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最近の国内外の状勢と日本の進路 

2020.8.28 
(一社)PAC-PC 理事長 松岡克武 

１．国際政治の潮流 
まず、国際政治ですが、トランプ大統領の出現により、国際政治、国際経済の潮目が変わっ
てきました。同大統領のアメリカファーストという思想は今までの近代の歴史を転換しま
す。我々は歴史の転回点に立っています。トランプ大統領は頭脳明晰で状況の正しい分析が
できていると思います。なぜ、アメリカファーストなのでしょうか。彼がアメリカファース
トというのですから、これまではアメリカファーストではなかったのでしょう。今までの歴
代大統領はアメリカファーストではなく、Globalism を推進してきました。太平洋戦争を主
導したフランクリンルーズベルト大統領は共産主義を信奉し、側近に共産主義者を置いて
いました。アメリカの歴代大統領は Globalisｍを推進してきました。Globalism の最終目的
は世界中で資本と物と人を自由に移動させることです。こういう世界統一国家もしくは組
織を作ることが最終目的でした。こういう世界で利益を得る人は誰でしょうか。国際金融資
本です。Wall 街、City 等のユダヤ系国際金融資本です。米国の国内政治、国際政治を動か
してきたのは、Deep State(隠れた政府)と呼ばれるこれらユダヤ系の国際金融資本であるこ
とが明らかになってきました。彼らは米国で、巨大メディアを支配し、大統領の選出に影響
力を行使し、彼らの意に沿う大統領を当選させ、政策補佐官を送り込み、世界政策を遂行し
てきたのです。ロシアの共産革命、毛沢東の政権奪取も Deep State の筋書きです。（ボルシ
ェビイキと呼ばれる 10 人の革命のうちレーニンを含め 7 人までがユダヤ系でした。ロシア
革命はユダヤ左翼が起こした革命です。共産革命で世界を統一しようとするコミンテルン
の組織と Deep State の Globalism は世界の統一という観点から共通項を持つのです。東欧
の「カラー革命」、中近東の「砂漠の春」も既存の秩序をひっくり返すための米国の戦略で
すが、Deep State が裏で操っていると言われています。 
アメリカの歴代大統領はいままで、Deep State の意に即した大統領が選ばれ、意に沿わな
い大統領は排除されてきたと言われています。リンカーンの暗殺、ニクソンの途中退陣、ケ
ネディの暗殺も Deep State の核心的利益に反する政策を実行したからです。ニクソン政権
のキッシンジャー、カーター政権のブレジンスキー、ドゴール大統領の補佐官であるジャッ
クアタリも Deep State のメンバーです。 
Globalism の推進は、米国で起こった新自由主義とも関連しています。国の制約をなるべく
少なくしようとする方向です。当時の日本政権（小泉内閣）では、小さな政府、民営化、資
本自由化、金融自由化、企業系列の廃止、終身雇用制、年功序列制の漸進的な廃止等が実行
されましたが、これらは米国の意に沿ったものと言えます。不公正な貿易慣行とか貿易障壁
の解消とかで、米国の圧力があったのでしょう。これらの主張は Deep State の戦略性と一
致するものでした。1970 年代の日本は Japan as No.1 といわれた日本経済の最盛期でした
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が、米国発の新自由主義の流れにより、日本経済の強さの象徴であった種々の制度が打破さ
れました。日本経済の弱体化が始まったのです。当時の日本の動きは、国内での自発的な改
革ができず、外圧がないと日本の制度が変わらないという雰囲気で、喜んで、政策変更を受
け入れた感がありましたが、日本の従来の制度を擁護しようという勢力があったのでしょ
うか？ 疑問が残ります。 
 
２．Globalism の功罪 
Deep State が推進した Globalism で、結果的に一番利益を得たのは中国です。もともと中
国は極貧国でしたが、米中国交回復後に、低賃金を武器に、世界の資本を呼び込み、世界の
工場になりました。米国、日本等から資本を入れ、技術を盗み、共産主義独裁政権下で短期
間での経済勃興に成功しました。日本企業はこぞって中国に進出しましたが、うまく中国に
騙されました。中国で利益をあげても、利潤送金が禁止されており、中国で再投資をするほ
かないのに、なんで中国に行ったのでしょうか。日本の経済界の考え方が理解できません。
また、それを黙って、放任した日本政府の責任は重大です。この結果、一番、損をしたのが、
日本国家、国民です。日本で投資すれば、日本の GDP は上昇します。利潤を日本で再投資
すれば、日本の GDP は上がります。この循環が日本を外して、全部中国で起こってしまい、
中国の GDP は過去 18 年間で 18 倍に上昇しましたが、ひるがえって、同期間の日本の GDP
は 1 倍しか増えていません。成長していないのです。日本国民が他国民と比べて相対的に
貧困化したのです。成長しないから、税収が上がりません。日本はいまだにデフレから回復
できていません。 
Globalism の進展とともに、米国でも大きな問題が顕在化しました。米国の中間層が没落し
ていきました。一部の大企業が潤う反面、中西部の工業地帯での自動車その他の製造業が中
国シフト等で没落、ラストベルト(錆びた地域)が広がりました。米国民の所得格差が広がり、
静かな不満が蔓延するようになりました。Globalism が米国を豊かにできなかったからです。
日本が被った状況と似た状況が米国でも引き起こされていたのです。この状況下で、トラン
プ大統領が登場しました。トランプ大統領は、Globalism を批判し、中国と米国とのズブズ
ブの関係を批判し、米国の国益を追求する自国主義(アメリカファースト)を標榜し、Deep 
State の傘下にあった巨大メデイアの個人攻撃をはねのけて、大統領に選出されました。時
代の声をよく見抜いて新しい方向を打ち出したのです。Globalism 批判という点では、Deep 
State の意に沿わない大統領の出現でした。Globalism をやめて、世界各国はみな自国中心
主義で外交を展開し、その過程で国際的妥協点を見出していくべきだとの考え方です。日本
にとっては、トランプ大統領の登場により、戦後失っていた大きなものを復元しえる大きな
チアンスが到来しています。 
反 Globalism の動きは、トランプ大統領だけでなく、ヨーロッパにも広まってきています。
英国が EC を離脱したブレグジット（Brexit）がその一つです。フランス、ドイツも移民受
入で社会不安が起こっています。EC の Globalism では、最終的には、国境をまたいで物、
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資本、人の移動を自由にしようという動きが推進されてきましたが、財政問題、移民問題等
で大きな問題を引きおこしています。特に後者の移民問題では、Deep State はこれを推進
していますが、大量移民の問題は、受け入れ国の文化摩擦を引きおこし、国の一体化が阻害
され、国内が分断化される恐れを伴います。Globalism を信奉する国々は、安定している国
に分断を起こさせ、社会を不安定にして、その国に進出してくるという見方があります。 
 
３、日本の経済停滞の原因 
日本の状況を考えてみます。 
まず、経済面です。失われた 30 年といわれますが、GDP では中国に大きく離されていま
す。なぜ、こうなったのでしょうか、中国中心に海外投資で日本企業が出て行ったからです。
経済理論でいうと簡単なことです。日本企業が中国に投資すると、その分、中国の GDP は
上がりますが、日本の GDP は増えません。加えて、中国からは利潤送金ができないから、
再投資に回され、これまた、中国の GDP の増加につながります。中国人は日本のお金と技
術を奪取することが目的で、特に、日本の技術をスパイ活動により、ただで、持って行って
しまいました。日本の新幹線がその例です。加えて、20 年間も継続された緊縮財政の結果、
公共投資が削減され、公共投資悪者論が横行し、コンクリートから人へとか、軽薄短小の時
代だとかいう風潮がありました。これでは、GDP が増加するわけがありません。 
19070 年代の Japan as No.1 の時が日本の隆盛期でした。アメリカに叩かれました。これ以
降、新自由主義が出てきて特に小泉政権時がひどかった。竹中さんも最悪の結果を残しまし
た。小さい政府、民営化、金融自由化、全部、日本経済弱体化の政策であった。日本の強み
であった終身雇用制、年功序列、系列は素晴らしかった。個人主義が蔓延し、日本古来の和
の精神が希薄化していったのです。それと消費税の導入です。消費税は消費に対する懲罰税
制だから、消費が減ります。デフレの時に導入すべきものではありません。インフレの時に
導入すべきものです。完全に間違っています。財務省は国民に対し財政破綻の危機を煽り、
緊縮財政路線を 20 年間も継続しています。緊縮財政の枠を法的にはめたのは、小泉政権下
の竹中平蔵です。円建ての国債を発行をすれば、財政破綻は起こりません。また、政府の赤
字は民間の黒字です。政府が黒字になれば、民間の赤字になります。政府は赤字の方がよい
のです。経済政策の目的は、豊かな国民を作ることですが、安陪政権はこれに逆行する政策
を連続的に打っています。いち早く積極財政路線に乗り換えねばなりません。公共投資（イ
ンフラ、国防支出、科学技術の振興）が大事です。 
 
４.反中国の動き 
習近平になってから、中国の対外侵略性、覇権主義があらわになってきています。経済成長
に基づく蓄積された経済力を背景にして、中華帝国の実現に向け走り出しています。中国は
「中国製造 2025 年」のスローガンにより、先進高度技術国家に肩を並べる、共産党生誕 100
年の 2045 年には、新世代情報技術規格 5G, AI 等で世界の最先端を走ることを国家目的に
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しています。経済力の増大に呼応して軍事大国化をすすめ、南シナ海、台湾、尖閣諸島を中
国の核心的利益として、近隣諸国と軋轢を起こしています。 
政治的には、米国の影響力を東アジアから締め出そうという意図を明らかにしています。米
国を打ち破って、自分が覇権国になろうという野望を、米国が許すわけがありません。そも
そも中国の隆盛を作ったのは米国です。ソ連を作ったのも、Deep State, 中国共産党に政
権をもたらしたのも Deep State です。 
第 2 次世界大戦の究極の勝利者はソ連でした。結果を見ればわかります。レーニンが大日
本帝国と米国を戦わせ、漁夫の利を得る戦略を立てましたが、それを踏襲したのは、スター
リンです。スターリンはフランクリンルーズベルトと仲が良く、ルーズベルトはころっと騙
されました。毛沢東政権を起立させるために当時の米国政権は、日本と蒋介石の国民党を戦
わせ、国民党を支援しましたが、最終的には、蒋介石を裏切り、毛沢東の政権起立に手を貸
しました。蒋介石も騙されていて、この事実を知ったときは仰天したでしょう。もちろん、
当時の大日本帝国はこれらの事実を把握していませんでした。歴史の経験から見ても、戦略
策定には、諜報技術が必要です。敵を知らなければ、適切な手が打てません。これがないと、
操られてしまいます。 
中国共産党の鄧小平の時代は改革開放で、米国と協調してよかったのですが、当時の米国の
考え方は経済が豊かになるにつれ、共産中国も民主主義に移行していくだろうとの期待が
あったようですが、習近平になって、見事に裏切られました。 
中国は米国の資本を入れ、違法に技術を簒奪して成長してきたわけです。偽物大国の中国で
は知的財産権を守る意図は初めからありません。独裁国家ですから、自国の戦略に沿った行
為は、非議されることなく追及されます。中国農民層からの搾取、チベット、ウイグル、法
輪功への人権弾圧、臓器摘出・移植手術、民族浄化政索、極端な監視社会化など、人権迫害
については、ナチスよりひどいと言われており、チャイナチ(Chinazi)と呼ばれています。
中国外交は、自国の影響力を拡大するため、自国の経済力、購買力を利用します。弱い国に
は、恫喝外交を行います。外国に対しては、間接侵略を行います。他国を自国の影響下に置
き、最終的には乗っ取る政策が展開されます。武力を使わないで紛争を解決するのは、孫子
の兵法で最良の方法の一つとされており、これには、ハニートラップ、マネートラップ等の
手段が使われます。これにかかった人は弱みを握られ、中国政府の意に沿うような施策また
は中国の意向に協力させられます。 
共産党というとかつては、左翼主義の人々は、社会の理想郷、あるべき姿として理想を抱い
ていましたが、実態は全く違います。共産党は殺りく集団です。スターリンはロシア人 2 千
万人を殺していますし、毛沢東は大躍進政策、文化大革命の結果，約 4 千万人を殺していま
す。カンボジャのポルポトは 200 万人を殺害しています。共産党政権は、政権・体制の維持
が至上命題になって、人権という概念がありません。独裁だからできるのですが、自由、民
主、法の下の平等社会では、権力分立が基本ですから、独裁にはなりません。 
ソ連崩壊で、共産主義は終わったと思っていたら、マルクス思想はより悪い形で中国で復活
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しています。中国は、極端な監視社会が進行中で国民をすべて洗脳しており、9000 人の共
産党員が太るだけです。人民解放軍を含め、わいろ社会が形成されています。世界でも稀に
みる監視社会化を通じて、人民は、共産党の定める枠内で暮らしてくださいということなの
でしょう。14 億人の人口のうち、6 億人の年間所得は 15,000 円程度と言われて貧困のまま
放置されています。農村戸籍の人々は移動の自由もありません。この世に生まれ、こういう
社会で暮らしたいと思う人はいないでしょう。 
 
５、トランプ政権の対中政策 
トランプ政権は、オバマ前大統領、ヒラリー国務長官の中国ズブズブの関係を清算し、中
国共産党との対決姿勢を鮮明にしています。基本的思考は次の通りです。中国には、3 つ
のダンピングによる不公正な貿易慣行があります。① 知的財産権の盗用、②ウイグル自
治区の人々、貧困農民層を使った奴隷労働（労働基準法違反）、③環境規制がなく、汚染
物質の垂れ流しがあります。これらは、中国産品の価格競争力を高めます。その結果、米
中貿易でいえば、2017 年の数字では、中国側からみると、対米輸出が 54 兆円、対米輸入
が 40 兆円で中国側に貿易黒字 14 兆円が発生しています。毎年巨額の貿易黒字が蓄積し、
それが、中国経済力の源泉で、かつ、中国の軍事力の拡大に使われてきました。トランプ
政権登場以来、米中貿易戦争が引き起こされました。2018 年に中国からの鉄鋼製品輸入に
25%の関税をかけて以降、関税賦課の報復合戦が起こりました。米国では、中国通信大手
ファーウェイの製品の締め出し策がとられました。情報窃取の危険、安全保障上問題あり
とされたからです。米国としては、次世代通信規格５G の覇権を中国に握られることに脅
威を感じたことが背景にあります。ファーウェイを始めとする巨大中国 IT 企業は実質的
に中国共産党の国策会社です。種々な補助金を多用し、技術窃盗を含め、競争力を高めて
いるので、米国は安全保障上の理由でファーウェイつぶしに走っているのです。 
今年 5 月米国商務省はファーウェイに対する輸出禁止措置を拡充しました。米国の技術を
活用する海外企業がファーウェイに特定の半導体を供給するには、米国の許可を受けねば
ならないとされました。さらに輸出禁止先にファーウェイ関連会社 38 社も追加しまし
た。 
8 月 5 日にポンペオ国務長官は、通信 Network から中国を排除する Clean Network 構想を
発表しました。Clean Cable (中国の海底ケーブルの利用禁止)、Clean Carrier(中国の津
通信会社の利用禁止)、Clean APP(中国アプリの禁止)、Clean Cloud(中国製クラウドの禁
止)、Clean Store(中国の Software 販売禁止)、 Clean Path(中国の通信手段の利用禁止)が
含まれています。こうなると米国・国際企業にとり、中国との間で、金融取引、商業取引
が出来なくなるから影響甚大です。Clean の反対は Dirty (汚い)だから、中国製の通信手
段、アプリその他は、Dirty(汚い)ということを意味しています。 
米国は、次世代通信規格である 5G 時代を支える米国製高機能半導体の中国輸出の禁止、
台湾 TKCM の米国アリゾナへの工場建設の誘致を行い、同社からの高機能半導体を中国
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が使えないようにしています。ファーウェイとしては、韓国サムソンから調達する手段が
ありますが、トランプ政権はこれを避けるため、EPN(Economic Prosperity Network )とい
う枠組みを構想し、米国、豪州、NZ,インド、ベトナム、韓国、アルゼンチンを加えた自
由貿易圏構想も打ち出しました。ここに韓国を加えているのがみそで、サムソンの高機能
半導体の中国輸出を止めることが目的です。EPN に参加するファーウェイへの半導体供給
ができなくなります。韓国は踏み絵を踏まされることになっています。結局、中国として
は、自力開発せざるを得なくなるのでしょうが、中国にはその技術がありません。ここ
で、ポイントになるのが、半導体を洗うフォトレジストです。日本企業が世界の 90%のシ
ェアーを持っています。中国は日本の製造企業をお金で買収しようとするでしょうが、日
本は本年 6 月から実施した外為法改正により、中国が買いに来ても拒絶できる法制度を作
り上げています。日本は、米国と連携して、反中国政策を実行しています。 
米国は中国締め付けのため、コロナ禍を有利に利用しています。マスク、衣料品、産業部材
等が中国から入ってこない状況が発生したので、中国に過度に依存するこれまでのサプラ
イチエーンの見直しおよび米国への企業回帰誘因措置を導入しました。企業回帰には総額 5
兆円の予算を準備しています。もちろん、米国の雇用改善の意味合いもあります。日本は同
様対策で 2400 憶円の予算措置を行っていますが、米国の規模と比較すると雲泥の差です。 
これらは、米国による中国封じ込め政策ですが、米国との経済関係は、従来、日本より親密
でした。これからは中国を回避するデカップリング(分断)政策が採用されることになります。 
中国による科学技術の盗用対策として、大学・研究機関における中国人留学生の Visa 停止、
帰国措置の実施も発表されました。その際、留学生のパソコン持ち出しを禁止しているのも
徹底しています。米国ヒューストンの中国領事館閉鎖もスパイ活動防止の一環です。 
巷間、日本のマスコミ報道は、米国が中国に高関税をかける、それに対する中国側の対応策
を見て、対中貿易戦争という言葉を使っていますが、これは事実を矮小化しています。そん
な生ぬるいものではありません。中国の超限戦（戦争手段に限界はないという思想、中国の
空軍少将喬良の著作）に対して、米国が対応しているのです。戦争の定義にもよりますが、
まさに戦争状態です。中国が、覇権実現のため、米国に対して間接侵略（Silent Invasion）
を仕掛けているからです。中国大使館、領事館、公的機関、民間機関を通じる諜報活動、浸
透工作などは中国の得意技です。特に 5G の時代になると大量の情報が短時間で抜き取られ
るので、5G の覇権を中国に奪われないよう、 IT 関係で中国企業を全部排除（Safe Network）
しようとしています。米国は徹底的にやります。昨年 12 月 13 日のペンス副大統領の中国
批判演説を皮切りに米国政府高官による対中強硬発言が相次ぎました。本年 6 月 24 日のロ
バートオブライエン特別補佐官の演説（米国の 1930 年以来の中国外交政策は間違いであっ
た）、7 月 7 日のクリストファーレイ FBI 長官の演説（中国のスパイ行為が増えている）、7
月 13 日のポンペオ国務長官のニクソン記念図書館における演説（南シナ海の中国支配は根
拠がない、中国国民は共産党打倒に立ち上がるべき、今、米国が動かないと、中国の思惑通
りに米国が変えられてしまう）などである。中国は、平和時でも侵略的で、オーストラリア
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のモリソン首相は、前首相が中国ズブズブでしたが、中国の危険性に気が付き、反中に転換
しました。中国の一帯一路政策は新植民地政策ですし、イタリア、スリランカ、チエコ、ナ
イジェリア等、反中路線に転換しました。 
米国大統領が香港自治法に署名、これにより、香港弾圧に参加した共産党員の米国内資産凍
結、2 次制裁として、口座を開設した銀行の役員に対する制裁・ドル取引を停止する措置を
発表しています。後者の実施は 1 年後ですが、ドル取引を中止されると中国の 4 大銀行(中
国銀行、中国商工銀行、中国農業銀行、中国建設銀行)にとり影響が甚大です。米国では、
共産党員への VISA 発給停止も検討されているようです。 
 
６、中国をめぐる地政学 
中国は大陸国です。日本は海洋国です。従来、世界覇権を握ったのは海洋国で、大陸国では
ありません。中国は大陸国ですが、現在、海軍力の増強に力を入れています。一帯一路構想
を推進していますが、一路というのは、旧シルクロードの陸路で、一帯というのは、南シナ
海から、海路を使って欧州へつながる One Belt(一帯)です。中国が太平洋に出るには、地形
的に日本の存在が邪魔になります。琉球列島、沖縄、尖閣も入れると中国の太平洋への出口
をふさいでいるからです。もちろん、米中にとり台湾は最重要です。台湾海峡は現在、国際
的に自由航行ができますが、台湾が完全に中国に取り込まれたら、台湾海峡は中国の内海に
なってしまい、自由航行が阻害されます。台湾には真ん中に 4000M 級の高い山脈があり、
ここに軍事アンテナを設置すると、グアムあたり迄、太平洋の監視が可能なるそうです。ま
た、台湾の東部は深海になっており、潜水艦が潜むのに最適の場所だと言われています。台
湾の奪取が、中国にとり核心的利益と言われる所以です。中国の人民解放軍は、九州から沖
縄、台湾、フィリピンまでの線を第一列島線と呼び、また、グアムあたりまでを第 2 列島線
とよび、中国の防衛ライン線と考えています。もちろん、米国はこれを認めていません。 
 
７、米国、中国、日本の軍事力の比較 
軍事力については、米国が中国を大きく上回っています。20 年前までは、日本と比べ、中
国の軍事力は貧弱で、日本の脅威ではありませんでしたが、中国の経済力の急拡大、日本の
停滞の結果、今では、規模・装備とも中国が日本を上回るようになっています。軍事予算規
模が違いすぎるのです。中国の軍事予算は、年間 20 兆円、日本は 5 兆円です。ちなみに米
国は 80 兆円です。日本がうかうかしていると、日中の軍事予算規模はさらに拡大してしま
う。現状では、日本の優位性は潜水艦と自衛隊員の練度だと言われています。 
中国にとっての最大の脅威は米国の空母打撃群（1２Unit）です。米国にとっては、中国の
中距離ミサイル（3000 発）が脅威です。日本もようやく、敵基地攻撃能力を保持すべきだ
という議論が出てきたし、追尾・破壊の難しい超音速ミサイルの開発方針も決まったようで
す（2028 年配備）。日本国民の間に、「平和が戦争の原因となる」という平和の本質理解と
抑止力の早期強化が必要であるという認識が一般化して欲しいものです。国民に対する政
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府のこうした働きかけが活発でないのは困ったものです。 
 
８．日本の対応について 
（１）太平洋戦争の総括 
太平洋戦争に負けて、アメリカから、憲法を押し付けられ、（これはマッカーサーが 7 日間
で作成したもの、吉田茂だけ事前に知らされていたのを、彼は初めてみたと演技した）、平
和憲法は日本政府が作ったと、うその世界が広がりました。最悪だったのは、武装権を放棄
させられたことです。国家として武装権が持てないとは、他に例がありません。第 2 次世界
大戦の敗戦国であるドイツ、イタリーでも武装権の排除はありません。ひどい話です。占領
時には、占領司令部によって、日本を骨抜きにする種々の施策が導入されました。戦前の書
籍、文書の廃棄、人材の追放、報道の検閲統制、教師の赤化（文部科学省がいままで引きず
っています。）などです。 
東京裁判史観により、今次戦争上、悪かったのは日本だけ、侵略したのは日本、欧米諸国は
正義の国とされました。ふざけるなですね。War Guilt Information Program で日本国民に
罪悪感を埋め込まれ、洗脳され、それが今まで続いています。なぜ、こういう施策がとられ
たのでしょうか。アメリカは日本が怖かったからです。特に日本民族の団結力、実行力が脅
威と映りました。これらは日本精神から出ているので、日本精神を破壊するというのがアメ
リカの目的の一つとなりました。それが功を奏して、今まで続いています。 
その結果、よくも悪くも国民は以下のような状況を享受しています。 
・日本精神の破壊 
・日本民族の誇り、毅然とした心の喪失 
・国家・国歌に対する尊敬の喪失 
・国家概念の希薄化、危機管理体制の欠如 
・国民の生命、財産を守れなくなったこと（北朝鮮拉致問題の効果的解決ができない） 
・軍隊を持たないため、外交力の弱化、お金で解決するという日本人の誇りを捨てた対応ぶ
り。先進国で外国の軍事基地が多数保持されている国はありません。日本の独立自尊が達
成されていません。安陪首相が戦後は終わったといいましたが、基本事項が何も変わって
いません。 

戦後 75 年が経過し、占領時に政治的に隠蔽されてきた各種資料が沢山出てくるようになり
ました。それらによると、太平洋戦争は、日本の侵略戦争でなく、日本の自衛戦争であった
事実が明らかになってきています。日本は、フランクリンルーズベルト大統領により、米国
を攻撃するよう仕組まれたのです。真珠湾奇襲の罠は米国が仕組んだもので、それを契機に
ルーズベルトが第 2 次世界大戦に参戦できたのです。山本五十六の真珠湾奇襲作戦は米国
に筒抜けになっていました。その罠（Trap）に見事にはまってしまったのです。ルーズベル
トと英国チャーチル首相にはめられたのです。（元米国大統領フーバーの著作、”Freedom 
Betrayed”に詳しい。）戦後、日本占領軍の司令官であったダグラスマッカーサーが任務を解
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かれ、米国に帰任した際の米国議会証言で、先の戦争は「日本の自衛戦争であった」と証言
しています。また、当時の日本人の精神年齢は 12 歳だとも証言しています。 
（２）日本には国家理念がなくなってしまった。 
戦前は国体思想というものがあったが、戦後はなくなりました。戦前のものはすべて悪い、
話題にするのも気が引けるといった風潮でした。現在の国家理念とはなんでしょうか、お金
を儲けることでしょうか？ 平和主義と自由、民主、法の下の平等という基本的人権でしょ
う。それはそれなりにいいですが、もう一つ精神的なものが必要でしょう。国家理念がない
から、何事でも行き当りばったりの政策になる。経済利益だけ追っていればよいということ
になっているのだと思います。私どもの若いときには日本はエコノミックアニマルといっ
て卑下されたものです。経済力が落ちてきたからこれもなくなりました。 
国家理念というものを取り戻さねばならないと思います。民族には国家があり、伝統がある
のです。戦争で破壊された日本精神の復活が重要です。日本精神とは、大和魂、武士道と関
連しますが、正直、誠実、清潔、公正、勤勉、責任感、規律遵守、信頼、人に迷惑をかけな
いなどの高貴な精神をいいます。 
日本は、明治維新から、和魂洋才のもと急速に西洋に追いつき追い越せで、産業近代化に成
功し、日清戦争、日露戦争を経て西欧諸国の植民地になることなく独立日本を勝ち取ってき
た。アジア民族のうちで、初めて、西欧列強と肩を並べるまでになり、日露戦争では、巨大
軍事国家のロシアを破り、世界を瞠目させました。短期間のうちで、西欧近代国家の仲間入
りを行い、5 大国の一員に入ることができ、国際連盟で、世界で初めて、人種差別の禁止を
訴えたのも日本政府でした。この提言は西欧列強の反対で、採択されませんでしたが、東亜
の人種差別撤廃、民族独立に貢献した先人の努力は賞賛すべきものだ。先人の努力に敬虔な
る感謝を行い、日本人の誇りを取り戻さねばならないと思います。 
日本の国家理念は、日本を伝統的に導いてきた日本精神と和の精神です。我々の DNA に埋
め込まれています。また、国際的には、八紘一宇でしょう。各々の民族がそれぞれの個性を
生かし、平和に共存するということです。この思想はいまでも世界平和を実現する原理とし
て通用します。これらを国是にすべきだと思います。 
（３）対中、対韓政策 
中国共産党は悪辣な共産主義者の統治する国家です。韓国はそもそも米国が作った傀儡国
家です。何れも反日政策を標榜して、事実に反する間違った歴史観を国民に教え洗脳してき
た国家です。中国の反日政策は江沢民の時代に開始されました。韓国は、初代大統領李承晩
を米国が連れてきりました。李承晩は”りゃんぱん”という当時の支配階級に属していたもの
が、日本の統治で特権がはく奪され、米国に亡命した人物です。彼は、このため、日本には
恨み骨髄の人物でした。日本の韓国併合当時は、韓国の技術水準は極めて低く，木材で車輪
を作る技術もなく、荷物を動かす場合，人力に頼っていました。小学校は 4 校程度しかな
く、日本統治以降は、日本が発電所、学校(4000 校整備)、ハングル文字の導入、鉄道敷設、
その他のインフラ整備を行い、急速な経済開発を可能にしました。その結果、生活水準が急
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速に増大し、人口が増加しました。日本の統治の結果、生活が豊かに改善したので、感謝の
念が出ていたようです。敗戦後は、李承晩が登場し、経済運営にあたりましたが、日本統治
時代より、生活が悪化したので、日本統治時代の方がよかったという批判が続出する前に、
反日政教育政策を展開したのです。いわば洗脳政策です。戦後の日本はこうした中韓両国の
反日政策に対しては、毅然として異を唱えるべきであったと思いますが、日本政府は、これ
を為さず、実際と違うこと認識しつつもお詫び外交を展開してしまいました。毅然として、
正しい歴史認識を日本の方から主張すべきであったと思います。首相が靖国神社参拝をや
めるなど、日本の歴史・日本民族としての論理が合わないと思います。こういう反日国に、
対し、日本は政経分離といって、多額の政府援助・資金協力、技術協力を継続的に実施し、
反日国の経済基盤・産業基盤の確立に協力してきました。経済的利益追求が国家目的であっ
たとしか思えませんが、その結果、両国の力が増大し、日本は脅威を受けています。日本の 
政財界はたぶん、戦略的に間違ったことをしてきたのでしよう。両国とも日本に対して感謝
はしていませんし、うまく利用したと考えているようです。日本は島国ですから、虚拠実々
の駆け引き、対応には弱いのでしょう。明治の人材、東郷平八郎元帥のように、国際法で認
められる事項については、毅然とすべき時は毅然として対応すべきであった。ソ連が関東軍
将兵 65 万人を不当に強制収容し、シベリアで最長 15 年にわたり抑留、強制労働に従事せ
しめたこと、米国が広島、長崎に原爆を投下したこと、これらは国際法違反であり賠償を求
めるべきです。いままでの政策が間違っていたら直す。現在のトランプ政権を見習うべきで
しょう。反日国家である韓国政府とは手を切る。自由、民主、法の下の平等のない、独裁、
反人権、監視社会、弱いとみるとすぐ恫喝してくる人権無視の悪徳中国共産党とは距離を置
く。我が国としては、米国主導の EPN(Economic Prosperity Network)に率先して参加し、
旗幟を鮮明にすべきです。洞ヶ峠を決めている状況ではありません。時代は動いています。
所行無常の世界です。状況の変化に賢く対応していくことが、国家を預かる政府、企業の責
務です。サプライチエーンの見直しなど、安全保障の観点から、中国を外す米国の政策（デ
カップリング(中国分断)政策）を支持すべきです。日本は自由、民主、法の下の平等という
共通価値を信奉する国々と協力していけばよい。中国共産党は、日本にも種々な形態で間接
侵略してきています。これらを制度的に排除しなければならない。孔子学院の閉鎖命令、ス
パイの摘発、スパイ防止法の制定、ファイブアイズ(米、英、カナダ、豪、NZ の機密情報
連絡組織)との協力の実施など早急に行うべきです。オーストラリアは 2018 年に外国干渉
排除法を制定しています。同じような立法が日本にも必要でしょう。 
中国進出企業は日本に回帰すべきです。新しい Internet4 を使って、部品企業ともども日本
で、最適な生産工程、生産管理を実施し、競争力を確保していくべきです。雇用が増え、GDP
が増加します。少子高齢化が成長阻害要因だとの指摘がありますが、これも嘘、問題は一人
当たりの生産性を増加させることです。国内のインフラ整備、エネルギー政策を含み、国家
全体の対策と戦略が必要です。 
安易な、海外労働力の利用もやめた方がよい。外国人労働者が増えると日本人の給与が上が
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らなくなりますし、日本社会の分断が起こります。取り返しがつかなくなります。 
（４）国防力、抑制力の強化 
平和は憲法だけでは守れない、国家間の防衛の基本はパワーバランスです。1 国が強大な軍
事力を保持すると他国を侵略するようになります。現在では中国がその道を走っています。
ただ座して死をまつなかれ、日本として抑止力の強化が重要です。攻めたら倍返しされる。
こう予想させることができれば、相手国は侵略してきません。なぜ、パワーバランスを米国
に頼るのか、近代国家として恥ずかしいでしょう。自分の国は自分で守る。当たり前のこと
を今まで忘却してきました。このような国に、国家と国民の誇りが根付く筈がありません。
日本の国土は日本人の故郷です。それを自分で守らなくてどうする。日本の独立自尊を達成
するには、最終的には核武装が必要でしょう。核武装の抑止力については、北朝鮮が証明し
ています。日本は広島、長崎に原爆を落とされたのだから、まず、日本には核武装する正当
な権利があります。広島の原爆ドームにある「2 度と過ちは繰り返しません。」という碑の
主語は誰なのでしょうか。当然米国でしょうね。我々の戦争は自衛戦争だったのですから。
トランプ大統領は日本の核武装を許すと思います。自国ファーストが彼の信念ですから。北
朝鮮でも核を保有しているのだから。日本では、こういう議論が活性化しないのは、不思議
ですね。日本で政治が活性化しないのは、選挙民の責任です。国民一人一人の意識改革が突
き付けられています。 
（５） 日本政府、官僚、企業トップの劣化が進んでいる。 
いずれも基本要因は、日本国家をどう世界の中で導いていくかの基本理念が欠落している
ことが劣化の原因になっています。世界の動きは変化していきますが、日本政府、日本国民
は、変化の潮目を認識することが極めて遅いと思います。メディアが報道しないのも問題で
す。日本では国際戦略問題を扱うシンクタンクが少なすぎます。米国の安全保障政策の最高
意思決定機関の一つである国家安全保障会議（NSC―National Security Council)の下には、
ヘリテージ財団、ブルッキングス研究所、スタンフォード大学フーバー研究所、ハーバード
大学フエアバンク東アジア研究センター、戦略国際問題研究所、海軍分析センター、米国外
交問題評議会など 23 のシンクタンクがぶら下がっています。日本も国際問題を扱う能力の
高いシンクタンクの多数整備が必要です。日本が世界でのかじ取りに貢献するには、前提と
なる情報収集と分析力が必要です。これができないと、戦前(1939 年 8 月)の平沼騏一郎内
閣が「ナチスドイツが突然、ソ連と不可侵条約を締結したことを受けて、欧州情勢は複雑怪
奇」との声明を残して総辞職しましたが、これは日本外交の国際認識の欠如を示したものと
して有名になりました。大日本帝国は結局滅亡しましたが、現在でも、国策を誤ると、時代
の潮流から外れてしまい、日本の弱体化につながります。日本国民の生活、安全保障が十分
担保できなくなってしまうでしょう。日本の政治に国防の観点が大きく欠けていることが
問題の種のひとつです。特に政治家の劣化と官僚の劣化が気になります。政治家の政治活動
の８０％は選挙対策と言われていますし、国民のこと、国防のこと、経済安全保障などにつ
いて真面目に考える議員が少ないようです。 
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経産省も昔日の産業政策で力を発揮していた面影がありません。財務省は緊縮財政の巣窟
で、日本国民を豊かにしようという発想が初めからありません。現在では一番の親中官庁が
経産省と財務省、外務省と言われています。中国の官庁ではありません、日本の官庁です。
日本の国益で動いてもらいたいです。文科省もひどい、左翼に牛耳られており、日本精神の
復活を託する基盤がなくなっています。企業トップもそうです。日本国家、日本国民の生活
水準の向上は考えてないです。自社および個人の利得で動いているのでしょうか。戦後、一
般化した個人主義、利己主義の発想が、影響しているのでしょうか。和の社会はどこへ行っ
たのでしょうか。 
 
９、日本の進路と処方箋 
今まで、いろいろ事実を検討、羅列してきましたが、結論として以下を述べます。 
（１）日本は、民主、自由、法の下の平等という基本価値観を共有する国々と政治、経済、
防衛関係を深化させる。中国共産党とは組むべきでない。 

（２）国益の観点を強化すること。 
国益というから、これは国際間の関係を律する言葉である。国際的対応を行う場合、国益の 
観点を強化する。国際親善、国際協調主義ではありません。国際平和主義は看板だけにして 
ください。平和は戦争の原因となります。平和の維持のためには抑止力の強化が必要です。 
国益とは何か？ 国民の安全、財産の確保および所得の増加、健康で文化的で利便性の高い 
生活環境を実現することです。抜きんでた軍事力がない限り、北朝鮮の拉致被害者も帰って 
きません。そもそも抜きんでた軍事力があれば、拉致は起こりません。 
北方領土、竹島、尖閣は戦後、米国によって埋め込まれた分断統治策が原因です。問題を仕
込んでおけば日本は米国にすり寄っていくからです。 
（３）軍事力の強化（国防軍の設置） 
憲法改正の早急なる実施。富国強兵政策の実施、富国弱兵はあり得ません。弱兵である限り、
富国にはなりません。戦争抑止力強化のために戦略的武器開発の促進、武器輸出の解禁、非
核３原則の廃止、核抑止力の確保、国家危機の際の軍人の危機管理能力の活用等が必要だと
考えます。 
（４）経済力確保のための GDP 倍増計画の実施、 
間違った緊縮財政政策の破棄、公共投資、軍事予算の大幅増加、科学技術振興予算の大幅増
加、消費税の廃止を即座に実施すべきです。財源は円建て国債を発行すればよい。政府が円
建てで国債を発行する限り、財政破綻は起きません。MMT(Modern Monetary Theory)の適
用・導入を率先したらいいです。 
（５）教育改革 
日本を担う人材の育成は極めて重要です。したがって、文科省の廃止を行う。日本精神の復
活 Program を作成し、正しい歴史認識を確保する。 
（６）メデイア改革と日中記者交換協定の廃止 
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NHK はどこの国の公共メディアでしょうか。基本理念が欠如しているし、国民の健康で文
化的な生活を支援し、国民所得の増大を図る番組制作を行うべきである。中国、韓国の宣伝
機関ではありません。韓国映画、中国映画をいつも放映して何を考えているのでしょうか。
国際放送は特にひどい、どこの国の放送なのでしょうか。番組で何を意図しているのでしょ
うか。訳が分かりません。 
1964 年に日中政府間で締結された日中記者交換協定は中国に関する不利な記事は書かない
とする屈辱的なものです。これは廃止すべきですが、1973 年に失効したものの、新たに日
中交換公文で取り決めがされたそうですが、内容は公表されていません。最近でも中国批判
記事は日本メディアに殆ど出てきませんが、これが、影響している節があります。国民は中
国批判報道がないことはすぐわかります。報道各社の現状は、本来的趣旨に反しています。
日中記者交換協定は、すぐ廃止する運動を起こすべきでしょう。 
あとは、記者クラブの廃止、官庁とメディアとの癒着是正が必要でしょう。 
（７）時代に合った理念を有した新政党の立ち上げが急務です。時代の要請に合った、政策
を実現してくれる受け皿が必要になっています。新政党立ち上げに興味がある国民、団体に
は機会が到来しています。これを容易化する選挙制度の変革も必要でしょう。 
（８）大統領制の導入(統治機構の改善) 
立法権と行政権の分割が必要です。立法権が実質的に官僚(行政権)に移っていますし、議院
内閣制だと、立法権と行政権が癒着して、それぞれの機能が権能的に不明確になっています。
選挙で選ばれない官僚機構が実質的に行政をこなすシステムになっています。これを 3 権
分立に即した形態に直す場合、大統領制がよく機能します。予算配分機能は、立法権の下部
組織が担当し、立法は立法府の議員の専権事項になります。行政権は大統領に集中し、行政
部内には政治任命職を拡大すれば、民間、大学等から、専門人材をリクルートできます。機
敏な政策発動ができるようになるでしょう。 
（９）外国干渉排除法の制定（間接侵略の防止） 
これはいうまでもありません。例えば、親中・媚中議員、同様の官僚・大学関係者を排除す
るためです。 
（１０）国土の保全の重視、外国人土地購入禁止法の制定(日本国の領土保全) 
北海道ではすでに、静岡県の広さに該当する土地が中国人に買い取られているようです。琉
球諸島もそのようです。対馬も韓国に買い取られつつあります。政治家の方々は、良く黙っ
ていられますね。日本人は、中国の土地を買えません。相互主義ですから、日本の土地を中
国人に買われるのは困ります。離島の土地、北海道の土地など、外国は戦略的に買っている
のだから、阻止すべき措置を講ずるのが当然です。領土に対する現政権の甘い対応ぶりは理
解できません。 
（１１）スパイ防止法の制定 
省略 
（１２）国家安全保障会議の拡充 
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省略 
 
小林旭のヒット曲「もう一度一から出直します。」にあるように、日本もこれからもう一度
出直してもらいたいと切に願っています。 

以上 
追記 
最近の YouTube,書籍等を参考にしてまとめました。長くなってしまい、まとめになってい
ません。取り上げた問題が多岐にわたり、それが、すべて、1 点に手中していると思います。
すなわち、日本人の誇りを取り戻し、変転する世界環境の中で、どう対応していくのが Best
なのかがテーマでした。よりよい日本国家を子供たちに引き継いていくためには改革が必
要です。だらしない、誇りのない現在の日本国家のままでは、日本の途上国化が加速されま
す。この草稿を終えたとき、安陪総理大臣の退任発表がありました。私が驚いたのが、政権
与党、公明党、野党、NHK の開設者まで、コロナ禍が蔓延している中で、対策にご苦労さ
れた云々ばかりで、米中戦争が始まっており、世界の潮目が変わってきていて、日本がどう
対応するかが一番重要なのに誰もそれについて触れません。どういうことなのでしょう。日
本はみな、ノホホンとして、幸せな国ですね。中国、韓国が攻めてきて、無抵抗で、そして
誰もいなくなったということのないようにしっかり戸締りをお願いしたいものです。 
2020 年 8 月 
松岡 克武 (無名山) 
 
              2020.9.9 
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