
韓国ムン・ジェイン（文在寅）大統領の立場 

 

 韓国の大統領が、ドナルド・トランプさんとの会食に慰安婦の人を同席させました。このことが日本人にして

みると許せないことに感じられるはずです。とりわけ北朝鮮の軍事的挑発の状況下で、本来日・米・韓が一体と

なって北朝鮮と対峙するべきなのに、このような行為をすることは、ひどく的外れなことである、と感じておら

れる方が多いと思います。 

 しかし私にはムン・ジェインさんの考えが良くわかります。 

①それはそもそも韓国と北朝鮮は同じ国であること、したがって日本とは異なって、韓国人のかなりの人々が、

北朝鮮と仲良くしたいという、深いつながりというか深層心理があるから、北朝鮮を単に悪徳国家としてとらえ

たくないという気持ちがあること。 

➁次に現在の日本の安倍総理は、明治政府以来の帝国主義を代表する伊藤博文や戦犯の岸信介の直系であり、そ

の安倍総理が多数の支持を得ている日本は、また戦前と同様の侵略行為をするのではないかと恐れているのだと

思います。そのようなことにならないように、今の右翼化した日本や安倍総理の政府は絶対に受け入れられない

と考えて、あえて嫌がらせをしているのだと思います。 

➂日本の軍国主義の被害者は韓国や中国だけではなく、真珠湾攻撃を受けたアメリカも同様であり、韓国から見

れば、アメリカも韓国及び北朝鮮も歴史的には同じ立場であり、そのような背景からドナルド・トランプさんは、

韓国の主張を受け入れてくれるはずである、という考えから今回のムン・ジェイン大統領はこのような行動をし

たように解するべきではないでしょうか。数日前にドナルド・トランプさんが「リメンバー・パールハーバー」

という言葉を口にした時、このムン・ジェインさんの意向を受け入れていたのだと思います。 

④さらに日米の貿易赤字を解消するのがドナルド・トランプさんの当選の大義である以上、ドナルド・トランプ

さんは日本との関係を良好にする必要もないと考えているから、安倍総理の、仲良くしたいという意向にもかか

わらず、ドナルド・トランプさんは日本に対して特に深い考えを持っているわけではないと考えるべきでしょう。

哀れなのは、その気がないドナルド・トランプさんに気に入られようとすり寄る安倍総理の姿でしょう。 

⑤ドナルド・トランプさんにとっては、日本は兵器やその他の商品を買ってくれれば良いだけで、それだけで対

日外交の目的は達せられたと考えているはずです。そのことで彼が対峙しているアメリカ軍事エスタブリッシュ

メントのご機嫌を取ることができるわけですから。 

⑥ドナルド・トランプさんは商売人であり、人類の長い歴史から見ても、商売人は平和主義者であることが多く、

彼は戦争を望んではいないと考えるべきでしょう。ロシア疑惑はロシアと仲良くしたいだけの話であり、ロシア

と仲良くなってもらっては困る、６大メディアを含むアメリカの軍需エスタブリシュメントが彼をつぶそうとし

ているにすぎません。中国の関係にしてもそうです。彼は大声で北朝鮮を脅していますが、戦争をしないように、

彼なりに努力しているのだと解するべきでしょう。 

⑦志成館の「館長の社会論サイト」にも記述していますように、ドナルド・トランプさんを支えるペンタゴンも、

アメリカの多くの兵士が、アメリカの強欲な軍事産業によって命を落としたことに怒りを感じて、これらと縁を

切って「誇り高い軍事国家を再構築しようとしているのである」という視点から見れば、ドナルド・トランプさ

んはもしかしたら世界平和の実現に貢献できる大統領になるかもしれません。軍事的行動に関して大ぼらを吹い

ている印象は免れませんし、予断は許しませんが、今でもまだ私はドナルド・トランプさんの平和主義的な側面

に期待をしています。それを妨害しているのが国務省であることも別掲の通りです。 

➇以上の文脈の一部は船瀬俊介氏の立論に依拠しています。 

                                     2017年 11月 8日(水) 

 

 



ようやく登場した「立憲民主党」というまともな政党 

  

いろいろなところで述べていますように、私は「先生」という立場上、いろいろな面で「中立」であり続

けようと努力しています。宗教的にも政教分離という近代国家の前提を受け入れて「無神論者」という立場

を貫き、それぞれの宗教の利点も、宗教そのものを信じないことの利点も把握し説明しています。しかい何

が「中立」なのかは各人がそのよって立つ思想基盤によって評価が分かれます。その観点から、宗教的な偏

向や思想的な偏向が許されない「大学教授」という学問のプロをとても尊敬しています。上述の「世界」の

紹介をしたのは、このような本こそが真の意味での「中立的な本」と解することが出来るからなのです。そ

の判断の根底には、今日までの人類の歴史と今日における世界各国の政治経済的の仕組みがあります。そし

てこの「館長の社会論」も、志成館の教え子だけでなく、多くの方々に、「真実を知る方法」を提供してい

るつもりなのです。まだ差別や偏見が多かった５０年前の私個人の学生時代からの信念に基づいて、「この

国に真の民主主義が広まるように努力し続ける」ことを自分のライフワークにしてきました。私は弁護士と

いう仕事にはつけませんでしたが、その夢を仕事や人々との触れ合いを通じて自分なりの努力はし続けて

きたつもりです。 

 このような私にとって一つの嬉しいことがこの国におこりました。それは「やっとまともな政党がこの国

に出来た」ということです。先日の１０月２２日の選挙で立憲民主党が５５議席獲得しましたが、枝野さん

や長妻さんの意見をテレビで見ていると、自分とほぼ同じことを話してくれるので、安心し、満足し、うれ

しさを禁じ得ないのです。今後はこの政党のもとで、現在の憲法を守ろうという人たちが増え続け、この国

は良い方向に向かっていくものと期待しています。 

「中立」と言いながら「立憲民主党を支持するようなことを言うとはけしからん馬鹿者だ」と反応される

方がいるかもしれません。しかし立憲民主党は保守でも革新でもありません。右翼でも左翼でもありません。

ただ単にこれまでの歴史を反省したうえで、憲法を重視した立憲主義という近代国家の原則を守り、同時に

自分たちの力でよりよい社会をつくっていこうという民主主義を実現していこうという政党であるにすぎ

ません。ですから近代国家の原則を守ろうという意味でのきわめて当たり前のそして「まっとうな」政党で

あるにすぎません。 

これまでの政治は一方では相続法で保護された伝統的な富裕層や権力者そして企業努力を重ねてその地

位を築いてきた富と権力を備えた企業の経営者の意向に沿って運営され、他方では富も権力も地位も持た

ないごく普通の人たちの政治への関与と富の分配の公平さを求める叫びや抵抗という形で運営されてきま

した。立憲民主党はこのいずれの主張も認めたうえで、最高法規である日本国憲法を守り、国民一人一人が

平等に主役となって、よりよい政治よりよい日本をつくろうと動き始めたものであり、既得の利権を考え直

し、公的機関の情報の隠蔽やメディアの自由で公平な活動を求め、すべての国民つまり有産者や無産者、男

女の差、肌の色や言葉や宗教の違いを超えて、話し合いによって民主主義的に、つまり国民一人一人が政治

にかかわることでよりよい日本をつくりましょうという政党であるにすぎません。ですからこれからは国

民の一人一人がまじめに政治を考えることが出来る政党が誕生したという意味で、私は安どの気持ちを抱

いているのです。そして立憲民主党はこの点から保守でも革新でもなく、右翼でも左翼でもないと言えるの

です。 

 

                                      ２０１７年１０月３０日 

 

 

 



悲しきかな「＃ＭＥ ＴＯＯ」という運動 
「#me too」という運動が世界中で展開されています。女性への性犯罪や性的な嫌がらせを受けた

人たちが連帯して、女性を守っていこうという運動です。その考えや行動に出る勇気は、高く評価

すべきであり、これまでの男性中心の社会が、どんなにか女性に対して、苦痛を与え続けてきたか

を世界中に知らせる効果があり、とても立派な行動だという面では賞賛に値すると思います。今で

も私の周りにも女性に対して相変わらずの感覚しかもっていないひとがたくさんいますから。そ

して企業での実態は、この手のセクシャルハラスメントはパワーハラスメントと一体でなされて

おり、その意味でも、ひろく弱い立場にある女性にとっては好ましい運動であると評価してよいと

思います。 

 しかし最近のこの運動の広がりを見ていると、明らかに行き過ぎの部分があり、これでは文化や

人間の機微に触れる、人生の楽しさも失われてしまうのではないかと私はとても危惧しています。

この運動をしている人たちの主張の最終目的は、「自分が許せる範囲の人たちからの告白やデート

の誘いや口説きはセクハラにはならないが、自分が不快に感じる人たちからの告白やデートの誘

いや口説きはセクハラになる」と言うところまで行きついているように私には見えるからです。し

かも、それを今日の話としてではなく、過去のすべての行為に遡及させるという、刑法の手続き

（＝デュー・プロセス・オヴ・ロウ＝日本では罪刑法定主義とほぼ同じ）にも反する、強引なやり

方で、これまで映画や音楽の発展に貢献してきた著名人を社会から抹殺するような、ひどい動きに

しか見えなくなっているからなのです。 

 この状況では、映画界や音楽界、ひろく文化の世界から、私の言葉を使うと「色っぽさ」「何か

わからないような後ろめたさや優越感」「いかがわしさ」という、確かに問題があるものの、生身

の人間が、理屈通りには進まない社会や人生を送ることの、「危険な香り」を感じながら生きてい

くような、ある種の面白みのあるハワード・ジンセガなくなってしまって、まさにコンピューター

やロボットみたいな、暖かさも優しさも、思いやりも寛容さもない「冷徹な計算されつくしたつま

らない社会そして人生」になってしまうことは明らかではないでしょうか。 

 誰かこの＃ME TOOの異常さを告発してくれないかなと、じっと我慢して待っていたのですが、

とうとう私が待望していた人物が登場しました。フランスの大女優カトリーヌ・ドヌーブさんを中

心とする 100人余りの女性からの主張です。「さすが自由の国フランス」だと、とても喜んでいま

す。当然ながら彼女の主張への反論は続くでしょう。しかし、もし「人間とは一体何なのか」「人

生の機微とは一体何なのか」「人生のこっけいさや面白さはどんなところにあるのか」などを本気

で考えられるなら、彼女の主張にも、耳を傾けてください。 

 彼女はフランスの新聞紙ル・モンドに投稿したのですが、日本では「朝日新聞」に掲載され、私

は状況を把握したうえで、このホームページにアップしました。彼女たちが言う通り、このような

動きこそが「ファシズム＝全体主義（個人を尊重しないで、社会全体を一定の方向へ強引に進めよ

うとする危険な思想）」の動きであり、社会崩壊の流れであるという点で、全面的に彼女を支持し

たいと思っています。この志成館のホームページもファシズムから人々を守るためのものですか

ら。  ※ 続いて「強力な助っ人」が登場しました。ブリジッド・バルドーさんです。 

 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1516476116/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2VpZ2Euay1pbWcuY29tL2ltYWdlcy9wZXJzb24vNjQxMzAvMzAweC5qcGc-/RS=^ADBlcqNGjEHjKGMjIVfmc9a3JHktfQ-;_ylt=A2RivctURWJafRgALQcdOfx7


米映画界の関係者がハリウッドで長年黙認されてきた性的加害行動を強く糾弾するなか、フラン

スでは女優カトリーヌ・ドヌーブ氏ら 100人の著名女性が 9日、男性が女性を誘うのは犯罪では

ないと公開書簡で主張した。 

9日付の仏紙ル・モンドに掲載された公開書簡でドヌーブ氏たちは、昨年から次々と表面化する

性的スキャンダルによって、新たな「ピューリタニズム（清教徒的な過剰な潔癖主義）」の波が

起きていると警告した。 

作家や学識者、表現芸術の関係者など著名なフランス人女性 100人は、「ただ誰かの膝を触った

だけ、あるいは誰かをキスしようとしただけで、多くの男性が問答無用に罰せられ、職を追われ

てきた」と批判している。 

「強姦は犯罪だが、誰かを口説こうとするのは（たとえそれがしつこくても、あるいは不器用で

も）犯罪ではない。そして、男性が紳士的にふるまうのは、決して男尊女卑な攻撃ではない」

と、女性たちは書簡で主張している。 

書簡に署名した女性たちは、昨年秋に米映画界の大物プロデューサー、ハービー・ワインスティ

ーン氏が何十人もの女性を強姦、あるいは性的に暴行したと糾弾されたことを機に、「非難」の

波が次々と押し寄せていると指摘。今や世界で新たな「ピューリタニズム」が進行していると主

張している。 

ワインスティーン氏は、合意のない性交渉については一切の疑惑を否定している。しかし、自分

の振る舞いが「多くの痛みをもたらした」ことは認めている。 

Image copyright GETTY IMAGES Image caption ハービー・ワインスティーン氏は、アカデミー賞を主催する米映画芸術

科学アカデミーから除名された  

書簡の女性たちは、一部の男性による権力の乱用を指摘するのは正当で必要なことだが、ひっき

りなしに続く糾弾の波は、収拾がつかなくなっていると指摘。このせいで、まるで女性が無力

で、慢性的な被害者であるかのような雰囲気、女性をそのように見る風潮が生まれていると書い

ている。 

「私たちは、今のこのフェミニズムの動きに、女性としての自分を見いだせない。権力乱用を非

難する以上に、男性や性的なものを憎悪する動きになってしまっているので」と、書簡の女性た

ちは、ハリウッドを中心とした動きに距離を置いた。 

ドヌーブ氏はこの書簡以前にも、誰それが性的な加害行動を女性にとったと男性を糾弾するソー

シャルメディアでの運動について、当事者の男性を辱めるのが目的になっていると否定的な発言

をしていた。 

性的な加害行動を経験した世界中の女性と男性が、ソーシャルメディアで自分たちの経験をハッ

シュタグ「#Me too（私も）」を使って共有している。 

フランスでは、ハッシュタグ「#Balancetonporc（いやらしい男を言いつけよう）」を使い、加害

者の実名を挙げて恥をかかせようという動きが起きている。 

女優のドヌーブ氏は 1957年にデビューした後、100作品以上の映画に出演。アカデミー賞主演女

優賞候補にもなっている。 

 
【下】カトリーヌ・ドヌーヴさんの写真。欧米でも日本でも昔の女優さんの美しさは桁違いと思いませんか？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

カトリーヌ・ドヌーブさんもブリジット・バルドーさん

も私には中学時代からのあこがれです(笑) 

ボーボワール女史の「第二の性は」SECOND=第 2順位という、皮肉を込めた言葉だとわかってください。 
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「分断されるアメリカ」という表題で、いくつかの文書を貼り付けます 

 

０１）愚かなドナルド・トランプ 

０２）アメリカの誇り高い共和党員 

０３）バーニー・サンダースという「光」 

 

０１）愚かなドナルド・トランプ 
    

ドナルド・トランプさんの言動は、いろいろなところで批判されています。その中でも特にひどいのが、

「エルサレムをイスラエルの首都にしよう」というものです。アメリカという国家が分断され、このような

言動が厚顔無恥であり、およそ指導者にはふさわしくないことは言うまでもありません。世の中のすべての

人は彼を批判するべきであると思います。と言うのも彼の心の中には、個人の尊厳や、歴史を尊重しようと

いう意識が全くないからです。彼のことについていろいろと述べるのは、あまりにもばかばかしくて、季語

重くなりますが、しかしこのホームページの目的と密接にかかわりますので少しだけ貼り付けをします。 

①高校生用の世界史の教科書の張り付けと ➁KINGDOM OF HEAVEN という映画の紹介です 

（１）言うまでもなく中東はユダヤ教の聖地であり、キリスト教の聖地であり、土地と国土を奪われたイ

スラム教徒の聖地です。ですからどのような困難があっても今後も共存共栄を図る必要があります。にもか

かわらず特定の宗教に肩入れをする政治姿勢は、普通の人間の発想を超えた、悪魔の発想以外の何物でもあ

りません。しっかりと歴史を学びなおしてほしいものです。またこのホームページを読んでいる人たちで、

真の中東の歴史をご存知ない方も早急に学びなおしてください。いかなる社会的地位があろうと、無知は無

知です。しっかりと学びなおさない限りは、次のトランプが出てくる可能性もあり、かくして人類は破滅に

向かうからです。左はこのホームページの「歴史」の項に張り付けていました、高校生用の世界史の参考書

です。「サイクス・ピコ」協定と「バルフォア宣言」だけはしっかりと理解してください。 

 

 

 
（２）【左】KINGDOM OF 

HEAVEN の DVD です。このホ

ームページの各所に重複して

あげています。それほど素晴

らしいそして楽しめる映画で

す。この映画の最後の台詞を

真剣に聞いてください‼ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上掲のページは山川出版の「世界史研究」の 484ページと 485 ページのところです。この本

を読むと、世界史の過去 200年間は想像を絶する、過酷な「帝国主義」の時代であり、今日の

世界中の諸問題は、この部分の知識なしではとても好ましい解決は望めないことが理解できま

す。人類にとっての大変な課題であるとつくづく感じ、問題の大きさに個人としての無力感を

感じます。これまでのように世界中の人々の英知を結集して、これらの解決を、長い年月をか

けて、目指すべきで、ドナルド・トランプさんのような愚か者にはかかわらせるべき問題では

ありません。このようなことを言うと痛烈な批判を浴びることは承知しておりますが、「明治維

新以降、日本の長州藩を中心とする維新政府は（＝現在の自民党の保守本流になります）朝鮮

半島や中国に侵略をして、手ひどい損害を与えてきました。しかしその程度はイギリスやフラ

ンスやドイツやベルギーやアメリカやロシアがしてきた世界中への侵略に比べると、まだ穏や

かな面もあると考えられなくもないと思います。日本人は農耕民族であり、しかも仏教国の人

間であるということも考慮に入れてもよいと考えています。保守的で民族主義的な論客が喜ぶ

ことは書きたくないのですが、韓国も中国も「世界中がそんな時代であった」ことを理解し受

け入れて、日本政府の現在の努力、特に「従軍慰安婦の問題など」にも対応していただきたい

と願っています。他方で日本政府も「素直に謝るべき」なのだと思います。 



０２）アメリカの誇り高い共和党員の党からの離脱の記事に関して 
    

「奴隷解放宣言」をしたリンカーンは共和党員です。5年ほど前にアメリカのテレビ番組で好評を博した

「ＮＥＷＳＲＯＯＭ」のメイン・キャスター役を演じていたウイル・マカボイも共和党の支持者でした。現

在のアメリカの共和党員は「金の亡者で」「庶民の事よりも自分のお金儲けしか考えない」とんでもない「愚

か者の政党」であるか、良くても「なんでもイエス・キリストさんが正しい」と素朴に信じる非科学的な無

知の人間の集まりととらえられている部分があるでしょう。その典型としてドナルド・トランプさんが存在

するのかもしれません。しかしリンカーンを持ち出すまでもなく、共和党は「真の自由と人権を目指す誇り

高い政党である」という歴史と実績は厳然と存在します。つまり古い時代からの真の「共和党員」も根強く

存在するということです。しかしそのようなまともな共和党員の方が引退の意思を表明されたことが「毎日

新聞」のトップページに載っていましたので張り付けました。彼の嘆きを読んでみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



０３）バーニー・サンダースという「光」 

「2017 年の大統領選挙」の中で、民主党の候補者にバーニー・サンダースという、あまりなじみがない

民主党系の候補者がたくさんの支持を集め、危うくヒラリー・クリントンさんに変わって、民主党の大統

領候補となるのではないかと言われるほど、たくさんの民主党支持者が彼を応援しました。その理由も

「分断されるアメリカ」を象徴するものであると私は考えています。ただ、ドナルド・トランプさんと異

なり、彼は次の時代のアメリカの方向を導くような言動を唱え、アメリカの多くのアンケート調査のデー

タなどからして、もしかしたら、次の時代のアメリカは、彼の目指した方向に進むのではないかと思えな

いこともありません。少なくともエイブラハム・リンカーンを輩出し、Ｊ・Ｆ・ケネディを輩出した国民

ですので、私はアメリカに希望を持っています。私が別項の「この本だけは」に載せていますノーム・チ

ョムスキーさんもしっかりとご理解いただけたら幸いです。 

ここでは日本を代表するマルクス経済学者の高田太久吉（たくよし）博士の著作「引き裂かれたアメリ

カ」から、サンダースさんのところの部分を、誰の許可もなく、勝手に貼り付けました。学生時代からこ

れまで私が買い支え続けたと自負している、「新日本出版社」の雑誌「経済」の多数の著者であり、「大月

書店」という、私が最も信じてきた出版社の著作物なので、自分が書いたつもりでほしいままに貼り付け

ました。文章中のデータの数字をしっかり点検して読むことで、明るいアメリカ、ということは明るい世

界の到来の可能性を感じながら、この本の「序章」を読んでください。また夢と希望にあふれるこの書物

の購入を皆様方にお勧めいたします。￥２５００で、内容からするととても安価ですよ(笑)。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私に「弁護

士」を志さ

せた人物 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この赤枠内の数値をチ

ェックしてください。

「明るい未来社会」が

見えるはずです。少な

くとも私には見えます

(笑)。厳しい戦いが続

くでしょうが。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



０４） 没落するアメリカと台頭する中国 

 以前からの南アメリカ大陸における中国の投資活動、そして現在におけるアフリカ大陸への中国

の投資活動の活発さは誰でも理解していることと思われる。中国の勢いそして将来への展望はとて

も大きなものである。私は今後の世界は中国中心の世界になると思っている。・・・少なくともそ

の前に大きな世界戦争が起きない限り。 

 中国を「共産主義経済国家」であるととらえている人はとらえている人は今日ではあまりいない

と思う。少なくとも「経済構造」は典型的な（国家）独占資本主義国家(実に古い言葉だが現代的

な新しい言葉と解してほしい)であり、少なくとも社会主義国家の経済構造ではない。国家が一体

となって経済発展を目指し、世界の経済的な支配を目指し、世界中を視野に入れて懸命に努力して

いることは、素人の私でも簡単に理解できる。 

 この傾向は、つまり世界を経済的に支配しようという中国の思惑はうまく行くであろうか？ 私

は可能だと考えている。なぜか？ それは中国が「共産主義国家」だからである。近代市民革命か

ら産業革命を経て、世界中はイギリスやオランダやフランスなどの帝国主義列強による植民地獲得

競争がなされた。今日のアフリカや西アジアの悲劇の根源にあるのは、これら西欧の侵略に起因し

ていることは誰でもわかっていることだと解している。現在の中国は世界中に進出しているが、し

かしそれはかつての「帝国主義的」な侵略ではない。どこが異なるのかと疑問を感じる人々が多い

とも思うが、中国は「共産主義」という理念を根底に持っている国家だからである。たとえ建前だ

けだとしてもその差は大きい。フランスに始まる共産主義の理念は、本質的に「利他主義」という

素晴らしい考えを持った思想である。確かに旧ソ連も哀れな解体を強いられたがしかし戦争や自滅

は、正確には自爆はしていない。私は旧ソ連が解体するときに核弾頭が飛ぶことを極めて怖れてい

たが、幸いにもそのようにはならなかった。それは旧ソ連の根底に社会主義という利他主義ないし

博愛の理念があったからだと解している。ということはもし強欲な資本主義アメリカが自滅すると

きには世界中を火の海にして自滅するであろうという予測と対応させているのである。 

 欧米は世界中から奪えるものであるなら資源も人間(奴隷の事)も奪い尽くしてきた。その資源や

市場の争奪戦の流れが第一次世界大戦や第二次世界大戦であることはどの教科書にも載っている。

そしてその傾向は今日も続いている。第二次堺大戦が終了した後のほんの短い期間は「国際協調主

義」も広がった。しかし悲劇的な冷戦構造の構築や、１９７０年以降の「新自由主義思想や経済理

論」の世界への広がりは、産業革命以降の狂った世界市場の支配の戦いを、表立った軍事活動では

なく、国際法上は合法であるという形式をとって一層激しい姿で争いを続けてきたと言えるであろ

う。そのことはごく普通の市民も、たとえばカナダのロック・ミュージシャンであるニール・ヤン

グが彼のＣＤ「モンサントイヤーズ」などでモンサント社やスターバックス社の悪行を告発してい

るように、またデカプリオやオリバー・ストーンなどがいくつものテレビ番組や映画を通じて誰で

もわかるようになっているはずである。もちろん「地球環境を守り」「世界中のひどい経済格差を

なくし」「平和な世界の実現」「真の自由を得る」ためのために努力しておられる多数の熱心な活動

家や科学者や思想家の幾多の書物や文書による限りない量の告発が続いていることは、今日の世界

をまじめに読み取ろうという人たちにはわかりきったことだと思う。 

 「中国はこのような世界経済の流れを後から追っているだけで、何らこれまでの欧米の国家の行

状と変わるものではない」と考えておられる方が多いと思われる。そして「中国も欧米と同じよう

な姿で国際社会の競争にさらされるだけである」と高を括っておられる方が多いと思われる。しか

し私の見解は異なる。それはもし中国が「自分の国家は共産主義国家」であり「社会主義や共産主

義の持つ利他主義の思想」を持っており「こすっからい資本主義国家とは異なる」という信念を、

それがたとへほんの少しであったとしても、アフリカをはじめとする発展途上国に援助を与え協力

をしようという方針で世界の舞台で行動を起こしていくなら、現在私は当然のこととして中国はそ

のように行動をしていると考えているのだが、世界の経済や政治体制は中国中心に動いてゆくので

はないかと考えている。 

 私は日本人であり、戦後日本の発展についてアメリカに大いに感謝する人間である。そうである

がゆえに、あまりにも傲慢で強欲な世界経済への取り組みを反省し、日本からアメリカにもメッセ

ージを出して、今後の発展を考えてほしいと願っている。2018年 4月 12日(木)志成館 森 英行 



０５） ロシアのプーチン大統領の怒り 

 私は学生時代から、あまりメディアを信じてきませんでした。その理由は優秀な友達から、メディアを素直に

信じている純粋な私が素朴=ナイーブ=英語の意味では「バカ」であると諭（さと）されたからです。学生運動が

まだ盛んであった頃のテレビや新聞の報道は、大学の現場で起こっていることと大きくかけ離れており、なるほ

どメディアとはそんな部分があるのかと少し賢くなったからです。それ以降は、各種の右翼から左翼まで（この

ような表現が適切だと思わないが）できるだけ偏見を持たないように情報を仕入れてこれまで生きてきたつもり

です。そのことと対応してどの国に対しても公平なおかつ客観的に事実を把握するように努めてきました。もち

ろんそのためには各分野のメディアの思想の傾向や利益主体を正確に把握することが優先するのでるが(笑)。 

そんな私が最近までずっと心配していることがアメリカによるロシアへの軍事的そして経済的な封じ込め政

策です。旧ソ連崩壊後、冷戦構造が崩れたと言っても、依然としてロシアは７０００発の核弾頭を持つ、アメリ

カと軍事的には劣らない国であり、たとえロシアになっても「大国」という誇りを維持している国だと解してい

ます。そのロシアに対するアメリカの政府や企業そして軍部の行動はひどすぎるとここ２０年間ずっと危機を感

じてきました。確かに旧ソ連崩壊後のしばらくの期間は、アメリカの経済システムにあこがれ、およそまともで

はない、言葉が不適切ですがマフィア資本主義国家の観を呈してきた資本主義ロシアという時代がありました。

この間そしてそれ以降もアメリカはＮＡＴＯの軍事基地の旧東ヨーロッパへの展開という動きをし続け、今日で

はそれが「ウクライナ危機」として表れていることは周知のことであると思います。 

私はプーチン氏が指導者になって以来、いつアメリカの行動にブチ切れて、軍事行動に出るのか心配でなりま

せんでした。日本人の私が見てもアメリカのやり方はあまりにも傲慢で危険に見えたのです。よくもまあこれま

でプーチン大統領は忍耐を重ねてきたものだと、敬意さえ感じているくらいです(笑)。そのプーチンさんがひと

月前「新型核兵器を開発した」ということを本人が発表されました。その内容つまり新型兵器は、核弾頭へのミ

サイルの攻撃を避けて敵国への核ミサイル攻撃が可能な核兵器という発表でした。私はＮＨＫの深夜のニュース

でこの情報を得たのですが、このニュースが日本で流れないのは、北朝鮮のミサイル攻撃に対して「イージス・

アショア」などでの莫大な軍事支出をした安倍政権の無駄遣いがバレ、同時にアメリカの軍事企業の利益も失わ

れてしまうから、アメリカに従順な日本のメディアは発表を控えているのだとうがった考えをしています(笑)。

このＮＨＫの報道をテレビで見た時に、「とうとうプーチンさんも自信を取り戻したなあ」と感じました。ずーっ

とこらえて、アメリカに馬鹿にされるのを耐え抜いて、やっとアメリカに負けない軍事システムを構築したこと

への満足感と自信がテレビ画面で見て取れました。 

私はアメリカもＥＵ諸国もロシアも中国もインドもその他の国々も、そして主権者としての国家だけではなく

そこに住むそれぞれの国民も同等に尊敬するべきであるという信念で物事を把握しているのですが、したがって

ロシアがこのような兵器を開発したことに対しても「ああそういうことか」ということしか感じません。つまり

「アメリカや日本にとって大変なことである」などという考えはみじんも持っていません。その理由は、再び戦

争が起これば「人類は破滅する」のが現代社会であるという考えに立脚しているからです。いずれにしても「こ

のような兵器の開発や国際紛争が続けばもう人類は破滅する」という、諦観（ていかん）に立脚しているからで

す。それゆえに自分は徹底した平和主義者であり国際協調主義者であるという誇りも持っています。 

私の職業は学習塾の講師であり、かわいい子供たちを悲惨な戦争や不自由な監視社会で人生を過ごさせるわけ

にはゆかないのです。今日 2018年 4月 12日(木)もシリアをめぐって「アメリカのトランプと欧米がシリアとロ

シアとイランの連合軍に対して戦争を仕掛けるのでは」というニュースがながれています。アメリカは一体何を

目指しているのでしょうか。仮想敵国ロシアと軍拡競争をするなどという愚かな行為は直ちにやめてもらいたい

ものです。プーチン大統領を追い詰めて暴発させないようにしてほしいと願っています。そうなるためには「平

和憲法」を持った日本が世界の平和のために、ロシアや中国やアメリカの上に立って主役を演じる時であると思

うのです。残念ながら今の日本の首相は戦争好きの嘘つきで傲慢な人間です。早くだれか誠実な平和主義そして

国際協調主義者である指導者を日本に‼        2018年 4月 12日(木)  志成館  森 英行 



• モンサントの遺伝子組み換え作物、EUから“ほぼ”

撤退！ 

またまたヨーロッパから良いニュース。あの多国籍バイオ化学メーカーのモンサント社が、EUにおいて新

規の遺伝子組み換え作物の承認申請を撤回すると発表したのです。その理由は、実際に栽培される見込み

が少ない」とのこと。 

グリーンピースも世界各地で、遺伝子組み換え作物をなくすキャンペーンを続けていますが、今回のニュ

ースは消費者、生産者、NGOなどが反対の意思表示を続けた成果です。 

  

EUで遺伝子組み換え作物の商業栽培が行われているのは、同じモンサント社の遺伝子組み換えトウモロコ

シ MON810のみ。この MON810についても、10年間の栽培許可期間が終了すれば再び安全審査となるもの

で、現在スペインが 11万ヘクタール（2012年）を栽培しているにすぎません。（チェコ、ポルトガルな

ども栽培していますが少量です。） 

もちろんグリーンピースはこの MON810が EUにおける脅威と考え、今後も MON810をなくすために活動して

いきます。 

先日お伝えした EUにおける「ハチ大量死」農薬の規制もそうですが、EUはモンサントのような巨大企業

をもしっかりとコントロールして、農業や自然を、そして食を守ろうとしています。 

TPPに象徴されますが、今の日本は、第一次産業を犠牲にして経済発展を目指す方向へ進もうとしていま

す。これでは、豊かな自然、安全・安心な食は守れません。 

ヨーロッパの規制の背景には、市民による遺伝子組み換え作物への反対と、「豊かな自然と食の安全を守

りたい」という強い願いがあったことは見逃せません。 

「モンサント社の遺伝子組み換えってアメリカでは問題ないんでしょ？」と思われる方はぜひ 

→志成館のＡＳＳＥＴＳ ３２－１１ をしっかりと読んでください(笑)。 
 

http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/blog/staff/blog/45966/


０７） 没落するアメリカと台頭する中国・・・その⓶ 
（副題） 習近平やプーチンは本当の偉大な指導者と見るべき必要があるのでは 

 

 ０４）で中国の台頭とアメリカの没落の文章をアップしています。この０７）は追加的なもので

す。主として、世界を代表する優れた論者やジャーナリストの著作を紹介しようと思っています。

現在の世界情勢は、アメリカのＮＥＷＳＷＥＥＫやＴＩＭＥのような雑誌を見ると（記事の内容を

裏側からとらえてみると）よくわかるのですが、時代は中国やインドそして状況次第ではロシアに

向かって動いており、このままドナルド・トランプさんの失政が続けば、世界中は中国中心に変化

してしまうというのも大げさなハッタリであるとはとても思えないのです。 

私は学生時代にマルクス主義哲学をしっかりと学びました。その知識を、資本主義を即時に変革

して社会主義や共産主義国家をつくろうという革命理論ではなく、資本主義社会を尊重し維持した

いという気持ちに立脚して今の時代を眺めてみた場合、下に張り付けています矢吹晋さんや呉軍華

さんそして肖敏捷さんたちの見解ないしアプローチが次の時代を見据えた見解のように思えるの

です。もし「貧富や格差がなくて人々が同等に自由であるというマルクスの理想を、資本主義社会

を実現したうえで、実現したいという希望」ご存知のようにこれこそがマルクスが描いた社会主義

革命の理想形なのであり、旧ソビエトや東ヨーロッパ、そして最近までの中国の姿とは全く異なる

ものですが、もし習近平さんがこのような考え方を持っているとしたら、時代は中国中心になり、

その体制はしばらくは壊れることがないように思われるのです。そしてそれは現在のお金中心の社

会ではなく、人間が尊重されるよりよい時代になるような気がしてならないのです。欧米の哲学や

社会システムを導入している国々は、どうしても中国やロシアを見下した見解を持つ人が多いよう

に思われます。しかい日本そしてとくにアメリカは、第二次世界大戦後の「レッドパージ」を反省

して、もう一度マルクス主義を学びなおすことが、国家レベルで必要になるような気がします。革

命の理論ではなく「マルクスの哲学」の部分です。伝えたいことは、そうしないとアメリカは世界

での経済や政治そして軍事の面でも勝てない時代が来るように思えるということです。もちろんフ

ランスやドイツを中心にヨーロッパには良かれ悪しかれ「マルクスの思想」は一定程度存在してい

ますので、学びなおす必要はないでしょうが。このような見地からは、もしアメリカの人たちの多

くがノーム・チョムスキーやバーニー・サンダースの名前、そして最近ＮＨＫの衛星放送で始まっ

た、２０１８年版の「ハーバード大学の熱血授業」で有名なコミュニタリアンであるとされるマイ

ケル・サンデルの名前が広がり始めたら、「世界は良い方向に動き出した」ととらえてもよいので

はないかと思います。さらにハワード・ジンなどの人たちの著作を口にし始めたら、時代は貧富の

格差や貧困の蓄積そして強国による弱小国へのあからさまな搾取や内政干渉などがない、素晴らし

い方向に時代が進んでいると解釈してもよいだろうと考えます。更に言わせてもらうなら、そのよ

うな方向に進まないと、もはやアメリカや日本の繁栄は続かないということです。資本主義社会そ

して資本家による世界の「お金儲けを優先した考え」「企業家が政治家を支配して世界中を富の収

奪のための組織として確立しようという考え」そしてその「人間の内面の思想的な傲慢さ」を反省

し、その呪縛から、本当に純粋な気持ちで乗り越える必要があるのです。しかも喫緊の問題として。

ただこのような見解は、日本やアメリカでは多方面から強い批判を受けるでしょうが、しかし私は、

そうしないともはや人類は長くはこの地球上には存在しえないと思っています。いろいろな意味で

の「限界」が地球ないし世界の各所に見受けられるからです。私は５０年ほど前の大学生時代に学

んだ経済理論通りに世界が動いているようにしか見えないのです。それに加えて、私が預かってい

る子供たちの幸せのためには、どうしてもこのような考え方が要求されるように思われるのです。 
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よく考えても見てください、私は反日でも反米でもありません。親中とか親ロシアで

もありません。ただ中国やロシアと仲良くすれば、子供たちの未来の不安がなくな

り、今よりもっと幸せにかつ安全な人生を送れると考えているだけなのです。それに

中国やロシアが今よりももっと進歩することは疑いようがないことなのです。 



今、大切なことは、中国に敬意を払い、立派な大国として対応することでしょう。 

ビジネスマンの多くが、中国への不満や批判そして不信を秘めつつも、このことに早

くから気づいておられると思います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同時に、今大切なことは、ロシアに敬意を払い、立派な大国として対応することでし

ょう。アメリカ人や日本人は、ロシアや中国を、人権を平気で侵害する、二流の国家

とみている人がとても多いと思います。しかし、日本やアメリカを、経済の面でも、

人権保障の面でも、できるだけ早く追い越そうと、懸命な努力をしている国であると

認めるべきでしょう。 
 

 



０８） ドイツのメルケル首相の功績とフランスのマクロン大統領への期待 

世界のメディアは、各国の指導者に対する厳しい批判をします。そのことはメディアの使命として肯定するべ

きだと思います。そのようなメディアの姿勢に対して、ドナルド・トランプさんのように怒りを露骨に表す人も

いれば、習近平さんのように、メディアを直接攻撃して、表現の自由さえ奪ってしまう、困った独裁者もいます。

また、自分を援護してくれる、お抱えのコピーライターというか、形だけの政治評論家を名乗る人物の書物やテ

レビなどを知用して自分を正当化する指導者もいます。その意味で私が最近のロシアのプーチンさんを高く評価

しているのは、欧米の親米メディアにより、アメリカ合衆国国務省＝ＣＩＡによる根拠のない主張に基づく手厳

しい批判を受けているのに、じっと我慢して、自分への批判が不当で、時代が自分の行為の正当性が明るみに出

ることを待っているところを評価しているからです。 

このような指導者の今の姿をこの「世界の現在の話題」という項に載せており、そのために各種の著作、上記

のような理由で公平中立的な書籍を探すことは楽なことではありませんが、適切な著作を探してできるだけ真実

に近い書物をこのホームページに載せているつもりです。そのような気持ちでドイツのメルケル首相に関する日

本語版での著作を探すのですが、なかなか見つかりません。とりわけ彼女を正面切って批判するような著作に出

会ったことがないくらいです。ということは、それほどまでにメルケル首相が素晴らしい指導者であることの裏

返しであると思います。世界中の政治批評家が彼女を高く評価しているのだと思います。私も彼女の政治的信念

や政治姿勢、経済政策、すべての人々に対する人権感覚、とりわけ世界中の難民に対する思いやり、そしてヒト

ラーを生んだ国の指導者であり、東ドイツの閉鎖社会の苦しみを経験したことを生かしているという意味では、

現代の世界最高の指導者であるということを認めてもよいと思います。ネオ・リベラルと評される、社会主義的

な発想と資本主義的な発想の長所を生かし、なおかつ社会主義社会の人権への弾圧を許さない姿は、もっとも今

日にふさわしい指導者であると思います。物理学専攻の理科系の女性であることも魅力的であり、アメリカやイ

ギリスの指導者と異なり、ロシアのプーチンをとても信頼しているという意味でも、世界平和をはじめとする、

現代の国際社会の諸問題への対応ができる、貴重な指導者であると思います。現実の問題としては、これまでの

長い政治生活でほとんど失政がありません。日本にもこのような、できるなら女性の指導者が現れることを期待

している人は多いと思います。たとえばテレビによく出ている三浦瑠璃（るり）さんや望月衣塑子さんのような、

切れの良い、世界がよく見える指導者などです（笑）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【右】の書架の写真

は、博多駅にあるア

ミュプラザ８Ｆにあ

る「丸善書店」の国

際政治や平和や軍事

のコーナーです。こ

のホームページで紹

介している多くの本

がここにあります。 



 私が期待しているもう一人の政治家は、フランスの若い指導者である、エマニュエル・マクロン大統領です。

その大きな理由は何よりも「自由・平等・博愛」を国家の目的とする、フランスの国民の代表であること、それ

以上にこのホームページの各所に載せています、ヨーロッパ最高の知性の一人であると評価されているジャッ

ク・アタリ氏の秘蔵っ子だからです。まだ国際政治の舞台に登場して時間が経っていませんので評価しにくいの

ですが、少なくとも今後の世界平和や難民問題そして格差問題などでいろいろな素晴らしい提案をされている、

ジャック・アタリ氏の薫陶（くんとう＝しっかりした人間教育を受けているということ）を受けているという面

で、期待して良いと思います。 

※各所に何度も載せていますように、私は政治評論家でもありませんし、学識が十分であるわけでもなく、自

分の考えていることが正しいという確信も持っておりません。この志成館のホームページは、小中高生や大学生、

そして一般の大人たちが本格的に学ばれることによって、よりよい社会をつくる知識を得るための入り口ないし

ヒントを提供するものであります。もちろん私の個人的な方向性や思想が多分に含まれていることを否定するつ

もりはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「丸善」は、メインの通路から外れた端っ

この方にたくさんの本が陳列されていま

す。ここの「国際政治」だけではなく、

「音楽関係」や「演劇関係」などは、ＪＹ

ＵＮＫ堂よりもたくさんの本があります。 



０９） ドナルド・トランプ大統領によるアメリカの後退と敗北への道 

 「アメリカ合衆国が世界で一番の国として復活すること」＝America The First と叫び、アメリカの大統

領になったドナルド・トランプさんが政治をはじめて 1年半が経ちます。私は彼の当選を予測し、当選の前

後にいくつかのコメントをホームページに載せていましたが、しかし最近は黙って、ドナルド・トランプさ

んの政治を眺めています。6月末になってようやく ASSETS３２－３を出して、ドナルド・トランプさんのこ

とを生徒に示しています。子供たちにとってはドナルド・トランプさんを理解することはとても大切である

と思う反面、彼をどのように説明することが、子供たちの将来に役に立つかについて、大きく悩んでいるか

らです。その大きな理由というのは、多くのメディアが彼を愚か者として取り扱い、彼に期待するところは

ないという論調にあること、実際にも彼の人権感覚の無さや、歴史についての無知、商売人としてのセンス

はあるものの、経済理論には疎（うと）いというところはいくらでも確認できているのですが、私自身は彼

の「平和な世界」への常識的な発言がとても気に入っており、彼への期待が大きいからなのです。そのよう

な私自身が、ドナルド・トランプさんよりはるかにおろかだという批判も当然受け入れますが（笑）。その

ような私が黙っていたのは、北朝鮮との関係で、ドナルド・トランプさんに何かができるのではないかとい

う期待があったからです。多くの人たちが期待していなかったドナルド・トランプさんと金正恩（キム・ジ

ョンウン）さんとの対話が実現しましたので、とりあえず、的外れではない見解であろうと思えることを列

挙して、子供たちや世界政治に詳しくない人たちのために、いくつかのコメント的なものを列挙します。 

 

※ 各所に述べておりますように、私は学者でも政治評論家でも政治家でもありません。小中学生、高校生、大学生そして社会人

のための情報源ないし学習の入り口を提供しているだけですので、自分の主張が正しいという確信は持っていません。皆様方

は、このホームページの各所に上げている、専門家の著作を自分で読んで調べてください。そして各人が、自分が正しいとい

う考えを持ったうえで、議論されることを期待しています。凡そ現代という複雑で価値が多様化した現代における「先生」と

は、そのような価値観や思想や信念の所在場所とりわけ真実の所在場所を教える仕事であるという確信は持っています。 

 

①ドナルド・トランプさんは古き良きアメリカ、具体的には１９５０年代の、第二次世界大戦後の、自由で

豊かでのびのびした白人中心社会を生きてきた人物であり、思想も感受性も、人間的な欠点も、魅力もす

べて、中流のホワイト・アメリカンの典型の人物であることがあげられると思います。実は私も、このこ

ろのアメリカのテレビ番組に熱中していた人間なので、良くも悪くもドナルド・トランプさんに似たとこ

ろがあります。黒人やメキシコ人やインデアンは愚かな劣等民族であり、映画の西部劇の中ではインデア

ンは白人の銃によって平然と殺されていた番組を見て育っています。今でもこのころの中産階級の白人

のポピュラーミュージックが大好きであり、このころのアメリカの車が大好きなので、今でもテレビ番組

の「ルート６６」で使われたコルベットが愛車になっています（笑）。伝えたいことは、このような白人

中心の社会を望ましい社会であるという考えの保守的なアメリカ人が彼を熱狂的に支持しているという

ことです。「白人優先で移民はだめだ」と。自分たちこそ北米インデアンからすべてを奪った移民なのに。 

しかし世界が一体としてつながり、世界が狭くなった現在においてこのような白人中心主義がまともで

ないことは誰にでも理解できると思います。実際私は、キング牧師たちによる黒人の地位の向上、ベッテ

ィ・フリーダンたちによる女性解放運動、１９７０年公開のアメリカ映画「ソルジャー・ブルー」等のイ

ンデアンや虐げられた人々への開放の動きという流れの中で、アメリカの文化と共に成長してきており、

私の人生は良い意味でのアメリカの進歩に支えられており、ドナルド・トランプさんの気持ちはわかるも

のの、彼には半世紀以上も遅れた古い考えを早く捨ててほしいと願っています。 

⓶ドナルド・トランプさんはビジネスマンと言うより、わかりやすい「商売人」だと思います。人類の歴史

を省みると多くの商売人が歴史を塗り替えていることが理解できると思います。とりわけ商売人である

メディチ家がルネサンスという人類の歴史の転換に余りにも大きな役割を演じたという事実がわかりや

すい例であると思います。商売人はお金儲けに熱心であるがゆえに、世界中の人々を結び付けました。そ

の後の歴史では、西洋人による南アメリカやアフリカやアジアを中心に世界中での略奪が始まり、産業革

命後の帝国主義下でもその傾向は一層強くなり、各種の帝国主義戦争、とりわけ二度の世界大戦を誘発す

ることになったのですが、それはいわば悪徳商人、具体的にはナポレオン戦争時代からの、そして今も世

界中を支配する、死の商人＝軍事企業に問題があり、純粋な商売人は比較的友好的で、お互いに仲良くも

うけをする本質的な性格を持っていると考えています。明の時代の沖縄やシンガポールの姿など数えき

れないほどの港町の繁栄がそれを物語っています。素朴すぎる発想かもしれませんが。伝えたいことは、

ドナルド・トランプさんは、このような良い意味での商売人そして交渉人の素質を備えておられ、その部

分が世界の平和につながっていくのではないかという期待です。私がドナルド・トランプさんに期待する

最大の部分です。私も批判されもの笑いの対象になるかもしれませんが、私は本気です。だからこそ、金

正恩（キム・ジョンウン）さんとの話し合いができたのです。今後の結果についていろいろコメントする

人たちがいます。しかし、「対話が出来た」だけでも素晴らしいことであると思いませんか？世界平和に



実現にはこのような方法もあることを世界に示したのですから。加えて、ドナルド・トランプさんはロシ

アの女性好みです。モスクワでのスキャンダルが問題になっていますが、「それ程ロシアの女性が好きな

のである」ということで片づけて世言うかと思います。（笑）。そのドナルド・トランプさんは実は大統領

に当選する前に重大なことを口にしています。それは「私なら、ロシアのプーチンさん仲良く出来る」と

いうものです。ごく普通の商売人であるドナルド・トランプさんから考えると、「プーチンさんをそんな

にいじめないで、お互いに助け合って、仲良くすればよいだけのことではないか」ということなのです。

金正恩（キム・ジョンウン）さんと対話したドナルド・トランプさんはもしかしたら、今後、プーチンさ

んとの対話をするかもしれません。もしそのようなことが起こったら、私に敬意を示してください（笑）。 

③「都市伝説」という言葉があります。信用できない怪しい情報であるという意味です。しかし私はこの「都

市伝説」のかなりの部分を真実であると確信しています。テレビで「都市伝説」として放送しているのは、

もしそれが本当の事なら、国民の意識が権力者にとって不都合な状況に変わるので、「こんな話は嘘っぱ

ちだよ」という断りをつけて、実は真実を放送していると考えるべきでしょう。天神のジュンク堂の３回

には「陰謀論」というコーナーに置いてある各種の都市伝説とされる書籍は、博多駅のアミュプラザ８F

の「丸善」では、「西洋政治、軍事論、原子力問題、平和問題」のコーナーにしっかりと並べてあります。

証拠としての書架の写真は、すでにこのコーナーのエマニュエル・マクロンさんや習近平さんたちの項に

載せています。 

  その中の私が２０年前から信じているベンジャミン・フルフォード氏、財界誌「フォーブス」の元アジ

ア太平洋支局長であり、日本が大好きで、日本人の教化のために日本に帰化しているともいえる、私から

見ると、信頼できる、尊敬すべきジャーナリストなのですが、彼のいくつもの著作がドナルド・トランプ

さんの行動パターンを述べています。曰く、「現在のアメリカの軍部=ペンタゴンの指導者は、とても誇り

高く、これまでの数十年にわたる世界戦争は、結局はアメリカの軍事大企業が儲かるために起こした戦争

であり、そのような愚かな目標のために若いアメリカの軍人、とりわけ徴兵された若者を多数死なせたこ

とは痛恨の極みであり、民主党共和党にかかわらず、これまでの軍事企業に抑え込まれた指導者を排除す

るためなら誰でもよいという理由で、本当は別の大統領候補を応援する予定だったのが、いつの間にかト

ランプさんになってしまったのであるが、しかしそれはそれで仕方がないから、ドナルドさんを支えてい

こうという流れで、現在のアメリカはペンタゴン＝国防総省と国務省=ＣＩＡが真っ二つに分かれて主導

権争いをしている」というものです。「アメリカの大半のメディアは、軍事大企業の支配下にあるから、

トランプさんを失脚させようとする熱意を崩そうとはしていないし、万が一ドナルド・トランプさん北朝

鮮だけではなく、中国やロシアと仲良くしようものなら、アメリカの軍事大企業は破産するので、ドナル

ド・トランプさんへの攻撃は今後も続くであろう」というものです。ベンジャミン・フルフォードさんは

ペンタゴンの方が勝利しつつあると著作で述べられています。ドナルド・トランプさんは何を考えている

のかがわからない面があるし、軍事企業との結びつきがないわけではないのでわかりにくいのですが、よ

く調べてみてください、トランプさんのブレイン＝大統領を支えているメンバーの多くが軍人なのです。

つまり「ドナルド・トランプ政権は軍事政権」なのです。但し、良い意味での軍事政権、お金儲けのため

なら、自分の国の若者が死のうと知ったことじゃないという、強欲な企業家の支配をあまり受けていない

という意味での良い軍事政権なのです。数年前にアメリカの人気テレビ番組に「ＮＥＷＳＲＯＯＭ」とい

うものがあり、そのキャスター役のマカボイは共和党の熱烈な支持者なのですが、最近のアメリカは、リ

ンカーンの時代のような、真に民主主義、自由、国家の尊厳を主張する「古き良き誇り高い共和党員」と

わがままで自分の利益しか考えない共和党員が綯交ぜになった政権のように思えて、とても分かりにく

いのです。 

④安倍総理や麻生さん小泉（子供）さんなどは、ベンジャミンによると、アメリカの軍事大企業の「使いッ

パシリ＝子飼い」であるので、もし、実は現在にアジア情勢を見ると「もし」でないことがわかると思う

のですが、今のままの日本の外交姿勢、北朝鮮を無条件に敵とみなし、中国やロシアを仮想敵国とみなす

ような、多数の日本人の価値判断を維持していると、日本はアジアの中で取り残され、将来の国家の発展

にとって大きな禍根を残すことになりそうです。今、切迫した問題だと思うのです。この見解の正しさは、

中国と仲良くしようとした小沢一郎さんや、子供をロシアに留学させてロシアとの関係を良くしようと

した鳩山由紀夫元総理大臣の理想を求める平和主義的な外交方針と対置すればよくわかると思います。

言うまでもないことですが、彼らはアメリカの軍事企業、その利益を代行する日本の政治家や官僚によっ

てつぶされたのです。そのボスこそヒラリー・クリントンであり、そのようなアメリカの争いの中で、あ

る種のまともなアメリカ人が、口先だけきれいごとを言って世界の紛争へ積極的にかかわる民主党より

も、「自国の利益のみを優先し、海外にいるアメリカの兵士をアメリカに帰そう」そして「世界中の国々

の軍事費用は各国々が自分で責任を負うべきである」と主張していたドナルド・トランプさんを応援した

ために、トランプさんが当選したのです。凡人の私は、選挙前に、いろいろな書物や雑誌、とりわけ保守

的なアメリカの雑誌と言われるＮＥＷＳＷＥＥＫの記事も参考にして、子供たちに「トランプさんが当選

するよ」という、当時では考えられないような判断を子供たちに教えたのです。伝えたいことは、日本人



もアメリカの言いなりにならないで、アメリカ合衆国に言われるままに貴重な税金を軍事費に使わない

で、「中国やロシアそして北朝鮮と仲良くする」という発想に切り替える必要があるのではないかという

ことです。 

※ ちなみに私がベンジャミン・フルフォードさんを信じる付加的な資料はいくつかあります。それは①

数年前のオスカー受賞作品がスポットライトであり、あのような映画は、バチカン＝カトリックの総本山

のローマ法王庁の援護がなければ作れないこと、つまりバチカンと現在のペンタゴンがつながっている

事、⓶スティーブン・スピルバーグ監督トム・ハンクス主演のダビンチコード３部作の映画も、明らかに

のような軍事機密の公開と人類の永続を願って作られたものである、つまりペンタゴンとつながっている

事を想定しないと理解不可能なこと③アメリカの大手メディアによる反ドナルド・トランプキャンペーン

が大統領という地位の人物に対する異常すぎるほど過酷なこと④日本では植草一秀早稲田大学教授への

攻撃とテレビからの抹殺、鳩山由紀夫総理への官僚の裏切りともいうべき無責任な攻撃や、小沢一郎氏の

微罪に対する失脚を狙ったメディアによる攻撃などの日本の重鎮に対するメディアによる攻撃が、少なく

とも「世界の平和の実現」という見地、並びに日本は中国やロシアと仲良くして共存共栄を図るべきであ

るという見地からすると、どうしても彼の見解の方がまともに見えて仕方がないことなどたくさんあり舞

う。自分で本を購入して、彼が信頼できるかは自分で判断してください。 

 

比較的最近、志成館の子供たち用の【ＡＳＳＥＴＳ ３２-３】を作成配布しましたが、その中の文 

章を、以下に貼り付けます。 

 

０１）保守的な古い時代をあこがれ同時にＡＳＳＥＴＳはアメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプさんに

関するものです。第 3号となっていることからわかるように、実はこの原稿を書き始めたのは今年の 2月な

のです。しかし彼をめぐるおびただしい量のメディアの見解やアメリカの政治家の動向、それに加えて北朝

鮮をめぐる彼の言動の不安定さから、なかなかドナルド・トランプさんに関するＡＳＳＥＴＳは出せなかっ

たのですが、とりあえず 2018 年 6 月末の時点での評価を伝えます。というのは、いろいろな人たちがあれ

これと彼のことを批判しているのですが、確実に言えることは、「彼は北朝鮮とアメリカ合衆国との会話を

実現した」ということです。なにはともあれ、そして今後どうなるにせよ、「彼は世界の将来の平和へのあ

る種の貢献をした」ことを否定することが出来ないということです。ここでは比較的最近のＮＥＷＳＷＥＥ

ＫとＴＩＭＥの表紙を貼り付けますので、それを見るだけで勘弁してください。（ＡＳＳＥＴＳ２-３へ） 

 

０２）ただ私がベンジャミン・フルフォード氏の著作などやＮＥＷＳＷＥＥＫの記事を参考にして、ドナル

ド・トランプさんの当選を予測していたことなどから推測できるように、私はほかの人よりも、数々の人権

侵害の発言や軍事的な脅しの発言にもかかわらず、世界平和の実現と世界の指導者相互の意思の疎通など

の側面で、彼の平和主義的な側面（=本心）に期待していることは否定しません。ベンジャミン・フルフォ

ードの「トランプドルの衝撃」はこのホームページのどこかに載せていますので、代わりにアメリカの現在

がわかるように、表紙の羅列の後の 2 ページ目に、「週刊金曜日」の記事を載せます。私は今のアメリカの

政治状況を見る限り、ベンジャミン・フルフォード氏や金曜日の記事が「正鵠（せいこく）を得ている＝正

しいことを述べている 正鵠を射るとも」と思っています。・・・いずれにせよドナルド・トランプさんに

関するコメントを避けることは私には許されないのでＡＳＳＥＴＳをつくりました。今回のＡＳＳＥＴＳ

を読むより、通路にある本物の記事を読んでください（笑）。 

 

０３）ドナルド・トランプさんが、貿易や宗教の面（＝関税やイスラエル問題）でアメリカ中心主義に陥

って、世界中から批判を浴びている間に、東南アジア諸国やアフリカ諸国は、「もはやアメリカには何も期

待できない」という発想から、最近ではほとんどが親中国＝中国との関係を重視する立場に移行していま

す。更にこの流れは親ロシアに流れるでしょう。ロシアワールドカップ・サッカーの成功の裏で、プーチ 

ンさんのほくそ笑んでいる顔が見えるのは私だけではないでしょう（笑）。早く日本政府もこの流れを理解

しないと、日本は置いてけぼりになります。【右】 

 

０４）ドナルド・トランプさんは商売人で、交渉が上手です。その流れで北朝鮮との対話の道をつくりまし

た。ドナルド・トランプさんはロシアの女性が大好きです。実はドナルド・トランプさんは、大統領に当選

する前に「自分ならロシアのプーチンさんともうまくやっていける」と発言されています。北朝鮮との交渉

が成功したら、本当にロシアとの交渉に乗り出すかもしれません。私が期待している世界平和への道です。

だがしかし、世界が平和であることを受け入れたくないアメリカを代表する「軍事大企業」は、あらゆる手

段を使って、彼をつぶしにかかるでしょう。前のページのように、「ロシア脅威論」を主張している人たち

は、世界の平和を望まない、軍事大企業の代弁者だと思います。このような文章は日本人ましてや君たちの



年代で理解できるとは思っていません。しかし、もしドナルド・トランプさんがプーチンさんと交渉を始め

ようとしたら、「世界平和も不可能ではない」そして「世界平和を望まないのが誰なのか」をしっかりと把

握して、君たちの未来を平和なものにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


