ご挨拶

森 勇

（元岐阜県議会議長）
国益を考える講演会・主催代表
君が代のさざれ石が生まれたこの岐阜の地で開催となりました国益を考える講演会に御遠路遥々多数の皆
様が参加下さいましたこと厚く御礼申しあげます。
諸事万端不行届の点、前もって御許し賜ります様お願い申し上げます。会場の席数に制限が有りご迷惑を
おかけ致しました各位に深くお詫び申し上げます。
私は過る大東亜戦争の 4 年間、南方の戦場へ参戦経験が御座います。インパール作戦や相桂作戦をはじめ
とする幾度の激戦（作戦）に参加し、多くの戦友が靖国の神と成りました。しかし敗戦による東京裁判と連
合軍の対日政策によって、わが日本軍は非道非情の集団の様に伝えられ、今日においても戦場を知らない者
たちが事実に反した認識を信じる現状には、生き残った私としては、やり切れないものが御座います。
「焼く
な・犯すな・掠めるな」を常に念頭に、
「皇軍の本義に鑑み仁怒の心能く無辜の住民を愛護すべし。
」と誓い
を守り、最後まで勇敢に戦いに臨んだ戦友たちの事を思うと胸をかきむしられる思いにかられます。戦後も
私は日本人の誇りを忘れた事はありません。日本軍は世界一強く、正しく、軍律の厳しい軍隊で有ったと今
も信じております。
従軍慰安婦問題においても、戦後 50 年も経ってから、心もとない政治家の不用意な言動から問題化したの
であり、戦時における「従軍」と例えられたのは、新聞記者と赤十字看護婦だけでした。
何処の国でも人身売買が合法だった時代、事実を故意に捻じ曲げて嘘も 100 回繰り返せば何とやらで、騙
し騙しで何とかなるのではないかと節操も無く群がるハイエナのように卑怯な言動を繰り返す者たちは許せ
ない気持ちが御座いました。戦後の教科書で事実に反する内容が掲載され、
「真実生証人の声を聞け」と私は
精力的に掲載除去を求めて活動をしたことが御座います。それはひとえに国の為に勇敢に戦って逝った戦友
の名誉のためでもありました。
戦場で息絶える前に「一足先に行くからな」と最後の言葉は靖国へ旅立つ事であります。
「俺も後から行く
ぞ」と励ました戦友たちは今も靖国に居るのです。亡き戦友たちの魂の寄り所の靖国神社を敬うことは私に
とっても多くの日本人にとっても当たり前の事ではないでしょうか。
国の為に散った者たちを敬うという行為は外国でも極自然なことだと思います。靖国神社はわが国の宗教
的な文化の一つといっても過言ではない筈です。この事を良しとしない中国、韓国や北朝鮮の内政干渉を成
すがまま許しているこの不条理。日本国内においても敬うという行為を戦争賛美の様に主旨をねじ曲げられ、
陛下は元より、総理大臣すら靖国神社へ参拝出来ぬ現状の情けなさは耐え難いものが御座います。亡き戦友
たちに何と言ってお詫びすれば良いのか。生きて今日有る私共にはこの実情が本当に苦しみなっております。
戦場を経験した者こそ再び戦いを好まない。いかなる理由が有ろうとも日本を再び戦争をしない国にする
事こそ、多くの英霊に対して報ゆる供養だと私は信じております。戦争をしない国にする為には空想論や平
和を願うだけでは限界が有るのです。日本の都合に世界は合わせてくれないのです。
事なかれ主義は何も解決しない。問題の先送りや出来ることでさえ何でもかんでも後回しは、個人であれ、
家族であれ、国家であれ衰退の基礎を構築しているに過ぎないこと考えてほしい。国家は国民一人々の自覚
と努力によって未来が決められることを放棄しないで欲しい。危機や諸問題に目を瞑らず、真の独立国家の
姿を画き出す基盤と成る事に国益を考える講演会が少しでもお役に立てれば良いと考えておりました。
国益を考える講演会の特別講演頂きます各先生の言論及び執筆活動に触れさせて頂きました。正論を述べ
られておられることに、私は暗夜に光明を得た思いが致しました。本会の準備計画等賜りました関係者各位
の御苦労に改めて感謝の意を表し御挨拶とさせて頂きます。
森
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勇

国益を考える講演会・進行表
14：30～18：25

司会 田代 直子

14：30
開会の歌唱 国歌 「君が代」 ソプラノ歌手 石田 祐華利

14：35
開会の挨拶 主催・発起人代表 森 勇 （元岐阜県議会議長）

14：45
菅沼 光弘
特別講演
約 50 分
（元公安調査庁・調査第 2 部長）

15：35
休憩 5 分

15：40
志方 俊之
特別講演
約 50 分
（元陸上自衛官陸将・北部方面総監）

16：30
休憩 5 分

16：35
青山 繁晴
特別講演
約 50 分
（株式会社独立総合研究所 代表取締役社長・兼・首席研究員）

17：25
休憩 5 分

17：30
田母神 俊雄 特別ゲスト講演 約 50 分
（前航空幕僚長）

18：20
閉会の挨拶 参加者代表 伊藤純子 （群馬県伊勢崎市議会議員）
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参加者へのメッセージ
国益を考える講演会・HP:http://kokueki.cool-biz.net
特別講演・特別ゲスト経歴欄「参加者へのメッセージ」掲載

菅沼 光弘 「守るべき日本の国益」
アジア社会経済開発協力会・会長

（元公安調査庁・調査第 2 部長）

平成二十一年春、わが国日本の現状に強い危機感をいだく有志の人々が立ち上げた「国益を考える講演会」
の開催を機に、これまでの数年間に、さまざまな講演会や集会で発言してきた内容を取りまとめて語りたい
と思う。ほとんどが原稿なしでの発言であるので、その内容が重複し、あるいは理論が飛躍していると思わ
れる部分をもあったと思うが、その底に一貫して流れているのは、アメリカの衰退と中国の勃興、野心的な
ロシアの台頭という新しい東アジア情勢の中で、このままでは日本は本当に生き残れないのではないかいう
強い危機感である。換言すれば、独立自尊の日本国家再生への熱い思いでもある。
わが国日本は、悠久の歴史を通じ、独立自尊の国家として、毅然として東アジアの国際社会に臨んできた。
だがしかし、先の大東亜戦争敗戦の結果、戦勝国アメリカは敗戦国日本を全面的に支配し、歴史上例を見な
い形で日本の、日本たるアイデンティティーを抹殺して、国のあり方を変えてしまった。敗戦のショックで
茫然自失となった日本国民は、アメリカの占領政策に簡単に洗脳され、東京裁判史観に汚染されてしまった。
しかもこのアメリカの日本無力化政策には、大学、新聞、出版などのいわゆる進歩的文化人ばかりでなく、
戦時中軍部に抑圧されていた外務官僚や内務官僚まで加担してきたのである。残念ながら、このような状況
は外交だけではなく日本社会のあらゆる部分での対米追随一辺倒というかたちで、敗戦から六十余年を経た
今日まで続いている。日本国民の国家意識は、今も他国の例を見ないほど希薄なままである。この国を愛し
その国民であることを誇りに思う国家意識がない所に国益を守る気概はでてこない。
わが国は「スパイ天国」と各国の諜報の世界から例えられている。スパイ防止法が存在しないことがその
最大の理由である。わが国にとって有害なスパイ活動が発覚しても刑事罰を受けるどころか、国外退去とい
う強制措置でさえ、時には行使できないときが多いのだ。外国のスパイたちにとって、日本はスパイ交流の
地でもあり、まさに天国なのである。わが国と異なり、諸外国は天文学的な数値の予算を投じた様々な諜報
戦を世界で展開している。情報収集及び分析能力の精度差によって、時には一国の運命が左右される。対外
諜報戦に法的防御策を講じていない国家とは、世界で（戦後の）日本だけである。この事実でさえ、議論す
ることもままならない現状は異常なのである。
あの地下鉄サリン事件は、世界ではじめて、大量破壊兵器である化学兵器を使用した無差別殺人テロであ
る。あれだけの犠牲者を出しながら、当時のオウムに対して破防法の適用は否定された。これでは国民の生
命と安全を守るという、国家としての最高義務ははたされない。日本国そのものが崩壊しはじめた証明では
ないか。同時にこのとき破防法反対した者を選んだのも国民なのだということを忘れてはいないか。
精度の高い情報収集能力は国家運営で欠かせない最も重要なものである。国益を懸けた各国における諜報
戦のあり方が時代と背景によって、目まぐるしい速度で七変化する。これらの世界情勢にわが国は対応でき
ないのである。将棋で例えるなら、相手の駒の位置さえわからない、見えない状態で、しかも手持ちの駒も
圧倒的に少ない。このような状態で、将棋をしているようなものだ。
外交の目的は国益の追求である。そして国益とはわが国の国民の安全と繁栄である。したがって外交は国
益を懸けた戦争なのだという現実を私たちは再認識しなければならない。情報、軍事と経済のパワーバラン
スの上に確立された国力という名の武器をもって、外交という戦争は初めて有効に遂行できるのである。ス
パイ天国と喜ばれ、国民が拉致され、殺されても軍事力を満足に行使できないような国家の外交とは、例え
ば資金を豊富に積んだ無防備の船舶で、海賊の生贄になるためにソマリア沖を永遠にさまようようなものだ。
集団的自衛権も行使せずに、金を貢いだだけでは国連軍に日本を守ってもらえるという保障は無い。どこ
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の国でも自国の国益のために軍事力を行使するのであって、自国の国益を度外視して、他国を守ることなど
ない。何かにつけて日本を貶めることは忘れないが、兄弟や友として外国を信じて疑わない何処の国の政治
家？と間違うような方々にはこれを理解するのはもう無理かもしれないが。
近年、日本食が世界中で人気が高い。中でも寿司の人気店では予約を取らないと座れないほどだ。例えば、
フランスなどでも、カフェバーとまちがうような派手な寿司店などがある。そのような店で出てくる寿司は
日本では受け入れ難い代物だが、パリジェンヌには受けがいい。日本の醤油もフランス料理に巧みに取り入
られている。寿司も醤油もフランス流の一つの文化になりつつあるのではないか。フランスにはフランスの
伝統、文化と誇りがあるように、外国が真似できない日本の伝統、文化と誇りがわが国にはある。良いもの
は外国から日本流として取り入れることは賛成だが、なんでもかんでも外国の真似は良くない。自国の伝統
と文化を軽んじたモノマネ国は未来が無い。
例えば、老舗の料理店にも独自の伝統と文化があり、その店の基本がしっかりしているから繁盛している。
伝統、文化と基本を疎かにしては新しいものを取り入れても失敗して店は衰退する。国家運営の基本も同じ
なのである。伝統と文化の延長線に国家が成立することを再認識して欲しい。国家生存の万国共通の基本、
国民の生命と財産を守る。この基本を外国に依存するような国は、史実が証明しているようにやがて消えて
いくだろう。このままでは「日本が潰れる」と危機感が日々増している。
全国から参加者が集まる国益を考える講演会と懇親会を楽しみにしています。
真実を伝えに参ります。
菅沼

光弘

特別講演・経歴紹介

菅沼

光弘

（すがぬま みつひろ）

元公安調査庁・調査第 2 部長
１９３６年生まれ。東大法学部卒業、公安調査庁入庁。ドイツ・マインツ大学留学、対外情報活動部門を中
心に旧ソ連、北朝鮮、中国の情報収集に 35 年間務めた。対外情報の総責任者である調査部第 2 部長を 95 年
退官後、アジア社会経済開発協力会・会長、国士舘大学政経学部非常勤講師、拓殖大学客員教員教授を兼任。
北朝鮮拉致問題、オウム真理教における問題、国際テロ、国際インテリジェンス活動、国際政治・経済に関
する評論・執筆活動に従事。日本におけるクライシス・マネジメントの第一人者。著書に『日本はテロと戦
えるか』
（元ペルー大統領・アルベルト・フジモリ共著・扶桑社）
、
『この国を支配/管理する者たち』
（中丸薫
共著・徳間書店)などがある。
叙勲歴: 2006 年 瑞宝中綬章受賞。
※参考 瑞宝章（ずいほうしょう、Orders of the Sacred Treasure）は、1888 年（明治 21 年）に制定された日本の勲
章。国家または公共に対し功労があり、公務等に長年従事し、成績を挙げた者を授与対象とする。制定当初は男性のみの
勲章であったが、1919 年（大正 8 年）から女性にも授与されるようになった。瑞宝章は、上から 6 級に分けられている。
章のデザインは、宝鏡を中心に大小の連珠を配し、四条ないし八条の光線を付する。宝鏡は伊勢神宮の神宝を模したもの
といわれている。

志方俊之 「真の文民統制とは何か」
帝京大学法学部教授

（元陸上自衛隊陸将・北部方面総監）

「政治力」
・「経済力」
・「外交力」
・「軍事力」は国力の四大要素である。日本国憲法には陸海空戦力の不保
持と交戦権の否認が唱えられているからか、わが国では「軍事」という言葉をなるべく使わないようにして、
「安全保障」や「防衛」という言葉で代用している。注意すべきは、安全保障や防衛は「目的」であるのに
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反し「軍事」は手段であることである。目的のため手段を選ばずとは言わないが、国際社会が軍事力を含む
四つの座標軸を使って政策を決めているときに、わが国だけが軍事という座標軸に目をつむって政策決定を
することは一種の思考停止である。
確かに、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求するのも良いし、国権の発動たる戦争と武力によ
る威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段として永久に放棄することも良い。憲法には国民の希望
や理想があって当然である。他方、わが国を取り巻く戦略環境が、わが国の希望や理想と反して動いて行く
場合に、それはどのような場合であり、わが国はどのような現実的対応を選択するのかも憲法に示されてい
なければならない。いわゆる「緊急事態条項」である。
現行憲法は日本が連合軍の軍事占領下で起草され制定されたものであるから、緊急事態への対処は連合軍
が行うことになっていたため、日本国憲法には緊急事態条項は含まれていない。この問題は、日本が軍事占
領を解かれて独立した後、いつか国民全体で討議し決めなければならないことであったが、約半世紀にわた
って「後送り」されてきた。先回の陸海空自衛隊のイラク派遣は「特措法」という時限立法で行ったが、今
回の海上自衛隊ソマリア沖派遣は、わが国は未来永劫「海洋国家」であるのだから、特措法といった「一時
しのぎ」の法律ではなく、
「一般法」として成立させなければならない。
果たしてわが国を取り巻く現今の戦略環境はどうであろうか。２１世紀の国際社会はこれからも現実に軍
事力抜きではなく軍事力も含めた四大要素、すなわち四つの座標軸上で動く。わが国が石油資源の殆どを依
存している中近東地域では、イラク戦争、アフガニスタン戦争、グルジア紛争、パレスチナ紛争など「力」
の行使が行われている。
「不安定の弧」に沿って南に下れば、ソマリア沖では海賊が跳梁し核兵器を持つイン
ドとパキスタンは軍事力で対立している。
東アジア地域にあっては、弾道ミサイルを保有する北朝鮮が核兵器を開発しつつありこれを保有するのは
時間の問題である。中国は核兵器と弾道ミサイルの近代化だけでなく、空母を保有する遠洋海軍力を建設す
る一方、台湾を中距離弾道ミサイルで身動きできないようにし、不安定なチベットやウイグル自治区の分離
独立運動を軍事力で抑えている。隣国の韓国とロシアはわが国の島嶼を軍事占領している。わが国の歴史を
顧みると、２１世紀の今ほどわが国が「力」による脅威に曝されている時代はない。
他方、わが国の経済は、多くの資源を海外に依存し、購入した原材料を数千海里の長大なシーレーンを通
してわが国へ運び入れ、これに高い技術力で付加価値を加えて製品とし、再びそれを世界中の国々に輸出す
ることで成り立っている。したがって、わが国だけが平和であっても、それは「必要条件」であって決して
「十分条件」ではない。いずれの国にとっても平和は大切だが、わが国ほど世界中が平和であることに依存
している国はない。したがって、
「一国平和主義」ではなく、当然のこととして世界の平和のため何らかの形
で国際的な「役割分担」をしなければならない。
役割分担には「負担の分担」と「リスクの分担」がある。負担には政府開発援助(ＯＤＡ)などの資金・技
術の提供と平和維持化活動(ＰＫＯ)やボランティア活動などの汗をかく分野がある。国際社会はこの分野に
おけるわが国の役割分担を評価しているが、わが国のリスク分担となると評価は低い。資金提供を多くすれ
ば、それだけリスク分担は少なくてもよい、というわけではないからである。オバマ新政権はわが国に対し
て負担分担だけでなく、これまで以上のリスク分担を求めて来ると見られる。
アフガニスタンへの支援が主軸となるであろうが、当面はソマリア沖の海賊対策へのわが国の積極的な取
り組みが問題となろう。政府は遅ればせながら二隻の護衛艦を中核とするタスク・フォースを現地に派遣す
るべく海上自衛隊に準備を命じた。しかしながら、現地で最も重要となる武器使用規定を含んだ「海賊対策
新法(仮称)」を現在の政局で成立させることは難しく時間を必要とすることから、当面は現行の自衛隊法に
ある「海上警護行動」として、見切り出航させるようである。
そもそも海上警備行動（自衛隊法第８２条）とは何か、条文は「防衛大臣は、海上における人命もしくは
財産の保護、または治安の維持のため、特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の
部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる」となっている。この場合の武器使用につ
いては、警察官職務執行法第７条の正当防衛・緊急避難の場合に準ずることとある。これらの条文だけでは、
わが国から遠く離れた公海での任務で「何ができて、何はできない」かが明確ではない。
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海上警備行動は過去二回だけ発令されたことがある。第一回は、１９９９年３月２４日、海自の哨戒機が
能登半島沖の領海内で北朝鮮の工作船二隻を発見、護衛艦が停船命令や警告射撃を行い１５時間も追跡した
が、工作船は高速で逃走、哨戒機が工作船の前方に警告のため爆弾を投下したが停船せず逃走した。第二回
は、２００４年１１月１０日、海自の哨戒機が宮古列島周辺の領海内を潜行中の中国潜水艦を確認、護衛艦、
哨戒機、ヘリコプターにより５５時間にわたって追尾したが領海外へ逃走した。この際、爆雷等の武器は使
用しなかった。
海上警備行動の発令ではないが、この二件とは別に、２００１年１２月２２日、海上保安庁の巡視船が北
朝鮮の工作船を追跡し、工作船が自爆した事件があった。この時は、漁業法違反（立入検査忌避）のかどで
海上保安庁の巡視船と航空機が追跡、接舷しようとしたところ不審船は自動小銃やロケットランチャーで巡
視船を射撃しつつ逃走、巡視船は追尾してわが国初の船体射撃を加えたところ工作船は自爆して沈没した。
「海上保安庁法」は第２０条において「警職法第７条の規定により武器を使用する場合のほか、船舶の停
止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜず職務執行に抵抗して逃亡しようとする場合に、合理的に必要
と判断する限度において武器を使用することができる」とされている。ただし、この場合はわが国の内水ま
たは領海において外国船が「海洋法における国連条約」に違反して行動する場合に限られている。
このような状況であるから、現行法の下ではソマリア沖の現地で護衛艦にできることは限られている。警
備できる対象は、日本国籍の船舶、外国国籍の船舶に乗っている日本国籍の船員、外国籍の船舶にあっては
日本企業がチャーターしている便宜置籍船などの船舶(さらに事実認定が難しいが、日本企業がチャーターし
ていなくても日本の積荷を載せている船舶を含めるとの解釈もある)を護る場合である。どの場合でも、部下
に許可できる武器使用は警職法第７条（正当防衛・緊急避難）を準用するしかない。まして護衛艦の近くで
外国の船舶が海賊に襲撃される可能性が高いか、襲撃をされている場合は「海上警備行動」として許されて
いる武器使用はできない。もし武器を使用すれば、自衛隊法違反で「なし崩しの自衛隊法拡大解釈、憲法違
反の武力行使」などと政局を睨んだ国会論争のターゲットとなろう。
何もしなければ、もろに国際社会の顰蹙をかう。わが国に関係する船舶は年間延べ約２，０００隻である。
世界全体では年間延べ約２０，０００隻であるから１０隻に１隻は日本に関係している船舶が同海域を航行
している。日本企業がチャーターしていなくても日本の積荷を載せている船舶を含めると年間約９，２００
隻でなんと全体の船舶の４６％が日本に関係した船舶なのである。これらの内、２００８年だけでも１１１
隻(内日本関係５隻)が海賊の被害を受けている。いま現在も日本関係船舶が外国の艦艇によって護られてい
ることを考えれば、わが国として相応の行動をしなければならないのは当然である。
海上警備行動を国際社会の中で行うとなると、国際的に当然行われている実態と国内法としての自衛隊法
の間のグレーゾーンの幅が大きいことから、現地指揮官の裁量に委ねられる部分が多い。したがって、今回
のような後追いの法整備ではなく常日頃からしっかりとした法律を整備しておくことが重要なのである。
わが国は石化エネルギーの約９７％、食糧の約６０％、その他の鉱物資源など、年間約８億トンの資源を
海外からの輸入に依存し、それに高度な付加価値をつけて約１億トンの製品とし、再度これを全世界の国々
に輸出して生き活かされている。これは世界全体の海運量の約１５％であり、中東地域からインド洋、マラ
ッカ海峡から南沙群島、バシー海峡から琉球列島東方海域に沿ったシーレーンを生命線としており、このシー
レーンが自由かつ安全に航行できることが、わが国が生存する前提となっている。
このシーレーンを一国の海軍で護ることは不可能で国際社会の相互理解と協力・協働が不可欠なのである。
そのシーレーンを１６８カ国が加盟している国際海事機関(IMO)の決議にもとづいて各国の海軍（欧州連合の
艦隊、米英有志連合の艦隊、単独派遣国の艦隊など出入りはあるが約２０カ国）が協働して護っている中で、
わが国から派遣された二隻の護衛艦だけが、日本人の生命と財産しか護れないというのでは話にならない。
集団的自衛権は「保有」しているが、その「行使」は憲法に抵触するとの懸念があると、わが国の解釈でそ
の理由を説明しても、国際社会では通用しない。まさか護衛艦の船腹に「No, We can not」と大書する訳に
もいかないだろう。現場が迷わないよう、明確な行動基準を示した法律を整備して海上自衛隊を派遣するこ
とが、真の「文民統制」なのである。（了）
志方
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俊之

特別講演・経歴紹介

志方

俊之 （しかた としゆき）

元陸上自衛官陸将・北部方面総監
１９３６年生まれ。１９５８年防衛大学（２期）卒、京都大学工学博士、米国陸軍工兵学校・幹部上級課程
留学、米陸軍戦略大学・国際研究員、在米日本大使館防衛駐在官、陸上幕僚監部 人事部長、第二師団長、防
衛大学校 幹事（副校長)、北部方面総監などを歴任。９２年退官後、帝京大学法学部教授、内閣府中央防災
会議専門委員、東京都参与（災害対策担当)を併任。安全保障・危機管理分野のアナリストとして活躍中。著
書に「現代の軍事学入門」
（ＰＨＰ研究所）
、
「最新極東有事」
（ＰＨＰ研究所）
、
「フセイン殲滅後の戦争」(小
学館)、
「無防備列島」(海竜社)、
「日本はこのままでは生き残れないあまりに脆弱な国防の実態」（ＰＨＰ研
究所）などがある。
叙勲歴: 2007 年 瑞宝中綬章受賞。
※参考 瑞宝章（ずいほうしょう、Orders of the Sacred Treasure）は、1888 年（明治 21 年）に制定された日本の勲
章。国家または公共に対し功労があり、公務等に長年従事し、成績を挙げた者を授与対象とする。制定当初は男性のみの
勲章であったが、1919 年（大正 8 年）から女性にも授与されるようになった。瑞宝章は、上から 6 級に分けられている。
章のデザインは、宝鏡を中心に大小の連珠を配し、四条ないし八条の光線を付する。宝鏡は伊勢神宮の神宝を模したもの
といわれている。

青山 繁晴 「全国から、志をもって集まるみなさんへ」
株式会社 独立総合研究所 代表取締役社長・兼・首席研究員

わたしたちの魂に触れる桜花が、まもなく開こうとする季節に、岐阜は長良川のほとりでみなさんと直に
お目にかかれることを、こころから光栄に、うれしく思っています。
そもそも、この祖国では、あろうことか「国益」という言葉を使うことすら良しとされない時代が長く続
いてきました。ただの一度、戦争に負けたというだけで、もはや国益すらまともに考えてはらならぬという
刷り込み、思い込みのもとに日本国民が生きてきた時代がようやくに、いくらかは退き、ここにこうして、
発起人や主催者やボランティアの市民の無償の尊い努力によって、はっきりと正面から国益を掲げた講演会
を開くことが実現します。
このこと自体、わたしたちのただ一つの祖国が、国民国家として目覚めはじめていることを意味します。
わたしは、信念として、社交辞令やお世辞のたぐいは申しません。この「国益を考える講演会」が開かれ、
そこに全国から、この国の唯一の主人公である、ふつうの国民が集うことは、日本の新しい希望のひとつで
す。
わたしは、菅沼光弘さん、志方俊之さん、そして田母神俊雄さんという大いなる諸先輩の末席として、つ
たないお話しをさせていただきます。
当日は、時間もたいへんに限られていますから、講演ではお話しすることのできない、わたしと独研（独
立総合研究所）のスタンスについて、少しだけ、あらかじめここでお話ししておきたいと思います。
独研には、宣伝の必要がありませんから、それではありません。みなさんに集まっていただき、お一人お
一人の、かけがえのない人生の時間をお借りして、わたしのまずい話を聴いていただくということをするに
は、あらかじめ、わたしのよって立つところ、立ち位置をお話ししておきたく思います。
独研は、わたしの個人事務所などではなく、株式会社組織のシンクタンクです。しかし株式会社であるの
は、利益のためではなく、自律のためです。
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かつて経済産業省の局長さんに「青山さん、それは困るんだよ。法によれば、株式会社は利益のためにある。
独研が利益のためには存在していないというのならば、ＮＰＯなどに変わってください」と言われました。
独研は、国家に税をおさめて国家財政に貧者の一灯といえども貢献したいから、ＮＰＯにはなりません。
しかし、この局長さんの言う通り、法にはその定めがあります。わたしの胸のなかに、いささかの迷いが生
じました。
そのとき、たまたまテロ対策で政府機関と、連携すべきを連携する仕事のために高知県警本部へ出張しま
した。県警本部長（当時）との協議が終わると、珍しく、飛行機の出発時間まで余裕がありました。そこで
何気なく、隣の高知城を散策しようとすると、城内で、土佐藩の生んだ幕末の志士をめぐる展示会が開かれ
ていました。わたしは幕末を「二千年国家の青春」と考えていて、それなりに幕末史に親しんできましたか
ら、そう目新しい展示があるわけではありませんでした。
しかし、ある展示の前で、足が止まったのです。
坂本龍馬の創立した亀山社中、その展示でした。亀山社中は、日本で初めての民間会社と呼ぶべき存在で
すが、その目指すものは日本の維新であり、列強に対峙して国益と国民を護る近代国家へと祖国を脱皮させ
ることでありました。
なぜ龍馬は民間会社として、この倒幕組織を創ったのか。それは、自分の食い扶持は自分で稼いで、どこ
の殿様にもお世話にならずに自律して考え、活動するためでした。
わたしは、その展示によって、これをあらためて確認し、心の内で膝を打つ思いでした。独研も、まさし
く、いかなる組織や団体からも独立し、いかなる補助金の類も受けず、完全なる公平・客観の立場から、企
業、社会、祖国、世界に寄与する調査研究を行うといく理念に基づいて、日々、わたしたちなりに精勤して
います。
わたしは、僭越なことを申してほんとうに恐縮ながら、
「独研は、現代の亀山社中だ」と胸の奥で、ちいさ
く叫びました。
まさか、おのれを龍馬になぞらえるつもりはありません。そんな傲慢は致しません。
しかし、独研に集まっている若い仲間、当時はまだ数人でしたが、この２００９年の春には総勢２１人と
なっている社員たちは、まさしく現代の亀山社中の志士たちではないかと、考えています。
これまで日本には、旧財閥、銀行、あるいは証券会社などをバックにしたり、公金から補助を受けたりす
るシンクタンクが存在してきました。
わたしは、もともとは共同通信の記者であり、２０年のあいだ、事件記者からスタートして、経済記者、
そして政治記者を務め、記者の仕事を天命と考えていました。
しかし日本が初めて体験した国際テロ事件であったペルー日本大使公邸人質事件に遭遇し、みずから記者
であることを辞める決心をしました。そのとき４５歳でありましたが「以降、余生なり」と、こころに定め
て、たまたま縁の生まれた三菱総合研究所に移り、国家の総合戦略を立案する初めての研究員として勤め始
めました。
そして４年あまりを過ごすうちに『三菱グループという旧財閥をバックにした三菱総研のようなシンクタ
ンクも必要だが、この国にはそろそろ、まったくヒモの付いていない民間の知恵、すなわち完全な自立型、
ほんとうの意味の独立系シンクタンクが必要だ』と、実務を通じて痛感するようになりました。
そこで２００２年、平成１４年の春、三菱総研で出逢った仲間と、たった４人で独研を有限会社として創
建しました。
独立総合研究所という命名は「いかなるヒモも付いていません」という意味であり、
「日本国の本物の独立
を目指す」という意味が、いわば隠し味（意味）であり、さらには「国家の独立のためには個人個人の自律
と独立がある」という意味を込めています。
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そして、いまは２１人の株式会社となりました。
実際の仕事は、提言などにとどまることなく、たとえば日本の貴重な自主エネルギー源である原子力発電
所をテロリズムからリアルに護るためには、何人の武装警察官や、どんな防衛上の銃器が必要であり、電力
事業者とはどんな具体的な連携、どんな施設整備や共同訓練などが不可欠であるかといった実務を遂行して
います。（これは研究本部・社会科学部の仕事の一例です）
あるいは日本を資源大国に一変させる海底の自前の資源、メタンハイドレートについて東京大学の良心派
の清廉な学者と連携し、たとえば海底に探査機を降ろして実地調査し、国際学会でオープンに発表しつつ、
政府に、既得権益から脱皮したフェアな取り組みを求めています。
（これは研究本部・自然科学部の仕事の一
例です）
さらには、日本の教育に寺子屋を復活させる取り組みも開始しています。
（これは教育本部準備室の仕事の
一例です）
すなわち、いずれも、あくまでも実務に携わっています。
したがって、わたしの立場も、評論家ではなく、ましてやＴＶのコメンテーターでもなく、あくまで実務
家であり、そのスタンスで「国益を考える講演会」でもお話しをさせていただきます。
余談ながら、
「おまえの顔を、テレビ番組で見たことがある」というかたも中にはいらっしゃるかも知れま
せんが、それは、わたしの世を忍ぶ仮の姿であります。
本音を申せば、日本のテレビに顔を出す、政治家、評論家、コメンテーターのかたがたのなかに、
『よくも
まぁ、ご自分が現場も踏まず、当事者に聴きもしていない事どもについて、ペラペラと話せるなぁ』と思わ
ざるを得ないひとも、番組でたまたま同席するなかには、いらっしゃることがないではありません。
もちろん信頼できるかたも少数ながら、確実にいらっしゃいます。
ただ、わたしの生きざまとしては、現場をみずから踏まず、当事者に聴きもしていないことをペラペラと
喋る立場におのれを置くぐらいなら、テレビに顔を出すことはありません。
名声も要らぬ、地位も要らぬ、ましてや利権は要らぬ、そして、命も要らぬ。他のかたに、これを求める
ことは決してありません。独研の社員であっても、これは求めません。
独研の社員については、利権は論外、地位もあまり求めてほしくない、しかし命は大切に、大切にしてほ
しい。若い彼らには、名声を求めることもあってよい。
しかし、わたし自身は、このおのれは、名声も要らぬ、地位も要らぬ、ましてや利権は要らぬ、そして、
命も要らぬことに徹して、わたしが魂の内がわで一緒に生きている幕末の草奔の志士たち、そして硫黄島で
戦った二万一千人の日本国民、沖縄の「白梅の塔」に眠る学徒看護隊と教員、将兵とともに、わがいのちが
天命のままに果てるまでの短いあいだ、生きたいと思います。
その、ささやかな立場に立って、講演会と懇親会で、みなさんにお目にかかる光栄に浴します。
みなさん、どうぞお気をつけて、おいでください。
青山 繁晴 拝

特別講演・経歴紹介

青山 繁晴 （あおやま しげはる)
株式会社独立総合研究所 代表取締役社長・兼・首席研究員
昭和２７年神戸市生まれ。慶大文学部中退、早大政経学部卒。共同通信社で事件記者や経済記者を務めたあ
と、政治部へ。首相官邸や自民党、防衛庁（当時）
、外務省を担当し、新防衛大綱、安保再定義の日米共同宣
言などをいずれもスクープ。ペルー事件でリマに特派された後、依願退社、三菱総合研究所の研究員に迎え
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られ、安全保障・外交から金融・経済までを包括する国家戦略の立案に携わる。２００２年春、三菱総研時
代の「仲間」と共に、日本で初めての独立系、すなわち旧財閥や銀行、証券会社などのヒモ付きでないシン
クタンクとして独立総合研究所を創立、代表取締役・兼・首席研究員に就任。経産相の諮問機関「総合資源
エネルギー調査会」の専門委員、内閣総理大臣の任命による原子力委員会・専門委員（原子力防護専門部会
所属）
、海上保安庁の公式政策アドバイザーに就任。また近畿大学経済学部総合経済政策学科（国際関係論）
客員教授。講演や執筆活動のほか、TV タックルや報道２００１などの番組に出演している。また、作家とし
ても小説『平成』（文藝春秋）を上梓、デビューしている。近著は『日中の興亡』(PHP 研究所)。

田母神 俊雄 「参加者へのメッセージ」
前航空幕僚長

外国では当たり前のことですが、自国は自国民によって守る。それが現在の日本では確立されていません。
自国を防衛するという基本的な体制、つまり、軍備を整えることや自衛隊の存在を憲法で認めることが即、
「自衛隊は侵略のための軍隊になる」とした誤認は、間違った歴史認識から生まれたものであると思います。
戦後の東京裁判にて「日本は極悪非道の侵略国家である」といった戦勝国（連合国）の主張がそのまま間
違った歴史認識として現在も根付いていると思います。戦争に負けた国は永遠に戦勝国のいいなりにならな
ければいけないのでしょうか。歴史は常に勝者が都合の良いように解釈されるものなのです。当時のアジア
情勢で独立国家とは、旧ソ連以外、わが国しかなかった事実を忘れてはなりません。日本は侵略国家などで
はありません。
冷戦後、戦勝国にとって都合の悪い戦前の資料（史実）が続々と公開されている昨今、今こそ正しい歴史
認識に向い合わなければなりません。間違った歴史認識が国民としての誇りまでも失い、やがては文化や伝
統までも崩壊させることになり得ると危惧しています。自国に誇りをもたず、国を発展させ、また国を守る
士気は何処から生まれてくるというのでしょうか。
国はそれぞれ独自の文化と伝統があります。たとえば日本の文化の一つともいえる終身雇用や年功序列が
全て悪いものなのでしょうか。長い歴史の中で数えきれない民族や国が消えていきました。日本は独自の文
化と伝統を守り続けて発展した国であることを忘れてはならないと思います。
全国各地での講演会では、みなさまから心強い勇気を頂いており感謝しております。国益を考える講演会
に於いても、みなさまとお会いできることを楽しみにしております。
田母神 俊雄

特別ゲスト・経歴紹介

田母神 俊雄 （たもがみ としお）
前航空幕僚長
1948 年 7 月生まれ（６０歳）福島県郡山市出身。防衛大卒業後、航空自衛隊に入隊。若い時分は地対空ミサ
イルの運用幹部として約１０年の部隊勤務を経験。この間アメリカ合衆国におけるナイキミサイルの実射訓
練にも数回参加。その後、統合幕僚学校長、航空総隊司令官などを歴任。2007 年航空幕僚長に就任。2008 年
（平成 20 年） 10 月 31 日 民間の懸賞論文へ応募した作品が日本の過去の侵略行為を正当化する内容で、
政府見解と対立するものであったことが問題視され幕僚長を更迭・航空幕僚監部付となる。同年 11 月 3 日
空将となったことで一般の将と同様の 60 歳定年制が適用、同日付をもって定年退職となる。同年 11 月 11 日
参議院防衛委員会に参考人招致されたが、論文内容を否定するつもりはないことを改めて強調した。2009 年
2 月に株式会社田母神事務所を設立、代表取締役に就任。同年 3 月渡米講演の他、全国各地での講演と執筆
活動に従事。著者は 2008 年 12 月「自らの身は顧みず」
（ワック）
、
「日本は「侵略国家」ではない！」渡部昇
一共著（海竜社）、2009 年 2 月「田母神塾 これが誇りある日本の教科書だ」（双葉社）など。

11

参加者代表からのメッセージ

伊藤純子 「田母神談話」の堅持を！
（群馬県伊勢崎市議会議員）
国益を考える講演会の開催、おめでとうございます。

それにしても、田母神氏の人気は衰えることを知りません。原稿、講演依頼が殺到し、田母神氏は多忙を極めている
とうかがっております。「田母神論文」が発表されたあと、「歪んだ考え」に「ぞっと」し、「驚き、呆れ…心胆が寒くなる」
などと、的確なデータも示さず、ただ感情語を連ねただけに留まった朝日新聞の社説をご記憶の方も多いと思われま
すが、そんな朝日の'感情誘導'作戦を余所に、田母神氏の講演を「ぜひ聞きたい！」と、全国から'渇望の声'が寄せ
られています。

「日本がルーズベルトの仕掛けた'罠'にはまった」－ この田母神論文の一文は単なる推論ではなく、田母神氏の既
得されている歴史的知識はもとより、すでに一般公開されている機密文書や諸国の情報機関資料などといった史料
から導き出された判断であり、結論であります。このように史料に基づく立証こそ、田母神論文をより顕著に、そして信
憑性の度合いをより深めるもの、と思われます。田母神論文は近・現代史の専門家をうならせるほど手落ちのないもの、
と私は信じて止みません。

来日している中国人や、'赤化'した日本人の口から「日本は中国を侵略した」などの発言を耳にすることがあります。
おそらく「満州を侵略した」とでも言いたいのでしょうけれど、日本は満州国独立のお手伝いをしただけ。現在の満州
は、中華人民共和国が領有しており、歴史的な観点から見ても、満州を併合したのは明らかに中国です。そんな中国
から「侵略国家」などと呼ばれる筋合いはございません。

このような無理無体な言いがかりに立ち向かってくださったのが、国士・田母神俊雄氏であります。当地・岐阜で開催
される講演会情報をキャッチ、さらには触発され、来る 6 月 7 日、私の郷里・群馬の地において「国益を考える講演会」
を開催する運びとなりました。もちろん講師に田母神氏をお招きして、日本で横行する自虐史観の誤りを正していただ
きたい、そう切望しております。

どこの国でも、国の発展に寄与した偉人や記録は数多く存在しています。英雄は後世に名を残し、その功績は伝承
されます。しかしながら、これまでの日本の歴史教育、特に近現代史などは「光」ではなく、「陰」の部分ばかりが強調さ
れ、日本はいまだに偏った自虐史観にとらわれているのが実情であります。

戦勝国から奪われた歴史観、国家観を取り戻さなければなりません。そのためには「田母神談話」を堅持し、日本人
が潜在的に持っている「保守思想」をなんとしても呼び覚まさなければならないと考えます。

一身を顧みず、国家のことを憂慮する田母神氏とともに、立ち上がりましょう！
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《プロフィール》
伊藤純子（いとう・じゅんこ）昭和 43 年 12 月 1 日生まれ。豪州国立メルボルン大学政治学、イスラム史学科を卒業。中
国南京師範大学に留学。在学中、ヴィクトリア州議事堂立法部の研修生として従事。以後、政治に目覚める。
職歴は、上毛新聞高崎支社報道部リポーターを経て、平成 15 年 4 月、伊勢崎市議会議員に初当選。現在 2 期目。
活動テーマは「防犯」「国際化対策」「議会体質の改善」など。

【講演情報】

大講演会
田母神 俊雄

前航空幕僚長

平成 21 年 6 月 7 日（日曜日）

<会場>

開場 18:00～閉会 21:00

伊勢崎市文化会館 大ホール

入場料:1000 円（チケット制・要申込）

〒372-0014 群馬県伊勢崎市昭和町 3918

主催 国益を考える講演会 群馬事務局
代表 伊藤純子（伊勢崎市議会議員）

<参加申込・問合わせ>
HP: http://junks1.iza.ne.jp/blog
Mail: junks.deltoro@nifty.com
FAX: 0270-22-4005
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独研

株式会社 独立総合研究所

JAPAN'S INDEPENDENT INSTITUTE Co.,Ltd

国益を考える講演会
レジュメ
２００９／３／２２

株式会社 独立総合研究所（独研）代表取締役社長・兼・首席研究員

青山 繁晴
電子メール【独研用】 dokken@dokken.co.jp
※独研の電話番号がお入り用のかたは、上記電子メールにて
(1) 所属あるいは、お立場
(2) 電話番号が必要な理由
を恐縮ながらお知らせいただき、お問い合わせください

電 子 メ ー ル 【 私用】 shiaoyama@dokken.co.jp
ホ ー ム ペ ー ジ 【 独 研 】 http://www.dokken.co.jp/
ホームページ【個人】 h t t p : / / s h i a o y a m a . c o m
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(演題)

日本の眠れる希望が、目覚める
【はじめに／原則について】

▼わたしが不肖ながら社長を務める独研（独立総合研究所）は、旧財閥、証券会社、銀行などのバックを一
切、持たず、補助金などのいかなる支援も受けず、純粋に独立して調査・研究を行うシンクタンクです。
「日本で初めての独立系シンクタンク」として、国際社会で認知されています。
その立場で、政府機関、自治体、企業などに対し、国民保護、危機管理、広報体制の改革、海洋資源開発、
海洋環境改善などをテーマに調査・研究をこちらから能動的に提案し、提案の意義が理解されれば公正な公
開入札などを経てフェアな委託を受け、調査・研究を行い、それを通じて社会、祖国、世界のために、ささ
やかながら寄与しています。
わたしの講演も、こうした独立と自律の理念に立脚して、おこないます。
すなわち国内を語るときは、一切の利害関係から自由に、かつ左でも右でもなくまっすぐ真ん中から語り、
国際社会を語るときは、日本だけの視点からではなく国際社会の公正なルールの視点から語ります。
▼わたしの講演には、明確なスタイルがあります。
それは、①講師と受講者のかたが質疑応答し、双方向で行う ②臨機応変の内容構成で行う―という原則です。
したがって受講者のかたは、講師から質問を受ける心づもりでいてください。受講者も、講師に何を質問
するかを考えながら講演を聴いてください。
講演のこうした性格上、このレジュメの記述は最小限にとどめ、また主として『問いかけ』で構成されています。
その問いかけへの答えはレジュメの中にではなく、講演の中にあります。
▼講演を通じて表れてくる答えを、できればご自分なりにメモすることによって、レジュメを完成させてく
ださい。
このレジュメはむしろ講演の後に、受講者のかたが「自分はどれだけ講演のエッセンスを汲みとったか」
を確認するためのものです。
僭越ながら、こうした作業は、受講者のかたに『自ら考える姿勢』を促すはずです。
▼わたしの講演・講義には、「推測」や「憶測」はありません。
わたしが直接、当事者と会って得た第一次情報、あるいは自ら現場を回って得た情報をもとに、分析と予
測を行って、受講者にお伝えします。
ただ、諸国の政府、あるいは日本政府に対する一定の守秘義務をまもりつつのお話となります。
▼以下のレジュメに盛り込まれた内容は、１回の講演会ではとても話しきれません。ではなぜ、それにも関
わらず、こうしたレジュメをお配りするのか。
その答えは、講演の冒頭でいつも必ず申します。それをお聞きください。

「ポスト・アメリカ」の時代到来を知り、備える
（１） 金融危機と、それに続く世界同時不況は、アメリカ優位の世界の危機である。
では、それは日本にとっても危機であるだけなのか。
日本の「眠れる希望」が目を覚ます好機が、含まれてはいないか。
（２） 金融危機の始まる 1 か月と 1 週間前に、ロシアがグルジアに侵攻したのはなぜか。
そのグルジア侵攻が北京オリンピックの開会式と重なったのは偶然か。
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（３）

グルジア侵攻は、「新冷戦」の始まりか。そのような生易しいものではないとしたら、何の始まりか。

（４） ロシアの最終目標は、何か。
（５） エネルギーをめぐる新しい戦略ゾーン（カフカス地方、黒海沿岸、カスピ海東方）で、アメリカ、
ロシア、中国の思惑と行動はどう交錯しているか。
（６） ロシアの対日戦略はどうなるか。
（７）

そうしたなか、資源の観点から、日本はアメリカ、カナダ、ロシア、中国、韓国、インド、ブラ
ジルなどからどう見られているか。

（８） アメリカは大統領選挙でほんとうは国民に何を問うたか。
（９） 初の黒人大統領の登場で、アメリカはどう変貌するか。
（１０） ドルはどうなるか。暴落はあるか。あるとしたら、どんな時か。
（１１） アメリカの軍事力はどうなるか。絶対優位を維持するか、すでにないか。
（１２） 中国人民解放軍の最大戦力とは何か。それも含めて、世界の安全保障環境はどう変わるか。
（１３） 「ポスト・アメリカ世界」において日本の安全保障は根こそぎ変わる。どう変わるか。
（１４） 日本の新世代の安全保障政策と、経済・金融・為替をめぐる政策の転換はどう関わるか。
（１５） そうした新時代の日本の政治としてふさわしいあり方は、ほんとうに二大政党制か。

次々に起きる目前の動きを、自立した視点で、あらためて捉え直す
（１）

ＴＶをはじめとする日本のマスメディアに支配的な影響力を持つジャーナリストらは、小沢一郎
事務所などが強制捜査を受けた西松建設事件について「小沢側はキレイなのに麻生政権の陰謀で
事件になった」と主張している。この言説は正しいか。

（２）

「小沢政権ができるのを阻むかもしれない、この国策捜査をみると、日本も、中国や北朝鮮のこ
とを言えないと思う」と発言する人があり、民主党の鳩山由紀夫幹事長らは日本の民主主義の危
機だという趣旨を繰り返し強調している。だが、共産党独裁の中国や、個人独裁の北朝鮮と、わ
たしたちが造りあげてきたオリジナルな民主主義、すなわち天皇制と清冽に両立する民主主義と
を、同列にすることは、日本国と日本国民を不当に貶めるという、この国が残念ながら敗戦後に
長く繰り返してきたことに直結していないか。

（３）

２００８年９月１５日にリーマンブラザースが破綻して金融危機が起きる、その半年前の同年３
月に、ドルのかつてない下落局面が、すでに現れた。それはなぜか。何を物語っていたか。

（４）

「もしもアメリカ経済がリセッションに陥っても中国をはじめとする新興国経済の活況があるか
ら大丈夫」という一部エコノミストの言説は正しいか。

（５） なぜ原油は１バレル１４０ドル以上をつけ、その後３０ドル台まで急落したか。
（６）

日銀はなぜ、０６年１２月、０７年１月と利上げできなかったか。０７年２月にようやく利上げ
し、そのあと再び身動きがとれず、０８年１０月に逆に利下げしたことは、どんな意味を持つか。
総裁人事の迷走は、国会のねじれだけが理由か。

（７） 毒ギョウザと毒インゲンをめぐる日中の水面下の動きから見えるのは何か。
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（８） 中国が、反日を強調する外交路線から、あたかも親日を強調するかのような
『微笑外交』に転じた変化を、どう戦略的に受け止めるか。
（９） 北京五輪をめぐるチベット民衆蜂起、ウイグル独立運動をどう受け止めるか。
（１０） 長野事件とは何か。
（１１）

参院選の与党大敗から安倍退陣、福田政権への交代、大連立の模索、民主党の動揺、福田改造内
閣の発足と崩壊、麻生政権の誕生、そして衆院総選挙、政界再編へと流れ込んでいく一連の激流
は、日本とアジアの運命をどう変えるか。

（１２） 日米防衛疑獄の摘発のほんとうの背景は何か。捜査の真の狙いは何か。
（１３） 北朝鮮が核武装した今、日本は核武装を論議すべきか、論議もすべきではないか。
（１４） 拉致問題は、いかにすれば解決するか。解決の手段はあるか。
（１５） イラク戦争、アフガン戦争は最終的にどこへ行くのか。
（１６） イラク戦争後の中東は、どのような地域に変貌するか。イラン戦争はあるか。
（１７） 始まったばかりの２１世紀は既に世紀最大の危機を内包している。それは何か。どこの国から始まるか。
（１８） 日本、中国、インド、オーストラリア、アメリカの関係は実は激変のなかにある。
そのほんとうの姿を読み解く。

日本国民が６０年以上、忘れ去っていた領土を、あらためて見つめる
（１） その場所が、わたしたちに静かに訴え続けてきたものは何か。
（２） わたしたちは、その場所から出発して、どんな希望を見いだすのか。
（３） この忘れられていた領土をめぐって、政府は２００９年初頭に、まったく新しい決定をなした。
それは何か。今後どう動くか。わたしたち国民にとっての課題は何か。

じっくり議論を深めていくテーマ
【エネルギーを考える】
Ａ．原油価格の高騰は、たまたま一時的に起きた問題か、構造的な問題か。
（１） 元財務大臣の証言から知るアメリカの衝撃的な戦略とは何か。
（２） 原油生産地としてのイラクの実像はどうか。
（３） アメリカはオイルだけに頼る社会と国家か。
Ｂ．日本はほんとうに資源小国か。
（１） 中国、韓国の反日暴動は、エネルギー問題と関係があるのか。
（２） 第四の埋蔵資源とは何か。
Ｃ．エネルギー新世界における危機管理とは何か。
（１） 中国のカントリー・リスクの実像はどうか。
（２） エネルギー問題の側面からみた北朝鮮問題、六カ国協議とは何か。
（３） 日本の自主エネルギー源としての原子力発電は、どう防護されているか。
（４） テロリズムが世界を震撼させていることと、エネルギー問題は関係があるか。
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【日本経済はどこへ行く】
（１） 日本経済のデフレ不況からの「出口」は正しいか。
（２） 円、ドル、ユーロ、そして元はどうなる。
（３） バブルの再来はあるか。

【いま、アジアを問う】
Ａ．朝鮮半島はどこへ行くか。
（１） 北朝鮮の核実験をめぐる真実とは何か。日本、アジア、世界をどう変えるか。第２次朝鮮戦争、
そして第５次中東戦争の危機を呼ぶか。
（２） 北朝鮮の脅威の実像は何か。２００６年７月５日の弾道ミサイル連射、同年１０月９日の核実験
だけが脅威か。それとも他にも重大な脅威があり、それを合わせてこそ真の脅威なのか。
（３） 北朝鮮による拉致・誘拐テロ事件の解決とは何か。まだ何人の日本人が北朝鮮に誘拐されているのか。
（４） およそ何人の北朝鮮工作員が日本にいるのか。
（５） 日朝国交正常化はいま、必要か。
（６） 韓国の盧武鉉・前政権はなぜ、北朝鮮に「太陽政策」を採ったのか。
（７） 韓国の李明博・新政権は何をするか。
（８） 竹島の領有権を、日本の視点ではなく国際社会の視点で見るとどうなるか。
（９） 朝鮮半島は統一されるのか。もしも統一されるのなら、どんな姿の国家になるのか。統一を歓迎
するものは誰か、歓迎しないものは誰か。日本は、どう備えるか。
Ｂ．中国はどこへ行くか。
（１） 中国の人口は「一人っ子政策」で穏やかな伸びに抑えられているのか。
（２） 一国二制度や、社会主義市場経済は、うまく機能しているのか。
（３） 中国の反日暴動とは何だったのか。
（４） 中国共産党の最大の戦略目標とは何か。
Ｃ．日中関係の真実の姿を考える。
（１） 中国は沖縄を「日本領である」と思っているか。
（２） 尖閣諸島の領有権を、日本の視点ではなく国際社会の視点で見るとどうなるか。
（３） 中国と日本国外務省の推奨する「東アジア共同体構想」は、素晴らしい構想なのか。
（４） 中国は日本経済の救世主か。
（５） いわゆる「歴史問題」の、ほんとうの解決とは何か。
（６） 日本の「親中派」の実像はどうか。
Ｄ．アジアはどこへ行くか。
（１） アジアに冷戦後の新秩序が生まれるためには、なにが必要なのか。
（２） ヨーロッパは、冷戦後の新秩序をどうやって造ってきたか。
（３） アジアを含め、この２１世紀初頭の世界は、ほんとうはどんな時代なのか。
Ｅ．現代アジアの愛国心を問う。
（１） 例えば―
２００２年夏、小泉純一郎首相が靖国参拝をめぐって決断を迫られていたとき、元運輸相が首相
官邸を訪れた。 首相と会談したあと、元運輸相は記者団に「首相に進言したのは公式参拝か私的
参拝か」と聞かれて、
「どうして、そんなことにこだわる。それでも日本人か」と言った。この発
言をどう見るか。
（２） 中韓で叫ばれる「愛国心」と、例えば先ごろ亡くなったローマ教皇、ヨハネ・パウロⅡ世がかね
がね「わたしは愛国者だ」と語っていたことと、何がどう違うのか。
（３） 安全保障とは、日本の何を守るのか。
例えば―
２００１年の９．１１米国同時多発テロのあと、自衛隊が原発などを防護することが検討された
とき、元官房長官は「自衛隊は国民に銃を向けるのか」と発言して反対した。この発言をどう見
るか。
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【戦後６４年目の常識を、志を持ってひっくり返す】
Ａ．日本の政治を、思い込みなく考えてみる。
（１） 日本の首相は、なぜくるくると変わってきたのか。
それはほんとうに情けない、駄目な政治なのか。
そのなかで中曽根政権と小泉政権だけはなぜ、長期となったか。
（２） 小泉元首相は、実は、立つ鳥あとを濁した。しかも、その「濁り」は二つある。それは何か。
（３） 安倍元首相は、ほんとうは何をやろうとしたのか。ほんとうはなぜ辞めたのか。
（４） ペルー日本大使公邸人質事件から何を学ぶか。
Ｂ．わたしたちの国民国家の根っこを問い直す。
日本国民が『思い込んでいること』とは、たとえば何があるだろうか。
▽
江戸時代は野蛮な旧弊の時代だったのか。たとえば江戸時代の教育は、どんな人材を育てたのか。
▽
紛争はとにかく悪いことなのか。外交とは「仲良くすること」なのか。
▽
中国と日本の軍事力には、どんな差があるのか。
▽
戦後日本の安全保障政策には、長く続いてきた「最大原則」がある。それは何か。それは「国民
の生命と財産を守る」ことができる原則だろうか。
▽
軍事は、戦争の備えなのか、外交ツールなのか。
▽
日本の安全保障を考えるとき、歴史的に見て、先進国のなかで「唯一」と言うべき異常な点があ
る。それは何か。
▽
日本は、ほんとうに「平和ボケ」なのか。果たして、平和だから呆けたのか。
▽
戦後の日本は、ほんとうに「エネルギーの確保」に力を注いできたのか。
Ｃ．希望をはぐくむ
（１） 自分の視点を持つ主権者・有権者になる。そのためには、たとえば『地政学』を知ることが意味
を持つ。
（２） たとえば少年少女による凶悪な犯罪が多発していることと、安全保障の問題は関わりがあるのか、
ないのか。
（３） 国家の独立、個人の自立とはなんだろうか。

【憲法、そして日本の安全保障を問う】
Ａ．考えるヒント。
（１） 平成６年、自衛隊がアフリカ・ザイールでの難民支援に派遣されたとき、
ザイールを訪問した玉沢徳一郎防衛庁長官（当時）が、モブツ大統領（当時）から問われた思い
がけない疑問とは何か。
（２） ワシントン（日本大使館）と市ヶ谷（防衛省）にあるダブルスタンダードは何か。
Ｂ．憲法を、右からでも左からでもなく、「真ん中」から問う。
（１） まっすぐ真ん中から第９条を見ると、何が見えるか。
（２） 憲法改正論議で最大の焦点は第９条か。それとも他に隠れた最大の焦点があるのか。あるなら、
それはどこか。
（３） 憲法前文を、どう考えるか。自民党国防部会長（当時）が「北朝鮮の現実を見ると、前文がリア
ルではないと分かる」と非公式に発言したことがある。この問題意識は正しいか。
Ｃ．日本の安全保障の実像を問う。
（１） 自衛隊について、世界の普遍的常識や、国際社会の合意事項からして、もっとも不可思議な点はどこか。
（２） 自衛隊は、軍隊なのか、軍隊ではないのか。
（３） 警察は、世界の基準と同じなのか。
（４） 日本の安全保障政策は、実質的に外務省による「片肺飛行」に近い形でやってきたと言わざるを
得ない。それは、なぜ起きたのか。
（５） 防衛庁が「防衛省」に昇格したことの真の意味は何か。
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【日本の危機の実像を考える】
Ａ．日本でテロは起きるか。
（１） 「テロが起きる可能性があるのは基本的には東京だろう。地方、とくに人口の少ないところはあ
まり関係がないだろう」という考えは正しいか。
（２） 日本で重大テロが起きたときには、誰が対処するのか。
（３） アルカーイダ系イスラム原理主義組織の「警告」は本物か。
（４） 陸上自衛隊がイラクから撤退し、イスラム原理主義のテロの脅威は遠のいたか。
Ｂ．平成１６年９月から施行されている「国民保護法」は日本を変えるか。
（１） 国民保護法制とは何か。この法制は何が新しいのか。
（２） 地域住民・自治体と警察、消防、自衛隊との新しい関係とは何か。
（３） 警報は鳴るか。

【いま日米関係を考える】
（１） 日本はアメリカと対等の同盟関係を創れるのか、将来も創れないのか。
（２） 米軍の世界再編とは、ほんとうは何か。それは日本をどう変えるか。

【欧州はどこへ向かっているか】
（１）
（２）
（３）
（４）

フランスのアジア戦略とは何か。
イギリスの対日観とは何か。
ドイツの戦後史とは何か。
欧州連合（ＥＵ）とユーロはなぜ生まれたか。どこへ向かうか。

JAPAN’S INDEPENDENT INSTITUTE
青山繁晴プロフィール

昭和

２７年
４６年
４９年
５４年

７月
３月
２月
３月

５４年 ４月
６月
５６年 ６月
５８年 ６月
５９年 ４月
６２年 ４月

平成

６年１０月
７年１２月
８年１２月
９年１２月

作成と文責

独立総合研究所・総務部秘書室

神戸市に生まれる。
淳心学院高等学校卒業。
慶應義塾大学文学部中退。
早稲田大学政治経済学部卒業。
社団法人・共同通信社入社。
共同通信徳島支局に赴任。
共同通信京都支局に赴任。
共同通信京都支局・京都府警キャップ。
共同通信大阪支社経済部に配属。
証券、繊維、貿易、化学、エネルギー、財界、金融を順次、担当。
共同通信東京本社政治部に配属。
首相官邸・総理府、自民党、民社党・社民連、法務省、労働省・連合、防衛庁を順次、
担当。
防衛庁から上級／中級研修の講師を委嘱され、現在に至る。
共同通信・外務省サブキャップ。
共同通信ペルー特派員。
共同通信を依願退社。

１０年 １月 株式会社・三菱総合研究所入社。
政策・経済研究センターの専門研究員となる。
１２月 三菱総研「関西ネオ・セミナー」講師を兼ねる。
１２年 ４月 小説第１作「夜想交叉路」で第９０回文學界新人賞候補。
５月 兵庫県加西市の「市総合計画特別審議員」を委嘱される。
６月 関西テレビ放送（ＦＮＮ系列）の選挙解説者を委嘱され、現在に至る。
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１３年１０月
１２月
１４年 ３月
４月

対談集「日本の防衛戦略～テロ対策機密情報」を飛鳥新社より刊行。
東京大学教養学部で臨時講義を開始（安全保障論）
。
小説第２作「平成」が「文學界」（文藝春秋発行）に掲載される。
有限会社・独立総合研究所（現在は株式会社 独立総合研究所）を
創立、代表取締役社長・兼・首席研究員に就任。
５月 経済産業大臣の諮問機関「総合資源エネルギー調査会」の専門委員
（エネルギー安全保障担当）に任命される。
８月 小説「平成」が単行本化され、文藝春秋社から刊行。
１５年 １月 消防庁の「首都広域防災拠点」検討委員を委嘱される。
３月 ノンフィクションの単行本、
「世界政府アメリカの『嘘』と『正義』
」
を飛鳥新社より刊行。
７月 文藝春秋社の論壇誌「諸君！」
（２００３年８月号）に
署名論文「日本核武装を否認する」が掲載。
１０月 内閣・総務省消防庁・鳥取県共催の「第１回国民保護フォーラム」
（鳥取県）で特別講演などを行う。
★以後、自治体と政府などが各都道府県で開く「国民保護フォーラム」で順次、講演、現在に至る。
１６年４月 ▽衆議院特別委員会で「有事法制」、「緊急事態対処基本法」について自由民主党推薦
の参考人として意見陳述、各党の質問を受ける。
▽読売新聞社の「ヨミウリ・ウィークリー」でコラムの連載を開始。
５月 ▽経済産業大臣の諮問機関「総合資源エネルギー調査会」の専門委員
（エネルギー安全保障担当）に再任される。
▽有限会社・独立総合研究所（独立総研／独研）が株式会社に昇格。
引き続き、代表取締役・兼・首席研究員となり、現在に至る。
６月 ノンフィクションの単行本「日本国民が決断する日」
（扶桑社）刊行。
９月 宮崎日日新聞のコラム「論風」に連載を開始。
１１月 母校の淳心学院中・高等学校「創立５０周年式典」で記念講演。
１２月 ＰＨＰの論壇誌「ＶＯＩＣＥ」でコラムの連載を開始。
１７年 ６月 経済産業大臣の諮問機関「総合資源エネルギー調査会」の専門委員
（エネルギー安全保障担当）に、みたび任命される。
１０月 タウンミーティング・イン・東京（テーマ：国民保護）で、麻生総務相、
村田防災担当相（いずれも当時）と共に、国民からの質問に答える。
１１月 福井で開かれた史上初の国民保護実動訓練（政府、福井県など共催）
に、内閣による公募で選ばれた評価機関として独立総合研究所が
参加、その代表者を務める。
１８年 １月 ▽陸上自衛隊幹部学校・高級幹部課程で講義を開始。
▽カタールの首都ドーハで開かれた「中東戦略会議」
（アメリカ政府、カタール政府の
共催）に高村正彦・元外相、久間章生・現防衛庁長官らと共にカタール政府から公
式招待され参加。
４月 アメリカ大統領補佐官、イギリス首相補佐官（いずれも現職）らが
出席する「テロ対策国際戦略会議」（米国ワシントンＤＣ近郊）に
日本人として初めて公式招待され、パネラーとして討議に参加。
７月 経済産業大臣の諮問機関「総合資源エネルギー調査会」の専門委員
（エネルギー安全保障担当）に、よたび任命され、現在に至る。
１２月 内閣総理大臣の任命により原子力委員会・専門委員
（原子力防護専門部会所属）に就任、現在に至る。
１９年 １月 海上保安庁の公式政策アドバイザーに任命される。
４月 近畿大学経済学部総合経済政策学科の客員教授に就任、現在に至る。
２０年 ６月 ノンフィクションの単行本「日中の興亡」をＰＨＰより刊行。
２１年 １月 海上保安庁の公式政策アドバイザーに再任され、現在に至る。
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現職
①株式会社・独立総合研究所（独立総研／独研）代表取締役社長・兼・首席研究員
②近畿大学経済学部総合経済政策学科の客員教授（国際関係論）
③内閣総理大臣の任命による原子力委員会・専門委員（原子力防護専門部会所属）
④経産相の諮問機関「総合資源エネルギー調査会」専門委員（エネルギー安全保障担当）
⑤海上保安庁の公式政策アドバイザー
⑥国家戦略アナリスト
⑦作家

現・委嘱
①防衛省の上級幹部研修／中級幹部研修・講師
②消防大学校の「国民保護コース」、
「予防課」
、「警防課」講師
③関西テレビ放送（ＦＮＮ系列）のニュース（政治、経済・金融、外交・安全保障、社会・文化）解説者

研究者としての専門分野
Ⅰ

【安全保障・危機管理】
①国家安全保障・防衛政策
②国民保護・住民保護
③エネルギー安全保障
④国家危機管理・テロリズム対策
⑤自治体危機管理
⑥企業危機管理

Ⅱ

【外交】
⑦外交政策
⑧国際関係論・各国論（アメリカ、南米諸国、英国、欧州諸国、中国、韓国、北朝鮮）

Ⅲ

【政治】
⑨政局・政治過程論・政策決定論
⑩選挙

Ⅳ

【戦略】
⑪上記から金融・経済までを包含した総合政策、すなわち『国家戦略』の立案

主な発信
【会員制レポート】
▽東京コンフィデンシャル・レポート（ＴＣＲ） 月に４～５回、配信
※ 独立総合研究所の総務部（０３－５５０１－３３２２ dokken@dokken.co.jp）
で申し込みを受付。法人会員／特別個人会員／準個人会員の３種。
【テレビ】
▼随時出演
▽テレビ朝日系列
▽フジテレビ系列
▼レギュラー出演
▽関西テレビ系列
【ラジオ】
▼レギュラー出演
▽ＲＫＢ毎日放送

「ＴＶタックル」、
「サンデー・プロジェクト」
「朝まで生テレビ」
、「スーパー・モーニング」「サンデー・スクランブル」など
「新報道２００１」など
「スーパーニュース・アンカー」（持ちコーナー：青山のニュースＤＥズバリ！）

「スタミナラジオ」（ニュースの見方）
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【新聞】
▼コラム連載

宮崎日日新聞（第２面）『論風』（04 年 6 月～05 年 11 月）

【月刊誌】
▼コラム連載
▼コラム連載

「ＶＯＩＣＥ」誌の『時代の先を読む』（04 年 12 月～05 年 11 月）
「フィナンシャル・ジャパン」誌の『超経済外交のススメ』

【週刊誌】
▼コラム連載

「読売ウィークリー」
『政々流転』
（04 年 4 月～06 年 3 月）

【講演】
▼安全保障（政府、自治体の共催による「国民保護フォーラム」での講演を含む）、外交、戦略論、危機管理
から政治／政局、経済／金融（経営トップセミナーでの講演、パネル・ディスカッションを含む）まで、全
国で実施。
※

独立総合研究所の総務部（０３－５５０１－３３２２
で申し込みを受付。

【講義】
▽客員教授
▽講師
▽講師
▽講師
▽随時講義

dokken@dokken.co.jp）

近畿大学経済学部総合経済政策学科（国際関係論）
防衛省「上級幹部／中級幹部研修」
、「国家公務員Ⅰ種、Ⅱ種初任研修」
総務省「国家公務員Ⅰ種初任研修」
消防大学校「国民保護コース」「予防課」「警防課」
東大教養学部、海上自衛隊幹部学校、陸上自衛隊幹部学校など

主な著書
▽２００１年１０月
▽２００２年 ８月
▽２００３年 ３月
▽２００４年 ６月

「日本の防衛戦略～テロ対策機密情報～」
（飛鳥新社）
「平成」
（文藝春秋社）
「世界政府アメリカの『嘘』と『正義』
」（飛鳥新社）
「日本国民が決断する日」（扶桑社）

★最新刊
２００８年 ６月

「日中の興亡」
（ＰＨＰ研究所）

★近日刊
「王道の日本、覇道の中国、火道の米国」（ＰＨＰ研究所）
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国益を考える講演会・開催主旨について。
特定の団体(政党・企業)などの宣伝活動及び営利目的としない。スポンサーなどの資金協力は受けない。どなたで
も気楽に参加できる勉強会としてのボランティア開催を目指したものです。
私利私欲を満たすことに生きがいを求めることが普通で、平気で人を騙すことや絵に描いた餅が好きな方が少なく
ない世の中ですから、開催主旨を誤解されることは数えきれないほど御座いました。特定の勢力確立のためやビジネ
スチャンスを広げるためではありません。わが日本の国力がさらに衰退すれば、私利私欲どころの話ではないことを絵
に描いた餅のように想像して欲しい思いもございました。外国では常に国益が「ものさし」の基準となって議論され、自
然に国益のための行動が実行される・・・「国益」を考える機会を小さなことからでもいいから広めて欲しいという願いが
ございました。
国益を考える講演会はふつうの市民の団結による開催、その主旨を全国に広めるために昨年から開催準備を頑張
っては、眉唾と揶揄され、幾つもの障害を乗り越えては、何かと主旨を誤解され、何とか頑張って、踏ん張って、踏ん
張って、この岐阜で開催することになりました。
限られた予算の中での開催準備は、地方開催なのに全国区で宣伝する必要があるのか？派手な宣伝はお金の無
駄ではないか？疑問視される意見が少なくありませんでした。各媒体（雑誌・新聞・Web）の協力を得た宣伝に力を入
れたことは、どんなに素晴らしい講演会でも開催情報を知らなければ、主催関係以外の市民は参加する術すら無い
からです。
参加無料に踏みきった理由は、「だれでも気楽に参加してほしい」ことの一点でした。言論活動と称しながら何かに
つけて資金を募る目的を第一と考えている方や、講演は付き合いで参加するもので、つまらないから居眠り当たり前と
思っておられる方も少なくない現状を疑問視していました。現場も知らず想像や小さな世界観の自己満足型論評とは
異なり、最も国益に関わる第一線での実務を積重ねて、決して語られることの無い機密をご承知の各先生の体験事実
を知ってほしい、一人でも多くの市民に「真実を知ってほしい」願いに他意はありません。
能書きを申すのは誰でも簡単なことですが、国のために出来ることから何かしなければいけない思いは誰にでもあ
るのではないでしょうか。何事もお金がかかることは仕方が無いことかもしれません。しかし何もリスクを負わずに何か
を成しえようとは甘い考えだと思います。一人々が協力することでリスクも小さくて済むのではないでしょうか。自分は
関係ないから、面倒だから、時間がないから、お金がかかるから、誰かがやるだろう、みんなが自分のことばかり考えて
何事も人任せでは、家族が崩壊することと同じように、いずれ国も滅んでしまうのではないでしょうか。日本は私たちの
最も愛する私たちの国なのではないでしょうか。
長良川国際会議場 1689 席のうち、1100 名以上が主催関係者と何の関わりも無い一般公募のみなさま（過半数以
上が岐阜県外からの参加）が参加可能に至った経緯には、開催主旨を理解していただいて自ら参加を辞退して頂い
た市民が沢山おられたことも事実です。
参加受付の際、みなさまのご要望に応じることが出来ないことが多々ございましたこと、ご迷惑をおかけ致しましたこ
と、お詫び申し上げます。 講演会終了後、国益を考える講演会事務局（岐阜）は解散しますが、全国のボランティア
スタッフは全国各地での言論活動を個々に支援していく所存です。
さざれ石のようにふつうの市民一人々が力を合わせて欲しい。誰でも気楽に参加できる講演会（勉強会）が日本全
国で増えて欲しいと願っております。九州から北海道に至るまで、そして遥々海外からご参加いただきましたみなさま
と、開催実現に向けてご協力頂きましたみなさまへ感謝の気持ちで一杯です。 ありがとうございました。

国益を考える講演会・全国のボランティアスタッフ一同
HP: http://kokueki.cool-biz.net
E-MAIL: kokueki2009@yahoo.co.jp

24

御礼
全国各地と岐阜の参加市民のみなさまをはじめ、愛知の若宮会講塾のみなさまから、ボランティアとしての協力を
個人的に申し出て頂きました。当日は準備に協力いただきましたこと厚く御礼申し上げます。

国益を考える講演会事務局一同

国益を考える講演会・発起人（順不同）
代表 森 勇 （元岐阜県議会議長）
山田忠雄

浅野庄一

中山文夫

野倉和郎

石神 真

河合隆夫

林

脇田 豊

部田 拡

山本正一

後藤孝博

田中良以

辻井喜久子

岩屋千昭

塚上清史

片岡哲弥

細川嘉彦

岸野洋二

高間敏宏

伏見 勇

渡辺勝敏

岩田正紀

渡辺聖治

森田重治

馬渕和子

井上克彦

五十川秀雄

荒川勝彦

大沢義則

鷲見一郎

則之
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日本文化チャンネル桜「二千人委員会」「友の会」入会申込書
「チャンネル桜二千人委員会」とは？
◆ 形式としては、「広告主」としてチャンネル桜を支える委員会（会費：毎月１万円/口）です。
◆ 委員特典：チャンネル桜のネット放送 So-TV の無料ご視聴、チャンネル桜「友の会」特典
◆ 将来は、代表・水島総が所有するチャンネル桜の持ち株を委員会に譲ることを考えております。
その他にも、様々な支援方法がございます！
◆「友の会」一般会員 … 毎月 2,000 円
・初回特典 オリジナルストラップ
・特典（年２回発送） 桜通信（DVD 又はビデオ）
◆桜サポーター（「友の会」準会員）…金額、期間問わず

◆インターネット動画配信 So-TV…毎月 3,150 円
日本文化チャンネル桜の最新作から過去の番組
まで、いつでも何度でもご覧になれます。
http://www.so-tv.jp/

お申込日 ： 平成
お名前

[
（
ご住所
（〒

－

]

携帯電話番号
（

）

月

日

電話番号

フリガナ

FAX 番号

年

（

）

昼間のご連絡先
（

）

）

）

Ｅメールアドレス

区分

□ 個人

□ 法人

法人の場合 ご担当者名 ：

入会予定月 ： 平成

年

月より １ヶ年

※自動更新の要否につきましては、更新時期に事務局より確認させていただきます。

会員区分と会費口数、ご入金方法をお選びください。
□ 二千人委員会委員 （毎月 1 万円） 口数 [
] 口
□ 「友の会」一般会員から二千人委員会へ移行 口数 [
□ 「友の会」一般会員を二千人委員会と同時継続 口数 [
□ 「友の会」一般会員 （毎月 2 千円） 口数 [
] 口
ご入金方法は？ □ 年一括
□ 毎月
□ 桜サポーター（「友の会」準会員） ※金額や期間を問いません

] 口
] 口

二千人委員会委員の方のみご記入ください
・ＣＭでのお名前の表記 可否
□ 可
□ 否
・「可」の場合の表記形式
□ ご本名 □ ご本名以外
ご本名以外のご希望の表記（フリガナ）は？

[

二千人委員会委員の方のみご記入ください
・So-TV にユーザ登録済みですか？
□ ご登録及びご購入済み
・ご登録済みの場合 ： ご登録のＥメールアドレス（ユーザＩＤ）は？ [

]

□ ご登録のみ

□ 登録していない
]

注１） So-TV を無料でご視聴いただくには、システム上、クレジットカードにて仮のご購入手続きが必要となります。詳細は事務局までお問い合わせください。
注２）新規に So-TV にユーザご登録いただいた場合は、ご登録・ご購入手続き後、必ず事務局までご一報ください。無料ご視聴の手続きを執らせていただきます。

二千人委員会委員、「友の会」一般会員の方は、下記①、②の特典につき、それぞれご希望をお選びください。
① （年２回発送） □ 桜通信ＤＶＤ
□ 桜通信ビデオ
□ 不要
② （初回特典）
□ オリジナルストラップ
□ 不要
注１）ご記入のない場合は、事務局にて判断の上、送付させていただきます。

注２）初回特典を既に受領されている方は、桜通信のみとなります。

お支払い方法（ご入金口座又はクレジット決済）をお選びください。

※毎月の自動引落（自動送金）につきましては、事務局へお問い合わせください。

ご入金予定口座

三菱東京 UFJ 銀行 渋谷明治通支店（普通）３８６２１６２
郵便貯金口座 ぱるる １０１５０－２８５２１６５１
郵便振替口座 ００１９０－６－２９７８０１

口座名

口座名 株式会社 日本文化チャンネル桜

口座名 株式会社 日本文化チャンネル桜
株式会社 日本文化チャンネル桜

イーバンク銀行 マーチ支店 【支店番号】 ２１１ （普通預金）７０１７３５７
クレジットカード決済 （インターネット PayPal のみ対応）
チャンネル桜をお知りになったきっかけは？：

口座名

株式会社 日本文化チャンネル桜

※ チャンネル桜サイト http://www.ch-sakura.jp よりご利用ください。

ご年代は？[任意]：

代

「日本文化チャンネル桜二千人委員会」事務局 （月～土 10:00-18:30）
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-1-16 若草ビル 1F TEL 03-6419-3900 FAX 03-3407-2263 MAIL info@ch-sakura.jp
メモ
会員 No.
受付
本部
ＤＢ
御礼・特典
Filing
事務局
使用欄
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