で、文字入力が出来るシステムを開発し

究所というのは、目の視線を動かすだけ

ほうが、余程か気楽でいい」という声が

で分身ロボットを使って起こしてもらう

の娘に起こしてもらうより、自分の意思

介護される身になってみれば、
「義理

いったことも可能になれば、自分で自分

このロボットが自動で動く普通のロボッ

コンを打っているわけではなく、目の動

あるのも事実だからだ。

しかも、ロボット開発主体のオリィ研

トではなく、遠くにいる人が遠隔操作で、

きで動かすという離れ業をこなしている

を介護できることになる。

このロボットを動かすという分身ロボッ

注文の品を書いて、ロボットのバインダ

10
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24

10

も影響のある話でして、誤っていたとい
う事実についてどう受け止めています

前進させていきたい。帰国
後、国会を召集したい。補
か。

て気が付かなかったとか、あるいは気が

正予算、本予算のほか、教

国会にしたいとの発言があ
付いても今日このご質問をいただくまで

【幹事長】国の統計の信頼を揺るがせる

りました。橋本参院会長か
大きな問題として捉えていなかったとい

育無償化などもある。皇位

らは、山梨県知事選におい
うことは、これは自民党としても政府に

行為でありまして、そうしたことに対し

てしっかりと応援体制を取
対して厳重に注意を求めていきたいと思

継承を迎えるにふさわしい

っていきたい。できるだけ

【稲田朋美筆頭副幹事長】本日の役員会
を迎えました。先週末には甲斐市や南ア

通り、山梨県知事選挙は、本日で６日目

【二階俊博幹事長】今お話がありました

挙や参院選への影響はどうお考えです

見せています。国会運営や、統一地方選

の問題について徹底的に追及する構えを

【記者】関連して野党側は通常国会でこ

っています。

の概要を報告します。安倍総裁からは、
ルプス市に女性議員を中心に入っていた

現地に入りたいとの発言がありました。

事情が許せば来週ロシアとダボスを訪問

・

記者会見

か。

ロシア外交

二階俊博幹事長
だきました。これまでに延べ 名の先生

15

する。日露首脳会談では平和条約交渉を

1

をもう一度繰り返しやっていきたいと思

方に応援に入っていただいている。これ
た対応をしていきたい。しっかりしたと

と思いますが、与党としてもしっかりし

【幹事長】国会で質問されるのは当然だ

【記者】以前から厚労省で大きな問題が

っています。いずれにしても総力戦でこ

【記者】関口参議院国対委員長からも言

ある度に、厚労省の業務量が膨大で、分

言うのは、厳しい対応をしていきたいと、

及がありました厚労省の勤労統計につい

割すべきではないかという意見が自民党

の選挙戦を戦い抜きたいと思っています

て、誤った手法が取られていたという問

内 に も 出 て き ま す。 分 割 す べ き で は と

こう思っています。

題が発覚しています。一般の国民の方に

【幹事長】それは当然これから考えるこ

から、宜しくお願いを申し上げます。

てみた結果を見なきゃ、今こっちからこ

思いますが、われわれは粘り強く自らの

と言いますか、いろんな問題があろうと

いないわけですから。今後にも尾を引く

【幹事長】これは今日まで解決が出来て

されますが、どう受け止めていますか。

しく相違する状態で、交渉は難航が予想

得たという立場で、日本側とは見解が激

世界大戦の遺産だということで合法的に

ロシア側は北方領土については、第二次

して、平和友好交渉がスタートしました。

【記者】昨日、日露の外相会談がありま

るべきだと思っています。

ということには、私はもっと慎重に考え

【幹事長】問題があるから分割すべきだ

か。

【幹事長】いや、問題がどんなことかと

責任の取り方があるということですか。

【記者】それは大臣の辞任だったりでの

思っています。

ばその責任は明確にしていただきたいと

てみないと分かりませんが、責任があれ

【幹事長】これはもっと詳しく話を聞い

があるとお考えですか。

問題ということについては、どこに責任

問題が指摘されています。現時点で責任

のを公表していなかったり、いろいろと

巡っては、１年前に数値の不正があった

【記者】勤労統計について、この問題を

れるだろうと思います。

はどうかと思います。しっかりやってく

うだろうなんて予見を持って話をするの

す。これについてどう受け止めています

裂しているという状況が相次いでいま

【記者】地方の知事選挙で自民党側が分

うことですか。

すかを党本部としては決めていないとい

【記者】現段階では、どちらに推薦を出

域の状況をよく見極めて判断したいと思

はありますが、地域の選挙ですから。地

【幹事長】これは福岡という大きい県で

ういう判断になるでしょうか。

職もいる中で、党本部としての推薦はど

新人の竹内さんの推薦を決めました。現

とです。

国の主張を繰り返していきたいと思いま

いうことを聞いた上で、です。

か。
は自民党議員の派遣も頭の隅で考えてい

事長は北方領土について、場合によって

いうことであります。最終的には一本に

ません。意見が活発に主張されていると

【幹事長】これは分裂でもなんでもあり

めていないわけです。

【幹事長】決めたら発表しますから、決

っています。

【記者】福岡知事選挙について、県連は

す。私は、場合によっては自民党の議員

【記者】ロシアの問題ですが、先ほど幹

ると発言がありました。これは自民党の

まとめます。

す。
首脳会談が行われます。首脳同士のトッ

どういう方を派遣して、どなたにお会い

【記者】昨日の外相会談を受けて

プダウンの決断が期待されますが、幹事

して、どういうことを話し合うというイ

からは帰国後に召集したいというお話が

【記者】国会の召集時期について、総理
長はどのような期待を持たれていますか。

メージでしょうか。

日に

の派遣なんかも頭の隅では考えておりま

いう考えについてどのようにお考えです

84

【幹事長】首脳会談は、その会談をやっ

22
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二階俊博幹事長

院議員が二階派に特別会員として入ると
地域、周囲の四囲の情勢を判断して党は

【幹事長】本人の希望、それから県連や

入っているのでしょうか。

はまだ無かったのでしょうか。
いうことが報じられております。このこ
決めるわけです。

【記者】一部で、無所属の細野豪志衆議

【幹事長】大体何日というようなことを
とへの受け止めと、細野議員にどのよう

ありましたが。具体的に何日という言及

官邸の方ではお考えになっているでしょ
とはもう事実として決まっているのでし

【記者】特別会員として二階派に入るこ

【 幹 事 長 】ま だ お 目 に 掛 か っ て も い ま せ

ょうか。

な役割を期待したいでしょうか。

は積極的に協力していきたいと思ってい
んから、役割を与える云々するところま
【 幹 事 長 】決 ま っ て い る わ け で は あ り ま

うが、そういうことに対して、党として
ます。
ではまいりません。

ロシアと平和条約を結び関係を改善して

安倍首相が、北方領土問題を解決して
の確約ができない安倍外交を心配しての

る」と語った。この発言が、
「４島主権

員の派遣なんかも頭の隅では考えてい

【記者】今後、自民党への入党も視野に

る。だが、ことが対露外交になると、安

太平洋構想を掲げる安倍外交は評価でき

とを念頭に置いた自由で開かれたインド

中国の安全保障上の脅威に対処するこ

せん。これからです。

・

いこうと前のめりになっている。そのた
補完外交発言ならいいが、ホンネは利権

細野豪志氏の二階派入り

め、４島の主権を回復できずに２島＋α

ン大統領の会った

安倍首相とプーチ

議 員 た ち が い る。

それに乗せられた

保抜きでにわかに動き出す元有力官僚や

が自民党内です
ら出ている。
そ の「 ＋ α 」
は国後、択捉の

ました。自治体議員、候補者、現職の国

と思っています。

くっていく第一歩を踏み出していきたい

回数が多いからとか、戦後外交の総決算

会議員、みんなが力を合わせてこれから

【記者】タイミングとしては、通常国会

主権回復ではなく、観光、海底資源利用

頑張っていきたい。

開会までに何らかの動きをしていきたい

を自分がやりたいからといった理由だけ

【記者】党大会でのスピーチの中で、協

ということですか。

など経済活動での特別の権利だという。 ますつけこんでニンジンをぶらさげてく

力できる党や会派とは大きな固まりをつ

【代表】通常国会が一つのめどだとは思

で国民の声をしっかり聴かずに進めて、

くるための協議に入るとおっしゃいまし

いますが、大きく言えば７月の参議院選

「そこに二階氏が着目しないはずはない」 るだろう。その餌食にならないよう二階

た。もう少し詳しくお聞きしたいのです

挙に向けて、どういう道筋で、どういう

４島の主権を失うことがあってはならな

が。

連携ができるのかということがポイント

氏は十分な理解と準備ができているのだ

【代表】野党が今ばらばらになっている

になっていくと思います。それぞれ節目

とある政界関係者は指摘する。記者会見

ことが、国民の皆さんの失望、不満、そ

節目をしっかり頭に入れながら、少しで

い。

してまた党に所属している議員たちの不

も前に、あるいは少しでも大きな固まり

ろうか。

【代表】きょうは非常に明るい、元気な

安の源になっている。やはり政権を担う

にしていけるように努力をしたい。

国民民主党

党大会になったと思います。特に、この

に足る野党の受け皿をいかにつくってい

党大会

記者会見

玉木雄一郎代表

厳しい中、今年の自治体議員選挙そして

くのかということが私たち野党の責任だ

・

参議院選挙に挑む候補者が壇上に上がり

と思います。

な固まりをつくっていく、強い野党をつ

込んだ動きにつながっていくように大き

てここでは申し上げませんが、ぜひ踏み

していきたい。具体的な党、会派はあえ

たが、具体的に動くところがあれば動か

ケーションを各党、各会派としてきまし

います。これまでもさまざまなコミュニ

し上げましたが、基本的には同じ考えで

統一会派を各党にも呼び掛けていくと申

これまでも、臨時国会の初めなどには

会で改めて代表が示したような形に持っ

的な姿勢を示していますが、今回の党大

いたい。野党第１党の立憲民主党は否定

【記者】ほかの野党との協議について伺

努力をしていきたいと思います。

できるだけ大きな固まりに近づけていく

で、違いを探すよりも共通点を探して、

一体どう見えているのかなということ

強調してお互いにばらばらでいることは

の側に立って見たときに、野党が違いを

主張をすることは大切です。ただ、国民

もちろんそれぞれの政党がそれぞれの

ましたが、彼らの志、思いを聞かせてい

12

で二階氏は「場合によっては自民党の議

いうのだ。もしそうなら、ロシアはます

二階氏の対露議員外交にも懸念

の臭いを嗅ぎつけたからではないか」と

29

で妥協するのではないか、との懸念の声

1

１
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ただいて、私たちがむしろ元気をもらい

玉木雄一郎代表

く戦略があれば教えていただきたい。
強多弱の、民主主義に対して危機的な状

うか、本当に今の安倍政権、あるいは一
再分配機能を強化するような形での政策

できる人には負担をいただいて、財政の

のための政治。もっと言うと、より負担

なくて、広く、まじめに働く多くの国民

【代表】よくコミュニケーションするこ
況をもたらしているこの現状を変えると
に合意できるということであれば、広く

野党の中で割れている場合ではないとい

とだと思います。立憲民主党さんとも当
いうことであれば、それぞれが少しずつ

ていくため、具体的に今から工夫してい

然、今もやっていますし、各都道府県の
まとまっていける。

来られたというのがニュースなのだろう

た。今回、こちらの党大会に神津さんが

合の神津さんを呼ばなかったし来なかっ

【記者】昨年秋の立憲の党大会には、連

ていきたい。

れまで以上にコミュニケーションを深め

民主党さんを含む他の野党、会派ともこ

か。ポイントや最低条件は。

された場合に協力できると言えるのです

とですが、どのような理念や政策が共有

【記者】協力できる政党や会派というこ

ています。

対するものすごい脅威になり得ると思っ

は大きな固まりになって、政府・与党に

ん、枝野さんが決断すれば、一気に野党

ある意味、野党第１党の立憲民主党さ

います。具体的にどのような協議を求め

党など一部かぶっている政党もあると思

区で全て候補者を立てていて、立憲民主

いました。国民民主党は既に四つの２人

調整しなくてはいけないとおっしゃって

代表はできるだけ与党を利さないように

になると思います。

定の改定なども野党が結集する一つの軸

たったと思いますので、この日米地位協

知恵を出し合って大きな固まりとなって

と思いますが、先ほどおっしゃった大き
【代表】われわれは野党ですから今の安
ていきますか。

レベルや党本部でのレベル、各級レベル

な固まりというのは、神津、玉木、この
倍政権を代えなければいけないというこ

【代表】２人区については、きょう申し

あわせて、沖縄県知事選挙のときにも

両者で進めていくと。
とは大きなベースとしてあります。そこ

上げたとおりです。１人区同様、２人区

向き合っていかなければならない。もち

【代表】連合さんは重要な応援団の一つ
は一致すると思います。その上で、やは

ぐらいまではやはり調整しないと、結果

でコミュニケーションをとってまいりま

ですが、いろいろな人とよく連携をとっ
り大企業や一部の利益のための政治では

として頑張っていく」というような発言

示されましたが、日米地位協定。こうい

てやっていかないと、今の巨大与党には

すので、これは２人区の中だけの調整で

がありましたが、茨城は野党統一候補な

ろん連合さん初めあらゆる団体、組織と

とても勝てません。甘いものではない。

はなくて１人区や他の複数区も含めた総

のですか。

したが、衆参同日選挙がある、つまり衆

として２議席を自民党にとられるという

合的な調整の中で決まっていくものでし

【代表】調整がもししっかりとできれば、

った日本の自主性、独立性、あるいは主

選挙区が幾つか出てくる。これは立憲民

ょう。ある程度候補者が出そろった時点

当然、国民民主党、立憲民主党、場合に

も連携を強化していきたいと思います

主党も含めて共有している認識だと私は

で、全体を見渡した調整をどこかの段階

よっては社民党さんがいらっしゃれば、

議院選挙がある、政権選択をかけた選挙

思いますので、１人に絞り込んでいくと
で行いたい。

そういった中で共通に推す候補というこ

権というものが果たしてまともなものな

いう調整は不可欠ではないか。

【記者】参院選に出る候補者のスピーチ

とに調整していくのだと思います。

し、野党間の連携というのは不可欠だと

ら、それぞれ党勢を拡大したいし比例票

の中で、藤田幸久候補が「野党統一候補

った。だが、ようやく分かれたのだ。国

があるというのであれば、当然調整を加

も伸ばしたいという意識はあると思いま

だが、本当にそうだろうか。国民が期

民民主のやるべき方向性は、左派の固ま

のかということについては改めて光が当

国民民主党の玉木雄一郎代表の勘違い

待しているのは、現政権とは異なる国民

り・立憲民主と一緒になることではない

思います。

は今年に入っても続いているようだ。各

本位の政策提言のできる良識的な政党の

し、ましてや社民党や日本共産党とも選

速していかなければならない。ぜひ立憲

種世論調査の結果が示すように、政党支

出現なのである。それを数の論理の土俵

党の責任」という言葉にかなりこだわっ

【記者】参院選の２人区の調整について、

持率は一けた台で、国民のほとんどが支

挙協力をすることでもない。玉木氏は
「野

ただ、そのときに、もちろん党ですか

持をしていないし、期待もしていない。 で党の在り方を発想するからすぐに「大
きな固まり論」に帰着するのだ。

ているようだが、それ
ではいつまでたっても
野党から脱することは

源になっている」と述べた上で、
「やは

また党に所属している議員たちの不安の

い蜜を味わった仲間たちでもある。しか

同根であり、かつては政権交代をして甘

もちろん、野党第一党の立憲民主とは

と舵を切りなおさなければ国民の失望が

で真正面から独自の主張のできる政党へ

憲法改正でも消費税増税でも骨太の政策

やはり、国民本位の政党として自立し、

国民の失望の原因を知るべし

その原因について玉木代表は記者会見で
「野党が今ばらばら
になっていること
が、国民の皆さんの

り政権を担うに足る野党の受け皿をいか

し、そのときは左右両派が混在していた

できまい。

につくっていくのか」とし「大きな固ま

期待に代わることはあり得ないだろう。

失望、不満、そして

りをつくること」の必要性を繰り返した。 ため、国民はまっとうな選択をできなか
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インド訪問

ターパートであるテレサ・チェン法務長

訪問しました。

ド法務・司法大臣、そしてゴゴイ最高裁

インドでは、シン内務大臣、プラサー

しても国際仲裁等の活性化に向けた基盤

官とお会いし、インドでは、ランジャン・
判所長官と、インドの司法制度について

の度、司法外交の促進の一環として、１

ゴゴイ最高裁判所長官、元インド人民党
情報交換をさせていただきました。

人民共和国香港特別行政区及びインドを
香港では、行政のナンバー２であるマ

な課題の一つであり、そういった課題に
ついて香港との間で協力覚書を交換でき
たことは非常に大きな成果であると認識
しています。

また、国際仲裁機関、空港施設等の法務省
を持っていました。そういった中で、我

強化することについて非常に大きな関心

香港、インドともに法務大臣が訪問す

と関わりのある機関・施設等もそれぞれ
が国からは入管法等の改正や、外国人材

してカウンターパートであるラヴィ・シ

訪問しました。その他、現地の邦人の方
の受入れ拡大と、それに伴う共生社会の

るのは初めてであり、インドとしても日

とも意見交換をさせていただきました。
実現等の施策に取り組んでいること、あ

ャンカル・プラサード法務・司法大臣等

香港では、当省と香港法務庁との間の

ス）について紹介して出席をお願いする、

本の司法制度、あるいは日本との関係を

＝ MOC
） に 署 名 し ま し た。 こ の 協 力 覚
書は、国際仲裁や国際調停の促進を中心
あるいは法務省が日本の法令を英語に翻

けるハブとして発展しています。日本と

訳する取組みを行っていることの紹介を
しました。
今回の香港及びインドの訪問では、カ

御承知のとおり、我々法務省は、法の

関係の強化に向けた足がかりを築くこと

しっかりと相互理解を深め、今後の協力

の法務大臣としても、また個人としても

臣と直接英語で会談をすることで、日本

委員は、法曹三者のほか、研究者等の有

作業に必要な協力をお願いするものです。

たり、意見交換を重ねていただき、その

務省刑事局において検討作業を行うに当

することとしました。この検討会は、法

度の施行状況等に関する検討会」を開催

この度、この検討のため、
「裁判員制

しています。

た意見交換を行っていただくことを期待

広い視野をお持ちの委員の方々に充実し

制度であり、非常に高い専門性や見識、

ただ、裁判員制度は重要な意義のある

し上げます。

りますので、現段階では未定であると申

かどうかについては、議論の状況にもよ

継続するかや、検討結果を取りまとめる

支配を促進し、そして貫徹する立場にあ

識者を含む 名の方々にお願いしました。

ができました。

ります。国際分野においても、あらゆる

本年５月 日には、裁判員制度の開始
から 周年となる節目を迎えます。法務

法外交」をこれからもしっかりと展開す

制度の基盤として重要な役割を果たすこ

省としては、裁判員制度が我が国の司法

ことをお聞かせください。

少し詳しく、その意義と今後に期待する

ＯＣを締結されたとのことですが、もう

る上で、大きな意義を有する機会になっ

港、インドはもちろん、その他の国とも

る検討会」での取りまとめについて、い

【記者】
「裁判員制度の施行状況等に関す

ます。

ーがあり、あるいは中国法についても相

においても、元々英米法系のコモン・ロ

ア有数のハブ都市です。また、その法制

今回の訪問を契機として、訪問した香
しっかりと協力関係を築き上げて、より

当詳しい部分があります。
例えば国際紛争というのは、国際仲裁

つ頃までに取りまとめをされるかという
ことと、どのような成果を期待されるか

検討会は刑事局が裁判員法一部改正法に

検討会についてです。本制度については、 【大臣】先ほど申し上げたとおり、この

ことで、国際紛争解決分野において、我

調停に関する協力覚書を締結するという

が多く、法務省が香港と国際仲裁や国際

や国際調停という手続で解決される場合

基づく検討作業を行うに当たって、意見

が国が香港とともに主要なプレイヤーと

をお聞かせください。

たしましたが、同法において、施行から

交換を重ねていただき、その作業に必要

して重要な役割を果たしていくことが期

平成 年に裁判員法一部改正法が成立い
３年経過後に、施行状況等について検討

な協力をお願いするものです。いつまで

次に、裁判員制度の施行状況に関する

いりたいと思っています。

一層、
「司法外交」を強力に推進してま

たと考えています。

【大臣】香港は、国際経済におけるアジ

国と意思疎通する、協力するという「司

21 11

とができるよう、引き続き努めてまいり

10

【 記 者 】今 回 の 出 張 で 香 港 の 法 務 庁 と Ｍ

活動に法の支配を浸透させるために関係

香港は国際商事紛争のアジア地域にお

ものです。

を講ずるものとされています。

るいは２０２０年に京都で開催される国
協力覚書（
Memorandum
of
Cooperation
連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレ

とした分野における協力について定めた

とお会いしました。

シュー・チュン政務長官、そしてカウン

整備は、政府として取り組んでいる大き

総裁のラージナート・シン内務大臣、そ

裁判員制度の施行状況等に関する検討会
について報告します。

12

ウンターパートや政府の枢要部にいる大

まず、私の海外出張についてです。こ

月８日（火）から 日（土）まで、中華

1・15

私から２件、私の海外出張についてと

記者会見

を加え、必要がある場合には所要の措置

27
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山下貴司法相

の経済・文化が行き交っていた経緯もあ
深化するということになり、我が国のビ

仲裁の制度、文化の定着に向けた連携が

今回、覚書を交わすことによって、国際

日本は経済大国であり、また香港も中
り、早くから仲裁文化が根付いています。
ジネスにおいても非常に裨益するでしょ

存在しているわけです。香港では、東西

国との経済のハブであるというところも
我が国も多様な文化を受け入れて「法の

待されます。

あ り ま す。 そ う し た と こ ろ と 情 報 交 換
うし、アジア、あるいは国際的なビジネ
ス、
「法の支配」の文化においても活性

支配」を醸成してきており、日本の司法
については法的安定性に優れているとい

や協力をすることによって、
「法の支配」
の強化もしっかりとできるのであろうと
化に繋がると考えています。
署名式の様子は、香港でも報道されて

うことで、信頼されている部分がありま
す。

考えています。
アジアは御承知のとおり、様々な法文
おり、非常に関心が高かったというとこ

数が長かったり、非正規雇用者が増えた

そういったこともあり、香港も我が国

に抽出され、事件ごとにくじで選ばれた
りしていることが影響しているものとみ

化があり、法制度も様々です。そうした

裁判員制度が司法改革の目玉としてス
人 が 選 任 手 続 き に 呼 び 出 さ れ る。 し か
られる。

ろです。

タートして今年５月で 年を迎える。制
し、正当な理由があれば、辞退できるこ
このため、参加率を高めるには、制度

との協力については非常に前向きであり、

度導入の狙いは、司法に対する一般国民
とになっている。その理由というのは高
に対する国民の理解だけでなく、従業員

中で経済取引をめぐる多種多様な紛争が

の理解を深めるとともに、庶民感覚を反
齢（ 歳以上）であることや重要な仕事
する企業の
責任意識を
も必要だろう。また、辞退者からは被告

裁判員制度 理解深め辞退率増加に歯止めを

の参加に対

映させることだった。裁判員を経験者し
た国民か
らは、「貴
重な体験
があるなどだが、個人の事情に委ねられ

高める努力

など好意的な感想が聞かれるが、その一

が出所した時の「逆恨み」を心配する声

辞退率は、制度スタート時は ・１％
だったが、２０１６年 ・７％、 年

るよう、裁判員の安全確保策の強化も求

も聞かれることから、安心して参加でき

ているのが実情だ。

る。

同じ会談の中で康京和外相が、自衛隊が

【記者】もう１点同じく日韓なのですが、

に私（大臣）は考えております。

【大臣】２回目の会談が、現実にどのよ

あればお願いします。

れども、２回目の会談に期待することが

筋というところには至りませんでしたけ

められる。

韓国軍の艦艇に対して低空で威嚇飛行を

うに進むか推移を見守りたいというのが

％と、年々増加傾向にある。審理予定日

したとして遺憾の意を表明されました。

現時点での考えです。

カンギョンファ

さらに韓国側は昨日５枚の画像を公開し

【大臣】現に紛争が起きているのは明白

け止めをお願いします。

した。こうした韓国側の対応について受

議に応じるかどうか明らかにしませんで

で、韓国側は日韓請求権協定に基づく協

先日の日韓外相会談で徴用をめぐる問題

【記者】日韓関係について２点伺います。

な話だったんだろうと思います。外務省

衛省としてはそれで打ち止めというよう

情報を公開して、この問題については防

されると思いますが、防衛省はおそらく

た。この件については防衛省の方が対応

事実はないということを申し上げまし

【大臣】韓国側からおっしゃったような

政府に求めたいことをお願いします。

こうしたことに対する受け止めと、韓国

トダウンの影響でアメリカ側から代表団

しようという話がありましたが、シャッ

し、あるいは一緒にＧ７の外相で食事を

【大臣】ダボスでポンペオ長官と会談を

しょうか。

日韓の連携に影響を与えることはないで

工やレーダーなどの問題が、北朝鮮での

はありますかということと、いまの徴用

組みで、何か意思疎通を図りたいお考え

て、正当性を主張されているのですが、 【記者】今のに関連して、米朝の首脳会

でございますので、協定に基づいて粛々

としてそこは、対応は防衛省にお任せを

が来られなくなりましたので、それに変

年の６月の会談では具体的な非核化の道

首脳会談を行うと伝えられています。昨

米朝交渉に動きがあり、２月末に改めて

【記者】
米朝関係について伺います。先週、

いきたいと思います。

したので、必要に応じて日米韓について

あるというところの認識は一致いたしま

日米韓でしっかり連携をしていく必要が

の会談の中で、北朝鮮の問題について、

思 っ て お り ま す。 ま た、 康 京 和 長 官 と

談前にこれまで連携してきた日米韓の枠

と韓国側が協議に応じるものというふう

するとして、外交的に何か防衛省をバッ

・

裁判員候補者は選挙人名簿から無作為

河野太郎外相
記者会見

66

わる電話会談を日米で行いました。今後

日韓関係

53

17

クアップしなければいけないことが生ず

25

も引き続き日米で連携をしていきたいと

１

64

かせる上での課題も浮き彫りになってい

方で、辞退率が年々上昇し、制度を根付

だった」

70

10
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記 者
コラム

れば、それは外務省もしっかり対応して

河野太郎外相

も外相会談を行っていくことになろうか

ては早急な状況の改善・是正を求めたい
発表で、総理が次回の外相会談に触れな

考えられるのでしょうか。

今後の交渉はどのような道のりになると

ていますが、交渉責任者の大臣としては、

れ可能な形を探っていくと意欲を示され

単、容易ではないけれども、双方受け入

く注意深い作業は必要と、安倍総理も簡

受け入れ可能な条件を見つけるために長

の記者発表で、プーチン大統領は双方が

あるという認識は、日米で完全に共有を

ゆる射程のミサイルのＣＶＩＤが必要で

【 大 臣 】すべての大量破壊兵器及びあら

ょうか。

変わりはないという理解でよろしいでし

でないということ、この２点については

そして、非核化に段階的措置は採るべき

ロセスでＣＶＩＤが必要だということ、

関連ですが、日本政府としては非核化プ

の低空飛行の問題は、防衛省に任せると

極的に対応したと考えていますが、今回

す。レーダー問題について、外務省は積

【 記 者 】低 空 飛 行 の 問 題 に つ い て 伺 い ま

談が行われることになろうかと思います。

とで一致をいたしましたので、そこで会

中に平行して外相会談を行おうというこ

【 大 臣 】 次回、ミュンヘンの安保会議の最

おられるかについてお願いします。

それとどのような成果を得たいと考えて

がら、交渉を前進させることを指示した

【 大 臣 】 両 首 脳 が お っ し ゃ っ た こ と に、
しております。非核化のプロセス、これ
いう、外務省が対応しないようにする理

と思います。日本としてこの難民、避難

特に付け加えることはございません。
はいきなり全部同時にやるというのは物
由はなんですか。

と思います。

【記者】もう１点、ベネズエラの関係で

理的にも不可能でしょうから、さまざま
【 大 臣 】このレーダーの照射の問題は技

とおっしゃっていました。２月に次回の

お伺いします。野党の国会議長が暫定大
なプロセスはあろうかと思いますが、制
術的な問題でございますから、これはも

民を受け入れている周辺国と連携をし、ま

統領への就任を宣誓して、アメリカなど
裁の解除についてはしっかりとした行動
う防衛省、国防部でしっかりとやってい

【記者】２点お伺いします。１点目は日

承認する動きが相次いでいますが、日本
を北朝鮮がとった上で、制裁については
ただくということで、防衛省に対応して

外相会談が予定されていますが、その外

の立場、大臣のお考え・受け止めをお願
検討する、これも日米で考え方は共有し

いただいておりましたが、防衛省も先般、

た可能な限りの支援を提供したいという

いします。
ておりますし、国際社会も全く同じとい

把握している事実関係を公表し、これで

露の関係についてです。大臣も同席され

【大臣】ベネズエラの国民がおそらく２
うふうに考えております。

最終的であるというような話をされてお

相会談にどのような姿勢で臨まれるか、

００万人、あるいはそれ以上、国内で生活
【 記 者 】先 日 の 日 露 首 脳 会 談 に つ い て お

りました。

ふうに思っております。【記者】米朝の

できず、周辺国に避難せざるを得ない状
聞きします。首脳会談のあとの共同記者

た日露首脳会談がありましたが、その後

況になっていることに対して、日本とし

「父はりそな銀に殺された」

ンが建てば、地価はどんどん上がり、そ

ノンバンクに資金をジャブジャブ出して
バブルの頃、Ａ氏の父と浜商建物、り

れに伴い担保価値が上昇。それで借り足

浜でマンションを建ててきたディベロッ

そな銀行という３者の関係は良好だっ

だ。

するという相乗効果が生まれていたの

して、さらなるマンション建設にまい進
合いがあり、多額の預金を預けてもいた。

とりわけＡ氏の父と銀行とは古い付き

た。

いたのは銀行だった。どんどんマンショ

これを焚きつけてもいた。不動産業界や

が沸騰していたのだ。銀行が一役買い、

当時は地価が高騰を続け、バブル景気

貸し出しの蛇口を止めにかかったのだ。

から銀行に対し総量規制が出る。いわば

かったのだが１９９０年３月に、大蔵省

の手を惜しまなかった。当初はそれでよ

をして、積極的なマンション建設に支援

りそな銀は浜商建物に対し巨額の融資

親子２代にわたり財産強奪
昨年 月５日、Ａ氏が東京・千代田区霞が関の弁護士会館で記者会見した冒頭、

事の発端は、りそな銀行（当時は協和
埼玉銀行）が、平成３年にＡさんの父親
に 億円の迂回融資したことに始まる。
Ａ氏の家は横浜の旧家で、地元の資産
家だった。父親は２０１６年 月に亡く
迂回融資は、Ａ氏の父を仲介にして横

なるが、今回の事件の当事者だ。

11

パー・浜商建物に流れた。

名義貸しの梯外し身ぐるみはがす

銀行が「名義貸し」という罠を仕掛け、身ぐるみはがす不条理がそこにはあった。

ストレスで、Ａ氏の父親はガンになって死亡したからだ。横浜旧家のＡ氏宅に、

財産を強奪され、深い人間不信と不当で莫大な借金を押し付けられたことによる

「父はりそな銀行に殺された」と告発した。親子２代にわたって、りそな銀行に

12
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23

さすがに、このままでは危ないとの懸
念が生まれるのは時間の問題だった。株
式市場も景気も、いつまでも青天井では
あり得ないからだ。

業界の伸び率を超えてはいけないとい
ェクトが進むことになった。
中国には「上に政策あれば、下に対策
あり」との言葉があるが、天下の大局を

う、いわば貸し出し規制だ。
浜商建設もこの総量規制の壁に遭遇し

しかも銀行は、事業がうまくいかなく

見て出した政策を踏みにじる銀行サイド

行が、上得意だったＡ氏に狙いを定め、
なると、Ａ氏の父を犠牲の燔祭に仕立て

たことで、それまでの建築計画の勢いを

クラッシュが起きかねないということ
支店長自ら自宅を訪問した上で「銀行を
上げてしまったのだ。

の「対策」だった。

で、大蔵省から銀行に対し総量規制が出
助けてください。名前を貸していただけ

削がれることになる。あわてたりそな銀

た。総量規制とは金融機関の不動産向け
ないでしょうか」と頭を下げて懇願した

そこで、こうした機運を冷やさないと

融資に対する規制で、地価高騰や土地投
のだ。
に完成。だが、当時はすでにバブルがは

結局、２つのマンションは１９９３年

機を抑制する目的で大蔵省が実施した行
じけていた。そのせいで、全くマンショ

その口座を使ってＡ氏の父に貸した形を
浜商建設は、仕方なく賃貸で貸し、賃

いわば名義貸しで銀行口座を開設し、
とりながら、浜商建設に資金を回すとい
貸料で日銭を稼ぎだして、自社の金庫に

政指導だった。
具体的にはノンバンクや不動産、建設
う、総量規制を骨
入れやりくりする資金にあてていた。
そこで、りそな銀行は、Ａ氏の父に２

ンが売れない。

業界の３業種に対する融資伸び率が、他
抜きにした典型的
な迂回融資だっ

合いもあったＡ氏

これまでの付き
取ればいいだけの話だ。しかし、りそな

本来なら、りそな銀行自身が、担保を

氏の父の所有にして欲しいと頼んだのだ。

物件の仮登記を依頼してきた。いわばＡ

の父は、しぶしぶ
銀行は取っていなかった。あくまでＡ氏

た。

承諾した。そして、

結局、銀行の提案を受けＡ氏の父は仮

の父への融資だったから、浜商建設から

マンション建設の

登記を済ませた。２つのマンションの所

浜商建設に迂回融

２つの大型プロジ

息子で長男のＡ氏が連帯保証人になるこ

担保が取れなかったからだ。

資なのだから、貸した金を返してくれと

資 さ れ た 資 金 で、

有権は、Ａ氏の父に移った。その途端に、

とを条件としてきた。 それをＡ氏は受

ところが２０１６年 月にＡ氏の父が

が終わっている。

済は続け、これまでに 億円程度、返済

合意は２００３年だったが、ずっと返

０万円の返済を続けた。

それから毎年４０００万円から５００

けた。

要求してきたのだ。それが 億７６００
万円だった。

銀行は豹変した。
この融資は、あなたに貸した正式な融

その巨額債務が一気
にＡ氏の父にのしかか
ってきた。
結 局、 裁 判 に な り、
一審、二審ともＡ氏の
父は敗訴となった。
このニュースを知っ

亡くなると、銀行は二度目の梯子外しを
（ 当 時 ） が、 財 務 金 融

であるＡ氏とは約束していないと言い出

銀行はＡ氏の父とは約束したが、息子

強行してきた。
委員会でりそな銀行の

したのだ。だから、貸した資金は全部、
耳をそろえて返してくれというのだ。
それが出来ないのだったら、あなたの

そして実際、昨年５月には競売にかけ

これで、りそな銀行

結局、分割払いにし

てきた。それが、間もなく執行されるよ

資産全部を競売にかけますと脅迫じみた

て、マンション賃貸料

うな緊迫状態にあるのが現状だ。

は態度を変え、和解へ

金による収益から少し

「父をだましたりそな銀行は、今度は

強引さで迫った。

ずつ返済してくれれば

を述べた。

ている」とＡ氏は憤懣やるかたない思い

我が家の財産を身ぐるみ剥がしにかかっ
ただ、りそな銀行は

合った。

いいということで折り

と舵を切ってきた。

した。

不当な債権回収を追及

た大渕絹子・参院議員

10

11

23
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りそな銀行本社
東京・千代田区霞が関の弁護士会館で記者会見するＡ氏（中央）＝昨年12月５日

まさに昨年は、これからの大きな潮流
が 始 ま る 年 と い う 意 味 で は、 そ の よ う

世紀は２ステップ目を終えつつあ

り、日本では今年、平成時代が終わる。
な「八」の年の予測どおりになったこと

ば

感し始めた年となった。

「九」の年に問われる日本の覚悟
10

前世紀末の 年代からこの 年、世界は

21

西暦二〇一九年、 年区切りで考えれ

第
16
回
グローバリズムの世紀であり、日本はバ

を思わせる年だった。国際社会では、前

年、
「八」の年は、前年の「七」の年の

筆者は昨年のちょうど今頃、二〇一八
の形で世界を揺るがし始め、米中貿易戦

たトランプ大統領の一国主義が保護主義

胎動させたかにみえる。〇七年に誕生し

て、南北会談やトランプ・金正恩の米朝

出来事を契機に起こった現象が、その後、
争、ペンス副大統領演説、そして情報技

序を模索する時代だった。

継続的に広がり始める年になるというこ
術覇権をめぐる「米中冷戦」時代へのシ

首脳会談が朝鮮半島の今後の秩序形成を

とを発信していた。過去を 年ごとに振

「九」の年は時代を画する年

年〇七年に先鋭化した北朝鮮問題に関し

30

ブル崩壊後の失われた何十年の中で新秩

90

り世界経済は停滞が続くことになった。

クにつながった年。その後の長きにわた

のサブプライム危機がリーマン・ショッ

り返ると、二〇〇八年は前年〇七年から

大きく変動する予兆を感じさせる出来事

氏の逮捕など、いずれも、従来の秩序が

バリズム終焉の象徴とも言われるゴーン

内では、外国人受入れへの転換やグロー

フトが始まったのも昨年だった。日本国

レが始まった年だった。一九八八年は、

るのか。過去を振り返ってみると、一九

では、今年「九」の年はどんな年にな

融機関の破綻を契機に、日本の本格デフ
前年八七年 月のブラックマンデーを経

が次々と起こった年となった。

一九九八年は、前年九七年 月の大手金

10

11

談での米ソ首脳による冷戦終結宣言、日

前年までの潮流が形として具体化し、時

は大きく時代を動かしたが、いずれも、

て、多くの日本人がバブルの好景気を実

かにある。

八九年はベルリンの壁の崩壊、マルタ会

主義なのであれば、日本は日米同盟を基

まった年であり、二〇〇九年は米国では

ロの導入、日本では省庁再編が国会で決

といえよう。一九九九年は欧州ではユー

その後の 年の時代が始まった年だった

して一つの節目を迎える。一九八九年は、

成時代が終了し、消費税率も ％に到達

の冷戦体制に入りつつあり、日本では平

ンには転機が訪れ、再び、今度は米中間

＋インド太平洋）対「大陸国家」
（中露

リズムへの動きや、
「海洋国家」
（日米英

ろう。基本は、世界で強まる反グローバ

すことを迫られる年だと捉えるべきであ

的に向き合い、具体的な行動へと歩み出

化する年だと考え、私たちがこれに本格

一八年に広がり始めた内外の潮流が明確

だとすれば、今年二〇一九年は、前年

新たな国際秩序への動きと
日本の立ち位置

国保護主義に対する包囲網が形成され

由貿易経済圏の「扇の要」となる形で米

連携）も妥結に至れば、日本が世界の自

含むＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済

定）も発効し、本年内に中国やインドを

２月には日・ＥＵのＥＰＡ（経済連携協

きＴＰＰイレブンが発効に至った。今年

折しも昨年末には日本主導による米国抜

脱皮する必要があるということだろう。

も米国へのおんぶに抱っこから少しでも

軸としつつも、安全保障でも経済戦略で

オバマ大統領の誕生、日本では民主党へ

＋仏独）
、あるいは、
「アングロサクソン

われる対抗軸

マー」とも言

ラットフォー

ＦＡなどのプ

露」対「ＧＡ

仏独」対「中

序形成に日本としていかなる主体的意思

式を前に日本に問われるのは、世界の秩

する。こうした外交面の複雑な連立方程

分野でも自由な秩序づくりの推進に注力

り知的財産やデジタルエコノミーなどの

築への牽制としては、日米欧の結束によ

他方で、中国が主導する異質の秩序構

る。

の形成に対し

を示し、国際社会でのポジションを獲得

ファイブ＋日

て、日本がど

今 年 は 早 速、 韓 国 の 問 題 が 露 呈 し た

していくかである。
位置を採るの

のような立ち

【プロフィール】1981 年東京大学卒、同年大
【プロフィール】1981
蔵省入省、内閣審議官、本省課長、東京医科
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
歯科大学教授、郵貯簡保管理機構理事等を
て、2010 年国政進出のため財務省を退官、12
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
2012
年日本維新の会より衆議院議員に当選、
国会議員団副幹事長、衆院内閣委員会理事、
同党国会議員団副幹事長、衆院内閣委員会理
次世代の党政調会長代理等を歴任。
事、次世代の党政調会長代理等を歴任。

の政権交代の年だった。その後、これら

制終結で本格化したグローバリゼーショ

30

その中で一ついえるのは、米国が一国

本では平成時代の始まりと消費税導入の

代を画する出来事が起こる年だった。

10

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

年だった。その後、 年を経て、冷戦体

松田学の国力倍増論
30

10
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―日本新秩序へ―

する中で日本はどうするのかがポイント
となる。そこで大事なのは、インターネ

ーバリズムという規範的価値は、事実と
して進んでいるグローバリゼーションと

が、朝鮮半島の問題のポイントは、その
地域を背後で動かす中国やロシアだとさ

自国の国柄を映じた独自の情報技術活用

ット革命の次なる革命として世界的に進

価も下落。リーマン以降、世界的に未曽
の道がある。例えば、
「課題先進国」と

の間に大きな齟齬をもたらす。これが早

有な規模に膨張したマネーが何らかのき
してブロックチェーンの社会実装で先手

れる。米朝会談で金正恩の手玉に取られ

いるのは、このことが背景にあるとされ
っかけで急激に収縮するリスクが高まっ
を打ち、新たな社会モデルで世界の範と

行していく「ブロックチェーン革命」に

る。いま米国は中国を経済的に締め上げ
ている。
なる「自立」と「合意」と「和」の仕組

速、一昨年までは長期上昇局面とも言わ

て徹底的に弱らせようとしている。

リアリズムに立った新しい国づくりを
みを創出する国になることが十分に考え

ているかに見えるトランプ大統領も、こ

以上に超大国からの衰退が著しいよう
ここで問われてくるのはトランプ氏の

どう向き合うかだろう。実は、日本には

だ。オバマ民主党政権の時代に中国に対
大統領としての見識であろう。現在、ホ
国内では元号も変わる本年は、安倍総

れた世界経済に不透明感をもたらし、株

する軍事的優位も失ったとされる。トラ
ワイトハウスの意思決定から外されてい
理が掲げてきた「新しい国づくり」の中

のところ対中国圧力外交に重点を移して

ンプが「一国主義」を唱えるのは、米国
る国務省に代わって、国際協調でトラン
身がいよいよ問われる年になる。 月の

奪う中国の不公正を抑止しないと、自由

ングで大量輸出をして米国の富と雇用を

リセット宣言も、情報技術を盗みダンピ

るのは、国際政治の現実を冷静に見抜く

秩序の転換点にあって日本に問われてい

外交力を持たせることになったが、世界

る。皮肉にも、それは日本に前代未聞の

て、ネクストジャパンに向けた次なる重

財 政 運 営 の 局 面 転 換 を 実 現 す る。 そ し

情勢を見据えた戦略的資源配分へと経済

論争に早々にケリをつけ、激動する国際

消費税率引上げで社会保障の不毛な財源

そもそも、現在の米国は日本人の想像

がまずは自国の体制の立て直しを迫られ
プを支えているのが安倍総理だと言われ

貿易も成り立たないからだという見方も
眼と、リアリズムに基づいて自らの国益
大な国家選択へと日本の政治を前に進め

られる。

ているからであり、保護主義も米中関係

ある。
を追求することへの覚悟であろう。

中が相互依存関係を深めてしまった現

状況は大きく異なる。中国も含めて世界

に経済関係がなかった米ソ冷戦時代とは

覇権。米中やＧＡＦＡがこの分野を主導

る。今後の国際秩序を決めるのはデータ

分 野 は、 い ま や 情 報 へ と シ フ ト し て い

かつては石油や金融だった世界の戦略
ある。

的行動に出る年になることを祈るもので

る。わが日本が、そうした内実ある具体

ただ、米中冷戦といっても、両大国間

在、世界のブロック化につながる反グロ
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日本でも最近、ウイグル（東トルキスタ
ン）の悲劇的な現状について報道するよう
になった。ＮＨＫや朝日新聞も、外国の通
信社を通してであったりではあっても、比
較的具体的事実を報道し始めているよう
な気がする。また、現地の特派員による記
事も目にするようになった。歓迎すべき進
歩です。それこそ公正公平に国民に対し、
世界の出来事を隠す事なく伝えるメディ
ア本来の姿ではないでしょうか。
このような良い転換に貢献したのは言
うまでもなく、あの 月４日のペンス副大

て具体例をあげて人権問題をとりたあげ
も歴史が古く、包括的で権威ある団体であ

イグル民族問題関連諸団体の連合体で最
る。

たのだ。中でも現在、
「中国のウイグル自
治 区」 に おい て、 １０ ０ 万 人以
最近まで、カリスマ性の高いラビア・カ
ーディル女史が総裁を務めていたが昨年、

上の人々が強制収容所で洗脳教
育を受けていると北京政府を批
第４代総裁として総会でドルクン・イサイ
氏が選出され、またアジア担当代表はイリ

判した。
ア メリ カ 歴代 政 権 は、 今 ま で

する議会決議文も採択してきた

情 を寄 せ、 い くつ か中 国 を 批判
題の現状を啓蒙する活動を展開している

伝統文化、食生活などを通してウイグル問

イリハイム氏は日本国内でウイグルの

ハイム・マハムティ氏が就任している。

が、 イス ラ ム教 徒 が多 数 を占 め
日本人支援者などで構成している民間団

にもチベット問題には関心と同

るウイグルに対しては今回のよ
体、社団法人日本ウイグル協会の代表とし
世界にはいくつかのウイグル人の団体

うな積極的な関心を示さなかっ
そ の主 な 理由 は、 中国 が 巧 み
が、祖国の自由と人権のためそれぞれの立

て長年活動している。

にウイグルの民族運動をイスラ
場 で 奮 闘 し て い る。 国 を 愛 す る 民 族 に 尽

た。

ム 原理 主 義に 関 連 づけ て、 世界
くす事は全ての国民、人民の権利であり、
グループができるのは当然だろう。

義務であり、誇りである以上、さまざまな

を騙してきたからだ。
ホ ワ イ ト・ ハ ウ ス は 今 回、 ド
イツに亡命中の世界ウイグル会

氏 達 が 呼 び か け て、 世 界 の 諸 団 体 が 世 界

識を発表し、特にトランプ政権として初め

中国に対する政策の抜本的修正と現状認

も 非 公 式 と は い え、 ウ イ グ ル を 代 表 す る

っており、米国やヨーロッパ、トルコなど

ある。世界ウイグル会議は六団体位あるウ

対するアメリカの本気度を示したもので

中国政府も、最近になって強制収容所の

家族が逮捕され、拷問を受けるからだ。

ことをためらう理由は、中国支配下にいる

ト ル キ ス タ ン 」 の 元 首 相 ア プ テ ィ・ カ ン

要がある。そのため、かつて存在した「東

だが、民族の崇高な目的を達成するため

ウ イ グ ル 会 議 を 結 成 し た。 以 来、 チ ベ ッ

正当な団体として認識している。その一環

存在そのものは隠しきれなくなったため、

議 新総 裁 のド ル ク ン・ イ サ イ氏

トやモンゴル、
ウイグルで「共同の声」
（Ｃ

として今回、ホワイト・ハウスがドルクン

認めている。だが、それはウイグル人の若

に は 各 団 体 が 団 結 し 協 議 し、 協 力 す る 必

Ｖ）や「代表なき国家民族機構」
（ＵＮＰＯ）

氏をお招きし、また議会関係者、政府関係

者を社会に出すための職業訓練的なもの

を 米国 に 招い た。 中国 と 世界 に

という、国家や国連など国際機関などで代

者 が 会 っ て い る。 世 界 ウ イ グ ル 協 会 は チ

統領の基調講演だ。同副大統領が、米国の

表権を持たない国や民族の最大の国際機

し か し、 実 態 は 洗 脳 教 育 を 行 な っ て お

的に報道し、洗脳教育を目的した強制収容

ける中国の人権弾圧の現状を頻繁に、大々

最 近、 欧 米 の メ デ ィ ア は ウ イ グ ル に お

と感謝するように祈るような合唱をさせ

おかげ、党のおかげ、習近平主席のおかげ」

お 祈 り の 時 も、 唯 一 神 に 代 わ っ て「 国 の

な る こ と を 押 し 付 け て い る。 食 事 の 時 の

り、ウイグル人の信仰を捨て、無神論者に

所の内情を細かく紹介している。しかし、

ているようだ。
ム民族系からである。中国政府は、ウイグ

わずか ドルの賃金で働かせ、生産された

または隣接した工場で長時間の労働を月

また欧米メディアによると、
「収容所内、
ル人以外のイスラム教徒に対しても取り

ザフスタン人など周辺のトルコ系イスラ

そ れ ら の 多 く の ニ ュ ー ス・ ソ ー ス は、 カ

と決めつけ、徹底的に弾圧している。

中国政府は彼らの活動をテロリスト活動

であるとの方便を使っている。

チベット亡命政府とも長い交流歴を保

ベット同様、非暴力主義に徹しているが、

「ウイグルでの人権弾圧」欧米でも俎上に
露 し て い る。 ま た、 ア メ リ カ や オ ー ス ト

ら脱出、強制労働収容所の過酷な実態を暴

と民主主義を尊ぶ日本の財界や消費者も、

た 製 品 へ の 不 買 運 動 が 起 き て い る。 自 由

西 側 で は、 こ の よ う な 強 制 労 働 で 作 っ

縫製品などは国内のみならず、日本など外

ラ リ ア な ど の 国 で は、 ウ イ グ ル 人 の 元 留

正義と良心に基づく対応が必要ではない

締まり対象に指定し、強制収容所に入れて

学生など数名がメディアに登場している。

だろうか。

国の市場に流しているようだ。

ウイグル人海外在住者が、メディアに出る

いるが、彼ら数名が釈放を勝ち取り中国か

95
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関の主要メンバーとして加盟している。

新疆ウイグル自治区の強制収容所

海外通信

話する「国民討論会」を 日に開始した

に再協議に応じる可能性を示唆した。
米、孟副会長の引き渡し要請へ─カナダ
当局に カナダ紙グローブ・アンド・メ

外れた脅威になっている」と指摘した。

し」
（ＭＤＲ）で、
北朝鮮が依然として「並

公表した中長期戦略「ミサイル防衛見直

─トランプ氏主張とずれ 米国防総省が

北朝鮮は「並外れた脅威」
、米国防総省

チャドと国交回復─イスラエル イスラ

チセケディ氏の当選を宣言した。

として退け、別の野党候補、フェリクス・

タン・ファユル氏の訴えを「根拠がない」

に異議を申し立てていた野党候補、マル

の憲法裁判所は昨年末の大統領選の結果

ペンス米副大統領は、南米ベネズエラの

米国との断交示唆─ベネズエラ大統領

を正式要請する方針だと報じた。

いて、米政府がカナダ側に身柄引き渡し

副会長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）につ

手・華為技術（ファーウェイ）の孟晩舟

ール（電子版）などはカナダ当局が逮捕

トランプ大統領は昨年６月、シンガポー
エルのネタニヤフ首相はチャドの首都ヌ
国民に向けたビデオメッセージを公表し、

チセケディ氏の勝利が確定─コンゴ大統

ルでの米朝首脳会談後、
「北朝鮮の核の
ジャメナでデビ大統領と首脳会談を行
マドゥロ大統領を「正統性のない独裁者」

し現在は保釈されている中国通信機器大

脅威はもはやない」と表明したが、国防
い、１９７２年以来断絶していた両国の

日（火）

総省はいまだ警戒を解いていない構図が

仏政府は事態収束に向け、マクロン大統

０人が参加した。大きな衝突はなかった。

ほぼ同数の約８万４００

ディアによると、先週と

０週連続で行われ、仏メ

政権に抗議するデモが１

加 フランスでマクロン

繁にやりとりしていたと報じられている。

用意はある」と表明。英側の譲歩を前提

宣言」については、
「もう一度取り組む

将来の英ＥＵ関係の枠組みを描く「政治

えだ。一方、バルニエＥＵ首席交渉官は、

案は「最善だ」として修正を拒否する構

ことを受け、ＥＵ側は引き続き離脱協定

イ英首相が修正協議に臨む方針を示した

欧州連合（ＥＵ）離脱合意をめぐり、メ

ＥＵ、英離脱協定の修正拒否へ 英国の

クシーのような手軽な航空交通の実現を

自動飛行試験に成功したと発表した。タ

ラジオが伝えた。在任中の人権侵害の罪

の病院を退院し、再収監された。ＲＰＰ

の不調のため入院していた首都リマ市内

ルーのフジモリ元大統領（ ）は、心臓

フジモリ元大統領、再収監─ペルー ペ

た演説で、米国との国交断絶を示唆した。

左派のマドゥロ氏は首都カラカスで行っ

を表明した。この発言に猛反発した反米

が主張する移行政権樹立への全面的支持

領が各地を訪れ地元自治体や住民らと対

デジタル貿易で国際ルール、ＷＴＯ 世

目指す「空飛ぶ車」は、米配車サービス

日（月）

で禁錮刑に服していた元大統領は、２０

界貿易機関（ＷＴＯ）に

大手ウーバー・テクノロジーズなど多く

に裁判所が無効と判断。元大統領は直後
に体調を崩して入院していた。

日（水）

１７年 月に恩赦を受けたが、昨年 月

加盟する日米欧など一

の企業が実用化を目指しており、開発競
日（土）

の会長と最高経営責任者（ＣＥＯ）を辞

ルロス・ゴーン被告が自動車大手ルノー

済成長を後押しする狙い。日本は、議長

に国境を越えられる枠組みを整備し、経

で合意した。電子商取引のデータが自由

交渉開始を目指すこと

機器大手・華為技術（ファーウェイ）の

氏は先に、カナダで逮捕された中国通信

大使を解任したと発表した。マッカラム

ナダのトルドー首相はマッカラム駐中国

加が駐中国大使を解任─失言連発で カ

ルールの策定に向けた

部の国・地域は、デジタ

日（木）

ゴーン会長を「解任」─仏ルノー フラ
ンスのルメール経済・財務相は、ブルー

任したと明らかにした。日産自動車との

国として６月に大阪市で開く カ国・地

ムバーグテレビとのインタビューで、カ

連合維持を重視する仏政府の意向を受け

を米国が求めている問題で、中国寄りと

ロシア疑惑解明へ新段階 トランプ米政

米特別検察官、トランプ氏の盟友起訴─

重要な役割を担った英探検家マシュー・

し、
「オーストラリア」と命名する上で

世紀初頭にオーストラリア大陸を周回

ブラジル南東部ブルマジニョで鉱山用ダ

鉱山ダム決壊、死者 人に─ブラジル

みられる発言を繰り返し、内外に波紋を

権のロシア疑惑を調べているモラー特別

フリンダースの遺体をロンドンで発見し

ムが決壊した事故で、現地当局は死者が

日（日）

広げていた。

検察官の事務所は、トランプ大統領の盟

たと発表した。１８４０年代から埋葬場

人になったと明らかにした。また、鉱

58

27

官の陣営の電子メールを大量に暴露した

の米大統領選に際しクリントン元国務長

発表した。ストーン被告は、２０１６年

功─米ボーイング 米航空機大手ボーイ

自動で垂直離着陸「空飛ぶ車」の試験成

の建設工事現場で見つかったという。

ャ紙（電子版）が報じた。

える可能性が高い。ブラジルのフォーリ

０人以上に上っており、死者はさらに増

山従業員を中心とした行方不明者は３０

58
ングは、垂直に離着陸する小型旅客機の

66

内部告発サイト「ウィキリークス」と頻

ン被告（

友で選対顧問を務めたロジャー・ストー

世紀英探検家の遺体発見 英政府は

へリーダーシップを発揮したい考えだ。

20

所が分からなくなっていたが、高速鉄道

19

孟晩舟副会長＝保釈中＝の身柄引き渡し
域（Ｇ ）首脳会議で、年内の交渉開始

日（金）

20

）を偽証罪などで起訴したと

19

会で後任を決める。

た事実上の解任。ルノーは同日の取締役

80

23
26

10

仏デモ勢い衰えず、 週連続─８万人参

22
争が本格化してきた。

10

ル貿易を促進する国際

日（土）

と批判した。その上で、グアイド国会議長

領選 アフリカ中部コンゴ（旧ザイール）

日（日）

が、デモの勢いは衰えていない。

15

国交を回復することで合意した。

１月 日（木）

20
21

明らかになった。

17

12
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19
24
25

権による不正に関与したとしてベネズエ
受けて声明を出し、
「離脱協定案は再交

幅修正を求める動議が可決されたことを

英国のＥＵ離脱案をめぐり、英下院で大

民主化求め支持広がる─ベネズエラ暫定
ラ国営石油会社（ＰＤＶＳＡ）を制裁対
渉はされない」と修正に否定的な姿勢を

プ米政権はベネズエラのマドゥロ反米政

政権 南米ベネズエラでグアイド国会議
象に指定した。米国内の資産約 億㌦
（約

日（月）

長を暫定大統領と新たな大統領選挙まで

高財務責任者（ＣＦＯ）を起訴したと発

ァーウェイ）と同社の孟晩舟副会長兼最

捕した中国通信機器大手・華為技術（フ

米司法省はカナダ当局が米国の要請で逮

ファーウェイ副会長を起訴、米司法省

ープ」 カ国のうちメキシコを除く カ

ル、アルゼンチンなど米州「リマ・グル

ズエラの民主化を求めるカナダ、ブラジ

グアイド暫定政権を支持する米国とベネ

マドゥロ大統領を支持する同国や中国、

あり、ロシアと軍事協力する反米左派の

後にはトランプ米政権の強い働き掛けが

持を表明し、イスラエルが承認した。背

認めることについてオーストラリアが支

し、その隣国ベネズエラへの軍事介入を

ランプ政権がコロンビアに部隊を派遣

影されたノートの写真を基に伝えた。ト

とが分かった。米メディアが会見中に撮

０人をコロンビアに」と記してあったこ

際、手にしていたノートに「米兵５００

ラへの対応を説明した

不安が続く南米ベネズエ

ホワイトハウスで、政情

（国家安全保障担当）が

ルトン米大統領補佐官

コロンビアに米兵派遣？、高官メモ ボ

ようさらなる圧力をかけた形だ。

与えることで、マドゥロ政権に退陣する

出収入の大半を占める石油産業に打撃を

取引が原則禁止される。ベネズエラの輸

７６００億円）が凍結され、米国人との

捜査するモラー特別検察官は、非公表の

業弁護士関与か 米政権のロシア疑惑を

米捜査資料、ネット上に流出─ロシア企

内閣が職務に当たる。

ィアが伝えた。新内閣が決まるまでは現

長に辞表を提出した。パレスチナのメデ

自治政府のハムダラ首相は、アッバス議

パレスチナ首相が辞表提出 パレスチナ

益となった。

７〜９月期以来、９四半期ぶりの減収減

の１９９億６５００万ドルとなり、 年

兆２０００億円）だった。純利益も微減

５％減の８４３億１０００万ドル（約９

表明した。欧州メディアが報じた。

表した。米政府はカナダ当局に身柄引き
検討しているとの臆測を呼んでいる。

国などの外交戦が国際社会で広がりつつ
ある。

米アップル、減収減益─ 年 〜 月期

渡しを要請した。 日に始まる閣僚級貿

70

10

米アップルが発表した２０１８年 〜

18

月期決算は、売上高が前年同期比４・

日（水）

ことが予想される。
合（ＥＵ）のトゥスク大統領の報道官は、

英離脱案、再交渉を否定─ＥＵ 欧州連

歌条例案の採決が行われ、賛成多数で成

した。

よってネット上に投稿されたと明らかに

捜査資料がロシア人とみられる何者かに

ベネズエラ国営企業に制裁─米 トラン

局用チップを世界で初めて発表した。５

日程がようやく確定した。

がら、先送りを繰り返してきた総選挙の

た。軍政が発足直後から実施を約束しな

向けた総選挙を３月 日に行うと発表し

くタイの選挙管理委員会は、民政移管に

年５月のクーデター後から軍事政権が続

を棄却した。

いを命じた一審判決を支持、同社の控訴

は１億ウォン（約１０００万円）の支払

訴訟の控訴審で、ソウル中央地裁控訴部

二越（東京）を相手取った損害賠償請求

人女性１人が大手工作機械メーカー、不

て過酷な労働を強いられたとして、韓国

員訴訟の控訴審 戦時中に挺身隊員とし

不二越にまた賠償命令─韓国、元挺身隊

たという。

との認識を示した。対中貿易問題は「解

場合に適用する「罰則」の導入が必要だ

革」が重要だと強調し、合意に違反した

知的財産権侵害の是正に向けた「構造改

は、対中貿易協議をめぐり、中国による

決「程遠い」─米高官 ロス米商務長官

中国の合意破りに「罰則」を、貿易問題解

科される。

カ（約２万７０００〜 万円）の罰金が

で３年の懲役刑か、２０００〜１万パタ

な侮辱行為が禁じられ、違反者には最高

歌「義勇軍行進曲」の替え歌など意図的

米ＭＳの検索サービス、中国で遮断 米

米駆逐艦が台湾海峡航行 米軍艦２隻が

決まで程遠い」と述べ、交渉期限である

行ったことも確認した。米中が台湾周辺

爆発が起きた。地元警察は、地下駐車場

の商業施設兼高層マンションで連続して

高層マンションで連続爆発─中国・長春

で「つばぜり合い」を繰り広げた格好だ。

の車と

リピン間のバシー海峡を

中国「国歌条例」が成立─マカオ マカ

き、刑事事件として捜査していると発表。

30

日（木）
ファーウェイ、５Ｇ用チップを発表 中

オ立法会（議会）で「中国国歌への侮辱

部屋の中で１人が死亡しているのが見つ

階の部屋で相次いで爆発が起
国通信機器大手の華為技術（ファーウェ

行為」に罰則を科すことを盛り込んだ国

中国メディアによると、吉林省長春市

14

経て太平洋側に抜ける長距離飛行訓練を

の中国軍機が台湾とフィ

ていしん

マイクロソフト（ＭＳ）のインターネッ

台湾海峡を航行したこと

タイ総選挙、３月 日に実施 ２０１４

ト検索サービス「ビング」への中国本土

３月１日までの決着は難しいとの見方を

からのアクセスが遮断されていることが
分かった。中国では、２０１０年にグー
グルが検閲をめぐる当局との対立で検索
事業から撤退。外国企業による主要な検
索サービスでは、ビングが唯一利用可能

25

24

イ）は、次世代通信規格「５Ｇ」の基地

だった。

日（金）

が分かった。台湾国防部

００カ所以上の基地局向け機器を出荷し

30

示した。

24

（ 国 防 省 ） は 同 日、 複 数

１月 日（水）

立した。現地メディアが伝えた。中国国

日（火）

12

10

16

12
30

13

易協議を前に、米中関係の対立が強まる

30

Ｇでは既に 社と契約を結び、２万５０

29

14

23
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28
24

コーツ長官は、
「ロシアと中国の関係は
過去数十年で最も緊密になっている」と

平指導部には、台湾海峡に軍艦を航行さ
せるなど中国に圧力を強めるトランプ政
証言した。その上で、中露が連携し、政

かった。現場は繁華街にある
「万達広場」
。
インターネット上に投稿された動画に
権をけん制する狙いがあるとみられる。
治・経済面で世界各地での影響力を強化

は、建物やその周辺で大きな爆発音と白
日（火）

ミャンマー与党、改憲訴え緊急動議 ミ
ら し た。 上 院 情 報 特 別 委 員 会 の 公 聴 会

煙が次々に上がり、通行人らが慌てて逃
げる様子が映っていた。中国紙・北京青
ャンマーのアウン・サン・

し、米国の脅威になっていると警鐘を鳴

年報（電子版）は「建物の上から（何者
で証言した。

かが）爆発物を投げていた」との目撃情
日（水）

関紙・人民日報系の環球時報英語版は、

ル─空母攻撃能力を強調 中国共産党機

中国メディア、グアム狙う中距離ミサイ

アの国家財政を圧迫すると判断した。

から高利で借り入れた事業費がマレーシ

にした。地元メディアに語った。中国側

道計画」の中止を正式決定したと明らか

府系企業と共同で進めていた「東海岸鉄

アズミン経済相は同国政府が、中国の政

中国「一帯一路」に打撃 マレーシアの

マレーシア、鉄道計画中止を正式決定─

指導層は（金正恩）体制存続のために核

官 コーツ米国家情報長官は「北朝鮮の

北朝鮮、核放棄の可能性低い─米情報長

していた。

として知られ、慰安婦問題などにも関与

は、李洛淵首相とともに数少ない知日派

氏は慶応大で博士号を取得、文政権内で

非難されており、引責辞任した形だ。金

受理した。韓国の就職難をめぐる発言で

寅大統領は金顕哲・経済補佐官の辞表を

韓国、知日派の補佐官辞任 韓国の文在

急動議を連邦議会に提出した。

改正を協議する委員会の設置を訴える緊

（ＮＬＤ）の議員が憲法

分かった。北朝鮮制裁委員会の専門家パ

れた輸出の届け出を見送っていたことが

安全保障理事会の制裁決議で義務付けら

で使う石油精製品について、韓国が国連

鮮の開城に開設した南北共同連絡事務所

石油届けず 韓国と北朝鮮が昨年、北朝

安保理、韓国の違反指摘へ─南北使用の

の粉じんなどが原因。

染は野焼きや自動車の排ガス、建設現場

末まで休校にすることを決めた。大気汚

恐れがあるとして、バンコクの学校を週

どは児童・生徒の健康に悪影響を及ぼす

染が深刻化しているのを受け、教育省な

微小粒子状物質ＰＭ２・５による大気汚

大気汚染で休校─バンコク タイ中部で

報を伝えた。

昨年実戦配備された中距離弾道ミサイル
兵器が決定的に重要と見なしている」と

ネルが近くまとめる報告書で指摘する見

日（土）

」について、最近公開された映
述べ、北朝鮮がすべての核兵器を放棄す

「東風

日（月）

像を基に「移動中の空母を攻撃できる」

通しとなった。外交筋が明らかにした。

30

る可能性は低いとの見方を示した。また

いる与党・国民民主連盟

スー・チー国家顧問が率

29

という軍事専門家の見解を報じた。習近

26
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26
28

し、一日も早い全ての拉致被害者の帰国

け、
「米国をはじめ関係国と緊密に連携

ローン（小型無人機）の飛行で事故が発
を実現すべく全力を尽くしていきたい」

の規制対象となる２００グラム以上のド
生した場合、現場の状況や具体的な操作
と述べ、拉致問題の進展を目指して米側
日米外相電話会談でも拉致問題の早期解

方法について、操縦者への聞き取りや立
る方針を固めた。ドローンの普及に伴う
決に向けた協力を確認したと明らかにし

に事前に働き掛ける考えを示した。また、

安全確保が目的で、事故原因の究明や再
た。

ち入り検査ができる仕組みを新たに設け

法務省 法務省は現在は原則６歳未満と
発防止に役立てたい考えだ。同法の改正
「ぼやっとしてんじゃないよ」
、二階氏が

１月 日（土）

なっている特別養子縁組の対象者を 歳
を視野に検討を進めており、通常国会へ
山梨知事選応援指示 「ぼやっとしてん

特別養子縁組、対象を 歳未満に拡大─

未満に拡大する方針を固めた。小中学生
の法案提出を目指す。

省、
電気通信事業法で規制 総務省は「Ｇ

る。法制審議会（法相の諮問機関）から

を満たせば縁組を認めることを検討す

戒機内で記録した電波信号の音を公開し

証拠としてレーダー照射を受けた際に哨

めぐり、防衛省は新たな

管制レーダー照射問題を

上自衛隊哨戒機への火器

韓国駆逐艦による海

レーダー照射、防衛省が電波信号音公開

やっとしている政党ではないことを示さ

にしたとみられ、二階氏は「自民党はぼ

きてんじゃねーよ！」とのせりふを参考

番組の人気キャラクターの「ボーっと生

てこ入れを命じる一幕があった。テレビ

でこう述べ、党所属国会議員に現地での

り、自民党の二階俊博幹事長が記者会見

り広げられている山梨県知事選をめぐ

じゃないよ」
。与野党対決型で激戦が繰

ＡＦＡ（ガーファ）
」と呼ばれる米グー
た。最終見解も発表し、韓国との実務者
なければいけない」と強調。現地入りの

日（月）

グルなど世界的な巨大ＩＴ企業に対し、
協議を打ち切る方針を示した。韓国国防

和する方向で見直し、 〜 歳でも条件

電子メールなどの内容閲覧を禁じた電気
省は信号音を「実体の分からない機械音」 「出欠を取る」意向を示し、引き締めを

ていた」と強く批判した。ただ、隠蔽に

を知りながら漫然と従来の方法を踏襲し

記者会見で「課長級職員、元職員は事実

働政策研究・研修機構理事長）は同日の

した。樋口美雄委員長
（労

労相に調査報告書を提出

別監察委員会は根本匠厚

で、弁護士らでつくる特

発防止へ法改正 国土交通省は、航空法

ドローン事故で立ち入りも、国交省／再

制の手法は今後検討する。

あり得る」と語った。

は「道義的責任も含めて問われることが

識を示した。歴代厚労相の責任に関して

と突き止めていくことが大事だ」との認

果を（社会に）もたらしたのかをきちん

うないきさつで（関わり）
、どういう結

計の不正調査問題について「誰がどのよ

者会見で、厚生労働省による毎月勤労統

公明代表 公明党の山口那津男代表は記

予定される２回目の米朝首脳会談に向

義偉官房長官は記者会見で、２月下旬に

拉致解決へ米に働き掛け／官房長官 菅

は焦点の北方四島の歴史認識や主権に関

った。しかし、会談後の共同記者発表で

てこに北方領土問題を解決する道筋を探

過去 回の会談で築いた「信頼関係」を

倍晋三首相はロシアのプーチン大統領と

北方領土、進展なし／日露首脳会談 安

化」に疑問を呈した。

体何なのか」と述べ、日本の「はんこ文

なはんこを押さないといけない局面は一

に）三文判とか、どこでも売ってるよう

生労働省による毎月勤労統計の不正問題

勤労統計不正、隠蔽認めず─厚労相 厚

巨大ＩＴにも「通信の秘密」適用─総務

改正案提出を目指す。

近く答申を受け、通常国会に民法などの

通信事業法の「通信の秘密」に関する条

ついては認めなかった。報告書を受け、

辺野古県民投票、３択を検討─沖縄県

する言及はなく、具体的な前進は見えな

人を処分した。

いんぺい

厚労相は鈴木俊彦事務次官を訓告とする

米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の

など退職者を含む職員

かった。首相が描く「６月大筋合意」の

交付しないと決めた。同大以外に、文科

８年度の私立大学等経常費補助金を全額

日本私立学校振興・共済事業団は２０１

したことが発覚した東京医科大に対し、

部入試で女子受験生らを不利に扱うなど

立大支援事業をめぐる汚職事件や、医学

校も減額─私学事業団 文部科学省の私

東京医大の補助金ゼロ、不適切入試で７

主返納する考えを示した。

相 平井卓也科学技術担当相は記者会見

日本の「はんこ文化」に疑問─平井科技

は立っていない。

するよう求めているため、実現の見通し

件で、社民党などは２択で予定通り実施

らかにした。ただ、県政与党の賛同が条

討していることが分かった。県幹部が明

でもない」を加えた三つに増やす案を検

を「賛成」
「反対」の二つから「どちら

（２月

を目指す。

域（Ｇ ）首脳会議で枠組み創設の合意

た。６月に大阪市で開かれる カ国・地

の下で交渉枠組みを設けることを提案し

を策定するため、世界貿易機関（ＷＴＯ）

演説し、データ流通に関する国際ルール

済フォーラム年次総会（ダボス会議）で

安倍晋三首相はスイスで開かれた世界経

データ流通のルール策定を、安倍首相

自身は就任時からの給与・賞与を全額自

省調査で不適切入試を行ったと認定され

で、行政手続きの電子化を推進するデジ

国民民主、自由との合流協議は代表一任

シナリオは黄信号がともりつつある。

た日本大など私立大７校も同補助金を減

タルファースト法案をめぐり、印鑑の需

国民民主党は総務会で、自由党と合流を

20

20

日（水）

額する。

要への影響を問われたのに対し「
（書類

日投開票）に関し、県が選択肢

24

22

歴代厚労相の責任問われる、統計不正で

24

名護市辺野古移設の賛否を問う県民投票

日（火）

図った。

とし、協議打ち切りに反発した。

21

15

項を適用する方針を固めた。具体的な規

17

も対象に加える。縁組に必要な要件も緩

15

15

22

23
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19

厚労省は解体的出直しを、自民・小泉氏
が批判 自民党の小泉進次郎厚生労働部

行」の証拠とする写真を公開したことに
対し、
「哨戒機が韓国の艦艇に脅威を与

含め協議していくことを
了承し、玉木雄一郎代表
会長は、毎月勤労統計の不正調査問題に

の気持ちを持たないと社会保障改革はで

える意図も理由もない。軍艦に丸腰の哨

防衛省内で記者団の質問に答えた。
きない」と述べ、組織見直しを含めて検

が対応の一任を取り付け

の慎重論もあり、当面は両党の統一会派
万博専任相を設置へ、経産省 経済産業
討すべきだとの認識を示した。部会後、

ついて「厚生労働省がこのままの在り方

にとどめることも視野に協議に入る。総
省は２０２５年に大阪で開催される国際
記者団の取材に答えた。

戒機が近づいて、脅威を感じるのはむし

務会では合流に賛否両論が出され、玉木
博覧会（万博）に向け、専任の担当相を
自民、衆院沖縄３区島尻氏擁立、参院は

た。ただ、党内には自由

氏が「統一会派も選択肢の一つ」との考
置くことなどを柱とした特別措置法案の
安里氏 自民党は４月の衆院沖縄３区補

でいいとは誰も思わない。解体的出直し

えを示し、対応を一任された。終了後の
概要を自民党経済産業部会に示した。法
欠選挙に元沖縄担当相で新人の島尻安伊

ろ哨戒機の方だ」と述べ、強く反発した。

記者会見で玉木氏は「できるだけ早く小
案には、万博の基本方針の作成や実施推

党の小沢一郎代表への抵抗感から合流へ

沢代表にもう一度お目にかかり、具体的
子氏（

）
、夏の参院選沖縄選挙区に元

進などを担う「国際博覧会推進本部」を
内閣に設置することも明記する。

な中身を詰めていきたい」と述べた。
日（木）
日（金）

沖縄観光コンベンションビューロー会長
で新人の安里繁信氏（ ）をそれぞれ公

一部の国・地域はスイスのダボスで非公

合 世界貿易機関（ＷＴＯ）に加盟する

ＷＴＯ改革、早期実現を確認─非公式会

所期の目的を達成できるかは未知数だ。

防省が海上自衛隊哨戒機の「低空威嚇飛

に反発─防衛相 岩屋毅防衛相は韓国国

「脅威感じるのは自衛隊機」
、韓国国防省

面などが写っている。

子や、高度を記録した対空レーダーの画

る狙いとみられる。哨戒機が飛行する様

た。
「威嚇飛行」を国際社会に印象付け

ぐり、証拠として関連画像５枚を公開し

空・威嚇飛行」を行ったとする主張をめ

韓国国防省は海上自衛隊の哨戒機が「低

う北九州市長選が投開票され、無所属で

北九州市長に北橋氏４選 任期満了に伴

の防衛協力・交流も縮小に向かいそうだ。

化したことを受けたもので、今後の日韓

器管制レーダー照射問題で日韓関係が悪

判されたため、再調査で疑念を払拭する。

から「マッチポンプだ」などと厳しく批

厚労省職員が担当したことが判明。野党

ヒアリングが、外部有識者でなく身内の

審査では、課長補佐以下の職員に対する

り直す考えを示した。衆参両院の閉会中

特別監察委員会による聞き取り調査をや

査問題で、根本匠厚生労働相は第三者の

正 厚生労働省の毎月勤労統計の不正調

厚労相、一転再調査を表明─勤労統計不

まなかった。衆院代表質問が 日から始

た。憲法改正や対ロシア外交では踏み込

し、信頼回復に全力を挙げる方針を示し

毎月勤労統計の不正調査について陳謝

参両院本会議で施政方針演説に臨んだ。

通常国会が召集され、安倍晋三首相は衆

安倍晋三首相がダブル選に踏み切っても、

挙制度などの条件が当時と異なるため、

るとの期待があるためだ。ただ、衆院選

視ができない夏の参院選のてこ入れにな

年）はともに同党が圧勝しており、楽観

れている。過去２回（１９８０年と８６

を行う衆参同日選の可能性が取り沙汰さ

夏の参院選に合わせて衆院解散・総選挙

衆参同日選の可能性も浮上 自民党内で

認候補として擁立すると発表した。

摩擦に懸念を示すとともに、機能不全と

岡県委員会常任委員の永田浩一氏（

現 職 の 北 橋 健 治 氏（

ふっしょく

式閣僚会合を開いた。米中間などの貿易

） が、 共 産 党 福

の批判もあるＷＴＯの改革を速やかに実

＝ 共 産 推 薦 ＝、 会 社 社 長 の 秋 武 政 道 氏

田・ 山 口 に 伝 達

陸上イージスの影響調査─防衛省が秋

実にした。

イルシステム「イージス・アショア」を

４６万４６３人で、６年連続で過去最高

り、再選を確実にした。

新人で党支部長の野尻正樹氏（ ）を破

民民主、公明推薦、社民支持＝が、共産

を更新した。技能実習生や専門的な知識・

いずも、釜山寄港取りやめへ─レーダー

衆院選の自民党比例名簿で次点の元職、

を自動失職した。これに伴い、２０１７年

氏は衆院議員（比例代表東海ブロック）

安城市長選に無所属で立候補した大見正

町を訪問し、首長らに同省の方針を説明

防衛省幹部は両市と萩市に隣接する阿武

（秋田市）とむつみ演習場（山口県萩市）
。

に実施する。候補地は陸自の新屋演習場

レーダーを使い、２月下旬から３月上旬

日（日）

照射問題受け 政府は、海上自衛隊の護

青山周平氏が繰り上げ当選する。近く開

首相施政方針 少子高齢化克服へ「増税」

で、実測により検証する。

ーションでは健康被害は生じない見通し

衛艦「いずも」を４月に韓国・釜山へ寄

日（月）

した。陸自レーダーを想定したシミュレ

えた。陸上自衛隊の対空

影響を調査する方針を伝

電波が人体などに与える

対し、レーダーの発する

陸上配備型迎撃ミサ

甲府市長に樋口氏再選 任期満了に伴う

めぐり、防衛省は候補地となっている秋

年、外国人労働者１４６万人 厚生労

甲府市長選が投開票され、無所属現職の

）の無所属２新人を破り、４選を確

30

働省が発表した２０１８年の外国人雇用

域（Ｇ ）首脳会議の議長国を務める日

戦がスタートする。

まり、夏の参院選をにらんだ与野党の論

49

）

「威嚇飛行」画像を公開─韓国国防省

53

かれる中央選挙管理会で正式決定する。

70

港させる計画を取りやめる方向で調整に
入った。政府関係者が明らかにした。韓
国駆逐艦による海上自衛隊哨戒機への火

28

進んだ。

自民・青山氏が繰り上げ当選へ 愛知県

外国人労働者数は前年比 ・２％増の１

10

技術を持つ労働者、留学生の受け入れが

14

59

本の指導力に期待感を示した。

53

田、山口両県の自治体に

（

現する必要性を確認。今年の カ国・地

65

樋口雄一氏（ ）＝自民、立憲民主、国

58

20

状況（１８年 月末）によると、国内の

20
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25

24
18
27

１月 日（土）
代少女に淫行容疑で高校教諭逮捕─石

取締罰則違反などの罪に問われた名古屋

覚せい剤を製造したなどとして、爆発物

春日部共栄監督が部員を平手打ち、埼玉
市緑区の元男子大学生（ ）の初公判が、
名古屋地裁（神田大助裁判長）で開かれ

泉野町を逮捕した。
「そのような事実が
監督は野球部の指導を自粛しているとい

月１日開催）への上申を決めた。現在、

開催。日本学生野球協会の審査室会議
（２

樹容疑者（

殺人容疑などで台東区千束、無職川瀬直

事件で、警視庁西新井署捜査本部は強盗

時（ ）が財布などを奪われ殺害された

た」と容疑を認めているという。
日（火）

虚偽申告の機長解雇、ＡＮＡ飲酒問題
シに襲われ、病院に搬送

市牧丘町城古寺がイノシ
者に使われる後発医薬品（ジェネリック）

ァなど２社立ち入り─公取委 腎臓病患

腎臓病後発薬でカルテルか、日本ケミフ

全日本空輸からグループ会社のＡＮＡウ
の販売をめぐり、価格カルテルを結んだ
疑いが強まったとして、公正取引委員会

元学生、起訴内容認める、爆薬、拳銃製

都千代田区）と「コーアイセイ」
（山形市）

医薬品メーカー「日本ケミファ」
（東京

は独禁法違反（不当な取引制限）容疑で、

長を懲戒解雇したことが同社への取材で
造など─名古屋地裁 殺傷能力の高い爆

に立ち入り検査した。公取委が後発薬の

日（月）

分かった。ＡＮＡウイングスも口裏合わ
薬「過酸化アセトン（ＴＡＴＰ）
」や拳銃、

時間を虚偽申告した問題で、全日空が機

せに協力した副操縦士を出勤停止１カ月

）

開始

男性らが襲われ現金約８

上で今月５日、古物商の

ことが捜査関係者への取材で分かった。

内で携帯電話の位置情報が途絶えていた

が昨年 月から行方不明になり、茨城県

日（金）

警視庁生活環境課と東京税関は関税法違
ン容疑者（

）を逮捕した。
「身に覚え

ア国籍の住所職業不詳ドゥオン・サブー

強盗致傷容疑でカンボジ

運転をした上、追突して男子大学生を死

支部 昨年７月に堺市でバイクにあおり

堺あおり運転、男に懲役 年─大阪地裁

なせたとして殺人罪に問われた中村精寛
被告（ ）の裁判員裁判の判決が大阪地

（ ）世田谷区代田両容疑者を逮捕した。

東京都新宿区若葉、デビット・コーヘン

）

などの疑いで、いずれもイスラエル国籍

て、千葉県警生活経済課は消費税法違反

２４００万円相当）を密輸したなどとし

県警 香港から金塊２００キロ（約９億

イスラエル人、金塊４トン密輸か─千葉

ようとした」
などと供述しているという。

野容疑者は「報酬をもらうために密輸し

疑者を逮捕した。２人は容疑を認め、浜

大阪地検特捜部は官製談合防止法違反の

合を繰り返した疑いが強まったとして、

員らが電気工事の入札をめぐり、官製談

製談合の疑い─地検特捜部 大阪市の職

大阪市建設局を強制捜査、電気工事で官

未遂容疑で現行犯逮捕した。

う。同巡査部長が男を取り押さえ、殺人

たが、軽傷とみられ、命に別条ないとい

を持った男に襲われた。頭などを負傷し

中の山本宏樹巡査部長（ ）が刃物など

山市の県警富山西署池多駐在所で、勤務

警察官が大学生に襲われ負傷─富山 富

で、４社は今後５年間、新規実習生の受

た実習を行わなかったことなどが理由

習計画の認定を取り消した。計画に沿っ

のダイバリー（茨城県坂東市）の技能実

アイシン新和（富山県入善町）と建設業

動車、パナソニック、自動車部品製造の

国人技能実習適正化法に基づき、三菱自

国人１３６人転職・帰国へ 法務省は外

三菱自・パナなど技能実習取り消し、外

役 年（求刑懲役 年）を言い渡した。

告には殺意があった」と同罪を認め、懲

裁堺支部であった。安永武央裁判長は
「被

で会社社長のルーベン・ローゼン（

同課は２人が密輸した金塊は計４トンに

お花茶屋、守田和仁（ ）住所不定両容

16

け入れができなくなる。計１３６人の実

40
疑いで、同市建設局を家宅捜索するなど

日（木）

反（無許可輸入未遂）容疑で、いずれも

件で、警視庁捜査１課は

０００万円が奪われた事

東京都葛飾区の女子大学生（

ア人の男逮捕─警視庁 東京・赤坂の路

日（水）

カワウソ密輸容疑で男２人逮捕、タイか
ら５匹─警視庁など ワシントン条約で
国際取引が規制されているコツメカワウ

19

がない」と容疑を否認しているという。

ソをタイから密輸しようとしたとして、

11

職業不詳の浜野椋也（ ）東京都葛飾区

25

上る疑いがあるとみて、捜査を進めてい

24

る。

強制捜査に乗り出した。

習生は転職や帰国を迫られる。

18

機長が飲酒で規定違反─ＡＩＲＤＯ Ａ

16
女子大生、 月から不明─警視庁が捜査

30

赤坂で８０００万円強盗容疑、カンボジ

58
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の処分にしたという。
─高校野球 高校野球の強豪として知ら
れる春日部共栄高校（埼玉）で、野球部
た。少年は罪状認否で「間違いありませ
年前の強殺容疑で逮捕、出頭の 歳男

ん」と述べ、起訴内容を全面的に認めた。

の本多利治監督（ ）が部員の顔を平手
打ちするなどの体罰を行っていたことが
日、
─警視庁 ２００２年 月、東京都足立

分かった。埼玉県高校野球連盟が
学校側から報告を受け、日本高野連に伝

あったことは間違いない」と、大筋で容
う。

の山中で、狩猟中の会社

）を逮捕した。
「手っ取り

疑を認めているという。逮捕容疑は昨年
早くお金を手に入れようと考え、殺害し

月 日、石川県内の駐車場に止めた自

家用車内で、同県の 代少女にみだらな
行為をさせた疑い。

山梨県山梨市牧丘町杣口

イノシシに襲われ男性死亡、山梨県警

12

されたが死亡した。死因は左ふくらはぎ

員長谷川洋さん（ ）同

47

23

イングスに出向していた機長が、乗務前

日（日）

22

高校教諭井野山修平容疑者（ ）金沢市

女にみだらな行為をさせたとして、石川

47

区のアパートで会社員成嶋健太郎さん当

川県警 未成年だと知りながら 代の少

19

えた。日本高野連は 日に審議委員会を

16

61

16

メーカーに立ち入るのは初めて。

21

などをかまれたことによる失血死。

59

25

県警能美署は児童福祉法違反容疑で私立

11

19

13

にアルコールが検出された際に飲酒量や

10

52 24

31

11
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10

10
11
20
23
55

警視庁からのお知らせ！

ＩＲＤＯは旅客便の男性機長（ ）が「出

で、傷害容疑で逮捕された父親で自称会

た。辞意は示さず、
「
（４月の市長選で）
張りたい」と述べた。

判断を仰ぎたい。引き続き市のために頑

暴行を加えた後、すぐに通報せず数時間
強制連行、国に賠償請求─大阪地裁 第

社員の勇一郎容疑者（ ）が心愛さんに

酒に関する規定に違反したと発表した。
放置していた疑いのあることが捜査関係

発 時間前以降は禁止」と定められた飲
倫理で出題ミス─センター試験 大学入
２次大戦中に日本に強制連行され過酷な
労働を強いられたとして、中国人元労働

者への取材で分かった。
億円引き出し主導役を公開捜査─福岡
者と遺族ら計 人が国に総額８２５０万

置を取った。高校教員からの照会で発覚

加の正解を選んだ受験生にも加点する措

判明したため正解を二つに訂正した。追

選ぶ設問で、新たに正答となる選択肢が

発表した。適当でない選択肢を一つだけ

用と窃盗容疑で指名手配中の井上勇容疑

警は不正作出支払用カード電磁的記録供

に引き出された事件で、福岡、千葉両県

動預払機（ＡＴＭ）から約 億円が不正

県警など

「青酸カリ」送付

求を棄却した。原告側は控訴する方針。

が大阪地裁であり、酒井良介裁判長は請

日（日）

日野で住宅火災、４人死亡─東京 東京

社に、別の製薬会社

円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の判決

19

疑者は準暴力団「関東連合」元メンバー
り付けられた事件で、同様の郵便物が都

酸カリとみられる白い粉末と脅迫文が送

ートルが全焼した。東京消防庁などによ

ら出火し、木造２階建て約１２５平方メ
２０１７年、市の道路拡

庫 兵庫県明石市の泉房穂市長（ ）が

明石市長、職員に「火つけてこい」─兵

高級時計の密輸で４０００万円脱税─東

の会社と合わせ、計 社となった。

どが郵送されたのは、北海道や大阪府内

とが警視庁への取材で分かった。粉末な

内の別の製薬会社１社にも届いていたこ

ると、男女４人が救出されたが、いずれ
幅事業でビルの立ち退き
京国税局 高級腕時計を密輸して消費税

暴行後、数時間放置か─千葉の小４女児
た。市長は同日記者会見し、
「市のトッ

まえ」などと発言していたことが分かっ

と三浦綱康社長（ ）を東京地検に告発

野のブランド品買い取り会社「ネクサス」

信じていいかな？
おかしいかな？

息子や孫のふりをして

すぐに元の電話に
かけ直す

死亡事件 千葉県野田市の小学４年、栗

18

55

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

したことが分かった。

へえ、早くお金もらおう！

プでありながら、申し訳ない」と謝罪し

警察・金融庁・銀行協会・裁判所
を名乗って

庁
視
警

市・区役所・厚生労働省
を名乗って

原心愛さん（ ）が自宅で死亡した事件

日（月）

いる。

住む３世代の家族とみて、確認を進めて

も死亡が確認された。警視庁はこの家に
が遅れていることをめぐ
約４０００万円を脱税したとして、東京

日（火）

で、一連の事件を主導したとみられる。

18

18

り、
市幹部職員に対し「火

都日野市落川の市川宏之さん（ ）方か

41

国税局が消費税法違反容疑で、東京・上

74

つけてこい。燃やしてし

29

した。

に脅迫文 東京都内の製薬会社などに青

験の公民「倫理」で出題ミスがあったと
都府県のコンビニの現金自

試センターは 日に実施したセンター試

41

62

者（ ）の公開捜査に踏み切った。同容

17

18

19

49

ウソの電話は、すぐ 110 番！

10

3 つのウソ電話に注意！
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12

27
28

日本経営者同友会
日本経営者同友会会長
日本経営者同友会会長
会長 下 地 常 雄
20

下地常雄

マイケル・ジャク
ソン氏を偲ぶ

ケチャップで汚れた背広を脱ぎにかかっ
た。脱ぎ終わって、ふと通路を見るとか

「ポップの帝王」マイケル・ジャクソ
ン氏が亡くなったのは、２００９年６月
ばんがない。かばんには５０００ドルの

録に登場願うことにした。
マイケル氏と私の出会いは、世紀をま
たいだものであった。
隣国韓国でのマイケル氏の公演に招待
され、マイケル氏が泊まった新羅ホテル
のスイートルームの隣りに部屋をとった
のは１９９９年のことだった。

ホテル前のあらぬ災難
その後 世紀に入って、私はロサンゼ

エメラルドのカフスボタンが入ってい
た。エメラルドは私の誕生石だった。
パスポートだけは、この日、背広の内
ポケットに入れておいたこともあって盗
難を免れた。不幸中の幸いだった。
イザヤ・ベンダサン氏は「日本人は安
全と水はタダと思っている」と述べてい
るが、日常、スリや強盗に出会うことの
ない日本は、やはり特別な国だと思う。
くれぐれも、海外ではこうした旅に待
ち受ける落とし穴には気をつけないとい
けない。

映画「寅さん」シリーズも
訪ねたネバーランドには、観覧車もあ
れば劇場も存在した。象やキリンといっ
た動物たちを備えたミニ動物園もあっ

ぽんぽんと叩かれ、背広の脇にケチャッ

氏と一緒に乗り込んで事務所までの小さ

かわいいミニ電車も存在し、マイケル

た。

プがかかっていると見知らぬ男に指摘さ

が、マイケル氏はあなたは特別だ必要な

な旅を楽しんだ。

Ｄ も な い 時 代 だ っ た。

いと私にそれをさせなかった。

氏がどういった気持ち

だった。豪邸というわけではなく、質素

マイケル氏の住居は、二階建ての木造

ホームツアー

で「寅さん」映画を見

な感じさえした。

か気になるところだ。

坊が大きなダブルベッドの上でうつむい

最初は子供部屋だったが、一歳の赤ん

マイケル氏は自分で部屋を案内してく

宿泊したのは居間と

て寝ていたのを覚えている。最初、赤ん

然湧いてきた。伸びや

ベッドルームがある小

坊とは気がつかず、なんとも大きな人形

れた。いわゆるホームツアーだ。ガイド

さなスイートルームと

を置いているのだろうといぶかったもの

かな音楽がよかったの

いった感じの部屋だっ

だ。子供は２人いて、長男は当時、６歳

役を務めてくれたマイケル氏は、全ての

た。案内してくれた執

だった。壁紙はメルヘンチックな城をデ

か、それともただ日本

事のウエン氏は「この

ザインしたディズニーのもので、明るい

部屋を見せてくれた。

部屋はエリザベス・テ

部屋だった。

写真も撮らないで」と念を押され、サイ

まるで「日本のＴＳＵＴＡＹＡ」だった。 「 こ こ で 見 聞 き し た 事 は 他 言 無 用 で す。

ゼネラルマネージャーのウエン氏から

のイメージだが、実際はしっとりとして

演や映画を見ていると、派手でピカピカ

ど落ち着いた雰囲気のものであった。公

氏の部屋の壁紙は、地味すぎると思うほ

一方、マスタールームとなるマイケル

それこそ何千本ものビデオがずらりと壁

ンもしないといけないということだった

よ」と明かしてくれた。

ーラーが泊まったんだ

的情緒に浸っていたの

ていたのか、興味が俄

ズもあった。マイケル

督の「寅さん」シリー

その中には山田洋二監

れた。あわてて、かばんを通路に置き、

を持って立っていた。すると突然、肩を

背広姿の私は、貴重品が入ったかばん

われた。

ン氏を待っていた時に、思わぬ災難に襲

イケル氏のゼネラルマネージャー、ウエ

その折に私がロスのホテルの前で、マ

に招待された。

ルスにある自宅兼遊園地のネバーランド

21

キャッシュとロレックスの時計、それに

日のことだった。今年が死去後 年目
10

の節目にあたることから、彼を偲び回顧

25

一面に並んでいた。当時はディスクもＣ

事務所の中はというと、一言で言うと、

回
回 想
想 録
録
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マイケル・ジャクソン氏と握手する下地会長（ソウル・新羅ホテル）

天

ているところが、素晴らしかった。ディ
で話す。海の男たちの声は、基本的に大

私の故郷の宮古島は大体、みんな大声

った。

マイケル氏は最初、プレスリー氏の娘
ズニーランドでは屋台売り場のスタッフ
きい。板子一枚下は地獄とされる海での

ッフも、気を抜くことなく役になりきっ

と結婚したが、その後離婚して新しい婦
や掃除係だろうが全員、キャスト意識を

落ち着きのある部屋が好きだったらしい。

人と結婚している。

ば、喧嘩しているのかと間違えるほどの

に関わってくる。だから知らぬ人が聞け

仕事で、意思疎通が不明瞭であっては命

いわばディズニーという巨大劇場の中

る。

持ってゲストに接することになってい

大蛇を首に
さらに４匹の大蛇を飼っている部屋
それがマイケル氏ときたら、小鳥のさ

声量で話したりもする。

してのキャスト意識を持っているのだ
えずりのような話ぶりだ。きっと、繊細

で、一人一人が全員エンターテイナーと

マイケル氏は特に黄色の大蛇が気に入
が、ネバーランドのポップコーン売りに

に、マイケル氏は案内してくれた。
っていた。それを飼育担当者に持ってこ
な琴線を持った芸術家ゆえのことなのだ

うに毎日同じものを食べても、あきない

アメリカ人は登山を愛好する山男のよ

た。

なお翌日の朝も、料理はステーキだっ

ろう。

もそれを感じた次第だ。

夜のディナーは、メキシコ系シェフが

小鳥のさえずりのような小声

いて、その出だしを拝見させてもらった。

映画館では名画「スリラー」をやって

させると、ゲストの私の首に巻き付けて
本人も結構、楽しんでいた。
蛇嫌いの私には少々、酷だった。有難
迷惑もいいところだ。何より蛇の冷んや
した感触がにがてだ。それに筋肉質の大
人の腕ほどもある大蛇の胴体で締め上げ

ーだった。赤ちゃんといっても、前足は

私が気に入ったのは、ベイビータイガ
の指の爪の甘皮の部分を見て、驚いた。

などと聞いてきた。その時、マイケル氏

マイケル氏は「ステーキの味はどう」

ちが来るのを、待っていたのだ。ネバー

待っている。じつはマイケル氏の子供た

て、タキシードを着込んだ御者がじっと

ネバーランドでは馬車が停車してい

のだろうかと不思議に思った。

結構大きく、将来の頼もしい百獣の王を
マイケルは黒人のはずだが、皮膚は全身

ランドでは、御伽噺のような世界がその

作ったステーキで結構いけた。

彷彿させる。そのベイビータイガーを抱
白かった。だが指の爪の甘皮の部分は、

まま残っていた。彼の真実を見て感じる

られたら一巻の終わりだ。

かせてもらった。
黒かったのがとても印象に残った。
またマイケル氏の声は小さく、ささや

ことができたあの日のことは私にとっ

ネバーランドには、映画館も存在する。
しかも客は私しかいないのに、ポップコ

【応募要項】来月のお題「お茶」

（えらそうな妻のドヤ顔）

（横浜市） アナログは健在

馬鹿にする

妻スマホ ガラケーのわれを

（何とも言い難い家庭の事情）

（東京都） 再就職は？

出ていけと 妻が夫に 派遣切り

（寂しいというより虚しい）

（阪市） 頻尿パパ

夜中にも 何度もお辞儀を しているよ

（横綱は怪我に泣いた。我は年齢に泣いた）

（東京都） 定年退職

横綱の 引退する日や われもまた

【 佳作】

（困った時の神頼み。大金がほしい、この時とば
かりにわか信心で神仏にお祈りして、今年はど
うか大当たりを、という夢は宝くじを買えば誰
でも見られるのである）

（神戸市） どうぞ今年こそ

眺めては拝み 夢を見る

て、一生の大切な思い出となっている。

（東京都） 池の水全部抜きます

地 何が出る 政治のドブ池も 抜いてくれ

（人間は何事にも少しの希望を見出してすがりつ
く。もう生えるはずのない頭を鏡に映している
お父さんは、まだまだ数多いのに違いない）

（東京都） アデランスボーイ

天 薄毛という わずかな希望に すがりつく

川柳

（水の温度で季節を知ることができる）

（長野市） 末次 浩司

指先に 水の一滴 春匂う

（凧は自分の象徴なのかもしれない）

（新座市） 柏村 清太郎

天空や 凧の一つが 吹かれけり

（何のてらいもなく言い切るのがいい）

選
選
者選
者
・者
・
東・
東
嶋東
嶋
一嶋
一
刀一
刀
齋刀
齋
齋
（国会という政治の泥水はもはや黒ずみすぎて底
が見えない。こういう政治の闇が溜まった池こ
そ、泥水を全部抜いてキレイにしてほしいもの）

人 宝くじ

くような声は、愛しさが染み渡るようだ

俳句・川柳 月号

ーン売りとかチョコレート売り場のスタ

「家族」
「テーマ自由」

俳句

兄の声 １万キロを超え 春近し
（東京都） 野木 佳織
（昔の人は遠くの人に連絡するには手紙しかな
かったので、その返事が来るまでは大変だった。
今は携帯ですぐに相手の声が聞ける。１万キロ
というとアメリカあたりだろうか）

風の色 白さの極に ほの赤し

（両親の墓が北国にあるのだろう。なかなか墓参り
に行けないので、気になっていると、大雪の便りで、
すっぽり埋まってしまっているのではという思い
がにじむ）

（岡山市） 内村 誠司

地 父母の墓 すっぽり雪に 埋もれけり

人

（青森市） 左右田 徹
（風に色はないと言ってしまえば、この句の妙味が
無くなる。要するに、自己の心情を投影している
のだが、作者の気持ちに春が来ているのだろうか）

【 佳作】
母の顔 木彫りのごとく 影深し
（大和市） 東野 幸三
（母の苦労 が 皮 膚 に 刻 ま れ て い る の だ ）

手のひらを 開いてみれば 何もなし
（鹿嶋市） 山辺 宗吾

３

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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書 評

「世界史を大きく動かした植物」 稲垣栄洋著
植物から読み解く世界史

れかの品種は生き残るという長年の生活
で培われた智恵があったのだ。
なおアイルランドの飢饉に対し、本国
のイギリスの対応は冷たかった。アイル

その原因はジャガイモの増殖方法にあ
の独立運動へとつながっていく。大飢饉

い不信感を生み出し、後のアイルランド

だったのだ。これがイギリスに対する深

ランドを属国とみなし、支援の手は皆無

った。アイルランドでは収穫量の多い１
によって食料を失った人々は、故郷を捨

ぶ餓死者を出した。

つの品種だけ国中で栽培したため、疫病
てて新天地アメリカを目指し、移民に拍

アメリカに移住したアイルランド人は

大航海時代に南米のジャガイモは、欧
が一気に蔓延し、国中のジャガイモが全

多い。最大の契機となったのは飢饉だっ

州に持ち込まれた。とりわけ荒涼とした
滅するという悲劇を招いてしまったの
車がかかった。

た。

土地でも育つジャガイモは、アイルラン
だ。
原産地の南米アンデス地方では、複数
力がアヘン戦争を引き起こすなど植物か

１粒の小麦から文明が誕生し、茶の魔

世紀には主食となるまで普及し
の品種を混ぜて植え、全滅を防ぐ安全保
ら読み解く世界史の真実が新鮮だ。

ドで
だが１８４０年代に、アイルランドで
障策がとられていた。いろんな品種があ

た。
は突然、ジャガイモの疫病が大流行し不
（ＰＨＰ研究所 本体１４００円＋税）

れば、どんな病原菌に冒されても、いず

古代国家形成の現場小説
す く な ま ろ

主人公は造営の責任者・阿倍宿奈麻呂

の原因らしい。

く。唐をモデルに律令国家を目指す日本

の弟・船人。兄弟の父は将軍・比羅夫で、

なる。発掘調査では、水運の不備が最大

ことは禁じられていたが、船人はその事

江敗戦の責任を負わされ、大宰府師とさ

ひ ら ふ

が、 最 初 に 築 い た 都 は 藤 原 京。 と こ ろ

越から蝦夷を征した軍歴を誇るが、白村

一族を救った船人に恩義を感じていたの

ふなびと

が、そのわずか 年後に平城京に遷都と

平城京造営を歴史ミステリー風に描

「平城京」 安部龍太郎著

作となった。そして１００万人にもおよ

れた。
等。遣唐使を派遣し、唐の冊封を受ける

は百済の曲芸師だが、黒幕は不明。さら

やがて不可解な妨害が頻発する。手先

識した。

いく過程が興味深く、仏教の役割を再認

行基の指導で新しい国民が形成されて

態を改める。

ことに成功したが、則天武后が出した条

に、全国から集めた人夫たちが処遇に不

が幸いする。

件は、長安にならった造営。大極殿が都

満を募らせる。それを助けたのが行基が

部族はそれぞれ職能集団を抱え、最適の

達から立ち退き交渉など、現場の仕事。

ール作りに参加、現在、大学で金融論を

国際決済銀行では決済のグルーバル・ル

著者は日本銀行で決済部門に携わり、

中央銀行がデジタル通貨を発行

「アフター・ビットコイン」 中島真志著

（角川書店 本体１８００円＋税）

の中心にある藤原京はそうでなかった。

率いる集団。官僧でない行基が都に入る

助けて唐の役人に捕まり、帰国後も都か
ら遠ざけられた。

地に住んでいたため、仕事を保証しない

講じている。

船人が命じられたのは人材や資材の調

と立ち退かない。有力な百済系が、唐で

仮想通貨取引所のコインチェックが５
６０億円相当の仮想通貨「ＮＥＭ」を流
出させた事件で、ビットコインは一躍有
名になった。本書はビットコインの仕組
ロックチェーン（分散型台帳技術）の将

本人ではない）が発表した論文を元に

品。２００８年にサトシ・ナカモト（日

みを解説し、キーテクノロジーであるブ
来性を展望する。だから「アフター」な
のである。
ビットコインは通貨というより投機商

と呼ばれるが、高度な暗号技術でコイン

年１月に発行された。日本では仮想通貨

09

国の際、白村江の敗戦で捕虜の百済人を

船人は遣唐使の船長を務めていたが、帰

遷都を進めたのは実力者の藤原不比

16
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書 評

うな管理者のない分散型システム。高度

ビットコインの特徴は、中央銀行のよ

では暗号通貨と呼ばれている。

の複製や二重使用を防ぐことから、海外

行量に上限があり、国際的な規制も強ま

い。しかも、インフレを防ぐため通貨発

ロンダリングなど犯罪に利用されやす

関係のない者同士の通貨交換で、マネー

たかぶりをせず、相手の懐に飛び込んで

ある。官僚は前者、政治家は後者で知っ

という態度で接したほうがいいケースが

と、
「何も知らないので教えてください」

いくとうまくいくというのが著者のこれ

興味深いのは、ブロックチェーンを利

っている。

計算に成功した人に報酬が与えられる。
用した中央銀行発行のデジタル通貨で、

また、司馬遼太郎著の 燃｢えよ剣」で、
強く印象に残っているところがあると著

な計算（マイニング）で安全性を確保し、
そのため、マイナー（採掘者）と呼ばれ
エストニアやスウェーデンで先行してい

までの経験知としての総括だ。

る会社が各地に設立されている。
者は述懐する。
（新潮社 本体１６００円＋税）
土方の答えはこうだ。
「
『どうなるとは』

先、どうなるのでしょうか」と訊ねる。

沖田総司が土方歳三に「新撰組はこの

る。

開されるが、取引主は分からない。信頼

新谷学著

ネットでのコインの取り引きは全て公

「週刊文春」編集長の仕事術
とは漢の思案ではない。漢は『どうする』
大切なのは「どうなるか」と心配する

ということ以外に思案はないぞ」
。

取材は執念と狂気が問われてくる激務
よりも「どうするか」であり、状況に呑

情報取得の原点はヒューミント
だが、情報取得の原点は、人から聞き出
み込まれるのではなく主体的に立ち向か
う意欲が問われてくるというのだ。

すヒューミントにあると著者は説く。
その意味で本書は、人との付き合い方
その他、
「辛いときこそフルスイング」
「人のリングで闘うな。更地に新たなリ

とか人脈をどう作りだすかといった社会
生活でも役立つ智恵が満載されている。
ングを立てて客を呼び込む」といった文
春砲哲学も参考になる。

とりわけ、相手が固く口を閉ざしてい
る事を聞き出すのは困難を伴う。こうし

（ダイヤモンド社 本体１４００円＋税）

者は指摘する。

ないのは「日中友好」という言葉だと著

とりわけ、日本が気をつけないといけ

ある。

るということに明確な決意を示す必要が

も、台湾の独立と台湾の人々の幸せを守

日本は安全を玄関先から守るために

明らかだと警鐘を鳴らす。

た時は、こちらがある程度、情報を握っ
ていることを話したほうがいいケース

練が盛んに実施されるようになった。

備拡大とともに、台湾侵攻を想定した訓

中央軍事委員会主席に就任して以来、軍

台湾防衛は日本を守る道

「世界の覇権争い」 ペマ・ギャルボ著

著者の凄みは、ずばり本質問題を抉り
出す臭覚の鋭さだ。
２０１７年の共産党大会で習近平氏は

最近は、
「台湾への武力統一を放棄せ

れを機に関係改善の流れを重視したいと

「中国型政治モデルは（欧米より）優れ

昨年は日中平和条約 周年だった。こ

うな武骨な文言が目立つようになってい

考える日本に対し、こんなときだからこ

ず」といった年頭の習演説に見られるよ

国１００周年にあたる２０４９年までに

る。中国とすれば「共産党政権存続が第

ている」とした上で、中華人民共和国建
米国に代わり世界の覇権国になることを

そ強気に出てくるのが中国だからだ。
日中国交正常化 周年の１９９２年に

上で「中国が２０２０年までに台湾侵攻

る可能性が高いのが台湾だ」と強調した

「世界の火薬庫の中でも最も戦争が起き

米シンクタンクの戦略研究者によると

っており、日本政府が事を荒立てること

た。その年の秋には昭和天皇訪中が決ま

国の領土に帰属すると一方的に宣言し

は、中国は領海法を制定し尖閣諸島は中

訪日した際、次期天皇の訪中を持ちかけ

その文脈からすると今年、習近平氏が
著者もその懸念を共有する。マッカー

るはずだが、
「中国の罠」にはまらない
サー元帥は「台湾は空母

があると言ったが、もし中国に台湾をと
られたら、そこを拠点に次に沖縄に侵略
の手を伸ばしてくることは火を見るより

（あさ出版 本体１５００円＋税）

知恵が問われることになる。

隻分の価値」

発の可能性を指摘している。

はしないと読んだ上でのことだった。

心得るべきだろう。

一」で、そのためには何でもありうると

習近平氏が２０１２年に軍トップの党

のが、台湾の統一問題だ。

その中国がまず解決しないといけない

高らかに宣言した。

40

の準備を終える」と指摘し、中台戦争勃
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いだ。米国が考えているのは経済
的合理性ではなく、肉を切らせて
骨を断ち、骨を切らせて心腑にと
どめをさす戦いをやろうとしてい
る。
米中貿易戦争の実体を見るに
は、経済ではなく少々、政治に偏
向した「グラス」でしか見れない
のかもしれない。
なお、
戦いに犠牲はつきものだ。
わが国は、
その痛みに耐え抜いて、
大きな果実を手に入れないといけ
ない。
（Ｔ）
▽ＮＨＫ朝ドラの「まんぷく」で
は、やっと１月半ばからラーメン
開発が始まる。
萬平氏のすごいのは、普通の人
だと夢想でしかないことを本気で
考えることだ。
昔、ラーメンというのは屋台や
専門店で食べるものだった。
萬平氏は、そうではなく、家で

好きな時、好きな人と食べたいと
の欲求を持ち続ける。
結局、その過度な欲望が「人類
は麺類」ともいわれる爆発的な即
席ラーメンブームを生み出す。
アップル創業者のスティーブ・
ジョブス氏も結構、勝手な人だっ
た。マイクロ・ソフトのビル・ゲ
イツ氏は相当な変わり者だった。
しかし、物分りの悪い、その偏
屈さが世界の文明を新しい段階へ
と引き上げさせる原動力となっ
た。現状に満足しない駄々こねパ
ワーがものをいったのだ。
物分りのいい、いい子ばかりで
は、飛躍的成長は望めないのかも
しれない。
不満を抱えて悶々とする心を封
印する仏教的諦観は、穏やかな人
生を保障してくれはするかもしれ
ないが、イノベーションとは遠い
ものかもしれない。
（Ｉ）
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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編集後記
▽冬休み、ぶらり旅で小淵沢に寄
った。神社前の広場で、太陽に溶
接用グラスをかざして見ていた地
元の老人がいた。
旅友と歩いていると、その老人
は我々を呼びとめ、そのグラスを
差し出した。
最 初 は「？」
、 や が て「！」 に
変わった。
老人同様に太陽にかざすと、左
上が欠けている。丁度、部分日食
が 始 ま っ て い た の だ。 感 動 の 分
け前を与えてくれた老人に感謝し
た。
そこで、
ふと思ったことがある。
太陽を目で見ても、部分日食は
確認できないが、カラーグラスを
通すと見える。
中国の実体を見るのも同じかも
しれないとの思いがよぎった。
多くの経済学者は、米中貿易戦
争ほどばかげたものはないとい
う。関税を掛け合って、共倒れに
なるだけの意味のない我を張って
いるだけだというのだ。
なるほど、経済や貿易という側
面だけならそうかもしれない。だ
が、現実は世界の覇権をかけた戦
い
願
お

編
集
後
記

