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救う会大阪 ＮＯ！民主桜組
米国に原爆投下謝罪を求める会
大阪の公教育を考える会
スパイ防止法の制定を求める会
外国人参政権に反対する会・関西
日教組の違法行為を追及する市民の会
竹島を奪還する会・関西
靖国神社に眠る御霊に感謝する会
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与野党議員６人が漁船で尖閣視察 生
態系への影響指摘も
産経
2012.06.11
沖縄県石垣市の尖閣諸島周辺海域を、民主党
の森岡洋一郎氏、自民党の下村博文氏ら衆院議
員６人が 10
日、漁船で視察した。同諸島・魚
釣島の周りを航行し、灯台や島の地形などを確
認。参加議員から、野生化したヤギが草を食べ
て島全体の裸地化が進むことで、生態系への影
響を憂慮する指摘もあった。

民主党の高邑勉氏は「生態系について早 ロが釣れるなど、すばらしい漁場で
急に上陸調査すべきだ」と述べた。森岡氏 ある事も確認させていただきまし
らが理事を務める衆院決算行政監視委員会 た。しかし、石垣市より片道 ～
6 8
は 11
日、同諸島購入計画を表明した石原 時間、海も荒れる場所でありますの
慎太郎東京都知事や中山義隆石垣市長に参 で、すぐにでも避難港を整備し、携
考人質疑をする予定。視察は、民間団体「頑 帯電話基地などの通信施設の設置を
張れ日本」が地元漁師と実施した「集団漁 していかないと、中々簡単に漁に行
業活動」に同行。都議、石垣市職員、英紙 きにくいという現実も知ることがで
フィナンシャル・タイムズなど海外メディ きました。
アを含め計約
人が９日夜、漁船
また、魚釣島では過去島民が 200
120
14
隻で石垣港を出港した。
人以上住んでいた面影や設置されて
尖閣諸島を視察 いる灯台を確認し、あらためて間違
いなく日本固有の領土であると実感
埼玉県議会鈴木正人議 いたしました。
員のブログより
ただ、魚釣島では野生化した山羊
東京都の石原都知事 が島の草を食い散らかして、島のい
が購入を発表し、その たるところでがけ崩れが起こってい
後寄付金が全国から
るのが気になりました。早急な対応
億円以上も集まっ が必要だと思います。
10
ている、今話題の尖閣
早く東京都が島を購入し、政府は
諸島に自費で視察に行 地権者の意向を尊重しているので、
ってきました。
合法的に上陸出来、島の各地を整備
今回は違法行為とな して、日本人の誰もが釣りやダイビ
らないようグッと我慢 ングなどレジャーも楽しめる場所に
で上陸する事なく、あ していただきたいと思います。
くまでも漁師の見習い
帰りにエンジントラブルに見舞わ
という身分で漁業調査 れ、トータル 21
時間以上に及ぶ漁
も含め、尖閣諸島の北 船の長旅となりましたが、尖閣諸島
小島、南小島、魚釣島 を生で見ることが出来、間違いなく
を海上から視察をさせ 尖閣はわが領土であることを確認出
ていただきました。
来たのでとても感動いたしました。
視察には国会議員 6そして、あらためて我が国固有の領
名、地方議員 名
2 を含 土をしっかりと守らなければならな
む 120
名、 14
隻の大 いと、強く決意をしたところであり
船団で尖閣へ向かいま ます。
した。尖閣海域は、や
政府が弱腰・事なかれ主義でだら
はり海の資源の宝庫で しないのであれば、国民の力、地方
あり、乗船した第一桜 の力で尖閣諸島を守って行きましょ
丸でも、すぐに磯マグ う！
漁師のおっさんではありません。埼玉県議会鈴木正人議員デス！（尖閣を背に）

「M 情報活動報告」編集指針；政治や国際問題、市民活動に全く無縁だった一般の人達に、「おばちゃん語」で政治を届ける

土屋敬之東京都議質問
第 項で、
「武装解除」などを目的とし
9
ています。 13
項にも「全日本軍の無条
件降伏」と明記されており、これを戦後
の言論統制などで「日本国の無条件降
伏」と言い換え、国際法違反の占領地の
法改正、マスコミの検閲、情報操作によ
って、被占領経験のない、日本国民は
「
“心理学定義”のマインドコントロー

正は天皇が発議する」とありますが、その 高な行為であると規定されています。
点ついて、日本共産党の野坂参三議員は
参議院憲法審議会報告ＨＰには、
「国を
年 月
日、憲法改正には「その手 守る権利がある」と明記されています。
21
6 28
続きがなく」更に「国会では修正は出来な 国を守るのは「義務」ではなく「国民の
いと書いてある」のに修正するのはおかし 権利」と言えます。
いと言った趣旨の主張をし、これは、
「宮沢 一方、日本国憲法と言う観点から領土問
も美濃部も、更には民主主義
科学者同 題を考えた時、自衛隊は「迎撃戦」つま
盟もそう言っていて」
、これは「定説」だと り「正当防衛行動」しか取れません。と
発言しています。少なくとも、共産党のこ なると、例えば尖閣が一旦シナ北京政府
の発言は正しい憲法解釈です。付け加えれ に不法占領された「後」では、尖閣の奪
ば、この日の議会で共産党・野坂議員は『防 還は武器使用と戦闘行動対応の制限か
衛戦争は正しい戦争だ』と言い、 月
8 24 らして困難となります。
日の本会議では、
『自衛権を放棄して、民族 領土とそれを守る自衛権など 憲法規

【ウルセェ～共産党】と、一声叫び登壇 ル」の典型例として、洗脳されたのです。 の独立を危うくする』から改正憲法は反対 定は、極めて密接に関連します。交戦権
条にも「占領地 と主張していることを付言しておきます。 がない軍は、世界に例がありません。
初めに、石原知事の憲法発言と領土の問 ハーグの陸戦法規第 43
題に関して、都議会議員として、また、 の現行法を尊重し」とあります。実際、 そもそも、今の憲法解釈も、議員諸氏も官 従って、改正憲法でも、交戦権があるこ
憲法学会会員として、ご所見をお伺い致 憲法学者の宮沢俊義氏は、当初『日本国 僚諸君も、大学で宮沢憲法概説を習ったと とを当然とした上で、国民の崇高な権利
します。知事は、 月
日ワシントン 憲法制定は、日本国民が自発的自主的に 思いますが、「その改正にあたっては基本理 として「国を守る」ことが明記されるこ
4 16
念を逸脱したものは無効」と言うのが、今 とが望ましく、また、例えばスイス憲法
において、また、定例記者会見、産経新 行ったものではない』と発言していま
聞の「日本よ」で、憲法問題に関する極 す。また、美濃部達吉博士も、この憲法 の学会の主流です。こうした論に対峙する のように、保健、介護、環境保護の社会
は『国体、
（つまり日本の国柄）の変更 ために考えられたのが、「 月
めて法理的なご主張をされています。
8 革命説」です。 活動を代替えとして「義務付ける」こと
である』として、審議会でも反対、議会 もし、これが通るとするのなら、憲法の規 も世界の常識です。
この問題は、占領下の昭和 21
年 月
2 3
つまり、国を守る概念は幅広く、国を構
日マッカーサーは、ホイットニー民生局 でも採決の際は欠席し抵抗しています。 定はことごとく無意味になります。
このように、手続きに重大な瑕疵（欠陥） 成する国民にはその権利とそれに付随
長に「マッカーサーノート」を提示、こ 比較憲法学の観点からも、フランスの
年憲法 第 94
条に「占領下の法 があり、それを正当化する説も極めて陳腐 する義務が本来あると言うことです。
れを基本に憲法を「新たに作る」ことを
1946
指示しています。改正に関して、米国政 改正は無効」と書かれています。別にフ なものです。石原知事の憲法についての基 石原知事の憲法無効宣言 領土と国を
本的ご認識は、日本国憲法は憲法として認 守る権利と 憲法の条項に関してご見
府から「日本の統治体制の改革」の命題 ランスのように明文化されていなくて
条の改正条項によらずに 解をお伺いします。（質問①）
が、マッカーサーに出されていることか も、国際法に規定がある以上それは「違 めがたく、第 96
らも、これは形式的意味においては「天 法」と言えます。その国際法を侵犯して、 無効宣言をして排除出来ると言うご見解で 石原知事が「国が何もしない」ので、都
あると拝察しますが、法理論的には当然の が尖閣を買い上げると発言、マスコミな
皇の発議」の形を取ってはいますが、実 銃剣による恫喝と厳重な言論統制のも
質的意味において、法律の専門家もいな とで憲法が違法な手続きのもとに、いわ 結論で、その手続きを省略しての「自主憲 どは産経新聞を除いて 、シナ北京政府
ゆる「改正」され、憲法と同格の「皇室 法制定」は、違法な憲法強制を間接的に認 におもねった内容の記事を書いていま
いＧＨＱ民生局のわずかな人数で作ら
典範」も、憲法第 75
条では、
「異常な めたものであることを指摘しておきます。 すが、国民は十数億を超える浄財を、国
れ、
「日本の自主的な帝国憲法の改正憲
法」と言う虚構の上で、公布されたもの 事態」例えば、摂政を置かなければなら つまり、違法性を排除したうえで、自主的 家を守るために寄付をしています。とこ
であることはその後、公開された資料か ないような事態での「憲法及び皇室典範 な「帝国憲法の改正」手続きこそが、法律 が、フィナンシャルタイムスによれば、
シナ北京政府駐在大使である、買弁資本
改正」は禁じられているにも拘わらず、 の精神に合致していると言えます。
らも明白な事実です。
占領下と言う異常状態で、皇室典範にも 注目すべきは、憲法の復元・改正条項の中 出身の丹羽宇一郎氏は、国民の石原知事
サンフランシスコ講和条約 第一条（ ）
a
『日本の国民
では、昭和 27
年 4
月 28
日までは「戦 不当かつ、重大な干渉があったと言えま で、国を守る権利に関する事項があります。 への圧倒的支持について、
『日本は変わった国』
争状態」にありました。ポツダム宣言は、 す。そもそも、帝国憲法では、「憲法改 世界の多くの国で国を守ることは国民の崇 感情はおかしい』

※ 確定稿に極めて近い文章ですが、確
定稿ではありません。また、文字数の関
係で一部カットしました。スミマセン。

平成
年 第二回定例議会定
24
例議会質問
月
日
6 13
都議会議員 土屋たかゆき
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年にかけて、都議会では 【大学生】とあるのは、民青の影
とまるでシナ北京政府の高官のような発 成 年
9 から 10
「東京の高校生平和の
言をしています。ちなみに民主党 元社会 大議論になりました。文教委員会でも集 響の強い、
党の横路代議士も同席しています。また、 中審議が何度も行われ、つじつまの合わ 集い実行委員」の前歴がある京都
民主党政府は、
『外務省が注意した』と官 ない答弁で、予算凍結、つまり、計画は 大学学生。
房長官が発表していますが、これは明らか 「実質中止」となりました。この経過は、 実は、公平でない証拠があります。
に国益を損ない、多くの国民の尖閣買い上 マスコミが広く取り上げ、朝日新聞では 当時、私は民主党に所属していま
げ支持（都民で９５％）を冒涜する行為で、一面トップで私と川勝平太氏の討論が二 したが、その運動センター幹部か
直截的に言えば「国賊」
「売国奴」と言え 日にわたって掲載、更に「論点」では、 ら『俺たちが送り込んだ公募委員に反
ます。当然即時「罷免」が相当であります。偏向展示指摘の私の論が、約二ページに 対するな』と直接言われました。
このどこが、「公平で公正」なのでし
ょうか？
ですから、公募委員の発言は、追悼か
ら離れて
『東京大空襲に至った侵略戦争』
『回覧板も戦意高揚の政策だ』と言い
たい放題です。
実は、この審議会とは別に企画会社の
中に「秘密の委員会」がありました。
この委員会の存在が判明したのは担当
課長が説明の折に、「うっかり」資料
を忘れて行ったからです。この「秘密
の委員会」は、どんな資料にもありま
せん。
企画会社の中に作ったと言い逃れをし
ていますが、実は、いろいろな資料からこ
こで「展示の核心を計画した」ことが分か
りました。もちろん都庁職員も参加してい
ます。
生活文化局は、今も、言い逃れに終始して
いますが、都庁官僚諸君は、人権週間にサ
ヨク講師を招聘し、『天皇が死んだら祝杯
をあげよう』と発言した講師の選定も問題
がないと言い張り、都立西校のゴミ捨て場
の後ろに国旗掲揚塔が建設されているの
も、巡回する指導主事が意図的に見逃して
いるさまは、曲学阿世（学問を曲げて世を
惑わす）や浅学非才（学問が浅く才能がな
い）を通り越し、無知蒙昧、サヨク小児病
罹患と認定出来ます。
知事の尖閣への執念、また、こうし売国奴 渡って紹介されました。ところが、 10
外交官の暗躍にどのようなお考えをお持 年以上経過した頃から、建設推進の陳情
ちなのか、お伺いします。
が出るようになり、過日は、都議会議員
質問② 次に、いわゆる「東京都平和祈念 へのアンケート調査が実施されています
館」問題について、都民的ディベートを提 このような計画は、大概「審議会」が作
案します。これは、平成 年
9 に私が当選し られます。前回もそうでした。ところが、
て直後の第四回定例議会の前に、私が調査 座長を含めてトップ三人は、揃いに揃っ
の結果発見したサヨクと生活文化局ぐる て「空襲容認史観」や「自虐史観」です。
みの陰湿な策謀です。当初、昭和 20
年 3
座長は、この「平和祈念館」問題が議会
『議会
月 10
日の東京大空襲で亡くなった 10
万 で議論になっていることを知って、
余の人たちを追悼する施設の建設計画で で議論になろうとなるまいと、議会での
した。当選直後の平成 年、多量の資料を 議論を建設委員会の中に持ち込まない
9
精査して見ると、追悼とは名ばかりで、展 と言うのが私の考えです』と平成 年
9
月 14
日の委員会で発言しています。
示計画の 分の が追悼、後は、
「東京は 11
7
1
軍事都市だったから爆撃された」
「日本の 知事の私的諮問機関に過ぎない委員会の
加害責任の追及」などで、 分の が占め 座長が、都議会の二元代表制を無視した
7
6
主張です。
られています。
質問の過程で局は、
『都議会議員の皆さん 生活文化局は、この偏った人選について、
にも参加をしていただいて』とその正当性 「適正に選んだ」と言い張りました。今
を強調していましたが、先日、野田かずさ も言っています。更に、一般公募と称す
都議が、
「江戸から東京へ」の偏向を追及 る民間人が 名
その
「審
5 参加しています。
した時も、教育庁は『文教委員会の先生方 査」で選ばれた人の本当の仕事は、
「日本原水爆被
にはゲラを配っています』と抗弁していま 【団体役員】とあるのは、
す。
「配布」することが、
「同意した」と 認 害者団体協議会事務局次長、平和博物館
識しているとするのなら、とんでもない を創る会 編集委員」【中学教師】とは「教
職員組合の教文部長」
法感覚を持った人間と言えます。
※「早くしないと時間がね～～ぞ！」と 【主婦】とは、社民系の「日本婦人会議
常任委員」社民系で作る「東京平和運動
叫ぶ声あり・・・声の主は慎太郎！！
何故、
「今、この話題が」と「不思議に思 センター代表幹事」
われる議員諸氏もいる」でしょうが、平 【会社員】とは、「反核家族新聞発行人」
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やまと新聞提供

年の間、私は、同志と共にこれらを摘
15
発して来ましたが、局から、私たちに報
告があった事例はゼロです。
これを考えると橋下大阪市長の公務員制
度改革を「東京でもやる必要がある」と
多くの都民は考えるでしょう。
ゲーテは『最も民族的なものこそ、最も
国際的』と言いました。また、歴史学者
トインビーは『１２才頃までに自国の神
話を教えられていない民族は滅びる』と、
またリンカーンは『国民は記憶の糸でつ
ながっている』と言っています。
その「民族の歴史の糸」を偏頗的で稚拙
な政治的なアジテーション史観で、踏み
にじっているのが今日の教育やサヨクの
歴史捏造です。
この問題についても、石原知事のご見識
をお伺いしまして、私の質問とします。
（質問③）

知事 石(原慎太郎君 )
土屋たかゆき議員の一般質問にお答え
いたします。まず、憲法についてであ
りますが、現日本の憲法なる怪しげな
法律体系の非常に矛盾に満ちたといい
ますか、ゆがんだ成立の過程に対する
あなたのご指摘は全く正しいと思いま
す。それを証明する資料はたくさんあ
ります。大事なことは、私たちがどう
いう形で降伏したかということを思い
返す必要がある。
ドイツも日本に先んじて数カ月前に降
伏しましたが、ドイツと日本の降伏の
形は違うんです。ドイツは、勝ったり
負けたりした過去の戦争の体験がヨー
ロッパでありますから、非常に大事な
ことを連合軍にいいました。それは、
我々が降伏した後の国を立て直すため
の基本法の憲法は、私たち自身がつく
る。もう一つは、戦後の教育の体系は
私たちがつくる。一切外国の干渉は受
けない。それが許容されないなら、私
たちは降伏をしないといい渡して、連
合軍もそれをのんで、ドイツは降伏し
ました。
日本の場合はどうなんでしょうか。無
条件降伏と称しているのは、マッカー
サーの演説でありますけれども、いず
れにしろ、私は残念ながら、そういう
強い注文はつけずに、一種の敗戦とい
う処女体験をしたわけでありますが、
ともかく、この憲法が占領軍が占領し
ている地域というものを支配するため
の一つの基本法でありまして、それ以
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石原慎太郎知事答弁
外の何物でもない。こういった、要す
るに占領軍が占領地域を支配するため
につくった法律というものを、占領を
受けていた地域というものが独立を果
たし、国家として成立し直したときに、
これを直さなかった事例というのは、
私は、世界の歴史を眺めてどこにもな
いんです。どこにもないんです。
つまり、いろんな法律、いろんなもの
を引用する人がいますけれども、一番
大事なことは、歴史というものを眺め
てみて、歴史というものを通じた戦い
の後も、いろいろ複雑ないきさつがあ
るでしょうけど、そういったものを支
配してきた歴史の原理というものがあ
る。そういうものを照らしてみても、
今の憲法というものを私たちは何でこ
こまで墨守してきたか、私は本当に許
せないし、考えられない。これは、法
律の歴史学者に聞いてみても、こうい
う事例は全く世界にない。ないことを
日本人は唯一やってきた。本当に見事
にマインドコントロールされたんだと
思います。
私の親友でありました村松剛君は、カ
ナダの客員教授で二年ほど行っており
まして、帰ってくる途中に近くのニュ
ーヨークに寄って、アメリカの代表的
な新聞でありますニューヨークタイム
ズの日本が降伏したときとドイツが降
伏したときのエディトリアル、論説を、
社説をコピーして持ってきてくれまし
た。
ドイツの場合には、これは非常に優秀

な民族なんですね。ナチスのドイツに
よって道を間違ったが、彼らは必ず国
を再建するだろう。この優秀な民族の
再建のため、私たちはあらゆる手だて
を講ずるとともに、援助をしようと。
残念ながら、戦後、ドイツは分割され
ましたが、統一されましたが、そうい
うことで、アメリカを含めた連合軍は
ドイツの復興に協力した。
日本の場合はがらっと違うんです。全
然違うんです。漫画が添えられていま
して、その漫画は、この建物の半分ぐ
らいあるような巨大な化け物がひっく
り返って、ナマズに似た、クジラに近
いような大きな化け物ですが、そのあ
んぐりあいた巨大な口の中に、ヘルメ
ットをかぶったアメリカの兵隊が三人
入って、やっとこでそのきばを抜いて
いる。
論説には、この見にくくて危険な怪物
は倒れはしたが、まだ生きている。我々
は世界の平和のために、アメリカの安
全のために、徹底してこれを解体しな
くちゃならぬということで、実はアメ
リカの投資が始まった。そのために、
一つの手だてとして今の憲法がつくら
れた。
それは、私はなぜか知らぬけど、とに
かく今まで墨守してきたわけでありま
して、この憲法というのは間違った点、
汚点、マイナスがたくさんありますが、
こ れ を改 正な ど する 必要 はな い んで
す。改正なんかを唱えているから時間
がかかるんです。これはしっかりした
政権ができれば、その最高責任者は、
とにかく国民の一番の代表として、こ
の憲法は認められないと、歴史に例が
ないと。ゆえに、私たちはこれを要す
るに捨てる、廃棄する。

廃棄という言葉が強いんだったら、ど
うもそぐわないカップルが、このまま
いくと、決して幸せになれないから、
私はこの女性と別れます、私はこの男
と別れます。この憲法から別れたらい
いんですよ。その判断をすればよろし
い。国民はそれを必ず是とするでしょ
う。いろんなマイナスがあるんですか
ら。
ということでありまして、私は、集団
的自衛権も含めて、世界じゅうが共同
していろんな外敵というものを防ぎ、
テロを防ごうとしているときに、その
協力に積極的に参加できない国という
のは尊敬されるわけがない。インド洋
での給油作戦を小沢何がしが早くやめ
ろと、そういう話をしましたが、ああ
いうばかな指導者というのは、ああい
うことをいって、国もそれに従うとい
うことのめんようさというものは、世
界は本当にひんしゅくしていると思い
ますけれども、そういう点で、私は全
く今の憲法を評価しませんし、評価す
るしないじゃなしに、非常に害がある
と思うし、国家の安危というものを損
ないかねないと私は思いますから、皆
さんがもう一回憲法を読んでみて、こ
の 中 に読 んだ 人 は余 りい ない で しよ
う。いないと思いますよ。あの前文に、
日本語としての間違いが三つも四つも
ありますよ。とにかく、精読すればわ
かることです。こんな憲法を拝受して
いる国家というのは、今まで見たこと
ない。ですから、私たちは、この憲法
と手を切って別れればよろしい。それ
だけの価値しかない。私はそう信じて
おります。
次いで、尖閣購入の決意と、これに関
する丹羽というあほみたいな大使の発

言でありますが、あんなものを伊藤忠
ですか、一番シナとの交易に大いに実
績を上げている会社の社長ですが、と
にかく大使にしたとき、送り込む政府
というのは、私、気が知れないんだけ
れども、非常に危険な人事だと思いま
すね。それが結局、今度、発覚したわ
けです。いずれにしろ、なぜ尖閣を購
入したかといえば、これは土屋議員が
指摘された国を守る権利というものを
国が行わないから、都がかわりにやっ
ただけの話で、ありまして、だから、
これだけの多くの方々は献金という行
動を通じて賛意を評してくださってい
る。
いずれにしろ、シナの覇権主義という
のはとどまるところがなくて、私はダ
ライ・ラマと非常に親しい仲ですけれ
ども、外務省はとにかくダライ・ラマ
が来るたびに牽制して、私に会わせな
い。ダライ・ラマもはばかつて、迷惑
かけてはいかぬというので会いに来ま
せんが、私はやっぱりこの日本を第二
のチベットにしてはいけないと思いま
すね。
そ ういう こと を私た ちは銘 記し た上
で、この尖閣の問題をこれから考えて
いきたいと思います。
とにかく、何を考えているか知りませ
んが、シナは中古になった航空母艦を
ロシアから買い込んで、何のつもりか
知りません。浮かべてますけど、あん
な ものは 世界 の失笑 を買っ てる だけ
で、海上における戦略の展開に何の役
にも立たない。何の役にも立たない。
そんなことを私は知った上で、彼のデ
モンストレーションに幻惑される必要
はないと思います。
それで、何度も申し上げてきたことで
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すけど、私はこのままでいくと、下手
をすると、日本はアメリカの属国から
転じて、中国の属国になる、シナの属
国になる。アメリカの「ニューズウィ
ーク」という雑誌に、あるとき表紙に
国旗がかかれてました。今さら何で日
本版の「ニューズウィーク」にアメリ
カ の 国旗 がか い てあ るの かと 思 った
ら、最後のちっちゃな星は、小さな日
の丸でしたが、下手をするとそのうち
に、シナの国旗の六番目の星は、五星
紅旗の六番目の星は、小さな日の丸に
なるかもしれぬ。私はそれを絶対に好
まないし、私たちは子孫のために今す
べきことをして、せめて、とにかくみ
ん な の手 で尖 閣 を守 ろう とい う こと
で、今度の挙に出ました。
次いで、東京平和祈念館についてであ
りますが、これは、今まで歴史認識や
展示内容の内容をめぐって、議会でも
さまざまな議論がなされて、当時の予
算に付された都議会の合意を得た上で
実施するということなど、付帯決議は
まことに妥当でありまして、その重み
を十分認識しております。
おかしな話で、広島の原爆の慰霊碑に
「過ちは繰返しませぬ。」これ、一体主
語は何なんですか。どう考えたってこ
れは日本人じゃなく、オッペンハイマ
ーという天才的な科学者、この人が原
爆をつくった。オッベンハイマーの評
伝というのを読みましたが、彼は広島
の惨劇を目にして、日本にざんげして
後悔して、その後、それをずっと演緯
した水爆の製造に同意せずに、結局、
マッカーシーによって罷免されたよう
な、一時は、要するに、裏切り者とさ
れて、結局、ケネディがそれを復権さ
せたんですけれども、そのオッペンハ

イマーは、自分がつくった原子爆弾と
いうものがいかに効果があって、いか
に多くの人を一方的に殺りくしたか。
あの瞬間にして殺された被害者という
のは数十万ですけれども、九九 非
%戦
闘員ですよ。これは明らかにジュネー
ブ協定違反ですが、その他のことをア
メリカは堂々とやってきた。
この記念碑の対象になっている東京の
大空襲にしたって、あれはもはや高射
砲が届かないぐらいの航空というもの
が飛ぶようになった B29という一種
の新兵器というものが制空権をなくし
た日本の空で、超低空、三百メートル
の低空で、とにかく焼夷弾をばらまい
て、非戦闘員を一晩にして東京では十
万殺した。名古屋でも同じことをやり
ましたが、これをとがめた岡田ハジメ
と し づ当 時の 中 部軍 官軍 の総 司 令官
が、パラシュートでおりてきたアメリ
カの
の操縦士を処刑した。これは
B29
結局 B
級戦犯で一方的に裁かれて、抵
抗の余地もなく死刑にされましたが、
こういった事例を私たちはもう一回思
い返したらいい。しかも、ルメイとい
うのは、彼は航空の総司令官ですけれ
ども、東京の大空襲を参謀たちは反対
したのに、おれは日本が嫌いだ、日本
人が嫌いだ、あの汚い国を焼いてきれ
いにするんだといって強行した。その
ルメイに日本はおかしなことに、空軍
自衛隊、航空自衛隊の創設に功があっ
たというので勲章をやるんですが、こ
んなばかげた国というのは、私は世界
にないと思いますけれども、そういう
ことも思い起こして、この平和記念館
な る もの のこ れ から の存 続に つ いて
は、私たち、しっかりと物を考えた方
がいいと思います。終わります。

私立校が国旗・国歌を教え
ない理由

産經ニュース
2012.5.12 21:00

私立男子校御三家の一つ、麻布中学・
高校（東京都港区）校長の「国旗・国歌
発言」が話題を呼んでいる。
麻布の氷上信広校長は小学館のニュー
スサイト「ＮＥＷＳポストセブン」で、
卒業式や入学式での国旗掲揚・国歌斉唱
について「私立校は関係がありません」
と断言。今後も国旗掲揚・国歌斉唱を行
わないと強調している。
大きな勘違いをしているようだ。私立
学校は学校教育法１条で定められた「学
校」であり、都道府県の設置認可を受け、
国や都道府県から多額の助成金を受けて
いる公教育の機関だ。学習指導要領を守
る義務がある。
文部省は平成７年、私立小・中・高の
国旗・国歌実施状況の調査を初めて行っ
た。国旗掲揚は小学校の卒業式で６５．
４％、国歌斉唱は小学校の入学式で４２．
３％などと極めて低い数字だった。文部
省・文部科学省はこれ以降一度も調査し
ていない。麻布の校長が「関係ない」と
うそぶく背景にはこうした文科省の無策
がある。
私学関係者の間では国旗掲揚・国歌斉
唱を行わない根拠として、ある国会答弁
がもてはやされてきた。
指導要領は「入学式や卒業式などにお
いては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚
するとともに、国歌を斉唱するよう指導
するものとする」と定めているが、「指
導する」ではなく「指導するものとする」
という変な日本語になっていることにつ
いて、
《７頁４段中程へ→》

月
1 吉日

日本最古の書物である古事記や日本書
紀の中の神話に記されていますように、
天孫降臨によって神の国として誕生し
て以来、二千有余年の長きにわたって、
一度も途切れることなく皇祖である天
皇家と国民が一体となって、美しい国柄
の国を建設してきました。その日本が掲
げた建国の理想は、世界の国々が共に仲
良く調和して暮らしていくことを願っ
た「八紘一宇」の精神と、各々の国がそ
れぞれの歴史・文化の下で独自の個性を
発揮して、世界が永遠に発展し続けるこ
とでした。
世紀に入り、物質・機械文明に成
20
功した白色人種の西洋諸国は、有色人種
のアジア・アフリカを未開拓の地と考
え、これを力で植民地化していきまし
た。アジアがことごとく植民化されてい
く中で、有色人種の国としては唯一日本
だけが完全に独立を守り抜きました。そ
の裏には国難に対して勇敢に立ち上が
ったサムライたちの活躍があり、冷静で
大胆な発想で明治維新を成し遂げ、外国
の進んだ技術を取り入れて目覚ましい
近代化を遂げました。その過程で見せた
日本人の冷静さ、自制心、礼儀正しさ、
逆境に負けない精神が世界の国々を驚
かせました。
しかし、日本が頭を伸ばしてくること
を良しとしない白色人種の国々は、アメ
リカを中心として日本を孤立化させ、戦
争への道へと誘い出しました。資源の無
い日本は存亡の危機に追い込まれ、やむ
なく自衛のための戦争を決意して、国民

福井大学大学院 工学研究科 教授 荒木 睦大

年
24

日本の教育を考える
教育者ネットワーク趣旨書
平成

昨 今 の 全 国 ニ ュ ース で 毎 日の よ う報 道
される子供に関連した異常な事件の
数々、不登校、学級崩壊、いじめ、フリ
ーターやニートの増加など、この十数年
間に子供に関するさまざまな問題が顕在
化してきました。また、全体的に見まし
ても、将来日本を担っていく若者の勉学
意欲の低下、人間関係のマナーの欠如な
どが、近年特に目立ってきているように
感じられます。
「祖国日本に対する思い・
誇り」も、他の国の子供と比べると明ら
かに希薄であり、日本の国の歴史や文化、
国柄について、日本の国旗「日の丸」や
国歌「君が代」の意味についても、きち
んと答えられない学生の方が多いように
思います。このままでは日本の子供たち
は自信を持って世界に羽ばたいていくこ
とが難しいように思います。一体どうし
てこのような事態になってしまったので
しょうか？
日本の国は元来、温暖な気候と四季
折々の美しい風土に恵まれ、素晴らしい
神話・歴史、言葉、文化、伝統等を持つ
尊い国柄として、世界中の人々から称賛
されてきました。人々は天を敬い、その
恵みに感謝し、互いに慈しみあい睦み合
って暮らしてきました。
「人が見ていなく
てもお天道さまが見ている。
」正直である
こと、勤勉であることをよしとして、自
らを律して生きてきました。
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が一丸となって立ち上がり、世界を相手
に 年
3 ケ
8 月間、勇敢に最後まで戦い抜
きました。今回の戦いで、日本は敗れは
しましたが、有色人種の植民地の国々が
次々と白色人種の国々から自主的に独立
を果たす結果となり、アジア全体から見
れば勝利したことになります。日本はあ
くまでも自存自衛のために戦ったのであ
り、国民として誇りこそあれ、何ら恥ず
べきところはありません。むしろ、アジ
アの国々から多大な尊敬と感謝をいただ
いているところです。
ところが、日本が敗戦したことによっ
て 、アメ リカは 巧妙な 占領政 策、「 ウオ
ー・ギルト・インフォメーション・プロ
グラム」（宣伝計画）および、「極東軍事
裁判（通称、東京裁判）
」等により、日本
が将来にわたって 度
2 と連合国に刃向う
ことがないように「日本を骨抜きにする」
べく、国民を洗脳していきました。その
ため、国民はこれを正しいものとして教
え込まされて、戦前の日本の尊い国柄を
支えてきたものを全て捨て去り、日本国
体の根幹をなす憲法や教育など大切なも
のが、根底から否定されていきました。
そしてアメリカのもくろみ通り、日本
はアメリカ流の物質的な豊かさに目を奪
われて、日本が世界に誇る尊い建国の精
神を忘れさせられてしまいました。教育
現場では、国の成り立ちや国柄、国旗、
国歌に対する教育など、他の国では特に
重要視されているようなことが教えられ
なくなりました。子供たちは日本の国柄
や、国を守ってきた先人たちの思いを知
る機会も与えられず、自国を愛する気持
ちが芽生えなくて当然の環境の中で育て
られることになりました。
教育荒廃が進んだイギリスがサッチャ
ー政権下で取り組んだのが極端な自虐史

の問題であり、子供たちには誇りある歴
史教育を行い、イギリス国民としてのア
イデンティティと国家への帰属意識、忠
誠心を育む教育を導入して教育再生に寄
与したといいますが、自国の象徴である
国旗や国歌の大事さを忘れ、自国への誇
りを失ってしまった現在の日本民族はま
さに、危機的状態にあると言えます。
このような事態を解決し、建国以来の
美 し い 日 本の 心 と 国柄 を 取 り戻 す ため
に、（１）正しい教科書の作成と、（２）
子供たちに正しく教育していく教育者が
必要と考えます。
（１）につきましては、
中等教育で用いる「日本教育再生機構」
の歴史・公民・道徳の教科書があります
し、順次他の教科及び初等・高等教育へ
と拡張していく計画であります。しかし、
（２）に至っては、現在ほとんど手が付
けられていない状況にあり、正しい教育
を行っていく教育者のネットワークつく
りが急務と考えます。
そこで、このような日本の教育を考え
る 教 育 者 ネッ ト ワ ーク を 早 急に 立 ち上
げ、正しい日本の教育を遂行していくた
めの準備を進めていきたいと思います。
その主な活動としましては、ネットワ
ークを通して、次のような活動を行って
行きたいと考えています。
１ 国旗 祝日や記念日の「日の丸」の
掲揚
２ 国歌「君が代」の斉唱
３ 日本人が学ぶ歴史とは
４ 日本民族の誇りを取り戻すために
５ その他
また、上記ネットワークの立ち上げ準
備のために次の組織を定める。
（Ⅰ） 本部事務局を下記に置く。
〒 910-0067福井県福井市新田塚
2
丁目 46-10荒木 睦大（自宅）

く、自分を育ててくれた両親に感謝し、
電話 &Fax
： 0776-97-6875
メール： chikahiroaraki@yahoo.co.jp 家族を慈しみ、ふるさとを愛し、祖国を
（Ⅱ） 当教育者ネットワークの専用ブ 大切に思い、そのお役に立ちたい、その
ログを立ち上げ、会員相互の連絡、意見 た め に 自 分 の 精 一 杯 を 差 し 出 し た い と
いう気持ちです。他のどの国の子供たち
交換、広報活動を行っていく。
も当たり前のようにもっています。日本
平成 24
年 月
日
4 28
にやってくる留学生をみていても、日本
福井大学大学院 工学研究科 教授
日本の教育を考える教育者ネットワーク の学生にない「祖国」への意識を感じま
す。「自分は両親を、祖国を背負ってい
代表
荒木 睦大
～～～～～～～～～～～～～～～～～～ るのだから、こちらで少々つらいことが
各大学の大学長宛にお送りした文例を、 あっても負けられないんだ」とすがすが
しく語ってくれます。果たしてこれで日
ご参考までにお送りします。
メールと郵送で全国の国公立大学約 170 本 の 若 者 は 世 界 の 若 者 と 同 じ 土 俵 で や
っていけるのだろうか、と。
校近くお送りました。
私の専門は人間の知的な処理の 一つ
----------------------------------である「言葉」の解析や翻訳などを、人
〇〇〇大学長
工的にコンピュータで実現しようとい
××××先生
うものです。「鉄腕アトム」のような心
やしいロボットを実現することを目指
した研究です。民営化の動きと家庭の事
情により、 14
年勤めたＮＴＴ（元電電
公社）の研究所をやめ、自分の故郷の福
井に戻りました。母校の若き学生たちと
一緒に熱き想いで研究を続けてきまし
た。母校に誇りと自信を持ってもらいた
いと願ってきました。
最近では、「脳・ことば・こころ」と
いう共通教育授業での形で工業系の学
生だけでなく、教育学部の学生も加わっ
て楽しく学ばせて頂いています。授業の
余談の中で、私から今の日本の若者たち
へのメッセージとしていろんな話をさ
せて頂いていますが、授業の本筋以上に
反応があるのは驚きであると共に、ひそ
かに喜んでいます。今回はその中でも極
端な自虐史の問題を考えるという意味
で「凛として愛」というビデオとそれに
対しての学生の感想文を中心にご紹介
させていただきたきたく、冊子を作成い
謹啓
大寒の候、学長先生はじめ大学関係の
皆様には、益々ご健勝にてご活躍のこと
とお慶び申し上げます。
私は福井大学大学院・工学研究科・知
能システム工学専攻・教授の荒木睦大と
申します。突然にご連絡を差し上げる無
礼をお許しください。
私 は ごく 普通 の 一地 方の 大学 教員 で
す。いつのころからか、日本の子供たち
の顔から、笑顔、あどけなさ、誠実さが
消えうせてきたように感じるのは私だけ
でしょうか。学問の最高学府である大学
に希望を持って入学してきた学生が、自
国に誇りを持てず、自分の将来に希望と
勇 気を持 てない 現状を 目の当た りに し
て、
「日本の現状はまさに危機的」と感じ
ています。
今 の 日 本 人 に か けて い る もの を 一言 で
表現するなら「愛国心」だと思います。
愛国心と言っても何も特別なものではな
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たしました。
私も今年で 63
歳、春には 人
4 目の孫
も 生 ま れ ます 。 こ れま で 自 らの 思 いを
堂々と言わなかった場面もたくさんあり
ましたが、命をかけて日本を守ろうとし
た先人やこれからの日本の子供たちのこ
とを思うと、やはり今言わずにはいれれ
ません。日本の子供たちに「自分の国を
愛せる人」になってほしい。真の国際人
は、
「日本のことば・歴史・文化をしっか
りと理解し、自分の国に誇りをもってい
る」ことが大前提です。自分の国を大切
にできてはじめて相手の国を大切にでき
るのだと思います。資源の少ない国、日
本の宝は子供であり、その教育に携わる
人間として、私も自分を育ててくれた両
親や恩師、ふるさと、祖国への恩返しと
して、何かできないだろうかという思い
で奮起しました。
先人たちのたゆまぬ努力があって今の
私たちが生かされ、今の日本があります。
その日本が行き詰っていると少しでも感
じておられるのなら、子供や孫たちの為
に、今こそ日本の教育を考え直しません
か。今なら、まだ間に合います。そう信
じています。
月 16
日（月）に福井大学長・福田
1
優先生に、
「凛として愛」のＤＶＤと、学
生 の 感 想 文の 冊 子 を持 っ て 上が り まし
た。学長先生には事前にビデオを差し上
げていましたので内容はよくご存知でし
た。個人的な活動に対し、
「熱心ですね」
と言われ、すぐに冊子の学生の感想文を
読まれて、ほとんどの学生がＤＶＤの内
容をプラス（昔の日本人にありがとうと
言いたい、自分たちも精一杯頑張ってい
きたいなど）にとらえて書いていること
に驚きとともに感心しておられるご様子
でした。
「ゆっくりと読ませてもらいま

す」とお礼を言われました。
「これを全国
の大学に配布させていただいています」
と言わせていただきました。
本来ならば、大学に直接お伺いしてお
話をさせて頂きたいところですが、全国
の大学にお伺いするには時間もかかり、
また、郵送ではなく直接お会いしてその
当たりの思いを直にお伝えさせていただ
きたく思いまして、今回の趣旨に賛同く
ださった知人にお願いして、私の代理で
学長様にもって上がらせていただきたく
思います。
お忙しいところ恐縮ですが、ＤＶＤと
冊子をお受け取り頂ければ最高に幸せで
す。
よろしくお願い申し上げます。
学長先生をはじめ大学関係各位の一
層のご活躍をお祈りいたします。

謹白

平成 24
年 月
1 吉日
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《→ ５頁末尾より》
平成元年６月２０日の参院文教委員会で
西岡武夫文相は次のように答えている。
「国公立の特に義務教育の場と私立の
義務教育の場におきましてはそれぞれ若
干、例えば入学式や卒業式等のありよう
が異なる場合がある」「その場合には、
やはりそういう強制ということは行わな
い場合がある、その含みを持たせて『す
るものとする』というふうに決定をした
というのがその真相でございます」
「するものとする」は、私学はしなく
ていいというメッセージだという。
反日教育をしている朝鮮学校の授業料
を日本国民の税金で負担するかどうか議
論になっているが、日本人が通う私立学
校の在り方のほうが大問題だ。
《 10
頁４段中程へ→》

私が受けた対日「
友好」
工作
主権回復を目指す会代表 西村修平

小島 西村さんは「主権回復を目指す
会」」代表として、日本の脅威となってい
る中国、あるいは国内の親中国派に対し
て厳しい目を向けられています。しかし、
学 生時代 は日中 友好協 会に所属 して い
て、一九七二年には学生訪中団の一員と
して文化大革命さなかの中国を訪問する
という経験もされています。きょうは現
在の活動とは切り離して、中国共産党の
対日工作の一端を活字として残しておく
ために当時の話をうかがいます。協会に
入った経緯から教えていただけますか。
西村 僕が高校生だった一九六八年に
フランスの「五月革命」が起きました。
その主役だった学生たちが思想的影響を
受けていたのが毛沢東で、彼の思想が非
常に脚光を浴びたんですね。当時は秋田
に住んでいましたが、東京教育大学で学
生運動の渦中にいたすぐ上の兄やその友
人たちが夏休みに遊びに来る。そして彼
らの話を聞いて、毛沢東思想に目覚めて
行ったわけです。
小島 お兄さんの影響で、協会に入っ
た。
西村 大学が神田神保町の近くで、中
国の本や左翼的な本が目に付くような環

境で学生たちの多くが全共闘運動に首
【
『別冊正論』
１５より許可を受け転載】
この論文は、西村氏が『正論』に寄稿した を突っ込んだのと同じです。一九七〇年
原稿の『正論』
による推敲前の原稿です。 に専修大学に入学し、毛沢東の本の読書
------------------------------ 会 の よ う な 活 動 を し て 七 一 年 に 協 会 に
入りました。
友好協会正統本部の資金力
小島 具体的にどうやって日中友好
協会に入ったんですか。
西村 機関紙「日本と中国」などに会
員募集が出ていて、中国の詳細がわかる
だろうかという気持ちで入りました。訪
中団は七二年の春先、中国に行きたい人
はいるか？と募集がありました。
小島 そして、七二年八月に中国に行
かれたわけですか。
西村 約六十人の学生訪中団でした。
往復の飛行機運賃十四万円は自己負担
だという説明だったのに、僕以外は飛行
機代を工面できず、日中友好協会からお
金を出してもらっていました。当時、日
立製作所に勤めていた高校の同級生の
月給が約二万円でしたから、いまでいう
と五十万円くらいの感覚でしょうか。僕
は大学で苦労してカンパを集めたのに、
みんな協会から出してもらったと聞い
て腹が立ちました。
小島 協会は資金力がありますね。協会
について説明してください。
西村 もともと日中友好協会は日本
共産党が牛耳っていましたが、党内には
当時、議会政治を通して共産主義革命を
実現するのか、それとも暴力革命をやっ
ていくのかという路線闘争があり、
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一九六六年に始まった中国の文化大革命 訪中時の北京飯店（ホテル）でした。銀
の評価をめぐって協会も分裂しました。 の食器で、メインディッシュにサーロイ
私が入ったのは親中共派、文革を支持し ンステーキも食べました。豪華な鯉の唐
た暴力革命支持派だった左派グループの 揚げも。当時の北京飯店は迎賓館でした
ほうです。「日中友好協会（正統）」とか から、国賓扱いだったんでしょう。学生
三～四人に通訳が一人ついて言葉にはま
正統本部と呼んでいました。
中国は対日交流関係を日中友好協会に ったく不自由しなかったし、医師もずっ
丸投げしていましたから、中国と何らか と同行していました。三食付いて、洗濯
の交流をしようとすると、我々の正統本 も全部中国側がしてくれました。出かけ
部を通さないと交流ができなかった。当 ている間にパンツまで全部洗ってくれる
。考えられないでしょ。至れり尽く
時、中国と貿易する会社は「日中友好商 （笑）
社」と呼ばれていました。これらの会社 せりです。そういえば北京郊外の解放軍
は中国共産党と直結していて、輸入した の基地で、小銃の射撃体験もしましたよ。
小島 えっ。それは革命兵士としての
品物を日本で売る。協会は、その販売の
手伝いをしていて、私も各地の公民館な 訓練ですか？
西 村 そん な 大 それ た も んじ ゃ ない
どで開かれる物産展の手伝いなんかをし
。観光ツアーに付いている体験会
ました。だけど、代金は中国側に支払わ （笑い）
ないんです。そして日本での販売利益が、 みたいな感覚でしたよ。五、六発撃った
協会の活動や、友好商社のなんらかの政 かなあ。目の前で迫撃砲の訓練も見まし
治的活動の資金になっていたのだろうと たが、一〇〇〇メートル位先でも、毎日
訓練しているから当たるんだね。自動小
思います。
正統本部は自前のビルがあって、専属 銃、重機関砲の一二．七ミリ機関銃を撃
職員も二十人人以上いた。さらに、その ったのも見たな。それと戦車と戦車砲も
傘下組織として日本共産党から分裂した 見ました。火炎放射器も。
小島 その歓迎ぶりが逆に怖くなかっ
山口県の日本共産党（左派）中央委員会
も抱えていました。確かに資金力はあり たですか。
西村 子供だからそんなことは考えな
ましたね。
い。バスでどこに行っても地元の人たち
が手を振って歓迎してくれて、
「日本人は
大事にされてるんだ。中国は、こんなに
日本との友好を望んでるんだ」と思って
しまいますよ。彼らは動員されているだ
けなのにね。ただ、僕たちが豪勢な歓待
を受ける一方で、中国国民はものすごく
貧しかったことに違和感もありました。
みんな擦り切れた人民服を着ているし、
瀋陽の人民公社の果樹園では火の見櫓の
ような高い塔に、泥棒の見張り役がいま
した。
「社会主義国には、泥棒はいるの」

スタッフが下着まで洗濯
小島 訪中の様子を聞かせて下さい。
西村 羽田からルフトハンザ航空で香
港へ。そこから列車で深圳まで行きまし
た。滞在した都市は広州、
、北京、瀋陽、
鞍山、撫順。瀋陽と北京にはそれぞれ二
週間ぐらい滞在して、その間いろんな革
命の遺跡などを回って、毛沢東の生まれ
た広州近くの韶山にも行きました。
僕が生まれてはじめてフランス料理
のフルコースを最初に食べたのは、この
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か」と内心、衝撃をうけました。
小島 社会主義国は「地上の楽園」だ
と信じていたわけですね。北朝鮮や日本
国内の親北派もそんな虚偽宣伝をしてい
ました。
西村 そうそう（笑い）
。僕が育った秋
田の農家とは比べものにならないほど貧
しかったのにはショックを受けた。「先進
的だ」という工場も、僕が高校時代アル
バイトをしていた日本の工場とは比べも
のにならないほど設備が貧相でした。
小島 中国側からすれば、せっかく招
待したのに、そんな実態を知られては逆
効果ではないですか。
西村 いや、僕は「おかしいな」と思
ったけれど、他の人は違いますよ。とに
かく朝起きてから夜寝るまで、何から何
まで親身になって、中共側が「蝶よ花よ」
と接待してくれるわけです。彼らとは一
カ月近く寝食共にしますから仲良くもな
ります。帰国時にはみんな一緒に泣きな
がら肩を組んで「インターナショナル」
を歌って、
「私たちは日本革命のために頑
張ります」となった。
「日本に帰りたくな
い。このまま残って中国人民と共にプロ
レタリア文化大革命やりたい」ってワン
ワン泣いた女子もいましたよ。
小島 なぜ中国の実態を見て「社会主
義国は楽園だ」という嘘は見抜けないん
ですか。
西村 日本人の支那に対する強烈な憧
れが、目を曇らせるんじゃないかと思い
ますね。高校の授業でも漢文は必修だっ
たでしょう。その文化を生み出した国な
んだから。それに都会育ちだと、日本の
豊かな農家の暮らしは知らない。中国の
農業や農家を「これが素晴らしい人民公
社です」と説明されて信じてしまう学生
もいたよ。
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帰国後の接触
小島 学生訪中団を招聘した中共側の
目的はなんだったのでしょう。日本革命
を担う人材の育成ですか。
西村 いやいや。その年の九月に日中
共同声明が出ました。いわゆる「日中国
交正常化」です。それに向けたムード醸
成工作の一環だったんじゃないですか。
小島 国交正常化のために、学生をそ
こまで手厚くもてなしたんでしょうか。
政治家なら分かりますが。
西村 そういう接待を受けたのは我々
だけではありませんから。現在にいたる
まで、労働組合、農業、水産業、政治、
教育、科学技術、文芸、宗教関係、日本
のありとあらゆる分野の人たちを招いて
接待して、
「友好関係」を網羅してきたわ
けですよ。これは中共の国策です。その
接待が、いま話したように実にきめ細か
いんです。学生訪中団のメンバーには、
その後日中友好協会の専属職員や日本国
際貿易促進協会の職員になった者もいま
したから、中共側からすれば、学生訪中
団もまったく意味がなかったとは言えな
いでしょう。
小島 中国を訪問して、中共側と革命
について話し合わなかったんですか？
西村 毎日必ず一回か二回、中国革命
とはどういうものなのかという座談会は
ありましたよ。
小島 訪中団のメンバーで議論したん
ですか？
西村 いや、訪中学生に中共がレクチ
ャーするんです。そしてプロレタリア文
化大革命に関わったという農民や労働者
と意見交換をする。だけど中身は薄っぺ
らで、秘密活動の訓練を受けたり指令を
受けたりしたわけではありません。
小 島 歴史 問 題 では 何 か あり ま した

西村 一度だけ歴史問題を感じること
がありました。平頂山事件（一九三二年、
日本軍の撫順守備隊がゲリラ掃討作戦を
おこなった際に、平頂山集落の住民を多
数殺傷したとされる事件）現場で、日本
軍に酷いことをされたという農夫たちが
出てきて泣かれました。訪中学生たちは
ショックを受けていたんだけど、農夫た
ちの言う日本軍が、どこの日本軍のこと
なのか、さっぱりわからない。それなの
に、ギャーギャー泣かれても困ると思っ
た学生が僕も含めて三～四人いました。
ほかはなかったですね。
『南京大虐殺』な
んて話にものぼりませんでした。
小島 日本帰国後、中国共産党は西村
さんに接触してきましたか。
西村 接触はなかったですよ。ただ、
僕らについた通訳の人たちが日本に来る
と、連絡が来ましたね。
小島 訪中して仲良くなった通訳によ
る接触は、中共の典型的な協力者リクル
ートの手口ではないんですか。
西村 うーん。ホテルニューオータニ
のパーティーなんかに呼ばれるだけで、
特 命 を 指 示さ れ る わけ で も なか っ たか
ら。ただ、新華社通信の日本特派員が、
しつこく僕に接触してきて、日中友好に
非常に熱心な人とか中国に興味がある人
は誰かなどと尋ねてきましたね。
小島 西村さん自身は毛沢東が始めた
文化大革命のスローガン「造反有理」
（反
乱には道理がある）に心酔したり、革命
を目指したりしていたということはなか
ったのですか。
西村 確かに「造反有理」に心酔した
時期はありましたよ。当時は既存の権力
を否定するのが若者のステータスだった
から。革命についても、ありましたよ。
時代の閉塞を打開するには、体制をひっ

くり返したほうがいいとは考えていまし
た。全共闘と同じですよ。
しかし僕は大学を二年生で辞めるのと
同時に、正統本部の活動からも身を引き
ました。中国では確かに「毛沢東思想万
歳！」という空間にいたけれど、帰国し
たら全然そうじゃない。連合赤軍事件も
あった。学校の勉強をする気力も急激に
衰えちゃって、
「中国は素晴らしい」と言
われていたけど、全くそうじゃなかった
と分かったことで、精神的な落ち込みも
ありました。

日本暴力革命を放棄していた中国共産党
小島 日中友好協会正統本部の日常的
活動はどんなものだったのでしょう。
西村 先ほど紹介した日本友好商社の
中国物産販売展に、協会の入会案内パン
フレットを持っていって勧誘していたま
したね。僕も会員を集めましたよ。ほか
に中国から芸能団などが訪日してきたと
きの雑用係もやりました。表向きは共産
党の活動ではなくて、日中友好という市
民活動的な色合いを出していましたね。
専属職員に革命の話をしてもむしろ迷惑
そうでしたね。
芸能といえば、有名な松山バレエ団が
資金的に苦しかったとき、援助したのは
中国共産党でしょう。その代わり、バレ
エ団は、日中戦争時代の女子ゲリラ隊を
描いた「紅色娘子軍」や貧農の娘を主人
公にした「白毛女」を公演した。そして、
この二つの演目を引っさげてシナの主要
都市で公演までもした松山バレエ団はシ
ナにべったりの方向を今も是正せず、二
〇〇八年に胡錦涛が来日した際、看板ダ
ンサーの森下洋子と会うためにバレエ団
にまで訪れている。こんなものだから、
松山バレエ団では有能なダンサーが育た
ず、六〇歳を越えた彼女が今なお主役を
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元東大教授で「目指す会」顧問の酒井
ず、六〇歳を越えた彼女が今なお主役を
踊っている。哀しいというより、痛まし 信彦先生と僕は、中国の対日工作は第一
さを覚える。 前進座にも同じような援 ～第三の段階があると思っています。第
助をしていたでしょう。前進座は、「屈原」 一段階が精神侵略。もうこれは半ば完成
のように日本人にもシナ人も人気のある している。第二段階が人口侵略で、これ
人物の演目を取り上げ、河原崎長十郎主 も半ば完成しつつある。第三段階が軍事
侵略だけれど、今のままだったら戦争を
演でシナの都市で公演を行った。
日中友好協会を通して、日中友好運動 やらなくても日本は崩壊していくでしょ
としてどれだけ日本の有名文化人を使っ う。一九九八年に李鵬首相が公式の席上
てきたか調べると面白いと思いますよ。 で「日本という国家は三十年で消滅しま
小島 正統本部は、中核や革マルのよ すよ」と言った言葉と符合するわけです。
小島 正統本部に、セクトの人間は入
うな革命を目指す新左翼セクトではなか
っていなかった。
ったわけですね。
西村 連合赤軍のメンバーがいました
西村 そうです。あくまでも中国共産
党は、自民党を中心にして財界の中枢に ね。事件には関与していなかったようだ
も日中友好を働きかけて、現実的に成功 けど。
小島 ラジオの北京放送は聴いていま
した。しかし、中核や革マルは「日米反
動派、米日独占資本の打倒」を目指して したか？ 日本語放送です。連合赤軍も
きたわけでしょ。中国の路線とは対立す 聴いていたということですが。
西村 あんまり音がよくなくて聴けま
るわけです。
訪中と同じ一九七二年二月にアメリカ せんでしたが、日本の革命を支持するな
のニクソン大統領が訪中して毛沢東と会 んていうことでは無かったと記憶してい
談し、米中国交回復への道筋が作られま ます。でも、三里塚、成田空港反対闘争
「三里塚芝山連合
した。同時に、アメリカはチベット青年 は支持していましたね。
協議会に対する支援活動をやめたんです 空港反対同盟」の戸村一作さんというリ
よ。支那によるチベット併合を暗黙のう ーダーを、北京に呼んで周恩来は彼と対
ちに認めてしまって、西側諸国もそれに 談しています。会談で周恩来は、成田闘
追随した。そして、それと軌を一にする 争で大怪我をした学生を北京で治療して
ように、中国共産党は、対日方針を変え やりたいと申し込んでいます。実現しま
たんだと思います。我々にも、暴力革命 せんでしたが。
小島 中国共産党はなぜ、三里塚を支
を起こせなどとは言わなかった。
小島 暴力革命遂行の指令は放棄して 援したのでしょう。
西村 当時の左翼は、成田空港を軍事
いたということですか。
西村 ええ、革命よりも徹底的な「日 基地として捉えており、対米従属化の下
中友好」運動を通して、日本との対立を では成田はアメリカの軍事基地です。中
なくして、逆に懐柔するという方針に転 共が、三里塚闘争は日本人の反米闘争の
換したんだと思います。それは、日本の 重要な一環として見るのは当然と思いま
現状をみれば、ものの見事に成功してい す。しかし、それも一九七二年二月のニ
クソン訪中まで。それまで「援農」とい
るじゃないですか。

いう形で成田に行っていた日中友好協会 東大合格者を輩出している。その麻布学
の事務局に入っていた元日本共産党員や 園・氷上信廣校長の目には、大阪と東京
正統本部に出入りする連中も行かなくな で進む「教育改革」は、どう映っている
りました。
のか。以下は、氷上校長のインタビュー
小 島 最 近 の 日 中 友 好 協 会 に つ い て である。（聞き手＝ノンフィクションラ
は、何か聞いておられますか？
イター・神田憲行）
西村 資金的に厳しいという話です。
-----------------------------------もう七、八年前になりますか、平山郁夫
東京都教育委員会の「職員会議におけ
??
氏に資金援助を頼んだりしたと聞きまし る挙手採決の禁止」、大阪市における「国
た。平山さんは「元気なうちは面倒を見 旗国歌の徹底」。大阪と東京で始まって
るが、自分がいなくなった時のことを考 いる「教育改革」は関係者のみならず大
えなさい」と言ったそうです。でも、い きな話題になっています。私立には関係
まも協会はあるんでしょうか。
がないのでしょうか。
小島 友好協会はあります。自民党の 氷上：私立校は関係がありません。この
加藤紘一・衆院議員が会長ですよね。
間、私立校の校長会でちょうど話題にな
西村 僕が知る限り、中国共産党が日 ったんですが、卒業式で国旗を掲げてい
本の暴力革命を正統本部に指令したとい るのは六校のうち一校だけでした。我々
うようなことはなかったんです。国交回 も掲げることはないでしようね。
復後の中国の対日姿勢の主流では暴力革
一般論として、行政が教育に介入する
??
命路線では決してなく、表向きはソフト ことにどう思いますか。
な懐柔路線でした。山口県の日共左派も 氷上：公立は仕方ない部分もあって、だ
「 毛 沢 東 や 周 恩 来 は 我 々 を 支 持 し て い からこそ私立の意味がある。多元的価値
る」と言っていましたが、騙されていた は近代の大原則だから、教育の価値を担
んですね。
う者たちが自立的に決めるというのが、
（聞き手／正論編集部・小島新一）
あ
るべき価値だと思うんですよ。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
行政には行政の価値があるでしょうか
《→ ７頁末尾より》
ら、それぞれの価値追求の中でやればい
平野博文文科相は西岡答弁を取り消
いわけで、行政が教育の価値に口を出す
し、指導要領を守らない私立学校への助 というのは、素人が玄人に口を出すこと
成、さらには設置認可自体を再検討すべ につながらないのかなあ。
きだ。（渡辺浩）
職員会議の「挙手採決の禁止」という
??
------------------------------------ のは、どう思われますか。
麻布校長 卒業式で国旗掲げるこ
氷上：なぜ禁止するのか理解に苦しむ。
とない、強制されたら辞める
麻布では、決まるまで延々と議論を尽く
ポストセブン 月
日日
していく
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【卒業式の国旗不掲揚】
年 月
2012
3麻布学園の校長はインタビ
ューで「卒業式で国旗を掲げることない、
強制されたら辞める」と述べている

有名私立御三家のひとつであり、自由
な校風で知られる麻布中学・高校。ユニ
ークな教育風土の中から、毎年、多くの

９条では、
「戦争放棄」を維持しながら
【第１章 天皇】
も自然権としての自衛権を明文化。国の
１条 天皇は、日本国の元首であり、
任務として「領土、領海、領空の保全と 日本国および日本国民統合の象徴であっ
資源確保」と記した。軍事審判所設置も て、その地位は、主権の存する日本国民
追加した。
の総意に基づく
武力攻撃や大規模自然災害に対処する
３条 国旗は日章旗とし、国歌は君が
「緊急事態条項」も新設。改憲に関する 代とする
国会の発議要件は、過半数に緩和した。
２ 日本国民は、国旗および国歌を尊
一方、みんなの党も、一院制や道州制、 重しなければならない
首相公選制を盛り込んだ「改正の基本的
４条 元号は、法律の定めるところに
考え方」を発表した。
より皇位の継承があったときに制定する

６条 ５ １項および２項に掲げるも
ののほか、天皇は、国又は地方自治体そ
の他の公共団体が主催する式典への出席
その他の公的な行為を行う
自衛隊を「国防軍」 国旗・国歌 自民党憲法改正草案「前文」
【
第２章 安全保障】
は「日章旗、君が代」と明記 自
日本国は、長い歴史と固有の文化を持
９条 日本国民は、正義と秩序を基調
民党が憲法改正草案を発表
ち、国民統合の象徴である天皇を戴（い とする国際平和を誠実に希求し、国権の
［自民党］ 産経
ただ）く国家であって、国民主権の下、 発動としての戦争を放棄し、武力による
2012.4.27 23:38
立法、行政及び司法の三権分立に基づい 威嚇および武力の行使は、国際紛争を解
２８日のサンフランシスコ講和条約発 て統治される。
決する手段としては用いない
効６０年に合わせ、自民党は２７日の総
わが国は、先の大戦による荒廃や幾多
２ 前項の規定は、自衛権の発動を妨
務会で、憲法改正推進本部（保利耕輔本 の大災害を乗り越えて発展し、今や国際 げるものではない
部長）がまとめた憲法改正草案を了承し 社会において重要な地位を占めており、
９条の２ わが国の平和と独立並びに
た。
「国防軍の保持」を明記し、国旗・国 平和主義の下、諸外国との友好関係を増 国および国民の安全を確保するため、内
歌を「日章旗、君が代」と定めて尊重規 進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を
定を設けるなど、平成１７年にまとめた
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を 保持する
新憲法草案に比べても保守色を強めたと 持って自ら守り、基本的人権を尊重する
３ 国防軍は、１項に規定する任務を
言える。
とともに、和を尊び、家族や社会全体が 遂行するための活動のほか、法律の定め
前文で、日本国を「長い歴史と固有の 互いに助け合って国家を形成する。
るところにより、国際社会の平和と安全
文化を持ち、国民統合の象徴である天皇
われわれは、自由と規律を重んじ、美 を確保するために国際的に協調して行わ
を戴（いただ）く国家」と規定。自助・ しい国土と自然環境を守りつつ、教育や れる活動および公の秩序を維持し、又は
互助の精神を強調し「日本国民は、良き 科学技術を振興し、活力ある経済活動を 国民の生命もしくは自由を守るための活
伝統と我々の国家を末永く子孫に継承す 通じて国を成長させる。
動
を
行うことができる
るため、ここに、この憲法を制定する」
日本国民は、良き伝統とわれわれの国
５ 国防軍に属する軍人その他の公務
と結んだ。
家を末永く子孫に継承するため、ここに、 員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍
天皇は「日本国の元首」と位置づけ、 この憲法を制定する。
の機密に関する罪を犯した場合の裁判を
元号に関し「皇位の継承があったときに
行うため、法律の定めるところにより、
制定する」と規定した。
改正草案の主な新設条文
国防軍に審判所を置く
９条の３ 国は、主権と独立を守るた
め、国民と協力して、領土、領海および
領空を保全し、その資源を確保しなけれ
ばならない
【第３章 国民の権利および義務】
１５条 ３ 公務員の選定を選挙によ
り行う場合は、日本国籍を有する成年者
による普通選挙の方法による
１９条の２ 何人も、個人に関する情
報を不当に取得し、保有し、又は利用し
てはならない

Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
平成 24 年 7 月１５日（132-11）

２０条 ３ 国および地方自治体そ
の他の公共団体は、特定の宗教のための
教育その他の宗教的活動をしてはなら
ない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行
為の範囲を超えないものについては、こ
の限りでない
２１条の２ 国は、国政上の行為につ
き国民に説明する責務を負う
２４条 家族は、社会の自然かつ基礎
的な単位として、尊重される。家族は、
互いに助け合わなければならない
２５条の２ 国は、国民と協力して、
国民が良好な環境を享受することがで
きるようにその保全に努めなければな
らない
２５条の３ 国は、国外において緊急
事態が生じたときは、在外国民の保護に
努めなければならない
２５条の４ 国は、犯罪被害者および
その家族の人権および処遇に配慮しな
ければならない
２６条 ３ 国は、教育が国の未来を
切り拓（ひら）く上で欠くことのできな
いものであることに鑑み、教育環境の整
備に努めなければならない
２８条 ２ 公務員については、全体
の奉仕者であることに鑑み、法律の定め
るところにより、前項に規定する権利の
全部又は一部を制限することができる。
この場合においては、公務員の勤労条件
を改善するため、必要な措置が講じられ
なければならない
２９条 ２ 財産権の内容は、公益お
よび公の秩序に適合するように、法律で
定める。この場合において、知的財産権
については、国民の知的創造力の向上に
資するように配慮しなければならない
【第４章 国会】
４７条 選挙区、投票の方法その他両

議院の議員の選挙に関する事項は、法律
で定める。この場合においては各選挙区
は人口を基本とし、行政区画、地勢等を
総合的に勘案して定めなければならない
５３条 内閣は、臨時国会の召集を決
定することができる。いずれかの議院の
総議員の４分の１以上の要求があったと
きは、要求があった日から２０日以内に
臨時国会が召集されなければならない
５４条 衆議院の解散は内閣総理大臣
が決定する
６３条 ２ 内閣総理大臣およびその
他の国務大臣は、答弁又は説明のため議
院から出席を求められたときは、出席し
なければならない。ただし、職務の遂行
上特に必要がある場合はこの限りでない
【第５章 内閣】
６６条 ２ 内閣総理大臣および全て
の国務大臣は、現役の軍人であってはな
らない
【第７章 財政】
８６条 ４ 毎会計年度の予算は法律
の定めるところにより、国会の議決を経
て翌年度以降の年度においても支出する
ことができる
９０条 ３ 内閣は、１項の決算報告
の内容を予算案に反映させ、国会に対し、
その結果について報告しなければならな
らない
【第８章 地方自治】
９４条 ２ 地方自治体の長、議会の
議員および法律の定めるその他の公務員
は、当該地方自治体の住民であって日本
国籍を有する者が直接選挙する
【第９章 緊急事態】
９８条 内閣総理大臣は、わが国に対
する外部からの武力攻撃、内乱等による
社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態
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１９条、２１条その他の基本的人権に関 ことができる
【第１０章 改正】
する規定は、最大限に尊重されなければ
１００条 この憲法の改正は、衆議院
ならない
４ 緊急事態の宣言が発せられた場合 又は参議院の議員の発議により、両議院
においては、法律の定めるところにより、 のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国
その宣言が効力を有する期間、衆議院は 会が議決し、国民に提案してその承認を
・・・国民の投
解散されないものとし、両議院の議員の 得な・・・この承認には、
任期およびその選挙期日の特例を設ける 票・・・過半数の賛成を必要とする
ことができる
【ご支援 等の口 座】

郵便振替 ００９８０ ８ ２４５５４７ MASUKI
情報デスク
三菱東京 UFJ
銀行 千里中央支店 0044349普通 増木重夫

弊『Ｍ情報』では、日々、全国各地の仲
間から、または情報収集の専門家から情報
が送られてきます。それをメールで転送し
ます。内容はどこよりも詳しく多種多様。
「量が多過ぎとお叱りを受けるのですが、

を（発信名義「 NPO法人百人の会」）
。
h100prs@oregano.ocn.ne.jp

試しに一度受信してみてください。ご不
要でしたら即停止いたします。要領は次
のアドレスに「メール希望」と空メール

諸情報のメール配信について

弊会『Ｍ情報活動報告』は、現在の
までお送りください。また、弊紙は郵メ
ところ毎月月始めに全国約５千（目標
ールで発送しています。重さ制限は５０
１万）部発送しております。掲載ご希
ｇです。まだ余裕がございますので、資
望の論文、情報等ございましたらどん
料等の同封が可能です。ご相談ください。
＃＃
＃記
＃事
＃＃
＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃ ＃＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃
ど
ん＃表
務＃所

原稿・同封資料の募集について

＃＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃ ＃＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃

先ずは、平素より私どもの活動に力強い
使用申請料等・交通費、通信費
ご支援を賜り心から御礼申し上げます。こ
資料、ビラ等の制作費・備品購入費
のレポートにもありますように、私どもは ○ Ｍ情報が運営を行っている主な団体
子供達に誇りある国を残すため、日々命が
・救う会大阪 ・ＮＯ！ 民主「桜組」
けで戦っています。ところが問題は活動資
・靖国神社に眠る御霊に感謝する会
金。今まで以上にがんばります。何卒資金
・米国に原爆投下謝罪を求める会
のご協力を伏してお願い申し上げます。
・大阪の公教育を考える会
※ この、Ｍ情報機関紙は新聞の形態をと
・スパイ防止法の制定を求める会
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・外国人参政権に反対する会・関西
特に「購読料」は設定していません。 ・日教組の違法行為を追及する市民の会
カンパをよろしくお願いいたします。
・ 竹島を奪還する会・関西
・ 改憲祈念の会
○ カンパ金の主な使途は下記団体の、
◇ 前記口座、または同封の郵便振替に
てご協力ください。
・活動の資料等の発送費・道路、公園

活動資金ご協力のお願い

において、特に必要があると認めるとき
は法律の定めるところにより閣議にかけ
て緊急事態の宣言を発することができる
２ 緊急事態の宣言は法律の定めると
ころにより、事前又は事後に国会の承認
を得なければならない
３ 内閣総理大臣は、前項の場合にお
いて不承認の議決があったとき、国会が
緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決し
たとき、又は事態の推移により当該宣言
を継続する必要がないと認めるときは、
法律の定めるところにより、閣議にかけ
て、当該宣言を速やかに解除しなければ
ならない。また、１００日を超えて緊急
事態の宣言を継続しようとするときは、
１００日を超えるごとに事前に国会の承
認を得なければならない
４ ２項および前項後段の国会の承認
については、６０条２項の規定を準用す
る。この場合において、同項中「３０日
以内」とあるのは、
「５日以内」と読み替
えるものとする
９９条 緊急事態の宣言が発せられた
ときは、法律の定めるところにより、内
閣は法律と同一の効力を有する政令を制
定することができるほか、内閣総理大臣
は財政上必要な支出その他の処分を行
い、地方自治体の長に対して必要な指示
をすることができる
２ 前項の政令の制定および処分につ
いては、法律の定めるところにより、事
後に国会の承認を得なければならない
３ 緊急事態の宣言が発せられた場合
には、何人も、法律の定めるところによ
り、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体および財産を守るために行わ
れる措置に関して発せられる国その他公
の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、１４条、１８条、

