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安倍「壊憲」はゆるさない 
 

 

 
 

「道徳教育で子どもたちの未来は？」 

平井
ひらい

 美津子
み つ こ

さん 
大阪府公立中学校教員 

子どもと教科書大阪ネット 21 事務局長 

 

「戦争のリアルと安倍政権のウソ」 

西 谷
にしたに

 文 和
ふみかず

さん 
フリージャーナリスト。主にイラク、アフガニスタン、シリア、スーダンな

どを取材。テレビ朝日系列「報道ステーション」、朝日放送「キャスト」、

読売テレビ「ｔｅｎ」など多数出演 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
南スーダンに派遣された自衛隊 

 
明日に向かってのびのび育て 

１０月２５日 午後６時３０分より、「第４２回メディアを考えるつどい」を行ないました。 

会場は神戸市勤労会館大ホール。夜間にもかかわらず１００人以上の参加がありました。 
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羽柴弁護士のあいさつ 

「自衛隊」明記の「加憲」は、後戻りできない地点への一歩 

国民投票で勝ち抜く力を 
意見広告に８,４４４名に 

今回の選挙、大変厳しい結果になりました。解散の

直後のどたばたで、こういう結果になることは予想が

できたが、私たちは選挙の結果に一喜一憂してはいら

れません。私どもは「憲法 9 条 3 項に自衛隊を書くこ

とは絶対許さない」と、意見公告のお願いをして、8444

名の賛同を得ました。全面広告を11月3日に出します。

安倍首相は、「2020 年にこだわらずに改憲する」と言っ

ていますが、あれはうそです。彼はうそつきですから、

間違いなく今度の通常国会では憲法審査会の議論を急

いだうえで、予定どおり憲法 9 条 1 項、2 項をそのま

まにしておいて、3 項に自衛隊を明記するという企て

をやってくるだろう。私たちはそのことを止めなけれ

ばいけない。 

法律の「後法優位」原則で９条２項は無効に 

9 条 1 項、2 項の交戦権の否認に 3 項を加えると、

「後法優位」という法律の原則によって、前文は効力

を失い、後にできた法律が重要になるからです。安倍

政権が、憲法解釈を変更してまでもやった「安保関連

法制」で、日本はアメリカと一緒に戦争をする国になっ

た。自衛隊が 3 項につけ加えられると、自衛隊は戦闘

に参加することになる。その次は軍法会議が必ず出て

くる。それから国政レベルで、すべての関連法規が変

わっていくだろう。私たち国民は、秘密保護法もあり

完全に目隠しを

されています。

そういう中で、

ことが進んでい

くと、「戦争を

許さない」とい

う 9 条の価値観

の転換につな

がっていく。自

衛隊明記の加憲

は、後戻りできない地点に向けた一歩です。衆議員選

挙の結果で、比例の得票総数をみれば、得票総数 5575

万票のうちで、自公は 3519 万。それ以外のところは大

体1000万、立憲民主党と合わせて1600万ぐらいです。

こういう中で、私たちは国民投票が出てきたら絶対勝

ち抜かなきゃいけない。私たちの力は 3000 万署名の中

で試されます。ぜひ今日の話をきっかけにして、改憲

が発議されても勝ち抜くという方針で一緒に頑張って

いきたいと思います。 

平井美津子さんのお話  道徳教育で子どもたちの未来は？（文責は事務局） 

 
皆さん、こんばんは。私は大阪の府立中学校の教師で、

中学 1 年生の担任をしています。私は中学校の社会科の

教師をしながら、立命館大学で社会科歴史科授業研究と

して、これから社会科の教師をめざす学生たちの演習科

目を担当しています。また、「子どもと教科書大阪ネッ

ト 21」の事務局長もやっております。 

道徳教育・小学校は来年・中学校は再来年から 

道徳が教科になり、これからどうなっていくのか。安

倍さんはどうして道徳を教科にしたいのか、についてお

話しさせていただきます。今日、私は中学校で道徳の授

業をしてきましたが、まだ中学校も小学校も道徳は教科

になっていません。小

学校で道徳が教科に

なるのは来年の 4月か

ら、中学校は再来年の

4 月からなります。今

年3月に小学校の教科

書検定結果が出ました。

今年の 8月いっぱいで

全国の各小学校でど

 
羽柴修弁護士 

兵庫県弁護士９条の会事務局長 

 
平井美津子さん 
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の教科書を使うかが決まりました。来年 4 月 1 日から小

学生にそれが渡されます。中学校は 1 年遅れです。今、

中学校では教科書はありません。中学生たちは『私たち

の道徳』という文部科学省が作った副読本を教科書代わ

りで使っていますが、これは教科書ではありません。 

道徳教科書副読本—４つの項目 

この中身は、子どもたちに、国が身につけさせたい項

目が満遍なく載っています。主として自分にかかわるこ

と、他の人にかかわること 自然や崇高なものにかかわ

ること、社会や集団にかかわることという４つの項目が

あって、特に社会や集団にかかわること項目がとてもた

くさんあります。社会や集団にかかわることとは、個と

しての人間というよりも、家族、クラス・クラブ・学校、

社会、国という集団の中であなたたち

はどういう役割を果たすんですか、と

いうことがたくさん書かれています。 

授業に悩む教師たち 

私たちはそういう中で日々道徳の授業

をやらなければならない。特に若い先

生方は、毎週何をしようかと頭を抱え

ながらやっています。しかし、この『私たちの道徳』と

いう副読本には、教師用の指導資料がついています。そ

れと首っ引きで週1回の道徳の授業を作っているんです。 

道徳が教科になると 

今日の授業のテーマは「友達」で、こんなお話でした。 

ある日、仲のいい中学生の女の子同士がちょっとしたこ

とで、絶交状態になってしまいます。その時、もう一人

の友達が声をかけてくれて、何とか仲直りしました。あ

る日、その友達がスズランの鉢植えを持ってきてくれま

した。仲直りの印だったのです。ところが、帰る時、雨

が降ってきました。鉢植えをもらった子は、「家に帰っ

ておわびの電話を入れよう」と、教室に置いて帰りまし

た。電話をかけようと思っていたときに友達がやって来

て「はい、忘れてたよね」と言って渡されるんです。女

の子はすごく恥ずかしい気持ちで、真っ赤になってしま

います。渡しに来た子は、「じゃあね」と言って帰って

行った、そういうお話です。 

そのお話を読んで、子どもたちと意見を出し合いました。 

「この鉢植えを届けた女の子はどんな気持ちだったのか

な」「もらったとき私はどうして真っ赤になったのかな」、

最後に「私の立場になって、この鉢植えを届けてくれた

女の子にお手紙を書きましょう」という段になりました。

「これ、仲直りをしようと思って持って来たのと違うか

な」、「鉢植えを学校に置いていった女の子はどうだっ

たのかな」と言ったら、たくさんの子が、「多分、自分

もそうすると思う。持って帰られへんもん」と。「でも、

持って帰らないことが、くれた子にとってはどうだった

んやろ、何か残念だったから、その子は持って来たん違

うかな」と言ったら、ある男の子が何て言ったか、「で

も、先生、持って行くって何かいやらしくないか」。「ど

うしていやらしいと思うの」。「だって、白々しいやん」

と言ったら、女の子が、「そうやな、これ持って来られ

たら、私も何かうれしいような、雨に

ぬれてまで、持ってきてもらわんでも

よかったのにな、何かちょっと痛いな

あ」と、そんなことを言っていました。

ある子がこう言ったんです。「先生、

これ成績つけますよね」。 

平井 「いや、いつかはつくよ。再来

年から道徳が教科になったときに成績はつくんやろな。

今は？つけへん」、「つけへん、（今は）言いたいこと

言えるなあ」と言ったんです。会場 （笑） 

子どもらが反道徳的になる心配 

平井 私はそれを聞いて、子どもらは道徳教育によって、

反道徳的な人間になるのではないかと思いました。教科

になるということはそういうことです。第一次安倍政権

のとき、道徳を教科化したいと「教育基本法」を変えま

した。「教育基本法」に「国を愛する気持ち」を入れた

のです。第二次安倍政権では、変えた教育基本法を教育

の中で現実のものとすることが、道徳の教科化だったの

です。安倍さんは教育勅語にはいいことが書いてある、

今の子どもたちにも必要な中身があるんだと言いました。 

教育勅語とは 
戦前、「教育勅語」は修身という教科の中で必ず覚えさ

せられ、書かれている徳目をしっかりと身につけるよう

教えられました。教育勅語の中身は、親孝行とか、夫婦

仲よくとか、友達を大切にとか、慎み深く行動しとか、

しっかり勉強しょう、ということが書かれています。１

理科の時間 どうなるのかな？ 
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つずつ分解すれば、今に当てはまることもあると思いま

すが、これ１つずつ分解したらダメなのです。教育勅語

は総体で考えなければいけないのです。この徳目のいち

ばん最後に「ひとたび国家に緊急事態が起これば、勇気

を持って国や天皇のために命を投げ出す、そういう子ど

もになりなさい」、と書いてあります。すべてはここに

集約されます。教育勅語は、明治の大日本帝国憲法がで

きた翌年に作られて、12 の徳目を子どもたちに教え込む

ことを、教育の基本とされてきたのです。 

教育勅語と似ている道徳教育 
平井 教育勅語にある徳目と今の道徳教育の徳目は、言

葉こそ違いますが、よく似ています。安倍政権は、「教

育勅語を使うことは今も可能だ」と閣議決定しました。

しかし、教育勅語自体は戦後、衆議院と参議院において

「無効」と宣言されたものです。日本国憲法、教育基本

法においても否定されています。だから、安倍政権の閣

議決定自体が、日本国憲法や教育基本法に違反している

と思います。男性 A そうだ。 

子どもたちは知っている 
平井 教育勅語が作られた時代に安倍さんは逆戻りさせ

たいのだろうと思いますが、今の子どもたち、そんなア

ホじゃありません。 

私、2 週間ほど前に緑色のカーディガンを着ていったんで

す。子どもたち何て言ったか、「先生、小池さん好きな

ん？」。会場 （笑） 

平井 「ええ？何でや」。「だって、小池さん、緑のタ

ヌキやろ」。小池さんが「緑のタヌキ」ということがわ

かっているんです。私はそれ以来、選挙が終わるまで緑

の服は封印しました。この間、中間テストがありました。

私は、中間テストのときに必ず時事問題を出します。そ

の中で、今回の衆議院の解散について問題を出しました。

答えは 8 割がた合っていました。それから「枝野さんが

作った党は何ですか」という問いには「立憲民主党」、

これも 8 割方合っていました。「立憲改進党」と書いて

いる子もいたんですけど、「立憲改進党と書いているだ

け偉いな」っていったんですよ。「今の与党は何ていう

党ですか」と三択にしたんでが、ほとんどの子は「自民

党」と書いていましたけど、数名、「国難党」っていう。 

会場 （笑） 

平井 そういうのに丸をつけていた子もいて（笑）、な

かなか子どもらも新聞読んでいるな、と思ったんです。 

憲法が変えられる不安も 
平井   テストが終わったあとに、ある子が言ってき

ました。「先生、自民党がまたすごい勝ったやん。新聞

見たら 3 分の 2 て書いてあった。3 分の 2 って何なん」。

「ほう、ええこと聞くな、3 分の 2 というのは、衆議院や

参議院で 3 分の 2 の数があれば憲法を変えることを発議

できるのよ。そういう 3 分の 2 を自民党や公明党が取っ

ているということなのよ。発議して、それを国民投票で

決めるの」「先生、憲法ってどう変わるの」「どう変わ

るかはわからんけど、憲法ってどう思う」って言ったら、

「憲法は大切なことが書いてある。」子どもたちは小学

校 6 年生の公民の授業で「日本国憲法」を勉強している

んです。だから、日本国憲法の三原則は知っています。

「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、どこが変わ

るんかな」、「どこが変わったらええと思う？」と言っ

たら、子どもたちは「どこも変わったらあかん」と言い

ます。「変わったら、また戦争になると違う？。僕らの

意見とか聞いてくれへん国になるかもしれへん」「そう

やな、だから、選挙が終わったから終わりとちがうねん

で」。「確かに選挙で私たちの代表者を決めたけど、そ

の人たちはこれからどういうふうに国を変えていこうと

しているのかを、私らは見なあかんで」。「でも、先生、

僕らまだ 13歳やから選挙権ないねん」。「何を言うてる

の、あと 5 年たったらあるやん」。「いや、あと 5 年たっ

たら、もしかしたら憲法変わってるかもしれん」と、子

どもらはびびってるんです。 

選挙や請願権は社会に関わること… 

道徳教育に生かせるテーマ 
「いや、選挙権ないけど、請願権はあるからね、私たち

が声を上げていくことや、国会議員がどんなふうに世の

中変えていこうとしているかを考えていくことが大切や
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ね」「その授業を道徳でやろうか」と言ったんです。道

徳というのは、自分や他人にかかわること、自然や崇高

なものにかかわること、社会や集団にかかわることをや

るわけですから、国のこと、地方自治のことなど、やっ

ていこうと思えばできるわけです。残念ながら、今の文

科省が作っている『私たちの道徳』には平和主義とか基

本的人権の尊重とか、国民主権はありません。ないんで

すけども（道徳の授業の）中で、私たちの国を作ってい

くのは私たちなんだ、という主権者意識を、身につけさ

せることはできると思っています。今年の小学校の教科

書で合格した中にも、「世界人権宣言を読もう・谷川俊

太郎訳」というのがあります。それから「白旗の少女」

と言って、沖縄戦のことを載せているところもあります。

というように平和教材とか社会のことを考えていく教材

というのも、出版社、教科書会社の工夫でいろいろと載っ

ているんです。そういうことを使いながら子どもたちに、

国が理想とする国民像ではなくて、市民社会の市民性を

養う教科として、「道徳」教育をやっていくことができ

ると考えています。 

道徳教育でどのように成績をつけたらいいのか、 
ただ、成績がつきます。子どもたちは一番心配してい

るのが成績です。この成績は文章表記です。中学校でい

う 1、2、3、4、5、とか、小学校での、頑張ろう、できま

した、よくできました、ではなくて。今、小学校の先生

方はどんなふうに成績をつけたらいいかと悩んでいます。

私はよく教育の話をする講演会に呼ばれますが、そのと

きに必ず言うのが、「子どもたちが、どういう学びをし

たかを客観的な視点で書いてください。決して子どもた

ちの人格や人間性を評価するような仕方ではなくて、『こ

ういう教材を使って、こういう学びをしました。』とい

うように、みんなが共通して学んだという、評価をして

もらいたい」と言っています。 

ここにはお子さんやお孫さんがこれから小学校、中学

校で道徳を学んでいくという方もいらっしゃると思いま

す。今、どこの小中学校も授業参観を「道徳」でやって

いるところが増えています。ぜひ、自分のお子さん、お

孫さんが行っている学校でどんな道徳の授業をしている

のかを見に行っていただけたらと思います。現場の教師

も悩みながらやっています。決して子どもたちの人間性

を評価してよしと思っていません。教師たちに励ましの

言葉とか、こういうふうに子どもたちを見ていってほし

い、ということをお声かけしていただけたらありがたい

と思います。 

来年から中学校の道徳の教科書が 
皆さん、ぜひ、今年出てきた小学校の教科書を見て下さ

い。図書館に行けば見ることができると思います。来年

は、4 月以降、中学校の道徳の教科書が出てきます。産経

新聞の報道では、８社が道徳の教科書を出していると。

この中にはアジア太平洋戦争を自存自衛の戦争だったと

正当化する「育鵬社」という会社が教科書を作っている

可能性があります。神戸の子どもたちに、国のロボット

になるような子どもを育てる教科書がないか、ぜひご覧

いただきたいと思います。そして、平和と民主主義、基

本的人権を守れる子どもたちを育てていく、そういう視

点で地元の小学校、中学校の先生方と連携を取りながら

考えていただきたいと思います。 

子どもたちはものごとを見抜く力を持っている 
私は、子どもたちはとっても賢いと思います。しっかり

ものごとを見据える力を持っています。でも、国の考え

るような道徳や、教科書をそのまま教えたのでは、子ど

もたちをおかしな方向に歪めていく可能性があります。

私は現職の教師として、平和な社会を作っていく子ども

になってほしい、そのために日々活動したいと思ってい

ますが、私だけでなくいろんな現場の教職員も活動をし

ています。新聞を見ると、学校の先生といえば、ともす

れば不祥事ばかり出てくるんでが、それはあくまでも珍

しいから出るのであって、日頃、小学校、中学校、高校

で頑張っている教師たちがたくさんいます。ぜひ学校現

場の教師たちを応援していただいたらうれしいと思いま

す。子どもたちの平和な未来を築くためにともに頑張っ

ていきたいと思います。会場 （拍手） 

 
 

4 月入学の 子どもと先生 
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西谷文和さんのお話   

戦争のリアルと安部政権のウソ （文責は事務局） 
南スーダンから自衛隊撤退の真相 

西谷 皆さん。こんばんは。西谷です。2 週間ほど前か

らぎっくり腰やりまして、日頃の不摂生がたたっており

ます。 

私、今年 5 月に南スーダンに行ってきました。来月も

行こうと思っていたんですけど、体調が悪いので、延期

して来年の 2月ぐらいにまた南スーダン入りをしたいと

思っています。 

まず、今年の 5 月に入りました南スーダン、この時はま

だ自衛隊がいたんです。いったい何をしていたのか、そ

れから日本政府はいかにウソをついたのかということを

見ていただきたいと思います。これは、朝日放送の夕方

５時ぐらいの『キャスト』という番組で、放送した映像

です。 

政府のウソ、真相は？ 

西谷 今、見ていただいたのが朝日放送でオンエアした

映像ですが、見ていただいたように安倍首相は「自衛隊

の任務が一定の区切りがついたから撤退した」と、言い

ましたが、区切りなんてついてません。去年の 7 月に戦

闘が起こって、自衛隊員は基地に逃げ込んで非常に恐ろ

しい目に会っていたわけです。なので、道路は完成して

ないのです。あの道路はナイル川に突き当たっていて、

ナイル川に橋も架けていたんですが、この橋も去年の 7

月で工事がストップしているので、橋もできあがってい

ないのです。安部首相は、3 月 10 日に撤退を発表しまし

た。その日は森友学園の籠池さんの記者会見の日だった

んです。「一定の区切りがついた」というのはウソであ

りまして、このまま続けると、もしかして自衛隊員が殺

されるかもしれない。そうなったら政権が飛んでしまう。

森友、加計問題もあるので、撤退

させた。これが真実だと思います。 

西谷 「駆けつけ警護」が付与さ

れるまでは「安全だ」と言い張っ

て、結局それは安全ではなかった。

情報を隠していたわけです。「モ

リ・カケ。南スーダン日報隠し」

ですよ。この政府は何と汚い政府かと思います。 

自衛隊を加憲したら、日本はどうなる 

ＰＫＯの現場・アフガンでの体験から 
今日のテーマは「自衛隊を憲法に加憲したら日本はど

うなるか」ですが、私はアフガニスタンにもイラクにも

行っております。アメリカ軍の普段のパトロールの様子

を何回か、隠し撮りで取材したことがあるんです。アフ

ガニスタンで体験したのですが、アメリカの戦車が走っ

ていますね。戦車がのろのろと行くので、私と通訳は、

国道の一本道ですから抜こうとした。そうすると、米兵

が私たちに、まず緑のレーザー光線を打つんです。ぴかっ

と緑が光るんですね。そこで通訳はやばいからここで止

まれって運転手に言うて止まったんですけど、緑のレー

ザー光線を受けてそのまま接近すると、次に、赤が来る

んですよ。赤が来てもその意味がわからんで、近づいて

いくと撃たれるんです。つまり、アメリカのルール、米

軍のルールで、「緑で注意して赤で警告した、にもかか

わらず近づいてくるお前が悪い」、とこうなるわけです

ね。なので、それを知らないイラク人、アフガニスタン

人は大量に殺されているわけですね。これがいわゆる

PKO の現場の実態です。 

アメリカ軍のやりかた 

アメリカ軍のやり方は、その国の PKO に行くとき、

アフガンでもイラクでも、その都市、都市をまるまる任

してしまうわけです。アフガニスタンで言えば、カンダ

ハールはカナダ軍。クンドゥーズはドイツ軍です。そう

いうふうにドンと任してしまう。カンダハールという激

戦地をカナダが受け取ったために、カナダ兵はものすご

く殺されたんです。そういうのも

あってトルドー首相に代わったり

したのです。つまり、次からは日

本が集団的自衛権が使えるので、

例えば日本はジャララバードを任

されたら、自衛隊はジャララバー

ドを守らなあかんわけですよ。そ

うすると、ジャララバードでパト

 
西谷文和さん 
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ロールしている自衛隊の装甲車に

近づいてくるやつに自衛隊員が緑

のレーザー打って、赤打って、次

は撃たなあかんと、こうなるわけ

ですよ。もし、これを撃たなくて、

自爆テロされて、自衛隊員が死ん

だら、撃たない兵士の責任になります。現場はそこまで

逼迫している。PKO はもうカンボジアの時代と変わっ

ているんです。カンボジアの時代は道路造っていたんで

すよ。平和だったんです。ところがもう、今やそんな悠

長なこと言うている場合違いますねん。もう今は住民保

護ですよ。住民保護のためには、例えばアル・シャバー

ブが来たら撃たなければあかんわけです。あるいはタリ

バン来たらね。そういうとこまで PKO が変質している

状態で、集団的自衛権で自衛隊が行った場合、武器を使

用せざるを得んようになるわけです。そこで自衛隊員が

もし人を殺しちゃったら、これ今の憲法は軍法会議認め

ていませんから、殺した自衛隊員は殺人罪になっちゃう

わけで、これは自衛隊員にとっても非常に不幸です。殺

される人にとっても不幸です。だから、「憲法に自衛隊

を書き込む」ということは、もう際限なくアメリカ軍と

一緒のことをやらなあかんと、こういうことなんです。 

「自衛隊を書き込む」は自衛隊員を殺すこと 

自爆テロの恐ろしさ 
もう一点言いますと、自爆テロがあるでしょ、僕、ア

フガニスタンのカブールで自爆テロを何回か見ているん

ですが、結構大きいのがきたんです、ドカーンときてね。

高級デパートが破壊されたわけです。私たちが取材に行

くでしょ、やじ馬もいっぱい来るわけです。それで自爆

テロの取材でずっとビデオカメラを回していると、真っ

先にやって来るのが民間軍事会社の兵士です。PMC と

いいますが、民間軍事会社のほうが早く来るわけです。

そして、民間軍事会社が調査を始めた 10 分ぐらいあと

にアメリカ兵が 4 人来て、それで犯人は誰だとか、何人

死んだとか、調査を始めると、これが危ないんですよ。

今の自爆テロは手が込んでいまして、1発やるでしょ、2

発目隠しとるんですわ。米兵が来たら、携帯電話でやる

んですよ。携帯電話の震える機能で爆弾置いといたらそ

こでドカーンとくるから、よりたくさんの人が殺せるよ

うになっているんです。だから、僕たちは 2発目が恐ろ

しいので引いたんですけども、も

し PKO で自衛隊が行ったら、自爆

テロの現場を自衛隊が調査するこ

とになるわけですよ。やられます

よ、ほぼ間違いなく。だから、自

衛隊を書き込むだけだと思ってい

たら大間違いです。時代はだいぶ進んでいます。今一番

恐ろしいのは、例えばイスラム国なんか、仕掛け爆弾が

一番恐ろしいです。爆弾を家に仕掛けといて、中に入っ

たら携帯電話で爆発させる、それでたくさん死んでいる

んです。だから、自衛隊が現場を踏むと、まさにそうい

う状況になります。「自衛隊を書き込むだけだ」と言っ

て、だましにかかります。だから、今は本当に正念場に

なってきたと思います。だから、対案としては、自衛隊

を「災害救助隊と国境警備隊」、いわゆる海上保安庁と

一緒だという具合にしておいて、「日本は平和でいく」

と、こういう対案を出すことです。  

なぜ南スーダンに自衛隊が派遣されたのか 

自衛隊が南スーダンになぜ行っているかというと、そ

こで石油が出るんですよ。どういう状況かと言うと、スー

ダンはアフリカ一大きい国だった。真ん中にサハラ砂漠

があり、サハラ砂漠の北側にイスラム教徒のアラブ人が

住んでいる。砂漠の南側はキリスト教徒の黒人が住んで

いる。1956 年にスー

ダンが独立したあと

は北のアラブ人が一

級市民で、南の黒人

は二級市民だという

ことで、南の黒人が

差別、弾圧されていたので、南の黒人たちが SPLA、スー

ダン人民解放軍を作って、20年以上南北で内戦していた。

2011 年に南の黒人が勝ったので、南スーダンが独立した

んです。わずか 6 年前に。ここで大事なのは北のスーダ

ンは政府軍です。南のスーダンはゲリラ軍です。政府軍

対ゲリラが戦ったらたいがい政府が勝つんです。ミャン

マーでも今のシリアでもそうです。ところがスーダンの

場合は例外的にゲリラが勝った。 

南の石油を狙ってアメリカがゲリラを援助 

なぜかというと、スーダンにものすごく中国が進出し

 
南スーダンの子ども 

（西谷氏撮影） 

 
南スーダン建設途中で放置された家々 

（西谷氏撮影） 
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ていて、スーダンの道路、水道、鉄道、ほとんど中国が

造っているから、スーダンが一つの国だとスーダンの石

油がみんな中国へ行っちゃうわけです。ところが南スー

ダンを独立させたら、南の石油はアメリカが取れるじゃ

ないですか。なので、このゲリラ兵に対してアメリカが

援助していたんです。武器もドルもね。なので、南の黒

人が勝って、その南スーダンを安定させたいために PKO

が行っていたわけですね。ところが、米兵は行っていま

せん、南スーダンには。これぜひ覚えといてください。

アメリカはイラクとアフガンで手痛い失敗をした。イラ

クとアフガンに延べ 200万人の米兵を送り込んだ。その

うちの 4 分の 1、50万人が PTSD、うつ、アルコール中

毒、ドラッグ中毒なっている。だから、もうアメリカは

兵を送り込めない。しかし、そこに石油利権がある。だ

から、安定させたい。だから、自衛隊を出せよ。つまり、

アメリカの命令に従わざるを得ない自

衛隊が行った。だって、南スーダンに

欧米は行ってない。ドイツもイギリス

もフランスも行ってない。アフガニス

タンにはNATOも行きましたからね。

「手の汚れてないおまえたちが行け」

と言われて、集団的自衛権だ、という

ことでアメリカの要求をもう断れない、

今までは憲法 9条があって「それは無理です、だからイ

ンド洋でガソリンだけ供給します」と、いうことが言え

ていたのに、そういう縛りもなくなって非常に危ない状

態になっています。 

シリアはどんな国か 

次にシリアの話をしたいと思います。シリアは今、最

もたくさんの人が殺されている国です。このシリア、歴

史的に言えばここはオスマントルコだったんですが、第

一次世界大戦でオスマン帝国が負けて、欧米が勝手に国

境を引いて分割をしてシリアという国になった。実はシ

リアとイラク、トルコの間にはクルド人というのも住ん

でいるんですが、このクルドという国を造らなかったた

めに、またものすごくもめております。さらにはイラク

から石油が出たのでもめております。そういう火種、火

薬庫の中心がイラク、シリアです。残念ながらものすご

い人が亡くなっている。私は、シリアに 4 回入りました

が、そのうちの 2 回目を見てください。 

西谷 ここはパン屋さんだったんですね。パンを求めて

これだけ人が集まっているので、飛行機から見えるわけ

ですよ。だから、空爆されるんです。シリアでは人が集

まると危ないんです。 

今の軍事行動はハイテクで 

西谷 何でこのミサイルが当たるかというと、この手の

ミサイルは宇宙の人工衛星がコントロールするので、今

や、狙った地図上のところにピンポイントで当てること

ができるんです。何でこの団地が狙われたかというと、

この団地に自由シリア軍の幹部が住んでいたわけです。

その幹部の携帯電話の番号が相手側のアサド軍にばれた

わけですね。そうすると、携帯電話の番号から位置情報

がつかめるから、ピンポイントで当ててくるわけです。

つまり今の戦争はめちゃめちゃハイテク

で、宇宙に拡大しているということです

よね。軍事でそういうものが開発された

あとで、民生にくるわけです。車が自動

運転できる、自動的にブレーキ踏む、こ

れは宇宙が見ているからですよ。軍事の

ほうが進んでいるわけで、この神戸の三

宮のここというたら、ズドンと当てます。

もう既にそこまできているということです。 

南スーダン・シリア戦争 背景にあるのは 

南スーダン、シリア、この戦争の背景にあるのは利権

です。宗教が違うから戦争が起こるなんて、そんなアホ

な話ないです。人間は宗教が違うからと言って人を殺さ

ないです。イスラム教もキリスト教も仏教もみんな平和

が大事だと教えているし、みんな仲よく暮らしましょ言

うてるのに、宗教違うから、あいつらは、とかいうて戦

争やるわけないんです。その宗教の違いをあおり立てて、

分断して支配してきたのがヨーロッパ列強です。あるい

は領土問題ね、この島がどっちのもんかわからんから、

A と B で戦争すると言うけど、そんなわけないじゃない

ですか。領土問題は戦争なんかで決めたらだめですよ。

粘り強く話し合って、決着つかなければ、この島は当面

保留にしとけばいいだけの話で、戦争する必要はないん

ですよ。つまり宗教や領土は単なる口実であって、戦争

の本当の目的を隠しているわけです。 

 
シリア（西谷氏撮影） 

一発のミサイルで 150 人が殺された 
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戦争の本当の目的はもうかるから 

では、戦争の本当の目的は何かというと、戦争はもうか

るからですよ。あの団地を丸ごとつぶして、150 人死に

ました。あれはロシアのスカッドミサイルといいますが、

恐らく 1発 4000〜5000万円です。先日トランプがシリ

アに対して 59発のトマホーク打ちました。トマホーク

ミサイルは 1発 1億円です。あれだけで 59億円の売り

上げですよ。「北朝鮮問題」「テロとの戦い」、この二

つで戦争の脅威をあおればあおるほど、メッチャメチャ

もうかるということですね。トランプになってから、ア

メリカのボーイングもロッキードも株がドーンと上がっ

ているんです。安倍さんになってから防衛費が 5兆円越

えでしょ。そういう意味では、テロとの戦いとか、北朝

鮮が危ないとか、それにだまされて軍事費が使われたり

するとえらいことになります。戦争はうそで始まる場合

が多いわけで、皆さんもご存じの方も多いと思いますが、

湾岸戦争、うそで始まっている、ちょっと見てください。 

戦争はウソで始まる 
湾岸戦争はなぜ始まったか 

西谷 これは結構、有名な話です。湾岸戦争は 1991 年

の 1 月に始まるんです。湾岸戦争の直前に、当時 15歳

の女子高校生を使って、テレビを通じてうその証言をさ

せて、全米に流したわけです。そ

うするとアメリカの国民はどう思

うか、当然怒るわけですよ。イラ

クのサダム・フセイン、この大統

領、とんでもない悪いやつやと。

イラクからクウェートを攻めて

いったうえに、ここまで本当です。

ここからがウソです。フセインは、

クウェートの病院を次々と襲わせて、病院の中の保育器

に眠る赤ちゃんを 1 人ずつ取り出して、冷たい床の上に

放置して、何と 312 人もの赤ちゃんを殺したと。この証

言を女の子は泣きながらやったわけです。それを見てア

メリカの国民は怒ります。こんなひどい大統領はおらん。

だからアメリカが先制攻撃をかけて、イラクをたたきつ

ぶしてしまえと、こういうふうに世論が戦争賛成になっ

て、湾岸戦争は始まりました。湾岸戦争が終わって 1 年

半以上してから、実はこの少女の発言は全くウソであっ

たことがばれたわけです。戦争終わったときには、劣化

ウラン弾、トマホークミサイル、戦車、軍艦、戦闘機、

いっぱい売れたあとで、イラクの石油原油の権益なんか、

欧米の石油企業が押さえたあとです。 

戦争はメディアがつくる 

私たちは、多くの場合、戦争はうそで始まる、という

ことを肝に銘じておきながら、情報操作にだまされては

いけない。ニュースをうのみにしない冷静さが必要だと

いうことでしょうね。ちなみにこの少女の発言を当時ブッ

シュ父大統領、パパのほうね。全米各地の演説会でこの

ウソを広めていったのです。それで戦争することが必要

だと国民をあおったわけですね。ブッシュ親子はそうい

う大統領だったんです。この少女のそのあとの話をしま

す。 

女の子はクゥエート大使の娘だった 

この少女の話がウソだったいうことがばれましたね。

なぜこの少女がこんなこと言ったかというと、この女の

子は当時のクウェート大使の娘だったんですよ。つまり、

1990 年 8 月、イラクのフセインはクウェートに攻めてい

きました。これは本当です、イラク軍のほうがクウェー

トよりも強いから、一気にイラク軍がクウェートを押さ

えます。クウェートという国は世界でも有数のお金持ち

の国です。クウェートの大金持ちた

ちは、フセインにやられるから国外

に逃げました。大金持ちたちは何を

考えるか、クウェートに戻りたいわ

けね。クウェートに戻りたいけど、

クウェート軍だけだったら負けるん

です。だからこのクウェート軍に米

軍が入ったら勝ちますよね。なので、

クウェート大使の娘を使って、あの

証言をさせようと。これは、アメリカ政府も絡んでいる

んです。当時はそれまで米ソ冷戦が終わったけども、次

の戦争の目的がいるから。だからクウェートの大金持ち

とアメリカの政府が、「ヒル・アンド・ノウルトン」と

いう広告代理店（日本で言えば、電通みたいなところ）

が、あの少女の演技の台本も書いて、泣く演技の指導ま

でしてやらしたわけです。それで世論が変わっていくん

です。そういう意味では、改憲の国民投票のときを、電

通は今から考えていますよ。だって金いっぱい持ってる

 
湾岸戦争の発端となった、 

テレビでウソの証言をする少女 
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もん。テレビコマーシャル、やり放題です、2 週間前ま

でできますから。公職選挙法が利きませんから。例えば

キムタクみたいなかっこええ俳優を使って、「この国を

守るんだ、彼女を守るんだ」みたいなコマーシャルをど

んどんやったら、そりゃ、はっきり言うて、こちらはお

金ありませんから、非常に厳しい戦いになると思います

よ。広告代理店はプロですから。 

ボスニア戦争もそうですよ。最近の戦争はメディアが

作るんですよ。だからそこをしっかり見ておかないと、

私たちは本当にだまされるということです。ということ

で、今、戦争はうそで始まるという話をしました。安倍

内閣とトランプの言っていることは二つです。まず一つ

目、テロとの戦いです。二つ目は北朝鮮です。この二つ

の口実で戦争状態に持っていこうとしていますね。 

「テロとの戦い」はどのようにして 

つくられたか…シャルリー･エブド事件 
西谷 テロとの戦いについて。皆さんは覚えていますか。

フランスでテロが連発しましたね。最初のテロは、2 年

前の 1 月 7 日、シャルリー・エブド事件です。漫画家た

ちが殺されたのですが、フランス政府は海外に軍を派遣

する場合、つまり戦争する場合、フランス憲法 35条の 2

で、遅くとも3日以内に国会に通知しなければならない。

こうなっています。逆に言ったら、フランスは国会に通

知するだけで戦争できるんです。ところが 35条に 3 が

あります。上記の派遣が 4カ月を超える場合、ここで初

めてフランス政府は、この期間を延長するかどうか、国

会から承認決議を取らなければならない。つまりフラン

スは 4カ月後にもう一回立ち止まって考えましょうとい

う憲法ですね。フランス軍がイスラム国を空爆したのは、

2014 年の 9 月 19 日からです。と

いうことは、これに4カ月足すと、

締め切りは 2015 年 1 月 18 です。

この 1 月 18 日までにフランスの

オランド大統領は、国会で承認決

議を通さなければ、フランス軍を

撤退させなければあかん、こうい

う状態です。さて、この時点での

オランドの支持率は史上最低の

12％から 15％でした。オランド

も人気が急落したんです。なぜかというと、戦争をした

からですよ。戦争をして湯水のように税金つかって、年

金対策と失業対策やらなかった。だからパリの市民は怒っ

て、オランドは戦争やめて、年金に金回せというデモま

でやっていたんです。つまりオランド、ピンチですね。

自分の人気は急降下、しかし締め切り 1 月 18 日は迫っ

てくる。そんなタイミングの 1 月 7 日にテロが起こった

んですよ。で、テロが解決してオランドは国民に呼びか

けるんです。政府が国民に呼びかけて、「フランスはテ

ロに屈しない、みんなでデモをしよう」。国民も 370万

人「私はシャルリ」と書いてデモしたんですよ。「私は

シャルリ」。この 370万人の集会の先頭に 40カ国の首

脳が参加しました。日本も外務省の幹部が行きました。

世界はフランスと連帯してテロと戦うんだと言ったと報

道されました。しかし、この 40カ国の首脳のデモは、

ちょっと離れたところから写真を撮るとこんなデモだっ

たんです。会場 （笑） 

戦争で儲けているのは、アメリカ、ロシアだけ

ではない 
西谷 つまり、この人たちはデモをしたふりをしていた

んですね。後ろに見えているのは国民ではなくてガード

マンだったのです。ところが接近して撮ると、あたかも

370万人の国民の先頭に立っているかのように見えるじゃ

ないですか。だって、この写真とこの写真が組み合わせ

て報道されるんだから、これが出されたあと、首脳たち

は国民に支持をされて「テロと戦うぞ」と言ったと思う

でしょう。でも、実際はこうだったんです。つまり、大

手メディアはこれしか流さなかったんです。本当の画像

はインターネットでしか流れなかった。でも、こちらが

本当なんです。そこで、フランス

の1週間を冷静に考える必要があ

ります。1 月 7 日にシャルリーエ

ブド事件が起きました。犯人は 3

人です。3 人とも 9 日に殺された

ので、事件は終わりました。その

2 日後の日曜日です、政府が呼び

かけてあのデモが起きたんですよ、

「私はシャルリ」。で、オランド

の人気は急上昇していくのです。

４０カ国の首脳がデモに本当に参加したのか？ 

 
本当はこうだった、後ろはガードマンたち 
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そして、その 2 日後の火曜日にフランス議会でイスラム

国の空爆延長決議が賛成 488、反対 1 でとおったので、

フランスは今日も空爆している。フランスの戦闘機は、

ラファールという評判の悪い戦闘機で、シャルリーエブ

ドのときまで売れてなかったんですよ。この事件から

どーっと売れていくんです。つまり戦争でもうけている

企業はアメリカ、ロシアだけではなくて、イギリス、フ

ランス、中国、ドイツ、日本に、いっぱいいるというこ

とですよ。 

集団的自衛権の本質は戦争で儲けること 

西谷 だから、「集団的自衛権」の本質は、日本も戦争

して儲けたいということでしょう、恐らく。 

漫画家たち 11 人が殺されてから駆けつけた警官が殺さ

れています。このときの動画が YouTube で残っている

のでちょっと見てみましょう。警官の銃撃シーンですね。

犯人は兄弟 2 人ですね。ライフル持っているんです。ラ

イフル強烈ですね。こ

こで、駆けつけた警官

は足を負傷してますね、

で、ここで撃ち殺した。

12番目の犠牲者だと

発表されていますが、

この銃弾がどうなって

いるかということですよね。これ当たっているか、当たっ

ていないかですね。アップでスローでもう一回見てみま

しょう。当たっていたら即死ですね。犯人近づきます、

撃ちます、当たっていたら血が出てもおかしくないんで

すが、どうも出血をしているようではないですね。最後

もう一回だけ見てみましょう。この警官が命乞いしてい

ますよね、で、犯人が近づいてきて撃ちました。微妙で

すね。当たっていないようにも見えます。私はこの事件

に非常に興味を持ったので、パリに行ってきました。こ

こは間違いなく警官の殺害された現場です。パリの人に

聞いて、聞いて、ここへ

たどり着きました。ちょっ

とこの写真を見て皆さん、

違和感を感じませんか。

ここまさに現場ですよ。

僕はすぐわかると思った

んです。なぜかというと、この警官は英雄ですよ、テロ

と戦った。ここに花でも飾ってあるだろと思たったので

す。あるいは、その警官の死を悼んで祈っている人がい

るのかなと思たんですが、祈っている人は誰もいない。

花もない。1 時間ほどいましたが、みんな無関心。この

警官が殺された 2 日後に、別の犯人がユダヤ系食品セン

ターに忍び込んで客を人質と取って 4 人殺したんです。

そこも行ってみました。ここは誰に聞かなくてもすぐわ

かりました。殺された 4 人の写真が飾ってあるし、花も

ある。追悼していますね。ここは何もないんですよ。だ

から、不思議だなと思って日本に帰ってきたんですけど

ね。間違いなくこれだけは言えます。 

なぜ終わらないのか、なぜ、誰も止めないのか 

西谷 2015 年 1 月 7 日にシャルリーエブド事件が起き

て、犯人はイスラム国だと発表されて、「こんなやつら

許さん」「イスラム国を空爆しろ」という世論になって

いきました。それから、1 月 20 日に後藤さん、湯川さん

事件が起きました。日本人 2 人が捕まって、イスラム国

が処刑した。3月9日にはチュニジアでテロが起こって、

エジプトでも起こった。イスラム国は大悪党ですけど、

普通だったら「空爆やめろ」という世論が起こるんです

よ。巻き添えでいっぱい人殺すもん。あの 2003 年のイ

ラク戦争のとき起こったでしょ。プッシュ大統領が無理

やりやったときはみんなイラク戦争反対したじゃないで

すか。ところが今回のテロとの戦いはあまりにもこれが

強烈だったので、「テロとの戦いに反対だ」という声が

起こらないまま戦争だけが続いている、拡大してるんで

すよ。考えてみればこの「テロとの戦い」というフレー

ズはめちゃめちゃ便利なんです。だって、テロリストが

1 人亡くなっても次出てくるもん。ずーっとやれるじゃ

ないですか。かつてはソ連が敵だった。でも、ソ連壊れ

たら終わりでしょ。でも、このテロとの戦いは戦争が延々

とできるんです。だから私たちはもうちょっと冷静にこ

のテロとの戦いの背後にあるものを見ていかないといけ

ませんが、次から次と起こるんですね。フランスでまた

もう一回起こったんです。同時多発テロ。130 人死にま

した。今から2年ほど前に11月13日の金曜日の夜です。

私はすぐにまたパリまで行ってきました。これはバタク

ラン劇場といいます。パリの繁華街のほぼ真ん中にあり

 
果たして銃弾は 

当たっているのか？ 

 
警官の射殺現場には 

花も追悼の碑もなかった 
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ます。この日、この劇場でアメリカのロックバンドがコ

ンサートをしていました。そこに犯人が来て、銃を乱射

して、ここだけで 90 人殺すんですよ。あらかじめここ

は狙っていたと思います。同時多発なので、別の犯人グ

ループはカンボジアレストランを襲ったんです。なんで

カンボジアが狙われたのか、不思議だったんですが、現

場へ行ってすぐわかりました。狙いやすかったんです、

三差路ですから。だから、右からも左からも撃ってすぐ

逃げることができるので、狙いやすいレストランがたま

たまカンボジア料理店だったのでしょう。同時多発なの

で、このレストランもやられました。ここだけで 19 人

殺されています。 

日本料理店も標的に 

このレストランの隣が SUSHI MAKI というお寿司屋さ

んでした。何とこの SUSHI MAKI に 5、6発銃弾が入り

ました。いったいこれはどういうことか。流れ弾なのか、

いや、僕は流れ弾じゃないと

思います。日本もまたアメリ

カと同じように安倍さんがテ

ロリスト許さない、テロとの

戦いだ、集団的自衛権でやっ

つけるぞと、何回も何回も国

連とかで演説するじゃないで

すか。あれを犯人は見ているわけですよ。だから、日本

もアメリカと同程度の敵になったということで、日本料

理店が狙われた。 

中東の人は日本人大好きだった 

ちなみに、10 年前まで日本だけは狙われませんでした。

中東の人は日本が大好きなんです。僕、アフガニスタン

に行ったとき最初に入ったのは、同時多発テロの「9.11」

のあと、2001 年の 10 月です。僕はアフガンに入るとき

に CNN とか、BBC の記者と一緒に入るんですよ。入国

審査のとき、僕がちょっと遅れを取って、アメリカやド

イツの記者の後ろに並んだんです。そしたら入国審査官

が遠くの方から僕を見つけて「おまえ日本人か」と聞く

んですよ。「はい、そうです」言うたら、「そんならお

前からやる」言うて、審査を僕からやるんです。「何で

やねん」って聞いたら、「俺は日本人が大好きやから」

と。僕をすぐ通してくれたあとパンとコーヒーまで出て

くるんですよ。会場 （笑） 

西谷 「何でそんな好きやねん」言うたら、「憎きロシ

アに日露戦争で勝ってくれたから」という答えですけど

ね。つまり、今までは日本だけが狙われなかったんです。

中華料理屋とイタリアンレストランと寿司屋があったら、

中華料理とイタリア料理点は狙われたとしてもお寿司屋

さんだけは避けて通ってくれていたわけですよ。アラブ

やアフリカの今までの世論は。 

安部政権になって 日本もテロの標的 

それが安倍内閣になってコロッと逆転して、日本料理店

が狙われる事態になっている、こういうことですね。こ

の同時多発テロの犯人はすべてベルギー生まれ、ベルギー

育ちです。わざわざパリへ来てテロしたんです。だから、

ベルギーまで行ってきました。これはベルギーの下町の

居酒屋、パブですよ。これはベルギービールの看板だっ

た。つまり犯人たちは居酒屋を経営していたんです。こ

の 2階で相談していたんです

ね。これは一体どういうこと

でしょうか。犯人たちはすべ

てイスラム原理主義者だとい

われています。皆さんご存じ

ですか、イスラム原理主義者

は酒なんて絶対に飲みません。

ましてや、人に酒を出すような商売なんかするはずがな

いんです。でも、彼らはこれをしていたということはど

ういうことか、この人たちはイスラム原理主義者でも何

でもなかったということです。 

テロは格差社会が生む 

犯人は、格差に悩むアラブ系の移民で、この貧困社会に

対して怒りを持っていた人たちだったと思います。これ

はベルギーの刑務所です。犯人たちはこの刑務所で知り

合いました。ベルギーの若者の失業率は 50％、2 人に 1

人が仕事ないんですよ。なので、犯罪が多いです。特に

貧しいアラブ地域の移民の子に犯罪が多いわけですね。

だから刑務所へ入れられるわけですよ。この刑務所で知

り合う。出てきてテロを起こすんですね。この刑務所の

中にイスラム原理主義者がいて、洗脳されたと報道され

ていますけどね。ということはどういうことですか。ベ

ルギー警察もフランス警察も犯人の顔写真、犯人の指紋、

 
陸上自衛隊 
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犯人の携帯電話、メールアドレス、みんな知っています。

同時多発だから、決行するまでにものすごく連絡取り合っ

てますよね。何で事前に止められなかったのか。 

これはパリの郊外のアパートです。このアパートにこの

事件のリーダー、アバウドという 28歳の若者が一人で

隠れていた。人質を取らずに。それを発見したパリの警

察がこのアパートを 100 人以上で取り囲んだ。そして、

合図とともに一斉に突入してアバウドの体に 5000発の

銃弾を浴びせて殺した。人間一人の体に 5000発入った

らもう散り散りです。私はこのアパートを取材して確信

しました。殺さんでいいのに殺したなと。つまり、相手

は一人で、こっちは 100 人ですよ。そしたら、このアバ

ウドに 1発麻酔銃撃てば生きたまま捕まえることできる

じゃないですか。この人を殺したらだめですね。この人

はリーダーですから、生きたまま捕まえて裁判にかけな

あかんでしょ。調べなあかんじゃないですか。武器はど

こから手に入れたのか、背後の組織は何なのか。イスラ

ム国とはどれぐらいの頻度でどのように連絡していたの

か。そしてここが一番大事だと思います、「何でテロを

しようと思ったの」、こういうことをしっかり聞き出し

て、次のテロに備えるのが本当の意味でのテロとの戦い

ですよね。簡単に殺してしまったらわからへんじゃない

ですか、全員死んでいます。こうしてテロの恐怖だけが

残るんですよ。テロリストの背景なんかがわからないま

まです。私は、このテロリストたちのテロに至った動機

はイスラム原理ではなくて、格差社会だと思っています。

ヨーロッパは日本と同じで非常に移民に対して冷たいで

すから。この格差社会を直していくことこそが本当の意

味でのテロとの戦いですよ。でも、そこに対してテレビ

は一切報道しませんし、社会はそのような見方をしませ

ん。だから、この「テロとの戦い」という言葉にだまさ

れないようにしていきたいと思います。 

宣伝（メディア）と教育で大衆を煽る 

西谷   次は北朝鮮問題について。 

トランプが「ちびのロケットマン」って国連で言ってし

まう。そして、言われた金正恩のほうもトランプを「老

いぼれめ」言うてるんですよね。子どものけんかで私た

ちが取り返しのつかないことになるとしたら、本当にひ

どい話です。これを見てください。報道の自由度ランキ

ングです。毎年一回発表されます。日本は何位か、180

カ国あるうちの今年と去年は 72位です。ちょっと振り

返りましょう。7 年前までは 11位でした。日本はいいと

ころにいたんですよ。報道の自由はあったんです。とこ

ろが、安倍内閣になってガクガクと下って 72位。これ

だけ下がった国は日本ぐらいですよ、一気に落ちたのは。

世界全体で見ますと、報道の自由 1位はフィンランド、

2位はオランダ、3位はノルウェーです。ずーっと落ち

て、先進国では日本は最下位クラス、72位です。最後の

5番、何かというと北朝鮮、中国、エリトリア、シリア、

この辺はずっとビリ、最後ですね。世界全体ではこのよ

うな構図ですが、このプロパガンダと教育、ナチスはプ

ロですね。いわゆる宣伝と教育、ここを握れば勝てる。

『我が闘争』、ヒトラーの『我が闘争』にこんなことが

書いてあるそうです。 

  大衆の理解力は小さいが忘却力は大きい 

大衆の理解力は小さいが、忘却力は大きい。これほんま

ですね。よく忘れますよね、私たちね。もう政府は森友、

加計を早く忘れてくれと思っていますよ。ヒトラーのい

うとおり。そして、民衆の圧倒的多数は冷静に判断をし

て行動を決める人よりも、むしろ感情的な感じ、イメー

ジやムードで投票行動を決めちゃう。これヒトラーのい

うとおりですよ。5 年前を思い出してください、大阪の

方。みんな、イメージで橋下徹候補に入れたじゃないで

すか。東京都民も今年の夏まではみんな小池候補に入れ

結構似てますね 

      
ヒトラーの「我が闘争」では… 

・大衆の理解力は小さいが、忘却力は大きい 
・民衆の圧倒的多数は、冷静な熟慮より 
・むしろ感情的な感じで考え方や行動を決める 
・イエスかノーか、愛か憎しみか、正か不正か 
・何千回も繰り返すこと 

うまく「言い換え」をして、大衆を騙す 

・独裁 → 「決断できる政治」 
・戦争準備 → 「平和と安全の確保」 
・共産党、社会党の弾圧→「民族と国家を防衛する

ための緊急勅令」 
・全権委任法→「民族および国家の危機を除去する

ための法律」 
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ているわけですね。ムード、イメージで決まってしまう

というのはヒトラーのいうとおりですよ。純粋、熟慮に

熟慮を重ねて投票する人は少ないということですね。ヒ

トラーは国民に対して、「イエスかノーか」、「愛か憎

しみか」、「正義か不正義」かを延々と迫ってくるわけ

ですね。わかりやすいのは「9.11」のテロのあとです。

ブッシュ大統領、あの子ブッシュのほうね。何と言った

か。こう言いました、「世界はアメリカにつくのか、テ

ロリストにつくのか、どっちなんだ」と言いました。で、

日本は「ワンワン」と言ってアメリカにつきましたが、

これは冷静に考えるとアメリカについたら戦争です。テ

ロリストについても人殺しです。だから、多くの人はどっ

ちもつきたくないわけですよ。つまりこの世の中をイエ

スかノーかで割り切れないことのほうが圧倒的多数なの

に、「イエスかノーかを繰り返し、繰り返し何千回も迫

れ」というのがヒトラーのやり方です。そうするとヒト

ラーに「イエス」と言うようになりますね。 

言葉の言い換えで本質を隠す 

ヒトラーは言葉のだましの天才です。「独裁政治」と言っ

たらみんな反対するから、何と言ったか。「決断できる

政治」。会場 （笑） 

西谷 「民主主義では何も決まりません。私がリーダー

シップを取って私が決めます」という。でもこれが独裁

でしょ。だから「決断できる政治」。よく似ていますね。

ヒトラーは間違いなく、ポーランドに攻めていく戦争準

備をしていましたよね。でも、「戦争準備をしている」

言うたらみんな反対するから何と言ったか。「ドイツ国

民の平和と安全を確保します」と。会場 （笑） 

西谷 こういうふうに言うと、反対できないわけです。

よく似ていますね。そして、反対する共産党や社会民主

党を徹底的に弾圧、国会議事堂に火をつけて、「共産党

のしわざだ」と、まず共産主義者。次、社会民主主義者、

次、新聞記者、学生、労働組合、全部弾圧して最後は教

会までいった。弾圧して反対できるやつをいなくしてか

ら、「すべての権力を俺に委任しなさい」と、暴走を始

めたわけですね。これがヒトラーの歴史、私たちは絶対

これは教訓として学ばないといけない。似ているんです

よ。会場 （笑） 

西谷 言葉の言い換え。安倍政権で、武器輸出できるよ

うになったんですね。でも平和憲法のもとで武器なんて

輸出してほしくない。だから、武器輸出言うたらみんな

反対するから「防衛装備移転」。防衛装備は武器じゃな

いか。「移転は輸出」と。「戦争法」がそうです。「安

保法」は間違いなく世界で戦争しちゃう法律です。でも、

今でも「平和安全法制」。今日も言っていますよ。東京

や大阪にカジノを作るという。こんなもん、みんな反対

するじゃないですか、パチンコで破産してる人いっぱい

いるのに。反対は大体 7 割です。だから、「IR推進法」、

カジノのカの字も入っていません。だましですね。「共

謀罪」もそうですね。話し合っただけで捕まるわけです

から、「共謀罪」と言えば反対が多いから、政府は何と

言うかというと、東京オリンピックを成功させるために

は「テロ等準備罪」が必要です。こう言うと、「ああ必

要かな」と思いますよね。だましていますよね。ちなみ

に言っときますと、朝日新聞、毎日新聞、神戸新聞もそ

うですが、地方新聞の

ほとんどすべては「共

謀罪」といいます。読

売新聞、産経新聞、

NHK だけが「テロ等

準備罪」といっている

んですよ。ニュースを

NHK しか見ない人が

多いんですよ。これ NHK の会やからね（笑）。もうま

さにタイムリーですね。NHK しか見てない人は「テロ

等準備罪」で賛成しちゃうわけですよ。だからだまされ

るんですね。だから私たちはしっかり伝えないといけな

い。南スーダンで戦闘行為が起こっているのに「衝突だ、

衝突だ」とウソをついてましたね。 

北朝鮮問題…緊張が高まったのはなぜか 

西谷 北朝鮮問題を冷静に分析しましょう。緊張が高

まったのはなぜか。トランプがシリアにミサイル打ち込

んだからです。トランプがシリアにミサイルを打ち込ん

でからどう言ったか。「俺はオバマと違う、次は北朝鮮

だ」、こう言って空母を派遣したんですね。しかし本当

に北朝鮮にするか、先制攻撃したら北朝鮮からソウルは

50キロです。火の海になりますよね。在韓米軍は 2万

8000 人、家族入れて 20万人です。この 20万人どうなり
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ますか、殺されちゃいますよ。アメリカ軍

は兵士の殺害を非常に嫌います。なぜかと

いうと、F35飛ばすためにはどれだけ兵士

に訓練費つぎ込んでいるか。B1 を飛ばすに

はどれだけ要るか。潜水艦を動かすのにど

れだけ要るか。コストかけているから、ア

メリカ兵は殺さないというのがアメリカの

方針なんです。思い出してください、福島の原発事故の

とき、SPEEDI の情報が隠されて、子どもたちは放射能

浴びてるときにアメリカ軍は 80キロ逃げたんですよ、

アメリカ軍だけが。それは兵士を殺したくないというア

メリカの意図でしょ。だから、本当にトランプが北朝鮮

をやるのなら在韓米軍兵を避難させてからです。実はこ

の間、韓米の訓練でもうやっているんですよ。兵士と家

族の避難訓練やっているんです。ソウルからとりあえず

南へ逃げろと。釜山ぐらいから飛行機か何かで在日米軍

基地へ逃げ込めという訓練をやっている。これはどうい

うことかというと、この訓練をやって本当に逃げたとき

にやるっていうことでしょうね。そう言う意味では、こ

のロケットマンと老いぼれのこのチキンレースがもう引

くに引けないとこまできているように思うので非常に危

ない。この 2 人ですよ、この 3 人（トランプ、金正恩、

安倍晋三）か。この 3 人が危機あおっているんですね。

もうこの 3 人を何とかせなあかんわけですよ、この 3 人

を。 

   どの国が一番平和か（平和指数） 

   武器を持てばもつほど危ない 
西谷 軍事費伸びていますね。平和指数といいます。毎

年一回、発表されます。どの国が一番平和か。去年の数

字です。1位はアイスランド、2位がデンマーク、3位が

オーストリアです。167カ国中です。もしコスタリカが

入っていたら 1位はコスタリカかもしれません。コスタ

リカ入ってないんでね。こういう順位ですね。日本は何

位か。日本は去年 8位でした。今年は 9位まで落ちまし

た。ちなみに、安倍政権までは日本は必ずベスト 3 でし

た。平和憲法があって、日本は平和な国だと、3位まで

に必ず入っていたんです。ところが安倍政権になって、

去年は 8位、今年は 9位、恐らく来年は 10位以下に落

ちるかもしれません。もう平和ブランドがだいぶ下がっ

ている。肝心のアメリカは何位か。 

アメリカの平和指数は１００位以下 

アメリカは毎年 100位以下です。167カ国

中、平均より下です。これはどういうこと

か。アメリカのトランプ大統領も安倍さん

も「抑止力が大事」と言います。抑止力と

は何か。相手が 1発ミサイル持ったら、こっ

ちは10発持つぞと、そうすると相手はびびっ

て撃ってこないから 10発持ったほうが安心だ、これが

安全だと、これが抑止力ですね。もしこれが本当ならア

メリカは 1位のはずです。でも、アメリカはずっと平均

より下。これは「武器を持てば持つほど危ない」という

ことです。空爆したらするほど報復でやられる。だから

ニューヨークでもテロが起きるし、ボストンでも、この

前はラスベガスでやられました。つまり「武器を持てば

もつほど危ない」んですよ。日本の平和憲法に基づいて

武器を捨てて、紛争国の間に入って調停する国のほうが

安全だということですね。とういうことで、これはナチ

スのナンバー2、ヘルマンゲーリングさんの言葉です。

もちろん人々は戦争を望みません。ソ連でもイギリスで

もアメリカでも、そしてこの点ではドイツでも同じこと

です。ですが、政策を決めるのはその国の指導者です。

人々ではない。国民に向かって「われわれは攻撃されか

かっているのだ」とあおり立てて、平和主義者に対して

は「おまえは愛国心が欠けている、国を危険にしている」

と非難すればいいんです。この方法はどんな国でもうま

くいきます。これがナチスの言っていることです。今、

安倍さんがやっていることですね。 

     今こそ、平和憲法の輸出を 

では、どうするか。今こそ平和憲法の輸出。トランプみ

たいな人、つまり家庭内暴力するような人は、言葉もな

いし、いきなりボカッといくわけですよ。賢い女性はよ

うしゃべって、時にユーモアを交えて、間に入って争い

をまとめていきますよね。つまり日本はおばちゃんになっ

たらいいんですよ。日本おばちゃん化計画。会場（笑）

（拍手） 

西谷 日本はおばちゃんみたいになって相手に、間に入っ

て、戦争を未然に止めるのが日本の生き方ですよね。北

風と太陽で言えば太陽政策。これしかないと僕は思いま

すね。今、テロとの戦いと北朝鮮の問題について言いま
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