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１．近年の日本での１．近年の日本での１．近年の日本での１．近年の日本での事件事件事件事件    
最近の日本では、おかしな事件がいくつか起きている。多くの方が亡くなられた放火殺人

事件、登校中の児童や保護者らが刃物を持った犯人に大切な命を奪われ、犯人が自殺した事
件、アパートから 9 人の遺体が見つかった事件、また、これらに類似する事件も起きてい
る。「死ぬなら一人で死ねばいい」という意見の賛否が問われたことも、記憶に新しい。古
い話だが、地下鉄サリン事件というのもあった。 

 
世界的にも、アメリカで度々起こる銃乱射事件や、スペイン発ドイツ行の航空機がフラン

スで墜落し、その原因は副操縦士が故意に墜落させたとみられる事件が起こっている。単純
な理屈としては、自身の痛みを伴う自殺をするくらいの覚悟がある者にとっては、他人を殺
すことなど容易ということであろう。「死ぬなら一人で死ねばいい」という意見がメディア
で拡散することの賛否はともかく、そのような事件に巻き込まれ、親しい家族の尊い命を遺
族の心情は図りようもない。私にも家族があるし、京アニのファンでもある。大変悔しく思
い、また、お悔やみ申し上げる。 

 
日本人の良いところとしては、近年のドラマ、映画、アニメ、漫画などの物語によってか、

あるいは、戦後の⽇本教育によってか、国家、⺠族、宗教、あるいは言語の壁を越えて、あ
まり差別などなく、目の前にいる方に対して敬意を払えることではないだろうか。また、過
ちに気づいたときに、潔く謝罪ができる場合があり、そういったところも、日本人の良いと
ころだと思う。日本で最近作られるドラマ、映画、アニメ、漫画などの物語（フィクション）
を数々観ていくと、自分の感情の動きや、共に同じく観ているであろう日本人の反応から、
日本人が日常求めているものが把握できるような気持ちになる。シンパシー（共感）という
ものだろうか。ハッピーエンド以外は、望まない。基本的に和を以て貴しとなす、という⺠
族なので、平穏を求めていて、争いごとは好まない。物語では、争う要素も必要だが、最後
はノーサイドゲームで終わるか、あるいは、悪いことをしていた方々が敗れ去ることで終わ
る。友情や愛情も、物語では、必要な要素だ。基本的に、夢⾒がちで、善良な⺠族だと思う。
ただ、一方で車のハンドルを握った際など、凶暴で残虐で、極悪な要素も日本人は有してお
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り、物語の中の善悪の対立は、日本人各人の心の中の構図とも言えるかもしれない。 
 
２２２２．．．．近年の日韓関係と報道の自由近年の日韓関係と報道の自由近年の日韓関係と報道の自由近年の日韓関係と報道の自由 
 最近、韓国と我が国との不仲な関係が連日報道されており、私は不愉快に感じている。私
と同様に心を痛めている方も多いのではないだろうか。基本的には、韓国は、礼儀を知らな
い、法理に則らない、野蛮でひどい国だという、感情を抱いた。しかし、冷静に考えてみれ
ば、安倍政権下の日本政府は、マスコミをうまく活用し、政権に都合の良い情報を発信し、
原発依存度をこの時勢で可能な限り最大限増大させているのであり、政府とマスコミが嫌
韓感情を煽っているという報道を見たが、今の政府とマスコミは、まったく信頼できないも
のであるから、韓国関連の報道も、偏った、操作された内容であることを疑わなければなら
ない。 
 

日本では、森友学園問題、加計学園問題、そして、桜の会の問題もあった。これらは、重
要な資料をシュレッダーで廃棄するなど、政府が過去の記録をなかったように、隠蔽、ねつ
造をした事件であった。また、東京新聞の望月衣塑子記者に対する官房⻑官側からの抗議文
その他の嫌がらせに関して、「表現の自由に関する国連特別報告者」から通知書が送付され、
情報提供が求められている。要は、望月記者が政府の悪しき事実を厳しく追及する質問を、
菅義偉官房⻑官に繰り返しているうちに、ある事実をないと返答し、質問を妨害し、返答を
拒む回答をし続け、関係が悪化しているという内容だ。日韓関係が悪化している本質もここ
にあり、過去の記録をなかったように、隠蔽、ねつ造をし、質問、抗議にまっとうな対応を
せず、あたかも、被害者国が悪いように言い放ち続け、経済制裁まで行い、日本では情報を
統制し、政府に都合の悪い情報は流さない。日韓関係の悪化は、そういう事件ではないだろ
うか。 
 
 日韓問題の特徴的な事件として、日本でのできごとであるが、愛知県で 3 年に 1 度開催
される国内最大級の現代アートの祭典「あいちトリエンナーレ 2019」における「表現の不
自由展」が開催された件を挙げよう。いったん、脅迫電話があり、中止となったが、その後
改めて、入場を多少制限した上で開催された。公金で芸術として扱う内容かは判らないが、
大きな議論が生じた。 
 
従軍慰安婦を象徴する少女像などが展示され、昭和天皇の肖像が燃えるシーンなどの動

画作品が展示された。名古屋市⻑ほかが、その展示事態を問題としたのであれば、それは、
表現の自由の妨げであり、大問題だと思う。そういった問題視をする報道も多く見られた。
過去の日本の侵略戦争で大きな被害を受けた方々とその子孫の方々が未だに心を痛めてい
る事実があり、これを報道し、表現の１形態として少女像や動画作品が展示することに何ら
問題はない。逆に、近年、過去の日本が⾏った侵略戦争と植⺠地⽀配、特に慰安婦の問題な
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どを正当化し、美化し、不都合な部分はなかったこととし、不都合な報道を制限する動きが
確認され、こちらが大問題である。 
 
 日本人として、韓国へ、世界へ内部告発をしよう。今、日本では、情報が操作されており、
歪められている。植⺠地⽀配を⾏っていた⽇本が韓国でどのようなことをしてきたのか、と
いう情報が意図的に制限されている。戦前、戦時中の情報操作は、情報が少ない中、その情
報が歪められていたのであるが、情報化社会における情報操作は、情報が多量にある中、そ
の⼤部分が操作されているという特徴を持つ。必死にたどっていけば、植⺠地⽀配の情報は
得られるが、多くの日本人には、伝わらないよう情報がブロックされているのである。「表
現の不自由展」は、実態統計調査、実験の場となった。その芸術性はともかく、多くの議論
を呼び、問題点を明らかにした。表現・報道が自由であるとされるなか、意図的に一部の表
現が抑制され、まるで、⽩⿊で、焦点（ピント）が合わず、訳が分からなかった世界を、フ
ルカラーの鮮明な証拠写真に描き出したのである。表現の不自由展に反対をする意見が生
ずることで、反対をした方々に、その理由を表明させる結果となったからだ。要約すれば、
韓国政府からの日本への要望の目的を捻じ曲げる情報操作、不都合な歴史を無きものとし
ようとする歴史改ざん、集団記憶操作、韓国国⺠に対する根強い差別、神国思想の名残、こ
ういったものの存在を私は確認した。すべて、韓国国⺠の⼈権を害する内容である。日本に
おけるこれらの行為、思想をあぶりだした手法は、まさに芸術的である。津田大介氏ほか、
開催者サイドの方々には畏敬の念を表したい。 

 
だいたい「反日」などという言葉が良くない。近代の日本の教育では、国家、⺠族、⼈種、

宗教、そして言語の壁を越えて、人々は交流し、差別は良くないと教えるはずだ。国家単位
での好悪、感情などは語るべきではない。韓国や中国の方は、一部は日本に居住して頂いて
おり、観光にも来ていて、逆に日本からも多く出向いている。罪を憎んで人を憎まず、とい
う言葉があるが、韓国の方も、日本だから、日本人だからと抗議しているのではなく、日本
人の過去、現在の行為に抗議しているのである。今後、「反日」という語句は、「反侵略戦争」、
「反植⺠地⽀配」、「反過去の植⺠地⽀配の隠蔽」、「反歴史改ざん」、あるいは、「反安倍政策」
とすべきであり、「反日」「抗日」という語句を用いる時点で、既に日本における情報が、政
府、マスコミにより意図的に歪められていると理解すべきである。 
 
３３３３．．．．日本が起こした侵略戦争による被害者の方々日本が起こした侵略戦争による被害者の方々日本が起こした侵略戦争による被害者の方々日本が起こした侵略戦争による被害者の方々 
 人間は、反省と過ちを繰り返す生き物だと聞いたことがある。人は、ある程度の誇りと自
信を持っていないと生存していられないので、大きな悪事を為したとしても、自分を美化し、
正当化して、自分を慰めないと存在しえないのだと考えられる。故に自分を責め続けること
ができず、反省は足りなくなる。個人レベルの話として、記憶を改ざんする機能が人間には
あるように考えられる。しかし、国家のレベルでは、そうあってはならない。日本の太平洋
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戦争に対する反省は、足りていないのではないだろうか。日本人や政府は、数千万の人々を
殺す結果となったあの戦争を美化し、正当化しようとしていないか。来年のオリンピック年
2020 年で戦後 75年だ。確かに世代も⼊れ替わり、祖⽗⺟が犯した罪を孫が背負う理屈はな
いかもしれないが、それでも、数千万人を殺した⺠族である⽇本⼈は、まだまだ反省し、謝
罪をし続けるべきはずだ。私がその刑期を定めるとしたら、少なくても戦後 200 年であり、
過去の戦争と植⺠地⽀配についての外交は、まだまだ謝罪のみであるべきだ。 
 
 私は、日本で作られた太平洋戦争の映画も、まあまあ見る。さすがに戦争を楽しいもの、
面白いものとするようなものはないが、基本的に⽇本は、植⺠地⽀配された諸国を助けるた
め、軍事力を高め、大陸へ進出した。しかし、その後、アメリカその他の諸外国の経済制裁
に追い詰められ、致し方なく、戦争を開始し、各地でお国のためと頑張って戦ったが、最後
はみな散々なひどい目にあった。だから戦争は良くない、といった日本人視点、日本人ひい
きの内容となる。不都合な大量殺人の場面などはあまり描かれない。映画という性質から考
えれば、これらは仕方がないのかもしれない。 
 
 しかし、教科書や報道番組などは、どうなのだろうか。いわゆる、歴史認識、歴史問題と
言われる問題だ。 
 
 太平洋戦争という、日本が巻き起こした戦争ではアジアで⺠間⼈を含め数千万人が亡く
なっているようだ。そして、日本人の死者は 300万人程度である。当時の日本人は、各国
に出向き、現地の方々を殺しまくった通り魔、放火殺人者、拉致者の集団であり、数億
人、あるいはそれ以上の方々を拉致した、明らかな加害者、犯罪者である。満州国を設立
し、各国に出向いた証拠が残っている。 
 
平和教育を受け、日本のドラマ、映画、アニメ、漫画などの物語を観ている日本人とし

て、日本人に問いたい。近年、太平洋戦争で日本人がなした諸悪は、美化され、正当化さ
れ、忘れさられようとしていないだろうか。8月の戦争特番も、日本が致し方なく戦争を
始め、各地でひどい目にあった。だから、戦争はよくない、という話になっていないか。
国の上層部に、無理やり戦争をさせられたから、日本人は誰も悪くない、日本人は被害者
だとされていないか。そんな話になっているのであれば、それは、歴史改ざん、歴史修正
を通り越した物語（フィクション）化というべきものだ。 
 
 スポーツの応援や観戦であれば、日本人びいきで良いが、歴史を語るにあたっては、評価
するにあたっては、日本人びいき、日本人主観であってはならない。太平洋戦争の被害者は、
⽇本⼈であり、戦場は、広島、⻑崎、沖縄、空襲にあった東京なのか。 
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 歴史に詳しい訳ではないが、要約すると次のようなものであろう。日本は、欧米による植
⺠地⽀配からアジア諸国を解放するという大義名分で、アジア諸国への植⺠地⽀配を進め
ていった。完全に破綻した理論だ。日本が侵略していった国家では、そもそも支配者が変更
されるだけであり、自国がその戦場になり、家族や友人の生命が脅かされるのみであり、一
部で政治利用を目論んだ裏切りものがいたほかは、歓迎などあるはずもなかった。当然、抵
抗、反抗がある中、殺戮兵器を頼みに、支配を進めていった。戦争に行くような若いスケベ
な男たちが、支配した国でどのように振舞うかは容易に想像できる。日本は、加害者国とし
て、お詫びのしようもないことをしでかしている。現政権は、情報を操作し、これらをなか
ったこととしようとしており、戦後、失われた命、破壊された生活環境、傷ついた心、これ
らの原状回復などしようもない中で行われた賠償処理をもって、すべて片が付いていると
主張している。しかも、これに賛同する国⺠が多くいる。日本の兄たる国、韓国は、この行
為を必死に咎めてくれていて、叱ってくれているのだ。 
 
 一般財団法人人間自然科学研究所の「戦争による国別犠牲者数」によれば、第 2次世界大
戦：1939 年 9⽉〜1945年 9月：の死者は、アジア・オセアニアだと、⺠間⼈を含め、次の
ように記載されている。 

日本 310 万人、中国 1321万人、朝鮮 20 万人、フィリピン 111 万人、ベトナム 200 万
人、ビルマ 15 万人、マレーシア・シンガポール 10 万人、インドネシア 400 万人、イン
ド 150 万人、オーストラリア 2 万 3000 人、ニュージーランド 1 万 2000 人。合計をする
と日本の死者は 310 万人、他のアジア諸国の死者は 2,230.5 万人である。2,230.5 万人は、
日本の殺戮兵器により、日本人の手で命を奪われたものと理解すべきである。 

 
あと、どのような見解、歴史評価があるのか不勉強なのでわからないが、終戦後、日本に

よる併合が解かれ、混乱が生じている中、米ソ両国の対立を背景に、朝鮮半島に２つの国家
が誕生し、朝鮮戦争が起こった。この件に関しても、日本が行った韓国併合と深い因果関係
があることを、否めないはずである。 

 
前述の「戦争による国別犠牲者数」によれば、朝鮮戦争：1950 年 6 ⽉〜1953 年 7 月：

犠牲者は、韓国約 240万人、朝鮮約 292 万人、南北合計 約 532 万人。当時の人口 3500万
人のうち 6 人に 1 人が犠牲になったとのことだ。このような中、我々や我々の政府は、両
国家とどのように誠実にお付き合いできるかを真剣に考えるべきであり、そのような日本
政府を国⺠は求めるべきである。 
 
４．世界人権宣言（仮訳文）４．世界人権宣言（仮訳文）４．世界人権宣言（仮訳文）４．世界人権宣言（仮訳文）    
 1948年 12 月 10 日に第 3 回国連総会において採択された、世界人権宣言（仮訳文）の一
部（前文から第 2条まで）を以下に記載する。実際には第 13条まである。 
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前  文 
 

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認す
ることは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰
の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣
言されたので、 

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするた
めには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、 
諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 
国際連合の諸国⺠は、国際連合憲章において、基本的⼈権、⼈間の尊厳及び価値並びに

男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活
水準の向上とを促進することを決意したので、 
 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を
達成することを誓約したので、 
 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重
要であるので、 

よって、ここに、国際連合総会は、 
社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の

⼈⺠の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の⼈⺠の間にも、これらの権利と⾃由と
の尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と
遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべ
ての⼈⺠とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界⼈権宣⾔を公布する。 
 
第一条 

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であ
る。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければ
ならない。 
 
第二条 
１ すべて⼈は、⼈種、⽪膚の⾊、性、⾔語、宗教、政治上その他の意⾒、国⺠的若しく
は社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受
けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。  
２ さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治
地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政
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治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。  
 戦前、戦時中のアジアに関して⾔えば、⽇本が起こしてしまった侵略戦争、植⺠地⽀配に
対する反省を促すために作成された宣言のように感じられる。 
 もう１つ、第 12条を掲げる。 

 
第十二条 
  何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又
は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃
に対して法の保護を受ける権利を有する。 
 
最近の日本の韓国に対する対応は、そもそもの問題の所在を捻じ曲げたうえでの、韓国国

⺠とその代表である文在寅大統領の名誉及び信用に対しての攻撃となっていないだろうか。
ヘイトスピーチとなっていないだろうか。政府発言やテレビにおけるコメンテーターの発
言、新聞雑誌の記事、情報化社会では、すべて記録が残る。これらの記録が、国際社会に提
出され、世界人権宣言第十二条その他の法令を根拠に裁かれる可能性があるので、手遅れと
思われるが、気を付けて頂きたい。人権を侵害する結果が生ずる表現の自由、報道の自由は
存在しえないはずであり、逆に人権を擁護する結果が生ずる表現の自由、報道の自由は、妨
げられてはならない。 

 
５．侵略戦争と神国思想５．侵略戦争と神国思想５．侵略戦争と神国思想５．侵略戦争と神国思想    
 日本は神の国と捉え、国土とそこにある全てのものは神々によって創られて、護られてい
るという考え方で、主権者あり統治者である天皇は、神々の後裔であり、神であり、その臣
下である⽇本国⺠も神々の後裔であるという思想である。書いてみると、日本人として、多
少の宗教的魅力を感じ、少し困ってしまった。戦前、戦時中の思想であるが、現在もそのよ
うな思想の名残りが日本にはあり、皇位継承などを機に、そういった思想が強くなってしま
うことが危惧される。この思想により、日本は他国、特にアジアの諸国を蔑視する結果とな
ってしまい、あの侵略戦争の要因となってしまった。世界人権宣言とは、対立する関係にあ
る悪しき思想であり、日本人はこれを全否定しなければならない。 
 
 まず、日本が神々によって創られて、護られているのであれば、他国は、他国の神々によ
って創られて、護られているのであり、日本の優越などない。論理が破綻しており、日本人
は馬鹿なのかと思う。神という漢字は、韓国を経由し、父たる国、中国から教わったもので
ある。日本人は、ルーツを辿れば、みな中国人であり、突然、日本に生まれたのではない。
日本文化は、当初、すべて中国と韓国から教わったものであり、現在の日本文化はその延⻑
上にある亜種だ。⽇本国⺠は、神々の後裔というなら、全員、私の 10円を 1億円に変えて
みせるべきである。 
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 戦後、1946年 1月 1 日に、天皇人間宣言と通称される詔勅が出され、『天皇ヲ以（もっ）
テ現（あきつ）御神（みかみ）トシ、且（かつ）⽇本国⺠ヲ以テ他ノ⺠族ニ優越セル⺠族ニ
シテ、延（ひい）テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ。』
と述べられた。皇室の⽅々も、⽇本国⺠も、世界の⺠と同じ只⼈（ただひと）であるとし、
『⽇本国⺠ヲ以テ他ノ⺠族ニ優越セル⺠族ニシテ、延（ひい）テ世界ヲ⽀配スベキ運命ヲ有
ス』というのは、『架空ナル観念』と結ぶのであるから、この宣言は、人権宣言という温か
みのある言葉で呼称されるべきである。安倍首相は、日本国憲法と同様に、この人権宣言は、
ＧＨＱに押しつけられたものというかもしれないが、昭和天皇は、数千万人が死亡した侵略
戦争を起こした国の主権者とされ、他国の王室の方が「人」であるなか、国⺠に担がれ、神
を名乗らされ、それは実は大嘘でしたと告げさせられ、⽇本国⺠によって⼤恥をかかされた
のである。重い腰を上げて告げなければならなかったことは、容易に想像できるが、神と言
い続ける訳にもいかず、心からの言葉であったのではないだろうか。主権が天皇にあり、国
⺠にはなかったとしても、圧倒的多数である国⺠に大きな責任があり、言い逃れはできない。
その御真影（写真）が燃やされることには、十分な理由があるのであるが、そのような恥を
かかせたのは⽇本国⺠であり、我々は、その⼦孫である。 
 
 上皇様は、⽇本国⺠から慕われているが、それは、現（あきつ）御神（みかみ）だからで
はなく、昭和天皇の御子息だからではなく、慈愛に満ちた心根のお優しい方だからである。
将に、人となりが評価されているのであろう。少なくとも、⽇本国⺠と世界の⺠を分け隔て
るような方ではない。上皇様に、上皇様や日本のご年配の方を思いやるのと同様に、韓国や
中国のご年配の方を思いやっても良いですか、とお聞きしたら、もちろんですよ、当たり前
ですよ、と言っていただけるのではないだろうか。 
 
 ウィキペディアには、上皇様に関し、次のような記載がある。 
「私⾃⾝としては、桓武天皇の⽣⺟が百済の武寧王の⼦孫であると続⽇本紀に記されて

いることに韓国とのゆかりを感じています。」 2001 年（平成 13年）12 月 18日、誕生日に
際する記者会見にて。 
  
2005年（平成 17年）6月 28日、サイパン島訪問の際には当初の予定に含まれていなか

った「韓国・朝鮮人慰霊碑（追悼平和塔）」に皇后美智子を同伴で立ち寄った。これは天皇
の配慮だったとされている。 
 
 ⽇本国⺠が国際社会で礼節をもって振舞わなければ、いかに両陛下が礼節を正しくして
国際社会で振舞っても、両陛下が非難されることがあり得るのであるから、日本政府やマス
コミを含んだ⽇本国⺠は、⼆度と他国の⽅々の⼈権を無視した振る舞いをすべきではない
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ことを深く自覚すべきである。人権を重んじる国際社会からの抗議や抗議文の宛先は、日本
政府であるべきであるが、誤って、両陛下宛であったら大変である。我々は、日本国や両陛
下に恥をかかせる振る舞いをしてはならない。誤って、両陛下が国際社会から侮蔑されるこ
とがあってはならない。我々は、現在、他国の方々の人権を無視した振る舞いを十二分にし
ているのではないか。 
 
６６６６．．．．日韓関係の対立の争点日韓関係の対立の争点日韓関係の対立の争点日韓関係の対立の争点 

中学校の歴史の教科書で太平洋戦争に係る部分を読んだ。簡潔にまとまっていた。しかし、
あれでは、日本が世界レベルで活躍したような印象を受けてしまう。まず、各国の戦死者数
が記載されていない点が悪質だ。記載されていれば、日本の中学生は、日本が行った侵略戦
争、植⺠地⽀配の概要を理解するだろう。南京事件の死者も、不明とあったが、争いのある
範囲で死者数を記載すべきである。結局、日本人は、銃や剣などの殺戮兵器を所有し、訓練
をし、近隣諸国へ出向き、恥ずべきことをしてきた。上役や国に逆らえば殺されるので、上
が命ずるままに、近隣諸国の人に殺戮兵器を用いたのだ。ハラキリという世界でも類を見な
い残虐な死刑が日本にはあり、このせいか、上に逆らわない体質が日本人にはある。開国前、
戦前、戦時中、また、戦後にも、日本人にこの体質が見受けられる。秦の始皇帝の命により、
紀元前 219 年、童男童女 500 人を含む総勢 3000 人を引き連れ、徐福という方が日本に来
て、永住したらしい。彼らは、「皇」の文字を含む漢字を知っていただろうし、また、秦に
存在した稲作や鉄の製造方法を知っていたはずである。概ねそのくらいの時期に始まる日
本創生からの歴史は、その侵略戦争に至るまでの何ら誇るべき結果もない、殺⼈⻤国の生い
立ちの歴史である。世界に誇れる日本の歴史は、今、この時点からの将来で、我々が作れば
良いのであり、過去の歴史は、美化、正当化することなく、被害者国の主観からも、しっか
り向き合うことが重要である。日本人が得意なフィクション（物語）化をしてはならない。 

 
現在、歴史の認識に関し、日本と近隣諸国の間で、ずれがあり、互いに、歴史の捏造と言

い合っている部分があるようだが、この辺は、資料が失われていることもあり、国家間で争
い続けるべきではない。相互で解決しようとする自力救済などは、近代社会の法治国家間で
は避けるべきであり、歴史認識は、裁判における事実認定と同質なのであるから、国連その
他の組織の国際司法機能等に頼むべきであり、そのような歴史認識の機能が国際社会にな
いのであれば、それは国際社会の秩序のため、必要不可欠なものなのであるから、欧米、ロ
シア、中国などの諸外国にも協力を求め、日韓の提案で創設をすべきだ。領土問題や賠償問
題の解決も同様だ。特に近代史の教科書は、国連で作成し、同様のものをアジア各国あるい
は世界各国で用いるのが正しい思考ではないだろうか。東アジアは、当事者間で言い争う、
ノーノーサイドゲームから脱し、争いをなくすよう智慧を絞る必要がある。 

 
そして、そのように戦争の当事者国の歴史事実の主張に食い違いがあることを言い訳に、
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日本政府は、国策として、あたかも、すべてが捏造で、なかったことにしようとしている。
これが、いまアジアで、特に日韓の間で起こっている問題の本質だ。現在、日本政府とマス
コミによる⽇本国⺠に対する情報操作が確認されているが、これらは、韓国国⺠に対する⼈
権侵害にほかならない。⽇本政府には、正しい歴史教育を国⺠に受けさせる義務がある。 
 
 戦後責任という言葉がある。確かに、我々の多くは戦後に生まれ、直接の戦争への関与は
なく、この点の責任、戦争責任はないだろう。現在の日本人がなすべきことは、ただ１つ、
歴史を正しく認識し、後世に伝えることであり、主観は遺族国に主を置いたものとすべきだ。 
 
現在の日本の状況として、日本の政府やマスコミにより、情報がひどく捻じ曲げられてい

ることを告げておく。そのうえで、韓国の方々の主張をよく聞いて、どうすべきか考えたい。 
 
冒頭で、放火殺人事件や通り魔殺人の話を書いたが、その遺族の心中と同様に、⽇本国⺠

は、戦争被害に遭われた諸外国、特に韓国の方々とその子孫の心中を察して頂きたい。あな
たの家族全員が敵国に殺され、あなただけが生き残ったことを考えて頂きたい。あなたが女
性であれば、侵略してきた国の男どもに、乱暴を働かれたこと、男性であれば、親族等、大
切な女性に乱暴を働かれたことを想定して欲しい。こういったことが実際に起きたのであ
る。 
 

ただ、これは、75 年以上前の話ではあり、韓国でも、日本でも、戦争当事者がご健在で
あれば、かなりのご高齢である。だが、戦争で親を亡くした子は、まだ、多くご健在であろ
う。現在、韓国政府は、日本に対して様々な行動をしているが、これは、いわば「反歴史改
ざん」、「反集団記憶操作」あるいは、「反安倍政策」というべきものであり、日本の戦争当
事者が概ね他界しているので、「反侵略戦争」、「反植⺠地⽀配」ではなくなってきている。
ましてや、マスコミが情報を歪めて用いている、「反日」などという、日本人を一括りに嫌
っているものではない。韓国は、加害者国日本の子孫の対応を咎めているのだ。 

 
かつての⽇本による植⺠地⽀配とその後の朝鮮戦争で、韓国には、⼼を痛めている⽅がま

だまだ多々おられる。そのような中、2015年 12 月に、安倍首相は、日韓関係について、「私
たちの子や孫、その先の世代の子供たちに謝罪し続ける宿命を背負わせるわけにはいかな
い。」と言い、その内容がその後の政府方針となり、日韓関係を大きく悪化させていった。
いまだに、心を痛めている方やその子孫がおられる中、このような対応は、私たちの子や孫、
その先の世代の子供たちに、国際社会から、憎悪、軽蔑、非難され続ける宿命を背負わせる
結果としかならない。そして、2020 年東京オリンピックでも、国際社会、参加する各国か
ら、憎悪、軽蔑、非難される可能性も生じてきている。 

 



レポート『⽇本国と⼈権〜為善最楽〜』 

第３部 ver.1.04 11  

また、侵略戦争と植⺠地⽀配を行っていた時期の近隣諸国における日本人の振る舞いに
ついての情報が、日本政府により統制されているため、加害者国日本の子孫に、日本が恥ず
べき悪いことをした意識が足りないことも問題だ。一応、教科書に数ページ書かれているが、
これに割く一般的な学習時間は、生涯のうち数時間のみである。しかも、各国の死亡者数は
記載されていない。また、戦争に関する映画やドキュメンタリ―番組では、基本的に日本は、
植⺠地⽀配された諸国を助けるため、軍事力を高め、大陸へ進出した。その後、アメリカを
始め、諸外国の経済制裁に追い詰められ、致し方なく、戦争を開始し、各地でお国のためと
頑張って戦ったが、最後は皆散々なひどい目にあった。だから戦争は良くない。つまり、日
本人視点、日本人ひいきの内容となる。被害者は、皆日本人という印象を与えている。 
 

近年、韓国政府は、様々な手法で、日本を咎めようとしている。日本企業に対する徴用工
への補償に関する訴訟問題、世界 10 か所等における慰安婦像の設置、日本政府に対する元
慰安婦やその子孫の方々からの損害賠償請求、日本製品の不買運動、日韓軍事情報包括保護
協定（GSOMIA）の破棄宣言、上皇陛下に謝罪を求めた件、2020 年の東京オリンピックに
出場辞退をほのめかす表明、オリンピックへの旭日旗の持ち込みの反対、韓国向けの半導体
や液晶材料についての輸出規制、すなわち、経済制裁に対する世界貿易機関（WTO）への
提訴、いろいろな行動がなされている。 
 

日本のマスコミ、特にワイドショーでは、落語家やら弁護士やら芸人やらのコメンテータ
ーが、文在寅（ムンジェイン）大統領の政権は、反日の政権であり、日本に嫌がらせをし続
けているとか、お金が欲しくて、日本に要求しているとか、日本を咎めると支持率が上がる
からとか、ろくなコメントをしていない。日本による経済制裁や GSOMIA破棄による米国
の圧力により韓国が苦しみ、延⻑したことを楽しそうに報道している。韓国は、日本のテレ
ビ番組で、誰がどのような言動をしたか、日本の書籍、新聞にどのような記述があるかをし
っかりまとめ、映像や書籍などの証拠資料と共に、ＷＴＯや国連、世界の⺠に資料を提出す
べきである。 
 
 日韓関係が悪化している原因は、侵略戦争と植⺠地⽀配を行っていた時期の日本人の振
る舞いについての情報が、日本政府により統制されていることと、このことを韓国政府があ
まり把握しておらず、手順を飛ばし、謝罪の要求や、賠償の要求をしていることではないだ
ろうか。日本人の多くは、当時の振る舞いをぼんやり教科書の数行でしか認識していないの
で、謝罪や賠償を要求するとは何事か、と⽇本国⺠が怒り出す、というすれ違いとなってい
る。慰安婦テーマの映画「主戦場」が日本で作られたように、あるいは、表現の不自由展が
開催されたように、⽇本にも、過去の⽇本国⺠の過ちをしっかり歴史として認識すべきであ
り、そうすれば、近隣諸国の贖罪となるように考えている勢力がある。韓国政府の手順とし
ては、こういった勢力と結びついて、はじめはソフトな内容でも、日本で、当時の⽇本国⺠
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の振る舞いを何らかの形で報道することを試みるべきだ。そして、何らかの圧力があれば、
そこを咎めるようにすべきである。後述するが、韓国で、⽇本国⺠向けのサイトを⽤意し、
そこに、まずは、あまり過激でない、レポートや、記事、小説、漫画、あるいは、動画など
⽤意し、アナウンスするのも良いだろう。表現の不⾃由展などで、⽇本国⺠にも、表現の自
由や知る権利が保護されるべきとする機運も高まっている。 
 
⽇本国⺠としては、韓国政府は、韓国国⺠を代表し、「⽇本は、情報統制により、侵略戦

争、植⺠地⽀配時の悪⾏の詳細を国⺠に伏せている。その情報統制を解除して欲しい。その
ような情報統制により、⽇本⼈は、侵略戦争と植⺠地⽀配の反省が薄れる結果となり、戦後
７５年経過する現在でも、韓国国⺠の多くは、悲しみと怒りで満ち、⼼が安らぐこともなく、
植⺠地⽀配から⼼が逃れられないでいる。どうか、情報統制を解除し、植⺠地⽀配の状況を
報道して、韓国国⺠とその英霊を慰め、安らかな⼼で過ごせるように、救ってほしい。」、こ
ういうメッセージを送っているものと認識すべきである。既に時効を迎えた事件で、加害者
が反省もせず、被害者を中傷している場合、これは、人権・人道の問題であるが、やはり、
⺠事か刑事の問題として解決を図ることになろう。その中では、金銭による損害賠償も、選
択肢の一つであり、概ね他の選択肢はないくらいだ。日本には、韓国からきた方も多く住ん
でおり、日本人に太平洋戦争や慰安婦問題への反省があるかどうかは、韓国に筒抜けなので
あり、日韓の関係が悪化している原因はここにある。そして、私は、日本が全面的に悪いこ
とが、表現の不自由展で確認されたと認識している。 
韓国政府は、歴史のねつ造などと言っていることがあり、事実はそれに近いだろう。日本

では、このようなメッセージの存在を理解している方も大勢いるが、日本政府は、これを拒
否し、そのメッセージは無きものとする情報操作を行い、マスコミもこれに同調しているの
だ。韓国を擁護する発言をすると、降板させられ、あるいは、番組が打ち切られる可能性も
ある。 

 
表現の不自由展における昭和天皇の肖像が燃えるシーンについて言及するが、昭和天皇

は、数千万を死に追いやった国の唯一の主権者であり、上皇陛下は、そのご子息、現天皇陛
下は、昭和天皇の孫である。常日頃、報道する内容ではないとしても、ひた隠しにしてはな
らない。嘘はいけない、悪いことをして隠蔽をしようとしてはならない、我々はそういう教
育を受け、また、受けさせているのであろう。ひた隠しにすることは、逆に日本と両陛下の
名誉を傷つけることになる。 

 
家族全員を戦争で殺された方や親しい女性が乱暴された方、そして、その子孫の方にとっ

て、日本や昭和天皇は、敵（かたき）なのであり、その心中を察すれば、国境を越え、遺族
の方々の立場に立って考えることができれば、昭和天皇の御真影（写真）を燃やすことは、
むしろ無理のないことと判断できるであろう。この点については、只人である昭和天皇の人
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権侵害になるとは主張できないはずだ。 
 
表現の不自由展では、過去の侵略戦争、植⺠地⽀配において、日本人が行った悪行を隠蔽

しようと、情報を操作しようとする方々が日本に多々いることが確認できた。そして、操作
された情報により、洗脳され、韓国を咎める者が多々おり、逆に、表現の自由が妨げられ、
あるいは、韓国の方々の人権を侵害することがおかしいことを主張する方がいることも確
認された。 
 
⽇本による過去の侵略戦争、植⺠地⽀配、またこれらとの因果関係を否認しきれない朝鮮

戦争で、親しい方の生命が奪われた、身体を傷つけられた、女性が乱暴をされた、こういっ
た事実がある。さらに、その事実についての情報が日本で隠蔽され、日本人の多くはその事
実の詳細までは知らずにいる。したがって、日本人には、戦争当時に悪いこと、恥ずべきこ
とをしたという認識に欠けている。ゆえに謝罪する意思が足りない。このようなことで、日
本国⺠は、韓国の⽅々の尊厳と権利を明らかに踏みにじっている。 

 
そうであるなら、韓国政府の一連の行動は、我が国を咎めるという正当な理由を有してい

る。正義は、韓国にあり、日本にはない。その目的が隠され、明らかにされず、反日という
言葉を用いて、単に日本が嫌いで憎いから、日本を困らせるために、国際社会における地位
を保たせない嫌がらせをするために、一連の行動をしているということになっている。徴用
工問題に関しては、お金が欲しいから、ということになっている。そして、その目的がしっ
かり明かされない中で、その手段のみを咎めるという、日本人が得意な、問題のすり替えが
行われている。太極拳や八極拳の奥義のように、人権や人道を捻じ曲げ、受け流す。日本政
府やマスコミは、⼈権を踏みにじる達⼈であり、⿊帯であり、忍者である。 
 

この日韓関係の問題は、韓国の方々の名誉と人権の問題、韓国の心を痛めた方々を思いや
り、歴史的事実を⽇本国⺠に伝えようとする者の表現の⾃由、報道の⾃由、⾔論の⾃由、韓
国の心を痛めた方々を思いやり、歴史的事実を知ろうとする者の知る自由、知る権利、正し
い歴史教育を受ける権利、正しい歴史教育を受けさせる義務の問題であり、すべて、人権、
人道に係る内容である。 
 
 侵略戦争という許されないことを行った過ちを犯し、再度、その詳細をアナウンスする
表現、報道、言論を統制し、情報を歪め、日本国を名誉ある地位にのし上げようとする過
ちを犯しているのである。事実を捻じ曲げれば、日本人は、自国を名誉に思い、他国から
も評価されると考えているのである。そのような企ても、明らかにされてしまえば、これ
以上の不名誉はない。また、神国思想の名残があり、あるいは、神国思想の復活を企てる
気配があり、日本人は尊く、韓国人は卑しいという差別が、特に年配の方に、大なり小な
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り残っている。そして、涙がこみ上げるほど、申し訳なく思うのだが、韓国の方々が、い
まだに侵略戦争の被害で心苦しい思いをしていても、日本人ではないから、構わない、韓
国の方々は、日本人ではないから、戦争で殺されようが、痛めつけられようが、女性が暴
行されようが、構わないという考えがあるのだ。そうではないというのであれば、心を痛
めている方々の心情を無視できるはずはない。日本の大量放火殺人事件では、多くの献花
がされ、多くの寄附金が集まっている。過去の侵略戦争からは、時間が経過しているが、
同様のこと、あるいは、それ以上の事件が多々あったのであり、命の重みや人権に、国境
はないものと考えて、接していただきたい。情報統制が解除され、被害者国の惨状など
が、報道、ドラマ、小説、漫画、アニメなどの手法で日本人に伝われば、すべて解決する
のではないだろうか。日本人は、詫びるべきときには、心より詫びる人種だと私は認識し
ている。 
 
 日本人の人権に対する意識調査のため、アンケートを作ってみた。以下に掲げておく。 
 
＜アンケート＞ 

質       問 回  答 
（１）日本は、神の国であり、韓国は劣った国であるから、天皇陛下や上
皇陛下の地位や命の価値は、韓国の大統領や国会議⻑の地位や命の価値よ
りも遥かに高く、韓国の大統領や国会議⻑が日本で侮蔑されることは、当
然であるが、天皇陛下や上皇陛下が、韓国で侮蔑されることは、許されな
い。 

Ｙｅｓ・Ｎｏ 

（２）日本は、神の国であり、韓国は劣った国であるから、日本による併
合時や太平洋戦争、あるいは、朝鮮戦争において、韓国の方々が殺された
り、怪我をしたり、女性が乱暴をされたらしいが、問題はない。 

Ｙｅｓ・Ｎｏ 

（３）日本は、神の国であり、韓国は劣った国である。日本による併合時
や太平洋戦争、あるいは、朝鮮戦争において、韓国の方々やその子孫の方々
が、負った心の傷は、とうに癒えているのに、日本を困らせるために、あ
るいは、お金が欲しいから、日本にいろいろな嫌がらせをしてくる。 

Ｙｅｓ・Ｎｏ 

（４）日本は、神の国であり、韓国は劣った国である。日本による併合時
や太平洋戦争、あるいは、朝鮮戦争において、韓国の方々やその子孫の方々
が、多少の心の傷を負っていて、これらの時期における日本人の振る舞い
を⽇本国⺠に伝えて欲しいという、メッセージが韓国から来ている。しか
し、⽇本国⺠の⼼の平穏のため、⽇本国⺠が不快とならないため、両陛下
の名誉のため、国策としてマスコミに圧力をかけて、表現の自由、報道の
自由、言論の自由を制限し、さらに、内閣府によりＳＮＳ等で韓国の悪口
を書き込みまくり、当時の⽇本⼈の振る舞いが⽇本国⺠に伝わらないよう

Ｙｅｓ・Ｎｏ 
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にすることが妥当である。 
（５）日本は、神の国であり、韓国は劣った国であるから、韓国の方々や
子孫の方々が、日本による併合時や太平洋戦争、あるいは、朝鮮戦争にお
いて、心に深い傷を負っていても、日本人ではないから、まったく構わな
い。 

Ｙｅｓ・Ｎｏ 

（６）世界人権宣言第１条では、「すべての人間は、生れながらにして自由
であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心と
を授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」
とあるが、韓国は卑しい国であるから、尊厳と権利とについて平等ではな
く、現在、日本人が韓国の方々の尊厳と権利を踏みにじっていることには、
正当性がある。 

Ｙｅｓ・Ｎｏ 

（７）即位礼正殿の儀で、天皇陛下は、「国⺠の叡智とたゆみない努⼒によ
って，我が国が一層の発展を遂げ，国際社会の友好と平和，人類の福祉と
繁栄に寄与することを切に希望いたします。」とおっしゃられたが、韓国は
卑しい国であるので、韓国との友好と平和，韓国の人々の福祉と繁栄は、
必要ない。 

Ｙｅｓ・Ｎｏ 

 神の国という部分は、経済大国に置き換えても良い。マスコミで報じられる言動、語録を
確認する限り、安倍⾸相や名古屋市⻑、それから、ヘイトスピーチを繰り返すワイドショー
の各コメンテーターは、すべてＹｅｓと回答する旨で⽇本国⺠は認識しておくべきである。
また、政府やマスコミに同調し、うなずいて話を聞いている⽇本国⺠もすべてＹｅｓで良い
だろう。一部でも No であるなら、何らかのアクションが必要だ。優れた人は、何にでも同
調をするのではなく、相手の話をしっかり聞きつつも、主体性を失わず、自身のしっかりし
た意見を持ち、行動するものである。 
 
７７７７．．．．プレミアプレミアプレミアプレミア 12121212 における旭日旗の持ち込みについてにおける旭日旗の持ち込みについてにおける旭日旗の持ち込みについてにおける旭日旗の持ち込みについて 
 プレミア 12は、世界野球ソフトボール連盟（WBSC）が主催する、4 年に 1 度開催され
る野球の国際大会である。先日、2019 年 11 月 2 日から台湾と韓国、メキシコ及び日本で
第 2 回大会が開催された。いきさつはよくわからないが、最後、日本対韓国の２連戦とな
り、その 2 戦目が決勝だったようだ。1 日目（11/16）は、10−8で、2日目（11/17）は、
5−3で、いずれも日本が勝ったらしい。 
 
 しかし、非常に残念なことであるが、1 日目（11/16）の試合では、外野席の１人の男性
観客が旭日旗を広げていたようで、写真が報道されていた。また、旗を持った人だけでなく、
旭日旗デザインのＴシャツを着た人もいたらしい。この件、日本政府が、2020 年オリンピ
ックに旭日旗を持ち込むことに問題がない旨の広報をしていることに関連しての持ち込み
と考えられる。そして、その広報に、韓国政府、韓国国⺠は、過敏に反応し、問題視してい
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る。旭日旗は、太平洋戦争の加害者国、戦犯国の軍旗、⼤⽇本帝国軍旗であり、韓国国⺠に
多⼤な迷惑を与えた旗であり、当然なことである。安倍政権は、韓国国⺠が確実に嫌がるこ
とを確実に知りながら、オリンピックの持ち込みが問題ないといっており、例の経済制裁と
同様の国際ハラスメントと理解すべきである。もう１点、安倍政権が、国⺠の意思に拘わら
ず進めている憲法改正のためのアピールでもあるのだろう。日本政府が、スポーツ会場に政
治を持ち込んだのである。 
 

日本政府は、世界に、「旭日旗の意匠は、日章旗同様、太陽をかたどっている。この意匠
は、⽇本国内で⻑い間広く使⽤されている。今⽇でも、旭⽇旗の意匠は、⼤漁旗や出産、節
句の祝いなど、日常生活の様々な場面で使われている」と広報しているらしい。大漁旗には、
多少は類似する意匠が見受けられるが、他には、旭日旗に類似するのは、朝日新聞社旗くら
いだ。旭日旗に似た意匠と、旭日旗とは、まったく別物である。ナチスの旗と風車の絵くら
い違う。旭日旗は、大日本帝国軍旗であり、また、陸海空軍その他の戦力は、これを保持し
ない、とする憲法を有する我が国日本には、存在してはならない自衛隊の旗であり、我が国
に存在してはならない旗である。日本国旗は、あちらこちらで掲げられるが、私は旭日旗を
直接見たことがない。日本政府が、日本には、似たような旗があるから、大日本帝国軍旗を
オリンピックに持ち込んで、振って良いと言っているのである。まったく、支離滅裂であり、
近隣諸国の人権を害することを目的としたハラスメントでしかない。こういった政府広報
に起因し、プレミア１２における旭日旗持ち込みが行われたと考えるべきである。 
   
 この旭日旗持ち込みの問題は、人道、人権、そして、政治に関連した問題であり、スポー
ツの世界には、絶対、無縁でなければならない話である。世界野球ソフトボール連盟（WBSC）
や国際オリンピック委員会（IOC）は、スポーツ関係者の集まりであり、人道、人権、政治
の判断はできず、あまり、問題視できていないようだ。この件は、いったん、国際連合の特
別報告者（special rapporteur）や国際連合人権理事会へ話を持ち込んで、まず、WBSC や
IOC へ旭日旗の持ち込みを禁ずる措置を依頼すべきである。違憲である自衛隊の旗、創設
しようとしている国防軍旗を持ち込む意図は、「太平洋戦争をふたたび」というメッセージ
と解釈すべきか、安倍政権を呼びつけて、問いただしていただきたい。 
 
 私は、卓球を多少観たり、やったりする。日本の卓球はだいぶ強いが、中国が 1 歩格上
だ。そんな日本と中国の 2020 年東京オリンピックを大変楽しみにしている。しかし、万が
一、その会場に旭日旗が持ち込まれ、あるいは、たくさん翻り、日中の選手の方々のメンタ
ルに影響が出たら、それは涙がでるほど、悲しいことだ。そんな中で悲願の金メダルを 1 つ
もらえてしまったら、⼤変なことだ。⽇本国⺠が断固として阻⽌しなければいけない。 
 
 このようななか、プレミア 12においては、外野席に旭日旗が持ち込まれた。この決勝戦
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は、⽇韓の国⺠が楽しみに観た内容である。野球選⼿は、小さな白球を打ち、守備をする目
が良い人たちだ。外野席の軍旗は、韓国選手のだれかの目に入り、皆に伝わっただろう。あ
まり判らないが、打者は、150ｋｍを超える速球や大きく曲がる変化球を打つ中、数ミリの
ズレで打球は、飛んだり、飛ばなかったりするらしい。そのような中、日本政府公認のハラ
スメントが韓国選手たちに行われたのであれば、その攻守において、メンタルに影響があり、
プレーの結果も変わってしまうであろう。監督の采配や投球の組み立てにも変化があるか
もしれない。翌日の決勝でも、当然、大きな影響があるだろう。 
 
 韓国の選⼿や韓国国⺠が、勝負に潔い方々で、言っていないようだから、日本人の私が言
おう。旭日旗が持ち込まれていなかったら、プレミア 12の優勝国は、韓国であったかもし
れないと。２連覇がなされていたかもしれないと。このような意見も、当然生ずることがあ
り得るのだから、スポーツの会場に、軍旗を持ち込んで良いとする、日本政府の国際ハラス
メント指示はありえないのである。私の希望を書こう。この件は、国際連合人権理事会等へ
話を持ち込むべきであり、理事会等は、なぜ、日本政府は、憲法違反の軍旗をスポーツの国
際大会に持っていって、太平洋戦争の被害者国へ掲げてよいと公言したのであるか、問いた
だし、国際人権基準等の観点から問題があるのであれば、プレミア 12は、韓国の優勝とす
るか、再試合とすべき旨をWBSCへ助言すべきだ。そして、もちろん、今後のスポーツの
国際大会への旭日旗の持ち込みは、厳禁とする。WBSC がその旨の決定をした場合には、
プレミア 12の優勝賞金は、150万ドル日本円で 1.6 億円くらいらしいが、韓国へ返還する。
そういった逸失した賞金や、再試合の費用などは、会場に旭日旗を持ち込んだことが原因な
のであるから、持ち込んだ日本人男性に負担してもらうべきだろう。国家財政は、国⺠の⾎
税であるので、政府は容易に負担すべきではない。国際社会の判断は判らないが、私個人は、
このように、善を勧め、悪を懲らしめる国際社会の対応を望むところであり、その旨、意見
をさせていただいた。 
 
８８８８．．．．日韓関係の今後日韓関係の今後日韓関係の今後日韓関係の今後 

ドラマ、映画、アニメ、漫画などの物語（フィクション）ばかり見ている私の認識は、次
のとおりだ。安倍⾸相は、韓国国⺠の⼈権を踏みにじる悪役である。彼の祖父岸信介は、満
州国の高官であり、起訴されたら有罪であったかは判らないが、Ａ級戦犯被疑者として 3年
半拘留された後、不起訴のまま無罪放免されている植⺠地⽀配当事者である。3世の国会議
員などは、結果的にそういうことになる。安倍首相は、政治家一族の立場からも、韓国に頭
を下げる訳にはいかないのかもしれない。 
 
 韓国政府からの⼀連の抗議⾏動は、まず、植⺠地⽀配下で⽇本⼈が韓国で⾏った⾏為の詳
細を日本人にしっかり伝えてほしい旨の目的をもっている。これが現在の韓国の大きな国
策である。安倍政権は、その情報を歪め、国際法などを根拠に韓国を咎めており、植⺠地⽀
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配下での⽇本⼈の⾏為を国⺠に伝える努力などしない。これが、日本の国策である。この件
で韓国国⺠は⼼を痛め、悲しみ、怒っている。韓国国⺠からすれば、⽣命、⾝体と⼼を侵さ
れた植⺠地⽀配に続いて⾏われている、⼆次的な尊厳及び権利の侵害であり、⼆次的な植⺠
地支配である。彼らは、日本そのものより、安倍首相個人と政権、その言動、行為を怒って
いるように感じる。もちろん、これに同調する日本人にもである。戦後 50 年と少し、日本
は徹底的な平和教育、道徳教育をおこなってきた。しかし、近年、方向転換していく気配が
生じている。憲法第 9条の改正や旭日旗など、過去にはタブーであったことを政府政権が、
主張しだし、近隣諸国を騒がせている。安倍政権の軍国戦略、アベノタクティクスとでもい
うできであろうか。韓国に対するマスメディアのヘイトスピーチもその政府方針に則った
ものだ。韓国国⺠にとって、安倍⾸相は、⼈権を踏みにじる悪役、ばいきんまんやダースベ
ーダーのような存在であろう。 
 
文在寅（ムンジェイン）大統領という方を私は良く知らない。Ｙａｈｏｏ Ｊａｐａｎで

検索すると、「⽂在寅は、韓国の政治家、弁護⼠、市⺠活動家。第 19代大統領。 北朝鮮か
らの避難⺠の息⼦として⽣まれる。弁護⼠として市⺠運動や⼈権運動に参加したのち、盧武
鉉政権で大統領側近として活躍した。」とある。日本では、ひどく悪く言われているようだ
が、⽇本国⺠という枠にとらわれない私の目から見ると、優れた人道主義者（ヒューマニス
ト）であり、正義の味方としか思えない。弁護⼠として市⺠運動や⼈権運動に参加したとい
うのであるから、政治的手腕よりも、人権主義者、人道主義者としての道徳観が評価された
のではないだろうか。日本でも、知っている人は、彼が人権弁護士として活躍していた過去
を知っているらしい。 
 

日本企業に対する徴用工への補償に関する訴訟問題、世界 10 か所等における慰安婦像の
設置、日本政府に対する元慰安婦やその子孫の方々からの損害賠償請求、日本製品の不買運
動、日韓軍事情報包括保護協定（GSOMIA）の破棄宣言、上皇陛下に謝罪を求めた件、2020
年の東京オリンピックに出場したくないような表明、オリンピックへの旭日旗の持ち込み
の反対、韓国向けの半導体や液晶材料についての輸出規制、すなわち、経済制裁に対する世
界貿易機関（WTO）への提訴、日本政府、日本企業、日本人を咎める様々な抗議行動は、
日本を怒らせ、アメリカを怒らせ、また、韓国経済を衰退させ、最善の一手、最強の一手と
は思えない。悪手の連続のようにも見える。 

 
私がこう書いている間に、徴用工問題担当の韓国の⽂喜相国会議⻑の基⾦創設案をめぐ

り、元徴用工らへの慰謝料支給総額は、当初 3000億ウォン（約 277 億円）と想定していた
が、1 兆ウォン（約 930 億円）を上回るとの見方が出ているというような記事が掲載され
た。人道・人権の話は、金銭による賠償の話とは、切り離して考えるべきであって、このよ
うな賠償の話が先行してきている話が、日本政府によるデマでないのであれば、これは、完
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全な悪手である。人権問題（世界人権宣言、国際人権基準等）はなく、金銭の賠償問題（国
際法）となり、韓国国⺠は、単にお金が欲しいだけであり、その話はとうに解決している、
となるからだ。 

 
しかし、この日韓関係の悪化の問題が金銭の賠償の話でなく、人道・人権の話であるなら、

どうだろう。文在寅棋士が優勢でないだろうか。この場合、私は、日本に勝ち筋など残され
ていないと、この一局の形成を判断する。金銭による賠償の話は、日本を投了させ、泣きっ
面に蜂だらけという状態の日本政府（安倍政権とは限らない。）とすべきなのだ。 
 
 文在寅大統領は、日本との友好関係よりも、専門である国際法の法理よりも、国防よりも、
韓国経済よりも、優先をすべきは、人の道であると言うべきだ。今、韓国には、心を痛めて
いる方々が大勢いて、彼らを傷つけている日本という国がある。彼は、法理・国防・経済、
いずれも、人の道より優先しないと、人道、人権に優るものは何もなしと、この人道・人権
の問題を解決せずして、日韓に未来はないと、国際社会を、世界中の全ての⺠を、更には日
本国⺠を味方として、日本政府の前に立ちはだかるべきである。 
 
 嫌な話を書くが、人道を重視する正義の国（＝韓国）と、反省を忘れ、奢れる悪しき枢軸
国（＝日本）との、正義対悪の対立構造は、国際社会でも話題になってきている。2020 年
オリンピック開催に向けて、日本が嫌でも国際社会に注目されるなか、今後、全世界がこの
対立構造を知ることになり、⽇本政府からの韓国国⺠への⼈権侵害が、国際社会で問題視さ
れる可能性がある。ＡtoＺライン包囲網とでもいうべきだ。私は、正しいものが勝利し、賛
美され、悪しきものが非難され、懲らしめられる国際社会あって欲しいと願う。⽇本国⺠も、
国境を越えて、善を勧め、悪しきを懲らしめることを理想とする人種であって欲しいと願う。
文在寅大統領は、ただフォースを信じ、愛と正義だけが政権の支持層となり兼ねない苦境の
ようにも見受けられる。私は、彼を応援し、彼を助けたいと願い、この文書を作成している。 
 
徴用工問題について、韓国司法が、個人の請求権の存在を認め、日本企業に損害賠償を命

じた件について、日本政府は、協議による解決、仲裁手続により解決しない場合、国際司法
裁判所への提訴も視野に入れているとのことであるが、日本は韓国の方々の人権を著しく
侵しており、クリーンハンズではない。世界人権宣言の各条文に照らし、また、国際人権基
準等に照らし、時効がないとも言われる人権の保護のため、国内裁判所による効果的な救済
がなされたものだと、国際司法裁判所が判断したのであれば、どうなのだろうか。日本政府
の言動、日本のテレビ放送の発言に、日本の出版物の記述に、韓国国⺠に対する⼼ない差別
が確認されたらどうなのだろうか。 
  

また、日本政府は、この徴用工問題という人権問題に対して、韓国向けの半導体や液晶材
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料についての輸出規制、すなわち、経済制裁を行った。この件で、日本政府は、韓国政府か
ら世界貿易機関（WTO）へ提訴され、この勝ち負けは、判らない状況であったが、こう書
いているうちに、GSOMIA の延⻑決定とともに、WTO への提訴を取り下げてしまったよ
うだ。アメリカの圧力があったような話を聞いた。 

 
だが、経済的に強くなった日本が、その経済力を武器に韓国へ経済的な攻撃をした。これ

は、軍事的に強くなった日本が、その軍事力を武器に韓国を植⺠地化した構図と一緒ではな
いか。しかも、いまだに植⺠地⽀配により⼼に深い傷を負った⽅々の⼈権の問題においてで
ある。慰安婦問題も、この経済制裁とは無縁でないことは、さまざまな政府、マスコミの言
動から明らかである。 

 
私は、この件、韓国政府は、経済制裁の効果を誇る日本のマスコミの語録をＷＴＯに提出

し、日本政府が大きく咎められる結果を望んでいた。傷ついた心に国境はない。人権・人道
に国境はない。重ねて言うが、正義が勝ち、悪が懲らしめられる国際社会、また、日本であ
って欲しいと考えたのである。国際連合人権理事会への訴えと再度のＷＴＯへの提訴を検
討するとよいだろう。 
 
 文在寅大統領は、⽇本国⺠を含んだ世界の⺠に⼈道を説いている。安倍政権前の日本の戦
後の道徳教育は、しっかりしたものではなかったか。悪事をしてはならない。悪事をして、
これを隠すことも良くない。そういうことを日本人は、理解している。過ちに気づいたとき
には、潔く謝罪ができる場合があり、深く謝罪し、これを許してもらったときなど、逆に良
い⼈間関係が築けることもある。彼は、⽇本国⺠を信じているのだ。日本人も、只の人であ
るから、悪い心も持ち、悪事をなすこともある。しかし、正しい心もしっかり持っているの
だと、だから、僅か数⼈でも韓国の国⺠のため、⽿を傾けてほしいと願っている。考えてみ
てほしい、韓国の要望を聞いて、植⺠地時代の⽇本⼈の振る舞いの情報が、報道、ドラマ、
小説、漫画、アニメなどの手法で、日本で発信された場合、何か日本人に困ることがあるの
だろうか。その情報を得たくないものは、耳を貸さなければよい。そして、そういった内容
に触れたものは、日本は申し訳ないことをしたのだと認識するだろう。我々の世代は、概ね
戦争に行ってはおらず、直接の関与がある日本人は、もう少ないだろう。我々が謝罪すべき
ことは、これらの情報が、政権を中心とした勢力により日本で統制されていたことと、日本
人の先人が申し訳ないことをしたことの二点である。日本人は、謝罪すべきときには、謝罪
することを知っている人種である。日本人がそういう、申し訳ないことをしたのだという認
識とその対応をし始めたら、何が起こるだろうか。歴史的事実を隠し通し、嘘をつき続ける
日本国が、潔い人道を重視した日本国へと変わるのだ。人道大国、礼節大国への道を歩み始
めるのであり、何らも損もない。文在寅大統領は、そもそも、日本を害するつもりはない。
咎めるつもりはない。日本の兄たる国の大統領として、人道を説き、より良い日本国に導い
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てくれているのだ。 
 
 私も彼に呼応して問いたい。戦後、日本は皆で一生懸命に働き、経済的に豊かになっ
た。すなわち、衣食は十分に足りているのだ。であれば、次はどうするのであったかと。
衣食が足りたのなら、次は礼節でしょうと。衣食足りて倉廩が実ちれば、次は礼節、栄辱
を知るのでしょうと。常に目の前の相手を思いやり、相手の嫌がることをせず、敬い、悪
口なども言わず、嘘もつかず、したがって、過去も偽らず、相手が自分のせいで心を痛め
ていれば、当然に心よりの謝罪をなすべきでしょうと。 
  
 義を見てせざるは、これはどういうことなのかと。勇なきなりでしょうと。人として為す
べきことと知りながら、それを実行しないのは、勇気がないことでしょうと。 
 
 遠くない過去に我が国が起こした侵略戦争、植⺠地⽀配により、⼤きな被害を受けた⽅々
とその子孫の方々が心を痛めているなか、我が国では、その情報が統制され、国⺠の⽿にあ
まり入らないこととなっている。そのことが、韓国の方々の悲しみとなり、怒りとなり、今、
そのメッセージを隣国の⼤統領と国⺠が、必死に、なり振り構わず、⽇本国⺠に伝えようと
しているのだ。ここで、人としてなすべきことは、何か。ワイドショーのコメンテーターに
倣い、韓国の方々を侮蔑することか。お金を支払って片付けることか。それは、人としてな
すべきことではない。１人でも、２人でも、多くの日本人が彼らに和して協調し、侵略戦争、
植⺠地⽀配時に⼤陸で⽇本⼈がどのような⾏為をしてきたのかを、被害者国の⽴場でしっ
かり見聞きするべきだ。これは、日本の重要な歴史である。決して、改ざんをしてはならな
い。集団で記憶を操作してはならない。逃げ回って、詭弁も用いて誤魔化し、時効を待つよ
うな振る舞いをしてはならない。こういった正しい歴史を教育する取り組みが行われば、初
めて、太平洋戦争は終わるものと理解すべきである。韓国、中国で、自国とその名誉を守る
ため、正当に防衛をし、命を落としていった英霊を慰め、国が命ずるまま、他国で殺戮を行
った計画犯と実行犯である我が国日本の悪しき霊を慰めることになろう。日韓の関係も、大
きくか、僅かかは、分からないが、改善されていくだろう。昭和天皇は、前述の人権宣言、
人間宣言により、⼈としての地位を得た。⽇本国⺠も、このままでは、ひ・と・で・な・し、
⼈でなしである。他国から強要される前に、⽇本国⺠は⼈として為すべきことを為さなけれ
ばならない。 
 
 そして、2020 年東京オリンピックへ韓国、中国、北朝鮮その他世界各国の方々を謹んで
招待し、可能かは分からないが、特に韓国、中国、北朝鮮ほかアジアの方々との競技では、
開始前、終了後に、特にこれらの⽅々に向けては、深々と⻑めにお辞儀をし、勝って誇らず、
負けて悔やまず、どちらが勝っても、互いを称えあうような、そんなオリンピックにできな
いだろうか。これが、私の願いであり、祈りである。 
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９９９９．．．．⾃由⺠主党の⾃由⺠主党の⾃由⺠主党の⾃由⺠主党の国防軍創設の国防軍創設の国防軍創設の国防軍創設の憲法改正案憲法改正案憲法改正案憲法改正案にににについてついてついてついて 
安倍首相は、徴用工問題に関して、韓国は約束を守らない国といっていたが、日本も、日

本国⺠と諸外国へ⼤きな約束をしている。それは、日本は過去の戦争を深く反省し、今後、
自衛のための戦争もしないようにするため、陸海空軍その他の戦力は保持しないと、日本国
⺠と諸外国へ約束したのだ。安倍首相は、そんな約束はないと歴史を捻じ曲げるかもしれな
いが、この約束は、我が国の最高規範、日本国憲法に定められている。安倍首相でも、シュ
レッダーでなかったことにはできない。 

 
⾃由⺠主党は、この約束を早々に違え、安倍首相の祖父が外務大臣であった時代に、自衛

隊を創設し、今、その孫が、自衛隊の存在を咎める憲法の存在がおかしいといい、自衛官と
その子息が困っているという。だから、憲法を改正し、国防軍を置き、旭日旗をオリンピッ
クその他で掲げようとしているらしい。被害者国である近隣諸国の⽅々、そして、⽇本国⺠
に対する敬意が見受けられない。憲法第９条が誤っているのではなく、自衛隊の存在が誤っ
ているのである。 

 
侵略戦争の計画犯と実行犯が眠る靖国神社を政府要人が参拝した場合のように、旭日旗

の正当性を日本政府が論ずる場合のように、憲法第 9 条の改正案の件も、近隣諸国から非
難されても良いと思うのだが、そのような情報はほとんどない。非難している情報が遮断さ
れているのか、本当に非難していないのかは、不明であるが、本当はアジアで轟々たる非難
がある中、日本の情報が捻じ曲げられているのではないか、と疑ってしまう。というよりも、
ぜひ、自衛隊の存在と、その違憲の状態、日本国憲法に定められた諸外国への約束違反を国
際社会で咎めていただきたい。旗とともに、日本軍の存在も問題として欲しい。 
 
 現在の与党の憲法改正案（前文、第９条）は、以下とのことである。この案に関し、国内
では、憲法の改悪と、批判する声が上がっているが、情報が操作されており、あまり、メデ
ィアでは大きく取り上げられない。 

新 旧 
（前文） 
⽇本国は、⻑い歴史と固有の⽂化を持ち、

国⺠統合の象徴である天皇を戴いただく国
家であって、国⺠主権の下、⽴法、⾏政及び
司法の三権分立に基づいて統治される。 
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の

大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会
において重要な地位を占めており、平和主
義の下、諸外国との友好関係を増進し、世

（前文） 
⽇本国⺠は、正当に選挙された国会にお

ける代表者を通じて行動し、われらとわれ
らの⼦孫のために、諸国⺠との協和による
成果と、わが国全土にわたつて自由のもた
らす恵沢を確保し、政府の行為によつて再
び戦争の惨禍が起ることのないやうにする
ことを決意し、ここに主権が国⺠に存する
ことを宣言し、この憲法を確定する。そも
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界の平和と繁栄に貢献する。 
⽇本国⺠は、国と郷⼟を誇りと気概を持

って自ら守り、基本的人権を尊重するとと
もに、和を尊び、家族や社会全体が互いに
助け合って国家を形成する。 
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国

土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術
を振興し、活力ある経済活動を通じて国を
成⻑させる。 
⽇本国⺠は、良き伝統と我々の国家を末

永く子孫に継承するため、ここに、この憲
法を制定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二章 安全保障 
（平和主義） 
第九条 ⽇本国⺠は、正義と秩序を基調とす
る国際平和を誠実に希求し、国権の発動と
しての戦争を放棄し、武力による威嚇及び
武力の行使は、国際紛争を解決する手段と
しては用いない。 
 

そも国政は、国⺠の厳粛な信託によるもの
であつて、その権威は国⺠に由来し、その
権⼒は国⺠の代表者がこれを⾏使し、その
福利は国⺠がこれを享受する。これは⼈類
普遍の原理であり、この憲法は、かかる原
理に基くものである。われらは、これに反
する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 
⽇本国⺠は、恒久の平和を念願し、⼈間

相互の関係を支配する崇高な理想を深く自
覚するのであつて、平和を愛する諸国⺠の
公正と信義に信頼して、われらの安全と生
存を保持しようと決意した。われらは、平
和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地
上から永遠に除去しようと努めてゐる国際
社会において、名誉ある地位を占めたいと
思ふ。われらは、全世界の国⺠が、ひとしく
恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存
する権利を有することを確認する。 

われらは、いづれの国家も、自国のこと
のみに専念して他国を無視してはならない
のであつて、政治道徳の法則は、普遍的な
ものであり、この法則に従ふことは、自国
の主権を維持し、他国と対等関係に立たう
とする各国の責務であると信ずる。 
⽇本国⺠は、国家の名誉にかけ、全⼒を

あげてこの崇高な理想と目的を達成するこ
とを誓ふ。 
 
第二章 戦争の放棄 
 
第九条 ⽇本国⺠は、正義と秩序を基調と
する国際平和を誠実に希求し、国権の発動
たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行
使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。 
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２ 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるも
のではない。 
 
 
（国防軍） 
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国
及び国⺠の安全を確保するため、内閣総理
大臣を最高指揮官とする国防軍を保持す
る。 
２ 国防軍は、前項の規定による任務を遂行
する際は、法律の定めるところにより、国
会の承認その他の統制に服する。 
３ 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行
するための活動のほか、法律の定めるとこ
ろにより、国際社会の平和安全を確保する
ために国際的に協調して行われる活動及び
公の秩序を維持し、⼜は国⺠の⽣命若しく
は自由を守るための活動を行うことができ
る。 
４ 前二項に定めるもののほか、国防軍の組
織、統制及び機密の保持に関する事項は、
法律で定める。 
５ 国防軍に属する軍人その他の公務員が
その職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密
に関する罪を犯した場合の裁判を行うた
め、法律の定めるところにより、国防軍に
審判所を置く。この場合においては、被告
人が裁判所へ上訴する権利は、保障されな
ければならない 
 

② 前項の目的を達するため、陸海空軍そ
の他の戦力は、これを保持しない。国の交
戦権は、これを認めない。 

 安倍首相は、この第 9条改正に関し、集団的自衛権という言葉を用いる。しかし、この権
利は、なくても良い権利であり、今後、用いるべきではない。なぜなら、国の軍隊が国を守
れば、都道府県レベルでは、軍を保持する必要がない。これと同様に、例えば、米軍、国連
軍のような存在が日本国を守れば、日本国の軍隊が自ら国を守る必要はない。⽇本国⺠と国
土の安全が保障されれば良いのであり、自衛でなく他衛でも良いのであるから、集団的自衛
権ではなく、集団的防衛権という言葉が適当であろう。政府や国連の定義も知ったことでは
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ない。 
 

自衛のための戦力を保持しないとする、世界的にも特異な我が国の平和主義を撤回する
今回の憲法改正案は、日本国憲法の改悪であるという方々がおり、私も同意見である。 

 
私が考えた、日本国憲法を改善するための改正案は、以下のとおりである。⾃由⺠主党政

権が、せっかく憲法改正の手続きを法定してくれたので、活用したら良い。 
新 旧 

第九条 ⽇本国⺠は、正義と秩序を基調と
する国際平和を誠実に希求し、国権の発動
たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行
使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。 
 
２ 前項の目的を達するため、自衛のため
のものと雖も、その軍備の規模に拘わらず、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しな
い。国の交戦権は、これを認めない。 

第九条 ⽇本国⺠は、正義と秩序を基調と
する国際平和を誠実に希求し、国権の発動
たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行
使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。 
 
② 前項の目的を達するため、陸海空軍そ
の他の戦力は、これを保持しない。国の交
戦権は、これを認めない。 

 
言葉が拙い点はご容赦いただき、たたき台として頂ければ幸いである。我が国憲法の特徴

は、平和主義であって、自衛のための軍隊も保有しないことで、戦争を永久に放棄するとし
ていることは、憲法前文と第９条の明文から明らかである。自衛のため、国防のための軍隊
は、保有して良いとする憲法、すなわち、諸外国と同質の憲法なのであれば、初めから安倍
政権の改正案のようなものであったはずであり、現行日本国憲法前文の表現とはならない。
自由⺠主党の凶悪な軍国主義の憲法改正案がそのことを明確に⽰している。 

 
こういった部分を国家権力に尻尾を振り、学問を捻じ曲げる我が国のだめな憲法学者共

が、明らかに憲法に反する軍隊を創設できる理屈を作り出し、安倍の祖父である岸信介が外
務大臣であった時代に、⾃由⺠主党が、実質的な国防軍である自衛隊を創設した。そして、
今、第二段階として、その孫である安倍⾸相が、憲法改正を国⺠に提案している。さらに、
国辱であるあの旗、旭日旗をオリンピック会場に持ち込んでも問題はない、実質的な国防軍
である自衛隊の旗であり、問題はないなどと、近隣諸国の戦争被害者やその子孫の方々に言
い放っている。 

 
⽇本国⺠は、今後、こういったことにどう反応し、どう対応するのか。自衛隊は、当初よ

り違憲であったにもかかわらず、憲法学者も裁判官も、行政に懐柔され、職責を果たさなか
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った。主権者たる国⺠の意思に反して存在する⾃衛隊を咎め、結局、国の機関である国立大
学、裁判所が国策に対して無力であったことを咎め、断罪するためにも、私は、ぜひ、上記
の日本国憲法の改善改正を行いたいと考えている。 

 
１０１０１０１０．．．．国防について国防について国防について国防について    
非常に残念なことであるが、科学や文化が発展した現在においても、シリア方面では、い

まだに戦争が行われている。そして、日本にも責任がある話だが、朝鮮半島の両国は、交流
をしつつも、まだ、対立しており、北朝鮮のミサイルが訓練で日本の近くまで飛んでくる。
また、アメリカと中国は、貿易関係で対立している。 

 
歴史的にも、人類学的にも、また、文化的にも、中国は、日本の父たる国、韓国と北朝鮮

は、日本の兄たる国だと私は考える。アメリカは、いわば、育ての親たる国だろう。こうい
った我々日本に近い存在の国で、争いが絶えないのであれば、まだまだ、日本も戦争と無縁
ではいられない可能性があり、集団的防衛権に基づいた国防は不可欠だ。 

 
このような中、自衛のための戦力を有しない、ということは、可能なのか、という問題が

当然にある。米軍が本当に守ってくれるのだろうか。 
 
この点に関し、私から１案を提案したい。何年、何十年掛かるか判らないが、国連に話を

持ち掛け、日本の自衛隊事業を国連に、無償で事業譲渡する契約を締結する。これにより、
自衛隊は、国連軍の日本防衛隊となる。日本には、原則として指揮権がなくなる。その後は
適切な防衛費を支払い、日本を防衛してもらう。ＧＤＢ（Give & Defense Back）とでも呼
んでおこう。日本人として、その隊員の大部分は、幕僚⻑まで日本人であることが好まれる
だろう。 

 
その後の取り決めは、すべて契約、条約、法令で定めるが、無償譲渡の条件として、当面

の防衛費を安くしてもらい、軍備は、日本製品を優先すべきとし、まずは、日本の国防のみ
の軍隊とすべきである。日本には、原則として指揮権がないが、国連が未来永劫、公正に機
能するかについては、不安もあるから、交渉によって、ほぼ 100％の指揮命令権、意思決定
権を日本に残す、実質国防軍というパターンも考えられる。両案の間で、細かい調節も可能
である。 

 
批判もあろうが、国連軍日本防衛隊を２種に分け、日本防衛に限って行動する隊と、友好

国を防衛するため海外に派遣され、あるいは、駐留することも可能な隊とすることも考えら
れる。 
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事業譲渡時には、事業譲渡であるがゆえに、隊員は、当然に、転籍を拒否し、退役する権
限を有する。日本人が強制的に徴兵される制度は、絶対に作ってはならない。すべて、志願
する隊員で成り立ち、そういったなか、隊員に志願をされる方がいるならば、私は尊敬し、
評価をしたい。 

 
国連へ自衛隊を無償譲渡するという、ロマンのある例え話をしたが、このような国防案は、

集団的防衛権の行使と自衛のための戦力を保持しないとする日本国憲法の平和主義とを両
立させる有力な１手法であろう。 
 
⽇本国⺠は、国防という目的を果たしつつ、戦争の放棄という国際的に名誉のある地位を

獲得でき、近隣諸国は過去の加害者国により平和を脅かされることがなくなり、自衛官やそ
の子供も、その存在に法的矛盾がなくなり、安堵でき、名誉を回復でき、あまり良い話では
ないが、日本の軍事産業も継続して利益を獲得できる。日本政府としても、国内の最も大き
な法律問題が解決に至る結果となり、国際的な地位も、最低最悪の状況から多少回復できる
かもしれない。Ｗｉｎ−Ｗｉｎ−Ｗｉｎ−Ｗｉｎ−Ｗｉｎというわけだ。 
 
 安倍首相は、祖父からの言い付けを守り、日本に国防軍を創設し、その最高指揮官（改正
案第 9条の 2）となり、旭日旗があちらこちらに掲揚されることを夢見ているようだが、あ
たかもふるさと納税のように、自衛隊を国連に寄付してしまい、そのような軍国主義の夢は
粉々に砕いてやると爽快であろう。私から、ニューヨーク、ハーグ、ジュネーブ、ウィーン
の名産品各１万円相当額を安倍首相に、返戻品として送ってあげようではないか。 
 
 ⾃由⺠主党が⼤事にしている旭⽇旗（ｺｸｼﾞｮｸｷ）は、当然に廃止される。あの国辱でもあ
る旗は、反省旗と名を改め、永遠に使用を禁止する閣議決定を行うべきである。反省とは、
近隣諸国に多大な被害を与えてしまった我が国が起こした侵略戦争、植⺠地⽀配への反省、
そして、我が国の最高規範である憲法を捻じ曲げて解釈した憲法学者に促す反省、憲法に明
らかに反する自衛隊を創設し、防衛省により運用してきた⾃由⺠主党に促す反省、自衛隊を
違憲と判決できなかった裁判官共に促す反省（法理を曲げ、学問を歪めた、知性を欠く彼ら
は、最蛮官、政番犬と呼称されるべきである。この件で、国に傾いた判断がなされたのであ
るから、税務訴訟、原発訴訟その他国等が関係する裁判での公正性など、期待などできない。
一事が万事というものである。ふがいない日本の司法を見限り、私は、大司法改革を提案し
たい。）、そして、恥知らずにも、我が国の最高規範である日本国憲法において掲げられる、
自衛のための戦力も保持しないとする他国のそれとは性格を異にする尊い我が国が誇る平
和主義を完全廃止し、国防軍が明文化された憲法改正案を提示し、⽇本国⺠と近隣諸国が嫌
悪する旭日旗をあちらこちらで掲揚しようとした現⾃由⺠主党政権に促す反省である。 
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 国連軍案であるが、我が国の尊い最高規範である日本国憲法前文の後半の以下の部分に
も適合するように感じられる。そもそもそういう構想であった中、情報が操作され、なきも
のとされたようにすら感じるくらいである。 
 『⽇本国⺠は、恒久の平和を念願し、⼈間相互の関係を⽀配する崇⾼な理想を深く⾃覚す
るのであつて、平和を愛する諸国⺠の公正と信義に信頼して、われらの安全と⽣存を保持し
ようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去
しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界
の国⺠が、ひとしく恐怖と⽋乏から免かれ、平和のうちに⽣存する権利を有することを確認
する。 

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであ
つて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持
し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 
⽇本国⺠は、国家の名誉にかけ、全⼒をあげてこの崇⾼な理想と目的を達成することを誓

ふ。』 
 
「人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する」とあるが、ろくに書も読まない

私が解釈するに、この崇高な理想は、人間相互において、礼の和をもって貴しと為し、互い
に同胞の精神をもって、相手の自由を尊重しあい、争いが起こらず、したがって、差別もな
く、もちろん戦争もない、礼節と慈愛に満ちた社会を、人種、宗教、国籍等の枠を超えて、
構築することではないだろうか。もちろん只の人と人の間では、意見が分かれ、自由と自由
が対立し、いったんの争いはなくなるはずもないが、話合いにより解決をし、無理なら第三
者を仲裁させ争いを早々に終結させ、また、法理と道徳により争いそのものが極力生じなく
なるよう努めるのである。国際社会は、惜しいところまできており、点睛を欠く臥龍（画龍）
である。日本国憲法における平和主義は、単に自衛のための軍隊を保持しないという特徴の
平和主義でなく、人間相互の争いの一切の滅失を志す、崇高な理想である超平和主義である
と拡大解釈し、日本は、国際社会でその実践をなすべきである。しかし、これとは真逆に、
安倍政権は、自国の過去現在の行為を差し置いて、礼節を欠き、隣国の悪口を言い放ってい
るのであるから、我が国の超平和主義に反していると言える。バスターズである。 

 
 国連軍が創設され、まず、日本がその軍備を国連軍に譲り渡し、国防を委ねる。このよう
に、国防を国連軍に委ねる国家が増えていけば、かつての我が国のように、侵略戦争を画策
できる国家が減っていき、やがて戦争がなくなることも期待できる。国⺠が原則として銃や
刀を保持できない我が国日本では、銃や刀による事件は少ない。これと同様に、各国家が侵
略戦争を行いうる軍隊を保持していなければ、戦争は確実になくなっていく。 
 
核兵器を国連に預ける国家があれば、核兵器も廃絶できる。国連の核の傘案だ。その後、
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世界レベルの大幅な軍縮も期待できよう。あとは、国連軍の意思決定機能、司令機能、また、
急迫不正の侵害に対し、指令なく専守防衛が可能な範囲等、そういった詳細をわずかな誤差
もなく取り決めていき、国連軍が有効に機能するよう図ればよい。３人程度では無理だが、
世界の⺠の叡智が寄れば、文殊の智慧だ。 
 
 我が国日本は、家族のように恩がある近隣諸国に兵を進め、取り返しのつかないことをし
てしまっており、日本の創生からの歴史は、すべてその侵略戦争に至るまでの、誇るべき点
など何もない歴史である。戦後も結局のところ、司法、学者、公務員、企業が、内閣にろく
に逆らえない、見るべき点のない歴史のように私は感じている。しかし、このような過去は、
歴史は、変えようもないが、未来の歴史は、我々の手で作ることができる。安倍首相は、自
衛隊の存在を危うくする日本国憲法は、大変問題だというのであり、自衛隊は、明らかに違
憲の状態にあり、宙に浮いた存在である。また、我が国は、アメリカ軍に駐留して頂いて、
防衛してもらっている経験もある。世界に先駆けて、国連軍への自衛隊事業の譲渡を行うこ
とは、我が国では、夢物語ではない話である。このような国防策で、世界の恒久の平和を実
現し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去するという、崇高な理想と目的のため
の 1 歩を踏み出し、過去に我が国が起こした戦争で被害を受けた方々とその子孫の方々へ
の、身を清め、襟を正してなすべき、お詫びの一つとしてはどうなのだろうか。もはや、名
誉ある地位を占めるのではない。過ちを犯し、しかも、その過ちをなかったように報道を規
制し、お詫び・賠償はすべて済んだと被害者国へ言い放ってしまい、完全に失っている名誉
を少しでも回復したいのである。これが、私の描く日本の未来である。 
 
 ざっと、私の理想と妄想を語ってきたが、⺠主主義は多数決主義で、この件にはまったく
見るべき点はないと判断されるかもしれない。そもそも、国連が拒否することもある。また、
国連が百年、千年、一万年と機能し続ける保証もない。権力が集中し、人権を無視した望ま
ない世界統治が起こるかもしれない。それなら、国防軍案の方がよい。ただ、既に書いたが、
国連軍案については、話し合いで、日本に指揮権がまったくなくなる、純国連軍というパタ
ーンと、真逆に、日本に指揮権がすべて存在する実質的な国防軍ということがあり得、その
間で、自由に調整が可能である。単に、侵略戦争が行えないということでも、国際的には意
味はあるが、極力、意思決定権、指揮権は、国連に委ねるのが理想である。 
 
 現在の⾃⺠党案は、「⾃衛隊の存在は、憲法上、問題がある。⾃衛・国防は必要。故に、
国防軍に関する憲法上の規定が必要。」という案であり、9条改憲反対案は、「自衛隊の存在
は、憲法上、問題がある。自衛・国防は必要。平和憲法改正は改悪。」という案である。9条
改憲反対案は、「平和のため」というよりも、「我が国の憲法の矛盾大歓迎」という理論でし
かない。この件だけなら、⾃⺠党が 350議席／465議席獲得で圧勝だ。 
 国連軍日本防衛隊創設による自衛隊不要説を論じてきた。現在は、このような夢物語は、
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国連、国際社会から評価されず、また、⽇本国⺠からも評価されない可能性が⾼い。しかし、
遥か将来の⽅向性と⽰すことで、少なくとも⾃由⺠主党の国防軍案をようやく全否定でき
るのでないだろうか。 
 
特に、旭日旗は、違憲である自衛隊の旗、大日本帝国軍旗であり、日本を含め、アジア諸

国の⺠数千万⼈を死に⾄らしめる結果を招いた旗である。これを憲法第 9 条の改正のため
に、オリンピックへ持ち込もうなどとは、言語道断であり、しかも、このような持ち込みに
問題がないと書き込まれるＳＮＳは、⾃由⺠主党による、いわゆる自演である可能性が極め
て高い 。あの日本中の爆撃や原爆投下、沖縄戦を招いたあの旗は、旭日旗というより、国
辱旗（ｺｸｼﾞｮｸｷ）であり、日本の町中では、どこにも掲げられていないし、あれを子孫に掲
げさせようという日本人は、ほぼいないと考えられる。世界のみならず、日本でも嫌悪され
る旗だ。ただ、こういったことも、自衛隊不要説がなければ、主張が難しい状況であり、と
りあえず、自衛隊不要説に存在意義は確認できるのである。 
 
 衆議院選挙で、⾃由⺠主党は、旭⽇旗と原発の旗を降ろせないだろう。野党は、国連軍の
旗と再エネ発電の旗を掲げればいい。私は、野党の方が、旗色が良いように感じる。 
 
１１１１１１１１．総括．総括．総括．総括    
 今まで、記載した内容の総括等をしよう。 
（１）（１）（１）（１）第三者機関の仲裁第三者機関の仲裁第三者機関の仲裁第三者機関の仲裁による課題解決による課題解決による課題解決による課題解決    

日本は韓国との間で、戦前、戦時中の日本人の振舞い（歴史認識）、領土問題、賠償責任
の有無、について争っているが、直接の言い争いや、自力救済、自力執行を望ましくないも
のとする法理がある中で、法治国家間相互で、直接にいつまでも争いあうことは、愚の骨頂
である。双⽅の国⺠の⼼の負担にもあるのだから、国連その他の第三者機関に仲裁してもら
って、黙々と解決すべきである。そのような機関がないなら創設するしかない。 

 
（２）（２）（２）（２）戦前、戦時中の日本人の振舞い戦前、戦時中の日本人の振舞い戦前、戦時中の日本人の振舞い戦前、戦時中の日本人の振舞いに係る報道に係る報道に係る報道に係る報道についてについてについてについて    

日本では、戦前、戦時中の近隣諸国における日本人の振舞いについて、報道が制限されて
いることが確認されている。人権に国境はないと考える日本国⺠がいれば、報道を制限しよ
うとする圧⼒に屈せず、植⺠地時代の⽇本⼈の振る舞いの情報、できるだけ被害者国の主観
のものを、報道、ドラマ、小説、漫画、アニメなどの手法で、日本で発信をすべきだ。中国
や韓国で作成されたものを上映しても良いが、日本で、あるいは、日韓共同でこういったも
のを作成し、発信できれば、なお良いことだろう。 

 
また、韓国政府が日本国⺠向けのサイトを用意したような話を聞いた。そういったサイト

を韓国政府やマスコミが用意し、まずは、あまり過激でない、レポートや、記事、小説、漫
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画、あるいは、動画などを発信することも、速やかに実行できる良い方法であろう。日本の
支持者に協力を求めるのも良いだろう。このサイトに、日本政府が圧力をかけるのは難しい
だろう。こういったサイトを作り、⽇本国⺠にアナウンスをし、始めは、少人数だとしても、
少しずつ、これを見に行く日本国⺠が増えていくと良いだろう。 
 
（３）（３）（３）（３）韓国向けの半導体や液晶材料についての経済制裁の解除韓国向けの半導体や液晶材料についての経済制裁の解除韓国向けの半導体や液晶材料についての経済制裁の解除韓国向けの半導体や液晶材料についての経済制裁の解除    

日本政府は、現在、韓国向けの半導体や液晶材料についての輸出規制、すなわち、経済制
裁を行っている。このことについて、韓国政府は、世界貿易機関（WTO）へ日本政府を提
訴し、また、日韓軍事情報包括保護協定（GSOMIA）の破棄を宣言した。これらの提訴と宣
言は、諸事情で残念ながら撤回されてしまったが、日本政府による経済制裁に対して、日韓
の対立が深まったことは、間違いのないところである。 

 
最近の日韓の対立は、概ね、戦前、戦時中の日本人の振舞いについて、日本国内の報道が

制限されていることを原因として生じている。この問題は、徴用工問題、慰安婦問題、そし
て、⽇本国⺠の表現、報道、言論の自由、知る権利、正しい歴史教育を受ける権利の問題な
のであり、すべて人道、人権に関する内容である。これらの人道、人権に関し、経済制裁を
行うなど、あってはならない話であり、直ちに日本政府は、心よりの謝罪を行ったうえ、経
済制裁を解除し、韓国をホワイト国（グループA）に戻すべきだ。制裁ではないなどとの前
経済産業大臣が主張したらしいが、日韓関係が悪化していたタイミングでこのようなこと
がなされ、経済制裁という認識が、日本のマスコミ、日本人にあるなか、通らない話である。
このタイミングで輸出規制をしたけど、たまたまこの時期になっただけで、制裁じゃないよ、
というのは、子供の喧嘩における言い訳のようなものだ。経済制裁を行いあっている米中も、
制裁じゃないよ、たまたまだよ、というかもしれない。 

 
（４）旭日旗の完全廃止（４）旭日旗の完全廃止（４）旭日旗の完全廃止（４）旭日旗の完全廃止    
 最近、旭日旗について、オリンピックに持ち込んでも問題がないとか、伝統がある旗であ
り、日本にとって重要であるとか、そういう政府説明の記事などが見聞きされる。憲法第９
条の改正に伴う政府方針かもしれないが、ありえない話である。旭日旗は、かつて、大陸や
日本の各地で翻り、数千万人を死に至らしめた、旧日本軍の象徴であり、太平洋戦争の象徴
である。礼節の基礎、人道、人権の基礎は、相手が嫌がることをしないことだと考えられる。 
 日本人も、皇室の方々も、この旗のせいで散々な目にあったのである。子供や孫に、この
旗を持たせたい日本人がいるのだろうか。いないはずだが、ＳＮＳの書き込みの件もあり、
マスコミが安倍政権に逆らった報道をしないので、旭日旗に問題がないような雰囲気が日
本にあるのであろう。まさに、旗色を⽇本国⺠やマスコミが確認をしているところなのだ。
そのうち、それまずいだろう、という旗色となりそうだ。 
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他国の⽅も、⽇本国⺠も嫌がる旗なのであるから、その後、どのような旗を用いるのかは
別段として、直ちに廃止をし、使用を禁止し、類似する一般の旗も、極力、使用を中止して
欲しい旨を要請すべきであろう。 
 
 IOC（国際オリンピック委員会）は、オリンピックへの旭日旗の持ち込みに関し、「競技
場で政治的デモがあってはならないと固く信じる」とし、「競技時に問題が発生すれば事例
ごとに調査する」というようなことを言ったらしい。まず、韓国、中国の選手は、「2020 年
東京オリンピックの会場で、万が一、一振りでも、競技を中断し、オリンピックをボイコッ
トする」と言ってみたらどうか。そうして、他国の有名選手に、口だけで、実際にそんな気
がなくても良いので、同じことを言ってもらうのだ。競技の中断や、ボイコットは無理だが、
枢軸国の軍旗を会場に持ち込むなどはありえない、と言ってもらっても良い。そういった選
手、国が多々あれば、IOCも動くだろう。 
    
（５）その他（５）その他（５）その他（５）その他    
 本編では、憲法第９条を改善し、自衛隊を国連に無償譲渡する案を掲げた。私の理想であ
り、妄想であるが、絶対に実現不可能とは、限らないので、賛同して頂ける方が多くいたら
ありがたい。理想と妄想は、努力が伴い、賛同者が多くいれば、どのような内容であっても、
現実となる可能性がある。これらは、違うようで同じなのだそうだ。 
 
 他国もだが、日本は、ドラマ、映画、アニメ、漫画などの物語にあふれたフィクション大
国なのだと思う。現実と理想が食い違うなか、日本人は特に崇高な理想を渇望しているのか
もしれない。友情、愛情、自己犠牲、笑いと涙と感動、そういったことを求める感情が私の
心にも眠っているのを感じる。 
 
 過去の歴史の改ざん、フィクション化は、たとえ、フィクション大国日本であっても、許
されない。ただ、未来はこの手で作ることができ、未来の日本も作り変えることができるの
だから、物語（フィクション）のように、友情、愛情、笑いと涙と感動に満ちていて、皆が、
差別などなく、礼節をもって接し、過ちを犯したら、誠心誠意謝罪をなし、嘘をつかず、他
人の悪口を言わず、自分よりも、他人を大事にする。そういった、物語（フィクション）、
善き夢、理想、妄想の現実化、リアル化はできる。容易ではないかもしれないが、我々は、
これを成し遂げられると、私は信じている。 
 
特に日本の若者に言いたい。将来、子供たちから、あなたのような大人になりたいと、あ

なたのように仕事をしたいと、あなたのような方と一緒に仕事をしたいと言われる大人に
なって欲しい。そして、あなたのような政治家になりたい、あなたに国をお任せしたい、あ
なたのような総理大臣に国をこれからもお任せしたい、と言われる政治家が生まれて欲し
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い。そして、他国から、日本は素晴らしい国だ、日本と交易できてよかった、近隣している
ことを誇りに思う、と言ってもらえる国を作って欲しい。このような理想から、⽇本国⺠、
日本は、まだ、大きく乖離しているように思うが、努力次第では、さほどの乖離ではないか
ら、実現は無理ではない。 
 
 日本人は勤勉で、努力家で、使い手のことを考えたモノづくりも得意だ。サービス精神に
も溢れている。最近は、スポーツでも活躍している。しかし、現在、政府方針により、近隣
諸国に著しく礼を欠いた行動をしている。これでは、ただの悪い、嫌な国だ。最低最悪の国
だ。 
 
 来年 2020 年に、日本で２度目の東京オリンピックが行われる。近隣諸国に著しく礼を欠
いた現在の状況では、日本は参加すべきでなく、場所だけ提供すべきだと私は思う。しかし、
開催国として、そういう訳にはいかないのであるから、日本はオリンピック開催までに、過
去の歴史に向き合う覚悟を宣言し、近隣諸国に、尊い和をもって、誠意ある対応をすること
を誓うべきである。そうして、近隣諸国が喜んで参加してくれて、終わりには、各国の活躍
を互いに称えあえる、そんなノーサイドオリンピックとなって欲しい。日本は、そのような
開催国であって欲しい。これが私の願いであり、2020 年東京オリンピックへの思いである。 
 

第４部で書く内容であるが、日本の政治の在り方には、多々問題があるように感じている。
戦後、結局、我が国は実質的に一党独裁の体制にある。また、政党政治により、国会の決議
において、与党の党員は、与党党首の決定に逆らえないのであるから、内閣総理大臣１人で、
法律を作っている実質に近い。このままでは、日本国憲法も、自由自在に改正されてしまい
そうだ。政治の体制に、まず問題がある。 

 
猛き者も、不正な手段を駆使したが故の猛き、人道に反した狙いを秘めての猛きというの

であれば、遂には滅びぬとする幕引きを用意してあげるのが、我が国の物語である。かの者
の狙いは、すべて読み切り、適切な応手ですべて封じ込めてしまい、すべて、狙いとは真逆
の結果を生じさせてしまえれば、また爽快であろう。憲法第 9条は、改善改正し、自衛隊は
なきものとし、原子力発電は、早期に依存度ゼロとし、石炭火力発電も早期に、非常電源化
を図る、そして、今後⾃由⺠主党の⼀党独裁体制が崩れるように憲法を改正するのである。
彼の裏公約をすべて実行できないよう、手当てするのである。 
 
 最後に再度触れるが、日本では、政府によって情報が統制されている。特に、政府や内閣
情報調査室、「⾃⺠党ネットサポーターズクラブ」（J-NSC）（ネトサポ）、⾃⺠党が委託した
業者がＳＮＮに書き込みをしており、特にＳＮＳ世代の若者による⾃⺠党への⽀持率が⾼
くなっている、という噂や記事がある。 
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 ただ、その匿名性ゆえに、真実は判らないが、戦争被害者国である韓国の方々が行う抗議
行動を卑しいものとする書き込みがあり、特にオリンピック会場に旭日旗持込みの抗議に
対し、あの国はいい加減にしろと書き込みがある。安倍政権前の戦後の日本教育は、平和主
義で、人道主義であった。戦時中日本は大陸で大変なことをした、差別は良くない、という
ものではなかっただろうか。安倍政権によるもの、あるいは、その影響を受けたものという
可能性は非常に高く、大変に恐ろしいことだ。このような状況では、現在、小中高の学校教
育では、平和教育でなく、軍国主義的な教育がなされている可能性もある。 
 
 「為善最楽」という判断基準から考えて頂きたい。戦勝被害者の方を怒らせ、関係が悪化
し、不愉快なニュースが多々なされる毎日、これが、楽しいか。旭日旗をオリンピックに持
ち込み、中国選手の卓球の試合に持ち込んで翻す。日韓の試合に持ち込んで翻す。彼らの近
親の方で、太平洋戦争、朝鮮戦争でお亡くなりになった方がいるかもしれないなかでだ。プ
レミア１２のように結果に影響が生じ、そして、結果に影響が出たかは不明であるようなこ
とになるかもしれない。この結果が楽しいだろうか。私はまったく楽しくない。故に、旭日
旗の会場持ち込みは、悪であり、極悪であると判断する。 
 
 ⽇本国⺠と世界の⺠に訴えたい。なされている悪事とは戦わなければならない。野党議員
に⾔いたい。「⾃⺠党ネットサポーターズクラブ」（J-NSC）（ネトサポ）、⾃⺠党が委託した
業者が仮に存在するなら、もらった報酬 10倍の報酬を払うので、書きこんだものは、その
⾃⺠党の⼿⼝を報告するため、議員会館の野党議員に手紙を送るようにアナウンスすべき
である。選挙期間になるとやりづらくなるので、早期に実行すべきである。法的に問題があ
れば、新聞記者がやれば良い。もし、実際にそういった事実があり、野党議員からアナウン
スがあったなら、書き込みをした方は、ぜひ、名乗り出て頂きたい。為善最楽。日本国のた
めになることを為し、お金もしっかりもらえるなら、楽しいことであり、楽なことではない
か。⾃⺠党がこういった書き込みを⼤きな人数でしたのであれば、ほころびも大きいのであ
るから、それは、愚策というものだ。 
 
 韓国では、３度くらい憲法改正が行われているらしい。日本でも、改正自体はあってよい
だろう。しかし、⾃⺠党案のような改悪改正には、猛反対だ。楽に行わせてはならない。よ
り強く全世界の平和を求める超平和主義への改正、そして、検査院に三権分立の一角を担わ
せ、行政と国会を見張らせ、この下部組織として、国寄りの不当判決を絶対に行わない裁判
所、⽇本国⺠、世界の⺠の⼈権を守る⽇本の⼈権委員会を置く制度改正を行いたい。必要は、
制度改⾰の⺟であろう。安倍政権を反⾯教師として、⽇本国を改善したい。為善最楽。⽇本
国憲法の改正も、改善改正であれば、最楽にできるはずだ。 
 
 どうか皆様の手で、人道大国、礼節大国、幸福大国日本、心から笑いあえる日本を築いて
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頂きたい。楽で楽しいことであり、容易にできることだ。これは、私から⽇本国⺠皆への依
頼であり、報酬は慈愛に満ちた日本国と人生だ。 

 以上 
 


