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はじめに‐闇法案とは
日本の立法府である国会には、日本国民の安全と生命と財産を守り、尊厳を守るべき基本
使命があります。ゆえに、草稿、提出され、審議、可決される法案のプロセスは公正である
べきで、且つ国民に対する透明性を有し、以って、十分な情報開示がなされて然るべきです。
しかし、元来在るべきそれらの手順を踏まずに、審議・可決を経ようとする法案の存在が見
受けられます。この種の法案を、政治ブログ「博士の独り言」では、「闇法案（やみほうあ
ん）」と呼んでいます。
また、公正なプロセスを経ようとしている法案の中にも、その内容を問えば、事項の定義
の曖昧で、ひとたび法制化された後の、その先々に懸念事柄が想定される法案を「闇法案」
と指摘することもあります。前者の事例として、たとえば、永住外国人に対する「地方参政
権付与法案」が有り、後者のこの端例としては、いわゆる「人権擁護法案」を挙げることが
出来ます。後者の場合について、月刊「WILL」
（2008 年 3 月号）に掲載された識者諸氏に
よる意見広告が、その狡猾なまでの法案の実体を如実に指摘しており、ご参考としていただ
きたく、次頁に参照させていただきます。
これら前・後者の「闇法案」に共通している点は、その提出や審議の内容が、メディアを
通じてほとんど報道されていないことが挙げられます。たとえば、国会通過までの間、一部
の紙面（産経新聞）以外は目を瞑（つむ）るかのように報じなかった、国籍法改正案（2008
年 12 月可決）は、その典型的な事例と指摘できます。
さらに、以上の傾向とは異なり、一見、公正、且つ透明性が高い手順を踏んでいるようで
あっても、その法案に内包される目的性、または、その事案の延長線上に、上述の「闇法案」
にも共通した懸念が指摘される法案の存在も見受けられます。たとえば、「児童買春・児童
ポルノ禁止法」、および、その個人所持を禁止する、とする改正案がこれに該当します。い
わゆる「人権擁護法案」の変形とも謂われ、法案それ自体が、ひと握りの特定集団や団体に
よる濫用（らんよう）許す結果を招きかねないものとして、懸念されています。
元来、法案は、等しく日本国民の安全と生命と財産を守るための、その国務の向上、改善
に資する目的性の上に存在するはずです。以って、本来、国会で審議される法案は、そのす
べてにおいて、その先々に想定される懸念事項をも含めた、情報開示と議論の場が提示され
るべきですが、その在るべき内容、プロセスのいずれかに、国民の視線を避けるかのような
不透明な部分を有しており、その政治の「闇」が「闇法案」と指摘すべき由来です。その内
容を知れば、国民良識の多くが疑問を抱き、または、反対するであろう。そうした内容であ
るがゆえに、法案を提起、提出する政党や政策集団による「闇」のベールがかけられている
法案。すなわち、「闇法案」と認識できるのです。
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第 1 章‐闇法案の事例と洞察
ここで、ご参考までに、闇法案の中から「国立国会図書館法の一部を改正する法律案」の
事例を挙げます。
「衆法第二七号」には、平成 18 年 5 月 23 日に提出された同法案につき、
「右の議案を提
出する」とする「提出者」に、鳩山由紀夫、近藤昭一、寺田学、横光克彦、石井郁子、吉井
英勝、辻元清美、保坂展人の各氏の名前（敬称略）が記されています。
これに併せて、「賛成者」の欄には、次の議員諸氏の名前が記されています。 （以下、転記）
安住淳、赤松広隆、荒井聰、池田元久、石関貴史、泉健太、市村浩一郎、岩國哲人、内山晃、
枝野幸男、小川淳也、小沢一郎、小沢鋭仁、大串博志、大島敦、大畠章宏、太田和美、逢坂誠二、
岡田克也、岡本充功、奥村展三、加藤公一、金田誠一、川内博史、川端達夫、河村たかし、菅直
人、吉良州司、黄川田徹、菊田真紀子、北神圭朗、北橋健治、玄葉光一郎、小平忠正、小宮山泰
子、小宮山洋子、古賀一成、後藤斎、郡和子、近藤洋介、佐々木隆博、笹木竜三、篠原孝、下条
みつ、神風英男、末松義規、鈴木克昌、仙谷由人、園田康博、田島一成、田嶋要、田名部匡代、
田村謙治、高井美穂、高木義明、高山智司、武正公一、達増拓也、津村啓介、筒井信隆、土肥隆
一、中井治、中川正春、仲野博子、長島昭久、長妻昭、長浜博行、長安豊、西村智奈美、野田佳
彦、羽田孜、鉢呂吉雄、原口一博、伴野豊、平岡秀夫、平野博文、福田昭夫、藤村修、古川元久、
古本伸一郎、細川律夫、細野豪志、馬淵澄夫、前田雄吉、前原誠司、牧義夫、松木謙公、松野頼
久、松原仁、松本大輔、松本剛明、松本龍、三日月大造、三谷光男、三井辨雄、村井宗明、森本
哲生、山岡賢次、山口壮、山田正彦、山井和則、柚木道義、横山北斗、吉田泉、笠浩史、鷲尾英
一郎、渡辺周、渡部恒三、赤嶺政賢、笠井亮、穀田恵二、佐々木憲昭、志位和夫、塩川鉄也、高
橋千鶴子、阿部知子、菅野哲雄、重野安正、照屋寛徳、日森文尋 （以上、転記（敬称略））
以上の提出者、賛同者の中にご確認いただけるように、現在（平成 21 年 12 月 18 日時点）
の首相をはじめ、閣僚の名前が見受けられます。また、議員諸氏の所属は民主党、社民党、
日本共産党で占められていることが判ります。
また、同法案の賛同者に、「永住外国人地方参政権付与法案」や、いわゆる「人権擁護法
案」に反対しているはずの民主党内の議員諸氏の名前が記されています。法案提出の賛同者
となった根拠と経緯を確認する必要がありますが、しかし、冷静に観れば、あるいは、そも
そもの、民主党政権が日本の将来に描いている国家像の「大枠」を、この端例に観ることが
できるのかもしれません。
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「国立国会図書館法の一部を改正する法律案」の概要
ここで、「闇法案」の事例（表題）を１つ観ておきたく思います。先ず、同法案の内容に
ついて、資料として、以下に転記します。
第一六四回
衆第二七号

国立国会図書館法の一部を改正する法律案
国立国会図書館法（昭和二十三年法律第五号）の一部を次のように改正する。
第六章の二中第十六条の二を第十六条の四とし、同章を第六章の三とする。
第六章の次に次の一章を加える。
第六章の二 恒久平和調査局
第十六条の二

今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、

その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめ
とする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もつて我が国の国際社会における名誉ある
地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く。
恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査する。
一

今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸

海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項
二

昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間（以下「戦前戦中期」という。）において政

府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法（大正三年法律第二十六号）
の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの
行為の対象となった者の就労等の実態に関する事項
三

戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な

行為の強制（以下「性的強制」という。
）による被害の実情その他の性的強制の実態に関する事項
四

戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学兵器の開発、
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実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項
五

前三号に掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非

人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、身体又は財産に生じた
損害の実態に関する事項
六

第二号から前号までに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生

じた損害の実態に関する事項
七

戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当該損害が生じた者に対

し我が国がとつた措置及び当該損害に関し我が国が締結した条約その他の国際約束に関する事項
館長は、前項各号に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した報告書を作成し、両議
院の議長に対し、これを提出しなければならない。
館長は、第二項各号に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項についての報告書を作
成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。
第二項の調査及び前二項の報告書の作成を行うに当たっては、関係人の名誉を害することのないよう十
分に配慮しなければならない。
第十六条の三

館長は、前条第二項の調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及

び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を要求することができる。
館長は、前条第二項の調査を行うため特に必要があると認めるときは、同項各号に掲げる事項について
学識又は経験のある者その他の前項に規定する者以外の者（国外にいる関係人を含む。）に対しても、必
要な協力を依頼することができる。
関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が第一項の要求に係る資料の提出を拒むときは、その理由
を疎明しなければならない。その理由を館長が受諾し得る場合には、関係行政機関の長又は関係地方公
共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。
前項の理由を受諾することができない場合は、館長は、両議院の議長に対して、第一項の要求に係る資
料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができる。
前項の求めを受けた両議院の議長が同項の声明を要求し、これに対して同項の声明があつた場合は、第
一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をす
る必要がない。
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前項の要求後十日以内に、内閣が第四項の声明を出さないときは、第一項の資料の提出の要求を受けた
関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をしなければならない。
附 則
１

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

２

当分の間、国立国会図書館の職員（館長、副館長、休職者（これに準ずる者として館長が定める者

を含む。）及び非常勤職員を除く。）の定員は、九百六十二人とする。
理 由
今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態につ
いて我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の
諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及
び恒久平和の実現に資するため、国権の最高機関たる国会に置かれる国立国会図書館に、恒久平和調査
局を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平年度約二億五千万円の見込みである。
（以上、転記）
----------

自虐史観「固定」のための法案
次に、同法案の内容に少々考察を加えます。他の闇法案の内容を観られる場合のご参考と
していただける機会があれば幸いです。
この民主党提出の「国立国会図書館法の一部を改正する法律案」に胚胎する危険性につい
ては、すでにブログからも周知のため短稿を呈しました。同法案については、冒頭に申し述
べたように、メディアからはほとんど報道されず、たとえ、「衆法第二七号」に記載されて
いるとはいえ、国民に対する十分な情報開示がなされたとは謂えません。そのプロセスと内
容から指摘すれば、同法案も歴然とした「闇法案」であることが判ります。
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また、同法案の要旨は、国会図書館内に「恒久平和調査局」と称する機関を設置し、いわ
ゆる、概要に記されている自虐史観が二度と覆（くつがえ）ることのないように、いわば、
永久固定化を謀（はか）る「闇法案」と指摘できます。
同法案の提出については、民主党の公式サイト（魚拓）でこう記されていました。提出が
なされた 2006 年 5 月 23 日の同サイトの記事には、
「民主党はじめ野党は二十三日、国立国
会図書館法の一部を改正する法律案（通称・恒久平和調査局設置法案）を衆議院に共同提出
した。第一四五通常国会に衆議院に提出して以来、提出は四回目。法案提出は近藤昭一議員
が行った」とあります。また、同記事の写真には、同法案を提出する近藤昭一氏の隣には、
辻元清美氏（社民党）の姿が見られる点が印象的です。
法案の内容について、同記事には、
「法案は、先の大戦の事実に対する真相究明について、
ドイツ、米国といった諸外国と比べ、日本は真相究明の努力が不十分であったとの観点に立
ち、大戦ならびにそれに先立つ一定の時期における歴史的事実について公正中立な立場から
調査し、理解を深めることは世界の諸国民との信頼関係の醸成を図り、国際社会における日
本の名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するとの考えで取りまとめられた」と。
また、「その実現に向けて、国立国会図書館に恒久平和調査局を新たに設置し、戦争の実
態調査を行い、結果を国会に報告するという内容が法案には盛り込まれている」とあります。
先年の国会（第 170 国会）でも、民主党の「鳩山由紀夫君外七名」の提出者によって、
「平
成 20 年 9 月 24 日」に衆議院に提出され、さらに、その後も「第一七一回国会 衆法 一六
四回二七号 国立国会図書館法の一部を改正する法律案」として提出され、審議通過と「恒
久平和調査局」の実現への動きが「市民」団体などによって後押しされている状況にありま
す。
同法案の要綱には、「今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明ら
かにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるととも
に、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、
もつて我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国
立国会図書館に、恒久平和調査局を置く」と。同局の設置の意義について述べています。

「恒久平和調査局設置」の目的
同法案が掲げる「恒久平和調査局」の主な調査内容には、たとえば、
（一）として、
「今次
の大戦に至る過程」と「今次の大戦の原因の解明に資する事項」（開戦にいたる課程と原因
の調査）。その（二）として、
「本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴用その他こ
れに類する行為及びこれらの行為の対象となった者の就労等の実態に関する事項（日本戸籍
8
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を有していないものの徴用の調査）とあります。
また、
（三）として、
「戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対
する組織的かつ継続的な性的な行為の強制」における「被害の実情その他の性的強制の実態
に関する事項」（従軍慰安婦における性的な行為の強制（直接・間接的関与含む）調査）。
続く（四）として、「戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた
生物兵器及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関す
る事項」（日本軍の譲渡化学兵器の調査）。
さらに、
（五）として、
「戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与によ
る非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、身体又
は財産に生じた損害の実態に関する事項」（日本国民を含まない旧日本軍の非人道的行為で
出た損害の調査）。および、（六）として、「戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は
財産に生じた損害の実態に関する事項」（戦争による損害の調査）等々。これらを徹底的な
史料“調査”によって旧日本軍の“悪行”を調査する、とするものであります。
同法案の特徴は、国立国会図書館の館長が、館長は行政機関、地方の機関すべてに協力を
要請できる、としながら、さらに、外国人を含む学識経験者に協力を要請できる（要旨）と
している点に、同法案の特徴と目的性が窺える点が窺えます。

多くの方々への周知と非採決の呼びかけを
すなわち、表向きは日本の史実の調査としながらも、特定国の“学識者”が、上述の調査積
極的に関与できる。すなわち、この日本に対して、延々と投げかける謝罪と賠償請求を前提
とするかのように、敷延（ふえん）、徘徊する自虐史観の補強、固定のために関与すること
が可能な仕組みをとっている点が特徴であり、同法案の真の目的性がここに窺（うかが）え
る内容となっています。
いわば、これらは毀日国の対日工作の項目と軌を一にしており、その意図を受けるかのよ
うに、鳩山由紀夫氏はじめ民主党が主導し、社民党、共産党が同調して、自虐史観の永久「固
定化」を謀（はか）る動きと認識して差し支えありません。これに気づいてか、気づかずに
か、「反対議員」がほとんどいない状況下にある、とのことです。先の改正国籍法の事例を
観るまでもなく、メディアが目を瞑るかのように「沈黙」している間に、あるいは、先例と
同じように、政務の「はざま」を衝くかのように、成立へのプロセスへと入ってしまう。そ
の可能性もまた否定できません。国思うみなさまにおかれては、同法案に関して、お身近に
可能な周知と、非採決への呼びかけをお願いしたく考えます。
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新聞に読まれ、テレビに観られないために
テレビ、新聞に顔を並べるメディアの配信には、観る人、読む人の思考停止を誘うかの傾
向性が強く感じられます。また、日本人であることが、あたかも恥ずかしいことであるかの
ような、あらぬ自虐意識、奇妙な先入観を、無意識のうちに植え付けているかに映る番組、
報道も目立ちます。昨今は自殺者増加の傾向が観られるが、自殺者個々の事由はさまざまで
あっても、しかし、その背景には、このような国で生きていても仕方がない、と思い込むか
の厭世（えんせい）観が蔓延しているためではないか。また、その責任の一端は、こうした
メディアの報道にもあるのではないか、と洞察している次第です。さまざまな「情報の濁流」
の中にあって、ネットから、この状況で良いのか、と問う声が広がり始めたことに、人とし
て持つべき良識の、新たな萌芽を観る思いがします。国思うみなさま、識者諸氏による、そ
れぞれ応分のご活躍のさらなる発展を願う次第です。
また、一連のメディア報道に目立つ傾向は、筆者から指摘させていただければ、「侵蝕」
の意味合いが色濃い。メディア自身もそれに気づかずにいるかに映ります。実際に、そう指
摘できるケースも少なくないでしょう。一方では、多大なＣＭ，広告、あるいは、新聞の代
行印刷、他の権益などの利益と引き換えにするかのように、報ずる「情報」の加工、操作が
殊更に目立ち始めています。その一方で、「事実」報道や、真に社会問題として問うべき事
項は省略する、あるいは、まったく報じていません。たとえば、「人権擁護法案」や「永住
外国人に対する地方参政権付与」があり、「国籍法改正案」もその顕著な事例の一つである
と考えます。
およそ、推進者の立場からすれば、国民がその中身を詳しく知れば都合が悪い。反対議論
が起きては困る。それらの抵抗値が低いうちに法律化してしまえ、とするかの、特定団体や
集団の糸（意図）引きを目の当たりにする思いを禁じ得ません。そのためには都合悪し、と
みなす存在に対する「言葉狩り」「個の圧殺」もまた立て続けに起きている。そうした報道
傾向が特に際立つ。これが本年を振り返ったメディアに対する率直な感想です。これらの特
異な傾向について、筆者は、小ブログで「侵蝕」と記している。筆者が記す「侵蝕」は、す
なわち、人間の内面から蝕み、弱体化を図る侵略と洞察しているためです。雨風で山や岩が
「浸食」される現象とは当然異なる。また、単に、物質、経済的に「侵食」されるだけでは
ない。「侵蝕」はより深い次元からの侵略を意味し、他国による対日毀損、工作の実情の上
で、その効果的な「具」として、少なからずメディアが買い取られている現状を指摘して来
ました。
日本人であることに誇りを持てない国を現出する。メディアの多くが、そのための、人の
内面を蝕む侵略行為に加担している、と認識すれば事の次第が解りやすくなります。 聡明
なみなさまには、すでにお気づきのことかと思います。とりわけ、この日本に、ある国のよ
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うな自虐的な国家状況を現出させる。たとえ、学術活動の上から、自国の歴史を振り返り、
たとえば、あの事項は実際には無かった、この事項は再検証すべき、等の研究論文を書いた
だけでも罰せられる。日本もそのように変造させ、延々と謝罪、賠償を差し出すような「国」
に造り替える。その背景には、特定国のその意図、思惑が存在し続けるでしょう。そのため
の、ニュース、番組、記事などを通じた盛んな自虐史観の植え込みであり、それによる政治
と民意の弱体化のためのさまざまな対日工作が存在する。その状況にある、と筆者は洞察し
ています。ブログを通じて指摘させていただいている通りです。
たとえば、性的奴隷は無かったのではないか、と言っては罰せられ。南京大虐殺の真偽の
検証をしただけでもまた罰せられる。そして、子々孫々の世代にいたるまで、この日本が謝
罪、賠償請求の対象とされてしまう危険性があります。いわゆる、小ブログで指摘して来た
闇政治と闇法案、闇ビジョンなどがそこに合流し、いずれは、確実な自虐国家へと造り替え
られる。その可能性もまた否定できません。
その意味で、一般にありがちな、
「テレビでこう言っているから」とか、
「新聞がこう書い
ているから」（要旨）、とそこで思考停止してしまうかの視点から一歩卒業して、「テレビで
こう言っているけれども」と。または、
「新聞がこう書いているけれども」
（要旨）、しかし、
と。そこから、あらたに考え、事実を洞察する。いわば、新聞に読まれ、テレビに観られな
いための、良識の眼を培うことが大切です。さらには、テレビでも、新聞でも報道していな
いが、その実際はどうなのか、と。この、人間として本来あるべき思考、洞察を働かせる。
視聴者、紙面読者としての「メディア」に対する免疫性を高めることが、「闇法案」や「闇
政治」に対する、有効な良識の一手と出来るでしょう。いわば、「闇法案」を見破るそのキ
ーファクターがメディア報道のスタンスや報道の有無にある、ととらえれば、日々の生活の
中で、「報道」に対するあらたな意義を見出すことが出来るのではないか、と。こうも考え
る次第です。
この日本を、そのような国にしてはならない。この思いが、筆者の抱く「危機感」である。
新たな年は、国思う政治家諸賢、識者諸兄に敬意を表し、心同じくするネットの有志のます
ますご活躍を願い、その一隅を照らすブログとして、また、理工系出身者の一人として、さ
まざまな論考を通じて、この問いかけを、今後も身の続く限り重ねてまいりたく思う次第で
す。日本は毅然とあるべきで、国思うみなさまの存在に、その実感を強くする思いです。日
本人は、一旦、事実を正確に識って心底納得すれば、事の運びは迅速です。以って、今後に
おいて、多少の紆余曲折、艱難辛苦（かんなんしんく）はあろうとも、この日本が、本来在
るべき原点に立ち還る時は必ず到来する。みなさまの存在が、子々孫々の世代から感謝され
る。その日は必ず到来するでしょう。その世代が今日を振り返り、考証する時に、良識のみ
なさまから遅れをとらないように、日の丸のもとに胸を張れる一人でありたい。これが、身
を尽くす事由です。（以上、第 1 章）
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第２章‐闇法案の事例と洞察
ここで、ご参考までに、先国会（第 173 国会）までに提出されている闇法案（または「請
願」の具体的な事例を幾つか挙げます。

戦時賠償を掲げる闇法案（請願）
戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案の早期成立に関する請願
新件番号：

2333

第 171 回国会 請願の要旨

新件番号

2333

件名

戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案の早期成立に関する請
願

次の事項について実現を図られたい。

一、かねてたびたび国会に提出されてきた「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」を早々
に審議し、成立させること。

要旨

理由
慰安婦問題は、紛れもなく日本軍の性侵略であった。被害女性たちや支援団体は日本政府の公式謝罪と賠
償を要求している。国連人権委員会の特別報告者の報告を始め、国際社会は日本の対処を注目している。第
二次大戦下に日本軍による被害を受けた人々のうち、強姦（ごうかん）は殺人に次ぐ人権侵害であるとの観点
に立ち、慰安婦、強姦犠牲者に早急に謝罪と賠償を行うため、「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関
する法律案」の早期成立を求める。

第 171 回国会 内閣委員会
件名
新件番号
受理番号
2333
2440

戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案の早期成立に関する請願
2333

件数

紹介議員
紙

智子

福島 みずほ

4

署名者数（計）

720

会派

受理年月日

付託年月日

結果

共産

H21.5.20

H21.5.28

審査未了

社民

H21.5.22

H21.5.29

審査未了

2460

円

より子

民主

H21.5.25

H21.5.29

審査未了

2559

岡崎 トミ子

民主

H21.5.27

H21.6.1

審査未了
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2439
第 171 回国会 請願の要旨

新件番号

2439

件名

戦時性的強制被害者問題解決促進法の制定に関する請願

政府は戦時慰安婦問題については決着済みとして法的責任を拒否し続けている。しかし、多くの被害者及び
被害国政府はこのような態度を受け入れていない。政府が道義的責任を果たすとして始めた「女性のための
アジア平和国民基金」は、韓国、フィリピン、中国、台湾、北朝鮮など多数の被害女性の尊厳を回復するもので
はなく、多くの関係者に拒否されたまま償い金事業は終了、基金は二〇〇六年度をもって解散した。慰安婦裁
判は次々と敗訴し、被害者の救済と名誉回復のめどは立っていない。野党が共同で「戦時性的強制被害者問
題解決促進法案」を提出しているが、成立に至っていない。政府は、国連人権委員会・理事会、国連人権規約
委員会、ＩＬＯから再三、慰安婦問題の解決を促す勧告を受け、二〇〇三年には国連女性差別撤廃委員会か
らも最終的解決への努力を勧告された。二○○七年には、アメリカ、オランダ、カナダ、ＥＵ議会でも、日本軍に
要旨

よる性奴隷制の強制を公式に認め、謝罪し、歴史的責任を受け入れるべきであるという趣旨の決議が採択さ
れている。政府がこうした国際世論にこたえず、責任ある対応を拒否し続け、侵略戦争によって人間の尊厳と
女性の人権を極限まで踏みにじった慰安婦問題を放置したままでは、アジアや世界において諸国民との信頼
を築き、名誉ある地位を占めることを目指す日本国憲法の精神を達成することはできない。慰安婦問題解決
のための法律制定により公式謝罪、補償など最終解決を行い、次世代への正しい歴史教育を行うことは、国
際的責務である。
ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、法律制定により「戦時慰安婦」問題の最終解決を行うこと。
第 171 回国会 内閣委員会
件名
新件番号

戦時性的強制被害者問題解決促進法の制定に関する請願
2439

件数

9

署名者数（計）

2,225

受理番号

紹介議員

会派

受理年月日

付託年月日

結果

2439

福島 みずほ

社民

H21.5.22

H21.5.29

審査未了

2487

井上

哲士

共産

H21.5.26

H21.6.1

審査未了

2488

市田

忠義

共産

H21.5.26

H21.6.1

審査未了

2489

紙

智子

共産

H21.5.26

H21.6.1

審査未了

2490

小池

晃

共産

H21.5.26

H21.6.1

審査未了

2491

大門 実紀史

共産

H21.5.26

H21.6.1

審査未了

2492

仁比

聡平

共産

H21.5.26

H21.6.1

審査未了

2493

山下

芳生

共産

H21.5.26

H21.6.1

審査未了

2560

岡崎 トミ子

民主

H21.5.27

H21.6.1

審査未了
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戦後賠償は 1977 年（昭和 52 年）4 月に終了
日本は、戦後 60 年以上にわたって平和外交に徹し、あくまでも戦勝国の立場を尊重して
のことですが、公式に求められた戦後賠償への対応はすでに終了しています。たとえば、
1951 年（昭和 26 年）に締結した「サンフランシスコ平和条約」では、55 ヶ国中、48 カ国
と講和を結んでいます。「有賠償権国」の対象となった多くの国々は請求権を放棄している
事実もあります。同条約とは別に、日本政府は個別の国々と二国間協定を結び、戦争で日本
が与えた損害に対して準賠償を行なうことを約束。各国との協定によって定めた賠償・準賠
償については、最終的に 1977 年（昭和 52 年）4 月に完全に終了しているのです。
その過程で、フィリピン、ベトナム、ビルマ（現・ミャンマー）、インドネシアなどへの
賠償に計 4780 億円を提供。たとえば、表題の韓国に対しても、1965 年（昭和 40 年）には
「日韓基本条約」が日本と韓国との間に締結。「両国民の間の請求権に関する問題が完全か
つ最終的に解決された」と合意・確認されたのです。以って、日本が、更に謝罪を述べる事
由も、賠償する義務も、また、賠償請求を受ける義務も存在していません。
「日韓基本条約」
にもとづき、日本は、本来は、むしろ返還を請求すべき韓国内に所有の膨大な資産、財産も
放棄しました。すなわち、韓国に提供したのであり、日本政府の好意から、韓国に無償で 3
億ドル（当時・約 1080 億円）、有償で 2 億ドル（同・約 720 億円）を提供。民間借款で 3
億ドル（同・役 1080 億円）を供出しています。
各国との合意のもとに、公式な賠償はすべて終了しているにもかかわらず、しかし、この
日本を謝罪・賠償国家へ固定化することを意図して、事あるごとに、日本に、新たな謝罪と
賠償の足場とすべき“土台”造りを仕掛けて来ています。その策動に対して国の内側から応
えようとしているのが民主党政権である、と認識して差し支えないでしょう。また、その方
向性に沿った闇法案が数多く生まれつつある、と認識すれば、類する闇法案の本質が判りや
すくなります。
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国を内側から弱体化する闇法案（請願）
民法を改正し、選択的夫婦別氏制度を導入することに関する請願

新件番号： ８１
第 173 回国会 請願の要旨
新件番号

81

件名

民法を改正し、選択的夫婦別氏制度を導入することに関する請願

家族の形態やライフスタイルは多様化し、婚姻や家族の役割などに対する個人の考え方や意識も大きく変
化している。また、女性の社会参画も進む中、婚姻による改氏によって不利益を被るのは多くの場合女性であ
るため、氏を変えたくないと考える人が増えている。憲法第二四条では、家庭生活における個人の尊厳と両性
の本質的平等がうたわれている。人権が最大限に尊重され、自由と平等が保障される豊かな社会を構築する
要旨

ためには、氏の決定においても個人の自由意思をできるだけ尊重し、選択の幅が広く許容される制度が必要
である。
ついては、男女の実質的平等の保障及び個人の自由意思尊重の観点から、また安心して結婚、出産、子育
てのできる環境整備のため、次の事項について実現を図られたい。

一、民法を改正し、選択的夫婦別氏制度を導入すること。
第 173 回国会 法務委員会
請願の要旨は、件名をクリックすると御覧いただけます。
内閣処理経過受領済みの請願の内閣処理経過は、「内閣処理経過」をクリックすると御覧いただけます。

件名
新件番号
受理番号

民法を改正し、選択的夫婦別氏制度を導入することに関する請願
81

件数

5

署名者数（計）

658

会派

受理年月日

付託年月日

結果

源幸

民主

H21.10.27

H21.11.6

審査未了

紹介議員

81

尾立

101

円

より子

民主

H21.10.27

H21.11.6

審査未了

102

林

久美子

民主

H21.10.28

H21.11.6

審査未了

118

大河原 雅子

民主

H21.10.28

H21.11.6

審査未了

162

小川

民主

H21.11.2

H21.11.13

審査未了

敏夫
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上記「請願」に反対する請願

第 173 回国会 請願の要旨
新件番号

273

件名

選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正反対に関する請願

法務、男女共同参画担当両大臣が選択的夫婦別姓制度導入を柱とする民法改正案を通常国会に提出する
意欲を表明した。しかし、夫婦別姓に関する国民世論は分かれており、国民的合意には至っていない。今日、
三世代同居の減少など家庭を取り巻く環境の変化に加え、離婚の増加、児童虐待等、家族の絆（きずな）が希
薄になっており、伝統的家族の価値観を尊重する国民感情も根強くある。本来、民法は家族を保護するため
の基本的な法制度であり、安定した家庭生活が営まれるよう夫婦関係、親子関係等を保護しているものであ
要旨

る。夫婦別姓制度が導入されることになれば、夫婦の一体感の希薄化をもたらし、離婚が容易にできる社会シ
ステムの形成につながり、さらには親子別姓や、兄弟姉妹別姓をもたらすこともあり、子供の心に傷を与えるこ
とになりかねず、我が国の将来に大きな禍根を残すことになる。一部の働く女性から旧姓使用を求める声があ
るが、これについては、民法を改正する必要はなく、各分野の運用面での対応等で解決を図るべきである。
ついては、婚姻制度や家族の在り方に重大な影響を及ぼす選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正に関
し、拙速に導入することのないよう求める。
第 173 回国会 法務委員会

請願の要旨は、件名をクリックすると御覧いただけます。
内閣処理経過受領済みの請願の内閣処理経過は、「内閣処理経過」をクリックすると御覧いただけます。

件名
新件番号
受理番号
273

選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正反対に関する請願
273

件数

紹介議員
有村

治子

1

署名者数（計）

557

会派

受理年月日

付託年月日

結果

自民

H21.11.10

H21.11.20

審査未了

闇法案（「請願」）に反対する請願が自民党議員から提出されており、上記はその一例です。
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「夫婦別姓」闇法案に内包される危険性
同請願に内包される危険性について指摘すれば、この民主党の民法改正案では、結婚時に
夫婦が同姓か別姓かを選択可能とする。結婚できる年齢を男女とも 18 歳に並列化する、こ
とを表向きの柱としている。だが、結婚時に「別姓」を選んだ夫婦の場合の子の「姓」に関
しては、既来の法務省案では、「複数の子の姓は統一する」としているのに対し、民主党案
では、「姓」は「子の出生ごとに決める」としていた点にあります。
法案化に関しては、鳩山内閣発足翌日（9 月 17 日）に、千葉景子氏が法相への就任会見
で、関わる民法“改正”、および夫婦別姓導入へ前向きな姿勢を示したことがごく一部で報
じられています。選択的別姓としながらも、生まれて来る子供たちの「姓」が、出生ごとバ
ラバラとなることが法的に許されることになれば、日本社会が伝統的に重視して来た「家族」
の否定、ひいては国の弱体化にさえつながりかねません。この上で、併せて民主党による現
下の戸籍制度を廃止に関わる事案が法案となれば、その先では、国籍表示を嫌う一部の通名
外国籍者による悪用を合法化しかねない悪法と指摘できます。
次頁に資料として東京新聞（11 月 19 日朝刊）の記事を参照します。次期国会（第 174
国会）で、民主党によって闇法案化する可能性が高い「選択的夫婦別姓制度」に対して、
「賛
成」「反対」のそれぞれの議論を掲載しています。「反対」の稲田朋美氏（衆議院議員）は、
夫婦別姓については、
「通称使用を広めていくことで十分対応できるのではないか」と述べ、
あえて、夫婦別姓のために民法を改正する、とすれば、日本の伝統的な家族像の崩壊と、ひ
いては、戸籍制度の崩壊につながりかねない点を指摘。また、「弁護士として、離婚調停に
かかわった経験から言えば、別姓を選べるようにしてしまうと、余計な紛争が増えることが
懸念される」と述べ、世論調査の賛否の数値はあっても、「制度の根幹にかかわることにつ
いての変更には慎重でなければならない」と指摘しています。
事の次第は、たとえば、女性の立場に約せば、旧姓を通称として使用することは、民法を
“改正”するまでもなく、現在でも自由であるはずです。戸籍上でも別姓とすべき必然性が
あるのでしょうか。
「賛成」の方々は、国連条約を引き合いに出す前に、現行の何が「差別」
なのか。その論旨を明確にすべきでしょう。まして、選択制とはいえ、生まれて来るわが子
に、それぞれの出生（しゅっしょう）ごとに別の姓を名乗らせることが、そのどこが「差別」
解消に通ずるのか。この点も明確にすべきではないか。
その先に在る危惧は、稲田氏が指摘される通り、伝統的な家族象の崩壊であり、戸籍制度
の破壊です。国家の基本は家族である。家族を守ることが国家を守ることにも通ずる。日本
人にはこの伝統的な通念があり、社会作り、国作りの基本ともなっている。だが、侵略を目
論む国から日本を観れば、いかがでしょうか。家族を弱体化させることが、日本の弱体化に
通ずる。すなわち、侵略しやすくなる、と意図していても不思議ではないでしょう。
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参考資料：

東京新聞紙面（切り抜き）11 月 19 日朝刊（3 面）
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国籍を安売りする闇法案（請願）
重国籍容認に関する請願
新件番号： 420

第 173 回国会 請願の要旨
新件番号

420

件名

重国籍容認に関する請願

海外で生活する日本人、日本で生活する外国人、重国籍を持つ子供たちは、日本が成人の重国籍を原則的
に認めないことから、様々な問題に直面している。日本が準拠している国籍唯一の原則は、欧州において既に
修正されている。一九九七年欧州評議会は、一九六三年の重国籍削減条約を根本的に見直し、国籍規約に
よって国籍唯一の原則を完全に修正した。欧州諸国は重国籍を認める傾向を一層強めている。規約では、人
の国際移動と国際結婚が増大する中で、定住国での権利保障と国際結婚の家族の生活について配慮するこ
とが念頭に置かれている。ほかにも北米、南米では重国籍容認国が一般的である。欧州においては重国籍削
減条約を批准しなかった国も多く、批准しても重国籍削減は実現できなかった。国際交流を深めようとする社
会において、国家間の法的な矛盾、権利の空白など個人にとって深刻な問題が解決できないでいる。社会的
救済という意味でも重国籍容認が求められている。今までの国籍を放棄することは、その国との法的きずなを
放棄することであり、後の人生において出身国に帰る事情が生じた場合、不都合を生じる可能性があることか
ら、現在居住している国の国籍を取得しない人も多いのが現状である。同じことが在外日本人にも当てはま
り、日本国籍を維持できるなら、居住国の国籍を取得したい人は多くいる。二重国籍となっている子供たちに
父母のどちらかを選ばせるように、どちらかの国の法的きずなを放棄させることも妥当ではない。国家は日本
要旨

社会で生活する者に基本的権利を保障し、更なる社会の発展を促すためにも、国籍を加算させる形で付与す
べきである。それは個人の自己決定権の尊重、民族少数者への権利擁護につながる。重国籍者は係争国関
係にあった場合、どちらへの忠誠を誓うのか、などという疑問点が指摘されているが、日本国憲法は戦争を放
棄しているので、この種の忠誠の衝突はそもそも問題とならない。むしろ重国籍容認は、国境を越えた平和と
友好関係の象徴であり、国内外の他民族同士が平和的に共存することの励ましとなる。重国籍容認は、多く
のメリットを生み出し、デメリットの少ないことが確認されつつある。重国籍を容認する国際的な潮流について、
国会も検討することを望む。国際化社会の実態に即さない政策により、国際的に活動する人たちが、今後不
利益を受けることがなくなるように、重国籍を容認し、これに伴い国籍法第五条第一項第五号、第一一条、第
一四条、第一五条及び第一六条を廃止することを求める。
ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、国内に住む外国人への重国籍を容認すること。
二、国外に住む日本人への重国籍を容認すること。
三、重国籍を持つ子供たちに成人後もそれを容認すること。
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第 173 回国会 法務委員会
請願の要旨は、件名をクリックすると御覧いただけます。
内閣処理経過受領済みの請願の内閣処理経過は、「内閣処理経過」をクリックすると御覧いただけます。

重国籍容認に関する請願

件名
新件番号

420

件数

1

署名者数（計）

415

受理番号

紹介議員

会派

受理年月日

付託年月日

結果

420

浜四津 敏子

公明

H21.11.17

H21.11.24

審査未了

複国籍の容認に関する請願
新件番号： 434

第 173 回国会 請願の要旨
新件番号

434

件名

複国籍の容認に関する請願

海外で生活する日本人、日本で生活する外国人、複数国籍を持つ子供たちは、日本が成人の複数国籍を原
則的に認めないことから、様々な問題に直面している。従来、複数国籍を有する状態を重国籍と呼んでいる
が、複数国籍は当事者において重い存在ではなく、重婚のように禁ずべき性質のものではないため、重国籍と
いうより、複国籍と称するのが望ましい。複国籍の容認は、日本の政党の多くから声が上がっており、「複国籍
を受け入れる社会的雰囲気は十分に整っており、日本は国際社会の中で成熟した社会になりつつある」という
ことも国会質疑にて明らかにされている。また、「複国籍を積極的に認めた方が日本人が世界に雄飛しやす
い」という意見も国会議員から出ている。法務省が国会答弁で明らかにしたとおり、国籍選択制度によって国
籍選択をした人は全対象者の一割程度、その半数が外国籍を選択して日本国籍を喪失している。しかし、日
本国籍を選択した人も実際は外国籍を維持している可能性があり、国籍選択制度は、外国籍の放棄を求める
要旨

ことも、それを把握することもできていない。また、自己の意思で外国籍を取得しても、国籍喪失の手続がなさ
れず、実質的に日本国籍を維持している人が全体の九割に達していると法務省は推測しており、国籍唯一の
原則である現行国籍法は形骸化している。政府は、日本社会に関わるか、その中で生活する者に基本的権利
を保障し、社会の発展を促すためにも、国籍を加算させる形で付与するべきである。それは個人の自己決定
権の尊重、民族少数者への権利擁護につながる。
ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、国内に住む外国人への複数国籍を容認すること。
二、国外に住む日本人への複数国籍を容認すること。
三、複数国籍を持つ子供たちに成人後もそれを容認すること。
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請願の要旨は、件名をクリックすると御覧いただけます。
内閣処理経過受領済みの請願の内閣処理経過は、「内閣処理経過」をクリックすると御覧いただけます。

件名
新件番号

複国籍の容認に関する請願
434

件数

1

署名者数（計）

501

受理番号

紹介議員

会派

受理年月日

付託年月日

結果

434

ツルネンマルテイ

民主

H21.11.18

H21.11.25

審査未了

「重国籍容認に関する請願」が公明党議員から、その一方で「複国籍の容認に関する請願が民
主党議員から提出されています。それぞれ異なる「請願」に映りますが、しかし、「ついては、次の
事項について実現を図られたい」とする要求の項で、「一、国内に住む外国人への複数国籍を容
認すること。二、国外に住む日本人への複数国籍を容認すること。三、複数国籍を持つ子供たち
に成人後もそれを容認すること」、とまったく同じ文言で結んでいます。闇法案の策定・提出の上で、
公明党と民主党の共同作業がすでに始まっていると観て良いでしょう。
請願の内容は、先年の国籍法改正に引き続くものであり、日本の国籍が、いよいよ「重国籍」「副
国籍」の名目のもとに、安売りするものと指摘できます。国籍の尊厳はすなわち国の尊厳に通じ、
一部の団体や政党の都合のために、安易にその取得を許すべき性質にはありません。
先年の国籍法改正に対して、自民党議員から次の請願が提出されており、国籍取得容易化に
対する 1 つの歯止めとなることを期待しています。
第 173 回国会 請願の要旨
新件番号

603

件名

改正国籍法の厳格な制度運用に関する請願

平成二一年一月一日に施行された国籍法第三条の改正により、日本国籍取得に際し生じ得る偽装認知等
の虚偽申請に鑑み、厳格な制度運用を求める。
ついては、次の事項について実現を図られたい。

要旨

一、ＤＮＡ鑑定の審査時における導入を行うこと。
二、申請者や外国人の親の日本における居住実態や、日本人の親による扶養実態等の綿密な調査（国籍付
与後の継続調査を含む）を行うこと。
三、罰則を強化すること。
四、二重国籍を認めないこと。
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理由
（一）認知のみを日本国籍取得の要件とする場合、虚偽申請を防止できないおそれがあり、国籍法の一部を
改正する法律案に対する附帯決議に定められた、父子関係の科学的な確認方法を導入すること、すなわちＤ
ＮＡ鑑定の導入を改正国籍法を適用する認知の場合にのみ必須とすることを求める。（二）改正国籍法は、日
本国民でない親が、特別在留資格を得る目的で子を利用するなどの人権侵害のおそれのある行為を防止す
るための規定を備えていないため、日本国民でない親の特別在留資格取得に際しては、子供の人権侵害を
防止するために必要な制限を課す規定を設けることを求めるとともに、子供の人権侵害を防止するために日
本人の親による子供の扶養実態等の綿密な調査を国籍付与後も含め求める。（三）虚偽申請を抑止するため
に、改正国籍法に定められた「一年以下の懲役又は二〇万円以下の罰金」では不十分であるため、虚偽申請
の実行者に罰則を「一〇年以下の懲役又は一〇〇万円以下の罰金」とすることを求める。また、虚偽申請によ
り取得された日本国籍は無効とする旨の明文規定化を求める。（四）国籍法の一部を改正する法律案に対す
る附帯決議に二重国籍を容認するような内容が記されているが、国籍法の運用に当たって、二重国籍者とな
る者には、日本国籍を与えないような取扱いをされることを求める。また、その旨の明文規定化を求める。

第 173 回国会 法務委員会
請願の要旨は、件名をクリックすると御覧いただけます。
内閣処理経過受領済みの請願の内閣処理経過は、「内閣処理経過」をクリックすると御覧いただけます。

件名
新件番号

改正国籍法の厳格な制度運用に関する請願
603

件数

1

署名者数（計）

12,286

受理番号

紹介議員

会派

受理年月日

付託年月日

結果

603

山谷 えり子

自民

H21.11.20

H21.11.27

審査未了

併せて、冒頭に意見広告の事例を参照させていただいた、いわゆる、「人権擁護法案」に
対する反対の「請願」自民党議員から提出されていますので、ここで参照します。
第 173 回国会 請願の要旨
新件番号

604

件名

人権擁護法の成立に反対することに関する請願

包括的な人権擁護を目的としたいわゆる人権擁護法が成立すると、正当な言動まで差別的言動として規制
され、憲法第二一条で保障された表現の自由が侵されるおそれがある。また、特別救済措置の下に申告だけ
要旨

で令状なしに捜査が行われるという人権侵害が起こる危険性がある。
ついては、日本国憲法に違反するものとして、人権擁護法案の成立に反対されたい。

理由
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（一）人権擁護法で人権委員会が設置されることになるが、差別や人権侵害があった、あるいはそのおそれ
があるという認識に基づいて、令状なしで居宅への立入調査、動産等の押収、留め置きができるものである。
差別、人権侵害の定義があいまいで、恣意（しい）的な運用をされる危険性がある。人権委員会が差別、人権
侵害と断定すれば罰則を科すことができ、差別をしたとされる人の保護規定がないと、逆に重大な人権侵害が
起こる。人権委員会を抑制する機関がないことも問題である。また、何か表現する際に、法に抵触するか考え
るような委縮した社会は、自由闊達（かったつ）な言論、表現を基盤とした近代国家の在り方に逆行し、表現の
自由を保障した憲法第二一条に抵触し違反する。（二）人権委員会に差別、人権侵害の申出があり、その申出
に当たるとみなされると、人権委員会の強権が発動される。被害者とされる人からの申告だけで、令状なしで
捜索し拘束する権限があるというもので、人権侵害を起こす危険性がある。（三）そもそも、差別や人権侵害な
どは、法律判断になじまない。不当な差別や人権侵害などは、健全な社会、人間関係の下においては存在し
ないもので、それを築くよう努力すべきである。どちらかと言えば、教育政策に求めるべきであり、そのようなも
のに罰則を科すことは、社会にゆがみを生じさせる。
第 173 回国会 法務委員会
請願の要旨は、件名をクリックすると御覧いただけます。
内閣処理経過受領済みの請願の内閣処理経過は、「内閣処理経過」をクリックすると御覧いただけます。

件名
新件番号

人権擁護法の成立に反対することに関する請願
604

件数

1

署名者数（計）

11,880

受理番号

紹介議員

会派

受理年月日

付託年月日

結果

604

山谷 えり子

自民

H21.11.20

H21.11.27

審査未了

以上、参議院の事例ですが、民主党が秋の臨時国会（第 173 国会）で提出した闇法案（
「請
願」）事例を幾つか参照しました。それらの動きに対して、自民党議員からは、反対する「請
願」が提出され、過去の闇法案に対しても、同様の動きがなされています。
良識が闇法案を早期に察知し、国思う国会議員諸氏と結束し、先ずは反対の「請願」を議
員から提出いただき、その歯止めとなす。有効な１つの闇法案対策と謂えましょう。1 人で
も多くの良識有権者が政治への関心を深め、国を危うくする闇法案の危険性に対する認識を
共有し、おぞましい闇法案を受け付けない、日本の毅然たる土壌がさらに培われることを願
う次第です。（以上、同日の勉強会の主資料として）
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「国家」の存在意義
国は大きな家であり、ゆえに「国家」と謂います。家には表札、玄関があるように、国と
いう家にも国旗、国家、国籍が存在しています。また、家に戸締りや防犯が不可欠であるよ
うに、国家には内なるセキュリティと法整備、外の脅威に対する防衛構築が不可欠です。
以上について、あらゆる主権国家ではごく当然に論じられ、に指揮されていますが、なぜ
か、日本では、これらを論ずることすらタブーであるかのように、教育、メディアによるト
ラウマの植え付けが盛んになされて来ました。その目的を問えば、日本という国家を内側か
ら徐々に弱体化させ、隷従させるに相応しい国へと造り替える。特定の国々によるそうした
政治的意図が背後に作用している様子が分かります。たとえば、造られた韓流ブームがその
典型的な 1 つと指摘できます。
事の本質は、おぞましく巧みな虚構、捏造をもとにした毀日策動であることに気づき、虚
構を指摘し、一人でも多くの日本国民が事実にもとづいた良識に目覚めるべき時がまいりま
した。阻止すべき闇法案はその典型です。その意味で、今般の勉強会が、参加されるみなさ
まにとって少しでもより有意義な内容とさせていただけるよう、瑣末な身ながらも尽力いた
したく存じます。

平成 21 年 12 月 19 日

日本人
の国思
う講座

島津義広
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Memo
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