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はじめに

本書はブログサイト「なぞの施設 AREA09annex(http://area09.air-nifty.com/)」の記事、2005 年 3 月 26 日

～2008 年 4 月 30 日掲載分を収録したものです。なお、本文中記載されている URL アドレス等は執筆時

のものであり、現在は更新・リンク切れしている場合があります。

当施設について

私が当施設の施設長です。

当施設は、千葉県浦安市内某所に存在するという以外、詳細な所在地は定かではありません。

また、当施設、「Annex」とありますが、なぜ別館なのか、また本館が存在するのか、どこに存在す

るのか等、これらも諸説あるものの定かではありません。
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2005 年 3 月 26 日 (土曜日)

とりあえず開設（現在試験運用中）

開設と相成りました。当施設は千葉県は浦安市の某所にあります｡

現在まだ試験運用中。

2005 年 3 月 26 日 (土曜日)

開設にあたって

私が当施設の施設長です。

とりあえず、ここではよろず、極東アジアのニュースな話題について、あるときはコピペをし、ある

ときは、関連書籍の紹介などをし、またあるときは施設長が勝手なことをほざくウェブログとしたい

と思います。

2005 年 3 月 27 日 (日曜日) 

中国の反国家分裂法に反対、台北で      100      万人デモ  (3/26)  

「反分裂法反対　台北で１００万人デモ　陳水扁総統も参加」 産経新聞(3/26)

http://www.sankei.co.jp/news/050326/kok083.htm

「台湾の抗議デモ、中国新華社が批判」読売新聞(3/26)

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20050326id24.htm

「台湾で「１００万人」デモ　反国家分裂法に抗議」朝日新聞(3/26)

http://www.asahi.com/international/update/0326/008.html

「台湾：１００万人デモ　「中国の圧力」国際社会にアピール」毎日新聞(3/27)

http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/asia/news/20050327k0000m030055000c.html

ちなみに台湾の人口は 2300 万、つまりその国の総人口の 4%強が参加したことになる。日本で言

えば東京で 500 万人参加したデモ（どこでやるんだよ・・・）が起きたのに相当する。

昨年 2 月 28 日には 228 事件（※）にちなんで「中国の武力攻撃から台湾を守る手護台湾「人間

の鎖」運動」が行われ、台湾を縦断して手をつなぐ人間の鎖はこれまた 200 万人に達した。

※228 事件：第二次大戦後、中国より進駐し台湾を占領支配した国民党は台湾に圧政を敷き、た

ちまち経済は破綻した。不満を抱いた台湾の民衆が 1947 年 2 月 28 日、外省人官憲による暴行

事件をきっかけに全土で一斉に蜂起。これに対し国民党政府は知識者層を中心に 2～3 万とも

言われる台湾人を虐殺した。民主化後の現在の台湾では 2 月 28 日は国民の休日となっている。
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2005 年 3 月 27 日 (日曜日)

書籍紹介：「民間防衛」

「民間防衛 -あらゆる危険から身を守る-」　スイス政府編著　原書房

スイス国旗を模したまるでアーミーナイフのような柄が表紙のこの本、アウトドア趣味的なサバイ

バル本程度と思って読むと衝撃を受ける。これはスイス政府が、「もし戦争が起きたら一般の民

間人はどう備えどう行動するか」を詳細にまとめて、国民に配布している教本である。戦争による

災害（核攻撃も含む）に対する防災知識から、侵略を受け占領されてしまった場合、想定される

情報戦や抵抗運動のことまで書かれている。その内容は衝撃的で日本人の持つ「永世中立国」

のイメージを根底から覆す。日本人はとかく、相手によいことさえしていれば相手は決して自分に

悪いことはしてこない、と考えがちなせいだろうか、なかには今の日本を「非武装中立化すべき」

と言う人もいる。中立とは、どこの国とも敵対しないことだけを意味するものではない。そのかわ

り、いざというとき誰の助けも期待してはならない、ということも意味する。スイスは軍用ライフルと

銃弾一式を国民の全家庭に備えることを義務づけているという。非武装中立どころか国民総兵

のとんでもない重武装中立国家である。

フランス、イタリア、ドイツ、オーストリア・・・、周辺が民主的で政治的に安定した国ばかりのスイ

スですら、中立を国是としているというだけでこうなのである。かたや周辺にあんな国とかこんな

国とかあって（笑）、ろくでもない不安と脅威だらけの、日本。永きにわたり平和と中立を維持し続

けるスイスならではの、以下のような主張に耳を傾けてみよう。

「スイスは、征服の野心をいささかも抱いていない。何国をも攻撃しようとは思っていない。望んで

いるのは平和である。しかしながら、世界の現状では、平和を守り続けるためには、また、他に対

する奉仕をしながら現在の状態を維持するには、軍隊によって自国の安全を確保するほかない

と、スイスは信じる。（民間防衛 p.233）」
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2005 年 3 月 29 日 (火曜日)

リチャード・ギア、中国政府批判

>台湾の声：

>来日記者会見後、中国の反国家分裂法反対を訴えるリチャード・ギア　　

>米俳優リチャード・ギア（55）が中国政府への怒りを爆発させた。ギアは 28 日、都内で行われた

映画「Shall　we　Dance？　」（ピーター・チェルソム監督、4 月 23 日公開）の会見に出席。終了

後、にこやかに写真撮影に応じていたが、突然、壇上から降りて司会者のマイクを奪った。「映画

に関係ないけど」と前置きした上で「中国で反国家分裂法が制定されたことに強く反対します。小

泉首相の見解と同様、中国に武器が輸出されることを絶対反対します！　」。約 600 人の取材陣

を前に、最後は胸の前で両手を合わせて訴えた。同法は、台湾が中国からの独立を宣言した場

合に武力行使を容認するというもので、台湾で反対運動が起きている。

>　ギアはこれまでも中国政府批判を繰り返してきた。93 年にはアカデミー賞授賞式にプレゼン

ターとして出席し「中国政府がチベットを抑圧している」と発言。政治的発言をしたとして、その後

の同賞授賞式から追放された経験もある。

>　今日 29 日、ギアは小泉首相を表敬訪問する。一部で「似ている」といわれた小泉首相との初

対面に「すごく楽しみにしているよ」とコメントした。 

>（日刊スポーツ）

http://www.emaga.com/bn/?2005030094039528001099.3407

日刊スポーツ、デイリースポーツ、中日スポーツなどで取り上げられているが、なごやかな記者会

見の場で、突如司会者のマイクを奪い、声を荒げて訴えたとのことで、そのあと場内は拍手が沸

き起こったそうである。しかしながら、ネット上をあたった限りでは、これら芸能紙とロイター以外、

ギア氏が中国批判発言を行った件について触れている全国紙メディアは今現在の時点ではな

い。会見のあとの表敬訪問で小泉総理とダンスを踊ったことの方はどこのメディアも報じているの

で、（明日紙面で報じるメディアはあるかもしれないが）朝日、毎日、日経など全国紙のほとんど

はおそらくこのままスルーすると思われる。もしこの一件について日本国内の全国紙がどこも全く

触れないとすれば、政治的活動にも熱心なギア氏ならばさぞかし失望し、日本のマスメディアに

不信感を抱くことだろう。

まあ、今回の件自体は確かにそれほどの大ニュースというわけではないが、日本のメディアは中

国に批判的な報道（特に台湾問題）をすることに及び腰なのことが未だに非常に多く注意が必要

である。ということで今日の話題とした。
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2005 年 3 月 30 日 (水曜日)

中山文科相、「竹島・尖閣は日本の領土　指導要領に明記へ」

>中山成彬文部科学相は二十九日の参院文教科学委員会で、竹島（島根県隠岐の島町）と尖閣

諸島（沖縄県石垣市）が日本固有の領土であることについて、教科書の内容の基準である学習

指導要領の次回改訂で明記する意向を表明した。有村治子氏（自民）の質問に答えた。

>・・・

>≪韓国メディア「妄言」と反発≫

>　【ソウル＝久保田るり子】中山成彬文部科学相が二十九日、中韓両国が領有権を主張する竹

島（韓国名・独島）や尖閣諸島を学習指導要領に日本の領土と明記すべきだと発言したことを、

韓国メディアは「妄言」と報道するなど一斉に反発している。・・・

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050330-00000006-san-pol　　産経新聞(3/30

3 月 16 日に島根県議会で、2 月 22 日を竹島の日とする条例が可決されたのを発端ににわかに

大きな話題となった竹島問題。これまで、島根県の再三の要望にもかかわらず政府は韓国を刺

激することを避け、事実上竹島問題は棚上げ状態にしてきた。領土を返す返さない以前にまず日

韓漁業協定で日韓で共同管理が決められているはずの竹島近海の漁業権すらも、現在反故に

され日本の漁船は近寄ることもできない。今回の件は、その現状にたまりかねた島根県が世論

喚起のため起こした、と言ってよい。今日のニュースはそれに対し国もここへ来てようやく重い腰

を動かした・・・、かもしれない？といったところである。

竹島問題は本来ならば国際法的にはむしろ日本側が有利（※）と言われている。しかし、韓国に

長年実効支配を続けさせ、またそれゆえ今の韓国の一般国民は「独島（＝竹島）は韓国の領土」

と信じきってしまっている。その原因の一端は、事を荒立てるからと毅然とした態度を取ることに

消極的だった戦後の日本側の対応にもあるだろう。

※戦後日本がサンフランシスコ講和条約で主権を放棄した中に竹島は含まれていない。1952 年

に韓国がいわゆる李承晩ラインを一方的に設定、竹島の領有を宣言した。当然その直後から日

本はこれに抗議し国際司法裁判所で争うことを主張しているが、韓国は現在でもそれを拒否して

いる。つまり韓国側も国際司法の場に持ち込まれれば自分達が不利になることはおそらくわかっ

ているものと思われる。
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2005 年 3 月 31 日 (木曜日)

日本の常任理入りに反対、中国１千万人ネット署名

>【香港＝関泰晴】２９日付の中国系香港紙「文匯報」などによると、日本の国連安全保障理事会

常任理事国入りに反対して中国の大手インターネット業者３社がネット署名運動を行っており、こ

れまでに１０００万人以上の署名が集まった。 

>　サイト関係者によると、目標は「８月１日までに２０００万人」。携帯電話のメールも受け付けて

いるという。集まった署名簿は、国連のアナン事務総長などに送り、日本の常任理事国入りに反

対する「中国の民意」を示すとしている。 

・・・

「日本の常任理入りに反対、中国が１千万人ネット署名」読売新聞 (3/29)

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20050329i215.htm

先日記事、台湾での百万人デモの凄さは伝えたが、これはその国が思想・信条の自由と言論の

自由があり、民主化された社会で起きた話しだからこその「凄さ」である。これが思想・信条の自

由もなく、言論を統制された国での話となると、そのデモなり署名なりの人数が増えれば増えるほ

どに、むしろ「滑稽」という表現が相応しい。先日の全人代（中国の国会にあたる）での反国家分

裂法案の可決も反対票は０。ちなみに北朝鮮でも選挙というものはありはするらしいが毎回得票

率は１００％という結果で「民意が示されている」（失笑）。

ちなみに日本の常任理事国入りには、共闘関係にあるドイツ、インド、ブラジルのほか、数多くの

国ないしその国の要人が支持を表明している。先日は国連のアナン事務総長が「アジアの枠のう

ち一カ国は当然日本だ」とうっかり口を滑らせてしまう一幕があったのは記憶に新しい。国際社会

では日本が常任理事国入りすることに賛成の声は多けれど、反対しそうなのは今のところほとん

ど中国、韓国、北朝鮮という、例によっての極東反日迷物トリオだけである。

ちなみに施設長の意見としては、これまでの国連ははっきり言ってアテにならないというか、正直

別にどうしても常任理事国入りしてほしいと思ってるわけでは実はなかったりはする（なったところ

で現状の国連改革案では新常任理事国に拒否権はない。従来の常任理事国の特権状態は変

わらず、一方国連における日本の負担が増やされることだけは保証付きなのではあるまいか）。

だ・け・ど、国際社会の大勢が日本の常任理事国入りを支持するという空気の中、一部日本に粘

着する連中の国家的ストーカーともいうべき異常さを浮き彫りにして宣伝することができれば、む

しろ非常に好都合だと考えている今日この頃ではある。

中国よ、がんばってその署名人数を増やしてやってくれ。13億の人口の底力というやつをぜひ見

せてくれ（笑）。
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2005 年 4 月 1 日 (金曜日)

台湾の声：「切腹」した許文龍先生に敬意を表する 

今日は取り急ぎ以下コピペ

------------------------------------------------------

件名：「台湾の声」「切腹」した許文龍先生に敬意を表する 

「切腹」した許文龍先生に敬意を表する 

（転送転載、歓迎）

　　　　　 　　　　　　　台湾の声編集長　林　建良 （りん　けんりょう）

　奇美グループの元会長、許文龍先生が３２６百万人デモの前夜、新聞紙上で中国の反国家分

裂法を支持するとの広告を掲載した件について、3 月 29 日の朝日新聞は「台湾独立派の大物、

心変わり・商売絡みで『圧力』、憶測」と報じた。 

　小林よしのり氏の『台湾論』にも登場し、日本でも尊敬を集めていた許先生だが、この記事を読

んで失望した人も多いのではないだろうか。 だが台湾国内では、許氏への失望というより、同情

の声が圧倒的に高い。中国に進出中の奇美グループが「人質」にされ、もはやこのようにせざる

を得なかったというのが一般的な見方である。すでに江蘇省鎮江にある同グループの工場は、

中国当局から稼動停止命令を受けたり、工場長が逮捕されるといった卑劣な圧力を受けてい

る。反国家分裂法に引っかかり、その犠牲となった台独派第一号という見方が専らだが、正にそ

の通りなのである。 

　だが許先生は単なる憐れな犠牲者で終わるような人ではない。問題の広告を見ると、確かに許

先生のサインはあるものの、その文面は中国人が書いたような中国語なのである。これは非常

に下品な言葉遣いであり、台湾人なら決して書けないものだ。特に日本教育を受けてきた許先生

の世代は、このようなものは断じて書かない。しかも中国の国家指導者には敬称をつけ、陳総統

を「総統」と呼んでおらず、台湾人から見れば、これは異常すぎてとても真意だとは思わない。さ

らには広告の中で許先生は「会長引退」を表明しているが、実際にはすでに昨年 6 月、とっくに

引退しているのだ。 つまり「自分で書いたものではない」「これは本意ではない」「すべてウソだ」

といっているのに等しく、これは許氏の抵抗であろう。そして私はこれを読んで気がついた。この

広告で許先生は、台湾人に対して「中国に関わればこのような目にあうぞ」と警告しているのだ。 

　許先生は今回の広告を打ち出したことで、これまで台湾のために尽くしてきた自分の営みをす

べて無にした。つまり自らの人格を否定したのである。だが敢えてそのような道を選んだのは、奇

美グループの従業員のためだけではない。台湾に警鐘を打ち鳴らすためなのだ。そして警鐘は

最大限に鳴らした。つまり人格の「切腹」を通じて、対中投資を奨励する国家指導者陳総統に対

しての諫言を行ったのだ。 私はそうであったと断言できる。許先生とはそのような方だ。日本教

育を受けた許先生のこの行動は、日本人ならよく理解できるはずだ。 

　私は許先生を気の毒だとは敢えて言わない。それよりむしろ台湾のために発揮した勇気を讃え

たい。 

　そして日本のメディアでありながら、軽々と「心変わり」と報じた朝日新聞には軽蔑する。そもそ

も許先生が警戒を呼びかけるところの反国家分裂法は、何も台湾企業だけでなく、中国に進出

する日本企業にとっても脅威である。だがそれすら書かないこの記事は、結局は許先生を見せし

めにしようとする中国の行為を手伝っているだけである。 
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　許先生が中国から憎まれるのは、台独派だからというだけではない。中国から見れば許先生

は李登輝先生に次ぐ「親日派」の権化であり、日本人の尊敬の的であるということも大きいのだ。

中国の対台湾戦略の重要な一つは日台関係に楔を打ち込むことであり、両国を接近させる許先

生は何としてでも日台への裏切り者に仕立てる必要があった。 

　朝日新聞が台湾の統一派とともに、中国の「反台湾」「反日本」の駒であることは疑いないが、

今回の記事も中国の意向を受けてのものだったのだろうか。 

いずれにせよ、許先生の真意を伝えてその名誉を守るため、そして敬意を表するため、この一文

を書いた。

毀誉褒貶をも厭わぬ台湾のサムライ 

許文龍先生に激励のメッセージを！ 

●激励、応援の言葉を台湾の声編集部にお送り下さい。ご本人に届けます。 

　送り先：　koe@formosa.ne.jp　（このまま返信できます） 

●メッセージは本誌で掲載することもあります。掲載を希望されない方は、その旨お書き添え下さ

い。 

『台湾の声』　http://www.emaga.com/info/3407.html

『台湾の声』　バックナンバー　http://taj.taiwan.ne.jp/koe/

『日本之声』　http://groups.yahoo.com/group/nihonnokoe 　Big5漢文

台湾の声：
http://www.emaga.com/bn/?2005040001079379003802.3407
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2005 年 4 月 3 日 (日曜日)

書籍紹介：「『反日』の構造」

「反日」の構造　－中国、韓国、北朝鮮を煽っているのは誰か－

西村幸祐　著　ＰＨＰ出版

---------------------------

「はじめに」より

　日本が危機に瀕している。それも、有史以来最大の危機と言っても過言ではない。五十九年前

に日本は戦争に負けたが、あの敗戦を遥かに上回る危険な情況に陥っている。そもそも、現在

の危機の本質を自覚できないこと自体が、最大の危機なのだ。拉致問題、領土問題、安全保障

問題、歴史認識問題、という国外からの攻撃は、韓国、北朝鮮、中国の <反日トライアングル> か

ら向けられたものだが、その <反日トライアングル> に攻撃の武器を供給し、援助し続けているの

が日本なのだ。

目次より：

第一章　＜反日ファシズム＞の襲撃

第二章　メディアの解体　－　ワールドカップと北朝鮮報道の正体を暴くネットの力

第三章　「２ちゃんねる」は＜閉ざされた思考空間＞を破る

第四章　拉致家族と『朝日新聞』＆筑紫哲也氏の深すぎる溝

第五章　北朝鮮を崩壊させる法、あります

第六章　八月十五日、靖国参拝に雨が降る。

第七章　「冬ソナ」と日韓友好ブームに潜む危機

第八章　終わりなき中国の「反日」

第九章　殉職　－　外交官・奥克彦氏と井之上正盛氏の「日本」

---------------------------

中国・韓国・北朝鮮の日本に対する国家ストーカー的との言うべき「反日」を煽っている者が日本

国内にもいる、は施設長も激しく同意である。そして、近年それに対して強力なツッコミを入れる

役目を果たしているのが「２ちゃんねる」などインターネットの力であるということも。このマスメディ

アが流す情報とネット上の世論とのギャップをウォッチングするのが施設長的にはここ何年か面

白くてやめられず、このブログを作った動機も主にそこにある。

例えばの話しをすればだが、先日記事でも触れた件、日本のメディアはとかく中国に阿り台湾問

題に関して台湾に冷たい。今年正月の李登輝前総統訪日の際もしかりで、李登輝氏の動向につ

いては大きく報道しないようにし、一方「中国は怒っている」の報道だけは欠かさなかった。

そして、空港などで歓迎する人々はあたかもみな在日台湾人だけかのように伝えているメディア

があったが、それは事実ではない。このとき当ブログでも紹介しているメルマガ「台湾の声」（※）

が、支援に回った２ちゃんねらー達と半ば連携して関連情報を流していたのには施設長は思わ

ずウケてしまった。２ちゃんねる上に流れた空港等での李登輝氏歓迎の画像には、日の丸が多く

写っていた（一方マスメディアの映像ではほとんど写ってなかったようである）。

※台湾正名運動の発案者である在日台湾人の林建良氏（元在日台湾同郷会会長、現世界台湾

同郷会副会長）を編集長に、在日台湾人および日本人の支援者の手によって運営されているメ

ルマガ。内容は主に台湾情勢についてで、ほとんどが日本語で配信されている。当ブログ「おす

すめ URL」参照。
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2005 年 4 月 4 日 (月曜日)

台湾与党連合の独立派政党党首、靖国神社参拝

>　台湾の与党連合を形成する独立派政党、台湾団結連盟（台連）の蘇進強主席ら議員が４日、

靖国神社を参拝した。台連によると、第二次大戦のＡ級戦犯合祀（ごうし）により日本の首相参拝

などが政治問題化して以降、台湾の政党幹部が参拝したのは初めて。

>　中国から靖国神社参拝に強い批判を受けている小泉純一郎首相にとり、台湾政党幹部の参

拝は“援護射撃”となりそうだ。一方、中国からの反発は必至だ。

>　蘇主席は参拝の理由について「（台湾出身者を含め）戦争で亡くなられた英霊に敬意を表すた

めにきた。靖国神社はいままでの恩讐（おんしゅう）を超えて平和を求めていく場所だ」と未来志

向を強調した。

「台湾独立派政党が靖国参拝　台湾団結連盟」共同通信(4/4)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050404-00000165-kyodo-int

日本の国連常任理事国入りで中国で、竹島問題で韓国で、反日デモ暴動のニュースが連日伝わ

る中、今日はこんなニュースがさりげなく伝わってきた。ものぐさな^H^H^H^H^H多忙な施設長的

には正直、このウェブログ、ちゃんとまめに更新できるかいな、と思っていたのだが、しばらくはネ

タの方が多すぎて書くのが追いつかなさそうだ・・・。

今回もカテゴリは台湾だろ、というツッコミはあるが靖国神社の話題についても、当ウェブログで

は触れてゆきたいので今日の話題は靖国神社に分類する。

はっきり言おう、中・朝・韓だけが「アジアの声」ではないということだ。今日靖国神社を参拝した台

湾団結連盟の蘇進強主席は戦後世代であり、李登輝前総統のような日本語世代ではない。実は

外国の要人、外交官、武官、軍隊などによる靖国神社参拝というのが、戦後も（A級戦犯合祀後

も、である）多く行われていることは、あまり知られていないかもしれない。以下、ネット上の情報

の元ソースは確か、靖国神社内の遊就館の展示だったと思った。今後も機会あるごとに、中・朝・

韓の言うようなものとは全く様相の異なるアジアの、または世界の声を紹介していく。

世界の要人らの靖国神社参拝
http://photo.jijisama.org/YasukuniY.html
世界の軍関係者の靖国神社参拝
http://photo.jijisama.org/YasukuniG.html
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2005 年 4 月 7 日 (木曜日)

歴史教科書検定：各紙の社説（  4/6  ）より  

【主張】中学教科書　記述の是正はまだ不十分 産経新聞社説(4/6)

http://www.sankei.co.jp/news/050406/morning/editoria.htm

［歴史教科書］「検定、採択は日本の国内問題だ」  読売新聞社説(4/5)

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20050405ig90.htm

教科書検定　薄める工夫を 毎日新聞社説(4/6)

http://www.mainichi-msn.co.jp/column/shasetsu/news/20050406k0000m070147000c.html

「つくる会」　こんな教科書でいいのか 朝日新聞社説(4/6)

http://www.asahi.com/paper/editorial20050406.html

1982 年に「教科書検定“侵略→進出”書替え」報道が外交問題にまで発展した騒動（※）をきっか

けに、歴史教科書の検定基準には、近現代史の記述内容で近隣諸国への配慮をせよという、

「近隣諸国条項」というものがある。それ以来、日本の歴史教科書は「近隣諸国への配慮」という

名のもと、中・朝・韓に阿った、やや行き過ぎ、または不正確な記述内容があるというツッコミの声

が、近年はわりと多く聞かれるようになった。今年の文部科学省の中学歴史教科書の検定結果

に対し、新聞各紙は６日付けで一斉に社説に取り上げた。

産経・読売は、それが基本的には是正の方向にある、近隣諸国の抗議は内政干渉、という論

調。産経は前からかもしれないが、読売も昔と比べればだいぶ踏み込んだことを言ってるような

気がする。

一方、朝日・毎日は、つか特に朝日は、最近のこの傾向に、まあとにかく不満タラタラという雰囲

気が文面いっぱいに現れている。で、読んで気づいたが朝日も毎日も、最近の歴史教科書問題

に対するツッコミの声を意識した共通した表現が見られる。

朝日：

>検定についても指摘しておきたい。 

>　・・・

>　政府見解の通りにしなければ合格しないからだが、検定でそこまで求める必要があるのだろう

か。これでは、国定教科書と差がなくなる。

毎日：

>問題なのは国定教科書ではないとはいえ、相当程度国が関与していることだ。

ん？この国定教科書・・・って？さてちなみに例えばどこの国の教科書のことを言ってるのか。

そう、日本の歴史教科書の内容に毎度文句を言ってくる、中国と韓国は、国定教科書。歴史は国

家が書くものとされているのである。はっきり言えば中国や韓国の歴史教科書の方が、よっぽど

自国に都合よく、近隣諸国に配慮０の、ともすればトンデモな内容であり、「おめーらに言われた

かねーよ！」という意見が近年聞かれるようになったことを意識しての表現であろう。

でもさ、それってさ、要するにさ、日本の教科書に文句つけてくる中国と韓国の「国定教科書」の

方が、日本の「検定教科書」よりよっぽど「ヘン」だってことは、毎日やそして朝日ですらも近年は

認めてくれるってことなのね♪

一昔前に比べればまさに隔世の感があるというところかもしれない。
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※1982 年、文部省（当時）の歴史教科書検定で、中国への「侵略」が「進出」に書き換えられたと

マスコミ各紙が報道。これに対し、中国と韓国が抗議、外交問題に発展した。これを機に、教科書

の検定基準に「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調

の見地から必要な配慮がなされていること」と言う、いわゆる「近隣諸国条項」が加えられるよう

になった。しかし、実際にはこの「侵略→進出書き換え報道」は、世紀の大誤報であり、事実では

ない。直後にマスコミ各紙は一応、訂正記事を掲載している。朝日新聞もお申し訳程度、ないし

婉曲的に誤報を認めたらしい。ただその後も今回の社説のように、「検定制度自体に問題がある

のが悪い」だか何とか、話しをすり替え論調変えずだったと思った。まあ当時施設長はまだ子供

だったので正確には覚えてないというのはあるが、実は家では朝日新聞を購読していた。ので、

白状するとこの一件が誤報だったことを知ったのは、恥ずかしながらかなり後年のことである。
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2005 年 4 月 7 日 (木曜日)

竹島の記述、削除を要求　日韓外相が会談 共同通信  (4/7)  

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050407-00000183-kyodo-pol

>　【イスラマバード７日共同】町村信孝外相は７日、訪問先のイスラマバード市内のホテルで韓

国の潘基文外交通商相と会談した。潘氏は一部の歴史・公民教科書の記述を「歪曲（わいきょ

く）」と激しく非難し、関連部分を削除するよう要求。町村氏は削除を拒否、冷静な対応を促し

た。・・・

例によって歴史教科書を書き換えよ、という韓国の要求に対し、町村外相はわりときっぱりと拒否

した模様。これに対し、韓国のメディアの反応がこう。

竹島記述削除拒否に失望　韓国メディア 共同通信(4/7)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050407-00000197-kyodo-int

>　【ソウル７日共同】韓国メディアは７日夜、イスラマバードでの日韓外相会談について「両者の

立場を確認しただけ」（韓国日報）などと報じ、韓国側が竹島（韓国名・独島）に関連する教科書

の記述を削除するよう求め日本側が拒否したことに失望感を示した。

>　８日付のソウル新聞早版は社説で「日本がまず冷静にならなければならない」と韓国に冷静な

対応を促した町村信孝外相を非難。ＫＢＳテレビとともに午後９時のニュースのトップで伝えたＭ

ＢＣテレビは「韓日関係の緊張は長期化する見通し」と報じた。

なははは・・・。「日本が冷静になれ」ときたもんだ。

「対馬の日」条例を公布　韓国・馬山市長が決裁 共同通信(4/6)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050406-00000098-kyodo-int

>　【ソウル６日共同】韓国南部の慶尚南道馬山市の黄☆坤市長は６日記者会見し、市議会が島

根県議会の「竹島の日」制定に対抗して「対馬の日」条例を公布する書類を決裁したことを明ら

かにした。近く公報に掲載し正式発効する。

>　馬山市議会は倭寇討伐を目的として対馬に大軍を送った１４１９年６月１９日（日本でいう「応

永の外寇」）を根拠に、６月１９日を「対馬の日」とする条例を先月１８日に可決。韓国の外交通商

省は「心情は十分理解するが、不必要な混乱を誘発する可能性がある」として条例撤回を求め

ていた。

>　馬山市は地方自治法の規定で、２０日以内に公布するか議会に再審議を求めるかの選択を

迫られていた。

>（注）☆は吉を横に二つ並べる 

さて、韓国政府は「不要な混乱は避けるべき」と撤回を求め、馬山市当局も困惑気味だったもの

の、馬山市議会は強硬論が占め、ついに「対馬の日」条例を通してしまいました。韓国政府はほ

んとはどっちかというと自国の世論を冷静にさせる方に苦労しているようではある。

だいたい、教科書にも記述されてなかった竹島問題は、長年無視されたまま漁業協定もぶっちさ

れたままでたまりかねた島根県が「竹島の日」条例を作ったわけで、日本の政府はこれまで棚上

げのままさっぱり知らん顔、日本の一般国民も下手すりゃ竹島？何それ？ってな人も多かった。

まあ、反日と過激なナショナリズムを自国民に吹き込んでしまった韓国の現状が冷静もへったく

れもないのは言うまでもない。しかし一方、それとは全くの好対照でナショナリズムのような類の
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ものを否定する雰囲気のあまり、自国の主権を侵害されようがされるがまま事なかれ主義だった

日本も、果たしてそういうのを「冷静」と言うのかそれはそれで疑問である。

日韓双方から出てきた「冷静」という言葉、なんだかいろんな意味で悪い冗談のようである。
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2005 年 4 月 8 日 (金曜日) 

産経ＶＳ朝日：社説対決

当施設で 7 日に取り上げた、歴史教科書検定問題に対する６日付け各紙の社説に関して、その

後、産経新聞は翌日７日の社説で「教科書問題　驚かされた朝日新聞社説」で、６日の朝日社説

に噛み付いた。これに対し朝日新聞も今日付けの社説で、「産経社説　こちらこそ驚いた」で、産

経新聞に対抗した。社説で相手を名指しで云々言い合うのは、産経と朝日の間ではしばしばある

ことなのだが、全国紙の社説がまるで交換日記のよう。まあ仲のよい両新聞社である。（笑

とりあえず今回は施設長からはコメントは省略させていただく（長くなりそうなので・・・）。

「■【主張】教科書問題　驚かされた朝日新聞社説」 産経新聞社説(4/7)

http://www.sankei.co.jp/news/050407/morning/editoria.htm

>

>　朝日新聞の六日付社説「こんな教科書でいいのか」を読んで、驚かされた。これでは、特定の

教科書を排除し、自由な言論を封殺するものといえる。

>・・・

「産経社説　こちらこそ驚いた」　朝日新聞社説(4/8)

http://www.asahi.com/paper/editorial20050408.html

>

>　７日の産経新聞は「驚かされた朝日新聞社説」と題して、教科書問題の主張を掲げた。しか

し、それを読んで、私たちの方こそ驚かされたというのが、率直な感想である。 

>・・・

20



2005 年 4 月 8 日 (金曜日)

台湾の政党党首による靖国参拝の反響（その１）

当施設の４日付けの記事、「台湾与党連合の独立派政党党首、靖国神社参拝」の、台湾の独立

派政党である台湾団結連盟の蘇進強主席ら立法委員（台湾の国会議員にあたる）が靖国神社を

参拝したことに対し、各メディアの反響を拾ってゆく。

台湾のメディアでも大きな話題となっているが、日本のメディアも意外と取り上げているという印

象である。でも、内容を読むにその理由はと要するに中国に不都合でない情報も含めることがで

きたからと想像する。

「台連主席の靖国参拝に抗議　台湾野党の立法委員ら 」 産経新聞(4/6)

http://www.sankei.co.jp/news/050406/kok006.htm

「独立派政党の靖国参拝、台湾で是非論争」　読売新聞(4/7)

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20050407id26.htm

「台湾：与党議員が靖国神社参拝、野党巻き込み議論」 毎日新聞(4/7)

http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/asia/news/20050407k0000m030115000c.html

「台湾独立派政党党首が靖国神社参拝　批判の声も」 朝日新聞(4/5)

http://www.asahi.com/international/update/0405/010.html

各紙ともおそらく情報ソースに現地台湾のメディアを使っているようで、どのメディアをソースにし

て書いているのか気になるところである。台湾の新聞で三大紙と言われるのが、中国時報、聯合

報、自由時報である。このうち、中国時報と聯合報は統一派よりで、自由時報は独立派寄り。もっ

とも、独立派寄りの論調が出てくるようになったのは民主化後であり、かつ、民主化後の今でも外

省人系、つまり統一派寄りのメディアの方が多いと言われている点、注意が必要である。ちなみ

に選挙のとき言われることだが、台湾のメディアの世論調査は信用できない、は結構有名な話ら

しい。

各記事の中で、靖国神社を参拝した議員を攻撃している政党の名前として出てくるものを見てい

く。国民党は言わずと知れた蒋介石以来民主化されるまで外省人（中国大陸籍）独裁政権だった

党、親民党と新党もともに外省人による中国統一派政党であるから、まあこの辺の人達が今回

の件を批判する立場なのは不思議はない。同じ独立を党是とする与党民進党の論調がメディア

によりそれぞれ微妙に違うようだ。ただ小泉首相の靖国参拝のとき、陳水扁政権は中国・韓国と

は対照的な姿勢だったことを考えれば、それほど批判的な雰囲気があったとは思えない。ある程

度慎重な意見はあったかもしれないが。

一方、聞き捨てならないのは毎日新聞の記事の以下の部分である。

>中立的な少数民族出身の議員からも「なぜ台湾の先住民や住民を殺した日本軍国主義を代表

する靖国神社に参拝に行くのか」と批判が上がった。

さて、この「中立的な少数民族出身の議員」とは何者なのかを次の記事で触れることにする。
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2005 年 4 月 9 日 (土曜日)

台湾の政党党首による靖国参拝の反響（その２）

さて、前記事の台連の蘇進強主席ら議員の靖国参拝についての反応の中で、以下毎日新聞の

記事の、

「台湾：与党議員が靖国神社参拝、野党巻き込み議論」 毎日新聞(4/7)

http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/asia/news/20050407k0000m030115000c.html

にある、

>中立的な少数民族出身の議員からも「なぜ台湾の先住民や住民を殺した日本軍国主義を代表

する靖国神社に参拝に行くのか」と批判が上がった。

この「中立的な少数民族出身の議員」についてだが、中国のメディアなどでは実名で報道されて

いる。

「台湾団結聯盟」の靖国参拝、台湾各界が相次ぎ非難  人民日報日本語版(4/6）

http://www.people.ne.jp/2005/04/06/jp20050406_49023.html

>台湾の先住民出身の「立法委員」である高金素梅氏は 5 日、蘇進強氏が台湾に戻った時、先

住民数十人を率いて蘇主席に直接抗議した。

台聯の靖国参拝に台湾先住民が激しく抗議  中国情報局(4/6)

http://news.searchina.ne.jp/2005/0406/politics_0406_004.shtml

>空港のロビーでは先住民で立法委員の高金素梅さんら数十人が蘇・主席らを待ち受け、「台湾

人の魂を日本にを売り渡した」「先住民に謝罪しろ」などと非難。生卵をぶつけるなどした。

毎日の記事の少数民族出身の議員とはこの高金素梅という人物のことである。この人物は、２０

０３年にも小泉首相の靖国神社参拝に対して、台湾人一二四人を含む二三六人を原告として、

「首相の参拝で精神的苦痛を受けた」として日本で訴訟を起こしている。このとき、あの「台湾の

声」編集長の林建良氏が、産経新聞社の「正論」平成１５年９月号の「靖国を訴えた台湾の女性

国会議員の背後関係」という題の記事で、このときの訴訟と高金素梅なる人物について詳述して

いる。

「正論」平成１５年９月号：

>論文：靖国特集　靖国を訴えた台湾の女性国会議員の背後関係

> 在日台湾同郷会顧問　林　建良

http://www.sankei.co.jp/pr/seiron/koukoku/2003/0309/ronbun1-1.html

http://www.sankei.co.jp/pr/seiron/koukoku/2003/0309/ronbun1-2.html

http://www.sankei.co.jp/pr/seiron/koukoku/2003/0309/ronbun1-3.html

毎日の記事には「中立的な」少数民族出身議員とあったが、簡単にまとめると、

　1) 確かに母親は少数民族タイヤル族出身だが、父親は戦後台湾に渡ってきた外省人の軍人。

　2) 国会議員になる前のタレント時代は、金素梅という名だが原住民の血を持つことは隠してい

た。
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　3) 他より当選しやすい「原住民枠」での当選を狙って、国会議員に立候補するときから母方の

苗字もつけた「高金素梅」という名を名乗り、台湾原住民の民族衣裳をまとい、顔に刺青模様の

ペインティングを施し、派手なパフォーマンスで話題を呼んだ。

　4) "原住民の権益を守ること"を目的とした「部落工作隊」という政治団体が”無所属”の高金素

梅を主に支えているが、この政治団体の重要メンバーは極めて中国に近い。

「中立的な」とはとても言えない人物であることだけは間違いなさそうだ。毎日新聞の記事の「中

立的な」の表現については、中国ないし統一派寄りの報道をそのまま鵜呑みにしたものと思われ

る。

ちなみに、２００３年の高金素梅らによる靖国訴訟だが、原告として名を連ねている人のうちの台

湾人について、「正論」の記事の中の林建良氏の調査結果を簡単にまとめると、

1) まずそのうち何人かは住所が架空だった（おそらく実在しない）。

2) 実在したうちも、多数の「原告」がそもそもこの訴訟のことを知らないまま名前を使われてい

た。

3) 靖国訴訟を知っていたのは、彼女の側近や、親中組織「中国統一聯盟」のメンバーぐらいだっ

た。

4) 「日本の植民地支配の被害」を訴える訴訟で、何人かの原告が、戦後に蒋介石と一緒に中国

から台湾に来た者であって、植民地支配とは無関係。

訴訟自体もまたとんでもない食わせモノだったようである。林建良氏自身、訴訟のニュースを聞い

たとき、「一台湾人として私は、これは本当なのか、と直感的に疑問を感じた。」と述べているが、

ちなみに同氏の記事中の先住民など台湾の老世代の証言を最後に紹介しておく。戦後世代の

日本人的にはちょっとびっくりするような内容も含まれている。

「私の知人の数名の原住民老世代は、一様に高金素梅について憤りを隠さない。『日本は山の

人間に悪いことをしなかった。しかし、原告として二百人が名を列ねた。だから私たち山の者（原

住民）は、それを批判する三百名の署名を集めているところだ』『日本からお金（補償金）をもらっ

たら、あなたたちに上げると言って、（協力者として）名前を書かせている』『あんな若いやつに歴

史なんかわかるものか』と、日本語で息巻いていた。」

「原住民ではないが、ある元日本軍属の台湾人は興奮気味にこう語った。『日本時代、台湾人は

確かに差別を受けた。しかし、従軍してヨーロッパの植民地だったマレー、ベトナム、ビルマの悲

惨な状況を目の当たりにして、台湾人がいかに幸福であるかがよくわかった。日本が戦わなかっ

たら、今でもアジアは植民地だ。私たちは日本に感謝しなければならないのに、靖国神社を訴え

るとは許せない。必要なら法廷に出て、本当の歴史を話しても構わない』と。」
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2005 年 4 月 10 日 (日曜日)

千代田のさくらまつり最終日

靖国神社の話題が立て続くが、今日はニュースをちょっと離れて一息。

靖国神社と言えば、東京の最も有名な桜名所の一つであることを忘れてはいけない。そもそも気

象庁による東京での桜の開花宣言の定義が、「靖国神社の境内にある、開花宣言を定義する３

本の桜のうちの２本で数輪花をつけたら開花を発表」なのである。今年の開花宣言は、例年より

遅かったが、しかし今週気温は急激に上がり、満開までが異様に速かった。桜の季節、靖国神社

では「千代田のさくらまつり」というものが催されるが、毎年満開の時期を予想しながらその期間

を決めているはずで、今年などはさぞかし難しかったのではあるまいか。最終日の今日は風が強

かったせいか、満開からやや散り始めといった感じであった。まあ今日を最終日にしたあたり、ま

つりの期間の設定としては成功である。

それにしても、千鳥が淵、靖国通りから、参道と神社の中まで、物凄い数の桜である。神社の情

報によると境内だけで 1000 本、うち 600 本がソメイヨシノ、350 本が山桜だが、寒桜、富士桜、寒

緋桜、四季桜、枝垂桜、ウコン桜などそれ以外の数多くの品種も計数十本植えられているとのこ

と。

そしてさくらまつりだが、神社の巨大な参道の端から端まで 200軒と言われる数の屋台が並ぶ。

そこに老若男女、家族連れやカップルから外人まで、これまた何万という数の人がつめかけて賑

わっている。

マスメディアの流す情報を見れば「軍国主義の象徴と罵られ、政治家が参拝すると中国・韓国が

大騒ぎ」の話しばかりでうんざりさせられるが、祭りの日にはこれだけの数の人が集まって祭りを

盛り上げ楽しんでいる、靖国神社とはそういう場所でもある。

靖国神社拝殿前（施設長撮影）
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2005 年 4 月 12 日 (火曜日)

中国反日デモは諸刃の剣？

連日報道される中国の反日デモ、中国外務省の報道官がデモが「自発的」であることをなにやら

強調していたが、人間後ろめたいときほど言い訳がましくなるものだという印象である（笑）。そも

そも 1989 年の天安門事件以来、中国ではデモは非常に規制が厳しいという。また、今回のデモ

は中国国内の反日サイトの呼びかけで起きているが、中国ではインターネット上の情報統制も当

然非常に厳しい。だが、反日が目的のものだけは、例外的に扱われている、これは誰がどう見て

も明らかである。欧米のメディアでそのことに触れているものがあった。

中国の反日デモ　「警察が了解」と米紙 産経新聞(4/11)

http://www.sankei.co.jp/news/050411/kok049.htm

>　１０日の米紙ワシントン・ポスト（電子版）は、９日に北京で起きた反日デモについて「中国政府

がデモを容認するのはまれだが（今回は）例外だったようだ」と指摘、中国政府がデモを容認して

いたと報じた。

「反日の陰に中国政府」　英紙が社説で指摘 産経新聞(4/11)

http://www.sankei.co.jp/news/050411/kok046.htm

>　１１日付の英紙タイムズは社説で、中国の過激な反日行動について「明らかに中国政府の暗

黙の奨励に基づいて行われている」と指摘した。

ちなみに、実は中国国内のメディアは今回の一連のデモをほとんど伝えていない。中国政府が

裏で操ったものであるとして、おそらく今回のデモは日本の国連常任理事国入り阻止のための対

外向けの宣伝工作だったということではなかろうか。

なお、昨日から今日にかけ、中国国内のいくつかの代表的な反日サイトはデモに自制を求め始

め、中国政府も「一部の過激な行為には賛成しない」として沈静化を目指す意向を示した。そして

今日は反日とは無関係と思われる（何でも公害問題が原因とか）３万人規模の暴動が浙江省で

起きたというニュースが流れてきた。実際貧困や汚職などの社会問題の深刻な中国では、報道さ

れない暴動事件が数多いという。

国民に徹底した反日教育を吹きこんだので着火させれば燃え広がるのは速いが、これがいつ反

政府デモに転じて自分の家に火がつくかわからない諸刃の剣として、中国政府は本当は恐れて

いるようにも見える。
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2005 年 4 月 13 日 (水曜日)

中国反日暴動：政界の反応

野党が中国の姿勢批判　関係改善へ努力求める 共同通信(4/13)

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2005041301003171

>　民主党の仙谷由人政調会長は１３日の記者会見で、中国で発生した反日デモに関連し「中国

政府は北京五輪などを控え、国際世論がどう見るかを考えてほしい。デモはいいが、投石を合理

化するものはなく、率直に謝罪することが必要だ」と強調した。その上で、週内にも鳩山由紀夫

「次の内閣」外相が都内の中国大使館を訪れ、問題解決に向け意見交換すると発表した。

日本国内の政界各党の反応だが、暴動に半ば加担の中国政府に対しては一応さすがに批判的

な内容となっている。まあ、謝罪とかいっても、向こうは日本に謝罪なんてしたら、反日暴動が反

政府暴動に豹変すると思ってますから謝罪しようにもできないでしょうけどね・・・。

>　共産党の志位和夫委員長は「中国側は被害に対し国際ルールに従って責任ある対応をすべ

きだし、日本側は事態の根底に靖国神社参拝や歴史教科書問題があることを直視すべきだ」と

して日中双方の努力が必要との認識を示した。

>　社民党の福島瑞穂党首は「暴力的行為には賛成できないが、靖国参拝を指摘されても『それ

は違う』と言い放つ小泉純一郎首相らの姿勢は間違っている」と指摘。

それにしてもまあ、変わらないというか。こういう電波飛ばす人達がいたことこそ、中国をあそこま

でクレージーにさせてしまったむしろ元凶ではないかと施設長などは思うのだが。”過去の歴史が

云々”さえ振りかざしておけば、どんなに理不尽なこと、無茶苦茶なこと言い張っても、「それとい

うのもそもそもは日本に原因があるのが悪い」と言ってくれる人たちが当の日本側にいて、内政

干渉し放題、ジャパンマネーもらい放題・・・、これじゃクレージーになってしまう連中がいてもおか

しくはない。
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2005 年 4 月 14 日 (木曜日)

中国反日暴動：海外メディアの反応

とりあえず本日はコピペ。欧米では中国政府に批判的な論調が支配的だが、どの国がどのよう

な反応をするかは日頃から見て憶えておいたほうがよさそうだ。

----------------------------------------------------------

「歴史歪曲」訴え偽善／アジアの強国誇示　各国メディア、中国批判大勢 産経新聞(4/14)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050414-00000001-san-int

　中国で吹き荒れた反日デモに対する世界の主要メディアの論調は、中国政府が「歴史カード」

を使い、民衆の不満をあおっているとの冷めた分析が多い。

　十一日の米紙ウォールストリート・ジャーナル（アジア版）は「日本は過去についてもっとすべき

ことはあった」としながら、「中国自身の歴史の歪曲（わいきよく）の度合いは日本よりもはるかに

大きい」と指摘。「中国は世界のなかで重要な地位を占めるようになっており、政府には国民が世

界を正しく理解し、恨みの感情で行動しないようにする特別の責任がある。日本に対して繰り言

を言う前に、中国自身の歴史解釈を見つめるべきだ」と強調した。

　十二日の英紙フィナンシャル・タイムズは「日本が過去を正直に認め、無条件に謝罪すべきだ」

とする一方、「直接の問題は中国の指導者が暴力的な反日デモを容認していることだ。日本の戦

後の平和主義や経済面での中国への寛容さを国民に知らせず、日本で歴史がゆがめられてい

ると中国が訴えるのは偽善だ」と指摘した。

　十三日の英紙ガーディアンは日中の信頼関係は「定期的なコミュニケーションによってのみ築

かれる」と主張した。

　十一日のフランスの保守系フィガロ紙は「日本の“修正主義者”への怒りを表明することは真の

民主主義への渇望を表明するより容易だ。共産主義体制ではナショナリズムは常に欲求不満の

方向を変える代替品としてイデオロギーの役に立っている」と、中国政府がデモを利用していると

の見方を示した。

　左派系ルモンド紙は、内政的には市場経済移行で生じた政府への不満が「日本製品ボイコッ

ト」という象徴的な形で噴出し、外交的には常任理事国入りを狙う「日本を否認」することで、「二

十一世紀のアジアにおける唯一の強国である意思」を示したと分析した。

　■アジア

　一方、韓国では「日本責任論」が展開されている。十二日の中央日報は「今回の事態は日本の

政治家が責任ある行動をとらなかったことに起因する。日本が歴史歪曲を中断し本当に戦争犯

罪を謝罪すれば容易に収まる」と主張した。

　さらに「日本は外交的に四面楚歌（そか）に陥りつつある」（朝鮮日報十二日付）「反省のない日

本、国際孤児の様相」（文化日報十三日付）と、日本の常任理事国入りがアジアで理解を得られ

ていないとの指摘も目立つ。

　十三日のシンガポールの中国語紙、聯合早報は日本政府がデモで中国を非難するのは「本末

転倒」としながらも、「両国は共通の利益がどこにあるかを考え、民族主義の情緒に流されるので

はなく理性ある言論であたるべきだ」と主張した。

　これに対し、台湾各紙は、中国の王毅駐日大使が日本の外務省に呼ばれた際の写真を大きく

掲載するなど、日本の立場に理解を示している。「日中が緊張した場合、台湾は日米に接近せ

よ」との学識経験者のコメントや、「中国市場から撤退する日本企業を台湾に誘致するチャンス」

との行政院（内閣）内部のコメントも伝えた。
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2005 年 4 月 15 日 (金曜日)

戦前台湾で農業近代化に尽くした日本人技師、台湾でテレビドラマ化へ

中国の反日暴動のニュースばかり続いているので、今日はこのニュースを紹介してﾏﾀｰﾘしよう。

戦後の台湾では長い間、国の歴史とは基本的に中国の歴史を意味し、台湾自身の歴史が学校

教育で語られることはまずなかったという。民主化後の近年はその状況も変わりつつある。八田

與一氏は李登輝前総統もイチオシの、戦前もっとも台湾に尽くした日本人の一人だという。現在

烏山頭ダムの湖畔には八田氏の銅像が置かれている（国民党独裁時代には地元の住民の手に

よって隠されていたそうな）。その姿は例えばおひげを生やして偉そうなという雰囲気の銅像では

なく、何か気さくな感じで膝を立てて地面に座りダム湖を眺めている姿だという。八田與一氏の水

利事業、その物語はまさに戦前台湾のプロジェクトＸである。

八田與一氏、台湾でドラマ化　水利事業に生涯尽くした技師 産経新聞(4/13)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050413-00000031-san-int

2005 年 4 月 16 日 (土曜日)

書籍紹介：「竹島は日韓どちらのものか」

「竹島は日韓どちらのものか」　下條正男著　文春新書(377)

表紙カバー紹介文より：

「韓国は警備隊を派遣し灯台を建設するなど、一九五四年から竹島を実効支配し、領有権をめ

ぐっての日本との協議を拒否し続けているが、歴史学者である著者が史料を渉猟、歴史的根源

にまで遡って調べた結果は日本領。問題がここまでこじれたのも、事実よりも感情や理念が先走

る韓国側の傾向、論争を避ける日本側の事なかれ主義に原因があると指摘する著者は、日韓の

冷静な対話を呼びかけている。争点を整理した、竹島問題とは何かを知る絶好のガイド。」

簡単に結論までの内容をここにまとめようと思ったが、出てくる話しが多すぎる。だが、読むと史

料検証がまるで推理小説のようでなかなか面白い。

そもそも排他的経済水域なんて概念のない時代、岩だけの絶海の孤島に関心を持っていた者な

どいるはずもなく、史料の中に出てくる○○島が今の竹島のことだ、いやそうではない、の議論を

しなければならない。結論から言えば、近代以前の韓国側の史料での今の竹島を指すとされて

いる島は鬱陵島周辺の小島のことであって、今の竹島は登場しないのだが、誤謬と誤解の錯綜

でまあこれが実にややこしい。特に困るのが江戸時代の「竹島一件」の際の騒動の中心人物で

ある安龍福という人物の証言だ。この安龍福という人物、あちらじゃ「安龍福将軍」なんて書かれ

た碑まで建てられ英雄扱いだが、当時の鳥取藩、対馬藩、そして李氏朝鮮政府での調書で言っ

てることが食い違い、要は虚言癖の困ったさん、であったらしいことがわかる。これが、300 年後

の現在の外交問題にまで尾を引く原因となっている。しかし著者が指摘する通り、もし韓国側にも

う少しの冷静な対応があったら、また、日本側の事なかれ主義がもう少しマシだったら、今日ほど

までにこの問題はこじれることはなかったかもしれない。
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2005 年 4 月 17 日 (日曜日)

中国反日暴動：１６日上海での画像

今週末再び中国各地で反日デモが発生、１６日には上海で数万人規模のデモが行われ、一部が

再び暴徒化、上海の日本総領事館や市内の日本料理店などが襲撃された。今日はそのときの

映像を紹介する。

上海の日本総領事館、はたして当局はまともに警護していたのだろうか。
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襲撃された日本料理店（１）

襲撃された日本料理店（２）

襲撃された日本料理店（３）、もっとも襲われた店の多くは日本料理店と言っても、中国人経営の

ものだったりするようだ。しかし、この映像の「味蔵」という店は日本人が経営していたようである。

同店の紹介サイト：

http://www.vsn.jp/yoshida/shanghai/yo_shan.php?sh=40
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2005 年 4 月 20 日 (水曜日)

巧妙な中国政府のネット検閲、米の調査で明らかに

さて、中国の反日暴動、昨日今日は中国政府が国内の沈静化に懸命になっているニュースが流

れている。中国国内メディアでは伝えられることがほとんどなかったにもかかわらず、反日デモが

これほどの広がりと加熱を見せたのは、中国国内でのインターネット上での呼びかけがあったか

らである。では、中国でもインターネット上では、国内外の情報が自由に流れているのかという

と、もちろんそうではない。インターネット上の情報を中国当局は実に巧妙に検閲・統制している

という。今日はアメリカの調査機関によるその情報統制の実態の調査のニュースを紹介しよう。

>巧妙な中国政府のネット検閲、米の調査で明らかに

>

>　米国の研究機関が中国政府のインターネット統制について調べたレポートが 14 日(米国時間)

に発表された。それによると、同国政府は様々なレベルで手段を講じ、体制を批判する言説のみ

を正確にブロックしており、その手法はますます洗練されつつあるという。

>　中国政府の検閲には多数の政府機関と数千人もの公務員や民間企業の従業員が関わって

おり、その範囲も、長距離にわたってデータを運ぶ基幹ネットワークから、多くの中国国民がイン

ターネットにアクセスするネットカフェまで、あらゆるレベルに及ぶ。

>　例えば、サウジアラビアではインターネットを管理するため、すべてのトラフィックを統制機関に

集中させ、ここが場合によっては監視を行なうという手段を主に使っている。この場合、禁止され

たサイトにアクセスしようとすると、要求はブロックされたというメッセージが表示される、とポール

フリー氏は指摘する。

>　「それに比べると中国ははるかに巧妙だ」とポールフリー氏。「ブロックされたことすら知らされ

ない。存在は知っているのにアクセスできないとユーザー側にわかってしまう手法に比べると、こ

ちらの方がより効果的だ」

>　中国の検閲は、いくつかのサーチエンジンをはじめとする複数の箇所で行なわれており、禁止

コンテンツの代わりに警告が表示されるのではなく、コンテンツそのものが削除されるのだと、

ポールフリー氏は説明する。

Yahoo!Japan ニュース(4/20)より

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050420-00000002-wir-sci

確か台湾のメディアのサイトを中国からは見ることはできない、という話は施設長も聞いたことが

ある。昨今反日で加熱する中国国内を統制するのにはさしもの中国政府も苦労しているようだ

が、それにしても、中国当局のネット検閲は気合が入ってるというか、その熱心さは興味深い。か

つて、ソ連・東欧の共産圏諸国に起きた革命は、８０年代に衛星放送という新しいメディアが登場

して、西側の情報が国境を越えて東側の一般国民のもとに直接入ってきたことが、それを引き起

こした大きな原因の一つだという。中国当局もよくわかっているのだろう、国境を越える新しいメ

ディアの脅威を。
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2005 年 4 月 25 日 (月曜日)

書籍紹介：「こんな『歴史』に誰がした－日本史教科書を総点検する－」

「こんな『歴史』に誰がした－日本史教科書を総点検する－」 渡部昇一・谷沢永一著　文春文庫

先日、文部科学省の歴史教科書検定の結果に対する各紙の論調を取り上げた。この中で、産経

新聞の４月６日付けの記事で以下のような話しが紹介されていた。

>2005.04.06

>■中学教科書検定

>（１）目立つ韓国迎合 

>「古朝鮮」記述／朝鮮出兵「侵略」／抗日の英雄紹介 （産経新聞）

http://www.sankei.co.jp/databox/kyoiku/text/050406-09text.html

なんと、韓国に要求されるままに神話を歴史的事実かのように教科書に記述してしまったそうで

ある。これが許されるのなら、例えば神武東征を歴史的事実として記述しても何ら問題ないでは

ないことになるが、編集した人はそれをどう考えているのだろうか。「近隣諸国への配慮」なるも

のが成し得た世にも異常な珍事である。

そんなわけで、８０年代に近隣諸国条項なるものができて以来、日本の歴史教科書というのは、

残念ながら誠にお粗末なツッコミどころの多いものとなってしまっている。今回紹介する本は、最

初に出たのはもう１０年近く前の内容ながらしかし今もその状況はあまり変わりはなく、対談の形

式で非常に読みやすい。

読んでゆくと、実に酷い話がいくつも出てくるがそのひとつを紹介しよう。

「一八六四年、太平天国は、イギリスなどの外国軍や地主の軍隊の力を借りた清によってたおさ

れたが、太平天国がかかげた理想は、後の中国の革命運動に大きな影響を与えた。・・・・一九

世紀の後半、朝鮮も、アメリカやフランスに開国をせまられ、軍艦による攻撃を受けたが、国をあ

げてこれを退けた。日本の明治維新も、こうしたアジアの動きの中で起きたが、アジアの諸民族

の戦いは日本に対する欧米の圧力をゆるめさせた（教育出版）」 p.132

なんと、明治維新の成功は太平天国の乱のおかげだと言っているのである。著者は天下の珍説

と呼んでいるがその通りである。太平天国の乱については、ついでに別の書籍のこんな内容を紹

介しておこう。

「さらに一八五三年には南京を首都とするまでになったが、そのころになると洪秀全は初めのころ

の世直しスローガンを忘れ、権力者の陥りやすい傲慢な体質を露呈し、壮麗な宮殿を造営した

り、たくさんの愛唱を抱える生活を始めた。このため、洪秀全の側近幹部まで多くの妾を侍らせる

などしたため、革命的精神は急速に失われていった。

結局一三年間に及んだ乱も一八六四年には、清軍と英仏連合軍によって鎮圧させられてしまっ

た。

この太平天国の乱は中国全省に及び、動揺しなかったのはわずかに二省に過ぎなかったが、こ

の乱が沈静化に向かい始めた一八六一年には、それまで四億三二○○万人もいた中国人口

は、二億六六八八万人にまで激減してしまった。わずか一○年間に一億六五一二万人が命を落

したことになるが、従来の王朝交代期でさえ、三○○○万～四○○○万人が飢饉と殺戮で死亡

したにとどまるから、太平天国の乱における人口減はまさに異常である。・・・」　「真実の中国４０
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００年史」p.252 杉山徹宗著　詳伝社黄金文庫

革命の理想は地に落ちて退廃した挙句、中国全土は想像を絶する大量殺戮の地獄絵図と化し

ていたようである。もちろん、欧米の圧力をゆるめさせたどころか、当時の中国社会を著しく弱体

化させ、欧米列強に食い荒らされる結果になったと言っても過言ではない。

それにしても、気の毒なのは「近隣諸国への配慮」の名の下に、不正確な「歴史」を学ばせられる

今の子供達であろう。

2005 年 4 月 30 日 (土曜日)

「台湾は日米安保の対象」町村外相

ニュースソースが朝日新聞な点が微妙だが、町村外相が台湾問題についてわりと踏み込んだ発

言をしたようである。台湾の声では先日、町村外相がテレビで「台湾独立不支持」発言をしたとし

て批判を受けてはいたが、正直言って、町村氏の前任、前々任、および前々々任の外務大臣に

比べればかなり頼もしい印象である。元外相のこいつら^h^h^h^h このお三方では口が裂けても

今回のような発言はできまい。

最後の方のドイツとの比較の話題に触れているのも印象的だ。よく「ドイツはきちんと過去の戦争

を反省しているのに日本は・・・」という言い方が聞かれるが、事実は違う。ドイツはあくまでナチス

によるユダヤ人迫害について謝罪と賠償をしているのであって、第二次大戦という戦争自体に対

しては一切の謝罪もしていない。戦争については「負けた」だけであって「悪かった」のではないと

いう立場だ。まして、日本のように戦争以前に持っていた植民地統治についての謝罪と賠償など

という議論などあろうはずがない。

それにしても今日のニュース、朝日新聞としては例によって中国へのご注進報道のつもりだった

のだろうか。

むしろ意に反して世論を喚起しただけのような気がする・・・（笑）。

「台湾は日米安保の対象」町村外相 　朝日新聞(4/30)

http://www.asahi.com/politics/update/0430/004.html　
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2005 年 5 月 1 日 (日曜日)

＜日本人妻帰北＞平壌行き、北朝鮮が説得か　瀋陽の領事館で

そういえば、当施設でまだ話題にしていない国があった。一番キチガイ度は高いのにね。（：ｐ

今日は遅ればせながら初登場、北朝鮮関連のニュースより。

--------------------------------------------

＜日本人妻帰北＞平壌行き、北朝鮮が説得か　瀋陽の領事館で　Yahoo!Japan ニュース(4/30)

北朝鮮を脱出して日本に帰国したが、再び北朝鮮に戻った元日本人配偶者の平島筆子さん（６６）

が「長男の嫁に会う」と言って中国東北部・遼寧省瀋陽に渡った直後、北朝鮮側の指示で北朝鮮

総領事館に連れて行かれたことが２９日、中朝関係筋の証言で分かった。・・・

--------------------------------------------

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050430-00000007-mai-soci

先日ＴＶのニュースで瀋陽で、また平壌に戻っての記者会見の映像が流れていたが、一言で言っ

てあんなおぞましい映像も珍しい。日本に行ったのはだまされたため、などという話しが書かれた

紙を読み上げさせられ、最後に「金正日将軍マンセー！」。このとき涙声になっていたが、もちろ

ん「北朝鮮に戻れて嬉しい」表情などにはとても見えなかった。昨日のこのニュースで、日本人妻

の平島筆子さんが「家族に会うため」中国の瀋陽入りしたとき、北朝鮮側関係者が接触し、その

あと北朝鮮総領事館に連れて行かれたことがわかったという。ちなみにテレビ朝日の「報道ステー

ション」で、東京都内の平島さんの残された部屋のようすが取材されていたらしい。なんでも冷蔵

庫に食品も残したままで、そのまま北に戻ってしまうつもりだったとはとても考えられない状態だっ

たという。これは北朝鮮に残る子や孫の身の安全のことで脅され、拉致られたと考えてほぼ間違

いないだろう。

拉致被害者の曽我ひとみさんが日本への帰国を果たした後、まだ北朝鮮に残る夫ジェンキンス

氏との再会の場所を当初中国で、という話しになりかけたのを曽我さんが強く拒否したことを思い

出す。ジェンキンス氏は２回目の日朝首脳会談のとき、小泉首相が平壌でジェンキンス氏と直に

会って「あなたの身の安全は私が保証する。」と言ったときでさえも、頑なに「私は日本には行け

ない」と言っていた。が、結局再会の場所はインドネシアとなり、北朝鮮関係者を排除しての再会

をしたところ、ジェンキンス氏はついに「本当は日本に行きたかった」と心中を告白、子供達ととも

に日本へ渡ることに成功したのである。

被害者の自由と安全の確保にはよくよくの配慮が必要だったということなのだが、これは帰国し

たあとでもである。ジェンキンス氏のケースはその成功例だが、平島さんのケースは失敗例とい

うしかない。
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2005 年 5 月 1 日 (日曜日)

中国反日暴動：海外メディアの反応（おまけ）

今日はもうひとつおまけ。先日の中国の反日デモについて欧米の報道についての話題より。暴

動に発展した中国の反日デモに対し、日本の反応はネット上でも冷静である、という内容なのだ

が、

Japanese react to China protests with calm  イギリス・フィナンシャルタイムズ(4/14)

http://news.ft.com/cms/s/e399db0e-acd9-11d9-ad92-00000e2511c8.html

“We should show the world in a demonstration the difference between the Chinese and civilised  

Japanese. Chinese only express their anger in the form of violence. We should organise a 

peaceful demonstration in Japan [and] make a sign in English saying ‘Stay away from the  

Beijing Olympics’,” said one entry on Japan’s popular 2-channel website.

英国フィナンシャルタイムズ紙がとうとう２ちゃんねるをソースに記事を書いてしまいましたとさ・・・。

2005 年 5 月 8 日 (日曜日)

米、北朝鮮の核実験阻止へ先制空爆をすでに計画

連休が仕事で全壊の施設長です（泣）。更新が滞る間にまたかなり強烈なニュースが飛び込んで

きたようだ。一昨日、アメリカの偵察衛星の情報から北朝鮮で核実験の準備を始めていると伝え

られたが、これに対し米軍が核実験阻止のための先制空爆計画をすでに立案していると米ＮＢＣ

テレビが伝えた。

米、北の核実験阻止へ先制空爆立案　産経新聞(5/7)

http://www.sankei.co.jp/news/050507/kok063.htm

米軍、北朝鮮の核実験阻止へ空爆計画立案・ＮＢＣ報道  日本経済新聞(5/7)

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050507STXKG009507052005.html

まあ例えば大量破壊兵器を開発・保有している疑い（しかも結局占領してみたら見つからず）だけ

でイラクのフセイン政権は滅ぼされた。一方あからさま核保有を宣言し、いよいよ核実験準備か？

と言われている北朝鮮。まあはっきり言ってもし北朝鮮が産油国だったら、イラクよりとうの昔に

米軍に瞬殺されていたことだろう。しかし、油は湧かずとも核実験を実際にやるとなるとさすがに

話しがここまで来てしまったようだ。

にしても、堂々と核保有を宣言し核実験を準備している日本の近隣国北朝鮮なわけだが、これに

対し日本国内の反戦反核団体はどうしているのだろう。

ちなみに、以下は一昨年都内で行われたイラクへの自衛隊派遣に反対する反戦デモのようであ

る。

http://www.mkimpo.com/diary/2003/xmas_mission_2003.html

ところで、「一部のプラカードのメッセージには私は必ずしも賛成できません。」って・・・、ん？ちょっ

とまて、この写真の中にある一枚（右側上から６枚目）を拡大させていただく。

35



・・・。これが日本国内の「反戦」団体の実情のようである。
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2005 年 5 月 28 日 (土曜日)

日本海海戦１００周年（  5/27)  

更新が途絶えてしまいましたが、ここ最近の多忙状態、来月半ばくらいまでは続きます。あな悲し。

ニュースは相変わらず日々いろいろ飛び込んで来るのに、残念である。

さて、５月２７日は、日露戦争で最大の海戦であり、その勝利によって講和のきっかけとなった日

本海海戦の日である。1905 年 5 月 27 日より、ちょうど１００周年となった。日本海海戦のとき連合

艦隊の旗艦であり東郷平八郎大将が乗っていた戦艦三笠は、今は記念艦として横須賀にあり、

中を博物館として公開している。今日はその記念艦三笠でもイベントがあったようで、いくつかの

メディアで報道されていた。ただ、今日のニュースソースはこちら。日本海海戦１００周年について、

産経と読売の二社が社説でこの話題を取り上げていた。

■【主張】日本海海戦１００年　考え直したい戦いの意義　産経新聞社説(5/26)

http://www.sankei.co.jp/news/050526/morning/editoria.htm

　［日本海海戦］「歴史の潮目を変えた海戦だった」  読売新聞社説(5/27)

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20050526ig91.htm

いずれも共通して司馬遼太郎氏の小説「坂の上の雲」を引用している。日露戦争の頃の歴史観

にこの小説の影響力はなんとも絶大である。興味を引いたのは、もし日露戦争で日本が負けて

いたら、で、産経が引用するこの一節である。

「最小限に考えて対馬島と艦隊基地の佐世保はロシアの租借地になり、そして北海道全土と千

島列島はロシア領になるであろうことは、この当時の国際政治の慣例からみてもきわめて高い確

率をもっていた」

ここの部分は結構重要である。はっきり言えば東郷提督のセリフ「皇国の興廃この一戦にあり」は

そのまま言葉通りだったのだ。もし負けたら日本はヤバかったのである。戦後教育の歴史の授業

ではこの事実に触れることはまずなく、日露戦争というものが日本にとってどのようなものだった

のかが全くわかりにくい。さて、一方読売の社説だが、ここの部分を紹介したい。

>例えば、日本の諜報（ちょうほう）員は、西欧や北欧の各地で、ロシアの革命運動家たちにひそ

かに接触しながら、資金援助も行い、ロシア国内の攪乱（かくらん）に努めた。

実名が書かれていないが、ここで触れている日本の諜報員とは、明石元二郎大佐のことである。

この人は、日露戦争後は大将まで昇進したあと第七代台湾総督となり、自ら「台湾の土になる」と

言って台湾の近代化に尽力し、言葉通り死後台湾に埋葬された（※）ことでも有名な人物である。

日露戦争での明石大佐の大活躍は世界でも有名で、なんと現在でも世界の諜報機関の訓練教

材にこの人の名は出てくると言われている。日露戦争中、ロシアで起きた暴動や暗殺事件、有名

なものでは、血の日曜日事件や、映画で有名な戦艦ポチョムキン号の反乱事件も、なんと明石大

佐が裏で一枚噛んでいたというのである。いやはや、我々戦後の日本人的には、明治時代の日

本人にはこんな凄い人がいたのかと、カルチャーショックに近いものを受けてしまう。

※遺言としてその言葉を遺していたそうで、なんでも内地の自宅で亡くなったのを遺体を再び台

湾に運び込んで埋葬したのだそうである。
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2005 年 5 月 28 日 (土曜日)

日本海海戦１００周年（  5/27)  ：おまけ  

ところで、本日施設長はカレーライスを作ってみた。市販のカレールーを使えばすぐできるが、小

麦粉を炒め、カレー粉とスープブイヨン、そして隠し味にチャツネを加える手作りの方法で作る。で

きたものはカレーライスとしてはなんとも素朴な味わいになり、いかにも日本人懐かしのカレーラ

イスという感じになる。これが食いたかったのだ。

カレーライスはもはや日本人の国民食とも言えるが、日本でよく食べられるカレーライスはご存知

の通り、元ネタであるインドや東南アジアのカレーとはだいぶ姿が違う。この日本のカレーライス

の成立は旧日本海軍の軍隊食が最初と言われている。日本の海軍は元々明治期に英国海軍に

学んで作られている。英国はインドを植民地としていた関係で海軍の軍隊食にカレーが使われて

いた。これが一緒に導入されたものだったようだ。英国海軍ではカレーをシチューの代用品（シ

チューよりも日持ちのする材料で作れる点が海軍の軍隊食としての利点だったようだ）として食べ

ていたようで、日本のカレーがインドや東南アジアのカレー等と違い、小麦粉を使ってシチューの

ような姿なのはそのせいである。

明治４１年に刊行された「海軍割烹術参考書」という資料で、軍隊食の調理法がまとめられている

が、その中にカレーライスについての記述があるそうである。

海軍割烹術参考書（明治４１年刊行）より抜粋：

材料牛肉（鶏肉）人参、玉葱、馬鈴薯、鹽「カレイ粉」麥粉、米

初メ米ヲ洗イ置キ牛肉（鶏肉）玉葱、人参、馬鈴薯ヲ四角ニ恰モ賽ノ目ノ如ク細カク切リ別ニ「フラ

イパン」ニ「ヘット」ヲ布キ麥粉ヲ入レ狐色クライニ煎リ「カレイ粉」ヲ入レ「スープ」ニテ薄トロヽノ如

ク溶シ之レニ前ニ切リ置キシ肉野菜ヲ少シク煎リテ入レ（馬鈴薯ハ人参玉葱ノ殆ド煮エタルトキ

入ル可シ）弱火ニ掛ケ煮込ミ置キ先ノ米ヲ「スープ」ニテ炊キ之レヲ皿ニ盛リ前ノ煮込ミシモノニ鹽

ニテ味ヲ付ケ飯ニ掛ケテ供卓ス此時漬物類即チ「チャツネ」ヲ付ケテ出スモノトス

最近では、スーパーなどでも懐かしのカレーライスのイメージを売りにして、「海軍カレー」などと

銘打った商品が出ているようだ。一度手作りでも作ってみてはいかがだろうか。上述だけだと、分

量などの記述がなくわかりにくいので、以下の URL を紹介しておく。以下はなんと海上自衛隊の

サイト。ちなみに現在の海上自衛隊でも旧海軍の習慣を継承して、今でも週に決まった曜日にカ

レーライスが出るそうである。

｢カレイライスレシピ｣を試してみませんか。　（海上自衛隊第４術科学校のサイトより）

http://www.mod.go.jp/msdf/fourmss/kaigunkarei.html

海軍レシピ　（海上自衛隊第４術科学校のサイトより）

http://www.mod.go.jp/msdf/fourmss/osinagaki2.html

※リンクが変更、かつ内容が拡充されていたので修正、追記（2008/1/15)
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2005 年 6 月 3 日 (金曜日)

日本のＥＥＺ内で違法操業の韓国漁船をめぐり日韓巡視船が      40      時間にわたりにら  

み合い

事の発端は、31 日夜、対馬沖の日本のＥＥＺ内で不法操業している韓国漁船３隻を対馬海上保

安部の巡視艇「たつぐも」が発見したことから始まる。「たつぐも」はこのうちの 1隻である韓国の

アナゴ漁船「シンプン」（乗員１０人）に立ち入り検査をしようとしたところ、「シンプン」は海上保安

官 2 人を乗せたまま逃走を開始した。2 時間半の追跡後停船したが、韓国・海洋警察庁の警備

艦も駆けつけ日韓双方の巡視船が「シンプン」に横付けする形となった。海上保安庁は、漁業法

違反容疑で「シンプン」の船長の身柄引き渡しを要求したが、韓国側はこれを拒否、双方の巡視

船のにらみ合いが 40 時間に渡って続けられる事態となった。

で、まあ結末は施設長予想の結果であった（呆）。膠着状態になった時点で、おそらく事態は現場

を離れ外交ルートによる交渉になったと思われる。結局、犯人引渡しはならず日本側撤収という

結末であった。

一応、漁業法違反（立ち入り検査忌避）容疑を認める書類と、５０万円の担保金を支払う保証書

を提出するという条件で、ということだったと伝えられているが、韓国側の論調はだいぶ違う。

韓国漁船：合意文には暴行謝罪と賠償要求も　韓国側発表  毎日新聞(6/3)

http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/america/news/20050603k0000m030090000c.html

「シンプン」の漁船員は、日本のＥＥＺ内侵犯についてはすっとぼけた言い訳を並べた挙句、日本

の海上保安官に暴行されけがをした、と証言、逆に日本に謝罪と賠償を要求する、という話しに

なっているようである。文字通り、盗人猛々しいとはこのことだが、今回の結末に対する第 7管区

海上保安本部のコメントがある。

◆７管「残念だ」  読売新聞(九州地方版、5/6)

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_05060221.htm

>　７管幹部は「今回のような行為がまかり通れば、現場は混乱に陥る。残念だ。韓国には、日本

の主権を侵した船舶を取り調べる根拠法令がないはずで、どのような法律に基づいた行為なの

か明示すべきだ」と疑問を投げかけた。

ちなみに、この海域での日韓の軋轢はこんな過去もある。以前、竹島問題を取り上げたとき触れ

たが 1952 年に韓国側は一方的にいわゆる「李承晩ライン」を宣言、その内側に入った日本漁船

を韓国側の巡視船が不法に拿捕、銃撃するなどの事件が多発した。それらは 1965 年に日韓基

本条約調印まで続けられ、抑留された日本人が３９２９人、拿捕された船の数が３２８隻（多くは返

還されず）、銃撃事件では合計 44 人の死傷者が出ている。もちろんこれらに対し謝罪や賠償な

どあるわけがない。

今回の事件で外交ルートでの交渉をした日本側の関係者は、これらの過去なども知っていて今

回の決定をしたのか聞いてみたいものである。
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2005 年 6 月 15 日 (水曜日)

台湾の「少数民族出身」議員、靖国神社に来る

まだしばらく自宅には寝に帰る生活が続く施設長だが、この話題は記事にしておきたい。

当施設 4 月 9 日付け記事「台湾の政党党首による靖国参拝の反響（その２）」で触れた、台湾の

「少数民族出身の」立法議員（＝国会議員にあたる）、高金素梅氏一行が、14 日午前、2度目の

抗議のパフォーマンスを行うため、靖国神社を訪れた。それを取り上げたマスメディアの論調を見

てみよう。

分祀求める儀式を中止　靖国神社で台湾先住民　　朝日新聞(6/14)

http://www.asahi.com/national/update/0614/OSK200506140040.html

靖国神社の訪問を断念　台湾先住民、右翼の妨害で　　共同通信(6/14)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050614-00000096-kyodo-soci

「合祀の霊、取り戻したい」＝台湾先住民訴え－靖国での儀式できず　　時事通信(6/14)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050614-00000514-jij-soci

>周辺に右翼団体とみられる数十人が詰め掛け、実現できなかった。

＜靖国神社＞旧日本軍の台湾人遺族ら「還我祖霊」の儀式断念 　 毎日新聞(6/14)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050614-00000053-mai-soci

>右翼団体とのトラブルを避けるため、中止した。参加者の原住民らは「霊を持って返ろうと思っ

たが、実現せずに残念」と涙ながらに訴えた。

まあ、右翼ってなんて酷いことする人たちなんだ。さて、例によって一方的にそんなイメージ一色

の触れられ方なわけだが。

先日の記事で高金素梅氏の素性についてはすでに説明した。同じ台湾人、およびその支援者に

よる「台湾の声」を見てみよう。

件名：「台湾の声」【レポート】高金素梅、敗れ去る メルマガ「台湾の声」

http://www.emaga.com/bn/?2005060053208198005261.3407

>すでに日本や台湾のメディアはこれを報じているが、多くは高金素梅の話を真に受け、または

その側についての見方であり、誤解も多く、多くの点でこのレポートと異なっていることを前置きし

たい。

確かに読むとマスメディアの情報と随分と違う印象である。右翼団体と言える人たちもいたのかも

しれないが、少なくともそれだけではない。そういえば、あの朝日新聞がいつもなら必ず「右翼団

体」と書くはずなのに、14 日の朝日の記事にはその文字がない（ただし、それでも靖国擁護側を

「政治団体」、抗議側を「市民団体」と書く印象操作は相変わらずである）。一方、反日勢力側の

「後ろ盾」が見え隠れしているようである。驚くのは、14 日の「台湾の声」の記事のもうひとつだ。

転送歓迎とあるので、全文掲載する。

件名：「台湾の声」【情報】親中反日の手先・高金素梅　メルマガ「台湾の声」

http://www.emaga.com/bn/?2005060053208198005261.3407

>【情報】親中反日の手先・高金素梅

>

>転送歓迎
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>

>高金素梅氏が、日本基督教団信濃町教会で集会を持った際の

>主催団体である、「カトリック正義と平和協議会」は、朝鮮総連の

>日本赤化組織であることが判明しております。これは、本年再度発

>火した『女性国際戦犯法廷』の主催者である vaww-net-japan の出自

>を調べることから判明しております。

>

>詳細は以下のページをご覧ください。

>

>http://www.nomusan.com/~essay/essay_vatican_17.html

高金素梅氏一行は来日した 13 日、「カトリック正義と平和協議会」というところが主催となって、日

本基督教団信濃町教会で集会を行った。キリスト教関係のとこってんならまあ関係なさそう・・・と

思ってしまうが、この、「カトリック正義と平和協議会」という団体は、なんと朝鮮総連の下部組織

だというのである。

またしてもマスメディアが伝える情報との対比が面白すぎるニュースでした。
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2005 年 6 月 22 日 (水曜日)

日本の対北援助食糧横流しの実態

ＮＧＯ（非政府組織）「救え！北朝鮮の民衆／緊急行動ネットワーク（ＲＥＮＫ）」は、21 日ソウルで

記者会見し、日本が北朝鮮に援助した米が、北の一般国民に渡ることなく横流しされて高値で売

られているとして、その映像を公開した。この援助米は、昨年 5 月小泉首相が 2度目の訪朝のと

き表明した「25 万トンの食糧援助」の一部とされている。

ＲＥＮＫ速報 No.8（2005 年 6 月 21 日)

北朝鮮民主化目指す脱北青年が激写した北朝鮮内部画像

日本の対北援助の実態が初めて映像に！　　ＲＥＮＫのWebサイト

(URL:http://www.bekkoame.ne.jp/ro/renk/renkflashno8.htm)より

日本の援助米が市場で売られる映像米の袋にＷＦＰ（世界食糧計画）の紋章と日の丸が写って

いる　同、ＲＥＮＫのWebサイト(URL:http://www.bekkoame.ne.jp/ro/renk/renkflashno8.htm)より

これまでＴＶなどでも、海外からの北朝鮮への援助食糧が、横流しされている映像は報道されて

いたが、日本の援助物資が写っているものは初めてなので、今日の話題とした。

この情報によれば、米は１ kgあたり 1,000 ウォン（名目上の月収の３分の１）という額で売られて

いたそうである。ＲＥＮＫとしては、「丸投げ方式」の日本政府や国際機関を批判している。まあそ

れもそうかもしれんが、それにしても自国民が飢えてここ十年くらい大量の餓死者を出しているこ

の期に及んで、国の食糧難を改善することなんか頭になく、タダでもらったものに高額の値段を

つけて金を儲けることを考える北朝鮮当局関係者ってのも大した神経だぜ・・・。まさに想像の斜

め上をイってしまってる国である。
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2005 年 7 月 1 日 (金曜日)

中国：対日戦勝六十周年に関するキャンペーン報道

つか、日本はアメリカに敗れただけで「中国が対日戦勝」なんてしてないんだけどな：ｐ、ってのは

まあともかくとして・・・。

中国、新たな戦勝６０周年報道　「反日」さらに刺激？！ 産経新聞( 6/30）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050630-00000011-san-int

「対日戦勝６０周年」の年である今年、中国は４月から重点報道を始めていたようだが、ここへき

てその第二段階の重点期間なのだそうである。なんでも一つは今日７月１日は中国共産党結党

の記念日、７月７日は日中戦争の盧溝橋事件の日、そして日本のポツダム宣言受諾の日、つま

り８月１５日の３つを特に重視する記念日とする、のだそうだ。一方、中国の抗日戦勝記念日であ

る９月３日と満州事変の発端となった柳条湖事件の９月１８日は含まれず、これらは「第三段階」

の期間ということになるとのこと。

こないだ反日暴動でややコントロール効かなくなりかけ、そのあと中国国内のインターネットなど

で情報統制にやっきになってたと思ったが、それでも大々的な反日キャンペーンを続行する方針

には変わりはないようだ。今年はまだ小泉首相は靖国参拝を実施していないが、今のところ参拝

する考えのままである。もしこれだけ反日キャンペーンやってるときに靖国参拝なんてニュースが

行ったら、また暴動で収拾がつかなくなりはしまいか。まあ、心配してやる義理などないが。

ちなみに６０年前の戦争のことで、他人に吹き込まれたのではなくリアルタイムな記憶つきで日本

に恨みを持っている人などもはや１３億人のうちわずかしかいないはずである。ならば中国はな

ぜそうまでして「反日」に凝り固まるのか。中国では反日運動は直接反日運動とは言わず愛国運

動と呼ばれる。つまり、その目的は要するに現体制の求心力維持という一点に尽きるのだ。実態

は不明ながら、これだけのなりふり構わなさ加減を見るに、その求心力というのが実際どういう状

態になっているのか興味が湧くところだ。
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2005 年 7 月 3 日 (日曜日)

東條英機元首相の孫、テレ朝の「サンデープロジェクト」に出演

いや、なかなか凄かった。今日のテレ朝のサンプロ。最初のコーナーは、東條英機元首相のお孫

さんである東條由布子氏が出演、昨今の靖国や歴史認識問題等について語った。あとのコーナー

では、「遺族感情と歴史問題の間」と題してジャーナリストの櫻井よしこ氏、自民党衆議院議員の

西川京子氏などが出演して、靖国参拝問題や中国の反日などについて討論が行われた。

東條氏、櫻井氏、西川氏の三人の女性論客の多連装神発言炸裂って感じでサイコーでした。討

論では田原総一朗氏が最後の方何気にパニクってる感じだったし、中国の歴史教科書をツッコま

れて高野孟氏が中国擁護にまわるもいかにも自信なさげでタジタジになっているのは印象的だっ

た。東條由布子氏の発言については、下記でも報道されているようである。

中韓の分祀論に不快感＝古賀氏の発言「不用意」－東条元首相の孫　時事通信社(7/3)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050703-00000022-jij-pol

上記ソースの通り、日本遺族会会長である古賀氏の発言についてどう思うか聞かれたときは、

「古賀氏の発言は個人的な見解であり、日本遺族会としての見解ではない。会から反発が出る

のではないかと思っていたが、やはり出たではないか。」といった発言をしていた。東條氏は現在

本職はＮＰＯの代表ということらしいが、別に政治家でもないし歴史学者とかやってるわけでもな

いらしい。東條英機の孫というだけで、田原氏他サンプロのレギュラー陣にいろいろツッコまれて

いたが、しかし、その受け答えのしっかりしたこと、どうツッコんでもバシバシ反論材料を提示する

あたりは感心してしまった。

施設長的に、一点追加しておこう。我々今の日本人も、中国などの抗議を見て、東條英機→Ａ級

戦犯、Ａ級戦犯→戦争やったなんかすごく悪い人、→だから中国などが怒ってる、→だからやっ

ぱ日本は謝罪しなきゃいけないのかなあ。と漠然と思っている人は多いだろう。確かに中国が怒っ

て東條英機を恨んでいるというニュースなどが時々伝わる。まあ例えばこんなふうに↓。

【海南】跪いて謝罪する「東条英機像」を製作(写真)　　人民網日文版(2004/1/10)

http://j.peopledaily.com.cn/2004/01/10/jp20040110_35732.html

しかし、ここに一点疑問が湧く。東條内閣は、太平洋戦争、つまり対米英蘭の戦争の開戦時の内

閣である。Ａ級戦犯として裁かれているのもその開戦の責任だ。中国との戦争はそれより４年も

前の 1937 年からとうに始まっている。日中戦争始めた責任者を恨むのなら話しはわかるが、アメ

リカなどとの戦争を始めた責任者としての東條英機をなんで中国人が恨む必要があるのか、実

はこの点は全く意味不明である。番組でも誰かが、「一般の中国人は東條英機以外Ａ級戦犯の

名前なんて出てこないだろう」と言っていたが要するにそういうことだ。今の時代の日本人と大差

はなく、単に漠然と「Ａ級戦犯」というキーワードに粘着しているに過ぎないと見て間違いない。
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2005 年 7 月 16 日 (土曜日)

書籍紹介：「韓国・中国の『  (  国定  )  歴史教科書』を徹底批判する」  

「韓国・中国の『(国定)歴史教科書』を徹底批判する－歪曲された対日関係史-」　勝岡寛次　小

学館文庫

歴史教科書問題をウォッチする際、日本人的にとりあえずしっかり押さえておくべき点、それは、

「じゃあ日本の歴史教科書に毎度文句つけてくるあの国とあの国の歴史教科書はまともなの

か？」というと、まともどころか国家が作った歴史教科書がほとんどトンデモ本のレベルだというこ

とである。ここ重要。

まあ本書はかれこれ３，４年前の本で、最近他にも同様のことを題材とした本は２，３見られる。

本書は歴史教科諸問題で毎度槍玉にあげられる扶桑社の歴史教科書との比較に重点を置いて、

「ぜんぜんこっちの方が公平だってのどーゆーことよ」という点を強調、逆に中国・韓国の歴史教

科書に「逆修正要求」を突きつけるという内容となっている。ただ、読んで感じることだが、一番の

問題は中国・韓国よりもこれだけ異常な状態にこれまで疑問を抱かなかった日本の方だろう。著

者がツッコミを入れているいろいろな事実にしたって、果たしてどれだけの人が正確に知っていた

だろうかと思うことが残念ながら多い。

ちなみに近代に関して、反日一色なのは中・韓お約束なわけだが、近代以前については中・韓そ

れぞれ微妙な違いがあるようだ。中国は、近代以前の華夷秩序に則った近隣国との朝貢関係と

いう事実を意外にも語りたがらない。例えば隋代の記述で、日本が使者を送ってきた事実には触

れている。このとき日本が「日出づる処の天子、日没する処の天子に書を致す。恙無きや」と書い

て対等関係を主張した事に隋の煬帝が激怒した、という隋書倭国伝の有名な記述がある。だが

その事実を完全無視して、煬帝はこのとき「喜んでこれに同意し、××を贈った・・・」などと書いて

いるのである。まあ中国の場合は、恐らくは近代以前の歴代王朝が、侵略しては近隣国に朝貢

関係を強いていたことにあまり触れると、近代に「日本に侵略された被害者」としてのキャラクター

に説得力が失われて困るということであろう。

一方韓国はというと、中国との関係については、例えば歴代王朝が中国の冊封を受け、中国の

年号を使うことを強制されたこと、ちなみに李氏朝鮮の成立によってできた「朝鮮」という国号も明

に決めてもらったことなども、もちろん一切触れることはない。のは、まあ置いておくとしよう。それ

に対して対日関係というと、古代から李氏朝鮮まで、日本に文化を「教えてやった」「伝えてやった」

のオンバレードなのである。確かに古代において、日本が大陸の文化を多く輸入して学んだ事実

は誰も否定しないだろう。が、中世以降もずっとそうだったというのは無理がある。まして江戸時

代の朝鮮通信使にまで、「私達の先進文化と技術を伝えてあげる文化使節の役割をあわせても

ち、日本の文化発展に大きく役立った」と言い張るのはいかがなものか。ここの表現にはさすが

に腹が立ったので一つ紹介しておこう。

第 11次朝鮮通信使節（1763～1764）の一員だった金仁謙の日本紀行文、 

「日東壮遊歌」金仁謙著　高島淑郎訳注　平凡社東洋文庫 より。 

大阪を見ての驚き 

「三神山の金闕銀台とは　まことこの地のことであろう」 

「人家が塀や軒をつらね　その賑わいの程は我が国の錘絽（ソウルの繁華街）の万倍も上である」

 

「北京を見たという訳官が一行に加わっているが　かの中原の壮麗さもこの地には及ばないとい
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う」 

名古屋を見ての驚き 

「山川広闊にして　人口の多さ　田地の肥沃　家々の贅沢なつくり　遠路随一といえる 

中原にも見あたらないであろう　朝鮮の三京も大層立派であるが　この地に比べれば 寂しい限り

である」 

江戸を見ての驚き 

「楼閣屋敷の贅沢な造り　人々の賑わい　男女の華やかさ　城郭の整然たる様　橋や船 にいた

るまで大阪、西京（京都）より三倍は勝って見える」 

日本だけがなぜ江戸時代が終わったあと、有色人種国で唯一近代化に成功し列強の一員となる

までに至ったかには理由がある。明治以降に全てを作り上げられたのなら他の国だってできたは

ずである。江戸期の日本は、欧米のような機械文明こそなかったものの、経済や流通やまたは庶

民文化の発達といい、近代の前段階と言える文明レベルを手にしていた。それをこの期に及んで

まだ古代同様「大陸から文化を教えてもらう立場だった」などというのは、大嘘とはっきり主張して

よいのではあるまいか。

さて、ところで意地悪な話をすると、「日東壮遊歌」の記述は実はこのあとが最も傑作なのである。

京都を見ての電波（笑）

「惜しんで余りあることは　この豊かな金城湯池が　倭人の所有するところとなり帝だ皇だと称し

子々孫々に伝えられていることである　この犬にも等しい輩を皆ことごとく掃討し 四百里六十州を 

朝鮮の国土とし　朝鮮王の徳をもって礼節の国としたいものだ」 

彼らの「教えてやった」「伝えてやった｣史観は今に始まったものではない、ということのようだ。中

華思想(または小中華思想）という名の選民思想、これが彼らとの「歴史認識」問題を読み解く上

での重要キーワードである。
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2005 年 7 月 18 日 (月曜日)

小泉首相の      8      月      15      日靖国参拝を求めるデモ  

昨日、新宿で小泉首相の 8 月 15 日靖国参拝を求めるデモ行進が行われたようである。

首相八月十五日靖國參拜を促すデモ 第二彈！七月十七日決行！！ チャンネル桜掲示板

http://www.ch-sakura.jp/bbs_thread.php?ID=178592&GENRE=sougou

ちなみに「台湾の声」でも広報されていた。

【デモ案内】小泉首相に八月十五日靖國参拝を求める東京行進　メルマガ台湾の声

http://www.emaga.com/bn/?2005070045211115001162.3407

ＣＳのテレビ局である「日本文化チャンネル桜」ではさきほどデモについて伝えていたが、情報に

よると 600 人くらいの参加があったようだ。同局によれば、例によって国内の他のマスコミで伝え

ているところは全くないとのこと、ただし海外メディアではロイターがデモのことを取り上げたらしい。

ちなみに新宿の同じ場所でだが、実は台湾独立派関係のデモも近年複数回実施され、これも数

百人から多いときで千人近い参加者の集まるデモになっている。が、これも台湾のメディアは大

きく取り上げてたようだが、日本のメディアが取り上げてるのを見たことがない。

まあ毎度のことである。サヨク関係のデモなら十数人程度（それデモっていうか・・・（笑））しかいな

くても、地上波のテレビ局が全国ネットで「市民・学生は怒っている」と宣伝するのを見たことがあ

る。昨日のデモが、これがサヨクの方々による反靖国デモとかで 600 人参加だったら、狂喜して

報道したメディアがあったに違いない。一方、それとは逆に、右・・・、いや保守・・・、いや別に右で

も保守でもないよなあ、例えば、北朝鮮の拉致被害者 5 人が帰ってきた年の、家族会などによる

国民大集会に 1 万人が集まったとき、さすがに大抵のテレビ局が報道するなか、どことは言わな

いＴＢＳの誰とは言わない筑紫哲也ニュース２３がこれを完全スルーしたなんてことがあったよう

である。
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2005 年 7 月 26 日 (火曜日)

「戦犯法廷」、こんなのはいかが

昨日今日あたり、ＮＨＫの番組改編問題がニュースを賑わしている。これはＮＨＫが 2001 年 1 月

30 日に放送された、従軍慰安婦問題に関する民間団体の模擬裁判を取り上げた番組について、

この番組に自民党の安倍晋三議員と中川昭一議員の圧力がかかって改変されていたと朝日新

聞が昨年になって報道、これを全面否定するＮＨＫとの間で対立が続いている問題である。

この問題に昨日 25 日、朝日新聞が「検証記事」と題した特集記事を掲載した。 

「ＥＴＶ２００１～シリーズ戦争をどう裁くか～第２回　問われる戦時性暴力」

の編集過程を含めた事実関係の詳細について　　ＮＨＫ(7/20)

http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/news/050720.html

結論から言うと朝日は、この問題で安倍氏・中川氏の圧力で番組が改変された確実なる証拠を

押さえているわけではなさそうだ。それはいいとしても、ちなみにこの「民間団体の模擬裁判」とは

こういう代物である。

女性国際戦犯法廷　フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%88%A6%E7%8A

%AF%E6%B3%95%E5%BB%B7

弁護人なし、被告人故人で不在、裁判ゴッコにしても裁判と言える代物ではない。ちなみに従軍

慰安婦問題だが、近年これに対する疑問や反証が多く出され、根拠に乏しいということで教科書

出版各社の歴史教科書からもとうとう全て消えてしまったものである。朝日新聞を云々言う以前

に、仮にも公共放送を自称するテレビ局がこんな内容を公共の電波に垂れ流していた。ＮＨＫも

目糞鼻糞である点は押さえておこう。

しかし、こんなお遊び裁判ゴッコが許されるのなら、こんなのもいかがだろうか。

月刊「諸君！」　文芸春秋

http://www.bunshun.co.jp/mag/shokun/

2005 年 8 月号　特集「東京裁判」を誌上「再審」する　- 今だから言える 戦勝国こそ「超」Ａ級戦犯

がゾロゾロ -

読んで「あはは」と笑ってしまった。第二次大戦が終わってもし、戦犯裁判の被告席に戦勝国側を

座らせたらどうなるか、同記事で「（東京裁判、ニュルンベルク裁判の被告は除く）もうひとつのＡ

級戦犯リスト」の名前と罪状を挙げている。

1. 「平和に対する罪」　＝　開戦の責任

　　チェンバレン（英）、ダラディエ（仏）　・・・　ミュンヘン会談における対独宥和政策推進

　　スターリン（ソ）　・・・　独ソ不可侵条約によるドイツとの密約。日ソ中立条約破棄による対日侵

攻。八月十五日以降の対日攻撃。

　　蒋介石（中）　・・・　米国の対日妥協に執拗に反対し圧力をかける。

　　ルーズベルト（米）、ハル（米）　・・・　対日強硬外交推進、ハル・ノート提示。
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2. 「人道に対する罪」　＝　大量虐殺など

　　ルーズベルト（米）　　・・・　対独、対日無差別爆撃を指示。

　　トルーマン（米）　　　　・・・　対日原爆投下を指示。

　　ルメイ（米）　　　　　　　・・・　対日無差別爆撃を指示。

3. その他

　　ド・ゴール（仏）、スターリン（ソ）、チトー（ユーゴ）、毛沢東（中）　・・・　国際法違反のレジスタン

ス、パルチザン活動を指示。

　　石原莞爾（日）　　・・・　満州事変を拡大した軍人

　　時流に迎合した知識人・文学者（戦後転向した者を含む）

　　時流を煽った一部マスコミ

まあ、1.の「平和に対する罪」なるものは、史実では東京裁判で「人道に対する罪」では日本の最

高指導者たちを裁くネタに困ったため作られたという代物ではある。が、2.以降について、歴史の

IFで勝ち負け逆だったらリスト上の各人物の罪状を疑問視する者はいなかったのではあるまい

か。無差別爆撃や原爆投下は本来弁明の余地はない。ド・ゴールやチトーも国際法違反というの

は笑ったが、そういやまあそうだ。何事も視点を変えてみるというのは興味深いかもしれない。

49



2005 年 7 月 28 日 (木曜日)

「常任理入り否決なら分担金削減論も」町村外相

27 日、町村外務大臣は国連本部で記者会見し、「常任理事国になれなかったら、国連分担金を

削減すべきだという世論が広まるだろう」と発言して波紋を呼んだ。

＜町村外相＞「分担金削減世論強まる」理事国入りで“脅迫”　毎日新聞(7/28)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050728-00000064-mai-pol

首相「国連拠出金の削減言及、外相のどう喝ではない」　日本経済新聞(7/28)

http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20050728AT3L2807628072005.html

国連分担金削減の世論拡大　町村外相「常任理入りだめなら」 　産経新聞(7/28)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050728-00000031-san-int

常任理入り果たせないと「分担金へ不満広がる」町村外相　　朝日新聞(7/28)

http://www.asahi.com/international/update/0728/010.html

まあ、見出しに「脅迫」とまで書かれているが、それほど強い態度に出たわけではあるまい。今ま

でがヨワすぎだったってだけで。各紙とも触れているが、国連分担金の分担率、日本は、一位の

アメリカに迫る 19.468%とアメリカ以外の他国を大きく引き離している。アメリカを除く常任理事国

（英・仏・中・露）の合計をも大きく引きちぎっている。

2003-05 年国連通常予算分担率・分担金　　　平成 17 年 1 月　　外務省

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jp_un/yosan.html

1.米国 　 22.000% 

2.日本 　19.468% 

3.ドイツ 8.662%

4.英国 6.127% 

5.フランス 6.030% 

6.イタリア 4.885%

7.カナダ 2.813% 

8.中国 2.053% 

9.メキシコ 1.883%

10.韓国 1.796% 

11.オランダ 1.690% 

12.豪州 1.592%

13.ブラジル 1.523% 

14.スイス 1.197% 

15.ロシア 1.100%

だがこれだけではない。各国滞納があり、アメリカは累積すると分担率のうちの 4割くらい滞納し

ているそうだ。よって、現状国連の最大のスポンサーは間違いなく日本だと言ってよい。町村外相

の発言はこれらの事実を踏まえたうえでのものだろう。ちなみに、日本の常任理事国入りに執拗

に粘着して反対する中国と韓国の滞納率は 6割を超える（2004 年末現在)と言われている。もち

ろん、国際貢献は金だけではない。しかし、それにしたってそーゆーお前らもう少しくらいは何か

国際貢献してみろよ、とどうしてもツッコミたくなるところである。
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2005 年 8 月 10 日 (水曜日)

終戦の日には・・・

さて、世間は衆議院解散のニュースで持ちきりだが、まあそれはよそに任せておこう。終戦の日

が近づいた今日、台湾の声に再び「転送、転載歓迎」の記事が出てたので、取り急ぎ全文掲載す

る。今も全国紙や地上波のＴＶなどのマスメディアを見れば、靖国と言えば左翼が粘着して起こし

ている訴訟や中・韓の反応を取り上げるニュースばかり。日本人以外の人たちの間にもこのよう

な声があることを果たしてどれだけの人が知っているだろうか。

-------------------------------------------

件名：「台湾の声」【呼びかけ】在日台湾人も靖国神社を参拝しよう　メルマガ「台湾の声」

【呼びかけ】在日台湾人も靖国神社を参拝しよう　　　

　　　　　　終戦の日、英霊はきっと待っている

　　　　　台湾の声編集長　台湾団結聯盟日本支部代表　林　建良（りん　けんりょう）　

（転送、転載歓迎）

　まもなく終戦の日を迎えるが、この日には大勢の日本国民が靖国神社を参拝する事であろう。

これまで多くの在日台湾人にとって靖国神社は、日本人の戦没者慰霊施設としてあまり関心を

抱いてこなかったのが事実だ。しかしそこにはおよそ２万８千柱の台湾人同胞の戦没者が祀られ

ているということを思うなら、後の世を生きる台湾人としては、その子孫であるとないとにかかわら

ず、もっと関心を持っていいのではないだろうか。

　靖国の英霊が英霊であるゆえんは、国家に殉じたという崇高な行為のためである。台湾人英

霊もまた、当時の祖国・日本に生命を捧げた人々であり、今日の台湾人にとっては決して忘れて

はならないものだ。

当時の台湾人は日本国民として生き、戦った。それを否定する戦後台湾人は、戦後の中国人教

育の影響を払拭できないでいるだけである。そのようなものからとっとと抜け出し、先人への慰霊

と感謝という、人としての当然の気持ちを、靖国神社において取り戻そう。台湾人英霊は台湾人

の参拝を必ず楽しみにしているはずだ。終戦の日、在日台湾人は進んで靖国神社をお参りして

はどうだろうか。

　批判など恐れる必要はない。台湾人として堂々と参拝しよう。それは日本で生活するものとして

の、日本に対する礼儀でもある。また日本人も戦後教育の悪影響を拭い去り、みなで参拝したら

いいだろう。全国民を代表する首相の参拝も支持するべきだ。

　国家の再生は護国の英霊への感謝からだ。靖国神社は日本人に大きな力を与えてくれる事だ

ろう。中国はそのことを知っているから、靖国参拝への干渉行為を繰り返すのだ。

台湾人も日本人も、あやまった戦後価値観を克服し、あらたな時代を切り開いていこう。

http://www.emaga.com/bn/?2005080035516756001834.3407
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2005 年 8 月 17 日 (水曜日)

終戦の日関連の社説より

終戦記念日の昨日と今日、全国紙各紙は社説でそのことを話題にした。今年はすべての新聞が

靖国神社を話題にしている。今年は 8 月 15 日の靖国神社への参拝者が例年をはるかに上回り

20 万人以上に昇ったという。これほどまでに靖国神社に対する関心が高まった年はない。60 年

目の節目が強調されるが、それだけが原因ではないだろう。ひとつにはやはり今年春の反日暴

動など、首相の靖国参拝を執拗に攻撃する中・韓に対し、これまで無批判だった雰囲気が徐々に

変化し、それらの「異常性」を日本の世論が感じ取るようになってきたことは大きい。

【主張】靖国神社　広く国民が参拝する場に　　産経新聞社説(8/16)

http://www.sankei.co.jp/news/050816/morning/editoria.htm

［小泉首相談話］「軍国主義への回帰はあり得ない」　　読売新聞社説(8/15)

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20050815ig90.htm

社説：終戦記念日　とんがらず靖国を語ろう　還暦機に幼稚さから脱して　　毎日新聞社説(8/15)

http://www.mainichi-msn.co.jp/eye/shasetsu/news/20050815ddm002070054000c.html

社説２　首相は言葉より行動で示せ（8/16） 日本経済新聞社説(8/15)

http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20050815MS3M1500815082005.html

６１年目の出発　首相談話を生かしたい　　朝日新聞社説(8/16)

http://www.asahi.com/paper/editorial20050816.html

で、そのことを強く意識して却って珍妙な内容になってて一番面白かったのが朝日新聞の社説だ

ろう（笑）。

昨日は靖国神社の参道に特設テントとステージが建てられてのイベントが行われて、それを主催

だかしたらしいチャンネル桜が夕べその様子を放送していたが、翌日の朝日の社説でそのイベン

トのことが詳しく書かれるとは意外である。そしてそれに一言、

>あの戦争に対する反省や責任の呪縛から解き放たれたような、奇妙な時空間が広がっていた。 

「奇妙な時空間」という悔し紛れなのか何が言いたいのかよくわからない言葉を投げつけるが、

具体的な批判は口にせず。韓国でのナショナリズムを持ち出して、「ナショナリズムが暴走するこ

との危険は」と話しをお説教へと持っていきたがるがそりゃ向こうのこと、別に靖国で暴動起きた

わけでなしイベントが参道で催されたのどこが「ナショナリズムが暴走する危険」か。そして結び

が「なんとか××できないものか」、なんだ結局結論になるものがなかったのかよ。

一生懸命話を持って行きたい方向に持って行きたいがなかなか持って行きづらい。相手に関節

技をかけようとして却って自分が身動きとれなくなって悪戦苦闘してるような文章である。

まあそういうメディアもあるおかげで当施設の話のネタも続くわけだが・・・。
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2005 年 8 月 28 日 (日曜日)

総火演に行ってきました

　日焼けが痛くて熱い風呂にはしばらく入れない施設長です。

　総火演、焼き肉屋の名前ではないんです。正しくは富士総合火力演習。これは陸上自衛隊が

年に一度静岡県にある東富士演習場で行う、一般公開されたものとしては国内最大規模の実弾

射撃演習である。今年は昨日 8 月 27 日に実施されたが、各メディアも報道しているようである。

3億 4000 万円分の実弾射撃・陸自が富士で総合火力演習　共同通信(8/27)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050827-00000052-kyodo-soci

陸自が実弾演習、一般公開…東富士 読売新聞(8/27)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050827-00000304-yom-soci

　さて、施設長的に特筆したいのは見に来る人の数だ。どのくらいの人が来ているかご存知だろ

うか。広大な富士山の裾野の演習場に巨大な仮設スタンドを建設し、集まった入場者が実に３万

人。だが、それだけではない。総火演は税金でやってるだけに入場は無料なのだが、応募してチ

ケットを得るには抽選を経ることになる。これが近年当たらない。数年前までは 4回に 1回くらい

しか外れることはなかったのだが、今回実は 4 年ぶりにやっとチケットをゲットできた、入場無料

のプラチナチケットなのである。3 万人入れるのにそれだけの応募が殺到していること自体驚きで

ある。これだけの関心を集めているものであることはあまり知られていないかもしれない。自衛隊

のイラク派遣などで、最近ますます関心を集めているということらしい。

　しかし、4 年ぶりに来て気づいたが、開始の際の国旗掲揚、国歌演奏がなくなっていた。それま

でだと、国歌演奏の間は場内の自衛隊員は炎天下の下、国旗に向かって全員直立不動の姿勢

で敬礼する。それを見るとやっぱ自衛隊も普通に軍隊なんだねえと思うのだが、やらなくなってし

まったようである。前からだが、総火演での会場内の自衛隊員達は、真っ黒に日焼けして屈強な

姿をしていながら、見学者にはみょーに愛想がよい。午後の装備品の展示の際も一般客の質問

に一生懸命愛想よく説明をしている姿をよく見る。ま、要するに世論をかなり気にしている印象で

ある。

　話しは変わるが、ちなみに施設長は今日、映画「亡国のイージス」を見に行ってしまった。「ロー

レライ」、「戦国自衛隊 1549」とあわせて福井晴敏氏原作の小説が立て続けに映画で公開された

が、これで３本全部見てしまった。「戦国自衛隊 1549」と「亡国のイージス」は自衛隊全面協力と

いうことで、本物の戦車・装甲車・攻撃ヘリ、そしてイージス艦と迫力満点の映像が売りである。だ

が、よく見るとちょいとひっかかる。福井晴敏氏の作品はもちろん反日的・サヨク的内容ではない

にしても、「戦国自衛隊・・・」は先に事故で戦国時代にタイムスリップした第三特別実験中隊が織

田信長を名乗って暴走し、あとから救出・回収に来た主人公達の部隊と自衛隊同士の戦闘にな

る。「亡国のイージス」に至ってはイージス艦いそかぜの幹部自衛官が某国工作員と手を組んで

反乱を起こし日本が絶体絶命の危機の陥る話しである。その昔フランシス・コッポラ監督の「地獄

の黙示録」がストーリーの内容から米軍の協力全面拒否に遭い、やむなくフィリピン軍に撮影協

力を頼んだ経緯がある。それを考えれば、これらの映画の内容に少しくらいへそを曲げたってよ

いものを全面協力というのは、自衛隊も人の良い軍隊である。

　　しかしそれはいいとしても、総火演で国旗・国歌をやめてしまったのが、「世論を気にしたから」

だとするのなら、残念なことである。軍人が我が物顔に威張り散らし、国の政治にまで介入する

軍国主義というのならもちろん許されることではない。だが、民主国家において国旗・国歌は「国

民全員のものである国家」を象徴するものであり、それらに軍隊が敬意を払うことはどこも軍国主
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義的なことなどではない。

平成 17 年度富士総合火力演習　陸上自衛隊ウェブサイト

http://www.jda.go.jp/jgsdf/japanese/event/2005sougoukaryoku/sougo2005.html

2005 年 8 月 30 日 (火曜日)

総火演に行ってきました（その２）

さて、27 日の富士総合火力演習の模様を当施設でも撮影することができたので、ここに公開しよ

う。

三万人の観客

CH-47Jによる偵察隊員の回収、なかなかコワそう

空挺隊員による降下演習、毎回必ずこのとき「空の神兵」が流される。
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しかし迫力はなんといってもこれ。90式戦車の射撃。今回施設長の座っていた場所からわずか

30～40ｍの位置でぶっぱなしてくれた。衝撃波で来ていたＴシャツと上半身の体毛全部が一瞬

飛び跳ねました。

毎度おなじみ総火演のラストシーン

演習終了後は装備品展示の時間となる。最初はたくさんの人が集まりなかなか近寄れない。
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今年は今年だけに、96式装輪装甲車と軽装甲機動車は大きな日の丸つきサマーワ派遣仕様を

展示。

戦車やヘリコプターのほか、小火器類の展示もあった。
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2005 年 9 月 4 日 (日曜日)

書籍紹介：「マンガ嫌韓流」

　さて、そろそろこのマンガ本についての話しをしよう。

　ネットをよく見る人にとってはすでによく知られていることだが、マスメディアでは韓国といえば韓

流ブームと言われてもてはやされている情報しか目にすることがない一方、２ちゃんねるなどの

ネットを見るとこれが全く対照的にボロクソに叩かれていることがほとんどである。そう、韓国に関

する話題はマスメディアが流す情報とネット上の世論との間のギャップがもっとも激しい話題といっ

ていい。

　実際、このマンガ本も出版物として出版することは極めて難しかったらしい。作品自体は 2003

年には描き上がっていたらしいのだが、どの出版社にも出版を拒否され、2 年たった今年ようやく

出版に漕ぎ着けたのである。出版するときも作者のホームページによれば、朝日・毎日はもちろ

ん読売や産経などにも、全国紙すべてにことごとく広告掲載を断られたとのことである。

　さて、それで売れ行きはというと、これがどうやらバカ売れしているようである。7/26 の発売当初、

施設長はいろんな書店を探したのだがなかなか見つからなかった。２ちゃんねる情報から東京駅

前丸の内オアゾの丸善でやっと発見、入手することができた。その後、これは売れるということに

なったのかかなり増刷されたようで、今現在では多くの書店で平積みで売られている。発売から

一ヶ月以上経ったいまだに、多くの大型書店のウェブサイト上で、売り上げランキングの上位に

載っている。

順位は今日 9 月 4 日現在：

アマゾン・トップセラー　　　・・・　本総合 3位
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/new-for-you/top-sellers/-/books/all/249-7303155-6599563

紀伊国屋・単行本ベストセラー　　　・・・　単行本 1位

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/best_wa.cgi?subj=tanko

三省堂書店・一般書　　　・・・　一般書 3位

http://www.books-sanseido.co.jp/rank/best.html?MBR_NO=&SESSION=

八重洲ブックセンター　・・・　一階（新刊話題書等）フロア中 2位

http://www.yaesu-book.co.jp/best-seller/1f.htm

　さて、これらのランキングを見ていただいた上で次のソースを見ていただきたいが、これに対し

マスメディアの一部に微妙な反応が現れて興味深かったのである。

ＴＢＳ「王様のブランチ」より：

ブックランキング　2005 年 7 月 2 日 http://www.tbs.co.jp/brunch/book_corner/20050702.html

ブックランキング　2005 年 7 月 9 日 http://www.tbs.co.jp/brunch/book_corner/20050709.html

ブックランキング　2005 年 7 月 16 日 http://www.tbs.co.jp/brunch/book_corner/20050716.html

ブックランキング　2005 年 7 月 23 日 http://www.tbs.co.jp/brunch/book_corner/20050723.html

　と、ここまでずっと「総合」ランキングである。ところが、

ブックランキング　2005 年 7 月 30 日 http://www.tbs.co.jp/brunch/book_corner/20050730.html

　「マンガ嫌韓流」発売の 7 月 26 日の次の放送ではこれがなぜか突如「タレント本」ランキングに

変わる。
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ブックランキング　2005 年 8 月 6 日 http://www.tbs.co.jp/brunch/book_corner/20050806.html

　そして、次の週ではこれが「コミック」ランキングに変わり、そしてさらに次の週から元の「総合」ラ

ンキングに戻るのである。

ブックランキング　2005 年 8 月 13 日 http://www.tbs.co.jp/brunch/book_corner/20050813.html

ブックランキング　2005 年 8 月 20 日 http://www.tbs.co.jp/brunch/book_corner/20050820.html

ブックランキング　2005 年 8 月 27 日 http://www.tbs.co.jp/brunch/book_corner/20050827.html

　なお、ここでは「マンガ嫌韓流」は現在まで一度もランキング入りしていない。もちろん、書店に

よってはランキングに入ってないところはある。当初「マンガ嫌韓流」がランキングに入ってくるこ

とを恐れ急遽ランキングを変えたが、どうやら自分達のソースでは入ってこないことがわかり、変

えた意図を微妙にカモフラージュしながら元に戻した、といったところではあるまいか。ちなみにＴ

ＢＳは、石原都知事発言を捏造して報道したことについて、「マンガ嫌韓流」の中で番組名から出

演者まで名指しで激しく叩かれているテレビ局である。

　そしてもうひとつ微妙に面白かったのはやはり朝日新聞である。

asahi.com BOOKランキング http://book.asahi.com/ranking/index.html

この中の amazon.co.jp のランキングに注目。

Amazon.co.jp（和書総合、７月４日～７月１０日）(07/16) 

http://book.asahi.com/ranking/TKY200507160111.html

　次のリンクは(07/23)とあるが、実は上の 7/16 以降なぜか 2週間近く更新が滞ってからの更新

であった。つまり「マンガ嫌韓流」発売開始後の更新である。そこには・・・、

Amazon.co.jp（和書総合、７月１１日～７月１７日）(07/23) 

http://book.asahi.com/ranking/TKY200507230145.html

>※ランキングの対象書籍にコミックは含まれていません。

　うーん、何これ（笑）。

Amazon.co.jp（和書総合、７月１８日～７月２４日）(07/30) 

http://book.asahi.com/ranking/TKY200507300200.html

Amazon.co.jp（和書総合、７月２５日～７月３１日）(08/06) 

http://book.asahi.com/ranking/TKY200508060133.html

Amazon.co.jp（和書総合、８月８日～８月１４日）(08/20)

http://book.asahi.com/ranking/TKY200508170139.html

　と、以降ずっと「コミックは含まれません」のお断りがつくが、ついに朝日が「マンガ嫌韓流」の名

を載せる決断に踏み切る。
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Amazon.co.jp（和書総合、８月１５日～８月２１日）（08/27)

http://book.asahi.com/ranking/TKY200508260242.html

>※Amazon.co.jp からのおことわり：これまで漫画のタイトルにつき除外しておりました『マンガ嫌

韓流』と『マンガ中国入門　やっかいな隣人の研究』を今回よりランキングに含めております。

　朝日新聞さんよ、ちなみにこれほんとは「Amazon.co.jp からのおことわり」ではないんじゃないか？

アマゾンのサイトでは最初から「マンガ嫌韓流」はランキング独走状態で載っていたぞ。それにし

ても、7/11-17 の週のランキングについて 2週間近く更新が滞っていた点、その間、朝日新聞の

内部ではひょっとして相当もめていたのではあるまいか。

　この「マンガ嫌韓流」、以上のようなマスメディアの慌てぶりでもわかるように、内容は韓国に対

してだけではなく、韓国関連のことについては異常に歪んだ報道姿勢をとり続ける日本のマスメ

ディアに対しても強いツッコミが入れられている。その点も非常にお薦めである。

「マンガ嫌韓流」　　山野車輪著　晋遊舎　1000円

目次より：

第 1 話「日韓共催ワールドカップの裏側」　韓国人に汚されたW杯サッカーの歴史 

第 2 話「戦後補償問題」　永遠に要求される金と土下座 

第 3 話「在日韓国・朝鮮人の来歴」　在日が歩んだ歴史と「強制連行」の神話 

第 4 話「日本文化を盗む韓国」　日本文化の窃盗と著作権無視 パクリの実態 

第 5 話「反日マスコミの脅威」　日本を内側から蝕む反日マスコミのプロパガンダ 

第 6 話「ハングルと韓国人」　自称「世界一優秀な言語」ハングルの歴史と秘密 

第 7 話「外国人参政権の問題」　外国人（＝在日韓国人）が参政権を持つということ 

第 8 話「日韓併合の真実」　朝鮮の近代化に努めた日帝 36 年の功罪 

第 9 話「日本領侵略――竹島問題」　互いに領有権を争う日本と韓国 それぞれの主張 

エピローグ「日韓友好への道」　特別編「冬のソナタと韓流ブーム」 
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2005 年 9 月 11 日 (日曜日)

東シナ海ガス田に中国軍艦出現

みなさんは選挙にはちゃんと行きましたでしょうか。今日投票の衆議院選挙、開票が始まったす

ぐの時点で早くも各メディアは自民圧勝を伝え始めているようだ。さて、今日の選挙に大してどれ

ほどの影響を与えたのかは定かではないが、一昨日以下のようなことがあったので、記事にして

おこう。

中国海軍　東シナ海のガス田付近に軍艦５隻派遣　　　毎日新聞(9/10)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050910-00000006-maip-int

９日（金）午前９時頃、東シナ海の春暁ガス田の付近を航行する中国海軍の艦艇５隻を海上自衛

隊の対潜哨戒機Ｐ３Ｃが確認した。詳しくは、海上自衛隊のウェブサイトでも公表されている。

中国海軍艦艇の動向について　　平成 17.9.9 海上幕僚監部　　海上自衛隊(9/9)

http://www.jda.go.jp/JMSDF/info/news/17news/17090901.html

しかし、今日が衆議院選挙なだけに、どうしても思い出してしまう。１９９６年の台湾総統選挙直前、

中国海軍は台湾海峡でミサイルを試射するなどの大規模な軍事演習を行ったことを。明らかに

台湾の選挙を意識した示威行動だったわけだが、しかしこのとき台湾の世論は反発して結局逆

効果だったということで、次の総統選挙以降では、同じことはしなかったのである。

今回も、時期的に見て日本の選挙を意識してのことだったのだろうか。春の反日暴動では日本の

世論はもはやその異常性を認識し、中国に対して公然と批判的なものとなった。先月の終戦記

念日には靖国神社に 20 万人を超える参拝者が訪れた。なので、台湾で失敗したので同じことは

やらないんじゃないかと思っていたのだが。ただ、ありえないことではない。そうは言ってもメディ

アから日本を見れば、野党は与党自民党を攻撃する材料の一つに、「近隣諸国との関係を悪化

させアジアで孤立している」を主張しているところは多い。小泉首相の靖国神社参拝については、

自民党以外ほとんどが「反対」。マスメディアもしかり。それが日本の世論と中国が読み間違えた

可能性は考えられる。
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2005 年 9 月 14 日 (水曜日)

自民圧勝、さて中韓の反応は？

さて、日曜の衆院選は自民党の歴史的圧勝に終わったわけだが、新聞の国際面を見ると日本の

衆院選に対する海外の関心が高いのには驚かされる。特に中・韓はどうだっただろうか。

中国、対日政策に変化なし　衆院選、冷静に受け止め 　　産経新聞(9/13)

http://www.sankei.co.jp/news/050913/kok070.htm

中国外務省、靖国参拝に反対・自民圧勝で　　日本経済新聞(9/13)

http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20050913AT2M1302213092005.html

自民大勝、韓国は日本の右傾化を懸念　　読売新聞(9/12)

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20050912id22.htm

中国青年報：自民党圧勝で「５度目の靖国参拝近い」 中国情報局(9/12)
http://stock.searchina.ne.jp/news/disp.cgi?y=2005&d=0912&f=politics_0912_001.shtml&type=news

中韓、右傾化を懸念　英仏メディア、改革に焦点　総選挙　朝日新聞(9/12)

http://www.asahi.com/international/update/0912/002.html

まあ、だいたい予想の反応。政府公式見解としては静観、でもメディアで学者などに文句言わせ、

ネットは反日で盛り上がる、野党は中韓との関係悪化を靖国参拝などを行ってきた小泉政権の

せいとしてきたので、日本のサヨク勢力には期待していたのだろう。正直ショックは隠せない雰囲

気はあるようだ。前述の通り、昨今の中韓は日本の世論を読み間違えていた可能性はある。そ

の原因は日本のマスメディアにあると言っていい。靖国問題や従軍慰安婦問題などは、あれらは

実は最初に中韓が言ってきたというよりは、日本のマスメディアが中韓を焚きつけたものだが、反

日・親中親韓言論が当の日本から発せられて来るのだから、勘違いしても無理はない。今回自

民党は、選挙戦では郵政民営化に争点を一点集中し、靖国問題・歴史認識問題・中韓との関係

の問題などは避ける方針だったのは事実だ。しかし、少なくとも惨敗した民主党他野党は、これら

を自民党に対する大きな攻撃材料の一つにしていたことには違いない。今回の選挙結果は野党

の主張通り、郵政民営化だけの選挙結果ではなかったと施設長的には捉えているし、中国や韓

国もそう捉えているようである。
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2005 年 9 月 19 日 (月曜日)

9.18      柳条湖事件記念日、すわ反日暴動再び？  

笑えたので記事にする。

香港市内で抗日デモ行進　柳条湖事件の記念日　朝日新聞(9/18)

http://www.asahi.com/international/update/0918/014.html

>５団体計２０人余りが参加し、日本総領事館の入ったビルの前で「日本の軍国主義復活反対」

などと抗議の声を上げた。

5団体で、・・・20 人？1団体平均 4 人のデモ行進・・・ですか？（笑）

まあ、74 年前に柳条湖事件の起きた瀋陽では、それを記念する博物館があり、ある程度大きな

イベントがあったらしい。だが、中国は春以来、民衆のデモが反政府暴動に発展することを恐れ、

かなり神経を尖らせて規制しているようで、官製のイベント以外、民衆による反日デモ（も、まあほ

んとは官製デモなんだけどさ）の類は伝えられていない。日本国内で、左翼系「市民」団体がこれ

と同じくらいの”素晴らしい”人数でデモなどをやって、マスコミが全国に大々的に報道、という場

面を見たことはある。朝日は柳条湖事件の記念日に反日デモが起きなかったのが不満だったの

だろうか、他がどこも報じない中思わず飛びついてしまったという印象である。
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2005 年 9 月 21 日 (水曜日)

「封印された歴史」認知の動き：ベトナム

終戦当時ベトナムに駐留していた日本兵が、その後ホー・チ・ミンのベトナム独立同盟（ベトミン）

に参加、独立を目指してフランス軍と戦った事実を公に認知する動きがベトナム国内に出ている

とのことである。

元日本兵の貢献、ベトナムで認知の動き　「封印の歴史」報道　産経新聞(9/20)

http://www.sankei.co.jp/news/050920/kok059.htm

ベトミン軍に旧日本軍の武器の供与したこと、また陸軍士官学校教官だった将校がベトミン軍を

訓練・育成したこと、また独立戦争に参加して戦死した旧日本兵が「革命烈士」の称号を与えられ

たことなどが伝えられているという。ベトナムでは、大戦末期駐留していた日本軍の食糧徴発に

より 200 万人が餓死した、という話しなどが宣伝されている事実は確かにあるが、ベトナムもどっ

かのように反日感情の強い地域かというと実際にはそうでもないという。ちなみにその 200 万人

餓死の件にしても知られている限りその数字に根拠はない。飢餓は当時ベトナム北部で確かに

発生したようだが、1944 年の大凶作と、米軍の爆撃で南部の穀倉地帯との交通が寸断されたの

が重なったため、というのが本当のところらしく、必ずしも日本軍の責任というわけでもないらしい。

ちなみに当時ベトナム駐留の日本軍の数は 10 万、飢餓の起きた北部は一個師団 2 万 5 千だけ

で、その分の食糧徴発で 200 万人餓死というのは無理がありそうだ。

さて、独立戦争への旧日本兵の参加ということでは、これと似た話で有名なものでインドネシアの

ケースがある。同じ頃、インドネシアでも駐留していた日本軍の将兵約 2 千人が終戦後日本に帰

国せず、その後勃発したインドネシア独立戦争に参加。再植民地化を狙い戻ってきたオランダ軍

との 4 年にわたる戦闘で、その半数以上がインドネシアの土になったと言われている。

第二次大戦で日本が連合国と戦ったのは、あくまで連合国に石油禁輸などで追い詰められたた

め、その反撃手段として当時連合国が植民地にしていた東南アジアの資源地帯を奪取すること

が目的である。だが、現地の将兵に大東亜共栄圏で謳われたアジア解放の理想を信じ、それを

日本が戦争に敗れたあとも本気で実行に移そうとした人が何百何千といた、それもまた事実だっ

たようである。
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2005 年 9 月 24 日 (土曜日)

Ｎｙタイムズ紙の対日報道に外務省が”不公正”と抗議

　最近久々減量をがんばってる施設長です。２週間で２ kg落しました。

　えー、そりゃともかくとして、

　外務省は２１日までに、米紙ニューヨーク・タイムズの日本の政治や選挙に関する報道は不公

正だとして、抗議する旨を同紙への投書の形で伝えた、そうである。

自民党「支配」中朝と同一視　米紙ＮＹタイムズ報道　外務省、不公正と“抗議”　　goo ニュース、

産経新聞(9/23)

http://news.goo.ne.jp/news/sankei/seiji/20050923/m20050923004.html

　ニューヨークタイムズ紙、別名アメリカの朝日新聞である（爆）。まあアメリカにもおかしなメディ

アっているのね。

　外務省が抗議の対象としたのは、ニューヨーク・タイムズ九月七日付の東京発の「なぜ日本は

一党に統治されることに満足なのか」という見出しの報道記事と小泉純一郎首相を批判した同十

三日付の社説。これらの記事の中で、ＮＹタイムズ紙は、自民党の長期政権保持を「中国や北朝

鮮の共産主義政権の支配」にたとえ、「韓国や台湾の方が市民社会や自由なマスコミが健在で

民主主義がより進んでいる」などと論評、他にも「日本の民主主義は幻想、その基盤は希薄」「五

十年の一党支配が民主主義の成長を止めた」「マスコミはみな自民党路線」といった表現が続出、

１３日の社説では、「小泉首相の軍事的ナショナリズムという日本の伝統の愚かな受け入れを容

認することとなった」、「軍国主義者が祭られる神社への小泉首相の参拝と、より力強い軍事政策

への同首相の支持はアジアの世論を警戒させた」などと中国共産党の主張そのまま。さすがの

あの外務省が抗議に至ったのだから、よほどの言い草だったようだ。

　しかし、日本でもこういうおかしな言論が跋扈することが多いので勘違いする人が後を絶たない

わけだが、言うまでもなく日本の自由と民主主義はアジアでもっとも成熟した方である。全体主義

国家、中国・北朝鮮と比べるのは論外として、台湾は戦後長きにわたる国民党独裁政権を乗り越

え８０年代終り以降にようやく民主化を勝ち取った国。韓国も民主化への道は簡単ではなかった

ようだし、少なくとも今も（特に対日）歴史観に関するかぎりにおいては、あの国にまだ言論の自

由はない。
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2005 年 10 月 8 日 (土曜日)

書籍紹介：「親日アジア街道を行く」

井上和彦氏というと、施設長的には最近では日本文化チャンネル桜のいつものキャスターという

イメージである。本書は、フィリピン、パラオ、台湾、韓国、マレーシアとかつて日本の統治や日本

軍の進駐を受けた地域を訪ね、そこに決して反日的とは言えない、いやむしろ親日的な声がある

事実をいくつも紹介している。そうした親日話や当時の日本軍の奮戦話に感激して興奮気味の

文面は、チャンネル桜の番組での語り口そのままだが、以下のようなアジアの地元の声や事実を

目にすれば、戦後世代の日本人ならば確かにびっくりして興奮するのも無理はあるまい。

フィリピン：

さらにピネダ氏は、戦後の日本人を蝕む自虐史観を木っ端微塵に粉砕した。

「かつて日本の統治を受けた台湾や韓国をみてください。立派に経済的な繁栄を遂げているでしょ

う。これは日本の教育の成果です。ですが、アメリカの統治を受けたフィリピンでは、人々は鉛筆

を作ることができなかったのですよ。アメリカが自分達の作ったものを一方的にフィリピンに売りつ

けてきたからでした」

・・・

最期にディソン画伯は、両手を固く結んでこう託すのだった。

「神風特攻隊をはじめ、先の大戦で亡くなった多くの日本軍人をどうか敬っていただきたい。これ

は私から日本の若者たちへのメッセージです。」

パラオ：

そして面白いのがパラオで使われている言葉。

パラオでは日本語を話す年配者が多く、そしてなにより日本委任統治時代に持ち込まれた日本

語が現代もこの地でいきつづけているのだ。

「デンワ」（電話）、「デンキ」（電気）、「センキョ」（選挙）、「サンバシ」（桟橋）、「アブラ」（ガソリ

ン）、・・・多くの日本語が日常で使われている。別の見方をすれば、近代文明の多くが日本委任

統治時代に持ち込まれた証左でもある。

台湾：

そしてなによりこの廟で奏上される祝詞は我々日本人のド肝を抜く。

そう、祝詞は国歌「君が代」なのだ。

それだけではない、この廟では「海行かば」までもが厳かに奏上されるのだ。

祀られる飛虎将軍の神像は、日本軍人の姿をしており、その脇には台湾沖航空戦で散華した杉

浦兵曹長の遺影が飾られている。さらに飛虎将軍の両隣にも軍服姿の神像があった。

廟を建立した堂守の呉省事氏によれば、この二人も日本軍のパイロットだという。

韓国：

金寿姙さんは言う、

「私にはどうしてもわかりません。あの国（日本）の問題でしょう。戦争で亡くなった方のために一

国の総理大臣が靖国神社に参拝に行くことがどうして問題なのでしょうか。韓国で、大統領が国

立墓地に行くことと同じでしょう？私にはわかりませんね。」

マレーシア：
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しかし、変わらぬものがある。それはこの国の対日感情だった。

民家を改造したお土産屋を訪問したときのこと。その家屋の棚の中に、日本の御皇室の写真が

飾られていたのである。それは現皇太子殿下ご夫妻のご婚礼のときのものらしく、今上陛下およ

び皇后陛下とともにご一家で撮影されたものだった。・・・

「親日アジア街道を行く」　井上和彦著　扶桑社

目次：

　第一章　フィリピンに散華した神風

　第二章　ペリリューに散った最期の桜

　第三章　台湾、その麗しき大和ごころ

　第四章　封印された日韓交流秘話

　第五章　アジアの曙、マレー独立の戦い
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2005 年 10 月 10 日 (月曜日)

カリフォルニア州「反日教科書」法成立せず、シュワ知事が拒否

ニュースソースはテレビ朝日のニュースにだけでてもう消えてしまった。他の報道機関が報道して

いる様子はなさそうだし検索エンジンのキャッシュを貼っておく。

シュワ知事の拒否で、加州の「反日教科書」法成立せず (10/8) 　　ＡＮＮニュース（google のキャッ

シュより）
http://72.14.203.104/search?q=cache:oh5intN9NwIJ:webnews.asahi.co.jp/ann_i_151008001.html+

%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AF%E3%83%AB%E3%83%84%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AC

%E3%83%BC%E3%80%80%E5%8F%8D%E6%97%A5%E6%

>　いわゆる「南京大虐殺」など、旧日本軍の残虐行為をカリフォルニア州の教科書に書き込むこ

とを目的とした法案に、シュワルツェネッガー知事が署名を拒否しました。

アメリカ・カリフォルニア州の歴史教科書問題である。第二次大戦中の”日本軍の蛮行”なる内容

を教科書に書き込むことを義務付ける法案が、カリフォルニア州議会を通過。しかし、同州のアー

ノルド・シュワルツェネッガー知事がこれに対し拒否権を発動、法案は成立しなかったようである。

この法案については、ネット上のブログに情報があった。

支那人の後押しで、米国教科書に「南京大虐殺」が大登場（ライブドアブログより） 

http://blog.livedoor.jp/mumur/archives/26126872.html

シュワ知事が反日よりは親日・知日派の多い共和党員だという話はあるが、どのような理由と経

緯から同法案を拒否したかはテレ朝の記事からははっきりはわからない。しかし、こんな法案が

議会は通ってしまったというのが怖いかもしれない。それにしても、聞き捨てならないのがここの

部分だ。

>法案を後押ししたのは、日本の常任理事国入り反対の署名活動を展開した在米の中国人団体

らで、「南京大虐殺」などの旧日本軍の残虐行為をアメリカで歴史的事実として定着させることが、

推進派の最大の目的でした。

かつて、戦前アメリカの対日感情を決定的に悪くするのに貢献したのが、宋美齢（蒋介石夫人）な

ど在米中国人のロビー活動だ。情報戦に疎い日本はそれにまんまとしてやられた。今回も上述

のニュースソース（唯一一瞬報じたのがテレ朝ってのが皮肉である）以外、日本国内でこれを報じ

ているメディアは今のところないようだ。

いやはや、危なかった。全然関係ないが、Ａ・シュワルツェネッガー氏主演映画で施設長的に何

気に好きなのが、「バトルランナー（原題：The Running Man）」である。あれって、マスメディアが捏

造情報で社会を統制している近未来社会に戦いを挑む話だったりとかする。

いずれにせよ、シュワちゃんに感謝。
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2005 年 10 月 16 日 (日曜日)

「首相の靖国参拝は当然」、台湾前総統

訪米中の台湾の李登輝前総統は、共同通信のインタビューに応じ小泉首相の靖国神社参拝問

題に関して、「一国の首相が国のために命をなくした英霊をお参りするのは当然」と発言、また中

国の軍拡について周辺地域の脅威になっていると批判した。

小泉首相の靖国参拝は当然　李前総統、中国を批判　　共同通信(10/16)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051016-00000030-kyodo-int

李登輝前総統の発言としては、これまで通りの論調である。それにしても鼻につくのが共同通信

の言い草だ。

>中国は李氏を「台湾独立派の代表」と激しく批判、訪米中の言動に目を光らせており、こうした

対中批判が中国側を刺激するのは必至だ。

自分でインタビューしかけておいて、「中国側を刺激するのは必至だ」はないだろう。こんな左巻き

のクサレ記者でも相手は日本人だからということなのか、記事の写真で愛日家李登輝氏のにこ

やかなこと・・・。

ちなみに李登輝氏の靖国問題に対する発言を他にも紹介しておこう。一昨年のこと、瀋陽の日本

総領事館に北朝鮮から脱出した家族が駆け込んだ事件があったのを憶えているだろうか。その

とき治外法権であるはずの領事館内まで中国の官憲にドカドカ踏み込まれ、脱北者家族を連れ

てかれてもただボーっとしてるだけの日本総領事館側の醜態が報道された。李氏はこのとき、台

湾国内向けの講演でそのときの日本の対応を厳しく批判しているが、そのときの発言である。

李登輝：「台湾精神を日本人に学ばせろ」　メルマガ「台湾の声」

http://sv3.inacs.jp/bn/?2003020061781087002346.3407

>中国に気兼ねしすぎる日本は去勢された牛

>

>「日本の首相は靖国神社に参拝するのに中国の意見を気にしている。それは教科書の内容問

題も同じだ。」

>瀋陽領事館の事件では国家の尊厳すら忘れており、去勢された牛そのもの」と述べている。

>　そして「もし私が日本の首相なら、中国の抗議など『お前の知ったことか』と必ず撥ねつけてや

る」とし、

>「日本には武士道があったのだが、今はこの様だ。台湾の精神を日本人によく学ばせなくては

ならない」と語った。

別の講演で李氏は台湾精神に重要なものの一つが日本の武士道・日本精神だとも発言している

(＊)ことを付け加えておく。「台湾精神を日本人に学ばせろ」とはそういう意味だ。

それにしても何が「中国側を刺激するのは必至だ」だ。靖国問題で中国に気兼ねしたようなことを

するのは日本国の尊厳にかかわる問題だぞと李氏は言っているのだ。日本よりも遥かに酷く中

国の横暴と脅威に晒され続けた台湾の指導者による非常に重い発言と受け止めるべきだ。

＊2002 年 12 月 15 日、日本李登輝友の会設立大会記念講演での同氏の発言より。
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2005 年 10 月 17 日 (月曜日)

小泉首相、靖国神社参拝  (10/17)  その１  

さて、今日小泉首相が靖国参拝してみたら、予想通り中・韓と日本国内の左寄りの連中が火がつ

いたように騒ぎ始めたわけだが。彼らの定番のセリフ「アジアの人々の感情を傷つけた」がメディ

アでハデに報道されている。とりあえず、その「アジアの人々の感情」を当施設でもひとつ紹介し

ておくことにする。

【声明文】小泉首相の靖国神社参拝を支持する　メルマガ「台湾の声」

http://www.emaga.com/bn/?2005100061786481000779.3407

------------------------------------------------------------------

【声明文】小泉首相の靖国神社参拝を支持する

（転送転載歓迎）

今朝、小泉首相が靖国神社に参拝しました。例の通り、中国がヒステリックに抗議し、日本の左

翼もそれに同調しました。抗議の定番一つは「近隣諸国の感情を害した」であるが、少なくとも台

湾人の多くはそのように考えていません。

本来、殉国した英霊に参拝することは当然なことであり、それによって感情を害された国があると

すれば、それは その国の精神状態に問題あり と言わざるを得ません。

我々は小泉首相の靖国神社参拝を支持します。

靖国神社参拝は日本再生の第一歩であると堅信します。

　　　　　　　　　　　世界台湾同郷会副会長　「台湾の声」編集長　林建良
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2005 年 10 月 17 日 (月曜日)

小泉首相、靖国神社参拝  (10/17)  その２  

まあ、それにしても参拝すればどのみちこれだけの騒ぎになるのには変わらないのだから、私的

参拝を強調してもしなくても結果は同じだったような気はする。今まで通り、普通に正装で昇殿参

拝で構わなかったのではあるまいか。

さて、首相がお賽銭ひとつ投げ込んで手を合わせただけで、これだけの騒ぎになる靖国神社参

拝問題。メディアもバカ騒ぎして何が楽しいのか知らないが、以下の事実を今一度確認してから

やってほしいものである。

１．首相が靖国参拝して中・韓が文句言うようになったのは、1985 年中曽根内閣のときからで、

首相が靖国神社を参拝するのは、戦後もずっと続けてきたことだが、以前は全く問題とされてい

ない。

２．Ａ級戦犯合祀が原因か？確かにＡ級戦犯を合祀したのは戦後だいぶのちのことで、1978 年

合祀、1979 年公表だが、その後も大平内閣、鈴木内閣のときにも靖国参拝は実施され、当時は

特に問題とされてなく、理由として説明がつかない。

３．ちなみにＡ級戦犯についても触れておく。サンフランシスコ講和条約の第 11条にはこうある。

第 11条（戦争犯罪） 

日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の判決

を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものと

する。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について

刑を課した      1      又は      2      以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外  、行使することができない。

極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府

の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。 

これに対し、講和直後から国内では戦犯の名誉回復の一大運動が起きる。そして戦犯の赦免を

求める国会決議が全会一致で可決されている。

「戦犯在所者の釈放等に関する決議」 　1952 年 6 月 9 日参議院本会議　衆議院

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/022/0512/02207190512043c.html

「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」 1952 年 12 月 9 日衆議院本会議　衆議院

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/015/0512/01512090512011c.html

「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」 1953 年 8 月 3 日衆議院本会議　衆議院

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/016/0512/01608030512035c.html

「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」　1955 年 7 月 19 日衆議院本会議　衆議院

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/022/0512/02207190512043c.html

これを受けて政府は関係各国に働きかけ、そのサンフランシスコ講和条約第 11条の手続きにも

とづき関係 11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は 1956 年に（ＢＣ級戦犯は 1958 年）全員釈放されて

いるのである。

中・韓や国内のサヨクがいかに怒り狂って騒ごうとも勘違いするべきではない。はっきり言おう。

彼らの反日感情はそのほとんどが、80 年代半ば以降に、彼らの側の都合によって捏造された作

り物である。
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2005 年 10 月 18 日 (火曜日)

首相靖国参拝、今日の社説より

今日の新聞各紙の社説はもちろん、どこも昨日の小泉首相の靖国参拝を取り上げていたようで

ある。朝日、毎日、それと日経あたりの内容は、まあ相変わらずというか、性懲りもなくというか。

靖国参拝　負の遺産が残った　朝日新聞社説(10/18)

http://www.asahi.com/paper/editorial20051018.html

負の遺産。中・韓が、靖国問題にぐたぐた言って来るようになったのは 80 年代半ば以降で、それ

以前はなかったことは昨日述べた。今日の中・韓の反日は中・韓の中だけが原因で起きているも

のではない。朝日新聞など日本の左巻きのマスコミなどが 80 年代以降、歴史教科書（ちなみに

誤報）、従軍慰安婦（ちなみに嘘話）、そしてこの靖国参拝と、中・韓にあることないことご注進報

道をやらかして彼らを焚きつけた部分が大きい。不必要な対立と混乱を煽ったこれらのマスコミこ

そがむしろＡ級戦犯ものであり、日本と東アジアに負の遺産を撒き散らしているのである。

>首相のたび重なる参拝の結果として、靖国神社の展示施設である遊就館に代表される歴史観

は、海外にも紹介されるようになった。あの戦争を「自存自衛のための戦い」とし、今もそうした過

去を正当化している。 

>　そんな歴史観を持ち、Ａ級戦犯の分祀（ぶんし）を拒んでいる神社に、首相が反対をものとも

せずに公然と参拝する。その映像はただちに世界に伝えられ、「歴史を反省しない国」というイメー

ジが再生産されていく。 

Ａ級戦犯については昨日述べた通りだが、靖国神社が「あの戦争を『自存自衛のための戦い』」と

していることを 100%悪と言わんばかりのこの論調にも、ひとつツッコミを入れておこう。

1951 年 5 月 3 日、米上院軍事外交合同委員会でのダグラス・マッカーサーの証言：

問（ヒッケンルーパー上院議員）　「では五番目の質問です。中共（原文は赤化支那）に対し海と

空とから閉鎖してしまへといふ貴官の提案は、アメリカが太平洋において日本に対する勝利を収

めた際のそれと同じ戦略なのではありませんか。」

答（マッカーサー将軍）　「その通りです。太平洋において我々は彼らを迂回しました。我々は包囲

したのです。日本は八千万に近い膨大な人口を抱へ、それが四つの島の中にひしめいてゐるの

だといふことを理解していただかなくてはなりません。その半分が農業人口で、あとの半分が工

業生産に従事してゐました。

　潜在的に、日本の擁する労働力は量的にも質的にも、私がこれまでに接したいづれにも劣らぬ

優秀なものです。歴史上のどの地点においてか、日本の労働者は、人間は怠けている時よりも、

働き、生産してゐる時の方がより幸福なのだといふこと、つまり労働の尊厳と呼んでもよいやうな

ものを発見してゐたのです。

　これほど巨大な労働能力を持つてゐるといふことは、彼らには何か働くための材料が必要だと

いふことを意味します。彼らは工場を建設し、労働力を有してゐました。

しかし彼らは手を加へるべき原料を得ることができませんでした。

　日本は絹産業以外には、固有の産物はほとんど何も無いのです。彼らは綿が無い、羊毛が無
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い、石油の産出が無い、錫（すず）が無い、ゴムが無い。その他実に多くの原料が欠如してゐる。

そしてそれら一切のものがアジアの海域には存在してゐたのです。

　もしこれらの原料の供給を断ち切られたら、一千万から一千二百万の失業者が発生するであら

うことを彼らは恐れてゐました。したがつて彼らが戦争に飛び込んでいつた動機は、大部分が安

全保障の必要に迫られてのことだつたのです。」

小堀桂一郎『東京裁判　日本の弁明』講談社学術文庫

72



2005 年 11 月 1 日 (火曜日)

第３次小泉改造内閣発足 

ほう、なんかちょっと期待してしまうぞ。安倍官房長官に麻生外相ですか。外務大臣は前任の町

村氏もとてもよかったので、今回町村氏が閣僚から外れてしまった点自体は惜しいが。

さて、中国に韓国に朝日新聞は・・・？

内閣改造　アジア外交が心配だ 　朝日新聞社説(11/1)

http://www.asahi.com/paper/editorial20051101.html

韓国与党議長が憂慮表明　小泉内閣改造　共同通信(11/3)

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=GIF&PG=STORY&NGID=intl&NWID=2005110301000409

>韓国の与党ウリ党の丁世均臨時議長は３日、麻生太郎外相ら「強硬派」とされる政治家が重要

閣僚に任命された小泉純一郎首相の内閣改造について「北東アジアの国々で喜ぶ国は一つも

ない」と憂慮を表明した。聯合ニュースが伝えた。

＜内閣改造＞中国報道　靖国参拝を支持の麻生氏ら警戒感　毎日新聞(10/31)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051031-00000099-mai-int

うんうん、ほぼ予想の反応（笑）。なになに、北東アジアで喜ぶ国は一つもない？

「親台湾、反中国」　台湾各紙、内閣改造を分析 産経新聞(11/1)

http://www.sankei.co.jp/news/051101/kok094.htm

台湾のメディアは今度の改造内閣は「親台湾」であると伝えているようだ。

小泉首相は来年秋の総裁任期切れを持って首相の座も次に譲るとのことだが、次が誰になるの

かが正直心配であった。最後の内閣改造はポスト小泉につなげる意味もある人事だろうから、安

倍官房長官、麻生外相という布陣には希望が持てそうである。
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2005 年 11 月 6 日 (日曜日)

李登輝前総統来春訪日を表明：台湾

台湾の李登輝前総統は、３日、来年の春に日本を訪問する意向を持っていると語ったそうである。

李前総統の発言は、桃園で行なわれた日本人教授・学生向けの李登輝学校特別プログラムの

修了式への出席後に出たもの、とのこと。

Lee Teng-hui plans another Japan trip　Taipei Times(11/4)

http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2005/11/04/2003278641

李登輝氏は以前より東北地方の奥の細道を訪ねることを希望していたのは有名な話であるが、

今回東京を訪れることにも触れ、以下のような発言があったという。

>Lee has also mentioned that he wanted to visit the Yasukuni Shrine to perform a memorial  

service for his brother, who is enshrined there, according to a friend of Lee's, speaking on 

condition of anonymity.

第二次大戦中フィリピンで戦死したお兄さんである李登欽氏が合祀されている靖国神社への参

拝を希望しているというのである。

李氏は発言のなかで、「他の人（多分中国などの圧力）たちが行かせてくれるかどうか分かりませ

ん」とも言っているが、今回の「親台湾的（ｂｙ台湾メディア）」小泉改造内閣で、外相はあの麻生太

郎氏。麻生氏をはじめ新閣僚の何人かは李登輝氏と親交もあるという。かつて慶応大学で李氏

が講演をする企画が潰され幻となった 2002 年、外相が河野洋平氏だったあのときとは日本の政

治状況も随分と変わってきた。

来年、よいニュースになることを祈る。
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2005 年 11 月 23 日 (水曜日)

皇室典範改正：女性天皇？女系皇統？

首相の私的な諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」は、女性・女系天皇の容認、継承順位

を男女にかかわらず「長子優先」とする方針を固めたと各メディアが伝えている。

国民の世論のほとんどは「女性天皇」賛同だ。だから「女性・女系天皇」を認めろ。と、こういう論

調である。こういう話をすり替えた議論で女系皇統をゴリ押ししようとする動きがマスコミに感じら

れる。以下の社説のように。

社説：長子継承案　国民の合意形成に努力を　毎日新聞社説(11/21)

http://www.mainichi-msn.co.jp/eye/shasetsu/news/20051122ddm005070030000c.html

>毎日新聞の今年２月の調査では女性天皇に賛成が８７％だった。他の調査でも８０％を上回る

支持が明らかになっている。皇室制度は国民多数の支持がなければ安定しないが、女性天皇は

国民の賛同を得られているといえよう。

ネットにソースはないが紙面では朝日新聞は今回、私的諮問機関がまとめた意見を首相に回答

するニュースをもって、「女性・女系天皇に決定」と願望丸出しの見出しを書いたようである。

さて、確認しておくが「女性天皇」と「女系天皇」とでは意味が全く異なる。前者は女性が天皇にな

ること、だが後者は父系ではなく母系で皇統を継承することだ。前者は全く問題ない。現行の皇

室典範では女性は天皇になれないが、近代以前には、女性が天皇になるのは元々あり、が皇室

の古式のしきたりで百人一首でも有名な持統天皇など、歴史上 8 人１０代（※）の女性天皇が実

在する。

しかし、女系で天皇を継承するのは神話の時代から 21世紀の現在まで全く前例がない。これは

皇統の定義を変えてしまうことを意味するのだ。これを実際に導入したあと、必ず起きるだろう。

「その人ってほんとに天皇？」とまではっきり言わなくとも、天皇や皇室の権威が下がる。これは

まず間違いない。ちなみに、旧皇族の皇籍復帰を容認するなどすれば、男系の皇位継承は現時

点でもまだ絶えているわけではない。よってなぜ今女系皇統容認に急ぐのか。

それにしても朝日や毎日などサヨクマスコミに聞きたい。天皇、皇室の権威が落ちるのが果たし

てそんなにいいことなのか、権威があるのがそんなに悪いことなのか。日本の皇室の特質的な

点は、西洋人よりも遥か以前に、権威と権力の分離というものを編み出していたことである。この

権威と権力の分離というのは、国を平和的安定的に維持することに大きな役割を果たしている。

例えばロシア革命など共産革命、またフランス革命などしても、革命によってできた政権はその

あとほとんど必ずといっていいほど、恐怖政治が起きる。なぜか。権力は取っても、それまでの支

配者を倒して「さて今日からは誰の誰べいさんがこの国の支配者になりました」、と言い張っても

求心力を維持するのが難しいからだ。そこに強権支配の必要が生じてくる。中国の歴史などもっ

と極端だ。隋、唐、元、明、清など、これらはそれぞれ支配者となる民族が異なる全くの別物の国

家だ。変わるたびに起きることは前王朝の全否定である。首都は攻略され住民は大虐殺、それ

までの文化や伝統は断絶して大きく損なわれる。古代には日本の方が大陸の文化を学ぶ立場だっ

たのが、近代に入ったら全く逆になっていた。これは中世以降は日本の方がはるかに、文化伝統

を後代に伝え、平和的で安定的に発展しやすかったからに他ならない。皇室の存在はそのことに

大きな貢献をしたと言っても過言ではない。

あまつさえ、現時点"Emperor"という呼ばれ方が国際的に認められているのは地球上で日本の
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天皇ただ一人となってしまった。天皇や皇族が外国を訪問するのは相手国にとっての政治的イン

パクトが非常に大きい。皇族一人で外交官百人分の仕事をしているようなものだ。

もう少しくらい大事にしたってよさそうなものである。

※歴代の女性天皇：

３３代　推古天皇（在位：592～628）

３５（３７）代　皇極（斎明）天皇（在位：642～645、655～661）

４１代　持統天皇（在位：690～697）

４３代　元明天皇（在位：707～715）

４４代　元正天皇（在位：715～724）

４６（４８）代　孝謙（称徳）天皇（在位：749～758、764～770）

１０９代　明正天皇（在位：1629～1643）

１１７代　後桜町天皇（在位：1762～1770）
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2005 年 11 月 27 日 (日曜日)

浦安講演会「台湾を知ろう」：台湾の声編集長林建良氏

当施設でも台湾関連の貴重な情報源の一つとして重宝しているメルマガ台湾の声の編集長、林

建良氏の講演会を聞きに行くことができたのでご報告。

【本日浦安にて開催】講演会・台湾は日本の鏡　　台湾を知ろう  メルマガ「台湾の声」

http://www.emaga.com/bn/?2005110106696116000601.3407

場所は浦安市富岡公民館、当施設から歩いて行ける思い切り近所ではないか。会場は公民館

の会議室で、聴衆は数十人といったところか。講演会を主催した「浦安から日本を考える会」とい

う会を同じ浦安市民の施設長は存じ上げてなかったが、集まってみると戦中派らしき人たちなど

年齢層が高いのにやや驚いた。浦安市は北側には古くからの土地もあるが、市の 3/4 が 30 年

以内に作られた埋立地である。そのような世代が集まる団体があること自体意外だった。

さて、講演の内容だが、印象に残った点を挙げていこう。

1. 台湾人はほとんど漢人ではない。

　これは台湾独立派の林氏が日本人に知っておいてほしい重要な一点ということであろう。今の

日本人のかなりの数が、「今は中国語しゃべってるし日本の植民地時代の前は清だったし、台湾

人＝漢民族」と信じて疑わないのではあるまいか。林氏曰く、1987 年までの戒厳令下の台湾では

台湾の歴史を調べること自体タブー、当の台湾人自身がそう思い込まされてきた、というのだか

らまあ無理もない。しかし、

　- 近年台北の医師が台湾人の白血球のＤＮＡを調査したところ、漢民族とは違うタイプのものだっ

た。血統的には台湾人の大半は、マレー・ポリネシアないし越族系。

- オランダ時代、清朝時代、そして日本統治時代の記録から、日本統治時代以前中国大陸から

台湾にわたってきた人の数は当時の台湾の人口から比べても非常に少数。

ここは台湾に関する基礎知識として押さえておくべきだろう。

2. 台湾人の親日感情の原点は、日本統治時代に日本人が教えてくれた尊敬すべき４つの点、使

命感、清潔さ、冒険心、正義感である。

　日本統治時代、日本は台湾の教育制度の確立に日本最高の人材を送り込んだ。死後遺言で

台湾に埋葬された台湾の近代化に尽くした日本人達の使命感。医学校の設立に総督府設立を

上回る予算を投じた。下水の普及は台湾の都市が大日本帝国内で最初。清潔は衛生面だけで

なく精神面においても。当時匪賊や首狩り族のいる土地に危険を顧みず多くの犠牲を払いながら

も台湾の調査・研究に尽力した日本人。森川清次郎巡査など、今でも地元民が廟を建てて神様

として祀っている当時の日本人警察官達・・・。

　講演のタイトルの「台湾は日本の鏡」とは、「台湾にあるものには”かつての日本”がある。かつ

ての日本はこんなに素晴らしかったじゃないか」という意味だ。

　林氏は言う、今の日本に、使命感と清潔さはまだある（まあ、それもだいぶ失われてる気がしな

くもないが：施設長コメント）。だが、ことあるごとに中国に媚びるこれまでの日本の外交姿勢、一
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国平和主義、最近自治体で「無防備地域宣言」なる、まるで自分さえ助かれば強盗に入られよう

が何しようがみたいなことを主張するバカな動き（かなりボロクソに言ってました。まあ激しく同意

だけど。：施設長コメント）・・・、冒険心と正義感は失われてしまっている。

　我々戦後の日本人が教え込まれてきた「戦前日本は侵略戦争起こす悪い国でした。戦後は平

和なよい国になりました」という歴史観では、台湾の親日感情は全く説明がつかなくなる。日本人

にとっても台湾を知ることの大きな意味がここにある。
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2005 年 12 月 8 日 (木曜日)

１２月８日、今日は何の日？

１９４１年１２月８日・・・、日本が米英蘭連合国との戦争に突入した日である。さてそのことに触れ

ているメディアはあるかな？と思ったが各紙社説にそれを話題にしているところは残念ながらほ

とんどない。しかし、施設長的に一番期待していたメディアはちゃんと話題にしてくれていたようだ。

開戦の日　真珠湾だけではない　　朝日新聞社説(12/8)

http://www.asahi.com/paper/editorial20051208.html

>真珠湾攻撃の印象があまりにも強烈だからだろう。太平洋戦争は６４年前の今日、ハワイの真

珠湾で口火が切られた、と思われている。 

>　しかし、実際に戦端が開かれたのはこの奇襲の１時間ほど前、英領のマレー半島に日本軍が

上陸した時だ。 

さて、施設長的には別にそりゃ知ってるよ、と思うだけだが、朝日としてはきっと「日本の戦争の本

質はアメリカと戦ったことよりアジアを侵略したこと」ということを言いたかったのかな。うーん、どう

したんだ、もっとはっきり言ってくれなきゃわかりにくいじゃないか。

まあ、日本軍は別に東南アジアの民族に戦争をしかけたのではない。当時東南アジアを植民地

にして天然資源を自分の物としていた連合国に戦争を挑んだわけだが。

>むろん、日本だけではない。戦火にさらされたアジアの各地に深い傷跡を残した。中国の犠牲

者は、日本人研究者の推計でも１千万人を上回る。 

全国紙の社説で唯我独尊書いている分にはいいが、これネット上で書いたら「ソース出せ！！」

「日本人研究者って誰よｗ」と袋叩きに遭うだろう。ちなみに終戦当時蒋介石政権の発表した中国

の犠牲者数はこれより遥かに少ない。戦後年々中国では日中戦争の犠牲者数は「成長」してい

るのである。江沢民政権の時点で、その数は実に３５００万人、ソースはないけどこれ中国共産

党の決定事項です。しかしさすがの朝日も中国の主張をそのまま垂れ流すことはいくらなんでも

できなかったか。

>「あの戦争のおかげでアジアの人々は植民地支配から脱したのだ」と、いまだに主張する人た

ちがいる。 

>　戦争の初期にフィリピンやインドネシアなどで、一部に日本軍を「解放軍」として歓迎する動き

があったことは事実である。戦争が独立を早める結果をもたらした地域もある。 

>　だが、現在は親日的とされるインドネシアですら、高校生向けの歴史教科書は「わが国を占領

したことのある国の中で、日本はもっとも残酷だった」と記す。それが実態だった。 

いやでも、以前と比べると随分変わったものだ。「日本軍を「解放軍」として歓迎する動きがあった

ことは事実である。」、「戦争が独立を早める結果をもたらした地域もある。」、「現在は親日的とさ

れるインドネシア」。一昔前なら日本軍は悪でした鬼畜でした愚かでした迷惑かけました嫌われま

した終り、で済んだのに、いやあ、朝日がそんなこと言わなきゃならなくなったとは驚きである。朝

日弁舌必死の立ち回りと言った風情だが、まあトドメを刺しておこう（笑）。

「"現在は"親日的とされる」？昔はそうじゃなかったけど、戦争からだいぶたった今は親日になっ
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たとか言ってる？インドネシアの親日話がまとまっているサイトを紹介しとく。

アジアにおける大東亜戦争　インドネシア編　　「教科書が教えない歴史」自由主義史観研究会

http://www.jiyuu-shikan.org/faq/asia/A03_1.html 

旧日本軍をたたえるインドネシア軍の軍歌。ジャカルタの独立宣言広場にスカルノとハッタの像と

ともにある独立宣言の碑文には、独立の日付がなんと日本の皇紀で記載されている。歴史教科

書にしたって朝日が言うのとはだいぶニュアンスが違うようだ。

施設長的には、最近チャンネル桜のある番組で紹介していた映像に驚かされた。それは何年か

前のインドネシアの独立記念日の前夜祭の映像、というものだった。インドネシアの戦中派のお

年寄り達が集まって歌を歌いながら練り歩いている。何を歌っているのか・・・、ん？これ日本語

の歌・・・？

「ミヨトウカイノソラアケテ～♪キョクジツタカクカガヤケバ～♪テンチノセイキハツラツト～♪キボ

ウハオドルオオヤシマ～♪・・・」

愛国行進曲かよ！！※

>都合のいい部分にだけ光を当てて戦争を正当化するような言動は、アジアの心ある人々を遠ざ

けるだけだろう。

朝日よ。それ、ほんとにほんとか・・・？

最近ネットなどの媒体でツッコまれる朝日、反日は中韓だけ、との声が強まる。そうでない例を探

すのに必死である。そしてシンガポールのリー・クアンユー元首相に飛びつく。

>回顧録（日本経済新聞社）で日本についてこう書いている。 

>　「占領時代のつらい体験を持ち、日本人の特質に潜む恐ろしい一面を知りながら、それでもい

ま私は日本人を立派だと思う。日本人の持つ集団の結束力や規律正しさ、知性、勤勉さ。それら

すべてが日本の力のもとになっている」 

リー・クアンユー元首相は華僑である。華人はもちろん当時日本軍の敵方である。占領時代を

「つらい体験」と書き、当時日本人を「恐ろしい」と思うのは敵だったんだからフツーだろう。しかし

そのリー・クアンユー元首相でも後段で日本人をそんなに持ち上げていることの方がむしろ驚き

だ。

さて、最後に当施設でも、同じく東南アジアの国、タイの首相経験者の発言（※ただし発言自体は

下記ククリット・プラモード元首相が首相になる前、タイの有力紙サイヤム・ラット紙の主幹だった

ころのもの）を紹介しておこう。ソースは靖国神社のサイトより。

「日本のおかげで、アジア諸国はすべて独立した。日本というお母さんは、難産して母体をそこなっ

たが、生まれた子供はすくすくと育っている。今日、東南アジアの諸国民が、米・英と対等に話が

できるのは、いったい誰のおかげであるか。それは身を殺して仁をなした日本というお母さんがあっ

たがためである。１２月８日は、われわれにこの重大な思想を示してくれたお母さんが、一身を賭

して、重大な決心をされた日である。我々はこの日を忘れてはならない。」
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ククリット・プラモード　タイ元首相

今月の遺書（平成１４年１２月）　靖国神社

http://www.yasukuni.or.jp/siryou/1412.html

※追記：なお、本記事で触れたチャンネル桜で放送された映像が YouTube にありましたのでご参

考まで。インドネシアのお年寄り達が日本の軍歌を歌っている映像に注目。(2007 年 3 月 10 日追

記）

parade of Indonesia YouTube　　 http://www.youtube.com/watch?v=4_eZxs4Ln8w
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2005 年 12 月 24 日 (土曜日)

まあ少し落ち着けよ（笑）：朝日社説  (12/24)  

最近、話のネタ元に同じものが続いてしまうが、とりあえず記事にしておく。以下を読んでいただ

きたい。

韓国ＥＳ疑惑　「対岸の火事」ではない　朝日新聞社説(12/24)

http://www.asahi.com/paper/editorial20051224.html

>黄教授はなぜ捏造に走ったのか。共同研究者の主張との間に食い違いもあり、分からない部

分は多い。政府から巨費を与えられ、国民から期待を寄せられたプレッシャーを指摘する声もあ

る。 

>　捏造問題は韓国だけの話ではない。それも政府の研究費が多くつぎ込まれているバイオの分

野で目立つ。論文の取り下げが続き、日本の研究への信用が落ちたとさえいわれる。 

>　いうまでもないが、科学は信頼の上に成り立つ。黄教授の問題を他山の石に、日本の科学界

も、研究に不正を潜り込ませない方策を真剣に考える時期だ。 

・・・？

日本の研究への信用が落ちたとさえいわれる。

・・・？？

「対岸の火事ではない」と言うのまでは別にいい。今回の件で日本の研究への信用が落ちた、っ

て具体的に何を指していっているのか。この社説をくまなく読んでもこの一文に繋がるロジックが

さっぱりわからない。韓国は必死で擁護し、日本は必死で貶めるのはいつものことだ。しかし今回

韓国の科学者による世界的大発見から一転、世紀の捏造劇という展開によほど激しく動揺した

せいなのだろうか、この部分、文章が完全に意味不明になっている。朝日が動揺するのもわから

んではないが、全国紙の社説なんだからもう少し頭を使って書いてほしいものだ。

日本のマスコミの信用が落ちることも心配した方がよさそうだ。
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2005 年 12 月 28 日 (水曜日)

上海領事館員が昨年自殺「中国が機密提供を強要」と遺書

昨年５月に上海領事館員が外交機密に関連する情報などの提供を強要されていたとする遺書を

残し自殺していたとのニュースが昨日からいくつかの報道で、伝えられている。

上海総領事館員が昨年自殺、「中国が機密強要」と遺書 読売新聞(12/27)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051227i401.htm

中国当局が脅迫か…上海総領事館員の首吊り自殺 　ＺＡＫＺＡＫ(12/27)

http://www.zakzak.co.jp/top/2005_12/t2005122701.html

この報道に対し昨日の時点ですでに日中両政府とも意外と素早く反応しているようである。

中国、事実関係を否定　「情報提供強要」報道で　共同通信(12/27)

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=NGK&PG=STORY&NGID=intl&NWID=2005122701002835

中国当局は、まあ、事実がどっちだったところでこうとしか言わんよな。

安倍長官「コメント控える」　文春の上海領事自殺報道 朝日新聞(12/27)

http://www.asahi.com/politics/update/1227/005.html

「脅迫あれば対応」上海総領事館員自殺で官房長官　読売新聞(12/27)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051227-00000206-yom-pol

ちなみに朝日と読売との見出しの違いが印象的だ。読売他の記事では「自殺であること」、「中国

に機密提供を強要された主旨の遺書があったこと」は事実として伝えているが、朝日はそれらに

ついては「週刊文春がそう言っている」という表現に止め、「死因含め詳細は控える」との安倍官

房長官のコメントを載せている。

中国政府に４回抗議　上海総領事館員の自殺問題　中国新聞(12/28)

http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2005122801000967_Politics.html

上海・総領事館員の自殺、政府が中国に抗議 　読売新聞(12/28)

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051228it05.htm

そして今日になって、政府として中国に抗議していた事実が公表された。これで日本政府として

自殺した領事館員が実際に中国当局から圧力を受けていたと認識していることも明らかになった。

２，３日前には民主党代表の「中国脅威論」発言に、どっかのパアな政治家が「それでは仮想敵

国になってしまう」とかほざいていたようだが、すでに中国はおもっきし仮想敵国である。
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2006 年 1 月 3 日 (火曜日)

中国、予定外の要求、軍事転用も？：遺棄化学兵器処理

あけましておめでとうございます。寝正月の施設長です。

当施設初の年越しとなりました。本年もよろしくお願いいたします。

さて、本年のトップバッターはこのニュースから。

遺棄兵器処理　中国、予定外の要求　大型変電所やヘリポート　軍事転用狙う？ 　産経新聞

(1/3)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060103-00000000-san-pol

遺棄兵器処理とは、日本軍が終戦後中国に残していった化学兵器の処理問題のことである。中

国は９７年に化学兵器禁止条約を批准した。同条約は「他の締約国の領域に遺棄した化学兵器

を廃棄する」（第１条３項）と定める。これを受けて日本は廃棄に必要な費用や要員を全面提供す

る覚書に署名した。

さて、近年でも中国で遺棄化学兵器により死傷者が出る事件などが報じられている。旧日本軍の

毒ガス兵器が中国の人々に被害を与えている、こればっかりは日本が悪いのだから中国の要求

を飲まなきゃならないのは仕方ないんじゃないかと思う人もまだまだ多いだろう。

甘い。

世の中何事も侮るなかれ。まずこの化学兵器禁止条約だが、第１条第２項を見ておこう。

「２．締約国は，この条約に従い，自国が  所有  し若しくは  占有  する化学兵器  又は自国の  管轄  若し  

くは  管理  の下にある場所に存在する化学兵器  を廃棄することを約束する。」

化学兵器の開発，生産，貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約　外務省

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bwc/cwc/jyoyaku/pdfs/05.pdf

ポツダム宣言を受諾後、日本軍は武装解除して武器・弾薬を連合国に引き渡している。問題の

化学兵器もほとんどは旧満州に進撃してきたソ連軍、ないしは中国軍に引き渡され、実は遺棄と

言っても別に日本軍が遺棄したわけではないのである。つまり、化学兵器禁止条約に従えば、日

本が「所有」も「占有」も「管轄」若しくは「管理」の下にもしていないものを処理する義務は全くな

いのである。

この点を全く確かめもせずに、「日本は廃棄に必要な費用や要員を全面提供する」とした覚書に

署名してしまったため、中国にある「誰が」遺棄したかもわからない、下手すりゃ「誰の」かもわか

らない化学兵器を全て日本が処理する破目に遭っているのがこの遺棄化学兵器処理問題なの

である。そして中国は前述のニュースソースのようにふっかけ放題。この問題で中国が日本にふっ

かけまくっている実態はこれまでにも報道されている。

遺棄化学兵器処理費　中国要求丸のみ巨額化　産経新聞(10/31)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051031-00000000-san-pol

>　法外な森林伐採代償／プール付き宿舎

>　中国に旧日本軍が遺棄したとされる化学兵器の廃棄処理問題で、中国側の要求を丸のみし

た結果、日本が拠出する処理費用が野放図に巨額化している実態が、内閣府の資料などから
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わかった。 

要するに、ゆすりたかりである。

だが、処理のための費用・要員を全面提供することを約束してしまったのだから、法外な要求を

飲まざるを得ないのが現状である。平成 11 年に、問題の「日本国政府および中華人民共和国政

府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」を締結したときの内閣が村山

内閣、そして外務大臣は河野洋平氏である。

この国家犯罪レベルの失政を、有権者はしっかり記憶に留めておこう。

2006 年 1 月 24 日 (火曜日)

対空ミサイル、無人ヘリ、最新軍事関連技術が相次いで流出

年明け以降みょーに忙しい施設長です。

昨日からメディアはホリエモン逮捕で持ちきりだが、それについてはよそに任せておく。ライブドア

事件のニュースに隠れてあまり大きく取り上げられてない印象の以下のニュースを記事に残して

おこう。

ヘリはＧＰＳ完備・高性能　ヤマハ発動機、低く偽り申請　朝日新聞(1/24)

http://www.asahi.com/national/update/0124/TKY200601240324.html

「軍事面で重要な価値」　無人ヘリで中国新華社 産経新聞(1/23)

http://www.sankei.co.jp/news/060123/kok095.htm

朝日記事によれば、ヤマハ発動機（静岡県磐田市）が産業用無人ヘリコプターを中国に不正輸

出しようとした外為法違反（無許可輸出）事件で、警察の調べにより輸出しようとしていた無人ヘ

リコプターは、軍事転用が可能として輸出が規制されている自律式の高性能ヘリだったことがわ

かった。ヤマハ発動機はこれを税関手続きの際に書類上低い性能に偽って申請しており、不正と

知ってて輸出しようとしていたことになる。

また、下段産経記事によれば、すでに中国がヤマハ発動機から輸入した無人ヘリを基に国産無

人ヘリを開発、「軍事面で重要な価値がある」と評価していたこともわかった。

陸自の最新型ミサイルデータ、総連団体に流出　産経新聞(1/24)

http://www.sankei.co.jp/news/060124/sha027.htm

そして、昨日無人ヘリ不正輸出のニュースが伝えられたと思ったら、今日はこのニュース。陸上

自衛隊の最新型対空ミサイルシステム「０３式中距離地対空誘導弾システム」（中ＳＡＭ）の研究

開発段階のデータが、朝鮮総連傘下団体である「在日本朝鮮人科学技術協会（科協）」（東京都

文京区）に流出していたことが警察の調べでわかった。データはすでに北朝鮮に送られたと見ら

れている。

さて、いい加減ソーレンだかなんだか知らんがさっさと破防法適用でも経済制裁でもしていただき

たいところだ。しかし、ミサイルデータの流出経路については警察で捜査中の段階でまだなんとも

いえないが、一方無人ヘリについてはヤマハ発動機側が確信犯で中国に輸出したということのよ

うだ。軍事技術、または軍事転用可能なハイテク技術が流出することがどのくらい危ないことか

が、どうもさっぱりわからない人が今の日本にはあまりに多い。そのことがまず一番の問題かもし

れない。
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2006 年 2 月 12 日 (日曜日)

パチンコ業界人が語る店の裏側：アエラ      2/13      号  

朝日新聞社のＡＥＲＡ 2 月 13 日号に、わりと興味を引く記事が出ていたので紹介する。

「教えてあげましょうか。偽札なんて、多くのパチンコホールではあなたが予想する以上に数多く

見つかっているんですよ。でも、事前に見つけだそうなんて、誰も本気になって考えやしません。

第一、そんなの、何の得にもならないじゃないですか。」

「絶対匿名」が条件の大手パチンコメーカー幹部なる人物の証言でこの記事は始まる。日々万札

が飛び交うパチンコ店では、多くの偽札が実際に見つかっている。不特定多数の客が出入りし、

偽札を真札と交換する、ロンダリングにはパチンコ店は絶好の場所という。ある店での売上げ 10

数億円について、識別テストをしたところ、普通の識別機では 5%、高性能の識別機では 10%とい

う偽札率を記録したという。

記事にもあるとおり偽札率についてはにわかには信じがたい数字であるが、それはともかく、ＡＥ

ＲＡの記事にしてはもっと驚くべき数字を出していて意外だったのが、次の部分だ。

「全国にある約一万七千店のオーナーは、朝鮮籍の人が 30～40％、韓国籍の人が 50％、あと

は日本国籍、華僑系が各 5％という。」

ここの部分は記事をスキャナーで取り込んで保存しておく。

この手の話し、ネット上ではさんざん聞かされたが、活字のメディアが、しかも朝日新聞社の雑誌

がこの内容を書いてきたのは意外ではあった。韓国料理店のオーナーに在日韓国人が多いとか、

中華料理店のオーナーに華僑が多いとかなら、「そりゃ当たり前だろ」と思うだけである。だがパ

チンコ・パチスロ業界がこうであったのをどれだけの人が知っていたであろうか。30兆円産業とい

われるパチンコ業界の莫大な売上げの一部が、北朝鮮に送金されているのは間違いない。施設
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長はパチンコは全然やらないので言いたいこと言えるが、今もパチンコに凝ってるそこのアナタ、

アナタがパチンコでスッたお金が北朝鮮に持ってかれてたって知ってました？ｗ

ＡＥＲＡの記事は衝撃的ながら、はっきり書いてないことがある。その偽札だが、パチンコ屋でロン

ダリングして誰が得するのかということだ。記事にもあるとおり北朝鮮は国家的に偽札を作って輸

出する国ではないか。話しそのままに受け取れば本来偽札つかまされた被害者のはずの業界関

係者なる人物が、「（事前に見つけ出すことが）何の得にもならないじゃないか」などとヘラヘラと

平気な態度なのが、何気に意味深である。
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2006 年 2 月 18 日 (土曜日)

容疑者の名が・・・？：  2/17      幼稚園児殺害事件  

話題にするのも気分の悪いなんともひどい事件である。ただし、当施設で話題にするのは事件そ

のものではなくもちろん事件に対する報道に関してである。

さて、まず朝日の第一報を見ていただきたい。

園児２人刺され死亡、別の園児の母逮捕　滋賀・長浜　朝日新聞(2/17)

http://www.asahi.com/national/update/0217/TKY200602170159.html

>逮捕されたのは長浜市新庄寺町、谷口充恵（みえ）容疑者（３４）。県警は、谷口容疑者の身柄

を長浜署に移して取り調べているが、放心状態でほとんど聴取に応じられない状態だという。 

これに対し、他の全国紙の記事を見てみよう。

男女２園児刺され死亡、同級生の母親逮捕…滋賀　読売新聞(2/17)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060217it04.htm

>県警捜査１課と長浜署は、登園しなかった同級生女児（５）の母親で中国籍の同所、鄭永善容

疑者（３４）を大津市内で発見、「子どもを刺した」と認めたため、殺人容疑で緊急逮捕した。

２園児刺され死亡、別の園児の母親逮捕　滋賀・長浜市 産経新聞(2/17)

http://www.sankei.co.jp/news/060217/sha031.htm

>滋賀県警は長浜署に捜査本部を設置。２人を車で幼稚園に送っていた別の園児の母親で、中

国籍の鄭永善（日本名・谷口充恵）容疑者（３４）を大津市内で発見、殺人容疑で緊急逮捕した。

「子どもを刺した」と犯行を認めているという。

殺人：２園児刺殺、友人の母を容疑で逮捕　幼稚園へ送る途中－－滋賀・長浜 毎日新聞(2/17)

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060217dde001040044000c.html

>県警は２人を車で園に送っていた別の園児の母親で同市新庄寺町、中国籍の鄭永善（日本名・

谷口充恵（みえ））容疑者（３４）を殺人容疑で緊急逮捕し、動機などを調べている。

幼稚園児２人が刺され死亡、別の園児の母親を逮捕 日本経済新聞(2/17)

>逮捕されたのは、同市の鄭永善容疑者（34）で、この日朝、幼稚園に向かう予定で自分の娘と

若奈ちゃんら 2 人を車に乗せて自宅を出たという。

今日の当施設の話題がもうお分かりいただけただろう。

さすがに今回のような大きく報道される事件では、朝日はのちの記事で犯人が中国籍の人物で

あることを報じている。しかし外国籍の人物の犯罪事件で、犯人の名前を通名だけ伝え読者に外

国人による犯罪事件であることを隠すことに関しては、朝日は常習犯なのである。もっと小さく報

道されるだけの事件だと朝日読者は犯人は日本人だと信じ込み、それが外国人犯罪だとは全く

知らされないままになる。そんな場面を何度も見たことがある。

通名といえばそれらしく聞こえるのかわからないが、要するに通称、あだな、偽名である。同じ犯

罪者でもある者は実名が報道され、ある者は偽名で報道されまんまと実名を伏せることができる。

これはとんでもない差別である。

読者一人一人がこれらの報道をよくよく比べて監視していく必要がある。
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2006 年 2 月 28 日 (火曜日)

中台統一委と統一綱領を事実上廃止：台湾

台湾の陳水扁総統は２７日午後、国家安全会議を招集、中台統一を前提とした対中関係の諮問

機関、国家統一委員会と、同委が採択した国家統一綱領について「運用を終える」と述べ、事実

上の廃止を決定した。２０００年に陳水扁総統が就任して以来、国家統一委員会の存在はすでに

形骸化しており実質的な変化はない。しかし統一委員会を廃止しないことを就任時の公約の一つ

としてきた陳水扁政権にとって、一歩踏み込んだ態度を見せたことになる。

台湾総統、「一つの中国」目標指針の廃止を発表 読売新聞(2/22')

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20060227i112.htm

陳総統、中台統一委と綱領を事実上廃止 産経新聞(2/27)

http://www.sankei.co.jp/news/060227/kok096.htm

台湾、中台統一への委員会・綱領「運用終了」　中国反発 朝日新聞(2/27)

http://www.asahi.com/international/update/0227/008.html

国家統一綱領：台湾総統が事実上廃止を発表　中国反発も 毎日新聞(2/28)

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060228k0000m030124000c.html

台湾、「国家統一綱領」を事実上廃止・中国の反発必至 日本経済新聞(2/27)

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060227AT2M2701H27022006.html

さて、朝日と毎日と日経の中国マンセーメディア共は、相変わらず「中国の反発」って言葉が好き

なようだが。

確認しておくが、台湾は中華人民共和国成立以来、一秒たりとも中華人民共和国の実効支配を

受けたことなどない。そして台湾の領有権、サンフランシスコ講和条約では日本が台湾の主権を

放棄するところまででそのあと誰のものかは定義されていない。終戦後ＧＨＱにより台湾は蒋介

石の中華民国軍に占領させたが、ＧＨＱが出したのは占領命令までで誰も割譲したわけではな

い。つまり国際法的には無主の地であり、台湾を中国のものとする法的根拠は０である。そして

日本の立場、１９７２年に中国との国交正常化の際交わされた日中共同声明には、「日本政府は、

台湾が中国の一部であるとする中国政府の主張を理解し尊重する」とある。今ではこれを「日本

政府は台湾が中国の一部と認めている」と言うヤカラが政治家やマスコミにも後を絶たないがそ

れは違う。「理解し尊重する」というぎりぎりの表現でこのとき日本政府は、台湾を中国のものと

「認める」ことを避けているのである。つまり、日本政府として台湾の帰属については「ノーコメント」

が公式な立場である。

中台問題はまず、この辺の基本的なことを押さえてから読む必要がある。
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2006 年 3 月 7 日 (火曜日)

メディアの言う「民意」とは？：毎日社説  (3/6)  

社説：統一綱領　法理で民意をつかめるか 　毎日新聞社説(3/6)

http://www.mainichi-msn.co.jp/eye/shasetsu/news/20060306ddm005070003000c.html

さて、今日はこの嘘吐き社説からいってみようか。

>　台湾の民意をつかむという陳総統の目算は外れた、というべきだろう。まず、中国の態度であ

る。胡錦濤国家主席は、「重大な挑戦」「台湾独立に向かう危険な一歩」と批判した。

「民意」という言葉を社説のタイトルにまで載せておきながら、とんでもない。中国様、胡錦濤様の

ご意向が「まず」と来たもんだ。台湾独立がよくないとする民意の根拠が「国民党が政権奪回する

勢い」と、２年先の総統選挙に願望丸出しなことを書いていることくらいで、他に何も根拠らしいも

のが書かれてないのには驚いた。

>　しかし、江沢民主席の時代なら軍事圧力をちらつかせて台湾世論を憤激させたかもしれない

が、「和の外交」の胡主席は、台湾の野党党首を招待したり、パンダ寄贈を提案しても、民進党と

の神学論争には深入りしない。温家宝首相の政府活動報告も、対話と交流に比重を置いている。

和の外交？？台湾の統一派野党党首招いて、台湾分断工作をすることが対話の姿勢とはこれ

いかに。そして二言目には「パンダの寄贈を提案してるのに・・・」、中共の政治宣伝そのまんまで

ある。これが自分の国のメディアかと思うと背筋が寒くなる。

さて、偽善系メディアが「民意」という言葉を使ったついでにひとつ紹介しておこう。

【WBC台湾正名】陳[金庸]基選手「私は“台湾隊”代表」発言に沸いた観客席　メルマガ「台湾の

声」

http://www.emaga.com/bn/?2006030022207565002039.3407

台湾のケーブルテレビ・緯来グループが放映した試合後のインタビューの動画：

http://myweb.hinet.net/home2/bigobss/Good.wmv 

これは去る 3/5、東京ドームで行われたＷＢＣ（ワールドベースボールクラシック）１次リーグ、台

湾対中国の試合のあと、勝利した台湾チームの陳[金庸]基（ちん・ようき）内野手のヒーロー・イン

タビューの映像である。台湾のメディアでは陳内野手のこのときの発言が愛国的と話題になって

いるそうである。問題のシーンはこの動画の終わりの方、２分４０秒くらいから、日本人のアナウ

ンサーが「"チャイニーズ・タイペイ"代表として戦ってきたんですが、あらためてこの大会を振り返っ

てどうだったか？」と聞き、通訳がそれを中国語に訳して伝えたところ、陳選手は「私は”台湾”の

代表として、この大会に参加できて嬉しい」と「チャイニーズタイペイ代表」の表現を「台湾代表」に

言い直して答えた。中国語がわからない人でもわかるだろう、陳選手が「台湾」という言葉を口に

した直後、場内に大きな歓声と拍手が沸いたのを。中国語に反応し日本語には反応していない

点、明らかに台湾から応援に来たファンによるものと思われる。「チャイニーズタイペイ」とは、台

湾があくまで中国の一部であることを意味する呼び名だ。それを「台湾」と改めた陳選手に起きた

大歓声と拍手。

本当の「民意」が一瞬垣間見えたようである。
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2006 年 3 月 7 日 (火曜日)

ハリウッド「反日映画制作」偽情報、在米反日団体が流布

続けて今日の話題はもうひとつ、

南京攻略描く米映画制作情報　在米反日団体が昨年流布 　≪中国当局と密接に連携≫　産経

新聞(3/7)

http://www.sankei.co.jp/news/060307/kok030.htm

アメリカで日本軍による南京虐殺を題材にした映画が、ハリウッドの著名俳優クリント・イーストウッ

ド氏が監督となって制作される、上海の新聞「文匯報」が一月十八日付でそのような内容の報道

を報じていたが、この報道については、その後イーストウッド氏の代理人によって否定された。そ

して、この偽情報は「第二次大戦アジア史保存連盟」（ＡＬＰＨＡ）という組織のロサンゼルス支部

なる米国内に拠点を置く、反日団体が昨年１２月に「プレス発表」として宣伝していたものであるこ

とがわかった。なおこの団体は、中国当局が関与する「世界抗日戦争史実維護連合会」傘下に

ある、ということである。

以前にも、カリフォルニア州議会で「反日教科書法」なるものが通りそうになったのを、同州のアー

ノルド・シュワルツェネッガー知事が拒否権で止めたニュースについて、当施設で触れた（’05 年

10/10 記事「カリフォルニア州『反日教科書』：法成立せず、シュワ知事が拒否」）。アメリカでは今

の時代も、蒋介石の頃のように中国人系団体による反日工作活動というのが行われているので

ある。

さて、なぜ今回このような偽情報が？ということだが、以下を見るとなにやら理由が想像できる。

イーストウッド、石原都知事とがっちり意気投合！ 　サンスポ.com('05/4/7)

http://www.sanspo.com/geino/top/gt200504/gt2005040703.html

石原都知事を表敬訪問 イーストウッド監督　小説「硫黄島の星条旗」映画化 協力を要請　小笠

原新聞('05/4/7)

http://www.ogpress.com/2p/topix/A-050407hyoukeihoumon.html

イーストウッド「硫黄島」日米で製作　スポニチ annex('05/4/7)
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/special/2005rainichi-mo/KFullNormal20050407075.html

実はクリント・イーストウッド氏は、第二次大戦中の硫黄島の日米の戦闘を描いた映画の制作を

計画している。上記のソースでは、石原都知事に表敬訪問し協力を要請している。さらに、日本

側の視点による別作品をプロデュースし、日本人監督を起用して製作するという。そう、この内容

から見るとイーストウッド氏自身は反日的とは程遠い。一方中国にとって、あの戦争の歴史認識

で日米が「理解を深める」ことは非常に都合が悪いのである。今回の「イーストウッド氏の反日映

画」偽情報は、それに対する日米分断・妨害工作、のつもり、だったようである。
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2006 年 3 月 19 日 (日曜日)

有害情報？言論統制？：子供向け検索サイト「キッズ      goo  」の怪  

最近米google が中国版で中国当局のネット検閲に追従しているといったニュースが伝えられたこ

ともあったが、これもその類か。このところ、ネット上で話題になっているのだが、検索エンジン

goo が子供を有害情報から守るという名目で行うサービスに子供向け検索サイト「キッズ

goo(http://kids.goo.ne.jp/)」というのがある。しかし子供を有害情報から守るという名目の元、そ

の本来の目的以外にも政治的に偏向した言論統制が行われているのではないかという疑いがも

たれている。

試しに保守系団体・言論人の webサイトを引っ掛けるとどうなるだろう（以下をクリックして見てい

ただきたい）。

日本文化チャンネル桜
http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgframe.php?BL=0&SY=2&MD=2&TP=http://www.ch-sakura.jp/

日本会議
http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgframe.php?BL=0&SY=2&MD=2&TP=http://www.nipponkaigi.org/

櫻井よしこ webサイト　　（トップは表示されるが enter を押すと）
http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgframe.php?BL=0&SY=2&MD=2&TP=http://www.yoshiko-sakurai.jp/

>ごめんね。ページがひょうじできませんでした。

うーむ、確かにこれは怪しい。チャンネル桜を子供が見ちゃだめなのか？じゃあ「寺子屋桜」とか

の番組は何なんだろ。ただ、左翼系団体も例えば中核派など過激派のＨＰはやはりフィルタリン

グされているようである。しかしである、

(「救う会全国評議会」で検索した結果）
http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kidsgoo.php?keyword=%B5%DF%A4%A6%B2%F1%C1%B4%B9%F1%C9%BE

%B5%C4%B2%F1&SY=2&MD=2

「 救う会全国評議会 」の検索結果 を 15 件発見！

>(このページは、キッズ goo ではひょうじしていません。)

>(このページは、キッズ goo ではひょうじしていません。)

>(このページは、キッズ goo ではひょうじしていません。)

>・・・ 

え、それはおかしくないか？さらには、

台湾正名運動　私たちの国籍は「台湾」です
http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgframe.php?BL=0&SY=2&MD=2&TP=http://taioan.hp.infoseek.co.jp/

台湾の声バックナンバー一覧
http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgframe.php?BL=0&SY=2&MD=2&TP=http://taj.taiwan.ne.jp/koe/

東トルキスタンの人々に自由と平和を
http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgframe.php?BL=0&SY=2&MD=2&TP=http://www.geocities.jp/saveeastturk/
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>ごめんね。ページがひょうじできませんでした。

おいおい・・・。これは「ごめん」ではすまないだろ。台湾正名運動とかが子供に有害ってのは完全

に意味不明だぞ。どうやら確かにかなり怪しいことになっているようである。

しかし、驚いたのはこれだ。

なぞの施設 AREA09annex
http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgframe.php?BL=0&SY=2&MD=2&TP=http://area09.air-nifty.com/

>ごめんね。ページがひょうじできませんでした。

なんと！当施設もフィルタリング対象にされている。言論弾圧だ！と怒るべきところなのかもしれ

ないが、なぜかちょっとうれしはずかしな気分だ。よほどヒマな人たちなのか知らないが当施設を

よく探し出していただいたものである。しかし、喜んでもいられない、これではまるで中国のようで

はないか。なんとも薄気味の悪い話しである。

※なお、上記の検索結果は 3/19 現在のものです。

2006 年 3 月 29 日 (水曜日)

早いもので開設一周年

浦安でも桜が咲き始めました。

早いもので当施設も開設して１年。昨年の春というと中国の反日暴動に始まり、開設以来極東ア

ジアのニュースに関しては、実に話題の豊富な一年であった。施設長が怠け者^H^H^H^H多忙な

ため、当施設の更新頻度はブログとしては多い方ではあるまいが、書くネタに困ったことはなかっ

た印象である。

さて、次の一年、果たしてどのような話題をお伝えすることになるだろう。
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2006 年 4 月 2 日 (日曜日)

千代田のさくらまつり  (4/1)  

舞浜駅から九段まで～♪勝手知ってもじれったさ～♪（大混雑）

九段の単なる酔っ払いこと、施設長です。

今年も行ってきました。千代田のさくらまつりです。いや、凄い人出でした。九段下の駅を降りて

地上に出ようにも階段の通路の狭くなってる箇所がボトルネックになって出られない。参道に入っ

てからも拝殿に辿り着くまで一苦労でした。参道の途中最も混んでるところは何かと思いきや、大

村益次郎像の周りに特設ステージなどが作られ、「靖国神社の桜の下で『同期の桜』を歌う会」だ

そうです。元軍人のお年寄りに、戦前の女学生のような格好の女性コーラスに、日本兵のコスプ

レしてる人に、「お前がなんでそんな歌知ってんだよ」と言いたくなるような世代の人にｗ、たくさん

の人が歌っていました。身動きが取れなくなってたせいで、「月月火水木金金」「加藤隼戦闘隊」

その他３～４曲は聴かせてもらえたような気がします。

このすごい群衆。昨日一日だけで何万人だったのでしょう。まあ去年行ったのは日曜日で今年は

土曜日行ったのはあるけれど、ここ何年かの時系列で言って、なんか靖国神社に来る人って増

えてね・・・？屋台で飲み食いしようにも、座る場所が全然なく、石灯籠の土台に腰掛けて飲んだ

り食ったりしてました。ひょっとするとこれも近年変わりつつある日本の世論を反映してたのかもし

れない。

しかし、次回からは参道で飲むときは折りたたみイスでも持参した方がいいかもな、こりゃ。ｗ
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2006 年 4 月 18 日 (火曜日)

「日本は見すてない」  :  拉致問題で政府ポスター作成  

今日のネット上は、もうひとつ竹島近海の海洋調査の件の方が大きな騒ぎとなっているが、そち

らについてはもう少し展開を待つとしよう。今日はこちら。

政府は１７日、北朝鮮による日本人拉致問題の解決への意志を表すポスターを作成した。政府

が拉致問題で広報ポスターを作製するのは初めて。２０万枚作成され、全国の地方自治体や交

通機関、学校、空港などに張られるという。

「日本は見すてない」――拉致問題でポスター２０万枚　　読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060417it12.htm

「拉致　日本は見捨てない」　政府が初の広報ポスター　朝日新聞

http://www.asahi.com/politics/update/0418/001.html

政府もここまでやるようになったかというところだが、ただ一言言えば、ここまで時間がかかりすぎ

である。政府として北朝鮮による拉致をいつ頃から認識していたか、少なくとも今から１８年前の１

９８８年にははっきり認識していたのである。１９８８年３月２６日参議院予算委員会の議事録には

閣僚、政府要人の発言として以下の記録がある。

「昭和五十三年以来の一連のアベック行方不明事犯、恐らくは北朝鮮による拉致の疑いが十分

濃厚でございます。解明が大変困難ではございますけれども、事態の重大性にかんがみ、今後

とも真相究明のために全力を尽くしていかなければならないと考えておりますし、本人はもちろん

でございますが、御家族の皆さん方に深い御同情を申し上げる次第であります。」梶山静六国家

公安委員長（当時）

「ただいま国家公安委員長が申されたような気持ち、全く同じでございます。もし、この近代国家、

我々の主権が侵されておったという問題は先ほど申し上げましたけれども、このような今平和な

世界において全くもって許しがたい人道上の問題がかりそめにも行われておるということに対し

ましては、むしろ強い憤りを覚えております。」宇野宗佑外務大臣（当時）

「まず、一連の事件につきましては北朝鮮による拉致の疑いが持たれるところでありまして、既に

そういった観点から捜査を行っておるわけであります。」城内康光警察庁警備局長（当時）

今にしてこの発言を読むと、「そこまでわかってたんなら・・・」という印象である。ちなみにこれは８

７年１１月、大韓航空機爆破事件の犯人である金賢姫容疑者が「自分の教育係は拉致された日

本人」と発言し話題となった４ヶ月後のことである。当時週刊誌などではある程度、「日本海側で

多発するアベック失踪事件は北朝鮮による拉致？」といった程度の記事はあったが、上述の国会

答弁があったことはマスコミはなぜかほとんど報じられなかった（蓮池透著「奪還－引き裂かれた

二十四年－」によれば、全国紙では日経が夕刊でベタ記事。朝日、毎日、読売は一行も報じず、

蓮池氏自身がこの国会答弁のことを知ったのは何年も後のことだったという）。

まだ帰らぬ拉致被害者を一刻も早く取り返すことが最重要として、拉致問題がなぜここまで時間

がかかったのかの議論も必要である。
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2006 年 4 月 23 日 (日曜日)

日本は海洋調査中止、韓国は名称提案せずで合意：竹島周辺海域

竹島周辺海域での日本の海洋調査に韓国が反発していた問題で、２１日、２２日とソウル市内の

ホテルで外務次官協議を行い、一時は決裂したとも報じられたが最後の最後で両国は打開策に

合意した。

韓国は、６月の国際会議でこの海域の海底地形について、韓国名を登録する提案をせず、日本

も海洋調査を当面実施しないとした。韓国側は日本が海洋調査に踏み切れば、拿捕も辞さずとし

ており、調査の現場海域で日韓両国が衝突するという最悪の事態は回避された。

一時は決裂寸前も、竹島日韓合意は「痛み分け」　読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060422it14.htm

竹島問題、日韓が合意　日本は海洋調査中止 朝日新聞

http://www.asahi.com/politics/update/0422/004.html

日韓、竹島問題で合意・測量は中止 日本経済新聞

ttp://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20060423AT3S2201E22042006.html

やはりこの問題毎度印象的なのは日韓の反応の仕方の違い。日本ではメディアが大きく取り上

げるようになったのは外務次官協議が始まってからくらい。しかし「決裂したのか？」と大騒ぎになっ

ていた夕べの７時ころ、ＮＨＫのニュースではトップニュースにならなかったのである。一方、韓国

のメディアでは今日まで連日この話題で大騒ぎ、「明日は日本と戦争か」と言わんばかりだったよ

うである。

以前当施設 2005 年 4 月 16 日記事、書籍紹介：「竹島は日韓どちらのものか」で竹島問題につい

てまとまった書籍を紹介したが、歴史的、国際法的にも竹島については日本の領土ということで

問題はない。まあ毎度ながら困った隣国であるが、日本は日本でもう少しこの問題に対する国民

の関心と理解を深める努力をすべきではある。
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2006 年 5 月 15 日 (月曜日)

台湾のＷＨＯ加盟「支持」に一票を：台湾の声

最近、またちょっと料理に凝っている施設長です。手作りの麻婆豆腐を作ったのだが、スーパー

で中国産山椒を見つけたので喜んで買って入れたところ、入れすぎた・・・。からい。

さて、少し更新が空いてしまった。今日は当初久々書籍紹介記事の予定でしたが、以下の情報

があったので今日はこちらを掲載しておこう。

http://www.emaga.com/bn/?2006050051092801001663.3407

-------------------------------------------

件名：「台湾の声」：台湾のＷＨＯ加盟「支持」に一票を

台湾駐日代表処「台湾週報」より　【転送・転載歓迎】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

インターネットで台湾のＷＨＯ加盟「支持」に一票を 

世界は今、鳥インフルエンザをはじめ新型インフルエンザの流行という大きな脅威に直面してい

ます。疾病に国境はなく、あらゆる国が協力してその防疫に取り組み、万全の準備を整えること

の重要性が高まっていますが、アジアでの人的往来における要衝である台湾が、中国の政治的

圧力のために、長い間ＷＨＯに加盟できないばかりか各種疾病の専門会議へも参加できない状

況に置かれています。台湾の医療衛生は国内でも相応の水準に達し、各国への対外医療支援

においても積極的に活動し、評価されています。にもかかわらず世界の衛生ネットワークから台

湾が外され、国際社会に貢献する機会を奪われていることは、台湾の国民だけでなく国際社会

にとっても非常に危険で不条理なことです。台湾の政府は年に一度ジュネーブで開催されるＷＨ

Ｏ年次総会へのオブザーバー参加をはじめ、ＷＨＯ加盟の実現に向けて全力で取り組んでいま

す。ここで、日本の皆様にも台湾のＷＨＯ加盟をぜひ支持していただきたく、心からお願い申し上

げます。

【支持の方法】

下記ＨＰ（英語版）を開き、台湾のＷＨＯ加盟に関する説明文をお読みいただき同意いただけた

場合、同画面下の「Sign the petition」をクリックしてください。次の画面に出てくるサインのパター

ンに従って必要事項（氏名、メールアドレス、現住所など）をご記入のうえ、「Sign」をクリックします

と、台湾のＷＨＯ加盟を支持する一票としてカウントされます。

http://www.gopetition.com/online/6328.html

--------------------------------------

台湾のＷＨＯ加盟問題というと、やはり３年前のＳＡＲＳ騒動を思い出す。あのとき実は、わけあっ

て施設長はあの騒動の真っ只中に台湾入りし、帰国後１０日間自宅待機のえらい目に遭った体

験を持ってたりもする。まあ、それはともかく、あのときＳＡＲＳの蔓延が深刻となった台湾は、未

加盟の立場からＷＨＯからの情報提供を受けられない状況に苦しめられていたのである。

一日も早い台湾のＷＨＯ加盟実現を祈ろう。
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2006 年 5 月 21 日 (日曜日)

書籍紹介：「大日本帝国の民主主義」

で、そういえば書籍紹介記事はえらい久しぶりになってしまった気がする。紹介したい本はあるが、

わりと最近の新刊で、ということで今日はこれ。

ジャーナリストの田原総一朗氏と東大名誉教授の坂野潤治氏の対談形式で、戦前政治史の内

幕に迫るという内容。この内容は確か小学館の SAPIOで連載されていたものが本になったもの

である。ちなみに中道左派を自称する田原氏、本書の中でも「イラク戦争反対、女帝・女系天皇

賛成（だから女帝と女系天皇は違うと言うに：施設長注釈）、首相の靖国参拝反対、中国敵視は

愚策」と言っている点、当施設的にはその辺には微妙ないしは正直賛同できない意見も持つ人で

はある。しかし、その田原氏が主張する。「戦後アメリカが初めて日本に民主主義を持ち込んだと

いうのはウソ」、「明治憲法は民主的に運用されていた」、ここは大いに注目すべき点である。今

でも戦後生まれの日本人の実際まだかなり多くが、戦前はまるで北朝鮮か何かのような、独裁的

で、言論・思想の自由がない社会だったと信じこんでいる実情がある。まあそれに至っては、戦前

日本が北朝鮮のような社会であったなら、本書の内容以前にそもそも政党が複数あったり普通

選挙制があったりマスコミ・言論人が言いたいこと言ってたり（※）とかするか、とツッコミたくなる。

よく戦前軍部の独走を言うときに出てくる「統帥権干犯問題」のようなものが当時実際にはどのよ

うな部分が論点となっていたかとか、満州事変のとき政府と軍とでどのようなやりとりがあったの

かなどの話は興味深い。本書で触れている内容を読めば、戦前日本に対するイメージが一変す

る人は多いのではなかろうか。

「大日本帝国の民主主義」　坂野潤治、田原総一朗著　小学館 1575円

第一章　大日本帝国憲法制定をめぐる政権暗闘

第二章　美濃部達吉と北一輝はつながっていた

第三章　満州事変拡大は米国のミス

第四章　リベラルとデモクラシーは別物

第五章　日本では革命は起きない

第六章　「海外雄飛」も「議会」もワンセット

※ちなみに本の内容とは関係ないが、戦前日本の言論の自由の最たる例をひとつ挙げよう。日

露戦争当時、雑誌「明星」に発表した与謝野晶子の有名な「君死に給うことなかれ」の一部だ。

「・・・すめらみことは、戦ひにおほみずからは出でまさね、 かたみに人の血を流し、 獣の道に 死

ねよとは・・・」（「明星」明治三十七年九月号）

「天皇は自分では戦わないくせに・・・」ときたもんだ。当時さすがに批判は買ったものの、このとき

当局からは全然お咎めなし、明治天皇の悪口を書いて出版した晶子が逮捕もされないどころか

「明星」も発禁にすらなっていない。明治時代、日露戦争当時の日本でここまでの言論の自由が

あったのである。
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2006 年 5 月 29 日 (月曜日)

国旗・国歌　サボタージュ横行  (5/29)  

さて、今はもう５月も終り、卒業式も入学式も季節ではないながらこんなニュースがあったので記

事にしとこう。

国旗・国歌　サボタージュ横行 5/29 産経新聞

http://www.sankei.co.jp/news/060529/sha029.htm

>式典での国旗掲揚、国歌斉唱に反対する教職員らのサボタージュは、国旗国歌法の制定や処

分の徹底とともに形を変えながら変遷してきた。

平成１１年の国旗国歌法施行以前は、職員会議で校長をつるし上げる、式典でやじる、暴れるな

どのあからさまな妨害行為もあったらしい。近年それが処罰対象となってからは、展示物で壇上

の国旗を見えなくする、生徒に起立しないよう吹き込む等、式典での国旗・国歌の妨害行為が巧

妙化しているとのことである。

相変わらず懲りない人たちもいたものだが、国旗・国歌に反抗するのが何かいいことだと思って

いる人たちにはこんな話を紹介しておきたい。

軍事評論家=佐藤守のブログ日記

http://d.hatena.ne.jp/satoumamoru/20060414/1144889987

以下は、軍事評論家で元航空自衛隊空将の佐藤守氏による上記のブログの中からの抜粋であ

る。国旗・国歌に対する認識が薄いために、海外で酷い目に遭った日本人の例が紹介されてい

る。

>『事例１＝英国の公立学校の入学試験で、日本の国旗・国歌の意味を尋ねられたが答えられず

に不合格になった．

>事例２＝米国の小学校に入学した時の歓迎会で、『君が代』が演奏されたのに座ったままでい

ると厳しく注意され恥をかいた．

>事例３＝パプア・ニューギニアで、国旗降下の時そのまま仕事を続けていたら突然殴りつけられ

た．

事例１など象徴的だ。入試が不合格になってしまうのだ。自分の国の国旗・国歌を説明できない

のは、よほどおかしな人物と思われたということだ。これらの話はチャンネル桜のある番組でも紹

介されていた。他に海外のスタジアムでスポーツ観戦したとき、その国の国歌が流れ、観客が起

立していたのをそのまま座って聴いてたら、後ろから思い切り足で蹴られた、という話もあるそう

だ。現地の人たちにとっては「俺達の国に喧嘩を売っているのかこいつは？？」と思うのである。

そう、国旗や国歌についてちゃんと教わってない人は、海外では非常識な人間と見られ、大恥を

かく。

要するにこれは政治思想の右左以前、常識の問題である。仮にも教職に就いている者ならば、

ヘンなイデオロギーで生徒達に幼稚な反抗心を教え、非常識な人間を量産するのをやめるべき

である。

99



2006 年 6 月 11 日 (日曜日)

上海領事館員自殺事件受け諜報対策強化：外務省

2005 年 12 月 28 日付け当施設記事「上海領事館員が昨年自殺「中国が機密提供を強要」と遺書」

で、上海の日本総領事館員が中国情報当局から機密情報の提供を強要されたとの遺書を残し

て自殺した事件について触れた。それについて今日は以下のようなニュース。

外務省、「上海事件」受け諜報対策を強化　読売新聞(6/11)

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060611i101.htm

外務省はこの事件を受けてまとめた諜報工作対応強化策を 10 日、明らかにしたとのことである。

なんでも外務省は諜報工作に揺さぶられない強い組織作りを目指すとしているということらしい

が、読売の記事を読んでみると、なんていうかその・・・、ちょっと頼りない。

>工作を受けた職員が処分を恐れて報告しない事態を避けるため、正直に報告した職員には「人

事上の配慮」をするとした。具体的には、〈１〉情報の漏えいがない場合は処分しない〈２〉情報の

漏えいがあっても、報告によって漏えい拡大を防げた点を配慮する――としている。直属の上司

に報告しづらい場合も考慮し、全職員を対象とした電話による相談窓口も設置した。

労働組合かなんかの職場いじめ相談窓口じゃあるまいし。

>　研修マニュアルの内容も更新し、旧ソ連などで行われていた女性工作員による「ハニートラッ

プ」（甘いわな）対策として、「親しく接近してくる異性に注意する」などと明記した。

まあ、我が国の場合は、なんでも総理大臣を務めた人間で女性工作員にたぶらかされてた奴が

いたとも言われているので、さもありなんという気はするが、はっきり言って頭が痛い。

対策強化はしてほしいが、聞けば却って不安になってくるニュースである。
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2006 年 6 月 22 日 (木曜日)

字幕誤報めぐる訴訟で、石原都知事とＴＢＳが和解

取り急ぎ、こいつを一応記事にしておこう。

誤字幕放送、ＴＢＳが「おわび」で石原都知事と和解 読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060622i313.htm

石原都知事とＴＢＳが和解　情報番組の字幕訴訟 　産経新聞

http://www.sankei.co.jp/news/060622/sha087.htm

これは今から 2 年半前の平成１５年１１月、ＴＢＳの情報番組「サンデーモーニング」で、石原都知

事が「日韓併合の歴史を１００％正当化するつもりはない」と発言している映像に、「１００％正当

化するつもりだ」とテロップをつけて放送された事件である。石原都知事は、これに対し名誉を傷

つけられたとして、放映したＴＢＳに約８０００万円の損害賠償を求めた訴訟を起こしていた。

ＴＢＳ側は記者会見で「担当者の誤認とチェックの不行き届きで知事に大きな迷惑をかけた」と謝

罪することで和解に至ったようである。この事件については、昨年話題となり、当施設でも昨年 9

月 4 日付け記事で紹介した「マンガ嫌韓流」でも詳しく触れられている。事件当時ネット上でも騒

ぎになっていたのでよく憶えている。重要な事実を付け加えておくが、このときＴＢＳは、「１００％

正当化するつもりだ」と言うテロップをつけただけではない。石原都知事の発言の最後、「正当化

するつもりはない」の、「するつもりはない」の部分をトリミングして聴こえなくして放送していたの

である。当時２ちゃんねるのニュース極東板などでは、これを風刺し、語尾を省略したことを意味

する書き方で「・・・(tbs」と書くのが流行っていたのである。

「担当者の誤認とチェックの不行き届き」でどうやら幕引きがされてしまうようなので、今一度確認

しておく。この事件は誤認などではなく、明らかなＴＢＳによる意図的な捏造報道事件である。
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2006 年 7 月 30 日 (日曜日)

テポドン２号は発射直後に墜落していた：日米政府分析
いかん、このところの多忙につき、しばらく更新が止まってしまってました。しかし、テポドン発射と

安保理決議、自民党総裁選、そしてあからさまなまでのタイミングで昭和天皇メモですかい。こう

いうときに限って次から次へいろいろな事件が起きてくれるよ全く。まあそれぞれのニュースにつ

いては順次触れていくことにしよう。

テポドン２発射直後墜落、基地数十キロ内に…政府分析 読売新聞（7/30)

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060730i101.htm

これにしたって、施設長は一ヶ月以上前から、今日は撃つか今日は撃つかと待っていたのだが、

なかなか撃たない「撃つ撃つ詐欺」（笑）。挙句撃ったらこのざまかよ。合計７発。まあ、テポドンの

ターゲットは（努力目標だが）アメリカで日本ではない。今回何発も撃ったノドンは紛れもなく日本

を標的としたミサイルで、日本的にはむしろノドンあたりはしっかり撃てる能力が証明されたこと、

これははっきり脅威として捉えるべきである。

今回のミサイル発射の動機は、アメリカの金融制裁を解除させるため、アメリカを交渉の席につ

かせようとしたもの、とよく言われている。実際２，３日前の報道でも、北朝鮮は６カ国協議再開の

条件として、金融制裁の解除を要求してきている。

北朝鮮「6カ国協議再開、金融制裁の解除が先」 日本経済新聞(7/28)

http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20060728AT2M2703227072006.html

テポドン２号が失敗することはおそらく北は最初から予想していたのではないか。だから最初は

「撃つ撃つ詐欺」でなんとかと思ったがアメリカ他どこも動じない。しかたなく撃ってテポドンは大コ

ケするが、そのためノドン他のミサイルも撃った。そんなところだろう。結果はもちろん逆効果とし

か言いようがなく、上述のソースの通り中国までも金融制裁に加わり、日本も来月北朝鮮の資産

凍結と送金停止を実施する。撃てばそれも予想の範疇という気がしなくもないのだが、それでも

ポンコツミサイルを撃たなきゃならなかったのだから、北が今いかに必死すぎな状態になっている

かが想像できる。

要するに、経済制裁は効くということだ。 
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2006 年 8 月 6 日 (日曜日)

原爆の日：イデオロギーを超えた議論をするには？

今日はやはり６１年前の広島への原爆投下について触れているところが多いが、読んで「をいを

い・・・」と言いたくなるところがあった。朝日とかではない、どっちかというと保守よりと言われてい

る読売の社説である。

［原爆忌］「『北』の核の脅威を見ない平和宣言」 読売新聞社説(8/6)

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060805ig90.htm

今ある核の脅威に目をつぶった平和宣言、確かのその通りだ。サヨ団体の反核運動を反米イデ

オロギーによるものと叩くのもいい。

>　早期に戦争終結が出来たら原爆投下を避けられた可能性はあった。ドイツ降伏時、沖縄戦の

終了時、降伏の条件が連合国から示されたポツダム宣言の発表時など、戦争を終結させる機会

は何度もあったのである。

>原爆被害の責任を論じる際、終戦工作が遅れた日本の指導者層の対応も問われる点だ。

だがこれは違うだろう。サヨクを叩くわりには、結局「日本さえいい子でいればよかった」論。これ

では脳内お花畑の左巻き連中となんらレベルが変わらない。

一方今日の朝日の社説は「原爆を落したトルーマンは酷い」と一応書くのだが、じゃあ連合国は

悪いのかというとそっからさきの議論は一切なし。結論の部分では例によって平和念仏をひたす

ら唱えるだけで社説は終わっているのだからどうしようもない。

原爆投下のおかげで戦争は終結したか？当時の米軍上層部の何人かがこれをはっきり否定し

ている。

米軍戦略爆撃調査団報告（１９４６年）

　「たとえ原子爆弾が投下されなかったとしても、たとえロシアが参戦しなかったとしても、さらにま

た上陸作戦が計画もされず企図されもしなかったとしても、日本は１９４５年１２月３１日以前に必

ずや降伏したであろう。」

ダグラス・マッカーサー（太平洋地域連合軍最高司令官）

　「私は原爆の使用については相談を受けなかった。もし相談を受けていたとすれば、それは不

要である、日本はすでに降伏の準備をしている、との見解を表明していたであろう。」（１９６１年の

書簡より）

マッカーサーの他、欧州戦線の連合軍最高司令官だったドワイト・アイゼンハワー、米太平洋艦

隊司令長官のチェスター・ニミッツ、「猛牛」とあだ名された米海軍第三艦隊司令のウィリアム・ハ

ルゼーなども異口同音に日本への原爆使用については「不要」の見解を持っていたという。

「マンハッタン計画」に参画した科学者や兵器専門家などのメンバーによる原爆投下目標選定委

員会が選んだ投下目標地は京都、広島、小倉、新潟。のちにスチムソン陸軍長官の反対により

京都が外され、代わりに長崎が選ばれたという。これらの都市が投下候補となった大きな理由の

一つはこれだ。
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まだ空襲を受けたことがなく無傷であったこと。

原爆投下の効果がなるべくわかりやすい都市である方がよかったのだ。しかし、それって逆に言っ

てそれまで攻撃することが不要不急の場所だったと言ってるようなものである。要するに、広島・

長崎への原爆投下は、実戦の名を借りて生きた目標を使った核実験だったと言わざるを

得ない。
「イデオロギーや政治的対立などに左右されることなく、原爆にかかわる戦争責任について、冷

静に議論を」始めるためには、この部分はむしろ避けて通れないだろう。
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2006 年 8 月 10 日 (木曜日)

「歴史問題、永遠に言い続けよ」：中国前国家主席

今年もまた終戦記念日が近づいてきた。小泉首相の任期もあとわずか、今年はいよいよ就任当

初の公約であった靖国神社の終戦記念日参拝が実行される公算が高いと言われている。さて、

そんななか、例の富田メモ騒ぎが起きたわけだが・・・。

問題のメモの内容については疑問点も指摘され始めているようだが、とりあえずまず仮にその内

容が真実だったとしても、今日はこのニュースを紹介して一点確認しておきたい。

「歴史問題、永遠に言い続けよ」江沢民氏、会議で指示　　読売新聞(8/10)

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20060810i111.htm

＞中国の江沢民・前国家主席（前共産党総書記）が在任中の１９９８年８月、在外大使ら外交当

局者を一堂に集めた会議の席上、「日本に対しては歴史問題を永遠に言い続けなければならな

い」と指示し、事実上、歴史問題を対日外交圧力の重要カードと位置付けていたことが、中国で１

０日発売された「江沢民文選」の記述で明らかになった。

そう、まずはっきりと確認しておきたいこと、これは賭けてもいいが、

たとえＡ級戦犯を分祀しても、中国・韓国との歴史問題は絶対に解決しない。

Ａ級戦犯を分祀したところで、今度はＢＣ級戦犯、いや戦犯以外も侵略者だと、いくらでも言いが

かりを必ずつけてくる。心して肝に銘じておくべきだ。靖国神社もＡ級戦犯も彼らにとっては所詮

は日本を言いなりにさせるための手段に過ぎないのである。

ここ重要。
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2006 年 8 月 15 日 (火曜日)

２１年ぶり終戦記念日に：小泉首相靖国参拝

小泉首相が今朝７時半すぎ、東京・九段北の靖国神社を参拝した。終戦記念日の参拝は今回が

初めて。現職首相の終戦記念日の参拝は昭和６０年の中曽根康弘元首相以来２１年ぶりである。

小泉首相が靖国神社参拝　終戦記念日は初 産経新聞(8/15)

http://www.sankei.co.jp/news/060815/sei022.htm

かの変人宰相と呼ばれた小泉首相でも、ここまで長かった。小泉首相自身の発言の通り、「いつ

参拝しても批判を受けるのは同じ」、これは最初からわかっていたことだし、だったら最初から終

戦記念日参拝していいじゃんと思っていたが、世論をここまで盛り上げてやる戦略が、今から思

えば必要だったということだろう。そしてその効果はあったのだ。

靖国神社：最多２５万人の参拝者　これも“小泉効果”？　毎日新聞(8/15)

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060816k0000m040091000c.html

去年に続き再び参拝者最多を更新と来たものだ。施設長が見ているだけでも、初詣といい花見と

いい、確かに近年靖国神社を訪れる人の数は増えているような気がしてならない。

ところで、施設長はというと実は一昨日１３日に行きました。中国の圧力を受けて日をずらしたの

ではなく夏休みを来週の予定にしているので今日は仕事だったからなのだが、記念に写真を載

せておこう。これは遊就館の前に最近出来たラダ・ビノード・パール博士を記念した碑である。パー

ル博士は極東国際軍事裁判(東京裁判)の判事を務めたインド人法学者である。東京裁判の判事

の中では唯一（ってどーゆーことよと言いたいが・・・）の国際法の専門家で、裁判自体を批判し、

被告の全員無罪を主張したので有名である。

碑文にはパール博士が東京裁判の期間に研究・調査してまとめた膨大な判決文の最後の結び

の文章が書かれている。
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「時が熱狂と偏見とをやわらげた暁には、また理性が虚偽からその仮面を剥ぎとった暁には、そ

の時こそ正義の女神はその秤を平衡に保ちながら、過去の賞罰の多くにそのところを変えること

を要求するであろう」

小泉首相が任期の最後で、遂に終戦記念日に靖国神社を参拝した。だが日本人にとってこれは

まだ終わりを意味するものではない。
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2006 年 8 月 26 日 (土曜日)

中国奥地の砂漠に台湾空軍基地そっくりの地上絵：台湾侵攻作戦の演習場か

施設長も GoogleEarth をＰＣに入れてときどき楽しんでいるが、今日はこんなニュースから。

GoogleEarth が捉えた中国の不思議な軍事基地、中国が台湾侵攻を準備？ Technobahn(8/25)

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200608251315

GoogleEarth をお持ちの方は見てほしい。google map でも同様の写真が見られるのでリンクして

おく。

中国甘粛省の砂漠地帯にある問題の地上絵 (北緯 40°22'36.11"、東経 99°53'15.16" )
http://maps.google.com/?ie=UTF8&om=1&t=k&z=13&ll=40.37584,99.887572&spn=0.064994,0.158272/

台湾、台中にある清泉崗空軍基地 (北緯 24°15'50.01"、東経 120°37'49.16" )
http://maps.google.com/?ie=UTF8&om=1&t=k&z=13&ll=24.26089,120.623499&spn=0.077781,0.158272

地上絵を拡大すると、ところどころ爆撃痕と思われるクレーターもはっきりと見て取れる。台湾の
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写真と比べると以下のうちの爆撃痕（１）は空軍基地付近の高速道路のインターチェンジにあたる

場所のようだ。

地上絵付近の爆撃痕（１）
http://maps.google.com/?ie=UTF8&om=1&z=17&ll=40.368308,99.851443&spn=0.004994,0.00736&t=k

地上絵付近の爆撃痕（２）
http://maps.google.com/?ie=UTF8&om=1&z=17&ll=40.392687,99.883919&spn=0.004895,0.00736&t=k

ただし、中国でこのような台湾侵攻作戦の具体的な準備が進められていることは実際にはかなり
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前から知られていることではある。

中華週報 1906号(5.20) (1999/5/20)

http://www.roc-taiwan.or.jp/news/week/1906/108.html

>中共が台湾侵攻着々準備　　四大軍区に擬装基地建設

>◇甘肅省鼎新地区：蘭州軍区に属し、台湾南部の清泉崗空軍基地とまったく同じ基地を建設し、

とくに九六年八月下旬にここで攻撃演習を実施した。さらにこの地に台湾中部の新竹空軍基地

の模擬基地を建設し、ミラージュ戦闘機の動向を把握しようとしている。

近年、GoogleEarth のようなものができたおかげで一般の人にもその実態を見ることができたとい

うところか。実際に台湾の基地そっくりの演習場が現れるとなかなかショッキングである。それに

しても思うだが、専門家の間では随分昔からわかっていたことである。未だ「中国は脅威ではない」

などと言い張る政治家やマスコミというのは、よほど情報収集能力に問題があるのか、または中

国の侵略に実は加担する立場にいる人たちであるか、まあどちらかということのようだ。
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2006 年 8 月 27 日 (日曜日)

渡嘉敷島集団自決、軍命令は創作：関係者証言

さて、また一つ興味深いニュースが出てきたので紹介しておこう。

「軍命令は創作」初証言　渡嘉敷島集団自決　元琉球政府の照屋昇雄さん IZA! by 産経新聞社

(8/27)

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/topics/16661/

第二次大戦末期の沖縄戦の最中、渡嘉敷島で起きた住民の集団自決について、これまで日本

軍の命令によって行われたものと言われ、今も多くの歴史教科書にもそのように書かれている。

ところが、戦後琉球政府で軍人・軍属の遺族の援護業務を担当した人としては初めて、「軍命令

による自決はなかった」との証言が出てきた。終戦直後、琉球政府社会局援護課で戦傷病者戦

没者遺族等援護法に基づく年金や弔慰金の支給対象者の調査を担当していた照屋昇雄さん（８

２）の証言。軍人や軍属ではない一般住民は同支給対象の適用外となってしまうため、終戦時に

海上挺身隊第３戦隊長として島にいた故赤松嘉次元大尉に軍の命令があったことにしてほしい

と依頼し、同元大尉の同意を得てその旨の書類を作成してもらったという。

　この問題については、作家の曽野綾子氏の調査など、だいぶ前から軍命令説には疑問が提示

されていた。戦後、赤松元大尉は「住民に集団自決を命令して死なせた残虐な指揮官」の烙印を

押され、左翼やそれに同調するメディアなどから叩かれていたが、今では赤松元大尉を著書で非

難した某ノーベル文学賞作家（「某」になってねーしｗ）とその出版社が、赤松元大尉の家族や関

係者などから損害賠償と謝罪広告を求める訴訟を起こされている。

　沖縄戦初頭の渡嘉敷島で、戦火に追い詰められた３００人を超す住民が集団自決で尊い命を

失ったのは厳然とした事実である。だが、その内容は我々がこれまで聞いてきたものとはだいぶ

違っていた。島にいた日本軍指揮官が住民に自決を命令した事実はなかった。またその指揮官

は実際には自決した住民の遺族を思い、遺族援護法の支給対象のなるよう自ら「自決を住民に

強制した残虐な指揮官」の役を買って出た人物だった、というのである。
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2006 年 9 月 10 日 (日曜日)

YouTube      動画、持ち寄ってみたら・・・？  

先週は 6 日に秋篠宮家に男子が誕生されたニュースで日本中持ちきり、海外でも大きく報道され

ていたようでした。これで皇室典範改正論議は一旦白紙に戻ったわけだが、まあ当施設もうるさ

い議論はまたの機会にしてともあれ今は親王殿下の健康なご成長をお祈りしましょう。

さて、今日はニュースではなくネットで見つけたあくまでネタ話。先日は google earth だったが、今

日はネットを楽しむこれまた名所のひとつ、YouTube から。インターネットも回線速度が速くなり動

画情報が行きかうのも当たり前となった。実にいろんな動画が出回っているわけだが、そんなな

かで以下のようなものを見つけた。以下は、各国のネット住人が作ったと思われる「自国の軍隊

カッコイイ映像」のようなんだが、まずは順に見てみよう。

"Korea military" （韓国）　YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=3F2QM-V1T00

"ROC(Taiwan) Military"　（台湾） YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=CEyeitVXM2Y

"PLA (*1)"　（中国）　YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=LsmevoyE6Tc

"October War(*2)"　（エジプト）　YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=_yQr3kCYIZs

*1 PLA・・・人民解放軍のこと

*2 October War・・・10 月戦争。アラブ側呼称の第四次中東戦争のこと。

あの、いいんだけどなんでＢＧＭがみんな同じパイレーツオブカリビアンの「彼こそは海賊」なんだ？

あと韓国と台湾のは始まりの部分がそっくりなんだが・・・。そう、実はこれらには明らかに元ネタ

と思われる動画がある。以上は今年に入って YouTube に流れていたがその動画は確かに施設

長も一年以上前からネット上で目撃している。これだ。

"Japan Military 2005" YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=SK2Cf1aomG8

あははは・・・（笑）。日本のネット住民恐るべし。でもこれ作った人も各国でこんなにパクられると

は予想してなかっただろうな。台湾やエジプトはともかく、反日の中国や韓国までパクるかおまえ

ら。でも確かに、「彼こそは海賊」＆自衛隊映像は、最初見たとき施設長もその出来に「あ、確か

にカッコイイなこれｗ」と思ってしまった。これ見ながら「日本をなめんなよ！」と鼻息荒くした人結

構いただろうなと想像する。同時に、これに影響されて同じものを作ってみたくなってしまった各国

のネット住民の気持ちもまあなんとなくわかる。Ｗ
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2006 年 9 月 19 日 (火曜日)

李王朝復活賛成が過半数？：韓国世論調査  (9/19)  

ちょっと面白いニュースがあったので記事にしておく。 

韓国にも皇室を「親王ご誕生」沸く日本にあやかりたい ZAKZAK(9/19)

http://www.zakzak.co.jp/top/2006_09/t2006091909.html

9/15、韓国の全国紙「京郷新聞」が伝えるところによると、全国の１９歳以上の男女４６０人を対

象に電話で世論調査をしたところ、自国での皇室復活に「賛成」が５４．４％と過半数を超えた。年

齢別では６０代以上が最も多いが、ここ最近旧王族を扱ったドラマなどの人気から２０代がその

次に多いなど若い世代にも広がっているという。

ちなみにこのニュースソースでも触れている通り、李王家は日韓併合によって潰されてはいない。

併合後も李王家は日本で準皇族待遇として扱われている。李王朝最後の皇太子は日本の皇族、

梨本宮方子（まさこ）内親王と結婚し、戦後も最後まで仲睦まじかったそうである。だが、戦後旧

李王家は韓国では「日本の手先」と見做され（ま、これも日本統治時代に李王家がむしろ手厚く

遇されたことを却って裏付ける証拠ですね・・・）、再び韓国の王家として迎えられることはなかっ

た。

韓国の人々がこれほどかつての王室に郷愁を抱いていたというのは驚きだが、最近、親王ご誕

生に沸く隣国日本に関する報道の影響もあるという。現存する皇室王室を持つ国へのあこがれ

のようなものを、今はそれらがない国の人々は意外と抱いているものらしい。
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2006 年 9 月 24 日 (日曜日)

Ｍ５ロケット最後の雄姿：各紙社説より  (9/24)  

今日は全国紙の社説が一斉にみな同じ話題を取り上げてると思ったらこれの話。

最後のＭ５　固体ロケットの技術保て　産経新聞社説(9/24)

http://www.sankei.co.jp/news/060924/edi001.htm

ロケット　必要なものに絞って 朝日新聞社説(9/24)

http://www.sankei.co.jp/news/060924/edi001.htm

［最後のＭ５］「迷走するロケット開発政策」　読売新聞社説(9/24)

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060923ig91.htm

Ｍ５ロケット　宇宙探査支える技術継承を 毎日新聞社説(9/24)

http://www.mainichi-msn.co.jp/eye/shasetsu/news/20060924k0000m070133000c.html

「国産技術の継承を」「ペンシルロケット以来の純国産技術を保て」。各紙主張内容はそれほど大

きく異ならない。が、産経と朝日の微妙なタイトルのニュアンスにはどうしても施設長的には邪推

してにやけてしまうｗ。朝日は別に必要なものに絞ってと言っても「固体ロケットはやめろ」とは言っ

てないし、産経も「固体ロケット」だからどうだとは何も書いていない。ただ、固体燃料ロケットは、

液体燃料ロケットには実質的に困難な能力をひとつ持っているのだ。弾道ミサイルへの転用であ

る。なぜならば液体燃料ロケットは、発射直前に燃料を注入する作業が必要であり、即応性の点

から弾道ミサイルとしては実用的ではないのだ（なので何日も前から発射準備バレバレになって

たテポドン２などは戦争になった場合の実用性は少ない。純粋に政治的デモ用ミサイルと言え

る。）。

ＭＤ（弾道ミサイル防衛）には莫大な費用がかかり技術的に難易度が高い。これが実用的なもの

となるまでは弾道ミサイルの保有の可能性を残す意味の、ロケット技術保持。今の日本を取り巻

く情勢を考えれば、これははっきり言えば考えておいたほうがよい。

本文ではいずれも何も触れてなかったけど、それを意識しての、産経の「"固体ロケット"の技術

保て」、朝日の「必要なものに絞って」・・・かな？

ま、邪推だということにしとこう・・・。（ｗ
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2006 年 10 月 3 日 (火曜日)

「核実験を実施する」北朝鮮が声明

さて、始まりました安倍新内閣。拉致問題なんかもう最強の布陣でどうしても期待してしまうが、

そんな矢先に今日はこんなニュースが飛び込んだ。

「核実験実施する」　北朝鮮外務省が声明　産経新聞(10/3)

http://www.sankei.co.jp/news/061003/kok014.htm

「核実験」声明は日中・日韓首脳会談をけん制？　読売新聞(10/3)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061003i213.htm

北朝鮮の朝鮮中央通信によると、北朝鮮外務省は声明を発表して、「科学研究部門で今後、安

全性が徹底して保証された核実験を行う」と表明した。北朝鮮は昨年２月に核保有を公式に宣言

しているが、核実験を実施すると明言したのはこれが初めてである。核実験実施の具体的な日

時については触れていないとのこと。

声明では、「米国の反共和国孤立・圧殺策動が極限点を越えて、最悪の状況をもたらしている」と

主張している。北朝鮮がはっきりと「アメリカの圧力」で「最悪の状況をもたらしている」と言ってい

る点に注目。アメリカによる金融制裁がかなりの効果を上げていることが想像できる。まあ７月の

ミサイルの件、先日のミサイル「撃つ撃つ詐欺」同様にしばらくは「核実験やるやる詐欺」で持た

す気でいるとは思うが、最終的に本当にやっちゃうのだろうか。ミサイルのときは「撃つ撃つ詐欺」

でじらし過ぎたため、ミサイルが液体燃料で腐食し打ち上げ失敗の原因となったと言われている。

北朝鮮で「安全性が徹底して保証された核実験」てのだけは正直想像しにくいが・・・。
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2006 年 10 月 4 日 (水曜日)

日中は８日・日韓は９日、首脳会談開催へ

政府は４日、安倍晋三首相が８日に中国を、９日に韓国を訪問すると正式に発表した。実施され

れば日中首脳会談は昨年４月にジャカルタで行われて以来１年半ぶり、日韓首脳会談は昨年１

１月以来となる。安倍内閣発足から一週間、早くも大きな展開となった。

首相８、９日に中韓訪問　首脳会談日程を正式発表　東京新聞(10/4)

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20061004/eve_____sei_____002.shtml

さて、注目すべきところはここだ。

>政府は韓国との協議と並行して、中国側にも首相訪中を水面下で打診。中国側は、これまでの

日中首脳会談の再開をめぐる事務レベルの協議で、安倍首相が靖国参拝しないことを確約しな

い限り、首脳会談に応じないことを示唆していたが、最終的に首相の訪中に応じる姿勢に転じた。

安倍首相は現時点でも、靖国参拝については「コメントしない」の態度を通している。中国は当初

安倍首相が靖国参拝しないことを確約しないと首脳会談には応じないとしていたが、それが折れ

て会談実現の運びになったというのである。これが決まったのが昨日、そしてその翌日の今日は

韓国も、ということでおそらく韓国は、中国が日本との会談に応じる決定をしたのを見て同様の決

定に傾いたと想像できる。小泉政権以来日本は中韓との首脳会談については「向こうがやると言

うならこちらはいつでもやります。」の態度で一貫してきた。国内のマスコミがどう言おうが、第一

はっきり言って中韓との首脳会談が途絶えていることで、日本がその他の世界各国との関係が

少しでも悪化したり、まして世界で孤立などしていない。まだ実際の会談内容を見てみないことに

はまだまだ予断は許されないが、日本側の有利な展開に是非期待したい。
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2006 年 10 月 7 日 (土曜日)

安倍首相      VS      真紀子氏：国会舌戦  

夕べの雨凄かったですね。しかし嵐が去ったあとの日差しもすっかり秋の風情となりました。

さて、それにつけてもだ、安倍内閣発足前、安倍内閣誕生確実となった時点から、一部粘着して

安倍内閣をわかりやすすぎな必死さ加減で叩く連中には呆れるばかりである。まあひとつには安

倍氏が戦後最年少の首相、しかもソフトイメージ、もっと言えば声のあまり大きくないイメージを持

たれ、はっきり言えば小泉前首相より侮られやすいこと。そしてもうひとつにはその反面昨今の世

論の変化によりかなりの高支持率であることの焦り。という２つの要素が絡み合って、ここ何日か

の「ミョーに必死な安倍叩き」があるように思う。

例えばまあこんな感じ。

太田公明党　ブレーキ役の正念場 朝日新聞社説(10/1)

http://www.asahi.com/paper/editorial20061001.html

歴史認識　もう一歩踏み出しては 朝日新聞社説(10/3)

http://www.asahi.com/paper/editorial20061003.html

首相、中韓へ　信頼をどう築き直すか 朝日新聞社説(10/5)

http://www.asahi.com/paper/editorial20061005.html

安倍首相へ　歴史を語ることの意味 朝日新聞社説(10/6)

http://www.asahi.com/paper/editorial20061006.html

安倍政権　ちょっぴり安心した 朝日新聞社説(10/7)

http://www.asahi.com/paper/editorial20061007.html

10 月に入ってからほぼ連日社説の話題が同じ。全国紙がもうほとんどストーカー同然である。朝

日がここまで必死になったのは今まででも珍しい方かもしれない。

さて、最後の今日の朝日社説でも名前があがっているが、質問に立った中で田中真紀子元外相

との対決が話題になっている。

“真紀子節”で首相批判「パパの靴履き危なっかしい」　読売新聞(10/7)

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061006i307.htm

話題が北朝鮮問題となり、北朝鮮の日本人拉致問題に対する政府の対応に真紀子氏が批判を

述べると安倍首相はこう反撃したのがちょっと面白かった。読売の記事では触れられていないが

このとき安倍首相はもう一言、こう言っている。

真紀子氏決定打欠く、安倍首相と同期対決　日刊スポーツ(10/7)

http://www.nikkansports.com/general/p-gn-tp0-20061007-100373.html

>「外交はその時、その時の判断がある。あなたも外相をやったから分かるはず。金正日委員長

のご子息が日本に入り、直ちに送り返したのは当時の外相の判断だ」と、金正男氏とみられる男

性を強制送還した真紀子氏の対応を批判した。

ナイス（笑）。これはもちろん 2001 年に金正日の息子が偽造パスポートで日本に不正入国し、当

施設の某近所にも遊びに来るつもりだったときのことだ。当時外相だった真紀子氏は、「そんな人
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を置いておいてミサイルが飛んで来たら大変なことになる。すぐ帰さないとだめ」と発言した事実

がある。

質問の中で真紀子氏は「小さな子供がパパの革靴をイタズラで履き、道路に出てきた印象だ。右

の方に右の方に寄って歩いていきそうで、危なっかしい」と発言したそうだが、お前が言うなで

ある。ちなみに真紀子氏のお父さん、田中角栄元首相は首相時代に計６回靖国神社を参拝して

いる。田中内閣時代の日中国交正常化交渉では、その後の日中共同声明で日本が台湾の帰属

について「中国のものと認める」と言わされることだけはぎりぎりの交渉で避けた事実もある。真

紀子氏のように単なる媚中だったわけではない。「パパの革靴をイタズラで履いて」わけのわから

ない方向に突っ走っているのはまさに真紀子氏の方なのである。

118



2006 年 10 月 9 日 (月曜日)

「核実験を実施」、北朝鮮発表

北朝鮮、核実験の成功を発表　日本経済新聞

http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20061009AT1C0900J09102006.html

北朝鮮が「地下核実験」　朝鮮半島に重大局面 　産経新聞

http://www.sankei.co.jp/news/061009/kok009.htm

朝鮮中央通信の核実験に関する報道の全文　朝日新聞

http://www.asahi.com/international/update/1009/014.html

あー、やっちゃったんですかね・・・。

核実験によるものと思われる地震波の規模は気象庁が推定した値でＭ４．９、この数値が正確な

らば核爆発であることはおそらく間違いなさそうだが、韓国や米国による推定値はこれより低く、

まだ本当に核実験だったのか、核実験だったとして本当に成功したのか等、正確な状況はまだ

はっきりはしていない。ミサイルのときのようにじらすかと思ったがそうでもなかった。まあ北朝鮮

は元々 2003 年にすでにＮＰＴ（核兵器不拡散条約）を脱退し、昨年核兵器保有は宣言していたわ

けだから、むしろ早く核実験をやって核保有国として早くアメリカに対して強い態度が取れるよう

になるべき、という判断だったと思われる。しかし、興味深いのは北朝鮮は何のつもりか核実験

の時期をまさに日中、日韓首脳会談の時期にぶつけてきたことだ。昨日・今日の首脳会談の最

大の話題は当然対北朝鮮問題となり、中韓もまさか北朝鮮を擁護するわけにも行かずこれには

日本に同調するしかない。日中韓が関係改善のためそれぞれ歴史問題への深入りを避ける態

度に終始する中、マスメディアでも北朝鮮の核実験一色となり、歴史問題、靖国参拝といったキー

ワードは声の小さいものとなっている。北朝鮮の暴走が皮肉にも日本外交を援護射撃する形に

なってしまったようだ。
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2006 年 10 月 22 日 (日曜日)

中国によるチベット亡命者射殺映像世界へ：  YouTube  

さて、先日インターネット動画投稿サイト YouTube の話題を取り上げたが、今日はこのニュース。

中国の人権蹂躙映像が世界へ　亡命少年僧ら射殺 産経新聞(10/22)

http://www.sankei.co.jp/news/061022/kok003.htm

９月末に中国チベット自治区とネパールの国境近くで亡命を試みたチベット僧が中国の国境警備

隊に銃撃され少なくとも二人が死亡した映像がインターネットを通して世界に広まり衝撃を与えて

いる。元々欧州の登山家が撮影したものが、ルーマニアのテレビで取り上げられ、これがインター

ネット動画投稿サイト YouTube に流れ、世界中を駆け巡った。産経の記事は今日のものだが、問

題の動画は YouTube上に一週間くらい前にはすでに閲覧することができていた。日本語字幕つ

きの同じ動画もあるので合わせてリンクしておく。

chinese soldiers shooting tibetan pilgrims at mount everest YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=hXC5RxhZUYw

中国軍がチベットの巡礼者を無差別に撃ち殺す映像 （上と同じ動画に日本語字幕つき、

YouTube 外の退避用サイト）

http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=50114

動画の中で欧米人登山家が言う通りまるで「野犬でも撃つように」人間を撃ち殺している。かなり

遠くから撮影したものとは言え、残酷な映像に気分を悪くした方がいたなら申し訳ない。

さて、一方中国はというと、事件が伝えられ始めた当初の記事で見ると、

中国国境警備当局がチベット人に発砲　ネパール国境　朝日新聞(10/13)

http://www.asahi.com/international/update/1013/015.html
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”不法出国を図ろうとしたグループが、引き返すよう求めた当局の勧告に従わず集団で攻撃して

きた”と説明。当局の銃撃で２人が負傷、うち１人が寒さと酸素不足のため死亡したとした、とある。

まあ上述の動画が配信されたことで、それが大嘘と世界中に晒されたわけだ。世界で騒ぎになっ

たのを受け、国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）も調査を開始、米国などが非難の声を上げ

始めているという。そこはインターネットの威力だが、現時点動画の件をまともに伝えているのは

産経だけ。もしインターネットがなかったら、世界中に伝わることもなく日本ではほとんど誰も知ら

ない事件となっていただろう。
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2006 年 11 月 4 日 (土曜日)

書籍紹介：「日本核武装」の論点

今日紹介する書籍のテーマは核武装である。同書を読んで記事を書くかと思った矢先のちょうど

昨夜、テレビ朝日系列の朝まで生テレビ」の議題は「激論！ニッポンの核武装」。へー、ちょうどよ

いと思って見てみたら、まあ番組内容の酷いこと。まずパネリストに核武装論者が０。唯一は本書

の執筆者の一人、国際政治アナリストの伊藤貫氏だが短時間のインタビュー中継のみ。議論の

内容は終始北朝鮮の核の話ばかり、日本核武装の議論など全く出てこない。まあ言うなれば昨

夜の朝生は「日本核武装の論点ずらし」である。一点非常に興味深かったのは番組の最後、すな

わち毎回番組が行う視聴者アンケートの結果だ。「日本は核を持っていいか」の問いに賛成５

５％、過半数である。そこまでの現実逃避議論、「シャンシャン朝生」を晒された形になっての一部

の出演者の狼狽振り、昨日の朝生は正直最後だけ見れば充分である。

さて、当施設的には核武装についての議論があるは当然と思うが、もっとはっきり言おう。日本は

核武装実行を視野に検討に入った方がよい。その根拠を以下に挙げる。多くは本書でも指摘さ

れていることだが、日本人の多くが普段意識して考えない基本的な事柄なので押さえておきたい。

1) 核に対抗する方法

核に対抗する手段は、同じ核を保有することによる抑止以外に有効な手段は現時点存在しない。

ＭＤ（ミサイル防衛システム）、ニュースで実験に成功したと伝えられるのを聞いたことはあると思

う。本書でＭＤの有効性に疑問を持つ専門家が多いことが指摘されているが、ＭＤで全ての核攻

撃を防げるかというと「ほぼ無理」ということである。

2) 米国の核の傘は有効か

米国の核の傘について、今後ますます覇権的になる中国が日本に核攻撃をしたとして、アメリカ

が日中間の紛争のために自国民数千万人を犠牲にしてまで「日本のために」核の報復をしてくれ

る、と夢想するのはあまりにも危険すぎる。冷戦時代ならともかく、もはや今の時代「米国の核の

傘」はフィクションに過ぎない。

3) 中国の脅威

中国の脅威、中国は近年１０数年連続で軍事費２桁％成長という、覇権主義以外に説明のつか

ない大軍拡を実行している。今後米中間のパワーバランスが中国にシフトしたあと、日本が今と

変わらずでいれば中国は核の恫喝一つで日本を容易に屈服させられる。1993 年、当時中国の

李鵬首相はオーストラリアのポール・キーティング首相と会談した際、「日本？あんな国はあと３０

年もすればなくなっている」と発言した事実があるが、これは全くの冗談で言っているわけではな

い。

4) 核不拡散か、パワーバランスによる平和か

広島、長崎以来、核保有国同士による直接の戦争は全く起きていない。そう、抑止力は実際問題

機能する。一方、軍事的空白、パワーバランスの崩壊によって戦争が起きるのは軍事の常識で

ある。戦後核を持つ大国が持たぬ国と戦争したり軍事侵攻した例なら数えるだけできりがない。

「戦争の起き易さ」という観点で考えて、日本が今後もあまり非核や軍縮に拘るのは東アジアに

おいてむしろ不安定要因になる、と捉えるべきである。

「日本核武装」の論点　－国家存立の危機を生き抜く道－
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2006 年 12 月 23 日 (土曜日)

海外日本料理店に「認証」？「支援」？：農林水産省、新制度創設へ

えー、すいません。またちょっと更新が滞ってしまいました。早いものでもう年末とは。なぜか施設

長はこのところ休みに立て続けに回転寿司に行っているのだが、さて今日はしばらく前から話題

になっているその寿司に代表される和食の話。 

和食「認証」やめます…　「支援」に２億７６００万円 　産経新聞'(12/23)

http://www.sankei.co.jp/seikatsu/shoku/061223/shk061223000.htm

農林水産省は海外の優良日本料理店を認証する新制度の導入を進めていたが平成１９年度予

算案で認められず、昨日財務省との復活折衝でどうやら予算案は復活。計画は当初のままで予

算額も変わらず、ただ「認証」は「支援」に名称が変わるなどその滑り出しは、必ずしも順調とは言

えない。 

>同制度をめぐっては、米国メディアで「スシ・ポリス派遣」などと揶揄（やゆ）されたほか、前日の

自民党政調審議会でも「政府が認証するのはおかしい」などと異論が相次いだ。事業の内容は

変わらず、「認証」を「支援」に名称変えし、あきれた復活となった。

産経のニュースソースでもいまいちな取り上げられ方ではある。確かにある国の料理が別の国に

渡ったら、渡った先の国流のアレンジがされるのはよくあること。施設長も以前出張でアメリカに

行ったとき有名なカリフォルニアロールを食べたことがある。まああれは普通にうまい。だが問題

はそういうことではない。この政府の動きにはワケがあるのだ。産経は何日か前にもこの話題を

報じ、農水省の動きにこれまたアメリカで反発が起きていることを伝えているが、 

「正しい和食」認証制度に米メディア猛反発 　産経新聞(12/10) 

http://www.sankei.co.jp/seikatsu/shoku/061210/shk061210000.htm

>現在全米に「日本食」を掲げるレストランは９０００店あり、１０年間で２．５倍に増加。このうち日

本人、日系人がオーナーの店は１０％以下に過ぎず、経営者の多くが中国、韓国などアジア系

の移民という。

>「米政府がアフリカや香港や韓国でアメリカ料理の認証をやろうとするだろうか」という韓国系米

国人の和食店オーナーの声を紹介している。

しばらく前のニュースでソースが消えているため、掲示板からだがフジテレビのニュースからのキャ

プチャー画像が貼られている。これは、パリに住む日本人にインタビューした映像である。

enjoy Korea （日韓翻訳掲示板） 

http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=teconomy&nid=2633184

>（「ニセジャポ」に行った日本人は） 

>「『お薦めは何ですか』と聞いて出してもらったら、」 
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>「ほとんど韓国料理だったハハハ・・・」

つまりそういうことだ。今欧米では日本料理を自称する非日本料理、偽日本料理が多数存在して

いるのである。前述のように本来の和食から出発して作られたアレンジ料理というのならいい。日

本料理の知識のない非日本人が間違った作り方をしてて、激マズだったり寿司など生の魚介類

も扱う和食の場合、衛生上の問題も起きるらしい。これらが日本料理の評判を下げ、まともな日

本料理店が風評被害を受けるといった事態も懸念されることなのだ。ちなみにこういった海外の

自国料理の認証制度はイタリアやタイなどよその国でも実際行われている例がある。農水省の

新制度には是非期待したい。 

海外日本食レストラン認証について 　農林水産省

http://www.maff.go.jp/gaisyoku/kaigai/
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2006 年 12 月 28 日 (木曜日)

「核兵器の国産可能性について」：政府文書明らかに

２、３日経ってしまったニュースになってしまったが、これは記事にしておこう。

核弾頭試作に３年以上　費用２０００～３０００億円　政府内部文書　産経新聞(12/25)

http://www.sankei.co.jp/shakai/wadai/061225/wdi061225000.htm

産経新聞の報道によれば、「核兵器の国産可能性について」と題して、日本が小型核兵器の試

作にかかる期間と費用を検討した政府内部文書が 24 日に明らかにされた。文書は９月２０日付

けの作成とあり、１０月の北朝鮮の核実験に先立って密かに調査・検討されたもの。内容的には、

数百人の技術者を動員して、期間は「３年から５年かかり」、費用は「２０００億円～３０００億円必

要」と、あくまで「すぐにはできない」という言い方で報道では伝えられているが、日本の核武装に

ついて具体的な調査・検討を政府が行ったものとして注目される。

確かに原子爆弾の製造には、ウラン型はウランの濃縮に、プルトニウム型は効率よく核反応を起

こすためのいわゆる爆縮技術の開発に技術的蓄積が必要である。だが、きょうび例えば爆弾の

大きさがどのくらいになろうが爆発してくれさえすればいいだけならば、核爆弾はそれほどハイテ

クでもない。ニュースソースで言われているのは、”小型”核兵器の試作である。航空機の兵装や

巡航ミサイルの弾頭などとして使える実用的なレベルにするまでの話だ。とりあえず政治的デモ

ンストレーションの核実験のためだけに作るレベルならば話はもっと簡単だ。

文書自体は「たくさんお金がかかるし時間もかかるし大変なんです」というニュアンスにさせてい

るようだが、３～５年間で２０００億円～３０００億円とはどのくらいか。近年の日本の防衛関係費

は年間４兆９０００億円。最短３年で作り上げたとしても、３年分の防衛関係費１４兆７０００億円に

対する２０００億円～３０００億円。つまり年間防衛予算の２％かそれ以下の増額で国産の核開発

は可能なのである。

正直思ったより「なんだ、大したことないじゃないか」という印象である。
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2006 年 12 月 29 日 (金曜日)

ＮＹタイムズ記事に政府反論：拉致問題

米紙ニューヨーク・タイムズが 12/17 日、「日本右翼勢力が北朝鮮による拉致問題を扇動してい

る」などと報じたことに対し、中山恭子首相補佐官が「事実と異なる」との反論文を同紙と、インター

ナショナル・ヘラルド・トリビューン紙に投稿、トリビューン紙には 26 日付けで掲載された。

ＮＹタイムズ拉致「扇動」記事　政府が反論文投稿　産経新聞(12/29,リンクは Yahoo!ニュース)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061229-00000025-san-pol

ネット上、アブストラクトだけだが、ＮＹタイムズの問題の記事の存在は確認できる。全文はないの

でここでは確認できないが、「日本の拉致問題を国際的には事実上、解決ずみなのに国内の右

翼組織があおって、政治的に利用している」などと報じたようなのである。

Japan Rightists Fan Fury Over North Korea Abductions The Newyork Times (12/17)

http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F50913FF38550C748DDDAB0994DE404482

ニューヨークタイムズについては以前にも、昨年 9 月 24 日当施設記事「ＮＹタイムズ紙の対日報

道に外務省が”不公正”と抗議」で、対日報道内容で電波飛ばしてたのに対し政府が抗議したこ

とがあった。時々ヘンな電波を飛ばす同紙だが、今回のも酷かったようだ。中山首相補佐官の反

論文のほかにも、元軍備管理軍縮局上級顧問で安全保障政策の専門家で東アジア情勢にも詳

しい、トーマス・スニッチ氏という人が 28 日の産経新聞にＮＹタイムズ記事に対する怒りの批判文

を寄稿している。

ＮＹタイムズ　拉致問題「右翼扇動」記事　政治的偏見による日本批判　産経新聞(12/28)

http://www.sankei.co.jp/kokusai/usa/061228/usa061228001.htm

>米国が同じ被害を受ければ、自国民を拉致した外国政府に対して日本以上に強く激しい反発を

示すだろう。それはこの記事の筆者にも自明なはずだ。だが米国なら当然なことを日本に対して

はよくないと非難する。どの主権国家にとっても外国政府による自国民の拉致というのは重大き

わまる事態なのだ。

>　ニューヨーク・タイムズは日本のその深刻な事態を軽くあしらって、見下すような態度をとる。そ

して拉致問題を逆に利用して日本国内の一定の政治的な動きや勢力を攻撃する。同紙のこんな

「報道」は恥ずべき行為である。

その通りである。ところで、ＮＹタイムズが時々出す電波記事の書き手は大抵はいつも同じ人物で

ある。

>December 17, 2006, Sunday

>By NORIMITSU ONISHI (NYT); Foreign Desk

これまたネット上では随分前から有名なのだが、ちなみにこのノリミツ・オオニシ記者のニューヨー

クタイムズ東京支局の住所は、東京都中央区築地 5丁目 3-2、要するにＮＹタイムズ紙と提携関

係にある朝日新聞東京本社内なのである。
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2007 年 1 月 6 日 (土曜日)

台湾高速鉄道開業、日本の新幹線海外へ

さて、年も改まり、新年初のニュースはこれにしますか。

台湾新幹線が開業・日本製、海外で初めて採用 　(1/5,日本経済新聞）

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070105AT2M0402C05012007.html

日本の新幹線技術の海外初輸出となった台湾高速鉄道が 1/5 開業した。台湾の台北、高雄間

345km を最短 90 分で結ぶ。これまで在来の特急では最速で 4 時間かかった距離だったが、台湾

「新幹線」の開業により台湾全土が一日生活圏となり、経済効果が期待される。

確かに、工事の遅れによる度々の開業延期、その原因とされる日欧混在システムに対する不安

といった話は以前からあった。そして今回の開業時には券売システムのトラブルの件等、マスメ

ディアではトラブル続きの印象強く伝えられているが、現地では以下のような事情もある点は差っ

引いて読み取った方がよさそうだ。

「台湾新幹線」、政争の具に・野党が安全面批判　(1/5,日本経済新聞）

http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20070106AT2M0502B05012007.html

>初日のこの日、指定席券の重複発行や自動改札機の故障など営業面のトラブルは発生したが、

日本企業が供給した車両自体の運行は順調だった。しかし、国民党など野党は「安全確保が不

十分だ」と主張し、陳水扁政権攻撃の材料とする構えを崩さなかった。

>「完全に準備できていない戦士を戦場に送った」。国民党籍の立法委員（国会議員）は 5 日、新

幹線の開業を認可した陳政権をこう批判した。野党側は一貫して安全性を問題視してきたが、技

術上の根拠は乏しく、政治的な意図が大きいようだ。

ともあれここは焦らず安全第一でやってもらいたい。

なお、5 日一番列車が出発する様子の動画を以下のサイトで見ることができる。カラーリングとフ

ロントノーズのデザインがオリジナルだが、基本的には 700系のぞみの姿を留めており、日本人

の目には「新幹線初輸出」の実感が伝わってくる。

【速報】ついに開業！祝・台湾新幹線！　旅々台北.com

http://www.tabitabi-taipei.com/more/2007/0105/
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2007 年 1 月 21 日 (日曜日)

書籍紹介：「  Google Earth      で偵察！世界の機密基地」  

今日の書籍紹介はちょっと息抜きと言う感じで。

当施設でも、2006 年 8 月 26 日記事「中国奥地の砂漠に台湾空軍基地そっくりの地上絵：台湾侵

攻作戦の演習場か」で、GoogleEarth が捉えた中国軍の演習場に台湾の空軍基地そっくりの地

上絵の話題について取り上げたが、このGoogleEarth で各国の軍事関連施設を「偵察」しちゃお

うというのがこの本。もちろん前述の地上絵についても触れている（台湾空軍基地を模した絵で

あることについては書いていない）。どうでもいいが、この本の中で「特定アジア(※)」とかいう言

葉が使われてたりとかするんだが、書いた人物はおそらく２ちゃんねらーと思われる（笑）。実際、

２ちゃんねる軍事板にこれを話題にしているスレッドがあり、施設長は本書で挙げられている場

所のかなりの数はそっちですでに見てしまっている。

Google Earth で偵察するスレッド一応 2？　２ちゃんねる軍事板

http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/army/1156747062/

まあ偵察と言っても GoogleEarth に載っている写真は１～２年前のものであり、ここで実際に偵察

活動ができるというわけではないが、紛争地帯、核施設、軍事基地、世界の現状を目で見て体験

するにはよいツールである。こういった話にあまり触れたことがない人には本書はわかりやすくて

よいだろう。なお、本書の最後の「偵察のポイント」で施設長も同感に思った部分を一つ、

GoogleEarth は地球上全てが高精細写真なわけではなく、何も無い場所は解像度の低い写真ま

ででそこでは何もわからない。が何もなさそうな場所が高精細になっている場合、そこには

Google 社が高精細写真を買う理由となった「何か」がある。これは広い地球上の中で怪しい地点

を探し出すよいヒントである。興味のある方は是非楽しんでみよう。

目次

Google Earth の基礎知識

Chapter 01 北朝鮮

Chapter 02 韓国

Chapter 03 中国

Chapter 04 ロシア

Chapter 05 中近東

Chapter 06 注目すべき地域

見分け方のコツをつかんで GoogleEarthマスターになろう!!　－偵察のポイント－

「GoogleEarth で偵察！世界の機密基地」吉沢英明著、青木謙知監修、三才ブックス、定価 1575

円

※「特定アジア」・・・中国・韓国・北朝鮮の反日トリオのこと。同三国や日本国内の反日メディアな

どがこの三国の主張だけをもって「アジア」の主張と摩り替えた言い方を常習的にすることに対し

てネット上で作られた用語。
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2007 年 1 月 31 日 (水曜日)

映画「南京の真実（仮題）」製作発表、チャンネル桜代表ら  (1/24)  

１月２４日、東京千代田区のホテルニューオータニにて、映画「南京の真実（仮題）」製作発表記

者会見が行われた。これは、日中戦争での南京陥落７０周年の今年、アメリカのサンダンス映画

祭で南京大虐殺を扱った映画「南京」が公開されるほか、中国、カナダなどで数本の同題材を扱っ

た映画が製作されることに対し、衛星放送テレビ局「日本文化チャンネル桜」社長の水島総氏初

め有志らの手により「南京大虐殺は政治的陰謀のでっちあげ」と訴えるドキュメンタリー映画の製

作に乗り出すというもの。映画監督・脚本家でもある水島氏自らがメガホンをとり、当時の生存者

の証言やフィルムなどをまとめ、今夏までに完成させる。映画は英語版や中国語版等も同時に作

り、世界同時公開を目指すとしている。

【 映画「南京の真実」 】 映画製作支援のお願い「製作発表記者会見」映像公開中！　チャンネル

桜

http://www.ch-sakura.jp/topix/264.html

映画「南京の真実(仮題）」公式サイト

http://www.nankinnoshinjitsu.com/

まあ、よいことだ。少なくとも中国、ないしは在米華人などが今も宣伝しまくっている「南京大虐殺」

はほとんどがいわば「南京大捏造」だ。かつてアメリカで出版されベストセラーとなった故アイリス・

チャンの「ザ・レイプオブナンキン」なども実際酷い内容なのである。いわゆる南京大虐殺につい

ての細かい話は当施設でも機会があることに触れるが今日は置いておく。

にしても、何より酷いのは日本国内のメディアの沈黙ぶりだ。産経新聞が紙面で伝えていたくらい

で、ネット上、日本語のメディアではほとんど目にすることができない。

しかし、当日の記者会見では海外のメディアが多く取材し、実は世界各国でこのニュースは伝え

られているのである。ネット上、英語のニュースサイトをざっと探せばこの通り。

“Japanese nationalists to make own Nanjing movie” 　仏・ＡＦＰ通信（1/24)

http://news.yahoo.com/s/afp/20070124/ennew_afp/afpentertainmentjapan_070124101502

“Japanese director announces production of Nanjing film to deny massacre” 米・ヘラルド・トリ

ビューン紙(1/25)

http://www.iht.com/articles/ap/2007/01/25/asia/AS-GEN-Japan-Nanjing-Film.php

“China angered by Nanjing massacre film”　英・ガーディアン(1/25)

http://www.guardian.co.uk/china/story/0,,1998523,00.html

>China has reacted angrily to plans by Japanese nationalists to make a documentary describing  

as a myth the massacre of tens of thousands of Chinese civilians by Japanese troops in 1937.

“Japanese director announces production of Nanjing film to deny massacre”

 台湾・TaiwanNewsOnline(1/24)
http://www.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?

id=374160&lang=eng_news&cate_img=83.jpg&cate_rss=news_Politics
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“Film calls Nanjing massacre 'hoax'” カタール・衛星 TV局"アルジャジーラ"(1/25)

>A Japanese filmmaker has announced plans to make a documentary saying that the "rape of  

Nanjing" in 1937, in which China says 300,000 civilians were killed by Japanese soldiers, never  

happened.

http://english.aljazeera.net/NR/exeres/CF6299CC-33CC-46B5-8179-C7E3933C6D00.htm

なおちなみに、実は日本のメディアでもなぜか英字版だけでは伝えているところはあったりする

（毎日新聞、JapanTimes 等）。伝える価値のないニュースとは思ってないが日本人には知らせた

くないとでも言うのか。知らぬは日本人ばかりなりである。メディアによって「民族主義者」だの「右

翼」だのと言いたいことを言ってくれてるようだが、それはまあいい。この題材はきちんと検証すれ

ば、酷い捏造電波飛ばしているのは中国の方で決して我々に不利な題材ではない。むしろこれ

まで全くといってよいほど沈黙し続けていたことが日本の立場を不利にしていたのである。反日

電波の捏造ぶりの酷さが世界に知れ渡る大きなチャンスに期待したい。

131



2007 年 2 月 5 日 (月曜日)

「史上最大規模のデブリ発生事件だ」：中国の人工衛星破壊実験

当施設は扱う話題を極東アジアのニュースな話題に絞ったブログである。要はそれが元々施設

長の昔からの趣味話だからなのだが、施設長の趣味は別にそれだけではない。昔の趣味で最近

復活させつつあるのが天体観測である。奮発して米ミード社製の口径 20cm という結構でかい天

体望遠鏡に、撮影用に同社製の簡易型ＣＣＤ装置まで買ってしまった。天候に恵まれた週末の夜

には浦安から九十九里浜まで高速でひとっ飛びし、しばし星空を楽しむ。

さて、そんな感じで次に行くときは何見ようかと、天体観測関係のニュースや暦などを見るためア

ストロアーツ(http://www.astroarts.co.jp/)のサイトを読んでいたら、なんかいきなりまた当施設的

な話題に引き戻されてしまった。よって、それを記事にしておく。まあ、このニュースはしばらく前

から伝えられていた話ではあるが。

人工衛星破壊実験は「史上最大規模の宇宙ごみ投棄」　AstroArts天文ニュース(2/2)

http://www.astroarts.co.jp/news/2007/02/02asas_debris/index-j.shtml

>中国が 1 月 12 日（日本時間）に行ったミサイルによる人工衛星破壊実験によって、大量のデブ

リ（宇宙ごみ）が発生していることがわかった。専門家によれば、同実験によるデブリの発生は史

上最大規模。国際宇宙ステーションをはじめ低軌道を周回する数多くの人工衛星が危険にさらさ

れている。

地球上で暮らしているとピンと来ないがこのデブリ（宇宙ゴミ）というのはまことにやっかいで深刻

な問題なのである。道路や海上に落ちてるゴミに車や船が当たったところで、よほどでかいもの

でもない限り大したことはない。だがこれが宇宙となるとワケが違う。問題は当たるゴミとの相対

速度だ。人工衛星と宇宙に漂うデブリは互いに秒速数キロ、時速にして一万数千キロの猛スピー

ドで飛んでいる。これが万一当たるとわずかなチリのようなデブリでも衝突のエネルギーがあまり

にも大きいのだ。重さ 10gのごく小さなデブリが相対速度秒速 5km（時速 18000km）で当たったと

しよう。このときのエネルギーは重さ１トンの車が時速 60km弱で衝突したエネルギーに等しいの

である。普通の人工衛星ならまずこれだけでオシャカになりそうだ。人間が乗っているスペースシャ

トルや国際宇宙ステーションであれば乗員の生命に関わる重大な事故になりうる。宇宙が広大で

あるため衝突の確率自体は低いながらそれでも万が一当たれば非常に危険な宇宙ゴミ。今回こ

れを宇宙開発史上最大規模で撒き散らしてくれたのが、先日の中国による人工衛星破壊実験な

のである。毎度この国、軍拡もさることながら、環境問題などに対する認識もかなり危なっかしい

ものがあると言わざるを得ない。
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2007 年 2 月 27 日 (火曜日)

「国民１人当たり軍事費（？）では日本の７％」：中国高官発言

読んで思わずお茶を吹いてしまったので記事にしておく。

中国の軍事費は国民１人当たりでは日本の７％、と中国側 朝日新聞(2/27)

http://www.asahi.com/international/update/0227/015.html

これは自民党の中川昭一政調会長が講演で中国の軍事的脅威について発言したことに対して、

中国外務省の秦剛・副報道局長が記者会見で反発。その中での発言内容である。

>秦副局長は「奇妙なのは、日本の面積は中国の２５分の１で、人口は１０分の１の国家なのに、

軍事費は膨大なことだ。中国の軍事費は日本の６７％で、国民１人当たりでは７％に過ぎない」と

指摘した。

>国民１人当たりでは７％に過ぎない

笑うところか！ｗ

面積や人口の比で何を言いたいのかさっぱり意味不明だが、日本の防衛費はＧＤＰ比では０．

９％、中国は公表値だけで５％以上。その増減では日本はここ何年か横ばいのままなのに対し、

中国は１０数年間連続二桁％増。どっちが軍拡に狂奔しまくっている国かは誰の目にも明らかだ。

あまつさえ、かたや核ミサイルを向けている国、かたや向けられても「核武装」を口にすることすら

タブー視されている国・・・。何をか言わんやである。

やはり人間後ろめたいことがあるときほど、その言い訳で却ってアホウなことを言ってしまうもの

である。
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2007 年 3 月 10 日 (土曜日)

世界へ好影響、日本がトップ：英ＢＢＣ調査

少し日が経ってしまったがこれは記事にしておこう。

世界へ好影響、日本がトップ＝中韓では「否定的」－国際世論調査　Yahoo!ニュース（時事通

信,3/6）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070306-00000045-jij-int

>【ロンドン 6 日時事】国際情勢に最も肯定的な影響を与えている国の 1 つは日本－。世界の多く

の人々がこのような考えを持っていることが、英BBC放送が 6 日公表した国際世論調査の結果

で明らかになった。

ちなみに元ソースはこれ。英国ＢＢＣ放送による国際世論調査で、世界２７カ国２８０００人を対象

にイギリス、カナダ、中国、フランス、インド、イラン、イスラエル、日本、北朝鮮、ロシア、米国、ベ

ネズエラ、ＥＵの各国について「その国が世界に肯定的な影響を持っているか否定的な影響を持っ

ているか」のアンケートを行ったもの。

Israel and Iran Share Most Negative Ratings in Global Poll　WorldPublicOpinion.ORG
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/home_page/325.php?nid=&id=&pnt=325&lb=hmpg1

（PDF形式）

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/mar07/BBC_ViewsCountries_Mar07_pr.pdf

なんとその結果、日本はカナダと同率で一位だったのである。ちなみにこの調査は今回で二回目。

一回目の結果も見てみよう。

Global Poll Finds Iran Viewed Negatively　WorldPublicOpinion.ORG
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/home_page/168.php?nid=&id=&pnt=168&lb=hmpg1

前回は二位？いや、待て。一位は「ヨーロッパ」。国ではない。国単位ではこのとき日本はなんと

単独一位である。ちなみに、27カ国 28000 人の中に日本人はいないようだ。つまり、日本は評価

される側だけで評価する側には参加していない、若干ハンデつきのアンケート調査でこの結果で

ある。日本に対する世界各国民の評価というのは一部を除いて総じて非常に肯定的である。そう、

一部を除いて。

その一部とはもちろん中国と韓国だ。こういう数字を見ると世界の日本への評価の中でこの二カ

国の反日の方が異常なものであることがはっきりとわかる。そして中国と韓国と関係が悪くなると

世界から孤立する、などと訳知り顔で言っている国内の一部メディアがいかに信用できないもの

であるかがわかるというものだ。
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2007 年 4 月 8 日 (日曜日)

慰安婦問題、ウソを百回唱えて真実に？

米下院で「慰安婦」問題で日本に謝罪を求める決議案が出ている件がここ何日かニュースで伝え

られている。

【主張】慰安婦問題　偽史の放置は禍根を残す　産経新聞社説(3/10)

http://www.sankei.co.jp/ronsetsu/shucho/070310/shc070310001.htm

>米国下院の慰安婦非難決議案と米紙の誤りには、首相が出るまでもなく、その都度、日本政府

として訂正を求めるべきだ。歴史事実の誤認や誇張をそのまま放置すると、偽史が独り歩きし後

世に禍根を残す。

安倍首相は「もし決議案が採択されても謝罪しない」と発言したことが内外で話題となっているが、

施設長的には安倍首相のこの発言にはひとまず安心というところである。かつて「ウソも百回言

えば真実になる」 と言ったのはナチス宣伝相のヨーゼフ・ゲッベルスだが、日本人はどうもそのこ

とに対する危機意識に疎い。今回の件に安易に謝罪などしたらどうなるか、今日は米議会の聴

聞会で証言した元慰安婦 3 人の問題の証言内容等を見てみよう。

米議会で初の‘慰安婦聴聞会’…韓国・オランダ人女性３人が証言 韓国・中央日報(2/16)

http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=84702&servcode=400&sectcode=400

>最初に証言した李容洙さんは「１９４４年の１６歳の時に台湾に慰安婦として連行され、３年間に

わたり日本軍に性的にもてあそばれた」

さて、これに対し同じ人物の別のときの証言と比較してみる。

元「慰安婦」へ補償を 参院議長らに法案成立要請 しんぶん赤旗　(2002/6/26)

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2002-06-26/13_0201.html

>韓国の李容洙さん（７４）は、十四歳で銃剣をつき付けられて連れてこられたこと、拒むと殴られ、

電気による拷問を受けて死にかけたことなどを話し

そう、強制連行された年齢が米議会での証言と違うのである。そもそも米議会の証言で 1944 年

に連行され 3 年間台湾で慰安婦をさせられたのなら、終戦後も日本軍が去った台湾で慰安婦を

続けていたことになる。ちなみに小林よしのり氏が「戦争論２」の中で指摘している例などが有名

だが、このように「強制連行された」と証言する元慰安婦で、インタビュー時期の違うニュースソー

スで比較すると証言内容が二転三転変わり、また内容に不自然な点が見られるような例は他に

も複数ある。つまりこれらの証言なるものは虚言と見ていい。

さて、次の証言者はどうか、

米議会で初の‘慰安婦聴聞会’…韓国・オランダ人女性３人が証言 韓国・中央日報(2/16)

http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=84702&servcode=400&sectcode=400

>続いて、１６歳だった４２年に中国に連行された金君子さんが証言した。

「連行された」とあるがこの証言についても、別の時の同人物の証言ではこうある。

135



＜戦後６０年　戦禍の記憶＞語り継ぐ心（３） ナヌムの家（韓国） 「本当の謝罪聞きたい」 北海道

新聞(2005/6/23)

http://www5.hokkaido-np.co.jp/syakai/senkanokioku/katari/03.php3

>幼いとき両親をなくした金さんは、六十数年前、日本植民地時代の韓国江原道で、養女に出さ

れた。ある日、養父から「お使いに行っておくれ」と言われて、汽車に乗せられた。女性たちがたく

さんいて、兵隊の姿も見えた。

これを読む限りでは騙されて慰安婦にされた可能性はあるとして、このときの証言ではどこをどう

見ても強制連行されたとは言っていない。つまり、このケースについては日本が責められるいわ

れはゼロということになる。

最後は、三人目のオランダ人の元慰安婦の証言である。

米議会で初の‘慰安婦聴聞会’…韓国・オランダ人女性３人が証言 韓国・中央日報(2/16)

http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=84702&servcode=400&sectcode=400

>オランダ植民支配下のインドネシアで生まれたオハーンさんは１９歳だった４２年、日本軍がイ

ンドネシアを占領した後、収容所に入れられた。

このケースは「スマラン慰安所事件」と呼ばれ、戦時中日本軍占領下のインドネシア・ジャワ島で

オランダ人女性が慰安婦をさせられたとされ、唯一日本軍による強制性の証拠があった（らしい）

とされている事件である。

慰安婦問題　対日非難は蒸し返し 産経新聞(3/10)

http://www.sankei.co.jp/kokusai/usa/070310/usa070310004.htm

>【ワシントン＝古森義久】米国議会の一部やニューヨーク・タイムズが「慰安婦」非難で日本軍の

強制徴用の最大例として強調するオランダ人女性のケースは実際には日本軍上層部の方針に

逆らった末端の将兵が勝手に連行し、その違法行為が発覚してすぐ日本軍自身により停止され

ていた事実が明らかとなった。しかもこの違法の性的徴用の責任者たちは戦後の軍事裁判で死

刑を含む厳刑に処されており、今回の日本非難はすでに責任のとられた案件の蒸し返しとなって

いる。

まず、当時インドネシア・ジャワ島に駐留していた日本軍は慰安所の開設には慰安婦本人の同

意を署名でとることを指示している。これに一部の部隊に違反があったとされている件であり、事

実だとしても一般犯罪である。しかも戦後オランダによる戦犯裁判で責任者とされる人物は厳罰

に処せられている。オランダの戦犯裁判についてもかなりツッコミどころはあるのだが、それを置

いておいて事実だったとしても、そもそも半世紀以上前に既に責任は取られた事件の蒸し返しな

のである。

以上の通り、これらの件に関する限りよく調べれば日本が謝罪させられるいわれはないものばか

りである。米議会での「従軍慰安婦」問題の対日非難決議案というのはこの 10 年で何度も執拗

に提出されている。いずれもそのたびに廃案となり可決されたことはこれまでのところは一度もな

い。しかし今回もあることないことの証言による聴聞会などを開いて宣伝工作を行い、ウソを百回

唱えて真実にしようとする動きは現在も進行中である。
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2007 年 4 月 8 日 (日曜日) 

慰安婦問題、ウソを百回唱えて真実に？補足

前記事に続けて、興味深いニュースがあったので記事にしておこう。

「慰安婦」追及のホンダ議員　中国系の献金突出 産経新聞(3/15)

http://www.sankei.co.jp/kokusai/usa/070315/usa070315001.htm

>【ワシントン＝古森義久】米国議会で「慰安婦」問題での日本糾弾決議案を推進するマイク・ホン

ダ下院議員がこれまでの選挙で中国系からの政治献金への依存度が異様に高い事実が１４日

までに判明した。

中国系献金者には中国当局ともつながる在米反日団体の幹部たち多数が名を連ねており、ホン

ダ議員自身の日本の「戦争責任」追及には長年、これら中国系団体との密接な連携があったこと

も明らかとなった。

ウソを百回唱えて真実にしようとする動きを進める勢力が誰か、これもわかっていることなのであ

る。
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2007 年 4 月 8 日 (日曜日)

千代田のさくらまつり  (3/31)  

さて、今年も行って参りました。恒例の花見＠靖国神社です。そしてまたちょっと飲み過ぎまし

た・・・。○|￣|＿

でも桜はいいですね。夜桜も撮りました。今日はとりあえず写真のみの記事で。
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2007 年 4 月 25 日 (水曜日)

書籍紹介：「朝日新聞のトンデモ読者投稿」

立ち読みでたまたま発見し、バカウケしたので速攻紹介する。

知られているところではよく知られていることなのだが、新聞の読者投稿欄とは、少なくともいくつ

かのメディアにとっては、実は社説など以上に「報道」の一線を超え「政治宣伝」と化しうる場所な

のである。あくまで読者の投稿であり、新聞社自身の主張ではない。よって新聞社がその言論に

責任は持たない。だが、もちろん投稿を選んで採用するのは新聞社。そこには記者の書く記事に

は現れない、その新聞社のもっと「ほんとは言いたいもっと踏み込んだ主張」がちらほらと現れる、

ぶっちゃけて言えばその新聞社の持つ電波度がより感度良く受信できる場所と言ってもよい。

まあ、見てほしい。強烈な電波の一例を。

>「東京の休日」させたかった　会社社長　志村　淳　（山梨県大月市　５６歳）

>金総書記の長男・正男氏とみられる人物の「お忍び旅行」は失敗に終わりました。思わずヘップ

バーンの「ローマの休日」と重ね合わせてしまいました。もし、私が正男氏だったなら、まず渋谷

界隈のカリスマ美容室へ飛び込み、・・・（中略）・・・、最後の日には家族みんなでディズニーラン

ドへ。・・・（後略）

>朝日新聞　2001 年 5 月 8 日　東京版「声」欄　（本書、p.14）

これはもちろん、2001 年 5 月 1 日、北朝鮮の金正日総書記の長男の金正男氏と見られる人物が

偽造パスポートで日本に不正入国、成田空港で身柄を拘束された時のこと。取調べに対して金

正男氏と見られる人物が「ディズニーランドに行く予定だった」と発言した話が有名となった件であ

る。

まあここまでくると、単なる頭のおかしい人の文章としか思えないが、記事に採用することを判断

した新聞社は、この投稿記事で果たして一体何を言いたかったのか。

本書は、２ちゃんねるマスコミ板で有名なスレッドの「まとめサイト」で集められた情報がついに本

になったというものである。著者はまえがきで、「反マスコミ本にありがちな重いテーマを扱ったも

のと勘違いされるかもしれませんが、内容は全体に軽めの構成になっております。ちょっとした時

間つぶし感覚で本書を手に取って頂ければ幸いに存じます。」と言う。確かにノリの軽さはその通

りだが、どうしてなかなか。この資料の蓄積度、それからコラムで、これらマスコミ電波を読み解く

ための基礎知識の説明、紹介される数々の関連エピソードなど、これは充分良書だ。これらの内

容がより読みやすい形でネットの外にブレイクする動きは歓迎したい。

目次より：

まえがき・本書に入る前に覚えておきたい、トンデモ投稿にも役立つ３つのガイドライン

第１章、２００１年までのトンデモ投稿

第２章、２００２年までのトンデモ投稿

第３章、２００３年までのトンデモ投稿

第４章、２００４年までのトンデモ投稿

第５章、２００５年までのトンデモ投稿

第６章、２００６年までのトンデモ投稿

第７章、２００７年までのトンデモ投稿

コラム・
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投稿を楽しむための基礎知識

メディアが危惧する日本の右傾化

自称、高級紙の奇妙な社説たち

朝日新聞電波投稿者の再生産

投稿と社説の"甘い"関係

「天下の」朝日新聞を創作四字熟語で遊んでみました

マスコミの黒歴史

伝説の赤井邦道に続け!!

朝日新聞のトンデモ歌壇

「サヨク叩き」批評

朝日新聞で読む靖国問題 ~あとがきに代えて~ 

「朝日新聞のトンデモ読者投稿」　朝南政昭著　晋遊舎　定価 1000円（本体 952円）
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2007 年 5 月 3 日 (木曜日)

反日法適用で      9      人の「親日派」財産没収を決定：韓国政府  (5/2)  

まさかと思ってたがほんとにやるのね。今日は以下のニュース。

韓国政府の「親日反民族行為者財産調査委員会」は２日、1910 年の日韓併合条約を結んだ当

時の李完用首相など、「日本の植民地統治に協力的だった」とされる 9 人の子孫に対し、土地な

ど所有する財産 36億ウォン（約 4億 8000 万円）を没収すると発表した。同委員会は、2005 年に

成立した「親日・反民族行為者の財産の国家帰属に関する特別法」、いわゆる反日法に基づき、

発足したもの。

韓国、親日派子孫の財産４億８０００万円没収を決定 読売新聞(5/2)

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20070502i104.htm

「親日派」子孫の土地、韓国政府が初没収　朝日新聞(5/2)

http://www.asahi.com/international/update/0502/TKY200705020306.html

かの国の国家的反日ストーカーは今に始まったことじゃなく、「親日」が罪になること自体はもう今

更驚かない。しかし朝日新聞ですらこの反日法には「批判もある」と書いているが、この親日・反

民族ナントカ法のそれ以上に凄いところは、以下の二点だ。

　1) 法が成立する前の出来事に遡って適用できる事後法。法の不遡及という近代法の大原則を

無視していること。

　2) 罪を犯した人でなく、その子孫が実質的に刑罰を受けること。

いや、凄いね。近代以前の野蛮人じゃないんだからさ、と言わせてもらう。

ちなみに、韓国の憲法にも法の不遡及を謳った条項くらい当然ちゃんとある。

大韓民国憲法　wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD

%E6%86%B2%E6%B3%95#.E7.AC.AC.E4.B8.80.E7.AB.A0.E3.80.80.E7.B7.8F.E7.B6.B1

>第 13条 

>すべての国民は行為時の法律により犯罪を構成しない行為で訴追されることはなく、同一の犯

罪に対して重ねて処罰受けない。 

>全ての国民は遡及立法により参政権の制限を受け、財産権を侵害されることはない。 

>全ての国民は自分の行為ではない親族の行為に起因する不利益となる処遇を受けない。

つまり韓国の国内法的にどう見ても違憲立法である。

この異常な方法によって、彼ら的に過去の何がどう清算されたのかは知らないが、これは「反日

言論を流す自分達はキチガイです」と自己紹介する行為に等しい。かの国の反日言論の対外的

な説得力を下げるだけのような気がするのだが、いいのかな？
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2007 年 5 月 31 日 (木曜日)

李登輝前総統来日、「靖国参拝したい」（  5/30)  

台湾の李登輝前総統が３０日、台北発成田空港行きの中華航空機で来日した。２００４年１２月

の訪日以来２年半ぶり、東京滞在は１９８５年の副総統時代に通過滞在して以来、２２年ぶり。訪

日の目的は李氏の念願だった「奥の細道」を訪ねる東京から東北地方にかけての観光旅行と講

演などの学術・文化交流とのこと。

まあ誰かにとやかく言われる筋合いなく普通に訪日、これが当たり前田のクラッカーなのだが、以

前は日本の政府・外務省内の一部に中国の顔色を伺って李氏へのビザ発給に抵抗する輩がい

たのだから呆れた話しである。日本のマスコミの反応も以前に比べればだいぶましにはなってき

たとこの写真を見て施設長は感じた。

３０日午後、成田空港に到着後、支持者に囲まれ、笑顔を見せる台湾の李登輝前総統

http://www.jiji.com/news/kiji_photos/20070530at38b.jpg

2007/05/30-21:21 兄祭る靖国参拝を希望＝２２年ぶりの東京訪問－台湾前総統　時事通信

(5/30)　より

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2007053000606

何がって？李氏を囲んで歓迎する支持者が手にする台湾旗と呼ばれる緑色の旗と一緒に日の

丸も多数写っていること。これは前回２００４年のときもそうだったのだが、報道ではいくつかの写

真を見ても台湾旗のみを写し、日の丸だけは巧妙にアングルから避けて絶対に移さず、歓迎して

いるのはあたかも在日台湾人だけであるかのように伝えていたのである。愛日家と言われる李

氏を日本人が歓迎する姿が伝わるとさて何がそんなに困ることだったのか。支援者等が撮った

写真がネット上に流れネットではインチキバレバレだったが、マスコミはそこまでおかしかったの

である。

さて、今回注目されるのはこのニュースだ。

台湾の李登輝前総統が来日　亡兄が祀られる靖国参拝を希望 産経新聞(5/30)

http://www.sankei.co.jp/kokusai/china/070530/chn070530003.htm

李登輝氏が来日　戦死した兄を思い、靖国参拝に意欲　朝日新聞(5/31)

http://www.asahi.com/international/update/0530/TKY200705300401.html

李前総統の靖国参拝、安倍首相「私人の信仰の自由」 　産経新聞(5/30)

http://www.sankei.co.jp/seiji/shusho/070530/shs070530002.htm

李登輝氏には戦時中日本軍人としてフィリピンに出征して戦死したお兄さんがいて、靖国神社に

合祀されている。その靖国神社への参拝を希望していることを記者の前で発言した。実際に参拝

するか予定は不明だし、私的な旅行でのこと、周囲が騒ぎ立てるべきではないことだが、一方、こ

ういった「特定アジア」とは違うアジアの声が広く知れ渡ってほしいところである。
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2007 年 6 月 8 日 (金曜日)

実兄の霊と６２年ぶり再会：李登輝氏靖国神社参拝  (6/7)  

李登輝氏が靖国参拝　戦死の実兄しのぶ 産経新聞(6/7)

http://www.sankei.co.jp/shakai/wadai/070607/wdi070607003.htm

「お兄さんもまつられているのだから」と、静観の構え　- 政府・外務省 – 朝日新聞(6/7)

http://www.asahi.com/politics/update/0607/TKY200706070205.html

李氏の靖国参拝、政府・与党は日中首脳会談に“影響なし” 読売新聞(6/7)

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070607ia24.htm

李登輝前総統：靖国参拝は「一私人の立場」と静観　政府 毎日新聞(6/7)

http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070608k0000m010100000c.html

もちろん今日のことは李登輝氏にとってはあくまで個人としてのいわば肉親のお墓参りである。

戦時中フィリピンで日本兵として戦死した李氏のお兄さんの遺骨もお墓も位牌も台湾にはなく、東

京の靖国神社だけが李氏にとってお兄さんのお墓だったのである。李登輝氏が望む通り、周囲

があまり騒ぎ立てるべきではない。しかし一方、今回日本政府は李氏の行動については本人の

自由であるとし静観。マスコミもそれを伝え中国やサヨクの反発を伝えるのはもはやそれほど積

極的でもない。ＮＨＫなど愛日家の李氏が日本人に人気があることまで伝えているのは以前はな

かったことだ。そして中国も例の如くに文句は言いつつも今回はこれまでになく抑制した反応であ

る。世の中がここまで変わったことを強烈に印象づけたのは意義深い。

台湾の李登輝前総統、靖国神社を参拝 日本経済新聞(6/7)

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070607AT2M0700Z07062007.html

>参拝前の記者会見で李氏は「参拝は私個人の望みであり、社会的、歴史的なものではない」な

どと堪能な日本語で語り、

ＮＨＫのニュースでも記者が「親日家で知られる李登輝氏は日本語が非常に上手で」だかなんだ

か言ってたが、全く大手マスコミの記者共が本当にわかってないな・・・。李登輝氏は「日本語が

堪能」なんじゃない。小学校から日本の教育を受けて育った戦前世代の台湾人にとって日本語は

ほとんどネイティブ言語なのだ！李登輝氏は家に帰ると奥さんの曾文恵氏とは日本語で会話

していると言う。終戦後蒋介石ら国民党軍が進駐してきたときには李氏はすでに２２歳、李氏にとっ

て中国語など大人になってから使うことになった外国語なのである。ちなみに台湾ネイティブの

台湾語と中国語は全く通じません。こういえば彼ら日本語世代の台湾人の立場が少しはわかる

だろう。

なぜ外国の元国家元首のはずの李登輝氏が日本の靖国神社を参拝したのか、なぜ記者会見で

あれだけ流暢な日本語を喋るのか、日本と台湾の間にはどれだけ深い絆があったのか、今日の

ニュースを目の当たりにするまで、戦後世代の日本人はほとんど知らなかっただろう。これが日

本中に伝わったことは大きな大きな意味がある。
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2007 年 6 月 9 日 (土曜日)

「  The Fake of Nanking  」：  YouTube      動画より  

一ヶ月前からすでにアップされていたもののようだが、YouTube に公開されている動画にこれま

た秀逸なものがあったので紹介しておく。

THE FAKE OF NANKING - 1 YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=5vG0zduXcaw

「The Fake of Nanking」というタイトルも、故アイリス・チャン著の全米で有名な反日宣伝本である

「The Rape of Nanking」のタイトルをもじっていて語呂がよい。動画は 1944 年の第二次大戦中、

アメリカの戦時プロパガンダ映画である「The Battle of China」での日本軍の蛮行シーンとされる

映像に強烈なツッコミを入れている。後半、中国人が銃で処刑されるシーン、これは日中戦争で

の日本軍の蛮行なる映像として施設長も昔からＴＶなどで何度も見たことがある。「The Battle of 

China」では銃殺している人が写ってないが、映画とは別に入手された同一シーンでは写っている。

そう、銃殺しているのは日本兵ではない。元の映像は日本軍とは全く無関係の中国国民党軍の

兵士が捕らえた中国共産党員を処刑している映像だ。「The Battle of China」を製作した人物は

意図的にそれを日本軍の仕業であるかのように捏造していたのである。

「同時に、それは次のことを意味する。彼が探した限りにおいては、日本軍の非人道性を証明す

るフィルムはなかったと。南京大虐殺の残虐シーンはやらせであったのだ。このプロパガンダ映

画のために、日本の８０万人以上の民間人が米空軍の空襲の犠牲となったのだ。」

「Star Wars is based on a true story. True or False?」

「True」

「TO BE CONTINUED」

今後公開される動画にも是非期待しておく。

※7/16追記：YouTube動画のリンク、削除されてリンク切れしたため再アップされたリンクに修正

しました。
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2007 年 7 月 12 日 (木曜日)

ハワイに行ってきました（前編）

　激務につき更新が滞りがちですが、その激務の間をぬって 7/3～7/7 までなぜかハワイ旅行に

行ってた施設長です。そんなわけで今日は当施設初の海外取材記事の始まり始まり。

が、しかし出発の前夜、自宅でのことであった。

ずきっ・・・！

　おーい・・・、よせよ、冗談だろ？出発前夜突如左足に走った激痛。あれ、そういや２，３日前に

海浜幕張の地下駐車場でコンクリートの段差に気づかず踏み抜いてしまったことがあったがあれ

か？でもあんときは大して痛くはなかったがおかしいな、何でだ。おい、やめてくれよ。ともかく翌

日足を引き摺りながら出発。旅行中は原因不明のままだったが帰国後に後日判明したその原因

ですが、・・・えー、結局痛風でした。orz

　何はともあれ、成田から飛行機で７時間くらい、行きは成田を夜飛び立ち４時間かそこらで外は

夜が明けホノルル国際空港に着いたときは午前中である。そこからバスで滞在先のホテルへ、ワ

イキキビーチの目の前に立つワイキキ・ビーチ・マリオット・リゾート&スパ。泊まった部屋は２１階、

テラスからはワイキキビーチとダイアモンドヘッドが一望できる。いや、いいねこりゃ。

　さて、今回海外旅行としてはそれほど長い滞在ではない。３泊ゆえ一日中の時間があるのは中

２日だけである。そこで計画をたて、中２日それぞれひとつずつの計２つ、旅行会社が斡旋してく

れたオプショナルツアーに参加することとした。今日はその一つ目、滞在２日目に参加したツアー

である。そのツアーとは・・・、当施設的にはやはりまず押さえたかった、真珠湾である。今は真珠

湾で記念艦としての余生を送る戦艦ミズーリツアーに行くことにした。足が痛いためホテルから借

りた傘（ハワイでは店で傘を見つけることは難しい）を杖に出撃、バスを乗り継ぎ真珠湾フォード

島に上陸、やがてミズーリの巨体が現れた。ちなみに戦艦ミズーリは真珠湾攻撃の時点ではま

だ建造中、就役したのは大戦末期の 1944 年 6 月である。そして言わずと知れた 1945 年 9 月 2

日、第二次世界大戦終結の瞬間、日本と連合国との降伏文書調印の舞台である。ミズーリの艦

首の向こうにはかの真珠湾攻撃で撃沈され今も海底に眠る戦艦アリゾナの記念館が見える。こ

こに太平洋戦争の「始まり」と「終り」を見ることができるのである。

 

　そして乗艦。とにかくでかい。全長 270m、これは総トン数や主砲の口径では上回る戦艦大和よ
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りも実は 7m 長い。つまり大和の方が艦形はかなり太めでミズーリは細身である。４０ｃｍ砲塔、

甲板上の砲塔は最上階といってよい。実際は弾薬庫のある艦の底まで地下５階の巨大な構造物

である。砲身一本でジャンボジェット機の重量に等しいと言うが、砲身三本ついたこの砲塔を 90

度回転させるのにわずか数十秒という速さだそうだ。４０ｃｍ砲弾の重さは約 1t、これを 37km か

なたまでぶっ飛ばすことが出来る。ちなみに大戦末期にはこいつで北海道室蘭市の製鉄所が砲

撃され多大な被害を受けている。まあこんなもん撃ち込まれた日にはたまったものではない。な

お、甲板から真珠湾内を見回すとそこはアメリカ海軍基地、現代の各種の軍艦が並ぶ。揚陸艦

やおそらくアーレイ・バーク級のイージス艦らしき姿が見える。よく見ると艦尾に日の丸をつけた

艦の姿も。どうやら真珠湾に訪問中の海上自衛隊の護衛艦である。

 

　艦首から右舷甲板の後方に進むと何かの場所を示す説明がある。そこは 1945 年 4 月 11 日、

一機の爆装零戦が突入したという場所であった。今も船体の淵の部分が歪み、特攻機の激突の

跡をわずかに残している。爆装零戦ではあったのだが、このとき爆弾は不発だったかあるいは既

に別の目標に投下した後だったのか大爆発は起きず、零戦の航空燃料により甲板上に大火災

が発生したものの米軍側に死傷者はなかった。その後甲板上に零戦のパイロットの遺体の上半

身が発見される。当時戦艦ミズーリのウィリアム・キャラハン艦長は部下が反発するのを押さえ、

祖国のために命を捧げたこのパイロットに軍人として敬意を表して丁重に葬るように命令したとい

う。即製の旭日軍艦旗が作られ遺体は海軍式の水葬で弔われたそうである。のちにこのときの

零戦のパイロットが岡山県出身、当時 19歳の若さで戦死した石野節雄二等兵曹であるとわかっ

たのはつい近年、すでに戦艦ミズーリがこの真珠湾で記念艦となった後のことである。
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　最後は湾岸戦争にも参加した戦艦ミズーリ。今は近代化改装されたため、トマホーク・ミサイル

やハープーン・ミサイル、ＣＩＷＳなどを装備し作戦指揮室ものちの時代のものである。なお、作戦

指揮室にあった地図はペルシャ湾の地図であった。そして再び右舷甲板に出る部屋、そこは降

伏調印式の前、ダグラス・マッカーサー元帥他、連合国側の代表者の控えの場所だったそうであ

る。ツアーガイドの方に「マッカーサーになった気分で出てみましょう」と言われて外に出る。そこ

には降伏調印式の場所を示す碑が甲板に埋め込まれていた。ただし、左足が効かず杖を突いて

歩いていた施設長は、マッカーサーというよりはどっちかというと重光葵全権大使の気分をたっぷ

り味わったというところである。重光外務大臣が戦前中国で爆弾テロに遭い片足を失っていたこ

とを知っている米軍は、調印式の前にモップを足に固定させた水兵を重光外務大臣役にして歩

かせて何度もリハーサルを行っていたそうである。

 

他にも貴重な物を見て貴重な話しを聞いたミズーリツアーだったが長くなったのでこのくらいにし

よう。ちなみにこの日は 7 月 4 日、そう、アメリカ独立記念日である。ホテルに帰り夜になるとワイ

キキビーチはにわかに人で埋め尽くされた。アメリカでは独立記念日には全米各地で花火大会

が催される。施設長もビーチに出て独立記念日の花火を満喫させてもらった。下記、3枚目を見

るとわかるが、花火はワイキキビーチとその遥か後方真珠湾でも打ち上げられていた。
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2007 年 7 月 16 日 (月曜日)

日の丸が消えた・・・？：武道館韓流スターイベント  (7/13)  

さて、ハワイ旅行記後編と行こうと思ったら、この１，２日ネット上で騒ぎになっていた珍事件があっ

たので先にそっちを記事にしておく。

問題は、7/12 に日本武道館で行われた韓国の俳優イ・ビョンホン氏の誕生日イベントというのを

日韓のメディアが伝えた記事の写真である。まず以下は韓国のメディアに流れた写真。

マイデイリー　7/13 9:04

http://img.news.yahoo.co.kr/picture/2007/94/20070713/2007071309045022194_091209_0.jpg

ジョイニュース　7/13 9:11

http://img.news.yahoo.co.kr/picture/2007/c4/20070713/20070713091154474c4_091406_1.jpg

連合フォト　7/13 10:00

http://img.news.yahoo.co.kr/picture/2007/15/20070713/2007071310005479015_100114_0.jpg

イノライフ　7/13 10:38　写真＝NEWSIS

http://contents.innolife.net/mobile/img/item/74360_l.jpg

中央日報　7/13 13:06

http://japanese.joins.com/upload/images/2007/07/20070713171715-2.jpg

連合ニュース　7/13 14:32

http://img.news.yahoo.co.kr/picture/2007/1/20070713/2007071314323882701_155722_0.jpg

さて、これに対し同じ写真を日本のメディアである毎日新聞が掲載したもの。

毎日新聞　7/13 

http://www.mainichi-msn.co.jp/entertainment/geinou/200707/graph/13/20.html

違いがわかりました？そう、韓国のメディアに流れた写真では武道館の天井から掲げられた日の

丸が真っ白に塗りつぶされているのである。

　

なお、さすがに 7/15 には各メディアともこの写真のリンクを切りニュース記事から削除していると

ころも多い。あくまで推測だが韓国の各メディアが意図して写真を変造したというよりは、最初に

この写真を韓国に配信した人物が変造をして、韓国メディア側はそれと気づかずに変造した写真

を載せたという感じではある。それにしても写真を変造した人物は何を意図したのだろうか。反日

感情に凝り固まった人物が悪意で日の丸を塗りつぶしたのか、はたまた韓国の有名スターが巨

大な日の丸の下でイベントをやっている姿は韓国メディア上に出せないなどと「配慮」した結果な

のか・・・。
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2007 年 7 月 23 日 (月曜日) 

ハワイに行ってきました（中編）

さて、では改めてハワイ旅行記の中編、すいません、二部に収まらないので三部構成です。二日

目終り三日目。一日行動できる二日間のうちの後半である。真珠湾戦艦ミズーリツアーに続くもう

一つのツアー、それはイオラニ宮殿とハワイ王朝物語りというツアーである。これも当施設的に大

変楽しみにしていたツアーである。三日目の朝、・・・。うーん、痛い。左足がとても痛い。だいたい

痛さで目が覚めたし。だが、そんなことでへこたれるわけにはいかない。うおー！！という雄叫

びとともに左足を靴の中にねじ込んでいざ出撃。

ツアーはまずイオラニ宮殿自体に行くのは最後として、その前にホノルル市内を中心にハワイ王

朝の歴史にちなむ場所を巡る。最初に見たのがダイアモンドヘッドの途中あたりから望むワイア

ラエ海岸。今は大富豪の別荘などもならぶ美しい海岸、ここはハワイ王国初代の王、かのカメハ

メハ一世大王が一万数千の軍勢を率いてオアフ島に上陸した場所である。そしてハワイ統一の

戦乱の最後の戦闘が繰り広げられたのがこのオアフ島である。ハワイ諸島は各島それぞれの部

族が治め元々一つの国ではなかったが、それが変化する契機となったのが 1779 年キャプテン・

クックに始まる西洋文化の流入である。おそらくは銃など西洋の兵器が入ってきたことで部族間

の力関係の変化、つまり軍事バランスの崩壊がハワイを部族間の戦国時代へと変えて行ったと

想像される。その中で、いち早く外国の文化を吸収して勢力を伸ばし、ついにハワイ諸島の統一

王国の建設に成功したのがカメハメハ大王である。

なお、カメハメハ大王の名の「カメハメハ」とは「孤独の人」という意味だそうだ。大王が幼少の頃、

政敵の血筋としてのちに脅威となるという理由から当時のハワイ島の王が殺そうとしたのだが、

カメハメハ大王の母親は山中に隠して育てたと言う。「孤独の人」から覇王となり華々しくも波乱

の生涯を送ったカメハメハ大王、家来の手で極秘の場所に葬られたためカメハメハ大王の墓とい

うのは未だに発見されていないそうである。

　さて、バスに乗りながらツアーガイドの方から更にハワイ王朝の歴史のお話しは続く。カメハメ

ハ一世の後のカメハメハ二世、三世の時代、ハワイ古来の宗教や習慣が放棄され、同時にアメリ

カからやってきた宣教師によりキリスト教が広まる。宣教師達より政治や法律の知識を得て、１８

４０年にはハワイで最初の憲法が作られる。ここに立憲君主制国家ハワイ王国が成立、ハワイは

近代化の道を歩む。しかし、同時にハワイを蝕み始めたのがハワイ人の人口減少、そしてのちに

ハワイ王国を崩壊させることになる白人の大地主層の出現である。人口減少の原因は主に外来
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の伝染病、白人など移民には大したことのない病気でも免疫を持たぬハワイ人には大きな脅威

となったのである。ちなみに聡明ながら病弱だったカメハメハ二世の死因はなんとはしかである。

人口減少による労働力不足を補うため 19世紀半ばアジアからの移民を受け入れる。最初の移

民は清国人、そしてその後多かったのが明治元年より始まる日本人の移民である。ハワイといえ

ば有名なアロハシャツ、その起源は日本人移民が着物の和柄の生地を再利用してシャツに仕立

てたものに始まるとも言われている。

　やがてバスはホノルル市街から少し離れ静かな郊外へ。そこにはエマ王妃の夏の宮殿と呼ば

れる、カメハメハ四世とエマ王妃、そしてその子アルバート王子が過ごした別荘に到着。当然なが

ら豪華だが静かな場所にひっそりと建っている印象だ。残念ながら中は撮影禁止なためここでは

お見せできないが、中は豪華な調度品の数々。ヨーロッパ各国の美術品の他、清の皇帝から送

られたアルバート王子の浴槽、また明治天皇から送られた伊万里焼の壷などもあり、世界各国

の王族皇族との交友関係が伺える。

 

↑一枚目：エマ王妃の夏の宮殿、裏手からの写真。鬱蒼とした樹木に囲まれこれだとよくわから

ないが正面はギリシャ風の豪華な門構えとなっている。二枚目：カメハメハ四世が建てた聖アンド

リュース教会。その他、カメハメハ四世は減り行く人口を憂慮してクイーンズ病院を建てたことで

も知られる。

（後編へ続く）
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2007 年 7 月 23 日 (月曜日)

ハワイに行ってきました（後編）

で、いよいよ最後はツアーのクライマックスのイオラニ宮殿へ。イオラニ宮殿は現在ではアメリカ

合衆国内にある唯一の宮殿でもある。イオラニ宮殿は前記事の最後のお話から年月は経って

1882 年、第七代国王、カラカウア王によって建てられたもの。残念ながらここも内部は撮影禁止

で、ここではその栄華を誇ったイオラニ宮殿の豪華な内装の数々はお見せできません。なお、前

述のカメハメハ四世は息子アルバート王子がわずか四歳で亡くなったすぐ後に死去、カメハメハ

四世の兄が王位を継ぎ五世となるが、生涯独身だったため、カメハメハ大王からの直系の血筋

は五代目にして絶えてしまう。よって第六代ルナリロ王、第七代カラカウア王はハワイ人の貴族

の中から議会で選挙によって選ばれた王様である。

　

いざ宮殿の中へ、と、杖を頼りに必死に中に入ろうとする施設長にここで待ったがかけられた。え？

何？・・・えー、あまりのザマに周囲に見るに見兼ねられてしまったか、とうとうここで施設長に車

椅子が用意されてしまいました・・・。生涯初の車椅子という貴重な体験まですることに。ガイドの

方に「アメリカでは車椅子を使うのは別に珍しいことではないから気にしなくていいですよ。」とな

だめられ、ツアーに同行した人に押していただき宮殿内へ。ご面倒おかけしまして面目次第もご

ざいません・・・。orz

イオラニ宮殿は建築と内装・美術品の美しさはもちろんながら、同時にまだ 19世紀の時代に電

灯と電話、水洗トイレに、王族や賓客の食事の運搬用のエレベータ装置と、建設当時ハワイでも

ちろん初、世界的にも最新鋭の設備を整えたハイテク宮殿だったとも言える。電灯は何でもカラカ

ウア王がパリ万博に出展されていた電球を見て感動し、宮殿にも導入したとか。すでにハワイ人

の人口はかつてよりは減り、白人はじめ移民が多くいたとはいえ、ハワイ王朝全盛の栄華を見る

ことが出来る。このとき日本も明治時代前半、文明開化を必死で進めていた時代である。

メリーモナーク（陽気な王様）と呼ばれたカラカウア王、世界一周旅行をしたことでも知られるがそ

れは陽気なだけではなくもちろん国王自らが外交官として世界を駆け回ったのである。そこには

人口減少による労働力不足への協力要請、各国との外交関係強化による独立国としての地位

保全といった切実な目的があったといわれる。そして世界一周の途中、1881 年（明治 14 年）3 月

に日本を訪れる。なお、日本にとっても他国から国家元首直々の訪問を受けるのはハワイ王国

のカラカウア王その人が実は日本の歴史上で最初である。そして明治天皇と会見したカラカウア

王はこのとき驚くべき提案を日本に持ちかける。その内容とは以下の通り。

　1) 日本からの移民の要請
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　2) カラカウア王の姪で王位継承者でもあるカイウラニ王女と日本の皇族男子との婚姻

　3) 日本とハワイ王国との連合構想

特に 2)と 3)は日本人びっくりの話である。このとき日本は一番目についてはＯＫするも、二番目に

ついては日本の皇室の習慣では前例がなかったため、三番目についてはアメリカとの関係悪化

を恐れたため、残念ながら丁重に断ってしまう。もしこれらが実現していたらその後の環太平洋

の歴史はおそらく全く様相が異なっていただろう。実に惜しい気がするが、19世紀といえば近代

科学文明によって他の民族に比べ圧倒的な力を持った欧米人という一握りの民族が地球上の大

半を植民地にして支配していた時代である。ハワイ王国もそして日本も当時地球上で残り少ない

非欧米人の独立国としてその独立と尊厳を守るべくそれぞれが悪戦苦闘の中にいたと言える。と

ころで、ツアーの最後にガイドの方から聞いた話し、今でも使われる言葉でハワイ語で「外国人」

「余所者」を意味するハウリ（Haole）という単語がある。だがこれは転じてほとんど「白人」の意味

になり、たとえハワイ生まれでも白人は「ハウリ」なのだそうだが、一方旅行者であっても日本人

などアジア人は彼らにとって「ハウリ」ではないのだそうである。

1891 年にカラカウア王がなくなるとその妹であるリリウオカラニ女王が第八代ハワイ国王として

即位する。だがすでにこのとき白人の勢力は抗し難いものとなり、彼女がハワイ王朝最後の国王

となる。白人によって政権を追われた後、王政復古のクーデターの首謀者の嫌疑をかけられた女

王は宮殿の二階、後に「幽閉の間」と言われる部屋で 8ヶ月間にわたる監禁生活を強いられる。

ちなみに現在その部屋に展示されているリリウオカラニ女王が作ったという巨大な刺繍が凄かっ

た。非常に芸が細かくその人となりが想像される。最後の二代、カラカウア王、リリウオカラニ女

王とも音楽などの文化に精通した人物であり、当時までに衰退していたハワイ古来の文化を復興

させた功績でも知られる政治家である。ちなみに当時のハワイ国歌、現在でもハワイ州歌である

「ハワイ・ポノイ」はカラカウア王の作詞、そして有名な「アロハ・オエ」の歌はリリウオカラニ女王

の作である。そう、女王がまさに国を奪われ幽閉中に失意の中で完成させた歌こそが誰もが知っ

ているこの「アロハ・オエ」の歌なのである。

Aloha 'oe 「アロハ・オエ」

（原歌詞）

Ha'aheo ka ua i na pali Ke nihi a'e la i ka nahele,

E hahai ana pahi i ka liko Pua ahihi lehua o uka

Aloha 'oe, Aloha 'oe, Eke onaona noho i ka lipo

One fond embrace a ho' i a'e au Until we meet again.

（日本語歌詞）

やさしく奏ずるはゆかしウクレレよ　ハワイの波静か夢を乗せて揺るる

アロハオエ　アロハオエ　こだまするあの調べよ

アロハオエ　アロハオエ　さらばハワイよ

乙女のかき鳴らす嬉しギターレよ　果て無き海越えて遠く遠く響け

アロハオエ　アロハオエ　こだまするあの調べよ

アロハオエ　アロハオエ　さらばハワイよ

この有名な歌にはそのような歴史があったのだ。ツアーの最後にワイキキまで送迎の車の中で

みんなでこれを歌う。ちなみに、今回のハワイ旅行はほとんどの時間が自由行動ながら実は団

体ツアーで、この日の夕方は最後の晩としてフェアウェルパーティーがあってその中で当然の如
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く再びこの歌の演奏があった。この日見て聞いたハワイの歴史を一人思い出しながら再びじっく

りと聴く。

　

ハワイ王朝のツアーも期待していただけのことはあった。当施設的に実に興味深い内容ではな

いか。二部構成になってしまったがこれでも言いたいことは話し足りない。翌日帰国の日は左足

が腫れ上がりまくり、成田空港から浦安までさてこの足でどうやって帰るかが最大の悩みだった

が、それでも日本への帰路は達成感一杯の気分であった。

当施設の海外取材企画、次の機会があったら是非またご報告する。
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2007 年 8 月 31 日 (金曜日)

２００７富士総合火力演習  (8/26)  

ちょっとまたニュースからの話題ではありませんが、とりあえず。

8/26 に久々行ってまいりました。陸上自衛隊の富士総火演です。いや、しかし近年これのチケッ

ト（ちなみに税金でやっていて無料です）の抽選が当たらない当たらない。今年も施設長自身の

応募ではあえなく敗退、しかしあきらめきれないとうとう今回ヤフオクに手を出し強引に入手して

の総火演でした。

最強戦闘ヘリ「アパッチ」登場の自衛隊総合火力演習　日刊アメーバニュース(8/26)

http://news.ameba.jp/2007/08/6730.php

>この贅沢な一大ショー、来年も開催されるので軍事に興味のない方も一度応募してみては。応

募方法は 7 月下旬ごろに陸上自衛隊のホームページで発表される。ちなみに、平均倍率は約 18

倍、駐車券付きになると約 38倍にもなるとのこと。

１８倍！？７，８年前には往復はがき一枚で応募するだけで半分程度の確率では当選していたよ

うな気がするのだが・・・。これじゃ当たらんわけだ。自衛隊に対する注目度も以前と比べるとだい

ぶ変わってきたことを象徴していると言える。

さて、今回は細かい話しはこれくらい。当日撮影した写真をいくつか掲載しよう。

総火演が始まるときに小池防衛大臣（8/26 時点）登場。妙に盛り上がる。
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演習の最初、航空自衛隊から F-2支援戦闘機参加による航空攻撃演習。これまでは先代の F-1

支援戦闘機が参加し、会場上空をまっすぐ通過するだけだったのだが、F-2 は会場前を通過する

や強烈な旋回急上昇を見せ会場内を大いに沸かせた。

演習場内複数箇所から多数の火砲をタイミングを合わせて発射。同時に弾着させ空中に富士山

の形を描かせる精密射撃技。

軽装甲機動車の車上より携帯型対戦車誘導弾の発射シーン。

しかし総火演といえばやっぱりこれ。９０式戦車のマズルフラッシュ。一発ぶっぱなせば２万４千

人が集まった会場全体の空気が振動する。

156



そして今年の総火演の目玉。AH-64DJ、日の丸アパッチ遂に初見参。演習終了後の装備品展示

の時間では一番人を集めていたのがこれ。

総火演恒例、演習の最後の煙幕弾、そして全装備登場シーン。
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2007 年 9 月 9 日 (日曜日)

日本政府「事務総長見解は不適切」、台湾問題で国連に申し入れ  (9/8)  

ちょいと気になるニュースがあったので記事にしておこう。

2007/09/07-08:14 台湾の地位解釈は不適切＝日本が国連に申し入れ (時事通信,9/7)

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2007090700137

日本、国連事務総長に申し入れ「台湾問題、誤った解釈」 (朝日新聞,9/8)

http://www.asahi.com/international/update/0908/TKY200709080239.html?ref=rss

潘基文（パン・ギムン）国連事務総長は、７月に台湾の国連加盟申請を受理しなかった理由につ

いて「国連は台湾は中国の一部と認定している」との見解を述べた。これに対し日本政府が「誤っ

た解釈で不適切だ」との申し入れを 7 日までに国連日本代表部を通じて国連に提出した。日本だ

けでなくアメリカも同様の申し入れをした。

朝日新聞の記事でもわりときちんと書いてある通り、潘氏が挙げた 1971 年の国連２７５８決議と

は「中華人民共和国が中国の合法的な代表」とした決議ではあるが、「台湾を中国の一部と認定

した」事実は全くない。よって潘氏の発言が事実なら国連事務総長としてはかなりお粗末極まる

発言ということになるのだが、注目すべきは日本政府の態度である。上記朝日新聞の記事には

こうある。

>日本政府が国連に申し入れた文書では、「台湾は中国の一部」という中国の主張を、日本は

「理解し、尊重する」が、同意はしていない、などと説明している。

重要な事実として日本政府、米政府、また国際連合も台湾を中国の一部とは認めていない。しか

しこれまで日本ほかアメリカなども台湾の帰属については微妙な問題としてあまり政府として見

解を述べる場面は多くなく、一方当然中国は「台湾は自国の一部」と声が大きい。なかなかこの

重要な事実を公の場で誰もなかなか言わない中で日本政府などがはっきり「同意はしていない」

と言い切る内容が世界に伝えられたのは重要だ。今回潘基文氏の「お粗末発言」のおかげで期

せずしてその機会が得られたというところである。
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2007 年 9 月 16 日 (日曜日)

麻生氏街頭演説＠秋葉原：自民党総裁選  (9/16)  

さて、衝撃の安倍首相退陣のあと慌しく始まった自民党総裁選は元官房長官の福田康夫氏と自

民党幹事長の麻生太郎氏の一騎打ちとなったわけだが、麻生派以外の各派閥はすべて福田氏

支持に回り麻生氏劣勢が伝えられている。マスコミの発表する世論調査結果も福田氏優勢、しか

し施設長的には正直「そぉかぁ？」と言いたい。今日のテレビ朝日のサンデープロジェクトで見る

限り麻生氏の弁舌の方が明らかに上回っているように見えたのだが・・・。

とりあえず論戦始まる自民党総裁選、当施設では今日行われた秋葉原駅西口広場での麻生氏

の街頭演説会を取材した。自らマンガオタを自称、ネット上やアキバに集まるオタク達に支持され

ている麻生氏、まあ総裁選の結果はどうあれこのえらい盛り上がりぶりは是非記事にして残して

おく。

警察官やＳＰが集まりにわかに物々しい秋葉原駅前。しかしアキバの街頭だと黒スーツのＳＰは

却って目立つような気がしなくもない。

麻生氏登場、先に麻生氏支援の国会議員数人による 20 分ほどの演説で一通り盛り上げたとこ

ろあとであり聴衆の熱狂は最高潮に。
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盛り上がるアキバの聴衆。旗までこしらえて持ってきてた人も。

最後に今日の街頭演説を当施設では ICレコーダ＋望遠マイクで録音に成功したので取り急ぎアッ

プしておく。まあ以下のファイルはすでに２ちゃんねる上には流してしまったが。音声から聴衆の

熱気が伝わる。

「AsoTaro_Akiba_070916.mp3」をダウンロード

http://area09.air-nifty.com/annex/files/AsoTaro_Akiba_070916.mp3
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2007 年 9 月 25 日 (火曜日)

自民党総裁選、党本部前の異変  (9/23)  

週末に自民党総裁選に関して再び当施設オリジナル取材を敢行したのでご報告。

23 日の自民党総裁選、勝負自体は当初の予想通り麻生派以外全ての派閥の支持を取り付けた

福田康夫氏が当選し、第 22代総裁、そして今日第 91代首相となった。しかし、一方の麻生氏も

１９７票を獲得、また全国の党員投票の得票数ではわずかに麻生氏の方が上回るなど当初の絶

望的劣勢から考えれば大善戦の結果となった。むしろ負けたはずの麻生氏の方が終始上機嫌

の表情がマスメディアに流されたのは印象的である。だが、麻生氏が上機嫌だった理由はそれだ

けではなかった。投開票の２３日、永田町の自民党本部前にはネット上の呼びかけなどによって

集まった数百人以上の人がプラカードなどを手に三時間以上にわたって熱狂的に「麻生」コール

を叫び続けるという前代未聞の事態が起きていたのである。ネット上の動きを察知した当施設で

はこれは面白いことになると思い急遽オリジナル取材敢行と相成った。

これは投票に先立ち麻生陣営側の衆議院議員戸井田徹氏が自身のブログ上で、また同じく衆議

院議員の西川京子氏も投票前日の新宿での街頭演説会中に、投票日の党本部前応援を呼びか

けた情報がネット上で広まり発生したもの。応援に参加した人々にはマスメディアによる執拗なま

での偏向報道・ネガティブキャンペーンに対する怒りを口にする人も多く、主にマスメディアに対す

る不満爆発が今回の現象の大きな原因とも言えそうだ。

プラカードを手に「麻生」コールを叫ぶ人々。報道では例によって麻生氏の支持者だけに「若者」

「アキバ系」「オタク」などと伝えられたが実際には女性や年配の人も多数いて集まった人の層は

広い。
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予想外の出来事に驚きの表情も見せて麻生コールを見守るマスコミ関係者達。ちなみにこのとき

撮影場所である党本部正門付近はすでに関係者以外立入禁止となっていたが、禁止になる直前

の時間に進入。わりとゴツい望遠レンズのついたデジタル一眼レフカメラを手にマスコミ関係者の

ふりしてしばらく居座り背後から撮影したものｗ。

投票前、今回の呼びかけ人である戸井田氏や西川氏他麻生陣営側の国会議員、そして麻生氏

登場。大歓声が沸き起こる。
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開票後、党本部前に再度麻生氏登場。道路反対側の歩道の応援の人々の下に近寄ろうとする

がマスコミ数十人が警察の制止を無視して車道に殺到して止められてしまう。中央分離帯に登っ

て手を振る。止められてもご機嫌の表情。惜しくも撮り逃したが他にも法務大臣の鳩山邦夫氏が

黒塗りの車にハコ乗りで登場したり、自民党政調会長（9/23 時点）の中川昭一氏は着ていた背

広を脱いで振り回し応援の人々に手を振るなど、麻生陣営側の議員さん達もよほど嬉しかったの

かいささか興奮気味。

以下は当施設撮影ではないが YouTube に動画も流されているようなのでリンクしておく。

2007/9/23自民党総裁選党本部前　麻生コール～麻生氏登場　YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=fyz1y7uuBJk

総裁選投票直前　～自民党本部前の民意～ YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=sEFqQUDLWok
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2007 年 10 月 4 日 (木曜日)

教科書問題抗議集会、参加人数の怪

再び当施設の記事向けとして素晴らしいネタが投下されたようなので話題に取り上げよう。

沖縄、１１万人が訴え　教科書検定「撤回を」 朝日新聞(9/29)

http://www.asahi.com/national/update/0929/SEB200709290015.html

>沖縄戦で日本軍が住民に「集団自決」を強制したとの記述が教科書検定で削除された問題で、

検定意見の撤回を求める超党派の沖縄県民大会が２９日、宜野湾市の海浜公園で開かれた。

参加者は主催者発表で１１万人。

『集団自決は強制』　削除するな　１１万人島挙げて抗議 東京新聞(9/30)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007093002052715.html

沖縄で抗議集会、「集団自決」検定意見の撤回求める 日本経済新聞(9/29)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070929AT1G2901V29092007.html

集団自決に軍関与、沖縄県民１１万人余参加で決議採択 読売新聞(9/29)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070929it13.htm?from=navr

なんと 11 万人、沖縄県民の実に１０人に１人。物凄い集会ではないか。朝日新聞始め全国紙メ

ディアがそう言ってる（ただし「主催者発表で」の断りつき）のだから事実に違いない、多分事実だ

と思う・・・、事実なんじゃないかな・・・、まあちょっと検証してみようｗ。

各紙の写真だと若干小さくわかりづらいので、テレビ報道からのキャプチャー画像と思われる問

題の集会の空撮映像がネット上に流れていたのをちょっと拝借。

うむ、確かに結構たくさんの人が集まっている集会だ。だけどちょっと待て、集会の大きさを

google map の地図と航空写真で比較してみよう。
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宜野湾市海浜公園、多目的広場付近　google map
http://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&geocode=&time=&date=&ttype=&q=%E5%AE%9C%E9%87%8E

%E6%B9%BE&ie=UTF8&t=h&om=1&ll=26.281324,127.73513&spn=0.00507,0.004646&z=17

写真との比較から集会が行われたのは画面中央の多目的広場。この区画に参加した人々はすっ

ぽり納まっている。Google Earth で測ってみればわかりやすいがだいたい 160m四方、面積にし

て 25000平方m である。

ここに比較のデータを持って来よう。記憶している人もいるかもしれない、1999 年 7 月 31 日、千

葉市幕張メッセ駐車場特設会場を使い、日本の音楽史上最大の２０万人を動員した GLAYのコ

ンサートのデータである。

GLAY EXPO '99 SURVIVAL　Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/GLAY_EXPO#GLAY_EXPO_.2799_SURVIVAL

>入場者数：200,000 人(日本音楽史上最大動員)

>会場総面積：18.5ha(東京ドーム約 4個分に相当)

>会場の大きさ：縦 700m、横 264m

会場面積を比較すると幕張メッセ駐車場は 18 万 5 千平方m。前述の宜野湾市海浜公園多目的

広場の実に約 7.5倍。それが２０万人とすると面積比で考えて宜野湾の集会は多くてもせいぜい

２～３万人ということになる。

もう一つ、大量の人数を動員するのに必須なのが周辺の交通インフラ。幕張メッセの場合、最寄

駅はＪＲ京葉線海浜幕張駅である。京葉線などＪＲの通勤電車は一両の定員が百数十人程度、

京葉線の場合１０両編成で電車一便につき千数百人乗れる。コンサート帰りの時間、午後 8 時台

の海浜幕張駅の場合上下あわせて 20便程度。つまり一時間に３万人程度というのがこの時間

の京葉線の最大輸送能力である。20 万人コンサートというとそれでもかなりの大混雑となったわ

けだが、その日のうちに観客のほとんどはなんとか行って帰ることができたはずだ。しかしこれが

鉄道のない場所となるとどうなるか。実は宜野湾での問題の集会が開かれていたのと同じ頃、そ

の比較に非常にもってこいのイベントが行われていた。これだ。

富士Ｆ１運営クラッシュ…日本ＧＰでトラブル続出！ 送迎バス遅れスタート見れず、“見えない観

客席”も 　zakzak (10/1)

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_10/t2007100101_all.html
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>トヨタのお膝元・富士スピードウェイ（ＦＳＷ）で３０年ぶりに開催されたＦ１日本ＧＰ（９月２８－３０

日）。懸念されていた交通アクセス問題など様々なトラブルが続発し、３０日夜にはＦＳＷの富田

務会長と加藤裕明社長の両トップが謝罪会見まで開く異例の事態になった。

9/30 に決勝レースが行われた富士スピードウェイでのＦ１日本グランプリ。決勝レースの日曜日

の観客動員数は実に 14 万人。これまでの鈴鹿サーキットと違い近くに鉄道がない富士スピード

ウェイでは、沼津市、裾野市、東富士その他周辺地域に多数の送迎バス発着地点と駐車場を用

意、日本全国１１５社３０００台の観光バスをチャーターして観客１４万人の大輸送作戦に臨んだ

のである。車だと大型観光バスでも一台に乗れるのはせいぜい 40～50 人、鉄道なしで運ぶには

これだけ必要なのである。しかし結果はこの記事の通り困難を極めた。１０万人規模の人の移動

とはこれほど大変なものなのである。関係のニュース記事を探す限り、付近に鉄道のない宜野湾

での集会主催関係者がこのような大規模な人員輸送作戦を実行した形跡が見られない。また宜

野湾市海浜公園にはどう見ても富士スピードウェイが用意したのに匹敵するような駐車場設備な

どない。

えー実は・・・、30 日の富士スピードウェイのＦ１日本グランプリは施設長も見に行ってたのであっ

た。あいにくの悪天候でしたが初めて間近に見るＦ１マシンの迫力に魅了されました。しかし行き

帰りは凄かった・・・。浦安から片道に実に５～６時間、大半は富士スピードウェイ周辺でかかった

時間である。

富士スピードウェイＦ１日本ＧＰにて、物凄い数のバスが集まる帰りのバス乗り場。施設長撮影

(9/30)

結論、日曜のＦ１を見に行った者の実体験からはっきり断定形で言える。宜野湾での集会参加人

数１１万人というのは、実数を少なくとも数倍は水増した　と　ん　で　も　な　い　捏　造 

報　道　である。
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おまけ：Ｆ１日本グランプリ決勝レース後半、トップを快走するマクラーレン・メルセデスのマシン。

施設長撮影(9/30)
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2007 年 10 月 28 日 (日曜日)

台湾の国連加盟の住民投票、日本人の８１％が賛成：台湾メディア  (10/27)  

一応こいつは記事にしておくか。

台灣入聯公投 81％日人支持（台湾の国連加盟に関する国民投票、日本人の 81％が支持） 自

由時報（台湾、10/27)

http//www.libertytimes.com.tw/2007/new/oct/27/today-p5.htm

ニュースソースが向こうの言葉なのでざっくり内容を説明すると、台湾政府の行政院新聞局が日

本の民間調査機関である中央調査社に委託して、台湾の国連加盟のための国民投票に対する

日本での世論調査を行った。その調査結果によると、調査に答えた人の 74％が「台湾は国連に

加盟すべき」と回答、81％が「台湾名義での国連加盟を決める国民投票を支持する」と答えた、と

ある。また調査では、89％が日本は国連において各国家の民主的決定を尊重すべきと答え、中

国が台湾の国連加盟に反対しているのに対して 64%が、日本政府は台湾の国連加盟を支持す

べきと答えている。他に、同じく 9 月に米国の Zogby International 社に委託して米国で行った調

査でも類似の調査結果が出ている。米国人の 61%が、「米国政府は台湾による国連加盟を求め

る動きを支持するべき」と回答、また台湾の国連加盟の国民投票に対し、70％が「米国は反対す

べきでない」、中国が台湾の国連加盟申請に圧力をかけていることに対し、52％が「反対を表明

するべき」と答えている。

ま、別に台湾の国連加盟に反対しなきゃならん言われはないし。しかし気になるのはネット上日

本語のメディアソースを当たる限り、日本国内の世論調査であるはずの上述の結果が全く報じら

れていないことであろう。まあ相変わらずというか、先日の沖縄宜野湾の集会が 11 万人だとかい

う大ウソ情報はマスコミで大宣伝される一方、こういう結構重要な情報が全く報じられなかったり

とかいうこともあるようだ。
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2007 年 11 月 20 日 (火曜日)

ネット流行語、おや？意味が違う！？  (11/15)  

　ここしばらくも忙しく、少し日が経ってしまったがこいつは是非記事にしておく。

　安倍前首相の記者会見で辞任についての謝罪をしたあとの 9 月 25 日のこと、コラムニストの石

原壮一郎氏が朝日新聞の朝刊にコラムに「最近の若者の間では『アベする』という言葉が流行し

ている。安倍首相が体調不良を理由に辞任した事に例え、仕事も責任も放り投げだすという意味

であり、そのような流行語を首相が作ってしまったのがカナシイ」と書いた。これに対しネット上で

は「そんな言葉聞いたことがない」「捏造してんじゃねーよ」の声が続出した。２ちゃんねるなどを

中心に、この朝日新聞の記事を皮肉って、”捏造する”という意味の新語、「アサヒる」という言葉

が誕生、今日の時点で google で「アサヒる」を検索するとヒット数約 1,540,000 件、検索結果上位

にはこの「アサヒる」の話題専用のサイトがいくつもヒットする（検索結果は 11/19 現在）など、逆

にこの「アサヒる」がネット上で正真正銘の流行語になってしまう事態に至っていた。これがここ 1

～２ヶ月ほどの動きである。

　さて、去る 11 月 15 日に日本テレビ系列で放送された「おもいッきりイイ！！テレビ」にてこのネッ

ト上の新語「アサヒる」が紹介された。まずはその問題の部分を YouTube動画で見てみよう。

「アサヒる」紹介される？ (YouTube)

http://www.youtube.com/watch?v=xjlDpEkDvLE

＃以上はデリられる可能性があるが、まあデリってもデリってもこの動画は出回ってるようである。

（：ｐ

動画後半、レポータが説明する「アサヒる」の意味を書きおこしておく。

「アサヒというのは朝日新聞の”朝日”のことなんですよ。で、朝日新聞が政治などに対して厳しい

見解を示す記事がまあちょっと多いな、ということから、”執拗に責め立てる”という意味で『アサヒ

る』という風に使うんだそうです・・・。」
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ハア？？？？？？

なんと、全く違う意味の言葉だったことにされているのである。

いや、驚いた。ネットを見てればどうやったってこんなの間違えようがない。日本テレビはこのシー

ンで、公共の電波を使って完全に意図的な嘘情報の流布をやったわけである。なりふり構わぬ雰

囲気を感じるが、ネット上の世論に対し、普段ネットを見ない人々に捏造情報を流して対抗しよう

とでも言うのだろうか。
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2007 年 12 月 24 日 (月曜日)

「忘れられた台湾史　日本時代編」台湾討論番組より：ニコニコ動画

いやあ、早いものでもう年末ですよ。さて今日は正確にはニュースではないが是非見ていただき

たいものがある。当施設で YouTube の動画を紹介したことが何度かあるが、それとは別に日本

国内の動画サイトにニコニコ動画というサイトがある。まあ YouTube と同じだがコメントを画面上

に流す機能はネット上みんなでワイワイやりながら動画を見るノリがわりと楽しい。で、ニコニコ動

画を見て楽しんでいたとき見つけた衝撃的な動画を紹介しておく。アップされたのはかれこれ一ヶ

月前くらいで新しい情報というわけではないが、この情報は素晴らしいので記事に残しておく。

動画の内容は台湾の三立テレビの人気討論番組「大話新聞（Talking Show）」からの映像である。

動画の中で出演者達はいろいろな史料を出して日本時代の台湾、戦後の日本と台湾それぞれ

の歴史を語る。その内容が実に衝撃的かつ貴重な内容なのである。何が貴重かって語るのは台

湾人達であって主題はあくまで彼らの歴史、日本は戦後の発展を自分達の戦後史との比較とし

て、日本時代はオランダ時代、鄭成功時代、清朝時代、日本時代、国民党時代と続いた外来政

権の中の一つとして、客観的に語られている内容であることだ。その日本に対してはあくまで是々

非々の評価の中で彼らは日本をどう評しているか、我々日本人が自分達の歴史教育ではほとん

ど意識させられることのなかったことを思い知らせるような話しが出演者の口から次々と出てくる。

司会者「（日本は何故戦後あんなに発展することができたのか）私は分析してみた。第一は制度、

国民党の制度と日本の政党制度は絶対違うと思う、第二は態度（心構え）、第三は精神、第四は

民族性、そして第五はこれが一番大事だと思う、明治維新だ」

挙げるとキリがなくなるのでまずは見てほしい。ニコニコ動画はアカウントが必要だがメールアド

レス一個ですぐに無料で作れるのでまだ見たことない人もアカウントをすぐに作って見ることがで

きる。
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http://www.nicovideo.jp/watch/sm1891937

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1920575

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1520292

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1920611

※1/4追記、リンク元が削除されたため再ＵＰされたものにリンク変更しました。

実はこれ、４本目も途中であり、他にもあるのだが日本語字幕がついているのはこの４つなので

この４つだけリンクした。以降の動画も訳なしでは YouTube でも見られるのだが大半は台湾語

（中国語ではない。なので現地の番組なのに中国語の字幕付きなのである）で字幕がないとわか

らない。残りの動画も字幕版がアップされることに期待したい。
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2008 年 1 月 7 日 (月曜日)

「京城ブーム」、日本統治時代を評価？：韓国  (1/7)  

さて、さっさと年は明けてしまいました。本年も当施設をどうぞよろしく。

忘れられた歴史と言えばもう一つ、ちょっと意外なニュースではあるので記事にしとこう。

日本統治時代、再評価？韓国で「京城ブーム」　産経新聞 iza! (1/7)

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/world/korea/113876/

>韓国では近年、日本統治時代の歴史を収奪、抑圧、抵抗だけの「暗黒史観」ではなく、近代化

による社会や人びとの多様な変化を発掘し再評価する、歴史見直しの動きが活発だ。それがさ

らに大衆的な広がりを見せ、新年には３０～４０年代が背景の映画が続々、公開される予定で話

題になっている。

うーん、かの国が日本統治時代を再評価したとは正直あまり考えられないが、少なくとも日本統

治時代に洋服、喫茶店、カフェ、レストラン、映画館、百貨店・・・といった近代的な文化が発達し

ていた事が映画等で取り上げられているというのは注目に値する。

ちなみに、ネット上にあるもので日本統治時代前後の朝鮮半島の街などの写真を紹介している

サイトがある。

朝鮮人を飢餓と内乱から救った、大日本帝国　ログ

http://photo.jijisama.org/BeforeAfter.html

このサイト、若干コメントがかなり意地悪なのはまあさておき、李朝末期１９世紀末から 1900 年代

あたりとされる最初の３枚の写真とそのあとの、わずか 30～40 年後の 1930 年代の写真との対

比は強烈な印象を見る者に与える。そう、朝鮮半島で近代化は歴史上いつ行われたのか、はっ

きり言えばそれは紛れもなく日本統治時代である。

もちろん、日本が朝鮮半島を併合したのにはあくまで当時の日本側にもそうする事情があったか

らであって、別に文明化してやったんだからありがたく思えと主張するつもりは特にない。しかし、

これまでの彼らの反日言論にあるような収奪だ、抑圧だ、暗黒の歴史だといった反日言論のかな

りの部分は言われのないものである。また彼ら的にも自分達の過去を実際以上に不名誉で悲惨

なものと捉える必要はないのである。

>「日帝時代にも楽しいことはあったという視角で３０年代を新しく見ようという試み」（ハンギョレ新

聞）

>「今や慰安婦や強制労働、貧困など低開発の汚らしい記憶に代わり、われわれもどこか、カッコ

よく洗練された過去を持つことになった」（週刊ハンギョレ２１）

いきなり「日本を再評価」ってのには正直期待できないが、記事の中で現地メディアのこれらのコ

メントにあるように、いずれにせよ彼ら自身の過去が決して暗い過去でもなかったことに気がつい

てくれるところまでは期待しておこう。
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2008 年 1 月 10 日 (木曜日)

学研、中国の圧力で台湾を中国の一部とする地球儀を販売  (1/10)  

ネット上では昨日から話題になってたが今日いくつかのマスメディアでも取り上げられたようであ

る。

学研、「台湾」ない地球儀を販売　中国の圧力で　ＭＳＮ産経ニュース(1/10)

http://sankei.jp.msn.com/world/china/080110/chn0801100113000-n1.htm

学習教材等の大手出版社学研の関連会社である学研トイズが昨秋から発売していた音声ガイド

つき地球儀「スマートグローブ」という製品で、台湾の表記について、国家ではなく単に「台湾島」

と書き、陸地の色も中国と同じ色で中国の一部として表記していたことがわかった。付属の音声

ガイドでも台湾を指すと「中華人民共和国」で、「首都は北京」という説明が流れると言う。

学研が学習地球儀をリコール、国名台湾を表記せず　AFP BBNews (1/10)

http://www.afpbb.com/article/politics/2334656/2511400

>学研は外部から指摘を受け「不適切な表現・表記」があったと謝罪した。また、学研トイズに対し、

販売中止を指示した。すでに販売された分については次週から希望者に全額返金し、回収する。

さすがにこの地球儀、以上のように昨日今日の騒ぎでどうやら学研側は「不適切な表記があった」

としてリコールを決定、販売した同製品を全て返品・回収するという結末になったようである。繰り

返し確認しておくと、1951 年のサンフランシスコ講和条約で日本が主権を放棄して以後国際法上、

台湾の帰属は未確定、日本政府の立場としても 1972 年の日中共同声明においても、「中国

の主張を理解し尊重する」が同意はしていない（詳しくは当施設記事”日本政府「事務総長見

解は不適切」、台湾問題で国連に申し入れ(9/8)”参照のこと）が公式な立場である。

さて、学研は今回なぜこのような地球儀を販売するに至ったか、上述のＡＦＰのニュースソースの

中で学研側の説明はこうである。

>学研広報室は、当初は日本の学校教科書通りの表記にしようとしたが、「工場が中国にあり、

中国政府から表記を変更しないと輸出を認めないといわれた」と説明した。学研側では中国側の

指示に従うか、輸出をあきらめるか迷ったが、最終的に従ったという。

冗談だろと言いたくなったが・・・。地球儀＝世界地図のような政治的に微妙な問題を含みかねな

い出版物を、安いからとかただそれだけの理由で言論の自由のない国で作るなんてことをや

らかす時点で経営者の常識感覚を疑わざるを得ない。
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2008 年 1 月 16 日 (水曜日)

海上自衛隊レシピ、  2      年かけて      200      品を紹介：海自      Web      サイト  (1/15)  

さて、今日はまたちょっと気分転換。

海自の自慢レシピ、ＨＰで公開…２年かけて２００品を紹介　(読売新聞、1/5)

http://www.yomiuri.co.jp/gourmet/news/20080105gr05.htm

>旧海軍以来の伝統を誇るカレーライスなど海上自衛隊の自慢料理のレシピが、この年明けから、

海自のホームページ（ＨＰ）で公開されている。対象は約２００品に上る和・洋・中のメニュー。

>毎週２品ずつを加えていき、約２年ですべてのレシピをそろえる予定。これまでは調理担当者し

か知らなかった「隠し味」も惜しみなく披露し、防衛問題への関心が低いとされる主婦や若い女性

の目を引こうという作戦だ

以上のニュースソースは 1週間以上前のものだが、さきほど放送していたチャンネル桜で話題に

取り上げられていたので記事にしとく。チャンネル桜によれば、この海上自衛隊レシピのウェブサ

イト、早速アクセス数はこれまでを大きく上回る数のアクセスがあったようで、作戦はどうやら成功

しつつあるというところか。当施設でも以前、2005 年 5 月 28 日当施設記事「日本海海戦１００周

年（5/27)：おまけ」で海軍カレーの話題を取り上げた際、海上自衛隊第四術科学校（舞鶴）ウェブ

サイト（なお、ここも以前紹介したときよりレシピが更に拡充している模様）でカレーライスレシピを

紹介している情報を記事にした。伝統の海軍軍隊食、これはアピールに使えるということになった

のか、以下のサイトは、海自のトップページからも目立つリンクがつけられすぐに参照できる。

海上自衛隊ファミリーページ：本日のオススメレシピ　海上自衛隊

http://www.mod.go.jp/msdf/formal/family/recipe/menu/today/index.html

上述ニュースソースの通り、ここで各部隊から提供されたレシピ 200品が順次紹介され、2 年間

かけてさしずめ現代の海軍割烹術参考書が出来上がる。施設長も最近また休日に料理などをし

て楽しむことがあるが、この海上自衛隊レシピ、是非使わせていただくことにしよう。
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2008 年 1 月 17 日 (木曜日)

８０代男性を暴行、持ってた日の丸を踏みつける：靖国神社で中国人を逮捕  (1/16)  

前記事でマターリしてたらいきなりこれだ。

日の丸奪って暴行　靖国神社で中国人逮捕　（MSN産経ニュース, 1/16)

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080116/crm0801162035024-n1.htm

>東京都千代田区の靖国神社で、参拝客が持っていた国旗を奪うなどしたとして、警視庁麹町署

は、暴行と器物損壊の現行犯で中国籍の王班亜容疑者（４３）を逮捕した。

15 日午前 11 時 25 分頃、靖国神社の境内で 43才の中国人の男が参拝に来ていた 80代の男性

に暴行、持っていた日の丸を踏みつけ竿を折るなどした。さらにこれを止めようとした 40代の男

性にも殴る蹴るの暴行を加えたとのこと。

まあ許しがたい事件であるのは言うまでもないが犯人の中国人の男について細かく論評する気

はない。一言で言えば言論の自由のない祖国でのプロパガンダに踊らされ、よその国で単なる犯

罪者に成り下がったただの　ア　ホ　である。それはそれとして試しに記事にするのを 1 日

待ってみたがやはり予想通りだった。何がって、マスコミのスルーぶりである。1/17 現在 google

のニュース検索では上述MSN産経ニュースの他は、サンケイスポーツとスポーツ報知のみ。そ

れら以外の国内メディアは完全沈黙というありさまだった。かの国の反日の異常性や靖国神社が

その被害者の立場として伝えられるのがさて、そんなに困ることなのだろうか。
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2008 年 2 月 2 日 (土曜日)

中国製”毒餃子”事件、マスメディアの異常な言論空間  (2/2)  

全くギョーザも安心して食えないとは酷い世の中である。

さて、今回の中国製毒餃子事件、毒性の強い農薬メタミドホスがどのようにして問題の冷凍食品

に混入したか等、真相はまだはっきりしたわけではないので事件そのものについてのコメントは

置いておく。しかしいずれにしてもま～たやらかしてくれたのが日本のマスメディアである。今日は

その話題。

ネットで話題になってたのは 1 月 30 日テレビ朝日の報道ステーションでこのニュースが伝えられ

たときの古舘伊知郎氏と加藤千洋氏のコメントである。YouTube 等動画サイトに問題の番組シー

ンがアップロードされまくってた、が、必死に削除しまくってるらしく以下のリンクも消されるかもし

れない点はご容赦。

1 月 30 日テレビ朝日「報道ステーション」問題のシーン

http://www.guba.com/watch/3000115759/

一部書き起こすと、

古舘「中国側は大変な痛手ですね～。」

加藤「真相究明をいい加減にすると中国が不利ですよね。」

古舘「「つまり便利さを追求していく中で、当然のようにしている、使っている、食べている製品が、

こういうことが起きてくると、やっぱり今まで浮かれた生活をしていた部分がなかったのかというよ

うなことも考えなけりゃいけないと思うんですね」 

5歳の少女が一時重体にまでなる事態に至っても開口一番言うことは中国側の痛手が心配とは

一体何事か。他局のニュースでは問題の冷凍食品の商品名のリストが何度も読み上げられ、「も

し該当の製品があった場合は絶対に食べないで下さい」と呼びかける内容が繰り返し放送され、

緊迫した雰囲気だった最中のことである。

さて、もう一つこちらは 30 日の報道ステーションほどの話題にはなってないので、以下は 2/2 現

在、YouTube でもデリられてないようである。こちらは日本テレビの「おもいっきりイイ！！テレビ」

で同事件について触れられた際のみのもんた氏の発言内容である。

※'08/5 現在削除された模様
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まあ、聞いていこう。

みの「まあいろいろあるでしょうけど一番の問題はね、一ヶ月前に起きたことがね、一ヶ月も経っ

てこういう事態にならなきゃいけないっていう今の日本の社会のありかたがおかしいんですよ。」

いいえ、全くそうは思いませんが。日本の社会のありかたを変えたら中国は毒餃子を作らなくなっ

てくれるとでも言うのでしょうか・・・。

みの「まず人のことを責めるよりまず自分達の国がどうなってるかですよ。一番いい例がね、つい

こないだまで、名門と言われるお料理屋さん、名門と言われる食品加工。いろんなところでこうい

う不祥事がもうやたら起きてるんですよ。政治の世界を見てごらんなさい。暫定税率の問題、25

円 10銭上げるの上げないの・・・（以下省略）」

何でそこで「人のことを責めるより」になるんだか？何でそこで全く別の問題についてのお説教を

始めなければならないのか？あまりの強引な話しの持って行き方。もうわけがわかりません。

みの「・・・とにかく今日本の世の中どっかが壊れてます。」

一番壊れているのはみのもんたさん、あなたの頭の中です。

例えば、以前起きた米国産のＢＳＥ牛肉問題のときに、古館氏は日本の消費者そっちのけで「米

国は大変な痛手ですね」などと言っただろうか？みの氏は「人を責めるより自分達の国が」云々

言っただろうか？まあ、お陰で当施設の話題のネタが尽きないのではあるが、日本のマスメディ

アのいくつかにとって特定アジアを批判することだけは何かどうあってもしてはならないこと、と強

烈な刷り込みでもされているようにしか見えない、まさに異常な言論空間と呼ぶにふさわしい。
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2008 年 2 月 28 日 (木曜日)

「中国内での混入を否定」中国当局記者会見：毒餃子事件  (2/28)  

今朝ニュースで日本時間の午前 11 時からギョーザ中毒事件で中国公安当局の記者会見がある

と聞いていたので「期待」していたが、やはり内容は「期待」した通りだった。

中国公安、国内混入を否定・ギョーザ中毒事件　日本経済新聞(2/28)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080228AT1G2801G28022008.html

>【北京＝尾崎実】中国公安省の余新民刑事偵査局副局長が 28 日午前、中国製冷凍ギョーザ

中毒事件の捜査状況について北京で記者会見し、有機リン系殺虫剤「メタミドホス」について「捜

査の結果、中国で混入された可能性は極めて低い」との見解を示した。

日本側捜査当局が日本国外での混入をほぼ断定しているのに対し真っ向からそれを否定する内

容。しかもおまけつき。

>日本の警察当局に対しては、物証や鑑定結果の提供を申し入れたが拒否されたとして「深い遺

憾」を表明した。

さあ、日本側が証拠物件の提供を拒否したとまで言い始めたよ。これにはさすがに日本側も黙っ

ているわけにはいかなくなった。

2008/02/28-18:52 中国側見解「看過できない」＝科学的データ提供を－ギョーザ事件で警察庁

長官　時事通信(2/28)

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date1&k=2008022800711&j1

中国側発表「看過できない」…警察庁長官が反論 読売新聞(2/28)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080228-OYT1T00496.htm?from=main4

>中国公安省幹部がギョーザ中毒事件の物証提供をめぐり警察庁の対応を批判したことに対し、

警察庁の吉村博人長官は２８日午後の記者会見で「看過できない部分がある。公安省側に役立

つ資料はすべて渡しており、『遺憾』と言われるのは理解できない」と反論した。

ま、そりゃそうだろ。中国側の記者会見内容は基本的に中国側では見つかりませんでした、知ら

ぬ存ぜぬの内容だけ。これまで出てきている日本側の物証を覆すなんらの新証拠も示さず、最

後に日本の捜査当局をネガティブ宣伝。まあ何と言うか、どんな証拠をつきつけても自分の非だ

けは死んでも絶対認めない文化習慣て感じね。信用よりも面子を重んじるのが彼らなのか。しか

し前記事のようにマスメディアがどう伝えようとも、日本の消費者は正直だ。自分達が口にするも

のの問題となれば当然だ。以下は事件が発覚したあとのある日、閉店間際の時刻の千葉市内の

某スーパーで買い物中の施設長がたまたま目撃して撮影したものである。
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そういやにんにくって確かにこれまで中国産がよく出回ってたが、画面右、かたや国産は一個

258円、売り切れ。かたや中国産、三個で 99円、国産より実に 8倍安い。けど閉店時間前で山積

みの売れ残り。

あたりまえだが信用は面子よりも大事にした方がよいのである。
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2008 年 3 月 1 日 (土曜日)

「中国内での混入を否定」中国当局記者会見：毒餃子事件、おまけ？  (2/29)   

しかし前記事を書いた直後のことだけに、最初これは何かのギャグかと思ったじゃねーかよ。

メタミドホス載せたトラック横転　２．５トン流出 サーチナ中国情報局 NEWS(2/29)

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2008&d=0229&f=national_0229_005.shtml

>有機リン系殺虫剤メタミドホス約５トンを載せ、湖北省内の高速道路を走行していた中型トラック

が２４日午前６時ごろ、宜城市付近で横転した。衝撃で瓶が破損し、中身のメタミドホス約２．５ト

ンが漏れ出した。２７日付で武漢晩報が伝えた。

「メタミドホス混入が中国内の可能性は極めて低い」の記者会見の翌日に伝わってくるニュース

がよりにもよっていきなりこれだ。つか、中国でも確か一応禁止薬物だったような・・・？？ｗ

とりあえず前記事の後日談でした。
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2008 年 3 月 31 日 (月曜日)

今年もやってまいりました：千代田のさくらまつり  (3/29)  

多忙で自宅には寝に帰る毎日が続いてしまったが、んなときに限って大きなニュースが連発する

んだもんなあ。イージス艦「あたご」衝突事故、チベット暴動、台湾総統選挙・・・、正直言いたいこ

とは山ほどあるのだが、またの機会にじっくりしよう。

さて、今年もやって来ました桜の季節、3 月 22 日に東京で開花宣言が出たと思ったら次の週末

にはあっという間に満開である。ちょっと気温が低めで肌寒かったものの、やはり今年も靖国の

桜は最高でした。そんなわけで、当施設的靖国神社の桜ベストショットでお楽しみください。
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2008 年 4 月 27 日 (日曜日)

厳戒態勢と組織動員で世界に伝わるものとは？：長野聖火リレー  (4/26)  

さて、北京五輪の聖火リレーである。リレーっつか、ロンドンは障害物競走、パリは騎馬戦、サン

フランシスコはかくれんぼ（爆）、なんか聖火でいろんな競技やってるって話しはある。そして２６

日土曜に聖火リレーはついに日本の長野にやってきた。

聖火リレー騒然、もみあい・小競り合いで４人けが　読売新聞(4/26)
http://www.yomiuri.co.jp/olympic/2008/news/topic/national/news/20080426-OYT1T00442.htm?from=yoltop

今回実はオリジナル取材敢行を当初企んでいた施設長だったが都合がつかず断念した。よって

土曜の午前中はずっとテレビとネットからウオッチさせていただいた。数人の逮捕者とけが人が

出た以外には、幸い大きな事件、事故はなかったようだがそれだけに凄い警備。聖火ランナーを

取り囲む白ジャージ姿は長野県警の警察官、百人で二重の隊列を組みバトンタッチのときは全

員で紡錘陣形で取り囲む。各国の聖火リレーの警備の中でも世界最強クラス、まあそこはさすが

日本の警察。そしてもうひとつ目を引いたのは在日中国人による応援、下記のソースからもわか

るように明らかな組織動員によるもの。中国当局による動員ではないと言ってるようだがさてどう

だったことやら。

聖火リレー：集まった中国人５千人…黄色の腕章は統制役　毎日新聞(4/27)

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080427k0000m040102000c.html

これまで聖火リレーが行われた世界各地で主にチベット問題に関し中国に対する激しい抗議活

動が行われた。それに対抗したいってのはわかるが、数千人の在日中国人と物凄い数の五星紅

旗で外国の聖火リレーコースを埋め尽くし、さながら中国の中国による中国のためだけの聖火リ

レーであるかのような光景。そして物々しい警備。これで一体世界に向けて何を主張したかったと

いうのだろうか。いつも特定アジアさん達には何かと甘い日本のマスメディアだが、日本テレビ系

列で実況していた番組では出演者の中にはさすがにこのような発言が漏れていた。

「果たしてこのような状況で聖火リレーをやることに意味があるのだろうかと思いますね。」

正直同感である。なお、日本でももちろん抗議活動側は組織動員の中国人の数ほどではないも

ののかなりの人数だったようである。スタート地点とゴール地点では抗議側は完全にシャットアウ

ト（中国人側は入れたのにである）でＴＶでは多く写っていなかったが長野駅前周辺ではかなりの

数の人が集まった。まとめ画像が YouTube にあったのでリンクしておく。
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Torch relay 2008 Beijing in Nagano Japan　YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=UOrzBoJUDj4

そもそも日本人は特定アジアの方々とは違いノイジーな抗議活動というのが得意ではないので、

それほどの抗議活動は期待していなかったがそれでもかなりのものである。画像の中でチベット

国旗とは違う水色の旗が見える。これは「東トルキスタン共和国旗」、ちょうどトルコ国旗を水色に

したデザインのように見えるがその通り、現在の新疆ウイグル自治区にあたる場所に居住するト

ルコ系民族による独立運動の旗である。ウイグルでもチベット同様の厳しい状況があるが、世界

各地の聖火リレーの報道映像の中で伝えられたのは長野が初めてだったかもしれない。

185



2008 年 4 月 30 日 (水曜日)

「親日人名辞典」第二次候補リスト発表：韓国メディア報道  (4/29)  

わりと面白いデータがあったようなので記事にしておく。

元ソースは韓国語で以下の文章はそれを２ちゃんねる東アジアニュース＋板の記者が訳したも

のより。

>■安益泰、李元寿、崔承喜など … 親日名簿 4,776 人公開

>～朴正煕元大統領、今度も親日派に分類 …後日「保留名簿」発表予定

>今年８月に出版予定の親日人名辞典に収録される親日派らの第２次名簿が公開された。

>親日人名辞典編纂を推進している民族問題研究所と親日人名辞典編纂委員会は 29 日午前、

記者会見を開いて、親日人名辞典に載せられる親日派 4,776 人の名簿を公開した。

>（訳注：下記別ソースによれば内訳は、売国人士 24 人、受爵・襲爵 138 人、中枢院 335 人、日

本帝国議会議員 11 人、官僚 1207 人、警察 880 人、軍人 387 人、司法 228 人、親日団体 484 人、

宗教界 202 人、文化芸術界 174 人、教育学術界 62 人、言論出版界 44 人、経済界 55 人、地域

有力者 69 人、海外 910 人など。ただし重複あり）

【韓国】「親日人名辞典」第２次候補リスト発表。韓国国歌作曲者の安益泰など 4776 人を指名

（名簿あり）[04/29] ２ちゃんねる東アジアニュース＋

http://news24.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1209449098/

元ソース（韓国語だがWebページ翻訳サイト http://www.excite.co.jp/world/korean/web/などを

使ってだいたいは読むことができる。）：

■安益泰、李元寿、崔承喜など … 親日名簿 4,776 人公開ノーカットニュース（韓国語）

（2008.04.29 13:33）

http://www.cbs.co.kr/Nocut/Show.asp?IDX=814373

安益泰など親日名簿 4776 人発表上記訳注の別ソース、毎日経済（韓国語）（2008.04.29 09:32)

http://news.mk.co.kr/newsRead.php?sc=40000008&year=2008&no=269021

民族問題研究所のサイトにある名簿ファイル（PDF／2.73MB）

http://www.minjok.or.kr/userdata/suurok.pdf

日本統治時代、日本に協力した民族の裏切り者のリストだそうです。親日派とされた人の子孫に

追及の手が及ぶんだか何だか。何とも凄いねこりゃ。しかし今日のツッコミどころはそこではない。

よく見てほしいのはその内訳の部分だ。ええと、日本統治時代の朝鮮出身者のうち、爵位を持つ

に至った人 138 人、衆議院・貴族院の国会議員にまでなった人 11 人、当時の日本政府の官僚だっ

た人 1207 人、日本軍で将校など軍幹部になった人 387 人、警察幹部 880 人、判事・検事など法

曹界の要職についた人 228 人・・・、あの、どーでもいいけどこれ、

どーゆー植民地支配だっつのｗ

名簿の人数その数 4776 人。少なくとも日本統治時代の終わりごろは軍部含めた国家機関の要

職や政治家となる門戸が普通に開かれてて、それら国家機関の指導的立場に昇りつめることが

できた人達なんかがまずこれだけいたってことなわけね。

向こうではこういうリストを見て、誰もそのような素朴な疑問は湧かないのだろうか・・・？
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