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何かとバタバタする 3 月です
官庁も決算期、企業も決算期が多い時期ですね
の確定申告は 3 月 15 日から 1 ヵ月延びて 4 月 15 日となりました
3 月 3 日はひな祭り
3 月 14 日はホワイトデー
3 月 20 日は春分の日(彼岸の中日)
ひな祭りには白酒が付き物ですが…もともとは
「桃」が百歳を表す「百歳(ももとせ)」に通じるということで
桃の花を日本酒に浮かべた桃花酒を飲む風習があったようです
ホワイトデーは日本生まれで、中国・台湾・韓国の一部でもみられるそうです
お菓子業界の陰謀だと思われますが
色々な業種の企業が乗っかって賑やかなものになっています
春分の日、彼岸とは仏教用語で生死の海を渡って到着する悟りの世界を
「彼岸」と呼び、先祖の供養をするようになりました
先祖を供養し、敬うと幸せが訪れると言われています

～3 月掲載内容～
*外国人実習生
*日 本
*経済の歩みと日米関係
*いったい日本は何処へ行く
*コロナワクチン
*ミャンマー
*米国の日本に対する態度

アジアに関する情報、ご意見、ご相談、またはご意見等々お待ちしております。
投稿先：info@ibia.or.jp
投稿先：
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外国人実習生
2 月 16 日、ＭＢＳ毎日放送「News ミント!」の番組内で当組合の実習生達が放送されました。
番組特集のテーマは『コロナ禍で翻弄される外国人技能実習生、ようやく日本に来た人、出国で
きずに寺に身を寄せる人』です。
コロナ禍で予定通り日本に来ることが出来ない実習生達が多い中、やっとの思いでベトナムから
来日し私たちの組合で 1 ヶ月の講習を過ごす様子や、母国の家族を想い頑張っている姿を取材して
頂きました。一方では未だ来日出来ずに待機している実習生たちが多い事も分かります。
今後、コロナが終息に向かい一日も早い日本と海外との往来の再開を願っています。
-----------***-----------***-----------***-----------***-----------***----------***
詳しくはコチラのサイトをご覧ください!
ＭＢＳ毎日放送「News ミント!」 放送日：2021 年 2 月 16 日(火)
https://www.mbs.jp/mint/news/2021/02/17/082191.shtml
日 本
この国には「危機管理」という言葉がないのか…大袈裟にいうと人類は宿命的な危機に晒されて
います。強力な疫病新型ウイルス(COVID-19)がパンデミック(世界的大流行)になっているというの
に、世界第 2 位の GDP(国民総生産)を誇る国の政治家たちは一体何をしているのか…。
ようやくワクチン接種に漕ぎ付けましたが…日本国産ではありません。こういう時こそ世界に日
本を示さなくてはいけないのに、世界中でワクチンを取り合いしているのです。
技術大国であり先進国であるはずの日本は一番にワクチンを製造しなければならないのではな
いですか!? 日本は技術立国として成長してきましたが、こんな危機に何もしない、出来ないので
はこれからの日本の成長と各国からの信頼が得られないでしょう。
国会中継を見ると与党は野党に小さな問題を指摘され防戦、野党は野党でもっと大きな戦略・戦
術を提案できないものか…ワクチンを日本が他国に先駆け開発し、世界に供給できる体制を作り途
上国に供給出来れば何よりのＯＤＡです。米国の顔を見て、或いは発生させた中国に斟酌している
からなのか…日本国政府、与党、野党を問わないで頭を冷やしてはどうか!? Go to 〇△〇△ごと
きのちまちました政策では、この国難を乗り切れないぞ!! 石頭の官僚達よ、しっかりせんかい
っ!!!
世界の中で GDP の 1 位は米国、2 位は中国、日本は 3 位と誰もが知っています。中国に追い抜か
れはしましたが日本は技術大国で世界に屈しない技術を持っています。中国は人口が多いから GDP
で先を抜かれているだけで、中国の新幹線も日本のものを盗んだだけだと半分自分を慰めて、新聞
などに日本の優位性が報道されると喜んでいます。しかし日本の GDP は 2 位の中国の半分もありま
せん。追い抜かれたのが 10 年以上も前のことで、しかも国民 1 人当たりの GDP は何と世界で 25 位
です。米国、シンガポール、香港の後なのです。
「日出処の天使、日没する処の天使」はもはや昔の話か…三等国になり果てたのか…。
なぜにここまで日本は落ち込んだのか…このままでは本当に三等国になる恐れがあります。
今回述べる理由は次の通りです。
①対米服従
②戦術・戦略がなっていない
③決断力・実行が遅い
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【日本の現状】
読者の皆さんは日本が世界の中で置かれている位置がどの程度か予想してみて下さい。
(GDP～国民総生産)
5,079.92 億ドル <世界 3 位で世界の GDP の約 5.6％>
1 人当たりの GDP は 40,256 億ドル <世界 25 位>
(人口)
1 位：中国 1,435,561 千人
2 位：インド 1,352,642 千人
3 位：米国
327,096 千人
10 位：日本
127,202 千人
(WHO UNFPA 調べより)
(平均寿命)
1 位：日本
84.3 歳
2 位：スイス 83.3 歳
3 位：スペイン 83.0 歳
(国土面積)
1 位：ロシア 17,098,242 ㎢
2 位：カナダ
9,984,670 ㎢
3 位：米国
9,826,675 ㎢
4 位：中国
9,596,960 ㎢
62 位：日本
377,915 ㎢
63 位：ドイツ
357,022 ㎢
(兵士の数)
1 位：中国
2,993,000 人
2 位：インド
2,728,700 人
3 位：米国
1,492,200 人
24 位：日本
259,800 人
(世界の企業時価総額ランキング)
1 位：アップル(米国)
2 位：サウジアラムコ(サウジ)
3 位：マイクロソフト(米国)
4 位：アマゾン(米国)
5 位：アルファベット(米国)
6 位：テンセント・ホールディングス(中国)
7 位：テスラ(米国)
8 位：フェイスブック(米国)
9 位：アリババ・グループ・ホールディングス(中国)
10 位：台湾積体電路製造(台湾)
11 位：バークシャー・ハサウェイ(米国)
12 位：サムソン電子(韓国)
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(ブランドランキング)
1 位：アップル(米国)
2 位：アマゾン(米国)
3 位：マイクロソフト(米国)
4 位：グーグル(米国)
5 位：サムソン電子(韓国)
6 位：コカ・コーラ(米国)
7 位：トヨタ自動車(日本)
良かった…出てきました日本を代表する企業トヨタ自動車です。しかしサムソンの後を追うとは
…少しツライですが、冷静に世界での日本の位置を考えてみましょう。
GDP は世界で 3 位ですが、実際には 2 位である中国の半分もありません。「中国に技術を盗まれ
た、新幹線も日本とドイツの技術を盗んで作った、これを輸出とは盗人猛々しい…やっぱり日本の
技術は素晴らしいのだ」…なんて言っている場合でしょうか!? 今や中国は日本の技術以上のもの
を持っています。例えば「量子コンピューター」「5Ｇ技術」など日本が中国から技術を教えても
らわないといけない状態なのです。
日本ではトヨタ自動車が素晴らしいと報道されていますが、世界のトヨタ自動車の売上高は韓国
サムソン電子の半分もないのです。ブランド力でもトヨタはサムソンの下なのです。
調べれば調べるほど日本が世界発展の中で取り残されている事に気付かされます。日本の報道を
見ていると日本が素晴らしいと報道し大衆は喜ぶ、これは極めて当たり前の事ですが、この報道に
有頂天になったり踊らされてはなりません、余程の冷静さが必要なのです。
考えて下さい、日本国はやたらと借金が多く、GDP 比は世界の中の一番です。
経済成長率はコロナ禍があったとはいえ、先進国・中進国中最低で自慢できません。

戦後の日出る国日本の高度経済成長からいつの間に…何故このように日本は「借金王国」「経済
成長は最低」になってしまったのか…はたまた、世界から取り残されることになったのか…この原
因が日米関係と日本人自身に内包する問題があると思われますが、今回は主に日米関係について考
えてみましょう。

経済の歩みと日米関係
西暦 和暦

経済関係

出来事

経済関係②

1955

S30 神武景気(?57 年)

1956

S31 「もはや戦後ではない」

1958

S33 岩戸景気 61 年まで

1959

S34

1960

S35

1961

S36 二部上場発足

1962

S37 日米新安保条約調印

キューバ危機

1963

S38

ケネディ大統領暗殺

1964

S39

1965

S40 いざなぎ景気 70 年まで

1966

S41

中国、文化大革命

1967

S42

ASEAN・EC 発足

1968

S43

OAPEC 発足

1971

S46 円切り上げ(308 円)

1972

S47

1973

S48 変動為替相場制

1975

S50

ベトナム戦争終結

1978

S51

米中国交正常化

1979

S52

1985

S60 プラザ合意

1986

S61 バブル景気 91 年までか

1987

S62 土地高騰 坪 1 億円以上も

1988

S63 皆が金持ち!?

1989

S64

ガットに加盟
国連加盟
EEC 発足
キューバ革命

日米新安保条約

アラブ石油会議
OPEC 発足

所得倍増計画閣議決定

OPEC 発足

東京オリンピック
東海道新幹線開業
ベトナムで北爆

ニクソンショック

マクドナルド 1 号店

日中国交回復
日本列島改造論発表
第一次オイルショック
第 1 回サミット
第 2 次オイルショック

ブラックマンデー

ソ連・ペレストロイカ

一般消費税導入
株価 38,915 円最高値更新

冷戦終結

天安門事件

H1 年号が平成に変わる
1990

H2 不動産融資の総量規制

1991

H3 バブル景気終わりを告げる

1992

H4 公示地価が 17 年ぶりに下落

1993

H5 法隆寺・屋久島世界遺産

1994

H6 関西空港開港

ドイツ統一
湾岸戦争

ソ連崩壊
マーストリヒト条約

カリフォルニア大地震

阪神大震災
1995

H7

1 ドル 79 円 75 銭を記録
大和銀行 NY 支店巨額損失発覚
住専処理策を閣議決定

1996

H8 日本版ビッグバン構想

WTO 発足

西暦 和暦

経済関係

出来事

消費税 5％に

1997

H9

1998

H10

1999

H11 日銀、ゼロ金利

2000

H12

2001

H13

2002

H14

2003

H15

2004

H16

2005

H17 初の人口減少

経済関係②
アジア通貨危機

拓銀、山一証券破綻
長銀・日債銀の国有化
総額 24 兆円の緊急経済対策

通貨ユーロ誕生

そごう民事再生法申請
ゼロ金利解除
政府がデフレ宣言
日銀、量的緩和へ

同時多発テロ

景気拡大開始
金融プログラム決定
日経平均 7,603 円 76 銭
りそなグループが実質国有化

イラク戦争

SARS 流行

郵政民営化を閣議決定
ダイエー、産業再生機構が支援
人民元切上げ

会社法施行、ライブドアショック
2006

H18 量的緩和解除
村上ファンドの代表逮捕

2007

H19 夕張市が破綻

サブプライム問題
リーマンショック

2008

H20 総額 27 兆円の追加経済対策

金融危機

北京オリンピック・原油

FRB がゼロ金利・量的緩

高騰

和
7 月の失業率が過去最悪 5.7％
2009

H21 日本航空に企業再生支援機構
活用、政府がデフレ宣言

米国政府が大手銀行を相
次いで救済

ギリシャ・アイルランド危

日銀、ゼロ金利・追加緩和策
2010

H22

FRB が追加緩和策(QE2)
日本航空会社更生法適用

H23 東日本大震災、福島原発事故

機、イラク駐留米軍戦
闘部隊撤退、中国が日
本を抜き GDP 世界 2 位

政府の債務制限で予算執
2011

リスボン条約発効

行に支障、ウォール街デ
モ

ジャスミン改革などアラ
ブ民主化、米国ビンラ
ディン容疑者を殺害・世
界人口が 70 億人に
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上記の年表と経済成長率の推移を見てみましょう。
1960 年の所得倍増計画が閣議決定され岩戸景気(1958 年～1961 年まで)、1964 年には東海道新幹
線が、1965 年～1970 年まではいざなぎ景気と言われました。成長していくのが当たり前と思われ
た日本経済でした。1980 年代の経済は過去最大好景気に湧き、輸出産業が伸び大幅な貿易黒字国で
あった一方、米国は貿易赤字で日本との間に貿易摩擦が生じてきました。
【プラザ合意】
このため、米国は貿易赤字を解消するために円高誘導を望んでいました。
1985 年(昭和 60 年)に先進 5 ヵ国の蔵相、中央銀行総裁が集まり表向きは世界経済発展の為に為
替レートを安定化させようとするプラザ合意がなされたのです。しかしその実態は日本円を狙い撃
ちにし、各国が協調介入して円高誘導するという強烈な合意であったのです。プラザという名前が
付いたのは会談がニューヨークのプラザホテルであったからです。

綺麗なホテルですが合意内容は怖いものです

この会議自体は 20 分という超短時間の形式的なものでした。事前に話が出来上がっていたので【】
しょう…時の総理大臣は中曽根康弘で、日本からは当時の竹下登蔵相が出席しました。
プラザ合意直前には 1 ドル 240 円でしたが、2 年後の 1987 年(昭和 62 年)には 120 円となりまし
た。竹下登総理大臣になった時という事は米国から今まで輸入した 1 ドル 240 円のものが 120 円で
買えるようになりました。一方、米国では日本から輸出した 120 円のものが 240 円と高くなり倍の
お金が必要となったのです。当然日本では輸入がし易く輸出がし難くなります。言い換えると各国
へ輸出の関税が 100％掛けられるのと同じ結果が生まれました。こんな事を日本政府や日本銀行が
合意したのは何故でしょうか!? 普通に考えれば理解出来ません、しかも 20 分の形式的な会議で祝
ったとは…これより前に事実上の合意が出来ていたと考えるべきで、強烈な圧力が米国からあった
のだと思われます。
【日本がとった政策】
超円高になり日本は景気の後退をすることになりました。日本・日本銀行は景気の悪化を食い止
めなければなりません…超円高を見越して次に政策を取ろうとしていた節があります。
景気後退を食い止める為に行ったのが政府による大規模な財政出動、日本銀行による超金融緩和
策で円高を食い止めるという思惑でした。それからというもの株価が 1985 年末に 13,113 円だった
ものが 1989 年末(平成元年)には 38,915 円と 4 年間で 3 倍に値上がりしたのです。1985 年(昭和 60
年)東京都の不動産価格の平均が平米 30 万円、3 年後は 3 倍の 90 万円になっていました。
和歌山駅の東口近くの坪単価は 1,500 万円で買いに来ました。大阪ゴルフの会員権が 1 億 5,000
万円で売買されていました。
銀行からの借入金というのは設備など投資の為に使われるのが普通ですが、銀行は下記に述べる
窓口指導のために貸さねばならなかったのです。この為に投資が投機になり不動産担保貸付に集中
するようになってきたのです。設備増加や事業をしなくても良い、不動産に投資するだけで利益が
生まれる…そう、バブル経済の発生です。
【バブルの原因】
この時代に発生したバブル経済の発生主原因は超金融緩和があった事に間違いありません。通常
金利が安ければ資金需要が増えるというのが常識、この時代の金融緩和が生易しいものではなく所
謂「窓口指導」と言われるものでした。それぞれの銀行に貸出の伸び率を指導し、これを達成させ
るものです。達成しなければ翌年減らされる恐れがあったのです。
企業からのニーズがあろうがなかろうが関係ありません、銀行は仕方なく手っ取り早い不動産投
資を推し進めたのです。不動産市場に大量の資金が入るのですから高くなる、高くなるからまた貸
す…のです。
構図としては、不動産市場→資金注入→高くなる→安全→注入→急騰…の繰り返しです。
こんな構図で不動産が馬鹿上がりしたのです。正にバブル経済、実態がないのにあるかのように
錯覚し躍った数年でした。
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この写真…当時では珍しい風景ではありません。ディスコのお立ち台で踊っているのは皆さん素
人の方で、ボディコンにハイヒール、何故か扇子を持って浮かれに浮かれて踊っていましたが…今
思えば馬鹿だったね～。
こんなお話もあります…信じられるかな!?
当時、ある不動産屋の社長の車のトランクには常時 1 億円を積んで走り回っていました、その理
由は不動産の手付金を直ぐに支払う事が出来るようにと…。また安田火災がゴッホの絵画を 53 億
円で落札、ロマネコンティとドンペリを混ぜて飲む…狂気の沙汰ですね。
【バブル崩壊】
1990 年(平成 2 年)に経済が過熱しだしました。政府・日銀が株価や金融政策で「土地を買う目的
での融資を減らせ」と…今度はプラザ合意とは真逆の政策をとったのです。公定歩合を 2.5％～6％
台まで引き上げしたのです。今度は反対に総量規制に踏み切り日銀は量的金融の引き締めを図った
のです。そうすると不動産を買いたくても銀行融資が下りないから買えません。その結果不動産の
価格が安くなってしまうのです。安くなると銀行が貸した金額以下になり担保割れとなるのです。
2006 年(平成 18 年)頃には 1985 年(プラザ合意時、昭和 60 年)の約 6 割ぐらいの価格になってい
ました。何か間違っている…おかしいと感じませんか!? 整理してみましょう。
プラザ合意が 1985 年(昭和 60 年)、→日本は景気が悪くなると政府・日銀は融資の超緩和をしま
した→不動産価格が高くなりました→今度は極端に金融の引き締めをしました→1985 年より安い
価格となりました→銀行は担保割れを起こしました。
こお処理は如何にすべきかが問題です。そもそも極端から極端への舵を切ったこと、その銀行の
債権処理方法がその後の日本の経済活動に重大な影響を及ぼしたのです。
【債権処理の影響】
担保割れした企業の不動産があれば整理にかかる、整理とは強制執行などで債権を回収する…具
体的にいうと、銀行がＡ企業に 100 億円の貸付を行っていました。バブル経済の頃は不動産の価値
が 100 億円でしたが、バブルが崩壊したあとは 30 億円に下がってしまいました。銀行は強制的に
回収するという手法をとり当然Ａ企業は倒産します。これは経営内容が黒字、赤字を問わず整理す
る手法が政府、日銀の命令でした。
…ここが問題なのです。黒字企業までも強制的な債権処理をした…。
実際の例を見てみましょう。
当時ダイエーは黒字経営がずっと続いていました、駅前の一等地ビルのみならずリクルート、福
岡ダイエーホークス、新神戸オリエンタルホテル、ローソンなどなどの超優良企業を持っていまし
たが、担保割れでこれらの優良企業を手放さなければならない事態となったのです。
アジアに関する情報、ご意見、ご相談、またはご意見等々お待ちしております。
投稿先：info@ibia.or.jp
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【その後の不良債権処理は】
言うのも汚らわしい・・・「ハゲタカ・ファンド」の
お出ましだ!!
その名はサーベラス・ローンスターなどに代表される
所謂「ハゲタカ・ファンド」です。このファンドの大義
名分は「経営に行き詰った資金を融通し経営改革を指導
し企業を立て直す」というものです。
しかし、実態は安く買い叩き高く売り抜けるというもの。二束三文で買い叩き経営権を取得する
のです。少し見てみましょう。
1997 年以降に経営破綻した生命保険会社 7 社のうち 5 社が外資企業となりました。東邦生命が
GE エジソン生命、第百生命がマニュライフ・フィナンシャル、千代田生命は AIG に、日産生命、共
栄生命も同様です。小さな店から成りあがったダイエーだってゴールドマンサックスなどに各部門
を切り売りしたのです。
なぜこんな事になってしまったのか…
■考え方①
1985 年のプラザ合意によって日本が経済に影響を及ぼすため、超金融緩和をしてバブル経済を招
きました。この整理のために企業の破綻処理で解決し、これが結果としてハゲタカ・ファンドの
利益となった。
■考え方②
プラザ合意により日本を超円高に追い込み景気対策として超金融緩和をさせ、海外企業の投資環
境を整えさせて不良債権処理という大義でハゲタカ・ファンドに二束三文で売却した。
時の小泉首相が米国から不良債権処理に強い要求を受けていたのではないか…。
丁度この頃 9・11 同時多発テロで米国経済が停滞していた頃で、丁度リスクマネーが行き場を失
っていた(投資するものがない)時期でした。日米首脳会談でブッシュ大統領はテロより不良債権の
早期処理とリスクマネーの行く先を作って欲しいと小泉首相に要求したのです。これに従ったのが
竹中平蔵です。言うなれば「対米服従」がもたらした結果で、いずれにしても日本の成長を阻害し
ている一因であることには間違いありません。
この一連の経済騒動は米国が仕組み(企画立案)、日本はこれを実行したのではないかとお言われ
ています。
次号では読者がどうすれば良いのか筆者なりに書いてみます!!

アジアに関する情報、ご意見、ご相談、またはご意見等々お待ちしております。
投稿先：info@ibia.or.jp
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コロナワクチン
日本でのコロナワクチン接種がいよいよ始まりました。
主要先進国の中で日本のワクチンの承認は非常に遅いですが、その原因は!?
まず、日本人はワクチンの安全性や有効性について慎重な国民性です。その為ワクチン接種で感
染症の発生や重症化を防ぐ免疫ができますが、好ましくない有害な副反応(副作用)が起きる事を想
定します。コロナワクチンの副反応で軽いものとして筋肉痛、頭痛、倦怠感などがあり、重いもの
では急な血圧低下や呼吸困難などを引き起こすアナフィラキシー反応というアレルギー症状があ
ったと報告されています。
多くの国では副反応のリスクなど不明な点がありますが、感染拡大を収束させるメリットの方が
大きいと判断していますが、ファイザーやモデルナのワクチンは安全性を調べる臨床実験(治験)が
ほとんど白人で、アジア系は非常に少ないです。
昨年 12 月にファイザーからの製造販売の承認の申請をしましたが、160 人の人達に治験を行い海
外の実績を考慮して特例承認するという最終判断をしました。海外に遅れても安全を重視したもの
です。
ここで読者は疑問がわきませんか!?
日本は技術立国、日系人を含め 30 人のノーベル賞受賞者を出しています。生理学・医学賞では
IPS 細胞を作成した山中伸弥氏はじめ 5 人が受賞しています。このノーベル医学生理学賞を受賞し
た山中伸弥氏、大村智氏、大隈良典氏、本庶佑氏の 4 人が 1 月 8 日に 2 度目の緊急事態宣言が首都
圏に出されたことを受け、政府に要望する 5 項目の声明を発表しました。
①医療機関と医療従事者への支援を拡充
②PCR 検査能力の大幅な拡充と無症候感染者の隔離を強化
③ワクチンや治療薬の審査と承認は独立性と透明性を担保しつつ迅速に行う
④ワクチンや治療薬などの開発原理を生み出す生命科学や産学連携の支援を強化
⑤科学者の勧告を政策に反映できる制度の確立
上記の声明ではワクチンや治療薬にも触れられています。国の審査や承認は透明性などを担保し
つつ迅速に行うと共に、開発の基盤となる生命科学や産学連携への支援を強化するよう要望しまし
た。
【ワクチン開発が遅れた理由】
一番に、この研究・開発は軍事に関係するからです。
軍事に関係することはするな…という風潮が左寄りのメディアにあります。この研究をすると
「生物兵器を作るのか」「731 部隊の研究をするのか」と批判され兼ねません。自衛隊に「対特殊
武器衛生隊」という部署があるのをご存知ですか? これが対生物兵器を専門としたところで、2007
年(平成 20 年)に創設されました。コロナ禍に際しては市中感染防止やあのクルーズ船ダイヤモン
ド・プリンセス号での事態収拾にこの自衛隊が派遣されていたのです。
隊を作るときには「731 部隊を再度作るのか」と大批判がありました。この部隊は NBC 兵器(N は
Nuclear（核）、B は Bio 生物、C は Chemical（化学）、ABC 兵器、NBCR 兵器とも言われる)の大量
破壊兵器に対処する部隊なのです。
二番目には過去の薬害です。1948 年から翌年にかけてはジフテリアの予防接種で製造企業のミス
が原因で 924 人に健康被害が及び 83 人が死亡しました。89 年～93 年にかけて、はしか・おたふく
風邪・風疹のワクチン接種で子供が無菌性髄膜炎に感染し、約 1800 人の被害者が出ました。
近年では子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)感染予防のためのワクチン接種
を巡る副反応が大きな話題となりました。

これらの事が先進国である日本の予防接種制度を、所謂先進国、中進国の中では最低レベルに押
し下げていると言われています。
政治は批判を恐れている、批判の受けることはしないというネガティブな風潮があるのです。
軍事に関わること、副反応が怖い、何もしなければよい…これが官僚達で、これい乗っかってい
るのが政治なのです。
過去にワクチンによる薬害が出たことは確かですが、今回のようにコロナ禍を克服するにはワク
チンが是非とも必要です。また戦略物資としても使えます。
しかし基礎研究に資金が掛かり、この資金を誰が出すのか…米国では毎年数千億ドルをバイオ企
業にばら撒き、平時から多様なワクチンを確保しています。万一大流行が起これば直ぐに対処でき
る体制を作っているのです。こお補助金を出しているのが軍で、国家の安全保障に関わる投資なの
です。ところが日本はどうでしょう!?
ウイルス研究が軍事にかかることで拒否反応を示す一方、ワクチンが欲しいとは矛盾…盾と矛の
論理と同じですね、自衛隊とて同じです。助けて欲しいときは「自衛隊は神様」平時は「軍隊はい
らない」なんて言うのですから。遅れた理由はまだまだあります。
何でも米国頼り、兵力も頼りならワクチンだって頼ります、これでは日本が独立国たる資格が
益々失われてしまいます。穿った見方をすると日本にワクチンなど軍事に関連した物を作らせない
のが米国の政策なのでしょう?! 米国の戦略かと思いきや米国のファイザーと英国のアストラゼネ
カからだと言います。購入費用は 6,714 億円(変わっているかも知れません)、万一健康被害が出た
ならその責任を日本国が負うという…言われるままに海外メーカーの条件も丸のみさされました。
そもそも国産ワクチンを政府が買い取ることを表明していれば、海外から買い取る事が必要なか
ったか、或いは言われるままの条件をのむ必要もなかったでしょう。大きく言えば国の生死を分け
る重大事なのに日本政府は右往左往するばかりで危機管理がなっていません。
先に述べたノーベル賞を貰った人達が大勢いる事からみても十分に能力があります。それに関わ
らずこれを実行しない…日本政府は日本国の利益のために米国を気にすることなく、独自で販売、
危機管理を進めなくてどうする? 自ら進んで第三等国への道をまっしぐらに走り下りているので
す。官僚は保身より日本国民のために勇気を出して欲しいものです。政治家は国を憂い、まず最初
に真の日本国の独立を考えて欲しいものです。
何はともあれ、2 月からワクチン接種が始まり最初は医療従事者の方からです。遅れてはいます
が 65 歳以上の高齢者は 4 月からになりそうです。その後基礎疾患のある方、高齢者施設の職員と
順次進める予定らしい(時期は疑わしい)です。
65 歳以上の老人が実験台だ…という話もよく聞きますが、本当だとしても仕方ないですね…ワク
チン接種が無料なので接種させて頂きましょう!

アジアに関する情報、ご意見、ご相談、またはご意見等々お待ちしております。
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ミャンマー
当組合も筆者が私的にも関係のあるミャンマー、敬虔な仏教徒の国、パゴダで有名な国、最後の
フロンティア、軍事政権から民主主義政権への移行時期かと思われたミャンマー、親日の国ミャン
マー、ここに来てクーデターとは驚きの他ありません。

アウン・サン・スー・チー

ミン・アウン・フライン将軍

【選挙】
昨年 11 月 8 日にミャンマーで選挙が行われました。選挙で争われる議席は上院と下院合わせて
476 議席で、アウン・サン・スー・チー率いる与党 NLD が獲得した議席は 396 議席、軍の流れをく
む野党 USDP(連邦団結発展党)が 33 議席、その他野党が 47 議席となりました。これは前回 NLD が獲
得した 79.4％を上回る 83.2％、一方 USDP は 41 議席から 33 議席へと落とし 8.4％から 6.4％とい
う結果になりました。しかし議員全員が選挙で選ばれる訳ではありません。4 分の 1 が予め国軍に
割り当てられており、重要な内務省、国防省、国境省の 3 省を支配する権限を憲法で保障されてい
るのです。
1 月 26 日の国軍報道官が「軍は憲法が規定する公正な選挙を守る義務がある」と強調。クーデタ
ーの可能性については「YES か NO かは答えられない」としました。
2 月 1 日 10 時からミャンマーの首都ネピドーで連邦議会(国会)が始まる予定で、これより前昨年
11 月 8 日の総選挙で当選した議員たちが初めて招集され、新大統領を選出する作業が始まる日でし
た。
【軍事クーデター】
ところが、同日の未明にこの国の最高指導者であるアウン・サン・スー・チー国家顧問と、ウィ
ン・ミン大統領、その他複数の閣僚や地方首長、政党指導者、政治活動家が国軍部隊によって拘束
されました。その後憲法 417 条に基づく非常事態宣言が発令され、国軍最高司令官であるミン・ア
ウン・フライン将軍が全ての国家権限を掌握しました。その理由たるものは「不正選挙」です。ミ
ャンマーでは有権者名簿に複数掲載されていることはザラですが、投票後数日落ちないインクが付
けられている事が義務付けられています。無理に理由をつけてクーデターを起こしたと言っても間
違いではありません。
【クーデターの本当の理由】
では、本当の理由は何でしょうか!?
国軍の政治への関与とその独立性は憲法で認められています。政治に関する国軍最高司令官とし
ては、スー・チー氏のリーダーシップの弱さに不満を溜めていました。国内の 20 以上ある武装勢
力との和平が進まずに戦闘が激化しています。
最高司令官として受忍出来ないようなところまで状況が悪化したのではないか…。
議会招集の前日である 1 月 31 日、大統領府で政府と国軍幹部との間で非公式会談がありました。
国軍が要求したのは選挙管理委員会の入れ替え、不正疑惑の調査、そして調査結果公表まえの連邦
議会開催の延期の 3 つです。

政府側の代表は受け入れず協議は不調に終わります。同日の午後 3 時頃に翌日から予定通り議会
が招集される事が発表されました。これを受け軍最高司令官のミン・アウン・フライン将軍がクー
デターの GO サインを出したのではないか…目的はアウン・サン・スー・チー氏と NLD を政治から
追い出そうとしているのではないだろうか…。
【国民の反応】
昨年の選挙結果、国民の 83％以上がアウン・サン・スー・チー氏率いる NLD を応援しており、こ
の数字が民意を表しています。
私の友人がミャンマーの前の首都であるヤンゴンに住んでいるのですが、クーデター直後の様子
をラインで教えてくれました。彼が言うには、今回のクーデターの意味が分からない、選挙に失敗
しても憲法で 25％の軍人議員枠は変わらないし憲法改正も出来ない。考えられるとすれば軍関係の
野党の議席数が大幅に減少し、このまま国会を開催させられたら軍閥の権益が損なわれる可能性が
あると考えたからかな…。
皆さんは軍政に反対で医療関係者が病院勤務をボイコ
ットする動き、夜の 8 時には鍋など家のありとあらゆる
ものを叩いて抗議の意志を示しています。この抗議の物
叩き運動は全国に広がっているようです。また、88 年の
悲惨さを歌った歌を(この世の終わりまで忘れない)あち
こちで歌っています。この革命歌をタトゥーに 2 月 1 日
と日を刻んで入れる人もいるそうです。
反対運動はここまで来ている、コロナ禍でマスクをしながらの抗議デモです。

最大都市ヤンゴンでの抗議プラカードには「軍事政権は要らない(右)」「欲しいものを手に入れ
るまで止めない(左)」と書かれています。

アジアに関する情報、ご意見、ご相談、またはご意見等々お待ちしております。
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警官隊と対峙するデモ隊

3 本の指は抗議の印

日本では…

日本でも在日ミャンマー人が中心となり、東京・大阪で軍事政権反対デモをしています。

21 日のミャンマーの首都ネピドーで国軍のクーデターに反対するデモで、頭部を撃たれた女性、
ミャ・トゥエ・カイン(20)が 9 日に死亡し葬儀が行われました。
22 日にはミャンマー第 2 の都市マンダレーでは、男性 2 人が治安部隊に実弾で撃たれ死亡してい
ます。

アジアに関する情報、ご意見、ご相談、またはご意見等々お待ちしております。
投稿先：info@ibia.or.jp
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反発する国民は最大都市ヤンゴンで数百人が
デモを行いました。これを「22222 運動」と称し
て日付に 5 が 5 つ並ぶ 22 日に大規模なデモとで
ネストを呼びかけました。1999 年 8 月 8 日を模
したものです。
予想される事態は国軍が如何に強硬な姿勢に
出てくるかという事です。

現時点でも国民から総スカンを食らっているのですから。CDM(Civil-Disobedience Movement)市
民による服従運動です。公務員や一部警察官、また軍閥企業に勤めるスタッフ、国有銀行、民間企
業を含めストライキなど市民が軍政に対し服従しない広がりを見せています。
これらの人々は毎日夜 8 時から街中に出て鍋を叩き「邪霊退散」、元々おまじないですが「軍部
よ、政治から去れ」「あなた方に服従しない」という意思表示をしたものです。
【各国の反応】
米国はスー・チー氏やウィン・ミン大統領の即時解放を求め、解放しなければ責任者たちに対し
て行動を取ると対抗措置の可能性を示唆しました。また、国軍の行動は民主制度への移行を台無し
にするものであり、米国はミャンマー国民の味方であるとも述べました。
日本と豪州、インドの 4 ヵ国外相は 18 日に電話会談を行い、アジアでの民主主義の強化と民政
復帰を共同で呼びかけました。更に米国は 11 日、クーデターを主導した国軍のミン・アウン・フ
ライン総司令官ら個人 10 人と 3 団体を対象に制裁を発動しました。
英国は 18 日、ミャンマーで起きたクーデターを深刻な人権損害と批判し、クーデターを主導し
た国軍幹部らに対する制裁を発動しました。その制裁には国軍のメンバーである国防相ら 3 人の資
産は凍結され渡航が禁止されます。更に英国が提供する援助が軍主導の政府を間接的に支援しない
ように防止措置を導入するとしました。
中国にとってミャンマーは「一帯一路構想」の東南アジアや南アジアへ抜ける足掛かりとなりま
す。かつて西側がミャンマー軍政への制裁を続けていたのも中国が軍の装備を提供し親しい友人で
ある事も一因です。ですがミャンマーは民衆の自由への憧れ、中国の強権支配への不満を募らせま
した。軍は致し方なく開放路線へと転換し、スー・チー氏を自宅軟禁から解いたのです。
中国が支援していた北部カチン州のダム建
設プロジェクトを突然中止したことは対中関
係の悪化を象徴するものです。しかしミン・
アウン・フライン将軍は中国との関係を維持
しました。頻繁に中国を訪問し高官との関係
を築いてきたのです。
中国の王毅国務委員兼外相は、僅か数週間
前の 1 月にミャンマーを訪問し、ミン・アウ
ン・フライン将軍、アウン・サン・スー・チ
ー氏とそれぞれ会談しています。

水面下で中国と接触する動きがあります。
☆不可解な出来事として 2 月 15 日、インターネットが午前 1 時から午前 9 時まで遮断されました。
この間に中国昆明とミャンマーヤンゴン間で複数回往復飛行が確認されました。しかも海外マス
コミ関係者まで入国禁止にしている時です。
☆不確認情報ですが中国の監視システムを導入しようとしているか、或いはインターネットを遮断
している間に導入したかの疑いがあります。
☆首都ネピドーで少女が警官隊の実弾で殺された事はご存知の通りですが、古都マンダレーでデモ
隊が治安部隊に発砲され数人が死亡しました。
【アジア各国の反応】
シンガポール、インドネシア、マレーシア、ベトナムは懸念を表明。
シンガポール外務省は重大な懸念を表明すると共に、全ての関係者が自制し対話を維持し前向き
で平和的な結果の為に協力する事を望むとしました。
インドネシア外務省も懸念を表明、選挙結果については法的な枠組みで対処されるべきと強調し
ました。
マレーシア外務省はツイッター上で深刻な懸念を表明、ミャンマー国軍と全ての関係者に平和維
持を最優先するよう呼びかけました。
ベトナム外務省のレ・ティ・トゥー・ハン報道官は記者会見で「状況を見守る」とした上で「地
域の平和、安定、協力のために状況を安定化させ国を発展させてほしい」と述べています。
タイ、カンボジア、フィリピンは内政問題とコメント。
タイのプラウィット・ウォンスワン副首相は「ミャンマーの内政問題だ」
カンボジアのフン・セン首相も内政問題として「状況を注視する」の述べるに留まっています。
フィリピンのハリー・ロケ大統領報道官は記者会見で、内政問題の為コメントは控えるとしまし
た。
ASEAN 議長国であるブルネイは議長声明において、今後の状況を緊密に見守りミャンマー国民の
意志と権益に沿って対話、和解、そして正常な状態に戻る為の働きかけを行うとコメント。
さらに本件は民主主義の原則や法の支配、人権保護や基本的自由の尊重などの ASEAN 憲章の目
的・原則を想起させるものだとした上で、ASEAN 加盟国の政治的安定は ASEAN 共同体の平和、安定、
繁栄の実現のために欠かせないと強調しました。
ミャンマーには私の友人で近江友介さんという日本人が現地で奥さんをもらって生活をしてい
ます。近江さんはグーグルで検索すれば出てくるぐらい嘗ては有名なサッカーの選手でした。ミャ
ンマーはこんな事もあり行くのには時間が掛かりますが身近に感じます。
組合のホームページの中のフォトギャラリーを見て頂いても分かるのですが、敬虔な仏教徒の国
で真面目で大人しい人々です。それに映画「ビルマの竪琴」でも分かるように非常に親日的です。
長い歴史の中で国民が立ち上がり、民主主義がようやく成り立ちかけた矢先にクーデターとは信
じられません。
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2 月 1 日の朝、日本にもクーデターの一報が政府に入りました。
米国や国連が数時間後に動き、日本の茂木敏充外相が日本時間の午後 4 時を過ぎてやっと「重大
な懸念」を表明する談と共に、拘束されたスー・チー氏ら関係者の解放を求めました。
午前中は外務省幹部が「情報収集中だ」と繰り返し、クーデターという軍の行動への批判はあり
ませんでした。政府による具体的行動は在留邦人への不要不急の外出自粛を呼びかける領事メール
を出したくらいでした。
遅いのではないか…最近でも似た出来事がありました。米国のトランプ前大統領の支持者らによ
る連邦議会占拠です。英ジョンソン首相、独メルケル首相、仏マクロン大統領ら主要国首脳が次々
にツイッターや声明で懸念を発表したのに対し、菅首相は沈黙を保ちました。丸 1 日経った後「バ
イデン時期大統領の下で米国民が一致結束して歩んでもらいたい」と述べるに留めました。それも
記者団に問われて…。
ミャンマーに関しては米欧と異なり日本政府が独自の立ち位置を取って来た事情もあり、軍事政
権時代からのパイプを保ちつつ民主化を促してきました。国際社会で孤立すれば中国に傾斜しかね
ないとの不安があります。
日本は民主主義国家です、はっきりとした姿勢を示さないでコウモリのごとき姿勢は独立国家と
して如何なものか…世界第 3 位の経済力を誇る日本、
頼りにならないでどうする!? 責務でしょう！
それでなくてもコロナ禍での決断の遅さを問われているのだから…。
蛇足ですが、キリンビールホールディングスは現地で「ミャンマー・エコノミック・ホールディ
ングス」と合弁事業で現地ビールメーカーを傘下に収めて運営をしてきましたが、この合弁先が軍
と関係が深いとして提携を解消する方針を明らかにしました。
米国の日本に対する態度
日本は独立国家ではない、対米服従国家だ…沖縄県が日本に返ってきた時、尖閣諸島も含んでい
ました。そこで 2 月 24 日、米国カービー報道官は「尖閣諸島における日本の主権を支持する」と
発言。ところが 2 月 26 日に国防総省で記者会見し、「先日の発言は誤りであり混乱を招いた」と
謝罪。「日米安全保障条約第 5 条に基づく、尖閣諸島を含む日本の防衛に対する米国の関与は揺る
ぎない」と強調しました。
米国さん…あなたが沖縄を占領していたのが領有権、施政権…分かり難いですね、米国の立場は
「尖閣諸島の領有権は知りません」「施政権は日本にある」
施政権というのは日本が領有しているのではなく「立法・行政・司法権」を意味する施政だけを
認めたという既存の方針を再確認しました。米国が尖閣諸島をめぐる日本と中国との領有権問題と
関連して中立的な方針を明らかにしたことで、両国間の争いが一層激しくなるものとみえます。
これでハッキリしましたね、バイデン政権の日本に対する態度が…。
日本なんて然程重要と考えていない、むしろ中国を向いています。長い目で見ればトランプ大統
領の対日政策の方が良かったかも!?
菅政権…余程腹を据えていかないと奈落の底に落とされる恐れがあります。
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