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衆議院議員

すよ。その二期も最初、補欠選挙から出

島尻安伊子 氏に聞く
２ 年 間 の 雌 伏 期 間 を 経 て、 島 尻 安 伊 子 氏 が 永 田 町 に
て、本選がすぐだったので、二期ではあ

れたわけですが、春に咲く花の多くは凍

──少しのお休みを経て永田町に復帰さ
すから、安倍政権に迷惑をおかけしたと

臣の落選という、しかも選挙区が沖縄で

それまで沖縄担当大臣だったので現職大
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ら、沖縄が抱える問題を理解できるチャ

を細かく回って、後援会活動もやりなが

しなければいけませんでしたし、３区内

とをどうするのかという経済的な訴えを

ることになりました。今回はコロナのあ

縄が抱えているシリアスな問題に対峙す

代の２年間を活動することで、改めて沖

そこで浪人時

ら。

ところでしたか

抱える難しい

区で、辺野古を

も沖縄第３選挙

議院議員でしか

りましたが、衆

やってきてはお

議院議員として

それまでは参

ました。

たいものになり

いうのは忘れが

のあとの活動と

でも正直、そ

落選しました。

の補欠選挙でも

き、２０１９年４月、衆議院第３選挙区

それを２年ちょっとやらしていただ

した。

らって大臣補佐官をやらせていただきま

そのあと、菅官房長官に引っ張っても

てつく冬を越えて力を付けているもので

ただ市議は、二期しかやってないんで

会議員から始まりました。

そもそも私の政治活動は、那覇の市議

うか？

いった意味をもつものになったのでしょ

いうのがすごくありました。

ました。これがただの落選ではなくて、

２０１６年の参議院選挙では、落選し

があります。

て、それからずっと突っ走ってきた感じ

その後、すぐに参議院議員に立候補し

ですね。

るのですが、結局３年しかやってないん

戻ってきた。この期間、沖縄３区でのドブ板行脚を続け、
「沖縄が抱える問題に接することができるチャンスを頂
周年を迎える沖縄の振興問題や辺野古基地

き感謝だった」と至って謙虚だ。その島尻衆議院議員に
本土復帰後

16

し ま じ り あ い こ １ ９ ６ ５ 年、 宮 城 県 仙 台 市 生 ま れ。 年、 私
立聖ウルスラ学院高等学校入学、同校在学中米国留学。 年、上
智大学文学部新聞学科卒。 年、昇氏と結婚。３男１女、４人の母親。
２００４年、那覇市議会議員補欠選挙で初当選。 年、参議院議
員沖縄選挙区補欠選挙にて初当選（無所属＝自民、公明推薦）。 年、
自民党女性局長就任。 年、内閣府特命担当大臣、自民党沖縄県
支 部 連 合 会 会 長。 年、 内 閣 府 大 臣 補 佐 官。 年、 自 由 民 主 党 沖
縄県第三選挙区支部長。 年、衆議院議員選挙で当選。

ュー

すが、島尻先生にとってこの期間、どう

いた。（聞き手＝徳田ひとみ本誌論説委員）

移 転、 中 国 海 警 船 の 恒 常 化 す る 尖 閣 沖 領 海 侵 入 な ど を 聞
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東アジアの安全保障に責任
日台は一衣帯水の兄弟分

ンスをいただき心底よかったなと思って

す。７、８年前でしょうか、
「尖閣の魚
を食す会」というのを、自民党本部で議

る必要があります。
県知事には県民の命と財産を守るとい

連を作ったことがあるんですけど、おい
沖縄県北大東村議会は、政府に対し自

います。
マイクの前で訴える時も、その問題を
しくて、当時はあからさまに中国が言っ

うのがあるわけですから。

抱えている人たちの顔を思い浮かべなが
衛隊配備を求める意見書を全会一致で可
決したとの報道もありました。
「ある外

たりしてこない時で、今からちゃんとし
ておかなきゃということで始めたんで

ら、訴えられるようになりました。
──政治家としてあるべき姿かなと思い
め、台湾、尖閣諸島等の地域で危険水域

国の一方的軍事進出が南西方面をはじ

そこでまずは尖閣ブランドの魚を獲っ
に徐々に近づいている」として、名指し

す。
て売ろうと、経済的な基盤を日本として
は避けつつ中国の海洋進出に「迫り来る

ます。選挙区を自分の足で歩くと、気づく
そうなんです。
そこで作りあげないといけないと思って
恐怖として」
、警戒心を示したものです。

ものがたくさんおありなのでしょうね？
それこそが私の政治家人生での資産と
やってました。

なったような気がします。とても有意義

が恒常化しています。我が国はどういっ

──中国海警船による尖閣沖の領海侵入
なってしまっています。

日本の漁師は細々とした魚業もできなく

うになり、事件も起きました。それ以来、

も問われてもいます。なお、中国の台湾

──中国に対する、マスコミのありかた

──沖縄のマスコミは、そういうことに

た対応策が必要なのでしょうか？
──昔は尖閣で、日本の漁師がカツオブ
統一工作が本格化する中、欧米議員団が

中国海警局の船が頻繁にやって来るよ

尖閣周辺に中国の船がきたというの
シを作っていた事実もありますね。対応
訪台し蔡英文総統と会談したり、従来の

なものになりました。

は、しばらく前からのことになりますが、
策はどういう手立てがあるのでしょう
中国関与路線から離別しています。台湾

とが懸念されます。我が国ができること

全保障はがらりと様相が変わってくるこ

が中国に取り込まれれば、東アジアの安

その通りです。

関しての扱いは小さいですね。

最初は１隻からでした。それがやがて２
か？

尖閣の西南には台湾もありますから地

思います。

基本は日米の同盟ですから、そこだと

隻になり、２隻が３隻になりと段々増え
て、しかもそっと増えていくので、そこ
に恐ろしさを感じます。
──不気味ですね。
沖縄県としても、現状認識をしっかり

というのがあって、特に八重山あたり台

それこそ台湾と、当時の琉球との交流

は何だとお考えでしょうか？

場で、宮古とか八重山とか、むろん、本
やって、どうしたらいいのか国と連携す

どん台湾に入っているわけで、往年の米

政学的要衝の地でもあります。

島からも漁師が漁をしているところで

ん住んでいます。台湾の代表所が沖縄に

台関係とは局面ががらりと変わってきま

あの海域は沖縄にとってすごくいい漁

湾から移り住んでいる方がたくさんいら

もあるほどです。これは日台のシンボリ

も知れているわけですか

の隣にありますし、気心

ありますが、沖縄は台湾

にあって、沖縄は県では

経済連携を強めていく中

台湾と日本がますます

ですが、中台問題は全世界を巻き込んで

援している状況です。台湾は小さな島国

──欧米などの民主主義国家も台湾を応

しっかりやるべきだと思っています。

のは一衣帯水で兄弟分ですので、そこは

があるわけですので、日本と台湾と言う

我が国も、東アジアの安全保障に責任

した。

ら、まずは経済的な交流

いく状況にあります。日本の関わり方は

ックな話だと思います。

を強化していきたいとこ

大変重要なことで、地政学的にも日本は、
信することができますね。

台湾との連携を更に密にして、世界に発

ろです。
そういうところから始
めていって人的交流と

そうですね。私も日華懇という議員連

議会議員になる前から、琉球台湾婦人会

か、もっと外に分かるよ

何より台湾人が危惧し

に入って、年３回、４回は台湾を訪問し

盟がありますが、参議院に入ってからず

ているのが、中国の統一

てもいました。

うにやっていくべきだと

工作に取り込まれてしま

──数年前、私が所属している団体の会

っとやってましたし、それこそ那覇の市

えば第二の香港になりか

長と一緒に李登輝元総統からのお招きを

思っています。

ねないというものです。

受け、プライベートな事務所でお会いし
緯があるが、台湾人はみんな感謝してい

た際に、
「日本は台湾を植民地にした経

大変な危機感を持って
いると思います。
かなりな米高官もどん
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っしゃいます。沖縄県の本島にもたくさ

徳田ひとみ論説委員のインタビューに答える島尻安伊子議員

る」とおっしゃっていました。日本は台
の議論が進んでいるところでもありま

と、そういうポテンシャルがあるのだと
おっしゃっていましたね。
ポストコロナ、ウイズコロナの時代に

す。
新聞にも載っていますが、これまで通
あって、新しい沖縄振興法を作りつつ、

湾で、鉄道や学校など基礎インフラ整備
に国力を注ぎ込んでいましたから。とて
りの節目をおきながら 年ごとがいいと
の振興はまだまだ必要だから、沖縄振興

他方、沖縄振興だから、経済一本とい

ものですから、沖縄をしょって立つみた

復帰運動とか、そういうのを見て育った

私の夫が沖縄生まれで、小さい時から

っているし、やはり独り立ちして勝負で

って、これまでかなり明るい沖縄にもな

くことになりますが、私としては 年た

その中で、沖縄振興予算が決まってい

こうした議論の最中にあります。

をもっと充実させないと、貧困対策にな

供たちの教育をどうしていくのか。ここ

やりましたが、それに見えるように、子

供の貧困対策事業というのを立ち上げて

しの状況です。私が大臣の時に沖縄の子

遅れてしまった教育問題とかも待ったな

いなことを自分で決めて、やっていて何
らないと思います。
だからこういうところにもっと予算付

力を引き出す手立てや振興策はあるので

えをお聞かせください。また、沖縄の底

ん。基地問題解決に向け島尻先生のお考

──辺野古移転がなかなか前に進みませ

なく自立するというのはこれからの大切

です。観光事業など国の援助に頼ること

──沖縄は日本人が訪れたい憧れの場所

すべきです。

場の危険性の除去のため一日も早く移設

したが工事は進んでいます。普天間飛行

辺野古移設については紆余曲折ありま

治家と言うのは、変節漢に見られたりし

しも一致しない場面もありますしね。政

す。政党の方針と個としての考えが必ず

ていくというのは難しいことだと思いま

貫き他との協調を保ちながら上手に生き

らのテーマでした。政界で自分の信念を

──集団と個という問題は私の若い頃か

けして、やっていく必要はあると思いま

しょうか？

な課題ですね。安倍政権の時、総理は沖

沖縄復帰から 年になります。この
年間、 年ごとの時限立法で変わってき

50

本意ながらこちらを選ばざるを得ないと

そうですね。

か？

──その岸田政権に何を期待されます

かなと思っています。

菅政権とは少し毛色が違う政権ができた

「聞く力」とか、今までの安倍政権や

政治の仕事には、調整するというのが
あります。
これまでの政治を見ますと、調整能力
があるのが自民党でもあります。

絞めにあいつつの政治活動を続けていま

に さ れ、 な ん だ あ い つ は と か、 羽 交 い

認を唱えた時には、地元紙にはぼこぼこ

がでてくるし、国際的な日本の立場とい

だけを押し通す信念突進型だと、ひずみ

──確かにそうですね。自分の主義主張

違いがないと思っています。

よく聞く話です。

縄県全体に経済界からのみなさまからも

っていますから、そこに対する期待は沖

は沖縄担当大臣も経験なさって、よく知

める必要があります。その点、岸田総理

沖縄としても国の政策と連携して、進

す。

うのが危うくもなります。その意味では

だから国政を担えるのです。これは間

──いろんな情報をインプットしすぎる

家だったＫ氏とお話した時、インプット

──お亡くなりましたけどエリート政治

ういう立場ですので、こぶしをあげてや

冷静であり続ける。今の日本の立場がそ

──柔軟すぎると言われても平気な顔で

だきたいと思います。

よく政府と連携をとってやらせていた

岸田首相というのはお上手だとお見受け
しますが。

された多くの情報と、他者との調和をお

るぞという方だとちょっと危ないかなと

０２年、経済団体日本経営者同友会

「聞く力」ですかね。

考えになり、身動きがとれない場面をお

思います。温柔、曖昧と言われるぐらい

代表理事に就任。２００６年、ＮＰ

委員。

ブータン王国名誉総領事。本誌論説

０１０年から２０１９年まで在東京

Ｏ国連友好協会代表理事に就任。２

１９７７年４月、徳田塾主宰。２０

日本女子大学文学部社会福祉科卒業。

と く だ ひ と み １ ９ ７ ０ 年 ３ 月、

【聞き手プロフィール】

見受けしたことがあります。理念とは別

が、バランス感覚は優れているのかもし

らね。

戦略的あいまいというのがありますか

れただけのことはあります。

そうですね。さすが外交をやってこら

あいまい

に 現実問題に対処しなければならない

れません。

ませんものね。

られますね。パーフェクトな決断はあり

パッと割り切れる思い切りの良さも求め

るものです。その意味では大局を見てス

政治家というのは、決断力が問われてく

そうですね。

すね。

と、身動きが取れなくなったりしがちで

沖縄県連が辺野古見直しを決めた後に容

それこそ辺野古容認と絡んだ話です。

あるだろうなと拝察します。

とか、そのあたりの選択は難しいものが

か、集団の中ではこちらにつくしかない

す。

て、２０２１年でまた切れて２０２２年

がちです。いろんな状況を考えると、不

と思っています。

ういうところを伸ばしていって欲しいな

50

縄が日本の経済のけん引役になれるんだ

な立場で沖縄の政治を見てきました。

その意味では、私は門前の小僧のよう

きるところまで来ているので、むしろそ

た具合です。

うのは仕方がないことでもありますが、

か、 年 年というのはおかしい。沖縄

10

予算を恒久法で担保すべきだとかといっ

前に進めていくべきだと思います。

も親日の方が多いですね。先生は高校時
代から政治家志向がおありだったのです
か？
正直申しますと、全くそうした政治家
を目指そうとしたことはありませんでし

10

度も国政には立候補しています。

た。

10

から新しいのをどうするのか。まさにこ

50
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悔やまれる帝国ホテル建て替え
下地常雄

問われる経営者の品格
日本経営者同友会会長
し５・９キロを走る。
合理主義者からすれば徒労感を覚える
ものかもしれないが、畏敬すべきものを
持っていることは日本の欠くべからざる
遺産だ。
皇居前に建っている帝国ホテルもさす
がに、窓を北東にとり北西方向の皇居を
見下ろすような造りにはなっていない。
その帝国ホテルが今春、建て替えを決
定した。
建て替え対象は、帝国ホテル東京本館
とタワー館などだ。
旗艦ホテルである帝国ホテル東京は、
３代目の建物である本館の建物が、竣工

銀座線も赤坂見附から神田まで直線で

に開業したタワー館も竣工から 年が経

て５キロを走る。

丸ノ内線は四ツ谷から東京まで直線で
３・７キロだが、これも皇居の淵を半周

日本は、老舗が多いことで世界に知ら

から 年を経ており、また、１９８３年

３キロ半だが皇居を避け、ぐるりと回っ

店（現・セイコー株式会社）の創業者・
服部金太郎が、
「時計塔」を建てたのは

れる国だ。

育てることに注力する国際的感覚からす

ただ、日本的美風と歴史を大事に守り

タートし現在に至っている。戦時中、銀

独立した「和光」店舗・社屋として再ス

たものの、やがて服部時計店の小売部が

戦後は一時、進駐軍によって接収され

ば、多くの人々の思い出に残る文化遺産

その和光に劣らず、帝国ホテルといえ

輝く場所を創り上げることに成功した。

ず誇りある日本的精神性をも秘めた光り

あるというだけでなく、その名前に負け

和光はその老舗の中でも、単に歴史が

ると、それでいいのかと言いたい。

座は空襲で焼け野原と化したが、震災に

といってもいい場所だ。

明治 年のことだ。

多くの人々の歴史を壊してまでも営利

強い天然の御影石を外壁に使っていたこ

あったというだけでなく、歴史的な面影

ただ驚くべきは外的な震災への備えが

を宿坊とした。

んだ地方の人々は少なからず帝国ホテル

したことだろうし、東京を新婚旅行に選

このホールで多くの日本人が結婚式を

主義に走ろうとすることに大いに疑問を
その点、銀座の和光ビルは立派だ。
輸入時計・宝飾品等を扱った服部時計

を残し続けようとした意思が子々孫々と

その意味でも帝国ホテルというのは単
なる建物ではなく、人々の青春と希望と

受け継がれていることだ。
和光ビルは、外観はもちろん建物の主

喜びの記憶に満たされた思い出の地でも
ランドマークとすれば、帝国ホテルは皇

ある。和光ビルが日本一の目抜き通りの

要部がほぼ創建当時のまま残る稀有な事
例となった。
しかも銀座の一等地という東京でも有
歴代経営者は単にそろばん勘定だけで

世紀のホテルとして再建するというのは

それをそろばん勘定だけで解体し、

居前のランドマークだった。
なく、初代の思い入れを綿々と受け継い

考えが浅いように思う。

数の地価を誇る場所でだ。

できた結果であることが鮮明に読み取れ
和光ビルは服部家の名所であると共

耐震性は今なお十分な強度を誇っている。

なら分からなくもないが、帝国ホテルの

耐震性など安全性に問題があるという
に、その心意気は誰しもが頭を下げる。

る。

21

くりを考えるのも分からなくもない。

39

50

ともあり焼失を免れた。

益も叩き出したし次の時代に向けた器づ

通常の合理主義者からすれば、十分利

過している。

皇居の下には地下鉄が通っていない。

【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
からトランプ大統領まで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。

10
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27

感じる。

帝国ホテル

それをまるまる壊し、更地にした上で
新しく帝国ホテルを再建するというのだ
から、呆れてしまう。
解体すべきは、ただそろばんを弾こう

ラ、パレスホテル、靖国パレスと数え上

テルとなる「東京ホテル」など「おもて
「おもてなし」は豪壮な建築や優雅な

なし」の地として発展した。

キャピトルホテルの中華料理・星ケ岡
内装が保証するものではなく、内に秘め

げれば枚挙にいとまがない。
は、重厚な雰囲気があったものだが、建

としか思えないのが、今回の帝国ホテル

そのハートの主要部分が欠落している

もてなし」とはならない。

られたハートがなければ命が通った「お

た。こういうのは心底、残念に思う、長

て替え後は単なる食事処になってしまっ

欧州では歴史を帯びた古いものはリフ
年親しんだものとすれば寂しいかぎりで

とする頭の中身だ。
ォームを重ねながら維持し続け、文化財
ある。
京都は町を挙げて古い街並みを残す努
解体すべきは営利至上主義であり、再

として守り続けている。
歴史の重みにおいては、負けることの
力を続けている。高層建築には高さ制限
建すべきは歴史と人々の心に寄り添うハ

建て替えの決定だった。

ない一方の我が国が、損得勘定の採算性
を設けるなど、不便はあっても歴史資産
それがなければ、輝かしい帝国ホテル

のみで動く打算の民族と思われるのは恥
のステイタスを維持している。京都のす
の高いブランドも、いずれ地に落ちる。

ートだ。

ごみは、それをビジネス資源として活用
胸に去来するのは、三井不動産の復興

を守り続け、世界に名だたる古都として

しているところだろう。単なる精神論だ
に尽力し社長、会長を務め、初代不動産

ずべきことでもある。
歴史ある日本のホテルは近年、すべか
らく壊されてきた。
キャピトル東急ホテルにホテルオーク
けで歴史資産を恒常的に維持管理してい
協会理事長にも就任した江戸英雄氏のこ
戦後屈指のディベロッパー（都市開発

くことは現実的ではない。それを世界か
町家の佇まいや伝統的生活文化を受け皿
者）だった江戸氏は、東京、千葉、茨城

とだ。

にした宿泊業や飲食・旅行業を中心にし
に日本を代表するランドマークを残し、

ら人を呼び込む吸引力として活用し、京

た観光産業や京都産製品のブランド化に

死してもなお燦然たる輝きを放ち続けて

だろうか。

今、江戸氏は泉下で何を思っているの

いる。

向けた産業振興を図っているのが京都だ。
何より日比谷は明治時代以降、外国貴
賓のための本格的なホテルとして建設さ
れた「帝国ホテル」や東京で初めてのホ

政権の行方左右する参院選
今年７月に行われる参議院選挙は、岸田文雄政権の実績が初めて評価される

る可能性は否定できない。逆に、コロナ

ナウイルスへの対応で失敗すれば敗北す

自公の蜜月関係に変化も
とともに、政権の行方を左右するといっても過言でない重大な国政選挙だ。岸

対策の成功は岸田政権の長期化に直結す

の急拡大という〝国難〟に対処する司令

型コロナウイルス「オミクロン株」感染

もあり、岸田首相は年頭の記者会見で新

るのだ」と自民党幹部は語る。そのこと

田首相は勝敗ラインを「与党で過半数」とするが、勝利すれば政権基盤が固ま
り〝黄金の３年間〟を手にして長期政権の足掛かりを得ることになる。敗北す
れば責任を問う声が強まり、衆参両院のネジレ対策に時間と労力を費やし政権
の求心力は急速に弱まることにつながろう。

塔として「万全を期す」との決意を表明
したのである。
を喫し与党が過半数割れした。首相を続

月調査では ％にまで上昇している。他

の支持率は高く、日テレ・読売新聞の１

勝てば「黄金の３年」確保
参院選は、衆院選と異なり政権選択選

投したものの党内から公然と辞任要求が

現在のところ、岸田政権に対する世論
挙ではないため政権交代はないが、敗北

は、安倍晋三首相（当時）が歴史的大敗

り引責辞任した。２００７年の参院選で

年の参院選で、当初の予想を大幅に下回

た。橋本龍太郎首相（当時）は１９９８

して首相が引責辞任するケースはあっ

「岸田政権も例外ではない。新型コロ

いる。

結果が辞任に追い込んだものと見られて

明して退陣したが、事実上、敗北という

出るなどし、
「健康上の理由から」と釈

の結果を出していけば参院選で負けるこ

た。
「この勢いを持続し感染数減少など

われた支持率とほぼ同じ高さになってき

政権の発足当初に歴代３位の高さ、と言

社の調査でも上昇傾向にある。菅義偉前

66
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銀座一等地に建つ和光ビル

とはないだろう」（同）と見る向きが多い。

区７議席、比例代表７議席、８００万票
を目標に掲げる公明だが、 の改選１人

公関係が微妙に変化。菅氏も首相の座を
わけだ。

去って両党の絆は弱まりつつあるという

区を中心に自民候補者への推薦見送りを

他方、公明党との選挙協力の具体的な
進展状況を見ると、昨年までの自民、公
「岸田政権は今年、敵基地攻撃能力の
う見通しだ。公明、創価学会はもうそろ

検討。また、公明が候補を擁立する複数
を求めない方向だ。前回の２
そろ、タカ派的な議論に付いていけなく

明の蜜月関係に変化が起きている。選挙

０１９年参院選では相互推薦
なっている。自民とは距離感を持って対

保有や憲法改正などの議論を積極的に行

の方針について 年 月に合

区についても、自民側に推薦

32

ただ、昨年実施した衆院選比例代表の

処していくべきだとの声が学会内の婦

「それを象徴しているのが、
投票結果に基づき、今年の参院選選挙区

意した。今後の調整次第で変

両党のパイプ役となってきた
の各党の獲得議席数を時事通信が試算し

人部を中心に高まっているようだ」
（同）

菅義偉さんと選挙実務を取り
たところによると、勝敗の鍵を握る改選

更はあり得るだろうが、自民

仕切り創価学会の政治部長と
定数１の１人区 のうち、自民、公明の
与党が 勝し、野党は２議席にとどまっ

32

薄かった安倍首相に代わって

が深まり、創価学会と関係の

房長官時代から佐藤氏と関係

関係者は指摘する。菅氏は官

くなったことだろう」と政界

区（ 議席）の試算でも、与党が 議席

改選定数２以上の複数区も含めた全選挙

会も加えた３勢力の構図としたものだ。

者一本化を前提にし、さらに日本維新の

民民主、れいわ新選組、社民５党の候補

た。試算は、野党を立憲民主、共産、国

を獲得し、野党の 議席を大きく引き離

51

佐藤氏が「定年退職」を理由

74

す結果となった。自公連携がウィンウィ

す」考えだ。しかし、衆院選で見せた共
闘をめぐって共産党との間で評価に開き

20

と見られる。

た野党共闘の再構築は容易ではないもの

こうしたことから、昨年の衆院選で見せ

数の選挙区で積極的に擁立する方針だ。

いく」
（松井一郎代表）とし、定員が複

政党の一翼を担うような組織をつくって

会との連携も模索したが、維新は「二大

時は全国政党を目指すとする日本維新の

に入れるなど別の方向を向いている。一

との選挙協力の検討を始め、合流も視野

務める地域政党「都民ファーストの会」

民主は、小池百合子都知事が特別顧問を

また、共産との共闘に組みしない国民

れているが、態度はあいまいなままだ。

合からは共産との離縁要求を突き付けら

があり、候補者調整は進んでいない。連

国民民主党・玉木雄一郎代表

に第一線を退いた昨春から自

込んでいるのだ。
ば、その後３年間は国政選挙がないため
自らの政策実現にまい進できる。
「黄金
の３年間」と言われる由縁だ。自民党役
員の任期も「１期１年、連続３期まで」
と変更したことから、参院選後の党人事
をめぐり求心力をアップできる。衆院解
散のカードも手にしながら政権運営に臨
め、長期政権への道が開けることになろ

改選対象の現有 議席から上積みを目指

代表は「全ての選挙区に候補者を立て、

一方、野党第一党・立憲民主の泉健太

う。

30

関係を築いてきた。ところが、

の『ＳＳライン』が機能しな

言われてきた佐藤浩副会長と

という。

12

離れの傾向はあるようだ。

18

岸田首相が参院選を無難に乗り越えれ

ンの関係にあるのは両党の一致した見解
だ。
岸田首相は６日収録のテレビ番組で参
院選に関し「安定した政治、安定政権が
あってこそ難しい重要な課題に結果を残
すことができると思う。なんとしても勝
たなければならない」と強調。５日には
都内で開催された連合の新年交歓会に出
席、
「政治の安定という観点から与党に
も理解と協力を心からお願いする」と呼
び掛けた。現職首相の同会への参加は２
０１３年の安倍晋三氏以来９年ぶり。岸
田首相は、芳野友子・連合会長を首相の
看板政策を議論する新しい資本主義実現
会議のメンバーにも引き入れた。立憲民
主、国民民主の支持母体にまで手を突っ

23
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日本維新の会・松井一郎代表

昨年11月、第２次岸田政権が発足
立憲民主党・泉健太代表

「対中」が政権の試金石
コロナで与野党論戦激化へ
第２０８回通常国会が１月 日、開幕した。岸田文

ていない。会期末の６月 日までの１５０日間、与野

板の「新しい資本主義」の中身も十分に明らかになっ

北朝鮮問題など外交・安全保障案件が目白押しで、看

重ねたい意向だ。しかし、そのコロナ対策や対中国、

「最優先課題」に取り組み、参院選を前に政権の実績を

雄首相は感染が急拡大する新型コロナウイルス対策を

17

全霊で取り組む」覚悟を示すとともに「コ

で、
「新型コロナに打ち克つことに全身

岸田首相は就任後初の施政方針演説

した。

べ、責任はすべて自らが負う決意を強調

葉 を 引 用 し て「 行 蔵 は 我 に 存 す 」 と 述

決断して庶民を救った幕臣・勝海舟の言

体策がない」と指摘。新型コロナの変異

党の泉健太代表は、
「肝心なところに具

られるとして追及する方針だ。立憲民主

策など、政府の対策には不十分な点が見

これに対し、野党側は、新型コロナの

株「オミクロン株」については「
『想定

外相を務めていた茂木敏充氏を起用し、

挑戦をしよう」と呼び掛けた。また、幕

と語る一方で、「同時に、諸懸案も含めて、

外相には林氏を就任させた。林氏は日中

以上』と言うが、最悪を想定するのでは

なかったか」とし、政府の水際対策や感

対話をしっかりと重ね、共通の課題につ

感染拡大の防止策や生活困窮者への支援

染症法改正案の今国会提出見送りなどに

いては協力し、本年が日中国交正常化

が際立った。岸田首相は「主張すべきは

中国に対する姿勢についても不鮮明さ

定的な関係の構築を目指す」と語った。

周年であることも念頭に、建設的かつ安

理由で辞任した。だが、この組織は中国

めてきたが、
「無用の誤解を招く」との

国防総省などから対日工作機関として警

共産党政権とべったりな関係にあり、米

う も 腰 の 引 け た 言 い 回 し だ。

戒されている。父親の義郎氏（元蔵相）

きになってしまった」と指

難決議案の中身は全くの骨抜

権侵害行為を非難する対中非

に表明したものの、中国の人

係者を派遣しない方針を正式

に、閣僚や政府高官ら政府関

される北京冬季オリンピック

交哲学を持っているというより経営コン

マッキンゼーに勤めていたことからも外

に傾斜しやすい人物だ。議員になる前に

長である。
「二階氏ほどではないが中国

常化を果たした田中角栄元首相系列の会

った茂木氏も、１９７２年に日中国交正

ど親子そろっての親中派だ。幹事長とな

も同会長や日中友好会館会長を務めるな

岸田首相自身は安倍政権下で外相を長

摘する。また全国紙政治部記

く。日本外交のしたたかさが

らく務めたため、安倍氏が主導し米国は

サルタントの発想で事を運ぶ危険性があ

試される１年だ』と語ったが、

じめ国際社会から評価された対中包囲網

者は「首相は演説で『新時代

いよいよ親中派の林芳正外相

などの方針は受け継いでいる。ただ、林、

（環太平洋経済連携協定）の着実な実施

開かれたインド太平洋」の推進やＴＴＰ

形成外交を基本に据えている。
「自由で

り、二階俊博幹事長の後任に、

昨年の新政権発足にあた

と語った。

の出番だ、というのでは困る」

る」と自民党中堅幹部は語った。

２月４日から

日まで開催

この発言について、自民党幹部は「ど

友好議員連盟の会長を２０１７年から務

ついて追及していく構えだ。

末に西郷隆盛と対面し江戸城無血開城を

こうぞう

ロナ後の新しい日本を創り上げるための

党の攻防が激化しそうだ。

15

主張し、責任ある行動を強く求めていく」

50

リアリズム外交を展開してい

20
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通常国会スタート

衆議院本会議で施政方針演説を行う岸田首相

略』の両面から資本主義の中に埋め込む」
と力説。
「成長と分配の好循環による『新

せず現実的に検討する」とか「防衛力を
抜本的に強化する」とし、
「おおむね１
しい資本主義』によって、この世界の動

茂木ラインが力を増してくると、ＴＴＰ
への中国加盟や「一帯一路」支持などの
年をかけて、新たな国家安全保障戦略、

豊かで、生き生きと暮らせる社会を作っ

「対中妥協外交」へと傾斜していく可能

閣諸島問題や台湾有事なども含め、時間
ていく。共に、この『経済社会変革』に

きを主導していく。官と民が全体像を共

をかけて議論をしている余裕はあるの
挑戦していこう」と訴えた。しかし、そ

防衛大綱、中期防衛力整備計画を策定す

へ強い圧力が加わることになろう。中国
か。国民には「眼前にある危機」と映っ
の全体像と実行計画は今春に取りまとめ

性を否定できない。そうなると、安倍氏

にどう臨むかが岸田外交の試金石となる
ており、この緊急事態に対処できるよう
るという。これでは理念先行で訴えに力

有し、協働することで、国民一人一人が

のは間違いない。
準備を加速させなければ、国民の生命と
が足りない。

る」と語る。しかし、沖縄県石垣市の尖

り４回目となる弾道ミサイルが日本海に
財産を守ることなどできまい。

を始めとした党内の保守系議員から政権

向けて発射されている。岸田首相は「断

し、それだけでは国民に危機感は伝わっ

向上を見過ごせない」と繰り返す。しか

じて許されない。ミサイル技術の著しい

くの時間を割いて「さまざまな弊害を是

りと言わざるを得ない。首相は演説の多

札の「新しい資本主義」についても上滑

首相の看板政策であり経済再生の切り

えない」とし、
「今国会の一番の争点は

るところはないが、その先の具体像が見

の演説について「大きな方向性で反対す

国民民主党の玉木雄一郎代表は、首相

北朝鮮からは１月 日現在、今年に入

てこない。それに対処するため、
「敵基
賃上げで、給料が上がる具体策を提案し

見通しだ。

参院選を念頭に置きながら激しさを増す

すれば、攻め手は多く、与野党の攻防は

その勢いを参院選に持ち込みたい野党と

かにしている。国会論戦で優位に立ち、

る問題について追及していく考えを明ら

滞在費として月額１００万円が支給され

文武幹事長は、国会議員に文書通信交通

ていく」と語った。日本維新の会の藤田

正する仕組みを『成長戦略』と『分配戦

ちだった。渡久地ジムはどう切り抜けたのか。リングの外で展開

したのはカリブの海賊ならぬ、鴨葱を待ち構えていた不逞の輩た

引きこもりがちの中、敢えてリスクをとった。だが、そこで遭遇

ミニカ共和国での遠征試合を挙行した。コロナ禍の中、誰しもが

ピューマ渡久地ボクシングジムは先だってカリブ海に飛び、ド

とぐち さとみ 千葉県立印旛
高等学校卒業後、プロボクサーに
なって間もない渡久地隆人（後の
ピューマ渡久地）氏と知り合う。
1993年 8月５日入籍。渡久地引退
後、都内に「ピューマ渡久地ボ
クシングジム」を立ち上げるが
2006年に離婚。その後、渡久地
は故郷の沖縄に帰って療養。残さ
れたジム会長に就任して選手を育
成、現在、コブラ諏訪、デスティノ・
ジャパンなど３人のプロボクサー
が在籍する。一般練習生の方々が
メインのジムとなっている。

ら、男だっ

合だったか

いな遠征試

ほぐすみた

糸を解き

もつれた

声を聞く。

との評価の

功に導けた

ったから成

女性会長だ

男だったら流れただろう試合を粘り腰の

── 今 回 の ド ミ ニ カ で の 遠 征 試 合 で は、

事実だろう。

世界的には分からないけど、珍しいのは

地さんただ１人だけ？

──ボクシングジムの女性会長は、渡久

リングの外で交えた一戦

渡久地聡美会長に聞く

ピューマ渡久地ボクシングジム

日本維新の会・馬場伸幸共同代表

された手に汗握るファイター振りを渡久地聡美会長に聞いた。

渡久地聡美会長

18
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17

地攻撃能力を含めあらゆる選択肢を排除

コロナ禍のドミニカ遠征試合

高市早苗政調会長

たら面倒くさくなって投げ出しただろう
という人はいるが、実はある人の声掛けで

がタイトルマッチ戦だった。
それなりの予算が出ていた。ドミニカ共
和国にすれば破格の金額だった。それでも
地球の裏側でのタイトルマッチというの

局面ががらりと変わった。
──具体的には？

は、日本でやるより廉価で、何よりカリブ
でタイトルマッチをやるチャンスは日本

事前にドミニカ共和国側のジムと打ち
合わせを済ませて渡航したのだが、到着す
人ボクサーでも初めてのことだし、これか

ては「日本からネギを背負ったカモ扱い」
だったのは間違いない。
脅迫もあった。私たちに興行をやらせな
いための嫌がらせだった。
治安が不安定な国ということもあり、ホ
テルは３回変わった。
命の危険を感じながらやったのは、リン
利権の問題というか途方もない金銭を

グ以外では初めての経験だった。

だか、向こうに行くとタイトルマッチの
要求したり、それに対して契約通りちゃん

らも期待できないことだった。

ると話が全く違っていた。
当初、ピューマ渡久地ジムのプロボクサ
ー３人が試合をする予定で、そのうち２人
承認は取れておらず、対戦相手は変わりま
とやって欲しいと突き返すと、その都度嫌

くそという反骨精神に火が付いた。

それで余計に意地が出てしまって、なに

れたなと思った。

がらせをしてくる。その時、私が軽んじら

したという話を切り出してきた。
すでにＪＢＣ（日本ボクシングコミッシ
ョン）にも興行予定を提出しているのに、
直前に理由もなく対戦相手が変わればタ
イトルマッチの許可が下りず試合が流れ
──リングの外にファイターがいたとい
うことだが、たとえ心に火が付いたとして

ることになる。
さらにもう一つのタイトルマッチも同
も、そうした局面を打開するのは大変なこ

向こうの思惑通りにならず、ちゃぶ台返

様に、試合間際にも関わらず、まだ承認が
しかも３人とも前座扱いで、約束の金は
しみたいなことができたのは、民間のスポ

とだ。

そのまま払えと言われた。
話が違いすぎた。

ーツ興行としてではなく国のレベルに引

取れていないということだった。

現地のコミッションの対応もありえなか
き上げることができたからだ。

なにおいがして、そういうところで動きた

普通は何かトラブルに巻き込まれそう

動かしたすごさが身に染みた。

日本サイドからの風がキーパーソンを

しかもボクサーは、体重を作る必要がある。

なくてはいけなかった。

さらに知らない国でマッチメイクをし

績がなくてはいけなかった。

東京の知人に、現地から電話で相談した。

──というと？

った。
最初から騙すつもりだったのかどうか
本当のところは分からないが、向こうとし

スポーツ省のコネクションがあるのは

ただ、それは本当だった。

は、
「ドミニ

そのジムだけだった。あれだけ強気でいっ

すると知人
カ共和国から
たのもうなずけた。

ってくれた。

そうした絶体絶命のピンチを、知人は救

省も取り込んでいた。

日本大使も向こう側だったし、スポーツ

招待されなが
ら、こんなこ
とをされては
日本の恥でし
ょう」と言っ

くないというのが人情だ。それを厭わず引
き受けてくれ、筋目を間違わず碁の布石の

まず日本大使が日本の名誉のためにと、
ドミニカ共和国サイドに働きかけてくれ

て、外務省に
顔のきく代議

ようにパッと石を置いてくれた。
それでも最後まで気を抜くことはでき

るようになった。
追い風が吹き始めると、オセロ返しのよ

士に根回しし
た。

というのも、ドミニカ共和国にはボクシ

なかった。
ドミニカ共和国訪問時、大統領に表敬訪

ングの試合用リングは一台しかなかった。

うに局面は好転していった。
問していたが、単に儀礼的なものにとどま

これを押さえられてしまうと、興行は打て

潮目が変わ
律儀な代議士は、その話を外務省高官に

らず、大統領が期待しているということで

ったのはその時だ。
話し、それがドミニカ共和国の日本大使に

ない。

翌日だと邪魔されるリスクが高かった

興行のある２日後に、我々の試合を設定した。

だから出場予定していたボクシングの

大きな政治力にもなった。
った。
日本でもさすがに

対戦相手も必要だし、タイトルマッチを

置されたのも試合開始間際のことだった。

紆余曲折を経て、実際リングが無事に設

日では試合は組め

結局、 日間で試合を組み直すことにな

まで伝えられた。
それまで日本大使は、ドミニカ共和国サ
イドに立って動いていた。
私がちゃぶ台返ししたみたいになった
ものならやってみろ、その代わり、あなた

するには団体の承認をとらなくてはいけ

こうしたリング外でのスリルとサスペン

からだ。

たちに命の保障はない」
とまで言ってきた。

なかった。普通のプロボクサーでは、タイ

スが同時並行して動いたドミニカ共和国

ない。

「この国で自分たちを差し置いて誰も興

トルマッチの承認は下りず、ある程度の実

10

行はできない」ともいわれた。

けど、ドミニカ共和国側のジムは「やれる

10

20
新政界往来
新政界往来

21

ルイスアビナデル・ドミニカ共和国大統領（左から3人目）と
牧内博幸大使（左から２人目）、渡久地会長（右から3人目）
試合開始 2 時間前にギリギリ設置完了したリング
（ホテル フィエスタ サントドミンゴ）

の遠征試合は、二度と味わうことがないく
らい、貴重な経験となった。

本来はプロのボクシングジムなので、プ
いたゴミを拾うという感覚の役割。指導で

フォローするからだ。さりげなく背中に付

する。コーチは本人が気づかないところを

ロ選手育成がメインとなるところだが、う
一番、気を付けているところだ。

いれているのか？

ちは場所柄、地域密着型で地元の小中学生
──トレーナーの実力が問われる？

だが、スポーツジムにはなくボクシングジ

そもそもスポーツジムに通っていた人
ナーはいなかったので、私がやるしかなか

彼が療養に入って現場を去った後、トレー

渡久地がいた時には、
彼が全て見ていたが、

りで見ていた。

もやったし、試合前のバンテージも巻いて

自分でもトレーニングはできるけれど、ジ

──全部知った上で、今の仕事にあたって

──それは一体何？

ムではコーチがミットを持ってくれたり

る。

きた。試合が決まれば毎日練習もつきっき

ということでもある。

時に父親のように突き放して胸を貸す存在

──会長であれば母親のような包容力と、

そうだ。

であったりする必要があろうかと思うが、

場合もあるので、距離感というよりも精神

距離の取り方は？

すべては精神が肉体を制するので、どれ

面やハートの部分でどこまでつながってい

うが、特に心掛けているのは？

特殊なトレーニングが必須となるのだろ

上や健康維持のためというものではなく

は特殊な教室だ。体育のように体の機能向

──教育という意味では、ボクサーの育成

くり見ていればタオルを入れずに逆転する

違えると、選手生命を潰してしまう。じっ

で決まる。入れるタオルのタイミングを間

では選手の命を預かっている。私のタオル

離は全く考えていない。結局、リングの中

リングでチーフセコンドに入る場合、距

だけ精神面で鍛えられるかということが、

るかということが要となる。

で走っている。

ボクシングの厳しいトレーニングに凝縮

そうであれば、ボクサーも歯を食いしば
じことを毎日続けるというのは一番難しい

セコンドで出る言葉は、選手との信頼関

って頑張ってくれる。私の本気度が重要と

になるが、オールラウンドにすべての業務

才能だ。それを習慣にするまでが本当に大

係がないと究極の極限状況では耳に入らな

ボクサーはどれだけ才能があっても、同

をこなした上で、会長として今の仕事に従

変で、その部分がボクサーを育てる最初の

みつく才能を発揮した者もいるので、最初

り投げる者もいっぱいいたし、執念でしが

ボクシングの才能があっても、すぐに放

け止めてくれる。

で向かっているので、彼らも私を本気で受

の負けは自分の負けだと思うぐらい、本気

私もリングで一緒に戦っているので彼ら

思う。

事している格好だ。気が付いたら、人生の

いものだ。

言ではないくらい奥深い。

の段階でしっかり見極め指導しないと、私

人生の教えが詰まっているといっても過
──確かに教えることは、教えられることだ。

が各々の才能を潰しかねないと自戒してい

今はこんな格好しているが、リングでは

教える立場である限り、常にさぼれない

ボクシングは、
ただの殴り合いではなく、

半分以上になった。

要となり、
これが結構デリケートで難しい。

そうだ。この世界に入ってかれこれ 年

されている。
30

いる？

で、私も一緒に成長するねというスタンス

お手本となるにはまだまだ未熟者なの

── 生徒は教師の背中をしっかり見ている。

結局、人は対面なんだと。

15

──ジム経営と選手育成のどちらに力を
や一般の方がメインのジムとなっている。
今、トレーナーはボクシングジムでは珍
しいのだが、現役のプロボクサーが兼業も

──通ってきているのは何人？
今は１００人程度。
している。
員になっている。

出入りはあるが、元チャンピオンが指導

── 今回、ジムはコロナの直撃を受けた
のか？
数名立て続けに抜けたこともあったが、
トレーナーとして入るスタッフは、タイ
トル経験者に限定している。

結局、事態が落ち着いた段階で戻ってきて
くださった。コロナ前と今ではほとんど差
──そこにこだわっている理由は？
かな指導はできないと思っている。

ある程度の高みを極めていないと、細や

はない。
本当に有り難い事だと思っている。
──下は小学生ということだが、上は？
後期高齢の 代と、年齢層は幅が広い。
──トレーナーの経験は？

ムにあるものをみなさん、感じとられてき
った。この 年間は選手のチーフセコンド

私はミットは持たない。元夫のピューマ

ているように思う。

のため、それとも格闘技好き？

──シニアがジムに通う目的は健康維持

80
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日本ドミニカ共和国友好親善試合の記者会見
コブラ諏訪のセコンド役をした渡久地会長

ジャージ着て、全然違う人間になる。
ちはプロの人数も少ないし、頻繁に試合を

そうでなければリングには上げない。う

も出している。
やっているかといえば基準をクリアしな

──幻冬舎から「餃子ダイエット」の著作
そうだ。
い限りマッチメイクをしないので、他所の
ジムよりかなり厳しいかと思う。

体重を落とせと言えば、彼らは５キロぐ
らいは簡単に落とせる。

それは減量に負けたボクサーで、才能に恵

精神がちょっとでもぶれていると、そこ

いてしまっているが本能の中で手は出る。

で戦っているボクサーもいる。パンチが効

24
新政界往来

周りからは豹変したみたいに言われる。
──ピューマの豹変？
プロである限り、練習はどんな人でもや
るのは当たり前。そこに大差はない。あと
ただ 年間、
事故は一度も出していない。
──これまでリングにタオルを投げ入れた

──１日で？
いや３時間で落とす。プロなので。

は頑張る気持ちだったり、才能だったり、
いろいろなものがある。そこからの差とい
ことは。
過去にタオルと入れたことは一度だけ

ただ落とすだけだったら、
水抜きをする。
彼らにとってその気になれば難しい作業
ただ戦える肉体と戦える筋肉と、パワー
まれた若い 歳のエリートボクサーだった。

ある。

量は、食べないで体重を落とせばいいわけ
を残しながらの５キロ減量というのは最

ではない。

じゃない。それだと、ただのダイエットで

でくじけてしまう。
それをふるいにかける。

ただ、あまりに感情移入してしまうと冷
静に見れない部分が出てきてしまって、一方
では選手との距離感も大事になる。
だから合宿があると、寝食共にして、あ
んまりべったりしすぎてしまうと判断を
うちの場合はキャンプも１人１部屋。相

見誤るリスクが発生する。

試合も、全部、その一秒の中で研ぎ澄まさ

撲取りの大部屋のような、みんな一緒の部
そうした距離感を取る。もちろん、みん

れて、こちらも戦っている。それは自然に
言葉にするのは難しいが、私も一秒一秒を

なで一緒にご飯は食べるが、寝る時などマ

屋と言うのは、絶対しない。

生きているので、だからきっと時間に対し

イタイムの時間をしっかり確保しないと、
って、タオルと入れるタイミングも判断も

近づきしすぎると今度は情が入ってしま
然違うのじゃないかなと思う。

ずれてくる。
絶対に判断を間違えることは許されない。

家族みたいではあっても、個々のその部

そういう部分は一線を引いている。そこ

るけれど、戦う心の火が消えていたので、

体調も崩せないし、私も万全なメンタル

は絶対入らない、相手のテリトリーだ。

とても危険だった。闘争本能がないわけだ

分は尊重もするし、その部分には踏み込ま

から。

から切り替えができると思うが、ボクシン
選手生命がかかっている。

──そういう姿勢だからこそ一体感が出て
本気であれば、その本気度に対して選手

グの場合は、その一敗が引退にもつながる

相撲の場合は、 日間、毎日場所がある
15
きて、選手からも信頼される。

同じように戦っている。

で一緒にリングに上がらないと、そこで判

生死をわけた世界だから。

──リングの上は、剃刀の上を歩くような

一般の方の３分と、私の考える３分は全

てシビアになったのだと思う。

身に付いたものなのか、感覚の世界なので

る一秒になる。常に練習のスパーリングも

リングの一分一秒は、人生がひっくり返

てはたったの３分ではない。

ングの上の３分というのは、私たちにとっ

彼らと日々、一分一秒で生きている。リ

う磨かれるものなのか？

はついてくる。

たれても打たれても、実は意識さえない中

戦っている中で、ボクサーというのは打

ての興行なので、それはありえない。

チケットを買っていただくお客様あっ

──最初から入れた？

それでタオルを入れた。

もメンタルの火が見えなかった。

バー、試合では戦う本能というか、体より

ていったが、挫折して前日計量で体重オー

きなくなって、うちが預かって体重を作っ

その彼が、プロに転向して減量が全くで

18

── 本能で入れたわけだが、その感性はど

分練習がめちゃくちゃハードになる。

食べさせながら落とすというのは、その

ないで落とす方がよほど楽だからだ。

だからみんな地獄だといっている。食べ

させることはない。

としていく。それでも私は食べるのを止め

ではある程度まで、しぼりつつ練習量で落

最終的には 日間で７キロぐらい。それま

彼らは常日頃から暴飲暴食しないので、

──どの位？

低限の時間が必要となる。

て、私はとことん、追求した。

なのでダイエットではない減量につい

戦える肉体を創りながら絞るのが減量だ。

しかない。

ボクサーにとって最後の難関となる減

環境、実はそこがとても重要だ。

うのは、
日々の食事や身体のメンテナンス、

20

ない。

彼の場合特殊なパターンで、戦う体はあ

10

断を誤ることはできない。

そうした時にパンチをもらうと、気持ち
が入ってない分、死に至る場合もある。
これは直感的な本能だ。今止めないと危
ない。その時に初めてタオルを入れた。
年の中で一度だけだ。
20
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ジムの練習風景
6ラウンドTKO勝ちしたコブラ諏訪

コブラ諏訪 氏に聞く

ピューマ渡久地ジム所属
元ＷＢＣアジアスーパーウェルター級王者

る。

それを 年間、ずっとやってきた。

いく。

をよくし、休憩時のリカバリー力を上げて

ンスをよくしていくことで、試合時の動き

の休憩といったリズムで体のパフォーマ

作っていくのと同時に、３分の運動と１分

を繰り返すことで、１ランドの体内時計を

休憩して、また１ランド跳んでというの

ドの時間単位が基本となっている。

タイマーをかけて、他の練習も１ラウン

──試合が入ると、闘

た。

試合を組んでもらっ

は？

──チャンスと言うの

う。

で、やれたのかなと思

ンスをいただいたこと

は会長から何回かチャ

いうのは少しだ。多く

自分で克服したのと

克服してきた？

── 自 分 で そ の 都 度、

う時期はあった。

それは何回もそうい

を受けたからだ。それがたまたま近場のピ

くらい前から体を作っていくのか？

と思うのだが、試合が決まると大体、どの

──試合の日に合わせ、体を仕上げていく

ている。

長いキャリアなので、自分で考えて決め

なく？

──それはマネージャーが決めるのでは

めていく。

総合的に見ながら、自分のメニューを決

──途中でやめたいと思うことは。

会いしたのもその時で、かれこれ 年にな
20

ューマ渡久地ジムだった。渡久地会長にお

友達がプロボクサーになったことで刺激

勝者のみが報われる

ぐらいからだ。

──少年時代からボクサー志願？
いや、僕が始めたのは
ボクシングジムに通うようになったのは、

争本能にスイッチが入る？
そうだ。目標ができるとそれに向かって
走ることになるから、
生活は充実してくる。
リングの上での栄光は、この練習時の濃
密度にかかっている。
──勝ちパターンとか、勝利の方程式はあ
るのか？
地味だけどボディーが入ると大体、僕の
流れになる。

日頃の練習がものをいうのは、どの格闘
技でも同じだが、大体、２、３カ月前から

ボディブローが効いてくると、相手の動
きが止まる。

本格的な体づくりに入っていく。
の練習は欠かすことはない。
強弱はあるが、
それが基本だ。
ベースは朝の走りから、その後、ジムで
ロープ（縄跳び）を跳んだり、サウンドバ
たり、たまにスパーリングもある。

ッグを叩いたり、シャドーボクシングをし

その時、その時で走り方が違う。

になじませておく必要がある。

試合時間の１ラウンドを、日ごろから体

そうだ。

──１ラウンドというのは３分？

大体、３、４ラウンド。

──ロープはどの程度？

力が身につくロングランも欠かせない。

試合で必要なのがスタミナだから、持久

瞬発力とか心肺能力の向上が図れる。

ダッシュでは筋肉のパワーが身につき、

素運動をしたりといろいろだ。

ダッシュが多かったり、長い走りで有酸

──体調をみながら走り方を変える？

いつ試合が決まってもいいように、日常

──日頃の練習は、どういったメニュー？
練習ですか。
朝、５時ぐらいに起きてまず手始めに走
る。
い時は キロ程度だ。

距離は日によって違うがほぼ キロ、長
10

プロフィール コブラ諏訪はリングネーム、本
名は諏訪雅幸。1980年6月９日東京都港区生ま
れ。趣味は射撃や映画鑑賞。平成22年５月、東
宝系で全国公開された映画「ボックス！」に主演
の市原隼人さん演じるカブの宿命のライバル「稲
村和明」役で出演。特技は足が速い。

21

──これからの目標は？
今、試合から離れているが、ジムが運営
している麻布十番でクライオセラピーの
店長をやっている。
クライオセラピーというのは、液体窒素
などの冷却材を用いて極冷却空間（マイナ
ス１５０℃～マイナス１２０℃）を作り出
し、低温環境によって引き起こされる身体
反応に基づくトリートメントのひとつ。わ
ずか２～３分間の短時間冷却で効率的な
メンテナンスが可能とされ、スポーツ分野
や美容分野でも活用されている。
──海外での認知度は？
ここ数年、世界の一流のアスリートやプ
ロスポーツマンが、クライオセラピーを使

26
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15

20

コブラ諏訪

距離はなくなったけど、ロードワークとい

はないという気持ちでずっとやってきた。

い世界。負けを知っているからこそ、明日

自分も、現役時代のの後半はクライオセ
勝たなければ、どんなにつらい練習をし
になっている。

うようになってきた。
ラピーのお陰でやり続けられた。日本では
ても厳しい減量をしても、流した汗も涙も
─ ─ 走 ら な い と 朝、 起 き た 気 が し な い と

う習慣だけは続けている。

まだそんなに広まっていないが、既に金メ
すべてが報われない。

試合はなくても走るということは、日課

ダリストとかプロゴルファーとかサッカー
か？
そうだ。

──ボクシングというのは一発のパンチ
で天国の門を開けたりもできれば、地獄の底
歯磨きをしていない、そういう感覚だ。

選手などが利用している。
クライオセラピーは１９７８年、日本で
に落ちる。そうしたシビアな世界に 年も

も続けられたことに感謝している。

今、こうして、ダメージなく現役を 年

ングに上がる？

──これからは試合よりもビジネスのリ

ある。

誰もいない商店街とか走ると、爽快感が

そうだ。毎年、よく走る。

──元旦でも？

リュウマチの治療のために開発されたが、
ダウンしないこと。

生きてきた。心掛けてきたことは？

たので、欧米でまず評価され、日本に逆輸
倒れないこと。

昔は冷やすということが認知されなかっ
入されるという経緯となっている。
ジムの看板を背負ってるつもりでやっ
てきた。

──欧州の印象派に影響を与えた浮世絵
が、日本で再評価されたような話だ。
ＫＯ負けはしないという意気込みはず
っと持ち続けてきた。

そうだ。早すぎたというのもある。
──座右銘は。
──ＫＯ負けはこれまでなかった？
和国で、周りに支えられ、日本人初のカリ

最後の試合は地球の裏側のドミニカ共

──どんなボクサーもＫＯ負けはしたく
ビアンタイトルまで獲得できた。

していく。

ラピーで新たな世界チャンピオンを目指

現役時代を支えてもらえたクライオセ

た。

れなかったけど、今度は闘う舞台が変わっ

ボクシングの世界チャンピオンにはな

ないと思うのだろうけど、実際に一度もな

一度もない。

「勝者のみが報われる」
そもそもネイビーシールズ（米海軍特殊
部隊）の言葉だ。
特殊部隊なので、とても厳しい訓練が科
いというのは？
パンチを受けて効いたことはあるが、決

せられる。その訓練のモットーが、
「勝者
のみが報われる」で１位のみが椅子に座っ
して倒れなかった。倒れないという強い気
持ちだけは持ち続けてきた。

て休憩でき、
２番は負けの１番でしかない。
それがボクシングに通じるものがあっ
──まだ朝のランニングは続けている？
15

た。

20

20

前のような キロ、 キロといった長い
10
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プロボクサーの世界は、負けたら何もな

更生保護法人 関東地方更生保護事業協会

で勝利を獲得したいという

らいたいという話がありました。
その先に、参議院選の勝利、そして、
安定政権の確立がある。政治が安定する

話がありました。
また、本日、再び、北朝

信頼をさらに厚くし、政権基盤を安定さ

ことによって、様々な課題について結果

い、強く非難する。オミク
せていく。こういう好循環をつくってい

鮮が弾道ミサイルを発射し

ロン、感染が急拡大する中
きたいという話がありました。政府・与

を出す。結果を出すことによって国民の

で、病床がひっ迫しないよ
党一体となって、この通常国会を乗り切

たことに厳重に抗議を行

う、細心の注意を払ってか
りたいという話がありました。
遠藤選対委員長からは、昨日から名護

じ 取 り を 行 っ て い き た い。

ワクチンの３回目の接種、それから接種
の市長選挙が始まった。わが党と公明党

１・

極的に展開していきたいという話でした。

の前倒し、濃厚接触者の待機期間の短縮

新疆ウイグルでの人権侵害

コロナ以外にも、日本経済再生の要で
高市政調会長からは、北朝鮮の弾道ミ

が推薦する現職と、野党勢力が推薦する

ある新しい資本主義や外交・安全保障、
サイルの発射について、会議を開くとい

等々に触れた上で、最新の知見に基づい

【幹事長】 日今日の役員会について。

憲法改正など、課題が山積している。し
う報告がありました。また一昨日、トン

新人との一騎打ちの構図となって、激戦

っかりとそういった課題に応えていきた
ガで大規模な噴火があり、わが国でも津

て対応を進化させていくという話があり

い。また、これらの政策課題に加え、統

波が観測されました。今後も噴火の可能

岸田総裁からは、本日から通常国会が始

計問題はじめ、自ら襟を正して国民の信

性は否定できないので、災害対策特別委

が繰り広げられている。わが党は、現職の

頼を得られるように取り組んでいく。党

員会を中心に、状況を注視していきたい。

ました。重層的に対応して、国民の安心

においても、茂木幹事長の下で、責任政

【記者】今日の岸田総理の施政方針演説に

まった。参議院選挙を控えた通常国会で

党として、しっかりと党改革を進めても

状変更の試みの問題がある。国際的なル

渡具知武豊市長再選に向け、選挙運動を積

りますけれども、これは全体的に、昨年

ール、スタンダードに則った責任ある行

【幹事長】勝海舟の思いというか、決意

なってどのような感想を抱かれましたか。

れていましたけれども、幹事長はお聞きに

だ の選挙区で候補者が未決定です。作

ます。わが党でも、１人区に関して、ま

て若干ずれ込んでいる状況だと思ってい

をして直接中国の行動を改めるよう、こ

懸案事項についてはしっかりと問題提起

動を取って欲しい。更には人権状況等々、

とか、新しい資本主義に多くの時間を割か

月に衆議院の選挙もあったことがあっ

安全を確保していきたい。

記者会見

あり、しっかりと乗り切って参議院選挙

17

ついて伺います。新型コロナの対応です

11

た。幹事長の受け止めと、党としての方

力について難航していると発言されまし

見で、参議院選挙での自民党との選挙協

【記者】公明党の石井幹事長が先週の会

られた演説であったと思っています。

り組んでいく、こういう強い思いが込め

する様々な内外の課題に先頭になって取

ら国会に向かっていく、また日本が直面

政方針演説ということで、まさにこれか

はないかなと思っています。初めての施

していくという強い決意が示されたので

って、そのために新しい資本主義を起動

すし、また経済の再生が極めて重要であ

分かりやすい説明であったと思っていま

ていくという政府の対応について非常に

て、状況の変化に応じて機動的に対応し

た と 思 っ て い ま す。 コ ロ ナ 対 策 に つ い

を引きながら、非常に力強い演説であっ

えですか。

る党幹部もいますがどう対応されるお考

てですが、本国会での早期採択を主張す

権侵害行為を非難する国会決議案につい

【記者】新疆ウイグル自治区などでの人

ほしいという話をしているところです。

て、私の方からもしっかり調整を進めて

合会と調整を加速しているところでし

いて、今、遠藤選対委員長が当該支部連

つの選挙区で推薦を出すということにつ

までの積み重ねもあるところでして、５

考えていますが、自公の選挙協力はこれ

一番順調に進んでいるのではないかなと

も候補者の擁立については各党の中でも

党の方は、比較的準備について少なくと

を立てていきたいと考えています。公明

のですけれども、選挙区での擁立の目途

得れば、宮城の場合は特殊な事情がある

業をスピードアップして来月中には出来

決議に違反し、地域の平和と安全を脅か

飛翔体がミサイルであれば、国連安保理

す。いずれにしても、発射されたもの、

クアップをしていきたいと思っていま

また政府の対応についてしっかりとバッ

【 幹 事 長 】 党 と し て も 連 携 を し な が ら、

れば、教えてください。

今後、党として何か対応されることがあ

【 記 者 】 北 朝 鮮 に つ い て で す け れ ど も、

繋がればと考えています。

を進めてもらって各党が合意して採択に

る前提になりますので、そういった作業

りと終えていただくことが決議を採択す

なく、各党において党内手続きをしっか

がいるのですけれども、関係者だけでは

心に取り組んでいらっしゃってくれる方

指摘の国会決議ですが、まず関係者、熱

れまでも働き掛けをやってきました。ご

１・５

針について考えをお聞かせください。

【幹事長】中国については、一方的な現

北朝鮮

【 幹 事 長 】参 議 院 選 挙 の 色 ん な 準 備 で あ

10
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茂木敏充幹事長
10

茂木敏充幹事長

ましては最終的な結論が出るのはおそら
勝ち切っていくか、このことが極めて重

して神奈川、このツーバイフォーでどう

ころ、北海道、それから千葉、東京、そ

ものではないと考えております。
く４月になると、特殊事情もありますが、
要であると。こんなふうに考えておりま

くるところがあります。宮城等々につき

【記者】参議院選についてお伺いします。

出来るだけこの１月２月に各地の候補者

す暴挙でありまして、断じて許容される

今、公認候補者の選定が進んでいると思
ての候補者の勝利に向けて全力で取り組

すが、党としては当然、党が公認する全

決まる。神奈川の２人目も決まるという
むということでありますが、安定政権を

を決めていきたいということで、福島も

定するご予定であるのか、また勝敗ライ
ことでありまして、 の一人区でどう勝

いますが、いつまでに全体の候補者を選
ンについても幹事長のお考えをお聞かせ

扱いについて質問され、
「各党の党内手

権侵害行為を非難する国会決議案の取り

自民党の茂木敏充幹事長は会見で、人

【 幹 事 長 】地域によっても事情が違って

ください。

認」が得られず、提出されなかった。昨

当時の二階俊博幹事長ら党執行部の「承

は他党と文面づくりを終えていながら、

ツーバイフォーというのは、２人出すと

利をするか、それからツーバイフォー。

合わせの過程で、中国の国名が外され、

批判が中核にあったが、公明党とのすり

決議案の内容も、当初、中国に対する

っかり対応し、結果を出していく。

維持すると。そのもとで様々な課題にし

調会長（
「南モンゴルを支援する議員連

この中国に気兼ねした

ってしまった。

するという骨抜き案にな

らに「非難決議案」から「非難」を削除

年 月の臨時国会の際にも、高市早苗政 「人権侵害」を「人権状況」に修正、さ

ていると語った
が、政府・与党
のブレーキこそ
盟」会長）や超党派の「日本ウイグル国
裁を科している欧米諸国から非難される

も、新疆ウイグル自治区の当局者らに制

修正案を採択したとして

この案は中国の新疆ウイグル自治区な
会議員連盟」の古屋圭司会長、
「日本チ

支援、資金提供があったことは認めてい

【 記 者 】 福 山 前 幹 事 長 も、 Ｃ Ｌ Ｐ 側 も、

明させていただきたいと思っています。

称の政党ができ上がりました。ここは会

一昨年の９月に新たな政党として同じ名

【 代 表 】 一 度、 立 憲 民 主 党 が 解 散 さ れ、

して番組をつくってほしいとか、コンテ

計を引き継いでいません。令和２年とい

結構ですので伺いたい。

ンツをつくってほしいとかは当然あり得

ます。代表はどのような問題点等がある

【 代 表 】発 覚 前 に 知 っ て い た か ど う か と

る話だと思います。そのコンテンツ制作

うことになると、私が所属しているのは

いうと、知らなかったです。少なくとも

にお金が支払われるというのは、当然で

とお考えですか。また、本件について発

現執行部において、そういったことが行

あると思います。お話のあったブルージ

この新立憲民主党になるわけですが、幹

われていることはございません。

ャパンとかコーポレーションにおそらく

覚前に既にご存じでしたか。また、現時

【記者】今、類似する団体の献金は確認

発注したものというのは、何かしらのコ

事長からはそういったことについての調

されてないということですが、例えば令

ンテンツをつくるためのものだったので

点で把握している限りで、メディアや団

対日非難の材料にされる愚を犯すのか。

が、茂木幹事長に採択を申し入れたが、 れよう。岸田首相は「対中非難」決議を、

どでの人権侵害行為を非難するはずのも

立憲民主党
泉 健太代表
記者会見

【代表】チューズ・ライフ・プロジェク

和２年の政治資金収支報告書、立憲民主

はないかと考えています。

査の報告はまだ上がってきていません。

ト（ＣＬＰ）に関してですが、私からも

党を見ると、「ＳＥＡＬＤｓ」
（シールズ）

【 記 者 】公 的 な 金 が ブ ル ー ジ ャ パ ン を 通

体・個人に対する同様の支援をされてい

幹事長を中心に調査するように指示して

のメンバーでつくるブルージャパンに３

じていっていると。これは返してもらう

いろいろな制作会社、業者に対し党と

います。調査中であって、コメントさせ

億４５９１万８６４０円のお金が渡って

ということだったのか、それとも差し上

１・７

ていただく内容は今ない状況です。事実

います。作家の菅野完さんが代表を務め

げたということですか。それと、非常に

ＣＬＰへの資金供与

関係の確認が終わり次第、幹事長から説

るコーポレーションにも７５２万３０１

評判が悪かったこの第４控室のヒアリン
っていると。石垣（のりこ参院議員）さ

０円が行っています。ここらへんも調べ
かがですか。

グのことで、菅野さんのところに金がい

る事実があるのか、把握している範囲で

反対があったからだ。昨年の通常国会で 「タイミングが悪い」と拒否された。

その背景に、自民党内の親中派や公明の

ことは避けられまい。中国からも嘲笑さ

非難される骨抜きの決議案

他党の遅れが原因で採択が先送りになっ

続きを終えることが採択の前提」とし

32

のだが、２国会で採択が見送られてきた。 ベット国会議員連盟」の下村博文会長ら

が原因だろう。

12
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記 者
コラム

た方がいいのではないかと思いますがい

泉健太立憲民主党代表

んのところにいっているわけですよね。

う形でスタートされたのかについては、
考えていきたいと思います。

ただくという中で考えていきたいと思い

る限り早期に幹事長から説明をさせてい

調査をしていただいていますので、でき

ば、基本は、そういった一般メディアに

についてどう思うかということだとすれ

かテレビ局とかに政党がお金を出すこと

いう理解でいいですか。例えば新聞社と

ところでいずれ出てくるというものです

【代表】党の側で言うと、資金の支出の

としてはどうお考えですか。

ず黙っていたということについて、代表

いうふうに受け取っているにもかかわら

【記者】今回のＣＬＰの問題は、
「資金は

ます。
対して政党が資金を出すということは
よね。ですから、黙っていたとか隠して

まだ認識していない状況です。

【記者】ＣＬＰについて、あまり耳にし

今まではなかったのではないかと思いま
いたという認識が党の側にあったのか。

そのスタッフと思われる人たちがずっと

たことのない事案だとおっしゃいまし
す。
いずれ会計文書としては出てくることを

もらっていたが黙っていた」ということ

た。一般論として、特定のメディアに対
【記者】これまで立憲民主党は、自民党、

考えると、隠している意図はなかったの

【 記 者 】国 民 の 理 解 が 得 ら れ る か ど う か

して番組制作など資金提供することにつ
安倍政権とかの「政治と金」の問題につ
で は な い か と 推 察 さ れ ま す。 少 な く と

中継をやっていましたが、そういったこ

いての是非、これは国民の理解を得られ
いて厳しく追及しましたが、ブーメラン
も、会計に載せなかったとか、そういう

に問題があると出演者の方々は主張され

るかどうか、についてお考えを伺いたい。
となって刺さってきていると言われてい
ことをやっていなかったということでは

は。

【 代 表 】こ の Ｃ Ｌ Ｐ が 発 足 当 初 に ど う い

ます。その追及以上に自分のところにつ
ない。

との収支決算とかはできていますか。

う存在であったのか。公共メディア、あ
いてはさらけ出して「こういうことだ」

ていると思います。一般論として、そう

るいはメディア、それともメディアでは
と国民に示さないと国民の理解は得られ

【代表】前提が、それは一般メディアと

ないというとおかしいですが、例えばユ
ないと思います。これは先ほどおっしゃ
【 代 表 】代 表 質 問 の 中 で 総 理 に 離 婚 家 庭

【代表】少なくとも、現時点で幹事長に

ーチューバーとかユーチューブチャンネ
った幹事長の調査のみで済ませられるの
への 万円給付を伺った。

摘によってこれが必要でなくなったわけ

識しているのですが、それ以前、どうい

うになっていかれたということまでは認

私もＣＬＰが「公共メディア」というふ

を発足させたいと思っている。

党に持続可能な社会ビジョン創造委員会

【 代 表 】必 要 が あ れ ば そ う い っ た こ と は

ますがいかがですか。

なところで調査も必要ではないかと思い

国会閉会中に政府与党が様々なことを

与党が考えているのか問われると思う。

といわれていたものが、我々の追及、指

クーポンで事務費が９００億円かかる

推計４万人として 億円となる。

１・

ルとかツイッターとか、いろいろな形態
か。場合によっては第三者委員会みたい

予算委員会に臨む

の発信者がいると思います。現時点では、

だから、そういうお金を代わりに使って
いくことも十分可能だ。

決めていく。これは国民の監視を経ずに

21

第１回目を１月 日に行う。

10

らに、私が掲げてきた普通に安心が得ら

通常、１００本近い提出法案が出る。そ

【代表】国会の会期１５０日、その中で

党の考えを与野党の論戦を通じて、国民

だから国会が開かれた時には、政府与

行われてしまう可能性がある。

れる社会とか、人にやさしい資本主義、

に広く知ってもらい結論を出していくと

難い。公共性が強く疑われるのに、それ

日の会見で記者側から出たが、使い道

もっと多額の資金が流れていることも

ている、と指摘された件だ。

ーションにも７５２万３０１０円がいっ

いうのがあるべき姿だろう。

本台とかなり少な

い。国会をどれほど議論の場として政府

しかし、ＣＬＰは「公正中立なメディ
ア」とされるが、番組の登場者は非常に

に約１５００万円の資金提供をしていた

を隠して支援してきた。もっと注目した

なし」とし、当
時の責任者だっ
た福山哲郎前幹

についての疑惑を晴らそうとしない。西
村幹事長は、個別の事業
者とのやりとりについて
は取引内容にかかわるこ

ったものだ。党としては第三者委員会を

などを行った結果に基づき記者会見で語

代表の指示で西村幹事長が聞き取り調査

分はしないことを明らかにした。泉健太

９１万８６４０円が渡っていることや作

バーでつくるブルージャパンに３億４５

体「ＳＥＡＬＤｓ」
（シールズ）のメン

連法の反対を訴えるなどした若者左派団

いのは、かつて国会前などで安全保障関

を続けても支持率アップにはつながるま

ブーメランが突き刺さっていながら批判

疑惑については追及を止めないという。

この問題に似た自民党の「Ｄａｐｐｉ」

とし闇に葬りたい考えのようだ。一方で、

となので詳細に触れない

設置せずに、これで説明責任を果たした
として幕引きする考えのようだ。

い。

解明されない党の資金疑惑

問題について、
「不適切だったが違法性

ューズ・ライフ・プロジェクト（ＣＬＰ）
」 偏っており決して「公正中立」とは言い

日、
同党から「特定のメディア」である「チ

立憲民主党の西村智奈美幹事長が

てさらに深堀りしていく意味を込めて、

の中で提出法案が

【記者】予算委員会にどう臨むのか。

40

こういうものをわれわれのビジョンとし

昨年末、党に調査会を８つ設けた。さ

28

50

家の菅野完さんが代表を務めるコーポレ

事長に対する処

12

12
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記 者
コラム

引き続き米国等と緊密に連携しながら、

としては、北朝鮮の軍事動向について、

常の弾道ミサイルよりも低い最高高度、
必要な情報の収集、分析及び警戒監視に

道ミサイルを東方向に発射しました。通
約 キロ程度で飛翔したものとみられま

の点、今回発射されたミサイルの弾種に

じられていると承知をしております。こ

速ミサイル」の試験発射を行った旨が報

の北朝鮮メディアにおいては、
「極超音

引き続き分析中であります。なお、今朝

たものとみられますが、詳細については

れ、わが国の排他的経済水域外に落下し

ましても、地域及び国際社会にとって大

ただきたいと思います。いずれにいたし

らコメントすることは差し控えさせてい

【大臣】北朝鮮の意図については、私か

射をどう考えかをお聞かせください。

が開かれるこういったタイミングでの発

たということで、明日、日米「２＋２」

【記者】先ほど大臣、新型のミサイルだっ

全力を挙げ、わが国の平和と安全の確保

ついては、所要の情報を基に総合的・専
きな課題であると考えております。様々

す。飛翔距離は、通常の弾道軌道だとす

【大臣】昨日のミサイル発射事案につい
門的な分析を行う必要があり、現時点で
な議論がされることも考えております。

に万全を期してまいります。

てです。現時点までに得られた諸情報を
確たることを申し上げることは差し控え

れば約５００キロであったものと推定さ

総合的に勘案しますと、北朝鮮は昨日８
日に極超

【 記 者 】北 朝 鮮 は 昨 年 の ９ 月

記者会見 1・6
ますが、その上で、これまで北朝鮮によ

岸信夫防衛相
時７分頃、北朝鮮の内陸部から１発の弾

北朝鮮ミサイル発射

50

む国際社会全体にとっての深刻な課題で

と安全を脅かすものであり、わが国を含

連の北朝鮮の行動はわが国と地域の平和

道ミサイル等の度重なる発射も含め、一

ルであると考えています。これまでの弾

り発射されたことのない新型弾道ミサイ

【大臣】昨年９月 日に発射されたもの、

されておりますでしょうか。

これとの関連についてはどのように分析

新型のミサイルというお話しでしたが、

ますけれども、先ほど大臣の発言の中で

音速ミサイルを発射したと発表しており

28

は、関連する安保理決議に違反するもの

す。また、このような弾道ミサイル発射

月 日に発射したミサイルとは別の新型

があると考えています。現時点では、９

詳細については今後さらに分析する必要

という理解でよろしいでしょうか。

であり、極めて遺憾であります。防衛省

28

あります。
【記者】ミサイルの発数は１発。

い方をしておりまして、恐らく水平方向

１２０キロ側面機動したというような言

す。

１発の弾道ミサイルということでありま

【 大 臣 】 今、 我 々 の 分 析 に よ り ま す と、

【大臣】１発。

への移動だと思われますけれども、そう

【記者】去年の９月

えておりますが、現在さらに分析をして

いった分析というのは防衛省の方ではさ

この発射については、北朝鮮がいうよう

【 記 者 】一 部 分 離 し た か ど う か と い う の

れていらっしゃるのでしょうか。

に極超音速ミサイルだったというふうに

おります。

【大臣】そういったこともこれからの分

防衛省の方でも分析されているのでしょ

はどうでしょうか。

析が必要だと思います。

うか。去年の９月 日の話です。

日 の 発 射 で す が、

【 記 者 】し て な い と い う ふ う に 認 定 し て

【 記 者 】 同 じ く 北 朝 鮮 の 報 道 で す と、

【大臣】我々の分析では５００キロと考

28

28

速ミサイルである可能性は排除はしない

【記者】一点確認ですけれども、極超音

す。

【大臣】分析をする必要があると思いま

いるわけでもない、ということですか。

【大臣】はい。

とですね。

【 記 者 】そ れ は 変 わ っ て い な い と い う こ

す。

イルの可能性という分析をしておりま

【大臣】９月

日についても、弾道ミサ

ということでよろしいでしょうか。

28

は５００キロというのは変わっていない

すけれども、日本側の現時点での分析で

キロ飛翔したというふうに言っておりま

【記者】北朝鮮側の発表ですと、７００

ミサイルであると推定をしております。

【大臣】これから分析を進めるところで

【記者】可能性については。

推定をしておるところであります。

あれば５００キロ飛翔したというふうに

ミサイルであって、通常の弾道の軌道で

【大臣】今のところですね、我々は弾道

おります。

通じて抗議をしておるものと承知をして

【大臣】しております。大使館ルートを

もうされていらっしゃるのでしょうか。

けれども、政府として何らか抗議などは

【 記 者 】安 保 理 決 議 違 反 と い う こ と で す
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28

岸信夫防衛相
北朝鮮が極超音速ミサイルと主張する１月５日発射の弾道ミサイル

林 芳正外相
記者会見
日米「２＋２」

・

ます。日米両政府は、それぞれ国家安全
つ継続している懸念を確認しました。更

び香港の人権問題に関しまして、深刻か

確認をし、また、新疆ウイグル自治区及

保障戦略を始め、戦略文書の見直しを進
に、台湾海峡の平和と安定の重要性を確

す中、日米同盟は一層重要となっており

めております。日米同盟をいかに進化さ
認いたしました。

朝鮮の核・ミサイル活動について、強い

鮮による弾道ミサイルの発射を始め、北

更に、北朝鮮についても、５日の北朝

せるか、現在、そして将来の挑戦に効果
的に対処し続けるかについて、重要な議
論ができたと思っております。
本日の「２＋２」で、大きく以下の３
基づく完全な非核化、拉致問題の即時解

懸念を共有するとともに、安保理決議に

第一に、変化する地域の戦略環境に関

点の成果があったと考えております。

私 か ら、
「 ２ ＋ ２」 で ご ざ い ま す が、

第二に、日米同盟の抑止力・対処力の

決等について米国と完全な意見の一致を

えます。特に、ルールに基づく秩序を損
抜本的強化に向けて、具体的な議論を進

する認識を、丁寧にすり合わせるための

なう中国の取り組みが、様々な課題を提
めることを確認いたしました。米国から、

今朝、ブリンケン 国
(務 長
) 官、オース
ティン 国( 防 長) 官及び岸 防( 衛 大) 臣と、
日米「２＋２」をテレビ会議形式で開催

起していることへの懸念を共有し、日米
強固な拡大抑止に対する揺るぎないコミ

見たところでございます。

し、大変充実した意見交換を行うことが

が地域における安定を損なう行動を共に
ットメントや地域における態勢・能力の

る懸念を解消するため努力をしたい、ま

省や統合参謀本部とともに、日本におけ

ける主張や活動への強い反対についても

とを確認をいたしました。南シナ海にお

に、日米で引き続き結束して反対するこ

意を表明したという趣旨が盛り込まれて

に必要な、あらゆる選択肢を検討する決

共同文書では、日本側として国家の防衛

報保全の一層の強化など、日米同盟の優

新興技術を取り込む技術協力の推進、情

更に、宇宙サイバー分野での協力深化、

日本を取り巻く戦略環境が厳しさを増

できました。

抑止し、必要であれば対処することを決
強化への決意表明がございました。また、

位性を将来にわたって維持するための基

た、オースティン長官からは、既にブリ

おります。岸田首相は、いわゆる敵基地

日本としても、国家安全保障戦略の改定

盤を整備し、投資を行っていくことの重

ンケン長官から昨日の私とのやり取りの

攻撃能力の保有について有力な選択肢だ

地域の平和と安定を更に損なう中国の

また第三に、日米同盟の抑止力を維持

説明を受けている、地域住民と米軍兵士

との考えを示していますけれども、林大

等を通じて、自身の防衛力の抜本的強化

しつつ、沖縄を始めといたします地元の

の安全を引き続き重視しており、軍指導

臣として、今後３文書の改定に向けて、

東シナ海における活動に対する懸念や、

負担軽減を図ることの重要性についても

部とも協議をしている、地域住民と米軍

どういう基本的な考えで検討されるか、

を行う旨を説明し、米国から力強い支持

一致をしました。普天間飛行場の固定化

兵士の安全ほど重要なものはなく、その

お考えをお聞かせください。

尖閣諸島に対する現状変更の試みや日本

を避けるためには、辺野古への移設が唯

ためにできる限りのことをしたいとの返

【 大 臣 】極 超 音 速 滑 空 兵 器 や 変 則 軌 道 で

の表明がありました。

一の解決策であることを改めて確認をい

答がございました。

等についても、米側に改めて要請し、緊

る安全な運用、事件事故での適切な対応

更に、私と岸大臣から、在日米軍によ

納以南の土地返還の取り組みの加速化に

年であり、沖縄統合計画に基づき、嘉手

れも、日米同盟の更なる強化に向けて重

み交換公文」に署名を行いました。いず

定」及び「共同研究・開発に関する枠組

ど「在日米軍駐留経費負担に係る特別協

今回の「２＋２」の機会を捉えて、先ほ

共同発表を発出をいたしました。また、

今後の取り組みの方向性を示す野心的な

今回の「２＋２」の結果、日米同盟の

て、日米で、このプロセスを通して緊密

ている旨、米国側にも説明をいたしまし

せずに、現実的に検討していくこととし

の能力も含めて、あらゆる選択肢を排除

るのか、ミサイルの脅威に対抗するため

の命や暮らしを守るために何が求められ

おりますことから、我が国として、国民

術が急速なスピードで変化・進化をして

飛翔するミサイル等、近年、ミサイル技

密な連携を確認しました。

向けた連携を確認いたしました。

また、最近の在日米軍の新型コロナ感

要な基盤を提供するものでございます。
岸大臣及びブリンケン長官、オースティ

また、戦略３文書でございますが、こ

に連携をすることで一致をしておるとこ
ン長官とともに、日米同盟のさらなる進

の日米同盟の抑止力・対処力の抜本的強

た地元の不安解消に向け、総理の指示を
踏まえ、外出制限の導入を含め、感染症

化に取り組んでまいります。私からは以

化に関する議論の文脈で、日米双方の安

これに対し、ブリンケン長官から、日
本側の要望は明確に理解をした、国防総

ろでございます。

拡大防止の措置の強化と徹底を米側に強

上です。

全保障に関する戦略文書についても議論

く求めました。

【記者】先ほど発表された「２＋２」の

今回の「２＋２」での議論を踏まえ、

染状況を踏まえ、在日米軍従業員を含め

要性につき一致をいたしました。

たしました。また、本年は沖縄返還 周

の施政を損なおうとする一方的な行動

意いたしました。

突っ込んだ議論を行うことができたと考

す。

【 大 臣 】今 年 も よ ろ し く お 願 い い た し ま

７
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１

林芳正外相

も、これは、極超音速ミサイルを迎撃す

という文言が盛り込まれましたけれど

に基づく秩序を損なう中国による取り組
るためのものなのか、また、そのミサイ

を行いました。特に、日米間で、ルール

れぞれの安全保障戦略に関する主要な文
み、これが地域及び世界に対する政治的、
ルを保有するための研究なのか、先ほど

が行われて、今後作成をされます日米そ
書を通じて、同盟としてのビジョンや優
経済的、軍事的及び技術的な課題を提起
ますが、改めて、その目的について伺い

先事項の整合性を確保することで一致を
ところでございます。また、地域の平和
ます。

包括的に、というお言葉もあったと思い

【記者】
「２＋２」の共同文書についてお
と安定を更に損なう、中国の東シナ海に

していることへの懸念を共有をいたした

伺いしたいんですけれども、文書の中で、
おける活動に対する懸念につき一致をい

しました。

日本が今後、防衛力を抜本的に強化する
たしました。

に日本側から伝えられたということがあ

ら増やしていくような考えなどを、米国

章の改定を含め、また、防衛費をこれか

んですけれども、今回の「２＋２」で文

動に、日米で引き続き反対することを確

日本の施政を損なおうとする一方的な行

更を試みる、あるいは、同諸島に対する

用されること、また、尖閣諸島の現状変

また、安保条約５条が、尖閣諸島に適

てきたところでございます。

間で、共同研究・開発・生産等を実施し

の相互防衛援助協定」の下で、米国との

ＤＡ協定、
「日本国と米国合衆国との間

防衛能力を強化するために、いわゆるＭ

【大臣】従来、我が国政府は、我が国の

決意を改めて表明したというふうにある

るのかというのが１点と、もう１点、台
認したところでございます。

えてください。

米双方から具体的な言及があったのか教

脅威であったり、この現状について、日

湾海峡の問題について、今、その中国の

して広まっていったのですが、今回、台

ついて言及があり、そのあと国際認識と

３月の「２＋２」で、まさに台湾海峡に

ざいます。

ということでも、一致をしたところでご

に、両岸問題の平和的解決を促していく

平和と安定の重要性を強調するととも

議論が及びまして、米国と、台湾海峡の

でですが、台湾をめぐる状況についても

地域の戦略環境について議論をする中

公文への署名を行ったところでございま

駐日米国臨時代理大使との間で、本交換

上げましたように、本日、私とグリーン

日米間で協議を行った結果、先ほど申し

これを一層合理化するものであります。

同研究・開発・生産等に関するプロセス、

規定する枠組みを設けておくことで、共

ら生産等の案件一般に共通する諸条件を

基づく日米間の共同研究・開発、それか

今回の交換公文ですが、ＭＤＡ協定に

湾海峡のところなんですけれども、昨年

【大臣】中国・台湾海峡ということですが、 【記者】防衛関連の共同研究・開発の協

【記者】外国人留学生の件について伺い

ましては、入国が認められたところでご

ことを前提とした上で、 名の方につき

勘案した結果、必要な防疫措置を講ずる

年未満となっているなど、個別の事情を

国費留学生の中でも、卒業・修了まで１

ている方でございます。今回、そうした

及び教育・研究の観点から我が国が招い

す。特に国費留学生は、より高度な外交

や更なる発展に資するものでございま

構築をし、我が国の教育・研究力の向上

生の受け入れは、諸外国との友好関係を

理ともいろいろ話もいたしました。留学

対応を行うこととされてございます。総

ては、人道上・国益上の観点から必要な

で検討していつまでに判断を下される見

ッドラインが決まっていますが、いつま

ただきたいです。あと、その検討は、デ

した。現在の検討状況について教えてい

討をされているというふうにお伺いしま

ただいたときは、政府内での総合的な検

月１日に迫っております。以前ご回答い

ネスコへの推薦状の提出期限が、来月２

推薦の件についてお伺いいたします。ユ

【記者】新潟県の佐渡金山と世界遺産の

願うところでございます。

間お待たせをいたしておりますし、我々、

機会は、そういう意味では、かなりの期

うに思ってございます。留学生の入国の

をしっかりいたしてまいりたいというふ

す。

ます。国費留学生 人の来日が、認めら

ざいます。私といたしましては、外国人

通しなのかという点もお伺いします。お

定について伺います。共同文書には、極

れることになりました。留学生のみの特

留学生の新規入国の停止は、外交や教育・

願いします。

このまず地域の戦略環境の中で議論する

例となったことについて、大臣のお考え

研究分野のみならず、地域社会や経済に

【 大 臣 】 前 回 申 し 上 げ ま し た の で す が、

超音速技術に対抗するための将来の協力

をお聞かせください。

も大きな影響を与えているものと認識を

今年度、世界文化遺産の国内候補の選定

佐渡金山の世界遺産推薦

18

中で、中国についても、じっくりと議論

【大臣】留学生を含みます外国人の新規

いたしてございます。政府方針を踏まえ

につきましては、文化審議会が文化遺産

末松信介文科相

入国停止につきましては、当面２月末ま

つつですね、少しでも受け入れを進める

としての価値の観点から検討を行いまし

・

で、その骨格を維持する一方で、
「特段

ための対応策を検討するよう指示をいた

て、年末の 月 日に、佐渡金山を推薦

記者会見

の事情」によります新規入国につきまし

しております。引き続き、外国人留学生
ら、個別の事情を勘案しつつ、留学生の

の声や現に生じている課題を共有しなが

府内で総合的な検討を行っているところ

ございます。これを受けまして、今、政

候補として選定する旨の答申がなされて

28
新規入国に向けまして、関係省庁と調整

12

87

１
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87

末松信介文科相

でございます。いつまでということ、２

きたいというふうに考えてございます。
合的な判断というか検討というと、政治
的な判断のことのように思われます。そ

いかもしれないという状況について、文

２月１日というのは一つのラインである

要がございますのでね。本当に、文化審
科省の大臣としてはどう思われますか。

月１日は当然なんですけれども、一つの

き及ぶところ、ある党ではですね、今日
議会の答申されたことは、大変喜んでご
【大臣】それにつきましてはですね、世

うした、既に省内で認めた文化的・学術

いろんな議論も行われるというふうに聞
ざいます。
界から、当然、歓迎される世界遺産でな

ことはお認めするところでございますけ

いてございます。しかし、それとは別に、
【記者】文化審議会では、今ほどおっし
ければならないということ、それに対す

ラインになってはまいりますけれども、

今、積極的に、関係省庁とも、その辺り
ゃいましたが、遺産の文化的価値・学術
る努力を惜しまないということだけ申し

的な価値がですね、そうした政治的な事

のことにつきましては、真剣な検討、議
的な価値については、もうご検討、判断
上げておきたいと思います。

れども、これはやはり、出していく以上

論がなされておりまして、ここで今ちょ
がついていると思います。それ以外の総
韓国が合意しない推薦はできない、とし

そのことも念頭に置きまして、今、今日

っと発言をすることは控えさせていただ
きたからだ。今回推薦しても登録の実現は
てブレーキが働いたことがうかがえる。

情でですね、ひょっとしたら認められな

文化審議会が文化的・学術的な価値を
難しいからだという。しかし、推薦内容は

ですね、しっかりと先まで考えていく必

認めて、世界文化遺産の国内推薦候補に選
韓国からの反発を予想して「江戸時代まで」 しかし、これについても記憶遺産と文化

も政府とは関係ないんですけれども、聞

んだ「佐渡島の金山」
。日本政府はユネス
に区切っており、強制労働とは無関係。
由としては説得力がない。
結局、外務省は推薦して
も登録は難しい、と現実的
に判断したのだろうが、推
薦を見送れば、韓国側の無理筋の話を認

世界遺産で首相の求心力低下か

遺産とは別の枠組みで、推薦見送りの理

コへの推薦を見送りする方針（１月 日現
在、推薦期限は２
月 １ 日 ）だ が、 こ
の筋の通らない判
一方、「世界の記憶」（世界記憶遺産）の申

韓国政府が戦時中に朝鮮半島出身者らへ

日本が主導した経緯もある。その手前、 重姿勢に批判が強まるのは避けられない。

を設け合意しない限り申請しない制度を、 とより自民党の保守派からも、政府の慎

めたと受け取られるのだから、野党はも

の「強制労働」があったとし撤回を求めて

外務省に推薦慎重論が広がったのは、 請登録に際し、当事国による意義申立制度

首相の求心力が低下するかもしれない。

断 に よ っ て、岸 田

21
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記 者
コラム

㈱ エ ー シ ー ク リ エ イ ト 代 表 取 締 役金 川

彰
氏に聞く

今年は不動産開発の年
定が多い。

ち、約６割がファミリーマンションの査

生産緑地法改正で弾み
高止まりが期待される不動産市況だが、今年はトピックス的に上振れが期待
されそうだ。 年ぶりに生産緑地法改正が行われ、緑地が宅地に変更できるよ
リーマンショック後の物件の所有者た
ちが高齢になってきて、オーナーの資産
整理などの相続者たちが多くなってき
た。

区分マンション、戸建て、一棟マンシ
一気に需要が高まってきたのかなと思

ンが１％以下で借りられるので、そこで

住宅控除の要件変更だったり住宅ロー

ョン、一棟アパート、山林含めた土地な
う。

年商はグループ 億円、来期は 億円
を目指している。

といったところだ。
顧客様は反響営業が主になっている

──顧客もネットから？

好調だ。今年は分譲ファミリーマンシ

が、無論、電話やラインなど、すべてお

オンラインが普及してきたので、東京

きる仕組みが出来上がりつつあり、やり

契約も契約書を送って、会わないままで

って、接触自体が避けられがちだったが、

うことはある。

のニュースで取り上げられて怖いなと思

正直近年は、首都圏で災害や地震など

──今後も好調か？

の物件でも遠方の北海道から問い合わせ

うちは川上の情報を得ているスキーム
なので、ずっと維持出来ると自信がある。

ホームページを見れば顔写真ぐらいは

お話できる時間が増えた。ＩＴの大波を

ったり、在宅率が高くなったので、正直、

所有者様から直接物件を預かる事だ。

──川上情報とは？

あるが、会社の名前をいったところで、

Ｃ２Ｃ（個人間取引）
、Ｃ２Ｂ（個人が

不動産とＩＴがうまくマッチングして

大手不動産屋含め２００社以上に物件

ビジネス形態）か可能といったところだ。

企業に対して商品やサービスを提供する

産を任せられるかといった基本的な問題

きた感がある。国の行政もうまくかみ合

った。

があったが、ズームだったりオンライン

ってきた。

年は不動産開発の年になる。という

待できる。

れでも今年はトピックス的に上振れが期

下がる要素がなく横ばい状況だが、そ

だろう。

大局的には、しばらく高止まりが続く

──これからの不動産市況は？

を卸している。

が普及して、助かっている。

そもそもそういう人に自分の大事な資

体験できた昨年１年間は、いい経験にな

オンラインが普及して、テレワークだ

やすい環境が整いつつある。

一昨年ぐらい前からコロナの影響もあ

ョンだろう。当社が扱う７０００件のう

──今年の不動産の売れ筋は？

月決済ベースでいうと、 件から 件

どすべてだ。

はすべて扱っている。

首都圏中心に、不動産といわれるもの

うになることで市場活性化が見込めるからだ。㈱エーシークリエイトの金川彰・
代表取締役に聞いた。
──不動産業のメイン業務は？
弊社は建築、売買、管理を行う総合不
動産だ。
特に強みなのが、所有者から直接来る、
年間７０００件ぐらいの売却依頼に対応
し、元付けとして投資家、業者へ紹介し
ていることだ。
さらに戸建てやアパートなど開発にも
着手し、管理自体も１８００戸程度を管
理している。

70

があっても、オンラインで顔合わせでき

客さんに応じて対応させてもらってい

50

どんな子か分からない。

るようになった。

る。

38

かながわ しょう 1988 千葉県生まれ。
聖進学院卒。アジアクリエーション協同組
合設立、現在は特別顧問。㈱エーシークリ
エイト設立、代表取締役。日本経営者同友
会特別会員。

のも今年は 年ぶりに生産緑地法が改正

22

緑地に手を打っており、大金を手にする

が化ける。すでに大手はほとんどの有力

変更できるようになり、二束三文の土地

されることになっており、緑地が宅地に

30
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農家が多い。
──アグリ事業の理念とは？

また、どういう風にして食べればおい
しいかといった動画も、またＱＲコード

わが社がその作物の物流を担当する事
になりそうだ。

声でモチベーションを上げていこうと

ケーションがとれるようにした。

を付けて、声を届け、双方向のコミュニ

農家さんから集荷したものを仕分けし

──アグリ事業の強みは？

ことだ。日本と地方農業のＮがそうだ。
て、トラックで提携先の大型量販店に卸

アグリ事業の理念は２つのＮに尽くす
年代以降、活力を失い、世界の地位
野菜と果物はオールラウンドにさば
くことで、農家と若手ワーカーをマッチ

さらに、農家の人手不足を補強してい

いうのは、僕たちがやれるところだ。

人口減少で地方存亡の危機に瀕してい
く。冷凍管理もあるが その日にとれた
ングさせ、日本の野菜を世界に売ってい

しに行く。

る。日本を活性化するキーワードは、ロ
ものをその日に卸すというのが、うちの

も下落一途だ。特に地方の疲弊は著しく、

ーカルだと思う。
きたい。安心、安全の日本の野菜は世界

農家のモチベーションを上げるため
と赤字だった。それがやっと昨年から、

ただそれでも３、４年くらいまでずっ

的にみてもニーズは高い。

強みであり特色だ。

ローカルには日本の宝がまだしっかり
に、消費者の声を届けるように工夫して

私は、そのローカルに着目したい。
残っている、この宝とは、日本人が連綿
いる。
届くことはなかった。だからやりがいが
も確保できるし土俵がぐっと広がってく

アグリ事業では資金力があれば、人材

黒字になってきた。

感じられないし、モチベーションもあが

これまで農家に消費者の声がまったく

と紡いできた逸品の農作物だ。
この宝である地方産品を子々孫々伝え
ていくことに尽力したい。
その地方の活性化は、この一次産業を
る。
その意味で不動産事業は上場を目指し

らなかった。
かつ人手不足だし、台風とか天候が荒
ていないけど、アグリ事業は上場を目標

豊かにすることを抜きには考えられない。
れてくるようになった。こうした負の連
に据えている。

農業の活性化を促し、日本を元気にす
る事業を確立したい。
鎖が、地方の活力をそぎ落としていった

動画をつけて、スーパーの野菜売り場に

いう思いで作ったかという、顔写真とか

一番最初にやったのは、農作物をどう

たい。

社単体でというより、仲間を集めてやり

を図り上場を目指そうと思っている。自

同じような企業とグループを作って統合

ただ、自社のみでは上場は難しいから、

置くようにした。

ように思う。

──アグリ事業の最新トピックスは？
ＮＴＴドコモ・暗号技術とＡＩを活用
した高品質の野菜の栽培実験を「畑アシ
スト」で開始した。
高い生産性と持続可能な農業を実現す
る次世代施設園芸だ。

ガンは不良少年同様
愛情注げば更生する
医学博士・統合医療医師 小 林 常 雄 氏 に 聞 く
我が国で死因トップのガンは、国民病となっている。２人に１人がかかり、３人に１人が死亡するとされる。
この確率は欧米と比較しても異常だ。何が異常事態を引き起こしているのか、医学博士・統合医療医師の小林常

──ガンというと、悪性腫瘍のイメージ

が、ガン細胞の生物学的な意味を正しく

を使って死滅させるという発想が出た

ガン細胞と正常細胞のハイブリッド実験

ーの放射線生物研究施設で１９７１年、

私が所属していた国立がん研究センタ

雄氏に聞いた。

だが？

知る必要がある。
犯的なマフィアではなく、更生可能な不

結論から言うと、ガンというのは確信

る。核抜きのガン細胞と正常細胞をくっ

の核抜きをくっつけると正常細胞ができ

をやった。核ありのガン細胞と正常細胞

悪性腫瘍と名付け、ガン細胞は死ぬま

良少年だ。不良少年というのは、ちゃん

つけると、ガン細胞になるか死滅する。

で無制限に増殖すると思われてきたが、

と正しい愛情を注げば立ち直る。

そもそも悪性というレッテルを貼り付

これは間違いだ。
けること自体、人間に考える力を失わせ

このことから、核の遺伝子は全く関与し
サザーランドはサイクリックＡＭＰが

ていない結果が判明した。

──ガン不良少年説？
る。

ガン細胞は、実に簡単に正常細胞に戻

る非科学的なごまかしがある。
ガンは悪性腫瘍で悪いものだから、手
術による切り取りや抗ガン剤とか放射線
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ホルモンのセカンドメッセーンジャーと
して働くことを証明して、ノーベル生理
Ｍ）により 、卵巣ガン

学・医学賞を受賞した。このサイクリッ
ク Ａ Ｍ Ｐ（ １

とんど例外なくビタミンＡが低い。そう
いうことがはっきりした。
特にビタミンＡが際立って多い人は、

また高濃度ビタミンＣが全てのガン細
胞に効く事は、米国のガンセンターやラ
イナス・ポーリングが 年前、証明済み

乳ガン５期の患者を担当したことがあ
タミンＣや、ミトコンドリア機能を強化

ウイルスに対する抗酸化作用があるビ

だ。

る。５期というのは、手術も放射線もで
するビタミンＤなどだ。身近な話をする

ガンになっても重症にならない傾向があ

クＡＭＰは、免疫力を支える柱だ。
きない末期だ。肝臓に８割転移している
と断食でサイクリック濃度は上がってく

──その他には？

──もう少し詳しく？
患者だったが、毎週ビタミンＡを投与し
る。それで断食でガンが治ったという話

る。

細胞は、細胞内小器官のミトコンドリ
続けた結果、子供と海水浴に行けるまで

イは 年前、発表している。サイクリッ

アが酸素を使って作るエネルギー物質Ａ
──近著の『今こそ知るべきガンの真相

が出てくるのも当然の話だ。

米ではビタミンＡ誘導体が乳ガン治療

ができなくなって、ＡＴＰ生産能力が落
立って高い米だが、そのため予知・予防

保険医療の日本と比べると治療費が際
だ。胎児は胎盤と絨毛血管で成長するが、

ガン組織というのは、胎児と全く同じ

カー総合検診（ＴＭＣＡ）を書いている。

と終焉』では、ガンを検出できる腫瘍マー

ちサイクリックＡＭＰが減る。血中のサ
意識が高く、ビタミンに対する認識が日

で保険適用される。

イクリックＡＭＰが減れば、免疫が落ち
かん室、ガン血管の３つがあって、育っ

ガンも同じようにガン組織細胞とガンの

でガンがどんどん増殖されるという構図
ていくというのがはっきりしている。普

本の何倍も高い。

だ。ガンの増殖とサイクリックＡＭＰの
通の血管は杉の木のように伸びるが、ガ
ン血管は千曲川のように蛇行して詰まり
やすい。
ＴＭＣＡ検査では、これらの状態を特
異マーカー、増殖マーカー、関連マーカ

の方向にもっていけば、ガンが正常細胞

人を減少させられないばかりか、ガン死

防に、固執しているから、ガンにかかる

ーの３つで正確に検出する。

に戻りやすい。

の人がガンに罹患し、ピンクで３％、黄

８ミリを見落とすケースがある。画像診

ＣＴでは１センチごとに区切るから、

血液検査に変更すべきだ。私が開発した

これからは、画像診断から血清生検、

を減少することもできない。

色から０・７％、白は２万人から２人程

断に誤診が多い理由の１つだ。黄は４ミ

度といった具合だ。
腫瘍マーカー検診というのは、正確に

度で、今まで２万６千人の患者を救済し

ＣＡ検査に変えれば、ガンの予知・予防

年前、我が国のガン患者は米の半分

危険率を表す。
早期手術と言っても今の医療検査で

ができるようになる。すなわちガンの第

の 万人だった。今では、米の２倍以上

た実績がある。

は、ガンの大きさが２、３センチのとこ

１次予防ができるようになる。画像診断

ろで見つけている。

の 万人。世界平均の３倍だ。先進国の

その手前の８、９ミリのところで黄色

こばやし つねお 1944 年、鳥取県生まれ。
鳥取大学医学部卒業。国立がんセンター内地留
学。東京大学大学院卒業、博士号取得。ＮＨＫ
治療ルポ「人間はなぜ治るのか？癌からの生還」
で反響呼ぶ。
『今こそ知るべきガンの真相と終焉』
（創藝社）など著書多数。

や、病理検査にこだわりガンの第２次予

ガンを従来の画像診断ではなく、ＴＭ

ＴＭＣＡ検査は画像診断の１００倍の精

類。これまでの経験則では、赤だと ％

検査結果は赤ピンク黄白の４種類に分

ある。判明したのは、ガンになる人はほ

ガン患者のデータを、調査したことが

ミンＡだ。

サイクリックＡＭＰであり、第２がビタ

人体で最重要な第一の分化誘導物質が

相関関係は鮮明だ。

分化誘導物質がなくなる。だから体の中

しかし、ガンになると細胞は酸素呼吸

動エネルギーを得ている。

に回復した。

20

ＴＰ（アデノシン三リン酸）によって活

細胞が正常繊維芽細胞に戻ることをシェ

m

リ程度だ。

30

が、参考にすべき言葉だと思う。

要で、健康農業が重要だ」と述べていた

薬や医者がいらない時代が来る。食が重

長を歴任した武見太郎氏は「これからは

生前、日本医師会会長、世界医師会会

家、医師の出現が待望される。

だ。現状をダイナミックに改革する政治

状維持に窮々としているようではだめ

歴史観や国家観の定見もないまま、現

さの現れだ。

家、国民の健康を守るべき医者の無責任

国の安全、国民の命と暮らしを守る政治

だ。このような現状を放置しているのは、

中でガン患者が増えているのは日本だけ

42 10 50
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日本経営者同友会 政経研究委員会委員兼 子 暁 吉 氏

中国の野心、香港の次は台湾

陥るとは思っていない。

のような世界的な株価下落・金融危機に

ただ、２００８年のリーマンショック

ているとも見える。

現在、キャッシュフローの面で始まっ

半導体握れば世界一変

台湾に対する中国の挑発行為が、日常茶飯事になってきた。今秋の共産党大
会で総書記続投を目指す習近平にとって、台湾併合は最大の政治課題だ。日本
経営者同友会政経研究委員の兼子暁吉氏は「半導体を中国に握られると、すべ
てが一気に変わる」と懸念を隠さない。

せたりして、儲けてきたが、それだけじ

確かにウォール街が資金を入れ上場さ

──理由は？

世界経済に左右される日本経済は、い
ゃないと思う。

のか迫られることになる。
い方向に向かっているのかどうか、まだ

──大局的に経済はどう動いていると見
世界経済は米中が中心にある。
何とも言えない。

るのか？
米経済はいいと思う。
中国が持つ宇宙産業だったりＩＴ産業

──中国は恒大集団の凋落があったが、
など軍事産業を含め、そのパイは大きな

り、不動産市場が崩れることによって、

れて、しっかり利益を出してきた。恒大

中国の産業力は、先端技術や資金を入

ものがある。

中国国内の負のスパイラルが始まる懸念

が潰れても、それは一部分でそれが全部

は、戦わず取るというシナリオがベスト

次は台湾が焦点となる。台湾はとても

挙で中国寄りの政権構築に加担し、橋頭

台湾を政治工作でかく乱してくる。選

だが、どう読むのか。

重要なところだ。とりわけ半導体がメイ

堡を築く。それで統一に向け中台の政治
決着に持ち込む。それが中国にとっての
理想だ。
ただ何年か待っても、難しいようだっ
たら武力で台湾奪取シナリオも考えてお
く必要があろうかと思う。
──中国が持つ現在の武力は、台湾の後
ろ盾となっている米国の干渉をはねのけ

第一列島線の防御ラインに位置する要

──台湾の地政学的価値は？

軍事産業とかＩＴ産業全部に使われる。

──半導体は 世紀の産業のコメだ。

てが一気に変わってしまう。

その半導体を中国に握られると、すべ

ンとなる。

いる。実際に香港は取った。

中国は沖縄を含め台湾を必ず取る気で

がある。

恒大集団の債務不履行の影響というよ

展望は？

中国は見えないところが多い。イーコ
マース（ＥＣ）市場は、毎年１２０％位
伸びていて好調だが、国内経済が弱くな
っている。
米中覇権戦争がどっちに転ぶのかが分
からない状況の中、日本はどちらをとる

というわけではない。
──米中新冷戦とも言われるが、その確
執の本質は何か？
共産主義と資本主義のイデオロギーの
違いだと思う。
──米国は共産党独裁政権の中国を崩壊
させる意図を持っている？
米がそういう意図を持っているとは見
えないが、中国の一帯一路構想を阻止し
たいのではないかと思う。
──一帯一路の戦略的目的は何か？

衝だ。

るパワーがあるとみているのか？

──それではマッチポンプだ。

共産党のお家芸でもある。

でその火種をまいて謀略をやるのが中国

台湾内部で内乱がおきたりとか、自分

そうだ。

うふうに、持っていくということか？

──台湾側が人民解放軍に来てくれとい

に持っていきたい意向がある。

国人民解放軍は必要だよねというところ

的衝突ではなく、台湾を治めるために中

だからこそ、中国とすれば米中の軍事

それは厳しいだろう。

──中国はどう動くのか。孫子の兵法で
かねこ あきよし 1993 年生まれ。静岡
県磐田市出身。2016 年、神奈川大学経済学
部 卒 業。2016 年、YON437 株 式 会 社 設 立。
現在に至る。日本経営者同友会政経研究委
員会委員。

世界覇権を構築するためのステップだ。
──台湾海峡がきな臭くなってきた。
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JE PA 委員 ①
インタビュー

──広州とか深圳といったＩＴ系企業が

発想が自由なのかもしれない。

──四半期決算という短期決戦を迫られ
顕著だ。それは北京の政治的呪縛から離

だ。

──米経済はこれから金利が上がってく
る米国型資本主義のバイオリズムがある
れているメリットが活かされたようにも

そこまでの執念があるということだ。
る。
一方、中国は１００年の計という歴史的

今まで金融緩和策で、お金がじゃぶじ
思う。中国のイノベーション力をそぎ落

共産党がどこまでできるのかというの
インフラを整備したり成長企業を立ち上

強権を開発独裁的に利用して短期間で

としているのは、強権を握っている共産

かなり大きな要因ではあっただろう
と、どこで折り合いをつけてやめるのか。
げたりしてきた側面を見落としてはいけ

の米中確執は、何が勝敗を決める決定打

ダイナミズムも持つ。この異質な国同士

ゃぶだった。
株高も低金利政策のおかげでという側

が、金利が上がっても、それでもこれか
ただやめるとは思えないので、習近平が
ないが、言論の自由を封じるような政権

党独裁政権そのものでは？

らもっと高値を目指していってもいいの
どこまで生きるかにもよるのかもしれな
に最終的なイノベーションのダイナミズ

になるのか？

じゃないかと思う。
い。

面があるが、それが全部でもない。

──米は成長産業を支えていく投資やイ
ムを期待することはできない。政治的抑
制があると自由な発想は得られないし、

──中国のイノベーション力は？
ＩＴに特化すれば、すごいものがある

ノベーションをダイナミックにやる国柄
だ。
ただ、中国人にゼロから１を生むイメ
的には共産党のものになるような社会で

そもそも企業を大きく育てても、最終

得られても限界がある。

いろいろなものを取り入れて競争力を身
ージはない。それでも１を１００にする
は起業精神もなえてしまう。

のは事実だ。

に着け、企業価値を高めていく手法はす
力とか、１を別の１にする能力はたけて

そうだ。インジェクションというか、

ごいものがある。それは企業買収であっ
──政治家に対する注文は？

か考えてもらいたい。

本当に日本のために何が一番必要なの

とかのイメージがある。

今は選挙を勝つための公約であったり

ずはじっくり考えてほしい。

政治家として本当に何をしたいか、ま

いる。

中国は現役世代がめちゃくちゃ若く、

能力はある。

より早くて便利な進化系のものを作る

を別の形にする力はある。

か、盗んできたのか分からないが、それ

元の技術は米から買収してきたりと

たり形は様々だが、日本では企業の歴史
を大事にする風土があって、乗っ取りと
かあまりなじまないのが事実だ。
米はそういう文化ではなく、今より明
日が大事。だからより短期間で、成長し
ようと努力を惜しまず、株価や時価総額
をより上げていくことへの執着が強烈
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念した経緯がある。

新設設備競売の危機
近年では、沖縄銀行の子会社である美
用保証協会、沖縄振興開発金融公庫との

債権回収を優先する貸し剥がしの犠牲に

これでは銀行による融資先の企業から
された。

根抵当物件すべてを競売にかけると宣告

たばかりの工場設備などを含めた工場、

それを受け沖縄銀行は同日、突如とし

その沖縄銀行が株主であるサービサー
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沖縄銀行糾弾第４弾

だったＫ、Ｓ、Ｋが、創業家で当時の代

地場産業育ててこその金融機関

マチ金的回収法を問う
Ｍ＆Ａの強要
表取締役平良正諭輝に対し、
「破産手続
きに入るように」と強引に迫ったばかり
か、社主となった下地氏の株主責任まで
結局、事業体再生どころかＭ＆Ａを強
連携により債務を返済してきた。だが平

ら島サービサーが窓口となり、沖縄県信

要することで、老舗の久米仙酒造が新興
成 年１月、この枠組みそのものが沖縄

も追及した。

酒造会社に吸収合併されるシナリオが描

だが現実は、銀行からとんでもない鞭
なりかねないと、中小企業再生支援協議

さすがにやりすぎとばかり、信用保証

銀行によって一方的に解除され、新設し

を当てられ久米仙酒造は、存続の危機に
会を通じ再建案も協議したものの、沖縄

協会や振興開発金融公庫も再生途上の地

かれるようになった。

立たされ続けることになる。
銀行と折り合いがつかず、やむを得ず断

平成 年以降、沖縄銀行の法人部担当

那覇地方検察庁へ告訴状の提出、同年

月 日、検察庁は刑事事件として告訴受

沖縄銀行に相談を持

て久米仙酒造の債権を根抵当権ごと沖縄

問、同席した地元取

とは昨年７月、常勤顧問のＴ氏や上席調

!!

域産業を切り捨てるのは如何なものかと

第一抵当先である信用保証協会も「な

が、拒否され続けた。

つながると思ったからだ。

は、地域の産業振興により故郷の再建に

下地氏がその出資要請を引き受けたの

ったからだ。

したことで資金難に陥り、出資要請があ

それは久米仙酒造が中国進出でとん挫

の全株式を創業家から引き継いだ。

下地常雄氏は平成 年、久米仙酒造㈱
21

困惑、窮地に立った久米仙酒造は、沖縄

ち掛けてくれたもの

債権回収サービサーへ売却。いわゆる一

理に至った。

の却下されたとのこ

般的に債権飛ばしという挙に打って出た。

引先から億単位での

査役・弁護士のＭ氏、ソリューションビ

一方的な強要

任意売却の支援を申

その時の話では、久米仙酒造は債務超

ジネス部のＹ氏などとの話し合いが持た
者から「取引先の○

過の状況ではあるものの、コロナ禍の中

し出てもらうことに

○さんに法的に競売

においても売り上げは年々伸びており、

れた。

に参加してもらえば

企業再生の価値があるとの判断ができる

また同月、サービサーからは沖縄振興

いいのでは」と事実

結局、投資済みの

開発金融公庫、沖縄県信用保証協会を伴

ことから、共に再生の道を探していこう

新設備を含め工場を

い、事業再生案の基本的枠組み（１～５）

上、門前払い扱いだ

競売にかけるという

が提示された。何と沖縄銀行と同じ手法

との内容だった。

沖縄銀行の手法に対

った。

なったが、窓口担当

ら島サービサーを訪

仕方なく窓口の美

とだった。

ぜ任意整理の方向性を探らないのか」と

12
であった
23
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31

25

し、一昨年 月 日、
10

22

銀行と直接話をしたいと度々持ちかけた

沖縄銀行本店

１、中小企業支援協議会の利用（他公的

はなく、まるでマチ金手法ではないか。
このようなことが横行されている現実を
金融庁は知るべきである。

害したいわけでもない。
地域共同体を１つの身体に例えれば、
銀行は手足や臓器など各組織に栄養と酸
素を供給する心臓に匹敵する。銀行が健

久米仙酒造は２年来の厳しいコロナ禍
ワー源であることに誰も異論を唱えるこ

銀行が地域経済活性化のための最大のパ

康、健全であってこそ地域が活性化する。

で、生き残り策を講じ徹底した業務改善
とはない。それだけ公的な役割を担って

反「新しい資本主義」

や新市場拡大に動き、他産業が委縮を余
いるということだ。

沖縄は戦後 年間、米国に統治された

特権の上に胡座をかくな

儀なくされる中、売り上げ増を果たし往
年の赤字体質から脱却し、成長軌道への
道を担保しつつある。
そうした成長の芽を伸ばしてこそ、未

は、顔に１００個、全身で４５３個と群
を抜いたピアスをはめたためだ。
その他、タトゥーやシリコンを埋め込

プ島を目指し、再び泳ぎ始めたという。

たどり着き、さらに首都があるトンガタ

そのまま潮流に流され、一旦、小島に

国拒否されている。

ブッフホルツ氏は旅行先のドバイで、入

痛 み は 生 理 的 な も の だ け で は な い。

んだ角も注目される。

フォラウさんは首都ヌクアロファから

小島からは平泳ぎでゆっくりと約３時間

だった。
北 西 ８ キ ロ の ア タ タ 島 に 住 み、 自 宅 で

泳ぎ、はいつくばるようにして道路にま

目覚めた 代前半から、ピアスをはめる

続けながら、ブッフホルツ氏はピアスに

そうした肉体的、精神的な痛みに耐え

もたれた模様だ。

だが、その異様な様相から黒魔術疑惑が

ブッフホルツ氏は黒魔術師ではないの

強い。

南アジアや中東では黒魔術への懸念が
塗装作業をして

で出て保護された。

ピアスでギネス、顔に１００個

から津波を知ら
され、親族から

全身で４５３個、痛みに耐える
数あるコレクターの中で、ピアスとい

押し上げられる
ようにして木に
登った。

うのは自己犠牲が伴う。

ことに余念がない。
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機関活用）
２、一定額の債務免除（公庫及び保証協
会の場合、支援協スキームでなけれ
ば債務免除は困難）
３、株主責任⇩全株式の譲渡（事前に確
約書や覚書が必要）
４、経営者責任（既に創業家の代表は退
任している）
５、新たな取引金融機関の確保
また、突如としてサービサー・ソリュ
ーションビジネス部のＹ氏より債権返済
歴史的背景があり、沖縄の経済を守ると
権が認められている。具体的には本土の

来は開けていくし地域の産業力は底力を
それを債務者の犠牲の上に利益をたた
大手金融機関が入れないような政治的バ

を開始してほしい旨連絡が入り、支払い
ただし、この返済項目は元金に対する
き出すことのみを追求するような現実が
リアに守られている。

の大義名分から地域金融機関に対する特

ものではなく、あくまでも損害金に充当
あれば、それは岸田新政権が看板に掲げ

持つようにもなる。

するとのことで返済を始めている。この
る「新しい資本主義」にも反した行為で

それだけは避けたいと願うばかりだ。

経済が弱体化することを意味する。

う。銀行が病むことは、すなわち沖縄の

来の公的な役割を遂行して欲しいと願

する銀行は特権に胡座をかくことなく本

だが、そうした特権の延長線上に位置

ような手法はサービサーとして如何なも
しかない。

これまでたびたび本誌は、沖銀のサー

銀行の公的役割

社美ら島サービサーで債権回収に関し
ビサー問題を糾弾するリポートを示して

次号に続く（本誌特報取材班）

る必要があるか
らだ。
その痛みに耐
え、しかもギネ
録されたのがドイツ人のロルフ・ブッフ

スブックにも登

だが、あえて沈黙を守った。

クを考えると、とても返事ができなかっ

ブッフホルツ氏がギネスを獲得したの

ホルツ（＝写真）だ。

生 還 を 果 た し た。 し か も フ ォ ラ ウ さ ん

たという。

最愛の息子が暗い海の中で溺れるリス

らだ。

めに海に飛び込んでしまう」と思ったか

「返事をしたら息子は自分を助けるた

息子が自分を探す声が耳に入った。

暗い海を漂っていた時、陸地の方から

トル近くあったとされる。

れ押し流された。この時の津波は６メー

せ、フォラウさんは瞬く間に津波に呑ま

何も沖縄銀行が憎いわけでも、業務妨

て、損金で処理されているにもかかわら

さん（＝写真）が 時間、海を泳ぎ切り

肌に穴をあけ

きた。

別途事例ではあるが、沖縄銀行の子会

のであろうか。

を始めるに至った。

27

いたところ、兄

歩ける」と皮肉られるような身体障害者

は足が不自由で、
「赤ちゃんの方が速く

27

はあっという間に木の上部にまで押し寄

ず、元金、利息、損害金まで回収された
実例もある。これらはサービサー業務で

ワールド トピックス
津波に呑まれたトンガ男性
時間泳ぎ切り帰還果たす

歳のトンガ人元大工リサラ・フォラウ

た海底火山大噴火による津波に呑まれた

南太平洋・トンガ沖で１月 日に起き
15

しかし、津波

40
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相変わらずコロナ禍が続いているが、
が、ホストである人間のほうが免疫力を

これまで変異株が旧株を上書きしてきた

オミクロンの正体とパンデミックの終焉

新型コロナのスパイクが か所も変異し

第
21
回
の悪い風邪」だった新型コロナが、新型

胞壁を破って体中に血栓を飛ばす「たち

オミクロン株である。つまり、血管の細

入るウイルスではなくなってくれたのが

てくれたおかげで、ＡＣＥ２受容体から

く異なる。スパイク部分での か箇所の

だったが、オミクロン株は分子構造が全

に生まれた遺伝子の幹から発生したもの

えた変異が起こり、それらは武漢で最初

強めてきた。αからデルタまでは万を超

32

ら入ってくれる普通のコロナ風邪に変わ

コロナの病態ではなくなり、粘膜細胞か
じスパイクになった。

１９年までの旧型コロナの２２９Ｅと同

変異でアミノ酸が変わり、３年前の２０

ワクチンが免疫バランスを崩し、かえっ

３回目接種が進められている遺伝子型
かかった人の中で広がって集団免疫にな

もワクチンもないのに、自然に収束した。

経験だったコロナ風邪の始まり）は、薬

１３０年前のロシア風邪（西洋人は未

て感染を爆発させるメカニズムも最先端
って終わり、その後も変異を続け、日本
では４種類のコロナ風邪として定着して

新型コロナは当初から感染力が極めて強

に結合できなくなり、代わって、喉の粘

す病態だったが、オミクロンはＡＣＥ２

血栓を主体に起こってくる病態だった。

状だった。デルタまでの新型コロナは、

に低下していたが、罹った人はきつい症

ンを打ったのと同じことになっていた。

の日本人が感染したことで、二回ワクチ

ち込んだ弱毒性のコロナウイルスに多く

を目指して変異していく存在だ。今回の

部を構成するものであり、人間との共存

そもそもウイルスは人体そのものの一

いた。百年前のスペイン風邪は３年間で

く、感染を人流抑制や行動制限といった

膜にあるペプチドを分解する酵素のとこ

ゆえに、そのあとの本チャンの新型コロ

そもそもオミクロンとは…

人為で抑えられると考えること自体、人

ろに感染するようになり、のど飴が効く

ナでは、ほとんどの日本人がびくともし

収束したが、これも変異を続けて毎年の

間の側での思い上がりだと考えたほうが

普通の風邪になった。ただ、荷電のプラ

なかったわけである。

なぜ重症化が少ないのか

よい。あっと言う間に無症候の形で社会

スが強いため、粘膜に結合しやすくなり、

季節性インフルとなっている。

全体に広がって集団免疫が形成され、感

これも集団免疫が形成されて収束する…

異株が現れてより高い感染波となるが、

て免疫力をつけるほうがいいというの

感染の波が来る度にウイルスに曝露し

感染はそもそも抑えられない

感染するものだ。普通の風邪の 倍、感

制限とは無関係に、ほとんどの人が集団

で広がっていて、人流抑制や飲食店での

染力が強く、 日間で集団の ％、 日

20

Ｅ２受容体という血圧制御のところから

デルタ株までは、血管の壁にあるＡＣ

んどあり、感染しても症状が出ないこと

更新」がなされる。今回は無症候がほと

ームレスにかかり続けることで、
「免許

兵 隊 と 言 っ て い る が、 実 際 に は ど こ か

間にできることになる。沖縄では米軍の

は、感染論の基本である。自然感染でシ

60

50

間で ％が罹る。集団免疫はあっという

10
て目で見える

を人類が初め

が増えても、ＰＣＲ検査でたまたま感染

ら来たかわからないようだ。
「感染者数」

今回の遺伝子型ワクチンについては、

中の人が見つかっているだけのこと。Ｐ

からの旧型コ

その報道は強く規制されてきたが、世界

形で経験して

ロ ナ 風 邪 と、

的な権威である研究所がその毒性を明ら

ＣＲを増やせば「感染」が増えるという

一昨年に武漢

かにしてきた。加えて、今回の接種で、

いる。日本人

から春節で中

それが免疫系のバランスを崩すことも分

関係になる。

国からたくさ

かり始め、ワクチン学の新しい研究が始

の場合、以前

75
んの人々が持

【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
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、
経て、2010
2012 年日本維新の会より衆議院議員に当選、
年日本維新の会より衆議院議員に当選、
2012
同党国会議員団副幹事長、衆院内閣委員会理
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。
事、次世代の党政調会長代理等を歴任。

入り、血栓を全身に飛ばして肺炎を起こ

練がなされる。

この繰り返しの過程で人間の側で免疫訓

オミクロンは日本でも既に津々浦々ま

より感染しやすくなったものである。

松田学の国力倍増論

染は収束し、次は感染力をより強めた変

去年の夏までの第５波で重症化率は既

るようである。

のワクチン学研究で明確になってきてい

きからかかっていた風邪だ。

ってくれた。日本人なら誰もが小さいと

32

松田 学
松田
田政
政策
策研
松
研究
究所
所代
代表
表
東京大学大学院客員教授
元
衆 議 院 議 員
未来社会プロデューサー
元 衆 議 院 議 員
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―日本新秩序へ―

免役には自然免疫、液性免疫、細胞性
が起こっており、あらゆる情報がワクチ

しないのか。医学的にはあり得ないこと
でなく、しなくてもいい人が重症化して

この２年間、社会的、経済的不都合だけ

隔離というプロセスが介在することで、

をペスト並みに扱い、陽性者→保健所→

免疫の３つがある。皮膚と口と鼻は外界
ンを打たせる方向に誘導されているとい
きた。これは人災であり、医療常識も社

文が出ているのに、なぜワクチンを中止

に接している部分なので、人体でも自然
う指摘も出ている。

まっているようだ。

免疫が強い部分だ。最も強い免疫は食物

で細胞がスパイクのとげを作るようにな

数週間かけて全身の細胞膜に行き、全身

に注射している。筋肉はポンプなので、

が、今回はそれをせずに、いきなり筋肉

て免疫を刺激するのがワクチンの基本だ

すごい免疫システムがある。皮下に打っ

の入り口である口であり、口腔内にもの

い知識を勉強する機会も少なくなってい

ストップしており、多くの開業医が新し

なくなる」
、
と。全ての医学会がこの２年、

院でクラスターが発生したら診療ができ

発言を止められたままのようだ。
「当病

が、大学病院などで立場のある先生方は

した大半の医師はおかしいと感じている

分かっている先生は多く、研究を経験

民と国を守ることにあるはずだ。現状は

て支持率を上げることではなく、真に国

されている国民の「コロナ脳」に迎合し

ィアによって妨げられていることで形成

事は、正しい感染症の知識の共有がメデ

ードチェンジすべきだろう。為政者の仕

岸田政権は新しい政策へと、早急にモ

会常識も無視されている。ＰＣＲによる

る。そのときに粘膜や口を通過せず、そ
るそうである。

煽りで国民は振り回されてきた。

こでの免疫作用を起こさないことで自然

家も知らなかった免疫の扉が開かれよう

は、そのためだそうである。今まで専門

て感染爆発が起こっている国があるの

めている。ブースター接種をしてかえっ

免疫が抑制されるメカニズムがわかり始

壊などしていない。開業医が診られるよ

の患者が医師にかかっているが、医療崩

ンフルエンザで桁違い（１千万人以上）

くようにすれば良いだけのこと。毎年イ

問題であり、発症した人が直接医師に行

重要なのは指定感染症の指定の分類の

クはもう、終わった。

性パンデミック」
。世界的なパンデミッ

していられないはずだ。現状は「無症候

化している。日本はいつまでもジタバタ

コロナで国際的なパワーバランスも変

人災であるがゆえに、政策でしか今の状

としており、
これが世界的レベルでの「人
うにすれば、全て解決する。
人間の側での免疫訓練により、新型コ

授（分子病態学）の所見に基づく記述で

（本稿は井上正康・大阪市立大学名誉教

況からは脱却できない。

体実験」？の成果？なのかもしれない。
ロナはデルタ株までに次第に軽症化して
ある）

キーワードは「無症候性パンデ
ミック」…問われる政治決断
いたが、オミクロンでさらに「３日も寝

台湾総統「軍事で解決せず」 台湾の蔡

オミクロンの正体が分かってきたの

務省 中国外務省の趙立堅副報道局長は

英文総統は総統府で発表

なくて済む風邪」になった。新型コロナ

記者会見で、民主派寄りの報道で知られ

した元旦の談話で、緊張

に、なぜこんなに騒ぐのか。世界中で論

る香港のネットメディア「立場新聞」幹

決しない」と強調した。経済の安定を脅

が高まる中国との関係に

為で、報道の自由とは何の関係もない」

かす軍事衝突を避け、互いに社会と人々

部が現地警察に逮捕されたことについて
香港紙創業者ら追起訴―香港デモ 香港

と主張した。また「香港住民に言論や報

の生活の安定を重視するよう中国側に呼

関し「軍事では決して解

の 司 法 当 局 は 廃 刊 し た 香 港 紙・ 蘋 果 日

道の自由は十分保障されているが、犯罪

び掛けた。

「香港の法治と社会秩序を守る正当な行

報（アップル・デイリー）

の責任を逃れる口実にはならない」とも

月 日（火）

創業者の黎智英（ジミー・

高校生議員も可能に─韓国 韓国国会で

政権のムジャヒド報道官は、地元放送局

スタンのイスラム主義組織タリバン暫定

タリバン「自爆部隊」組織へ アフガニ
国会議員選挙と地方選挙の被選挙権年齢

ラジオ・アザディのインタビューで「軍

日（金）

３日（月）

謀罪で追起訴した。

社を扇動出版物発行の共

述べた。

日（水）

を 歳から 歳に引き下げる改正公職選

の際に動員する予備役の強化を図る新組

部（国防省）は中国による侵攻など有事

台湾、有事に備え予備役強化 台湾国防

れる。同紙は廃刊を発表。

歌手の何韻詩（デニス・ホー）氏も含ま

場新聞」の幹部ら７人を逮捕。著名女性

りの報道で知られるネットメディア「立

的な出版物発行の共謀容疑で、民主派寄

できている」と自信を見せた。

界が中国に期待しており、中国は準備が

演説を行い、北京冬季五輪について「世

国家主席は新年を迎えるに当たりテレビ

北京五輪「世界が期待」 中国の習近平

るとみられている。

統領選に向け若者の歓心を買う思惑があ

になる。与野党とも２０２２年３月の大

成立した。法的には高校生の議員も可能

挙法が、与野党などの賛成多数で可決、

を達成することができなくなった」と説

アの生存環境は悪化し、われわれの理念

で「過去２年間の社会の変化で、メディ

ることが決まった。衆新聞は２日の声明

ーネットメディア「衆新聞」が廃刊とな

主派寄りの論調で知られる香港のインタ

香港、民主派寄りメディアまた廃刊 民

４日（火）

かにした。

特殊部隊内に自爆部隊を設ける」と明ら

日（木）

織「全民防衛動員署」の除幕式を行った。

明した。

18

１月１日（土）

25

香港メディア幹部逮捕を正当化―中国外

メディア幹部ら逮捕 香港警察は、扇動

31

ライ）氏ら人７と関連会

28
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29
30

印首都コロナ拡大、週末外出禁止へ イ

秋に開催される党大会に向けて任務に励
南西部・重慶でガス漏れが原因とみられ
る爆発により建物が崩壊し、少なくとも

イルスの変異株「オミクロン株」の感染

原則禁止すると決定した。新型コロナウ
飛行する極超音速ミサイルの発射実験に

射。朝鮮中央通信は「音速の５倍以上で

海に向けて新型の弾道ミサイル１発を発

「オミクロン株」に市中感染したとみら

国天津市で新型コロナウイルスの変異株

中国・天津でオミクロン株市中感染 中

９日（日）

むことも求めた。

拡大に伴う措置。首都圏政府トップのケ
成功」と伝える。
れるケースが確認され、市政府は約１４

ンドの首都ニューデリーを管轄するデリ

ジリワル首相も新型コロナに感染したこ
ミャンマー、国際旅客便の着陸禁止、１
００万人の市民全員を対象にＰＣＲ検査

人が死亡、 人が負傷した。

とが明らかになった。
月末まで延長 ミャンマー国軍の統制下
を開始した。

北朝鮮が新型弾道弾発射 北朝鮮が日本

トルコ、
ウイグル族 人が中国主席を「虐
にある保健省は、新型コロナウイルスの

ー首都圏政府は週末の外出を当面の間、

殺」で告発 中国・新疆ウイグル自治区
日（月）

感染拡大防止策として講じている国際線

10

での迫害から逃れてトル

16

人が、中国の習近平国

コで暮らすウイグル族の
長すると発表した。外国人に対する新規

旅客便の着陸禁止措置を、１月末まで延
ミャンマーの首都ネピド

ミャンマー、スーチー氏に再び有罪判決

10

19

習氏、党大会へ訓練強化指示─中国、軍

５日（水）

事告発した。

として、トルコ検察に刑

族虐殺に関与した」など

家主席ら１１２人を「民

高雄で行われた陸軍演習では、コンビニ

い、それぞれ報道陣に公開した。南部・

は陸海空軍の演習を３日間にわたって行

懸念が高まる中、台湾国防部（国防省）

台湾、市街戦訓練を公開 台湾有事への

７日（金）

ビザ（査証）の発給も引き続き停止する。

渡した。

などとして、禁錮４年の有罪判決を言い

対し、無線機を違法に輸入して使用した

れているアウンサンスーチー氏（ ）に

国軍に拘束され、軟禁さ

はクーデターを起こした

ーに設置された特別法廷

に新年１号命令 中国共産党機関紙・人
エンスストアや薬局が並ぶ「模擬市街地」
日（木）

民日報は、習近平国家主席（中央軍事委

部隊」実現のために訓練を強化するよう

に署名し、
「よく戦うことのできる精鋭

員会主席）が軍に対する今年の１号命令
軍事圧力を強める中国をけん制した。

し、有事に対応できる能力をアピール。

で台湾での市街戦を想定した訓練を実施

客列車が脱線、少なくとも９人が死亡、

インド東部西ベンガル州で 両編成の旅

インド東部で旅客列車脱線、９人が死亡

76

中国・重慶でビル崩壊、 人死亡 中国

13

命じたと伝えた。署名は４日に行われ、
16

12

人以上が重軽傷を負った。

25
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19

はデジタル技術による地方活性化を目指

デジタル人材 ５年で２３０万人 政府

立憲民主党の野田佳彦元首相は党会合
す「デジタル田園都市国家構想実現会議」

皇位継承、政府対応に苦言─野田元首相
で、安定的な皇位継承の在り方をめぐる

とめた。デジタル化を推進する人材を２

（議長・岸田文雄首相）の会合を首相官

例法施行から）２年半かかっている。非
０２２年度からの５年間で２３０万人確

政府対応について「有識者会議が立ち上
日中防衛相会談、
岸氏が中国艦動向に「深

常に遅かった」と苦言を呈した。同党は
保する方針を明記。デジタル技術を生か

邸で開き、当面の施策の全体像を取りま

刻な懸念」 岸信夫防衛相は、中国の魏

２０２２年１月にも、野田氏を委員長と
した地域課題の解決に取り組む自治体を

がったのが今年３月、今日まで（退位特

鳳和国務委員兼国防相とテレビ会議方式
して検討委員会を立ち上げ、党の考えを

月 日（月）

で約２時間にわたり会談した。岸氏は沖
取りまとめる方針。野田内閣は、女性皇

年度までに１０００団体にする目標を

縄県・尖閣諸島周辺を含む東シナ海での

27

と伝えた。

し、
「引き続き関連動向を注視していく」
く出てきていない」と批

女性宮家という言葉が全

いて「諸課題を先送りし、

ついて安倍氏を再び不起訴とした。
「桜」

特捜部は、公職選挙法違反などの容疑に

議決を受けて再捜査していた東京地検

を見る会」前夜祭を巡り、検察審査会の

掲げた。

政府、大学のオンライン授業の上限緩和
判した。
を巡る安倍氏に対する捜査は終結した。

族が結婚後も皇室にとどまれるようにす

へ 政府は教育再生実行会議の後継組織
濃厚接触者も受験可 末松信介文部科学
防衛相、ＡＳＥＡＮホットラインに加入

中国軍や海警局の艦艇による活動に「極

「教育未来創造会議」の初会合を首相官
相は、新型コロナウイルス変異株「オミ
岸信夫防衛相はブルネイのハルビ第２国

安倍元首相を再び不起訴、
「桜」前夜祭

邸で開催した。議長を務める岸田文雄首
クロン株」の濃厚接触者となった大学受
防相とテレビ会議形式で会談した。東南

る「女性宮家」創設を検討した経緯があ

相は、大学などで対面とオンラインの授
験者について、無症状などの要件を満た

アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）が運用す

めて深刻な懸念」を表明し、自制を要求。

業双方の利点を生かした「ハイブリッド
せば、別室で受験を認めると表明。症状

る防衛当局間のホットライン加入を表

巡り 安倍晋三元首相側が主催した「桜

型」教育を進めるため、オンライン授業
の有無にかかわらず受験を認めないとし

明。
「地域の平和と安定により積極的に

る。野田氏は有識者会議の最終報告につ

で認められる単位数の上限を緩和する特
た指針を撤回。

続いていることについて「感染者の急増

ルスの大規模な感染拡大が年明け以降も

で、沖縄の米軍基地内で新型コロナウイ

事

玉城デニー沖縄県知事は記者会見

米軍感染拡大「激しい怒り」─沖縄県知

１月２日（日）

を同法違反罪で在宅起訴した

大臣の遠山清彦・同党元衆院議員ら４人

登録で繰り返していたとして、元財務副

件で、東京地検特捜部は、融資仲介を無

院議員の秘書らをめぐる貸金業法違反事

遠山元議員ら４人を在宅起訴 公明党衆

６日（木）

を打ち込む狙いか。

主党などと支持団体の連合の間にくさび

９年ぶり。夏の参院選をにらみ、立憲民

の首相では２０１３年の安倍晋三氏以来

が連合の新年交歓会に出席。自民党出身

首相、連合新年会に出席 岸田文雄首相

５日（水）

め、行わないこととした」と語った。

え、
「国内のコロナ対策に万全を期すた

の新型コロナウイルス感染拡大を踏ま

アへの訪問を検討していたが、国内外で

とを明らかにした。米国、オーストラリ

６年は 本、 年は 本だった。

選の年は少なくなる傾向があり、２０１

通常国会に提出される政府法案は、例年

ピールできる法案の成立を優先させる。

障推進法案など岸田政権の「実績」をア

む。こども家庭庁設置法案、経済安全保

な会期延長は困難なため、本数を絞り込

する方針だ。夏に参院選が予定され大幅

常国会に提出する新規法案を 本程度と

え 本程度 政府は、 日召集予定の通

政府、通常国会法案絞り込み 参院選控

に弾みがつくことに期待が出ている。

議を進める方針で、英国とのＲＡＡ交渉

貢献したい」と強調した。

は米軍の対策の不十分さを示すもので激

「同志国」との連携図る日本、日豪首脳

日（火）

しい怒りを覚える」と強調した。沖縄の

17

でいる。玉城氏は「米国

従業員の「オミクロン株」感染も相次い

人の新規感染者が確認され、日本人基地

きを強める中国を念頭

地域で覇権主義的な動

本政府はインド太平洋

ＡＡ）
」 に 署 名 し た。 日

互訪問の法的基盤となる「円滑化協定（Ｒ

モリソン首相が６日、自衛隊と豪軍の相

力の保有を念頭に「あらゆる選択肢を検

きを強める中国をけん制。敵基地攻撃能

「共同発表」をまとめ、覇権主義的な動

をテレビ会議方式で開いた。成果文書の

による安全保障協議委員会（２プラス２）

ス２ 日米両政府は外務・防衛担当閣僚

「敵基地攻撃」検討を伝達、日米２プラ

ならない」と訴えた。

ち込むなと言わなければ

の状況を日本、沖縄に持

に、欧州やアジアの「同

討する」と米側に伝えた。
召集予定の通常国会前の外遊を見送るこ

姿勢 岸田文雄首相は記者会見で、 日

通常国会前の外遊見送り 首脳外交積極

４日（火）

志国」と連携を深めたい

57

８日（土）

19
考え。豪州との防衛協力

56

本前後となることが多い。一方、参院

61

61

65

新資本主義、今夏に実行計画─首相が月

米軍基地では１日に２３５人、２日に

７日（金）

夏にも第１次提言をまとめる。

例制度を設ける考えを示した。会議は今

台湾海峡の平和と安定の重要性にも言及

24

会談 岸田文雄首相とオーストラリアの

28

強化を先例に各国と協

70
17

64
新政界往来
新政界往来

65

12

済ませた。
の輸出を食い止めることが念頭にある。

たな枠組み作りを検討していることが明

両政府が、先端技術の輸出を規制する新

対中国「現代版ココム」に発展も 日米

えた措置。

携協定（ＴＰＰ）の新規加入では高い基

ムヨン貿易産業相と会談し、環太平洋連

問中の萩生田光一経済産業相はガン・キ

ポール貿易相と会談 シンガポールを訪

ＴＰＰ加入、中国牽制─経産相、シンガ

老衰のため死去した。

府 大分県別府市上人ケ浜町で、ＪＲ日

指示を受け、日本製の企業向けウイルス

入未遂容疑 中国人民解放軍人の妻から

中国人元留学生に逮捕状、ソフト不正購

連れ去られた女子高校生＝当時（ ）＝

抵抗不能の女性に・滋賀県警 京都市で

準強制わいせつ容疑で男再逮捕─薬物で

１月２日（日）

合い、男は顔面骨折―愛知 愛知県半田

４日（火）

なく死亡した。

行き特急ソニック 号にはねられ、間も

ふっしょく

ていた同市内の病院で死

豊線の線路を歩いて横断していた近くの

対策ソフトを不正に購入しようとしたと

が薬物中毒死した事件で、未成年者誘拐

人以上のバイク集団と 歳の男が殴り

の介護老人保健施設で入所者が体内に空

介護施設元職員を再逮捕 茨城県古河市

富士山の山頂付近で男性滑落 富士山の

３日（月）

いう。女性にけがはなかった。

性の同意を得ていた」と否認していると

対し、
「触ったことは間違いないが、女

強制わいせつ容疑で再逮捕した。調べに

つな行為をしたとして、県警守山署は準

で抵抗できなくなった別の女性にわいせ

長良川鉄道の列車と乗用車が衝突、男性

５日（水）

の容疑で逮捕された。

捕した。そして逮捕から５日後、それま

歳から 歳の男ら４人を傷害の容疑で逮

の重傷を負い、警察は、バイク集団の

り、 歳の男は、ほお骨を骨折するなど

会社員の男の間で殴り合いのけんかとな

日（水）

疑者（ ）を再逮捕した。
日（木）

で被害者とされていた 歳の男が、傷害
70
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刊誌寄稿 岸田文雄首相は８日発売の月

能力を持っていることは絶対に必要だ」

敵基地攻撃能力に前向き、維新と国民

大筋合意したと明らかにした。
「詳細を
と述べ、前向きな姿勢を示した。国民民

首相、在日米軍の不要外出認めず 岸田

に日本で開かれる先進７カ国首脳会議
詰めている」と述べた。沖縄・広島・山
主党の玉木雄一郎代表も「相手領域内で

刊誌「文藝春秋」に、
自身の看板政策「新

（Ｇ７サミット）に触れ、
「分断や格差を
口の３県に対し、コロナ対応の改正特別
の迎撃、抑止能力は必要だ」と同調した。

日本維新の会の馬場伸幸共同代表はＮＨ

乗り越える新しい資本主義の具体像を世
措置法に基づく「まん延防止等重点措置」
核融合戦略を初策定へ、政府 政府は夏

文雄首相はＮＨＫ番組で、在日米軍での

界に問いたい」と記した。
の適用が同日、開始された。
までをめどに「核融合」の研究開発に関

しい資本主義」に関する論文を寄稿した。

皇位の男系継承堅持を─安倍氏 自民党
米軍関係者の原則外出制限、日米合同委
する戦略を初めて策定する。脱炭素に資

Ｋ番組で、政府が検討する敵基地攻撃能

の安倍晋三元首相は８日発売の月刊誌
員会が共同声明 日米両政府は在日米軍
する技術とみて、国際競争力を高めるた

新型コロナウイルス感染急拡大を受け

「文藝春秋」掲載のインタビューで、皇
関係者について原則として２週間外出を
めの具体策を盛り込む。戦略づくりに向

具体的行動を盛り込んだ実行計画と工程

位継承について「男系継承が１２６代に
制限するとした日米合同委員会の共同声
けて早ければ１月中にも内閣府に有識者

力の保有に関し「抑止力として反撃する

わたり続いてきた。歴史の重みを考慮し、
明を発表した。在日米軍基地で新型コロ
を集めた議論の場を設ける。

て、不要な外出を認めない方向で米側と

伝統を守り抜かなければならない」と男
ナウイルスの感染が拡大し、基地所在県

表を今夏に策定すると表明。２０２３年

系継承の堅持を訴えた。
などで陽性者が続出している事態を踏ま
日（水）

９日（日）

歳だった。昭和生まれ初
らかになった。価値観を共有する欧州の

準を完全に満たすことができる国・地域

海部俊樹元首相死去、 歳 海部俊樹元

の首相で、リクルート事
有志国と連携することを視野に入れてい

を対象に拡大していくべきだとの認識で

首相が東京都内の病院で

件で高まった政治不信を払拭するため、
る。民間の先端技術を活用して軍事力を

れた。

政治改革に内閣の最重要課題として取り

職業不詳の谷本盛雄容疑

特急にはねられ高齢女性死亡、大分・別

一致し、中国を牽制した。

者（ ）が、治療を受け
亡。動機の解明は困難に

無職吉野幸子さん（ ）が、博多発大分

して、警視庁公安部は詐欺未遂容疑で中

市で、 人以上でバイクのツーリングを

気を注入され死亡した事件で、県警は、

山頂付近で、登山者から「男性が滑落し

死亡 岐阜県郡上市の長良川鉄道の踏切

捕状を取った。同容疑者は中国に帰国し

同様の手口で別の入所者も殺害したとし

て動けなくなった」と１１９番があった。

で、列車と乗用車が衝突し、乗用車を運

47

70

ており、国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）

て、殺人容疑で元職員の無職赤間恵美容

捜索にあたっていた静岡県警の山岳遭難
人事件で、事件に関与したと特定された

25

36

50

を通じて国際手配する方針。

谷本容疑者が死亡 大阪市北区の雑居ビ

転していた男性（ ）が死亡した。

70

救助隊が御殿場口９合目付近で男性を見

10

ルのクリニックで 人が死亡した放火殺

70

10

19

サファリパークで飼育員が虎にかまれケ

（

容疑で逮捕された無職入江公史郎容疑者

88

国籍の元留学生王建彬容疑者（ ）の逮

なった。

61

91

していた集団と車を運転していた 歳の

月 日（火）

高める「軍民融合」戦略を進める中国へ

12

組んだ。名古屋市出身。葬儀は近親者で

91

）＝滋賀県守山市＝が、薬物の影響

28

つけたが、搬送先の病院で死亡が確認さ

39

36

73

74
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８日（土）
焼き肉店に男が立てこもり─捜査員突入

金自動預払機（ＡＴＭ）から現金約１億
円を盗んだとして、千葉県警柏署は窃盗
し逮捕、警視庁 東京都渋谷区代々木の

栃木県那須町の那

須サファリパークで飼
容疑で警備会社ＡＬＳＯＫ千葉支社の元
焼き肉店で、刃物のようなものを持った

ガ
育員３人が虎にかまれ、
社員角川恵太容疑者（ ）＝同県市原市

院 へ 搬 送 さ れ、 う ち 女
艇をするために金が必要だった」などと

光風台＝を逮捕した。容疑を認め、
「競
男が立てこもり、店長の男性（ ）が人

ケ ガ を し た。 ３ 人 は 病
性１人が右手首を欠損

質として取り残された事件は、警視庁の

６日（木）
はなかった。同庁によると、男は住所、

逮捕監禁容疑で現行犯逮捕した。けが人

捜査員が約３時間後に店内に突入。男を

「内密」希望の女性出産、熊本
建設作業員の男再逮捕─埼玉県警 埼玉
職業不詳の荒木秋冬容疑者（

話しているという。

の慈恵病院で昨年 月、 代女性が病院
県の草加署は器物損壊と傷害の容疑で八

するなどの重傷を負った。

以外に身元を明かさず出産できる独自の
潮市緑町１丁目、建設作業員の男（
の計３本を持っており、捜査員に「俺の

熊本市

仕組み「内密出産」を希望して出産した
＝道交法違反（酒気帯び）で起訴＝を再
人生を終わらせてくれ。死刑にしてくれ」

ｒｏｊｅｃｔ（ＣＬＰ）
」が、立憲民主

配信する「Ｃｈｏｏｓｅ Ｌｉｆｅ Ｐ

よる討論動画などをインターネット上で

起こし、殴る蹴るの暴行を加えた疑い。

東区の男性（ ）の車と衝突する事故を

どして破損させ、約 分後には東京都江

市道で、市内の男性（ ）の車を蹴るな

代女性にわいせつ行為、男再逮捕─さ

）
。身柄

ことが同病院への取材で分かった。
逮捕した。再逮捕容疑は、昨年 月 日

）

「立民から制作費」と抗議声明、ネット
午後５時 分ごろ、八潮市中央１丁目の

50
11

党から番組制作費として計１０００万円

48

10

日（月）

などと話したという。

を確保された際、牛刀と果物ナイフ２本

28

生後２カ月次男冷凍庫に入れる、大阪府
警が父逮捕 生後２カ月の次男を冷凍庫
に入れたなどとして、大阪府警は暴行容
）

Ｐはツイッターで「不信感を与えてしま

ら出演者５人が抗議声明を出した。ＣＬ

として、ジャーナリストの津田大介さん

性を路上に押し倒して体を触るなどした

上で、自転車で帰宅途中の 代後半の女

後８時５分ごろ、さいたま市岩槻区の路

いたま市 再逮捕容疑は昨年 月 日午

数の骨折も確認されており、府警が詳し

を一部否認しているという。次男には複

気持ちで意地悪したいと思った」と容疑

行のつもりはなかった。子供がかわいい

疑で父親の会社員西岡竜司容疑者（

う形となり申し訳ない」と謝罪した。
疑い。女性は腰を打撲するなど約２週間

警察・金融庁・銀行協会・裁判所
を名乗って

ウソの電話は、すぐ 110 番！

い経緯を調べている。

すぐに元の電話に
かけ直す
息子や孫のふりをして

庁
視
警

へえ、早くお金もらおう！
信じていいかな？
おかしいかな？

11

10

29

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

＝大阪市東住吉区駒川＝を逮捕した。「暴

ＡＴＭの１億円窃盗容疑、元警備員の男

以上の資金提供を受けながら隠していた

50

のけがを負った。

42

12

10

市・区役所・厚生労働省
を名乗って

を逮捕─千葉県警 メンテナンス中の現

10

10

42

12

3 つのウソ電話に注意！
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49

33

メディア出演者 国会議員や有識者らに

警視庁からのお知らせ！

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
下地
地常
常雄
雄
25

下地常雄

技術さえマスターすれば、一人前のクリ
人は歳をとると、いい加減な服装でも

ーニング職人だ。

父親は徴兵され外地で死亡したという
平気になったりするが、私は今でも出掛

預けられた叔母の家

が、実際のところ詳細は不明だ。宮古島
ける時はきちんとした服装をと心掛けて

服だ。ビジネスを始めるには、信用が何

ンではなく、相手の信用を獲得する戦闘

社会人にとって服装は単にファッショ

だ。

清潔でＴＰＯを間違えないことが大事

いる。ブランド物である必要はないが、

の人たちの多くは戦争中、平良港から船
で台湾に疎開していた。
母親は終戦後、疎開先の台湾で生まれ
３歳となっていた私を連れて宮古島に戻
った。しかし、島では仕事がなかったた
めに沖縄本島で職を得た。
小学校２年生の頃、私は叔母の家に預
みで働いていたので、週に一回、その当
でいたクリーニング店での経験を通して

私が清潔な服を好むのは、叔母が営ん

より肝要だ。

時は珍しかった米軍のチョコレートやチ
の美意識を受け継いでいるのかもしれな

けられていた。お袋は米軍基地で住み込

キンなどのお土産をもって、私に会いに
い。

小５、担任から「すぐ家に帰れ」

帰ってくる生活だった。
叔母の家はクリーニン屋を経営してい
た。時々手伝っていたからクリーニング
ワイシャツは、汚れる部位は決まって
が５年生の時に、住み込みの米軍基地で

学校３、４年までいた。ただお袋は、私

クリーニング屋だった叔母の家には小

いる。袖と襟首だ。無論、全体的にしみ

の仕事を辞め、産婦人科の病院で家政婦

に関しては、結構詳しい。

を落とすため、基本的な洗濯は必要だが、

一緒に暮らせると喜んだのも束の間、

として働き始めた。

サラでブラッシングしてしっかり落とす

お袋は病気で倒れ闘病生活を強いられ

肝心なのは、袖や襟首の汚れを竹製のサ
ことだ。最後に糊付けとアイロンがけの

と手を出して私の手に

ていた。南風が吹く青空に吸い込ませる

その日は、仲間と一緒に凧揚げに興じ

マったことがある。

触れた。温もりのある柔

ようにタコ糸を伸ばしたりするが、風は

袋は布団の中からそっ

らかい手だった。
そして、

同じ様に吹いてくれるわけではない。
何とか持ち直そうと走り出した途端、私

そうした風に翻弄されて落下する凧を

ただ一言「ごめんね」と
言った。それがお袋の最
期の言葉だった。
たまま世を去る母の無

を埋め込み、周りは草で覆われていた。

畑の中の肥溜は、掘った穴にドラム缶

は宙に舞い肥溜に落ちた。
念と、不憫な息子への想

畑の持ち主なら、その位置を間違えるこ

小学生の息子を残し

いがにじんでいた。その時の光景を私は

とはないだろうが、
〝一見の客〟に過ぎ

と私の四人がお袋と一緒に船で帰島し

夫婦がお袋を抱きかかえてくれ、おばあ

島に連れて帰りたいと言って来た。叔母

袋が長くないと知り、生まれ故郷の宮古

通うようになってからは一度も欠席する

日数は少なかったが、引っ越して学校に

だから、転校時前後の空白があって出席

小学校は結局、六年間で五回変わった。

返りがある。

底に足はついた。しかし頭などにも跳ね

小学生の私の胸の高さで、ドラム缶の

ない小学生の私には分かるはずもない。

私は近くの川にめがけてダッシュし

ことはなかった。

まず、手と顔を洗い、それから上着を

た。仲間に目をくれる余裕もない。
気やずる休みで欠席したわけではない。

脱いで上半身の汚れを落とした。しゃが

全出席日数は人より少ないものの、病
私は皆勤賞ものだとひそかに自負してい

みこんで下半身を洗えば結構、すっきり

「どうしたのか？」
「大丈夫か？」など

その道を通過した。

川の淵は土手になっていて、何人かが

した。

る。

家の中にいるより外で走り回る方が好

肥溜にハマった
病床に伏すお袋は、ほぼ虫の息だった。

きだった少年時代、畑にあった肥溜にハ

こえだめ

それでも帰ってきた私を目で追うと、お

一目散に走って帰った。

れ」と言った。嫌な胸騒ぎを覚え、私は

ていた私に、担任の先生が「すぐ家に帰

その日、宮古島の小学校で授業を受け

した。

宮古島に戻りしばらくしてお袋は他界

た。私が小学校５年の４月のことだった。

いちげん

た。お袋の病気は良くなるどころか悪化

ずっと忘れない。

「ごめんね」と
言って母他界

するばかりだった。おばあ（祖母）はお

回
回 想
想 録
録
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小柄だった母

と声をかけてくれる人もいたが、
「私は
大丈夫です！」とすまして答えて汚れを

出だ。

中学卒業時の寄せ書き
中学校の成績は人に見せられたもので

落とした。
人生を振り返ると、少年時代の肥溜落
教室ではしょぼくれていた私も、運動着

はなかった。それでも体育は例外だった。

い出だが、社会に出て、私は世間の肥溜
に着替えての体育の時間は俄然、張り切

ちは懐かしさすら感じ、ほのぼのした思
に手酷く落ちたことがある。連帯保証人
った。
自分でいうのもなんだけれども、体育

になった取引先の会社の倒産に伴う絶体
絶命のピンチだった。こちらの肥溜とそ
の時間だけはヒーローだった。
中学校の同窓生が寄せ書きをしてくれ

中学時代、いかにも悪ガキ風

った異様な惚れ込みぶりのものまであっ
た。

評価してくれている。
の戒めが込められた言葉だと受け止め

は運動能力の高さを悪いことに使うなと

さすがにベタ誉めに過ぎるが、これに

「テニス、卓球、バスケット、マット、
た。

たノートにも、運動能力の高さを一様に

学校では何でもこなしたスポーツマン」
「 い つ も 朗 ら か で ス ラ リ と の び た 足、
君の顔を見れば、僕までも朗らかになる

のは、
「いつもニコニコしていた常雄君。

寄せ書きの中で性格に言及している

美しい体つきはなんだか裕次郎を思わせ
よ」
（宮里）とか、
「いつも会うたびに笑

（池田）

るよう。あなたは将来、立派なスポーツ
わせてくれた。僕も君の性格を少しでも
ふるさと

見習いたい」といったものもある。

マンになれるでしょう」
（高原）
中には「君のスポーツマンらしい、柔

が、同級生の存在も同じくらい大切だ。

故郷というのは母親の存在が大きい

ックに出場して、そうとうな成績をあげ

今でも少年時代の友達やクラスメイトと

かいその身体、君は第 回東京オリンピ
年の

られる気がする」
（友利）とか「
は交流が続いている。

老夫婦 いつのまにやら
ディスタンス
（東京都）今さらフルムーンでもない
（新婚はゼロ距離、それから段々と距離が離れて
いくのが夫婦。自然にソーシャルディスタンス
になって熟年離婚という終着駅に到着）

【応募要項】次号のお題「平和」

（中国は虎という絶滅危惧種か？）

（奈良市）まほろば太郎

台湾へ 爪を伸ばすや 虎の国

（人の話を聞かない妻は馬の耳）

（東京都）馬耳東風

岸田総理 わが家の妻は 聞く耳無し

（明日はわが身なのか？）

（東京都）窓際三平

笑点も リストラの風 身に染みる

（今後の日本社会の問題である）

（千葉市）後期高齢者

貯金減り 会話も無くなる 独居老

【 佳作】

人

東京オリンピックでの活躍を祈る」とい

俳句・川柳 月号

（コロナ禍がうらめしい）

家族という 故郷へ帰る 夜汽車かな
（鎌倉市）中村 金吾
（コロナだからこそ家族が愛おしい）

川柳

（孫のやることなすこと、すべてじじいにはかわ
いい。まさに、
孫の禿げ頭をたたくいたずらさえ、
そこに将来のミューシャンの才能を見て喜ぶの
である）

（堺市）将来はミュージシャン

禿げ頭 たたく孫に じじい馬鹿

（コロナ禍で自粛、閉店、派遣切り、ホームレス
と暗い世相が続くが、現代の啄木ならばかく嘆
くかもしれんのう）

（東京都）石川木鐸

天 貧しさや じっと手を見る
ああ寂し

地

64

（さいたま市）沓形 史郎

ふるさとや 帰れぬ思い 春の空

３

の匂いは二度と体験したくない酷な思い

「家族」
「テーマ自由」

俳句
天 コロナ禍や それでも一輪 梅の花
（水戸市）桑原 惣兵衛
（今年はコロナ禍から解放されると思っていた
ら、オミクロン株の猛威の兆候。いったいいつ
になったら収まるのか。そんな中、咲いた一輪
の梅が希望である）

大仏や 天にそびえて 春の風

（難しい表現を使うことがいいと思っている人がい
るが、俳句は心で詠むものである。生きているこ
とを感謝し、育ててくれた祖国を思う。それだけ
でいい）

（東京都） 金原 俊雄

地 わが祖国 山紫水明 人美し

人

（鎌倉市）高山 壮太
（大仏を遠くから見ると慈愛、近づくにつれて少
しずつ圧倒され、そして見上げると空に屹立し、
春の風が吹き寄せているというのである）

【 佳作】
マスク越し 会話の声も 途切れがち
（横浜市）篠山 卓
（なかなか 話 し づ ら い の で あ る ）

妻の顔 今朝は昔の 微笑で
（東京都）東野谷 佐吉
（新婚当時を 思 い 出 し て い る の か ）
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少年時代のクラスメートと（前列左）

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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面銀世界で頬がピッと張る。
白菜の畝に行くと、葉は凍って
いる。
それが午前７時前、太陽が東の
山から昇ると、途端に表層の霜が
溶け出し葉脈を川のように下り、
根元に落ちていく。
白菜は霜に負けまいと、いっぱ
い糖分を出して凍りつかないよう
に一晩中、踏ん張っている。だか
ら冬の白菜は甘い。
それでも一部は霜にやられ凍っ
てしまうが、太陽に命を与えられ
たように朝には回復する。
何より太陽が融かした夜の霜
が、白菜にとって朝の一杯のドリ
ンクとなり命をつなげている様は
感動的だ。
人生も同じ。
艱難は人生を豊かにする一杯の
ドリンクだ。
（Ｉ）

国会両院記者会所属

政界往来社

国
会
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た戦乱を潜り抜けた鉄だ。
タイトルマッチを仕留めたコブ
ラ諏訪を支えているのは、燦然と
輝く栄光のベルトではなく、家族
同然のジムの仲間たちだった。
東京タワーの下にも、もう一つ
の東京タワーがある。
（Ｔ）
▽…秩父山系の一角で、里山暮ら
しを楽しんでいる。
ヒートアイランドが叫ばれるよ
うになった都会とは、朝の冷え込
みは４度程度違う。
都 心 で ２ 度、 ３ 度 と 冷 え 込 め
ば、間違いなく里山の池には氷が
張る。
その鋭角の三角形の枝を持った
氷の結晶も美しいが、感動的なの
は畑一面に雪のように積もった霜
も実に美しい。
うっすらと絹のベールをかぶせ
たようで決して厚くはないが、一

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

編集後記
▽…ピューマ渡久地ジムの取材で
は、申し訳ないと思うことがあっ
た。
コブラ諏訪に、写真撮りをお願
いした時のことだ。
諏訪は、高倉健が書いてくれた
書の前を指定した。
諏訪は、そこに行く途中にいた
少年をみつけると、さっと一緒に
肩を組んだ。
プロのカメラマンなら、この一
瞬を決して見逃すことはなかった
だろう。この時の諏訪の笑顔が、
実によかったのだ。
その輝きを撮り損ねた。
だが、
この融けるような笑顔に、
このジムのメンバーを家族として
いる諏訪の胸の内が見えた。
渡久地ジムは、東京タワーの下
にある古びたビルの３階にある。
戦後の東京の復活の象徴でもあ
る東京タワーは、１９５０年の朝
鮮動乱で連合軍が使った戦車のス
クラップが鉄骨の一部に使われて
いる。狸穴の夜に燦然と輝く東京
タワーを支えているのは、こうし
い
願
お

編
集
後
記

