国思う勉強会資料

廂を借りて母屋を盗る

特亜病理の研究

平成二十二年十月十六日 政治ブログ「博士の独り言」主催

「特亜」とは
一般に、「特亜」は「特定亜細亜（アジア）」の略称として用
いられています。
「特定三国」とも呼ばれ、戦後に建国した「中
華人民共和国」（一九四九年建国）、「朝鮮民主主義人民共和国」
（一九四八年建国）、ならびに「大韓民国」（一九四八年）の三
国が「特亜」に該当します。ただし、
「朝鮮民主主義人民共和国」
については、日本は国家として承認しておらず、国交はありま
せん。
「特亜」共通の特殊性は数多く挙げられますが、その最も大
きな一つとして慢性的な虚偽体質が先ず挙げられます。史実と
は異なる独自異様な捏造史観をもとに日本を毀損し続け、謝
罪・賠償要求をさまざまに突きつけて来る。さらに、主権侵害
や対日政治工作、教育干渉を正当化するための理由付けにこれ
らを用いるというおぞましい実態が各分野に観られます。

自ら謝罪、賠償しない特異な精神性
その精神性は、たとえ捏造の鍍金（めっき）が剥（は）がれ、
自国の非や瑕疵（かし）があからさまに露呈しても、自ら謝罪、
賠償に資することは無い。
たとえば、ひとたび日本固有の領土領海を不法占拠すれば、
国際法廷審理への勧奨からも逃げ回り、不法占拠を解くことが
ない。話し合いや交渉にも応じない。むしろ、自国の武装警察
や軍民の動員を増派し、周辺の学術的な海域調査に対してすら

国（大韓民国）を挙げての威嚇と恫喝を重ねている島根県竹島
の事例に顕著です。

いわば、
「特亜」の実態は、文明国の在り方とは著しくかけ離
れた盗賊・無法国家と同等であると認識して差し支えありませ
ん。

最近では、本年（平成二十二年）九月七日に、沖縄県尖閣諸
島近海へ侵入した中華人民共和国の自称・漁船が、退去の警告
を発していた海上保安庁の巡視船二隻に相次いで体当たりする
との事件が発生しました。加害者の船籍が帰属する中国共産党
政府は、当該の海域侵犯と船舶を破損させた不法行為に対する
謝罪や補償に資する姿勢は一切示さず、むしろ、現行犯で逮捕・
拘束した船員と船長の解放を要求し、国家を挙げての威圧と恫
喝の対日外交を即座に展開したことも記憶に新しい事例をいえ
ます。

さらに、朝鮮人民主主義共和国は、積年の日本人拉致という
国会犯罪を正当化するかのように、謝罪、賠償に資する姿勢を
示さず、一部の例外を除けば、被害者を日本へ送還することす
らありません。むしろ、人質をとるかのように対日政治カード
として逆用し、恫喝を意味してのことか、局面によって日本へ
向けるかのように多数の弾道ミサイルを発射し、二度にわたる
「核実験」と指摘されるデモンストレーションをも実施してい
ます。
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国旗と至宝に対する毀損

特亜国籍民による果てなき対日毀損の中でも、最も低劣な毀
損は敵とみなす国の国旗を破壊し、相手国の至宝を侮辱し、国
家指導者の肖像を焼くなど、とても文明国とは解（げ）し得な
い行為と指摘できます。到底、文明国とは認識し得ない低劣さ
であり、同時に、特亜の民度の低さを如実に表す象徴的な事例
と謂えましょう。

特亜国籍民による果てなき対日毀損の中でも、最も低劣な毀
損は敵とみなす国の国旗を破壊し、相手国の至宝を侮辱し、国
家指導者の肖像を焼くなど、とても文明国とは解（げ）し得な
い行為と指摘できます。到底、文明国とは認識し得ない低劣さ
であり、同時に、特亜の民度の低さを如実に表す象徴的な事例
と謂えましょう。

その背景には、日本に対する場合、大きな要因として、たと
えば、大韓民国では日本を仮想敵国とみなし、あたかも日本人
が下劣な存在であるかに教え、領土、領海への侵犯・侵略行為
を国是とするかの毀日教育にあります。

中国共産党が統制する中華人民共和国では、朝鮮半島と類似
した捏造史観を底に敷き詰め、既来の対日政治工作の終局目的
に日本の「自治区化」を挙げ、且つ不遜なまでに、陛下の処刑
をもって自治区化の目的達成と置いています。そのコンセプト
が随所に滲（にじ）み出た毀日教育を重ねて来ている。その状
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世界有数の犯罪国家

警視庁「来日外国人犯罪の検挙状況」の統計より

「特亜」は世界有数の犯罪国家でもあります。たとえば、果
てを知らないかの、他国に対する知的所有権の侵害では、世界
の偽造品の八割以上を「特亜」生産のものが占めており、諸国、
諸機関から知的侵害の実態を改めるよう勧告を受けていながら
も、一向に改善していません。また、自国内でのさまざまな盗
用、偽造行為と並行するかのように、対外的なスパイ、諜報、
工作活動には異様なまでに長けており、及ぼす数多の損害にお
いても世界のトップクラスに位置し続けています。
併せて、窃盗や強盗、
殺人、強姦、器物破壊、
偽 造 品 の 密 輸 や 販 売な
ど 、 渡 航 先 で 逮 捕 、検
挙 の 対 象 と な る べ き犯
罪 行 為 は 果 て を 知 りま
せ ん 。 日 本 で も 、 外国
人 犯 罪 の 実 態 を 示 す警
視 庁 統 計 で 表 さ れ る数
値 だ け を 見 て も 、 事件
数と検挙者の数では
「 特 亜 」 国 籍 者 が 常に
半 数 前 後 を 占 め て いま
す。

平成 22 年度（上半期）の「国籍等別総検挙状況」。
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会で日本国旗を破る参加者」と報じる AFPBB (Web) 2009 年 10 月 8 日
付記事より。

日本大使館前での反日デモ 「16 日午後にソウルの日本大使館前で枯葉剤戦友

会主催で開かれた糾弾大会で、参加者らが明仁日王と福田首相ののぼりを焼い

以上の写真は事例のごく一端に過ぎません。文明国において
は、通常、たとえ真に抗議する場合でも、相手国の国旗を蹂躙
し、破壊することはありません。通常国家が心得るべき最低限
度の「紳士協定」と謂えるからです。
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況を指摘する声もまた絶えません。ゆえに、政府による対日意
志表示の上で、あたかも国民が一斉蜂起したかの毀日デモや暴
動を演出しやすい「構造」が教育、自前のメディアを通じて積
年の間形成されて来た。すなわち、自国民それ自体を集団恫喝
や工作のための具として利用できるように造り上げて来た、と
も指摘して差し支えありません。

写真は「ソウル各地で抗議集会。ソウル中心部の公園で開かれた反日集
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ている」と報じたソウル聯合ニュース 2008 年 7 月 16 日報道」他韓国紙より

ニューヨーク・タイムズの同記事には、歴史の中に埋もれて
いた民間人虐殺が韓国の過去史真相糾明委員会によって明らか
になったとした上で、生存者と目撃者のインタビューで構成さ
れている（要旨）、と「朝鮮日報」（韓国紙）が同十二月月四日
付の記事で報じています。

ゆえに、かのフランスでも、イギリスでも、ドイツでも、ま
「特亜」の暴虐、虐殺
してや、日本においても、その国々の真正の国民は、他国の国
旗を冒涜（ぼうとく）し、あるいは、破壊して燃やす等の行為
は基本的に慎むのです。まして、真正の日本人は、通常、いか
国の品格を測る一つの尺度として、一国の政府が、自国民
なる国の国旗に対してこのような毀損に奔ることはありません。 の「安全と命と財産を守る」に資しているか、どうか。とりわ
け特亜に対しては、特有の捏造史観の史実との対照、客観的検
しかし、多くのみなさまがご存知のように、特定三国におい
証とともに、この点を問うておく必要があるからです。厳正に
ては、この最低限度心得るべき倫理さえ欠如しているためか、
問うほどに、日本を悪の根源であるかに貶める捏造史観の数々
平然と他国の国旗を破壊する行為に奔る。特に、日本に対する
を、実は、戦後における特亜各国の自国民、および他国民に対
当該行為ではその苛烈さを増幅させています。
「民意」の低さを
する暴虐、虐殺の「事実の隠蔽」のために充てている。その実
自証しているに等しいのです。事有るごとに、自国内各地で、
態が浮き彫りになってまいります。
このような凶暴な行為を以って日本を蔑（さげす）み忌み嫌う
国が、果たして日本の国益を守るに適う相手なのか、否か。そ
もそも、外交相手とすべき国々なのか、否か。この外交上の最
大韓民国の千件を超える民間人虐殺事件
も基本的な点から問い直し、再考し、見直す必要があるのでは
ないでしょうか。
米ニューヨーク・タイムズが、韓国戦争（朝鮮戦争）中に
主権国・日本の首相、閣僚は相応にごく毅然とあるべきで、
起きた民間人虐殺事件についての、
「韓国で発掘される戦争の恐
特亜の顔色を窺いながら政務を垂れるべき筋道にはありません。 怖」と題したインタビュー記事を国際面トップで掲載（二〇〇
斯様に領土領海を侵害し、わが国を貶める。要求と政治工作だ
七年十二月三日付）と。
けは「超」が付くほど一流。改めるつもりもないのであれば、
断交しても日本は凛としてやって行ける。そのくらいの意気と
スタンスを明示できる首脳の登来が次の世代に望まれます。
将来の国思う指導者、識者、国会議員、総理を志しておられ
る若いみなさまがおられれば、そうした強い心を持つリーダー
になっていただきたく願って止みません。
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advance of the North Korean invaders during the
war, according to historians. The victims were often
of

being

Communist

sympathizers

or

collaborators.

The commission’s investigators have discovered the
remains of hundreds of people ? including women and
children ? who were killed without trial. They have
also identified 1,222 probable instances of mass
killings during the war.

The cases include 215 episodes in which survivors say
American warplanes and ground troops killed
unarmed civilians.

The New York Times 2007 年 12 月 3 日付
記事より参照のため抜粋引用

（要訳）

歴史専門家によれば、朝鮮戦争中に北朝鮮の侵攻の前に退却を余儀なく

された韓国軍は、（退却の途上で）何万もの非武装の民間人、および囚

人を処刑。犠牲者が、共産主義の支持者、または協力者とみなされてい

たことがしばしば非難の対象となった。委員会の調査では、その戦禍に

無関係の何百もの遺体を発見したのかといえば、そうではない。婦女子
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も含まれている。さらに、調査により、戦争中の大量殺人と識別できる

（下）

一，二二二件の信憑性の高い事例を検出している。その中には、米軍戦

虐殺された非武装民の遺体を前にする韓国人

闘機と同軍の地上部隊が、非武装の民間人を殺したとの生存者の証言に

The New York Times 2007 年 12 月 3 日付記事より

もとづく二一五件のエピソードが含まれている。

地面のくぼみに人々を追い込み集団処刑する韓国軍 （上）

朝鮮日報の同記事には、その後の調査も含めて見出されたと
ニューヨーク・タイムズ紙が記す「一，二二二件の信憑性が高
い大量殺人の事例」がすっぽり抜けている。米軍によるものと
指摘される「二一五件」があるのみだ」、としています。米関係
者がその経緯を知っているとした証言が二一五件有るに過ぎな
い。この記述もまた、自国軍の虐殺を米軍へと転嫁しているか
の捏造記事と指摘できるでしょう。

unarmed civilians and prisoners as they retreated in

また、単純計算ながら、これまで、信憑性が高い大量殺人の
事例として検出された「一，二二二件」から、米国によるもの

South Korean troops executed tens of thousands of

accused

平成 22 年 10 月 16
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と思われる二一五件を差し引いたとしても「一 一,〇七件」もの
事例が残るからです。これらについてはどう説明するのか。朝
鮮日報の記述は、この点でもニューヨーク・タイムズ紙（一二
月三日付）の記述の意味をすり替えていることが判ります。

特亜病理の研究
日

In one 1950 atrocity, according to evidence presented to the commission,

South Korean police officers intent on ferreting out Communists disguised

themselves as a North Korean unit before entering villages around Naju, near
Hampyong. When people welcomed them with Communist flags, they killed
97, the commission said.

その後のベトナム戦争での、韓国軍のベトナム人に対する暴
虐の数々も知られるところとなりました。その中で用いられた
ことが指摘されている「騙し」て誘い出す虐殺手法も知られて
いますが、同じパターンでの虐殺行為に触れた記述が、ニュー
ヨークタイムズ紙の同記事も触れているので、併せて紹介させ
ていただきます。
（要訳）

一九五〇年の残虐行為の つ
1 は、委員会に
提示された証拠によれば、共産党員を捜し出
すことに余念がない韓国警官が、ハンピョン

かかる証言が事実とすれば、
宗主国・支那伝統の便衣隊と同
等の手法を用いていることに
なります。ベトナム戦争での、
韓国軍による婦女子を含むベ
トナム民間人大虐殺。その中に
は、良く似た手法で誘って現地
人を一ヶ所に集め、一斉射撃で
殺害したとみられる事例が指

摘されています。韓国軍のベトナム戦争参戦は一九六四年に始
まりました。当初は、医療支援団や教官等、約二七〇名をサイ
ゴンの南のプンタウに派遣。翌六五年二月に、米軍が北爆を開
始、次いで米海兵隊が三月にダナンに上陸。それに続き、一〇
月から、韓国軍は一万数千名を派兵して本格的にベトナム戦争
に参戦しました。

以後、七三年までの間、韓国軍の戦闘部隊約三〇万名がベト
ナム戦争に参戦。この過程で、韓国軍は戦死者四九六〇余名、
負傷者一〇余万名を記録。一方、韓国軍が殺傷したベトナム人
は四万一四五〇名（公式統計のみ）に上る（要旨）、と先年の韓
国紙が伝えています。韓国軍のベトナム人虐殺の中でも、特に
知られているものとして次の残虐行為の事例の数々が指摘され
ています。

ベトナム人住民たち 大( 部分が女性と老人、 子供たち）を一
ケ所に集めた後、あるいはいくつのグループにまとめて、機関
銃を乱射して抹殺する。
（筆者註・上述の自国民虐殺とパターン
が共通しています）。

あるいは、住民たちを一戸に追い詰めて銃を乱射した後、家
と一緒に死亡者も生存者も全部燃やす。子供の首をはね、 脚を
切ったり四肢を切断して火にほうり込む。女性を強姦した後に
殺害する。女性が妊産婦の場合は腹を軍靴で踏み潰す。住民た
ちを村のトンネルに追い詰めて毒ガスを浴びせて窒息死させる
等々。残虐の限りを尽くしています。記事に記されるくだりは、
当時の数多の事例のごく一端に触れたものと思われます。
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の 近 くの ナ ジュ 周 辺の村 に 入る 前 に北 朝 鮮
のユニットに変装。（北朝鮮のユニットと思
って）人々が共産主義の旗を振り、変装警官
らを歓迎した時に九七人を殺害、と委員会は

3 日付記事より参照のため抜粋引用

伝えている。
The New York Times 2007 年 12 月
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中国共産党が奪った人命
「共産主義黒書」が記す殺戮大国の実態

死亡。中国共産党の「計画育成」政策のもとで七百五十万人の
胎児を強制的に堕胎させ、さらに、
「政治犯」として五十万人人
を殺害している。チベットでは人民解放軍の軍事侵攻以来の犠
牲者は百五十万人（仏教誌・大法輪）におよぶとさえ指摘され
ています。
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先年の北京五輪開催に対する反対運動が世界随所で巻き起こ
りました。中国共産党による人命軽視の問題は深刻であり、反
動分子や異端徒とみなした自国民に対する残虐な弾圧を含め、
その大量虐殺は、本来は独立国家であるチベット、東トルキス
タンにまでおよんでいることは多くのみなさまがご存知のこと
かと思います。

同国内の厳しい言論統制のためか、ニュースとして漏れ出る
機会は少なくなったが、チベット人、東トルキスタン人に対す
る銃殺行為はしばしば報じられ、臓器収奪を目的とした法輪功、
異教徒の処刑、虐殺は実態証拠とともに国際世論に問われてい
る。一日に平均して二百五十件以上の発生が伝えられる国内各
地の暴動でも、鎮圧による犠牲者は絶えることはない。このよ
うに、中国共産党による人命軽視の本質はいささかも変わらず、
世界有数の「殺人国家」と認識して差し支えない。むしろ、こ
の認識に欠ければ「中華人民共和国」を語るに値わず、表向き
の「微笑外交」に翻弄され、国益を失い、主権侵害を許す結果
を招きかねません。

（出典多数）

一 九 九 七 年 に フ ラ ン ス で 出 版 さ れ た 『 共 産 主 義 黒 書 』（ Le
livre noir du communisme, Editions Robert Laffont, Paris,
によれば、中国共産党による「中華人民共和国」の建国以
1997)
来の殺害は膨大な数に上ることが克明に記されています。著者
のジャン・ルイ・マルゴラン氏は、信頼でき得る数値として、
国民党との内戦期を除いた犠牲者数を次のように概括し、同書
の中に記しています。
その中で、
「体制によって暴力的に死に至らしめられた人」が
七百万～一千万人（チベット人を含むとするが、数十万人と過
少）。
『「反革命派」としてラーゲリに収容され、そこで死亡した
人』が約二千万人。
『大躍進期（一九五九～六一年）に餓死した
人』は二千万～四千三百万人と。さらに、諸団体の概算によれ
ば、中国共産党が東トルキスタン（新疆ウィグル自治区）で実
施した核実験（延べ五十回）による放射能汚染で七十五万人が

中国共産党軍隊による自国民の処刑
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チベットでの大殺戮

チベット 3 州での犠牲者数（チベット亡命政府統計）他の地域で
の犠牲者

中国共産党の他国への侵略。その上での暴虐も果てを知りま
せん。たとえば、どれほどのチベット人を殺害して来たのか。
その一つの参考となし得る数値が、一九八四年にチベット亡命
政府が公表した犠牲者を統計した数値です。
公表値によれ ば、一
九 五 〇 年 か ら 同 八 四年
の間のみでも、
「戦闘や
蜂 起 に よ る 死 」 は 四十
八万二千七百五人。
「処刑死」は 十五万
六千七百五十八人。
「獄
死 、 強 制 労 働 収 容 所で
の 死 」 は 十 七 万 三 千二
百 二 十 一 人 。 暴 行 によ
る 「 傷 害 致 死 」 は 九万
二千二百七十一人。
「餓
死 」 は 三 十 四 万 二 千九
百七十人。
「餓死」は三
十四万二千九百七十
人 。 自 殺 は 九 千 二 人と
されています。

以って、右公表値に含まれるチベット人犠牲者の総計は『百
二十万七千三百八十七人』に上るとされています。但し、この
数値は、いわゆるチベットの「ウ・ツァン」、
「カム」、
「アムド」
の三州での死者数とあります。そのため、
「これがすべて」の数
値ではないことが判ります。および同年以降の死者数も含まれ
ていません。

虐殺指導者・胡錦濤氏

ご存知の通り、胡錦濤氏（国家主席）は、一九八八年一月（チ
ベット自治区の共産党書記に就任）から翌年にわたり、
「チベッ
ト自治区」の最高責任者として弾圧の指揮をとったことで、そ
の名を知られています。軍服姿でチベット支配の圧制を固め、
反対行動に対する徹底的な弾圧などで手腕を発揮し、その「功
績」を鄧小平氏から評価され、後（一九九二年十月）に、同党
の中央政治局常務委員へと「頭角を現した」したエピソードも
よく知られています。

胡錦濤氏は、
「チベット自治区」に赴任翌年の一九八九年（三
月十日）、いわゆる（一九五九年三月十日の）チベット動乱から
三十年目の日を前に、同年三月六、七日に、すでに、チベット
人による数百人規模のデモ行進が行われました。大規模な抗議
デモに発展する可能性あり、との情報を得た胡錦濤氏は、党組
織や人民解放軍の関係指導者、および「チベット自治区」の要
人らを招集。緊急会議を開き、軍の出動を含めた戒厳令の布告

8

平成 22 年 10 月 16
国思う主催勉強会
特亜病理の研究
日

を宣言。
翌三月七日に、
「チベット自治区」政府が第一号、および第三
号までの「戒厳令」を発効。翌（八日）の午前零時から、ラサ
市街、さらには、ダクツェ県以東の一部地域に戒厳令を実施し、
チベット人によるデモや集会、ストライキ等の活動を「全面禁
止」にしました。この時に、多数のチベット人が命を落として
います。
また、同年六月四日の「天安門事件（六四事件）」では、民主
化運動への要求がチベットへ波及することを防ぐために、ラサ
に再び戒厳令下を布いたことでも、その「手腕」が知られてい
ます。一九八九年三月の戒厳令・弾圧から「二十年目」のその
時期に、今度は「国家主席」として、同様に戒厳令を布き、
「鎮
圧」に名を借りたチベット人弾圧を重ねて来たのです。
歴史的な宗主国さながらに、旧ソビエトにも比肩する中国共
産党による大虐殺の実態は、現下の北朝鮮での数多の公開処刑
や収容所内で重ねられている、と指摘され来た残虐行為の数々
を含んだとしても南北朝鮮のスケールを上回っているかに映り
ます。
しかし、特亜を宗主国とその隷属国の「親子関係」で括（く
く）れば、その残虐性と手法の数々に共通点が観られる事由を
明確に認識することができます。さらに、自国の残虐性を、ひ
らすら捏造史観を膨らませることで日本へ濡れ衣を着せ被せ、
自国の真実を覆い隠すパターンもまた同じです。あらかも、戦

前戦中の日本の植民地支配下のもとで、無数の残虐。虐殺があ
ったかに虚構を捏造し、喧伝することで「かろうじて」自国を
維持している真の実態が観えて来ます。いわば、捏造とそれに
もとづく謝罪、賠償の請求。さらに、捏造を膨らませて新たな
謝罪と賠償を請求する。その一連のプロセスで自国の非を隠す
という、ふと考察しただけでも「まともな国家」とは到底謂え
ない。
「虚構の自転車操業」で成り立っている国々が特亜である
ことが分かります。

まさに、その実態は、本来健全たるべき文明国家の在り方と
はかけ離れており、徹頭徹尾、尻尾の先まで虚構の「病理」で
成り立っている国々であること分かります。

以上、特亜の残虐性と虚偽体質について少々申し述べました。
以降に少々具体例を挙げ、捏造史観とその増幅を幇助する日本
国内のメディアの実態の一端に触れます。

特亜の捏造史観を斬る

南京大虐殺は本当に有ったのか

みなさまの中には、いわゆる、中国共産党が盛んに喧伝して
来た「南京大虐殺」について「実際に有った」。または、三十万
人の大虐殺は信じられないが、
「それに類する事件はあった」と。
あるいは、南京大虐殺は元々存在しなかった、と明確に認識し
ておられる方もおられることかと思います。それぞれに、認識
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しかし、個々の認識はあくまで「認識」であり、それが「事
実」とは異なる「認識」であれば、直ちに、それまでの「認識」
の修正をした方が良い。これが物事の認識に不可欠な筋道です。
たとえ、「認識」はいくつもあり得るとしても、「事実」は一つ
しか存在していないからです。

が違う。そうした事例は、何も“南京事件”に限ったことでは
なく、いわゆる、
「従軍慰安婦」や「強制連行」に関しても、同
様に、認識が分かれているケースもあるのかもしれません。

発行とも符合している点が興味深い点です。朝日新聞は、この
文革礼賛記事を皮切りとして、翌年（昭和四十六年）から「南
京大虐殺」という虚構宣伝のキャンペーンを開始したのです。

朝日新聞の大報道の「真」
「偽」や如何に。そこで、経緯から
「正」
「誤」を判別すれば、昭和五十三年（一九七八年）に、日
本の中学校教科書に初めて「南京大虐殺」が記述されるに至っ
ていますが、しかし、同年までの中華人民共和国の教科書には
「南京大虐殺」の記載は無かったのです。もっと指摘すれば、
事件があったとされる一九三七年から実に四十二年間という長
期間にわたって「中共の教科書」には「南京大虐殺」は記載さ
れていなかったのであり、はるかに歳月を経たこの年になって、
朝日新聞の捏造報道をもとに「日本の教科書」が先に載せたの

いわば、「まさか新聞が嘘を書かないだろう」、その善意の認
識が今よりなおも支配的だった時期でのことです。その時代に、
新聞を疑えるほどの視線を成熟させることは不可能であり、そ
の社会的な「盲点」を衝くかのようにして、これらの虚構はま
たたく間に広まったのです。

同紙記者の本多勝一氏による「中国への旅」を連載し、その
虚構は広がりました。この朝日新聞は、メディアとして在るべ
き検証を悉（ことごと）く省いて報道し、当時は、新聞は正確
たり得る情報源と信頼していた日本国民に対し、あらぬ「罪悪
感」の一大流布に成功したのです。無論、ネットがある時代で
はなく、当時の日本国民にとって新聞やテレビは、今にもまし
て影響力を持つ情報源であったことは謂うまでもありません。

また、事柄が「事実」か、否か。判別が困難な場合は、事の
次第や時系列的に洗い直し、客観的に、その経緯から「正」
「誤」
をもとに判別する方法が有効です。以降の事例について、その
視点から指摘してまいります。
「南京大虐殺」については、そもそも、南京の局地戦は存在
しましたが、「南京大虐殺」は存在しなかった。これが「事実」
です。単に、筆者の認識に終わるものではなく「事実」なので
す。
すでに、多くのみなさまはご存知のことかと思いますが、事
の次第はこうです。昭和四十七年（一九七二年）の「日中国交
回復」に先立つ昭和四十五年（一九七〇 年）に、当時の朝日新
聞社長の広岡知男氏の指示で、中国共産党の「文化大革命」礼
賛記事を紙面に掲載した。中国共産党の機関紙「人民網（人民
日報）」との提携開始もこの時期と思われます。また、同時期は、
ブログでも紹介した公明訪中団と中国共産党による「共同声明」
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でした。
「南京大虐殺」が仮初（かりそ）めにも事実であるとしたら、
中華人民共和国の特性からすれば、もっともっと早い時期に、
中国共産党政府は騒ぎ立てていたはずでした。この経緯をもと
に淡々と検証すれば、その背景には、これなら「使える」と言
わんばかりの、上述の朝日新聞などを通じた対日プロパガンダ
の「先行」があり、それ自体が、むしろ、件の虚構が、「戦後」
における隷中メディアが支那の尖兵となった捏造報道の証左と
指摘できるのです。

虚構を見抜く良識の「眼」を
現在でも、
「南京大虐殺」を肯定する人々にその理由を尋ねれ
ば、その中には、
「朝日新聞が書いているから」との「理由」が
最も目立ちます。また、「テレビで言ってたから」とか、「先生
が言っていたから」、「教科書に書いてあるから」との理由も伺
ったこともあります。
それらの人々個々の「認識」にしてみれば、
「南京大虐殺」は
「事実」なのかも知れませんが、事の「真」
「偽」の根拠は、
「そ
れだけなのか？」とお尋ねしたい。どうして、
「テレビで言うよ
うになった」のか。なぜ、
「先生が言うようになった」のか。ま
た、なぜ、
「教科書に載るようになったのか」と。その淵源に遡
及（そきゅう）して、事の次第を調べ上げ、むしろ、客観的な
検証を重々加える必要があるのです。別件になりますが、この

指摘は、特に、不可欠な客観的な検証もろくにせず、大韓民国
の「従軍慰安婦」を認めて談話まで発してしまった河野洋平氏
に問いたいことでもあります。

以上の視点からすれば、時系列的にも、南京事件は「一九八
七年」の天声事後に堕ちる「朝日新聞」の紙面から造り出され
た虚構であることは明白です。戦後の約三年間に、莫大な数の
自国民の命を奪った中国共産党と国民党軍の内戦で命を落とし
た自国民の遺骨を掘り出しては、「日本軍に虐殺された犠牲者」
であるかのように宣伝する、いわゆる「記念館」方式のプロパ
ガンダがこれに該当します。しかし、もはや、ごく基礎的な検
証を重んじる国思う良識の「眼」には、まったく通用しないこ
とを知るべきです。

強制連行の虚構

国思う調査隊（非組織）の調査（平成二十一年）の上での小
例ですが、実際に「私は、日本に強制連行されてきた。日本は
反省しろ、謝罪しろ、賠償をしろ」と主張する外国籍者に遭遇
したことがありました。さて、
「お年はおいくつですか」と尋ね
れば、五十九歳とおっしゃる。
「とすると、お生まれは一九四九
年五〇年あたりですか」、と尋ね返すと、「一九五〇年」と答え
られた。「ええと、終戦はいつかといえば、一九四五年ですね。
一九五〇年生まれの方が強制連行で連れて来られたのですか」、
と尋ね返すと、狼狽し「莫迦野郎、おまえみたいな若造に何が
判るか」と凄まれたことがありました。
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の特亜の貶めを受け、大変な毀損を受けている現実は、決して
他人事ではなく、わが身と次世代の子供たちに降りかかる国害
であることに気づかねばなりません。

事実を識（し）り、事実に目覚める

瑣末な筆者もブログに度々申し述べて来たことですが、日本
人が「事実」を知り、ひとたび目覚めれば、世界に類を観ない
ほど迅速である。このように信じて止みません。先ずは、思想
信条の如何に関わらず「事実を知る」。その「事実」を共有し、
また、
「事実」をもとにして、みなさま個々が相応にお身近に可
能なことを考えて行けるようになれば、その輪が広がれば、必
然的に私たち日本国民の「安全と命と財産を守る」。その自衛意
識の高揚にも通じて行くものと信じて止みません。

聡明なみなさまには、すでにお気づきのことと思います。物
事の経緯の「正」
「誤」をもとに判別すれば、この外国籍者が語
る「強制連行で日本に連れて来られた」とする経緯は明らかに
「誤」です。ゆえに、その主張は「偽」であると判別できる。
これは、一つしか無い「事実」を「認識」する方法の端例に過
ぎませんが、しかし、こうした対処は重要です。
ところが、こうした、あるべき事の次第の「正」
「誤」の判別
を怠り、あるいは、その方途も知らずに、たとえば、嘘をつく
外国籍者が目の前に現れて、
「強制連行で日本に連れて来られた」
と言い出せば、はあ、そうですか、と頭を下げてしまう人が意
外に多いのではないでしょうか。そういう人ほど、
「だって、朝
日新聞や毎日新聞がそう書いている」し、テレビでも「そう言
っている」から、とおっしゃる。いわば、思考停止の典型的な
事例と謂えるのかもしれません。

力を合わせて、ありとあらゆる方途を通じて、周知を尽くし
てまいりたく思います。心ある誰もが日の丸と真実のもとに結
束すれば大きな力になる。日本人の底力を存分に示し先祖代々
の日本を護ってまいりましょう。

そのどこかでお役に立てていただけることを願い、心を新た
にして、どんなに苦労しても今少し踏ん張り抜いて。開催方法
を工夫しつつ、明年にかけて、可能な限り大勢のみなさまとと
もに、新たな「中国共産党の「対日工作要綱」」の国思う勉強会
を中心に展開させていただくことができれば、と現状考えても
おります。

言葉悪くて恐縮ですが、折角の「脳みそ」が何のためにある
のか。そう思えば、人間として勿体ないことにさえ映ります。
たとえば、ごく身近に、運転している自動車が接触事故に遭っ
たとする。こちらは道を淡々と進んでいたにもかかわらず、相
手がいきなり道角から飛び出して来てぶつかって来た、としま
す。さて、パトカーが現場検証に駆けつけて来た。その時に、
たとえば、
「俺が角を曲がって道に出ようとしたら、こいつが停
止もしないでぶつかって来た」と相手が嘘を言い出したら、ど
うするか。警官の前で、事の状況と次第を説明して、相手の主
張がむしろ「嘘」であることを証明しようと努められるのでは
ないでしょうか。国家と謂う大きな家が「当たり屋」さながら
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添付資料・本当に強制連行はあったのか？

毎日新聞に対する質問・意見書

拝啓 御紙八月十七日付の「ことば：朝鮮人強制連行 ／兵
庫 ◇朝鮮人強制連行」と題する記事に、「日本が植民地支配し
ていた朝鮮半島から戦前・戦中、労働力確保のため多数の朝鮮
人が日本に連れて来られた。その数は六十六万人とも百万人以
上ともいわれる。中国人も数万人連行された。多くは炭鉱、鉱
山、軍需工場などで働かされ、従軍慰安婦にされた女性もいる。
連行には国や軍が関与していたとされ、日本の戦後補償問題の
一つになっている」（全文）（添付資料一）とありました。正確
さと在るべき事の次第の説明を欠く記事と拝見しました。
「朝鮮
人強制連行」について、
「六十六万人とも百万人以上ともいわれ
る」と記されている根拠をお示しいただきたく、ここに質問申
し上げます。

例えば、昭和三十四年（一九五九年）の外務省発表（当時の
朝日新聞七月十三日付が掲載）
（添付資料二）によれば、こう記
されています。 （以下、記事より引用）

在日朝鮮人の北朝鮮帰還をめぐって韓国側などで「在日朝鮮
人の大半は戦争中に強制労働をさせるためにつれてきたもので、
いまでは不要になったため送還するのだ」との趣旨の中傷を行
っているのに対し、外務省はこのほど「在日朝鮮人の引揚に関
するいきさつ」について発表した。これによれば、在日朝鮮人
の総数は約六十一万人だが、このうち戦時中に徴用労務者とし
て日本に来た者は二百四十五人にすぎないとされている。主な
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毎日新聞宛質問・意見書（平成 20 年 8 月 21 日）

平成二〇年八月二十一日の事例

毎日新聞の記事（強制連行に関する記事）につき、毎日新聞
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内容は次の通り。
一、戦前（昭和十四年）に日本国内に住んでいた朝鮮人は約百
万人で、終戦直前（昭和二十年）に二百万人となった。増加し
た百万人のうち、七十万人は自分から進んで内地に職を求めて
きた個別渡航者と、その間の出生によるものである。残りの三
十万人は大部分、工鉱業、土木事業の募集に応じてきた者で、
戦時中の国民徴用令による徴用労働者はごく少数である。また、
国民徴用令は日本内地では昭和十四年七月に実施されたが、朝
鮮への適用はさしひかえ昭和十九年九月に実施されており、朝
鮮人徴用労務者が導入されたのは、翌年三月の下関－釜山間の
運航が止まるまでのわずか七ヶ月間であった。
一、終戦後、昭和二十年八月から翌年三月まで、希望者が政府
の配船、個別引き揚げで合計百四十万人が帰還したほか、北朝
鮮へは昭和二十一年三月、連合国の指令に基く北朝鮮引揚計画
で三百五十人が帰国するなど、終戦時までの在日していた者の
うち七十五％が帰還している。戦時中に来日した労務者、軍人、
軍属などは日本内地になじみが薄いため終戦後、残留した者は
ごく少数である。現在、登録されている在日朝鮮人は総計六十
一万人で、関係各省で来日の事情を調査した結果、戦時中に徴
用労務者としてきた者は二百四十五人にすぎず、現在、日本に
居住している者は犯罪者を除き、自由意思によって在留した者
である。
（以上、記事より引用）

毎日新聞の国籍を尋ねる

先ず、御紙が用いられている「朝鮮人強制連行」の意味に
ついて伺います。いわゆる、巷に謂われる「強制連行」とは、
本来の意味するところは、拉致、または何らかの強制的な拘束
にもとづく「連行」ですが、しかし、御紙の当該記事では、一
般的な「徴用」と混同されている論旨が窺えます。御紙が記さ
れる「朝鮮人強制連行」とは、拉致、拘束によるものか、また
は、徴用によるものなのか。いずれであるか、お答えください。

仮に、御紙が記される「朝鮮人強制連行」が、徴用にもとづ
く渡航者を指すとしても、上記に引用した外務省による調査結
果発表（昭和三十四年）の内容と、御紙の当該記事（添付資料
一）が「六十六万人とも百万人以上ともいわれる」と記される
内容とは、著しく異なっています。別途、二〇〇六年末の、韓
国の『日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会』の調
査報告（二〇〇六年末）によれば、
「強制徴用者ではなく、元か
ら日本に居住していた朝鮮人がほとんど」とある文言と、上記
に引用する外務省の発表とは合致しています。御紙記事との相
違について明快にお答えいただきたく、お願いいたします。

また、「日本が植民地支配していた朝鮮半島」と書き始められ、
「日本の戦後補償問題の一つになっている」と結ばれている当
該記事の論旨は、南北朝鮮、とりわけ、北朝鮮政府、ならびに
朝鮮総連の論旨と酷似しています。これらの国々の政府、直下
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組織の代弁をなされることが、御紙のご方針なのでしょうか。
この点についても、同様の感慨を持つ読者は少なくありません。
御紙の、紙面コンセプトの国籍はいずこの国に在るのか、ここ
にお尋ねします。

日本による「植民地支配」は存在せず
申し述べるまでもなく、日本による「植民地支配」は存在し
ていません。存在したのは「日韓併合」の歴史です。明治四十
三年（一九一〇年）に、大日本帝国と大韓帝国との間で「日韓
併合条約」が締結。すなわち、一九一〇年八月二十二日、
「韓国
併合ニ関スル条約」に基づいて日本が大韓帝国を併合し、朝鮮
は正式に「日本国朝鮮地方」となりました。日本の「一地方」
ゆえに、当時の日本政府は莫大な予算を投入し、農奴と乞食が
大多数を占めていた朝鮮の近代化に尽力したのです。たとえば、
この「日本国朝鮮地方」に五千校を超える学校をはじめ、必要
な各種設備、医療設備、道路他の多数のインフラを構築しまし
た。その近代教育の中でハングルを必修として、文字を用いる
文化を提供。人は国家の基本として重視し、医療と衛生環境を
飛躍的に向上させ、半島の人々の平均寿命の伸長に貢献したの
です。
こうした資金や資材などの「物的支援」に終わらず、
「人的支
援」
「技術支援」も同時に行った時期が「日韓併合」時代でした。
この日本の献身的な努力と貢献により、また、戦後にも提供し
た多大な支援により、朝鮮半島には 奇
"跡 と
"呼ばれるほどの発

展をもたらされたのです。さらに、後の、昭和四十年（一九六
五 年 ）の 「日 韓 間相互 の 請求 権の 破 棄」の 取 り決 めに お いて 、
「両締約国（日韓双方）は、両締約国及びその国民（法人を含
む）の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の
請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたこととな
ることを確認する」とする戦後の「日韓基本条約」を締結しま
した。以て、日本に補償義務は存在しておりません。

島津 義広

むしろ、日本が併合時代に建設し、空襲も受けずに残った学
校、医療設備、道路他のインフラを含む一切の資産を提供し、
さらに、復興のために、政府から五億ドル、民間から三億ドル
以上を供出しました。あえて、北朝鮮が補償を求めるとすれば、
その対象は、法的に戦後対応が終結済みの日本ではなく、
「日韓
間相互の請求権の破棄」の取り決めを機に包括的な支援を受け
た韓国であるべきです。御紙の当該記事が史実から乖離してお
り、また、北朝鮮、ならびに朝鮮総連の主張と酷似している点
がここにあります。その理由について、ここにお伺いします。

（以下、住所略）

平成二十年八月二十一日
神奈川県藤沢市長後

毎日新聞殿

15

平成 22 年 10 月 16
国思う主催勉強会
特亜病理の研究
日

お身近に「意見書」活用を

「意見広告」一 必要な、日本人と外国人の「区別」

在日韓国・朝鮮人に対して、戦後の日本には、不可解な誤認
識が徘徊しているようだ。先ず事の次第を整理する。一部に、
在日韓国・朝鮮人を「マイノリティ」であるかに定義し、また
は、所得税等の納税を以って「国民の権利、福祉と同等に遇す
べき」（要旨）との解釈が、「共生」という言句とともに徘徊し
ている。

しかしながら、在日韓国・朝鮮人は、それぞれに韓国、北朝
鮮に国籍を有する外国人であり、マイノリティでは有り得ない。
たとえば、在日ドイツ人、在日フランス人をマイノリティと呼
んでは失礼に当たるように、同様に、在日韓国・朝鮮人をマイ
ノリティと呼べば、むしろ、失礼にさえ値しよう。在日アメリ
カ人、在日イタリア人などと同様に、帰る国の国籍を有する外
国人であり、さればこそ、いかなる国にも存在している、当事
国の国民と外国人との「区別」が、この日本にも同様になされ
て然りであり、その「区別」を、
「差別」と混同すべきではない。
混同してしまえば、誤認識に他ならないからである。同時に、

一般に、政治、メディア間連の意見書は、専門識者や団体に
よるもの、とのイメージがあり、高度な内容である必要がある
かの認識もあったようです。ゆえに、日常からは遠い事柄であ
るかに、ブログを始める以前に見聞することが多かった。そう
した状況の中で、団体や組織に無縁のごく通常の存在であって
も、意思や意見を伝え、あるいは、指摘することが出来る。活
用しましょう、との呼びかけを、ささやかな書簡活動を続けな
がら、出会う人々にお話しさせていただきました。
ブログを始めてからも、意見書を時折報告させていただく事
由もこの問いかけに原点があります。先ず、題意と主旨を書く。
宛先を明記して本文を書く。日付を記す。差出人としての最低
限の連絡先（電話番号など）を記す。こうしたスタイルで報告
させていただいて来たことかと思います。瑣末な存在ありなが
らも、提案がどこかでご参考としていただけたのか、淡々とし
た意見書活動が広がって来たことを実感し、大変に有り難く存
じます。

また、我々日本人は、外国へ行けば外国人である。たとえば、
外国へ赴任し、納税者となった経験が筆者にもあるが、その国

在日韓国・朝鮮人と呼称すること自体が 差" 別 で" あるかにする
ような錯覚があるが、この意味からすれば、実は、これこそが
偏見であることが判る。

良識の国思うみなさまのごくお身近に、意見書送付が一つの
手立てとして、今後、さらに活かしていただけることを願って
止みませ ん。なお、意見書には資料を添付すると内容を補足で
き、さらに内容の総合的な充実を図ることができます。以下に、
その一例として、自筆の意見広告を紹介します。

16

平成 22 年 10 月 16
国思う主催勉強会
特亜病理の研究
日

の国民と同等の権利や参政権、福祉を付与せよ、と考えたこと
はない。身が外国人である以上は、その国に、国民との区別が
あることはごく当然であり、むしろ、区別なくあつかえ、と要
求するとすれば、その国に対して失礼にさえ当たるものと自覚
しているからだ。また、その区別を差別と思ったこともない。
外国に住まわれているブログの読者からは、同様のことを記し
たご意見をいただく機会が少なくないのも、印象的である。
勿論、人の国としての多少の情状は有りといえども、それは、
一義的な外国人救済措置のために存在するべきであり、それを
常態・恒常化し、あるいは、法改正の名目のもとに、国籍条項
を外してまで対処に資するべき性質には無いはずだ。外国人の
根本的な救済義務は、それぞれの国籍本国に有るからで、これ
が、在日韓国・朝鮮人の場合は、それぞれ、韓国、北朝鮮にそ
の義務が存在し、義務の全うを促す。それが、遵法の上で、日
本の政治が執るべき方途に違いない。

「意見広告」二 自虐史観の誤りについて

師から自虐史観を刷り込まれ、その自虐史観の敷延（ふえん）
を前提とするかのような、加工情報がメディアから垂れ流され、
日常の中で、視聴者や紙面読者が、それらを自然に脳裏に植え
つけられてしまうかの、おぞましい図式があり、これらが、在
日韓国・朝鮮人の言い分を抵抗なく受け入れさせるかの、無力
化した精神性の素地が造られている現実がある。

そこへ、在日韓国・朝鮮人が、客観的に証明し難（にく）く、
虚構としか検証し得ないブラフを日本社会に浴びせ、人権、差
別を盾（たて）に乱用するかのように、権利、また権利を主張
する。そうなれば、ブラフを浴びせられる側の多くは、すでに
教育、メディアによる積年の誤植によって無力化しているため、
言われるままに、次々と社会的な恩典を差し出し、権利を割譲
する状況に陥（おちい）りやすいのである。このおぞましい現
象を喩（たと）えれば、説教強盗をお人好しなまでに接待し、
言われるままに金品を差し出す姿に等しい。残念なことに、そ
れが、あたかも「人道的」であり、
「善」であるかに倒錯してい
るケースが数多と観られるのである。

そうでありながら、在日韓国・朝鮮人と聞けば思考停止して
しまい、誤認識に翻弄されている自覚症状も無い。この自縛的
また、在日韓国・朝鮮人がよく聞こえて来る 我"々は強制連行
されて日本へ来た（要
" 旨）、という 言"い分 は"、個々の事例に「真」 な構図が、現今の、日本侵蝕を許してしまっている精神的な温
床と指摘できるのではないか。人として、先ずは、事柄を事象
「偽」の検証を加えるべきだ。強制的に連れて来られたから
"
として観る。たとえば、眼前に突きつけられた事柄、言い分が、
日本社会は我々の生活を保障すべき義務がある （"要旨）、との
論旨は矛盾に満ちており、それを、そのまま真に受けて鵜呑み
果たして、「真」なのか、「偽」なのか。また、裏付けのプロセ
スが、果たして、史実や現実に照らして「正」なのか、
「誤」な
のかを峻別する。この視点から、ブログの中で、在日韓国・朝

にするかの 戦" 後保障 の" 論旨がまかり通っているかの現実があ
る。また、これを裏支えするかのように、学校では、一部の教
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平成二十二年十月十六日

島津

日本人
義広の 国 思
う講座

鮮人の実態や、さまざまな事例を指摘して来たが、諸々の出来
るみなさまのご参加をお待ちします。どうぞ宜しくお願いいた
事が、ほとんどの事例には、そこに共通するかのように、その
します。
根深いまでの誤認識の温床の上に成り立っていることに気づく。
（以上、添付資料）

国思う勉強会の開催の目的
国思う勉強会を開催させていただく意義は、ごく普通の日本
国民の 人
1 として、同じく国を思う方々とテーマを共有させて
いただき、また、その中で、提示させていただく資料や、勉強
会でのお話が、参加されたみなさまの日常のどこかで、何らか
のご参考としてお役立ていただける場面があれば有り難い、と。
ひとえにこう願い開催させていただいております。ゆえに、い
わゆる、一般に有りがちな、何らかの組織作りや、あるいはカ
ルト集団などに観られる特定の組織へ誘導する「セミナー」の
類とは一切異なります。
以って、私個人には利益はありません。人は死して冥土に持
参できるものはなくとも、死して遺せるものはある。この信条
でおります。先々で、こうした国思う相互の啓蒙の動きが、全
国の方々の間で自然に広がれば嬉しい。また、一部で提案させ
ていただいている「国思う学校」のモデルの一つにしていただ
ければ有り難い。そう念願するのみです。
「私」はさておき、守
るべき至宝が存在するこの日本が守られることを願うのみです。
この意義と目的をもとにした、淡々とした勉強会で、可能なと
ころまで続けることが出来れば、と考えております。心共有す
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