
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 3年 10月 7日発行 NO.2317 第 2470回例会 会長 土屋 俊夫 幹事 安藤 卓造 クラブ広報委員長 伊藤 元雄 

幹事報告 

会長挨拶 

 

 点   鐘   会 長  土屋俊夫 

 ソ ン グ   「我らの生業」 

 唱   和   「四つのテスト」 

 会 長 挨 拶    会 長  土屋俊夫 

 幹 事 報 告   幹 事  安藤卓造 

 プログラム 

  会員卓話   鈴木匡哉会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在コロナ緊急事態宣言が延長され、何かと不便な

毎日を過ごしていると推測致します。今日はコロナ

関係の記事に時々出てくる再生産数について少し触

れてみたいと思います。 

再生産数指標 R（reproduction number）は典型的

な感染者 1人から平均何人の新規感染者が生まれる

と予想されるかを表す公衆衛生の指標です。 

R0は基本再生産数 免疫のない状態・初期状態で 

Rtは実効再生産数 現在の状態を示します。 

Rtが0より小さくなれば終息に向かっていて一安心

です。R が有名になった理由の 1 つは実際のデータ

から推測できる数値のため状況把握がし易いためで

す。標準的な R値は COVID-19 2～3、COVID-19 δ

株 8～9、流行性インフルエンザ 1～2、SARS 2～

3、天然痘 4～6、水痘 6～8、麻疹 20～ 

このように指標 Rが感染の現在の状況をとらえる事

ができます。 

Rには 4の構成要因があります（DOTS） R＝DxOxTxS 

それぞれの要因に対して感染防止対策をします。 

Duration   持続時間   感染者の自己隔離 

Opportunities   機会   集会の人数制限 

Transmission probability伝播に至る確率 

マスク・手洗い・接近しない 

Susceptibility 感受性   ワクチン投与 

三密を避けうがいをすることの理由は上記の要因が

分かれば納得できます。千葉県の現在 9 月 16 日の

実行再生産数は 0.604 です。ちなみに 8 月 1 日：

1.478、8月 15日：1.1166、9月 1日：0.945指標だ

けでみると終息へ向かっているようですが、変異株

が出てくると増加の恐れがあり安心できません。実

は再生産数指標 Rの考え方は公衆衛生だけではなく

いろいろな状況で応用できます。例えばフェイクニ

ュースを SNSで拡散させる、ネットビジネスを推進

する、プロパガンダに活用する、スキャンダルを流

す、マスコミを使い政局を動かすなど。状況を Rか

ら分析するのも興味深いです。ロータリーも良い意

味で世の中に拡散して欲しいと思います。以上です

が、本日は鈴木匡哉会員の卓話が有りますので、こ

れにて挨拶を終わりに致します。 

 

 

○例会のお知らせ 

・茂原中央 RC・多古 RC 

・八日市場 RC 

○活動計画書受領クラブ 

・大多喜 RC 

○ガバナー事務所より 

・ガバナーノミニー・ 

例会報告（令和３年９月１６日） 



 

 

会員卓話 

   デジグネートの公表 

（冨里 RC 寒郡茂樹会員） 

◯その他 

・ポリオデー・ウォークラリーについて 

・ハイライトよねやま Vol.258 

・コーディネーターNEWS 

 

 

「敗戦利得者と書き換えられた歴史」 

鈴木匡哉会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月、終戦記念日にあったての卓話を予定していた

のですが、緊急事態宣言発令で休会となってしまい

ました。その時の卓話は、試験的に実施した WEBミ

ーティングでお話ししたのですが、今年度、土屋会

長が「歴史」と言うテーマを挙げられていることも

ありますので、今日はその時の内容も踏まえながら、

少し掘り下げてお話ししてみたいと思います。初め

に、先月どの様なお話をしたのか、要点だけ簡単に

ご説明します。まず一つ目は、先の大戦で日本が無

条件降伏をしたという話は間違いで、ポツダム宣言

に示された条件を受け入れた「条件付降伏」だった

と言うお話です。無条件降伏をしたのはあくまで日

本軍であって、日本国ではありません。これは、ポ

ツダム宣言の条文そのものを見れば明白です。とこ

ろが、戦後、GHQや、敗戦によって利益を得た「敗戦

利得者」達が、あたかも日本国そのものが無条件降

伏をしたかのようなプロパガンダを流したため、そ

れが今日の定説になってしまっています。 

二つ目は、「A級戦犯」と言うのは、罪の重さを表す

ものではなく、単に戦争犯罪の分類を表すもので、

東京裁判以前の国際法には、その定めがありません

でした。しかも、後から出来た法律は過去に遡って

適用しないと言う、近代法治国家の原則に外れた不

当なものだったと言うお話です。実際に東京裁判当

時、インドのラダ・ビノード・パール判事は、「事後

法によって裁くことは国際法に反する」として、A級

戦犯全員の無罪を主張しています。 

三つ目は、日本に戦犯は存在しないと言うお話です。

日本が 1951 年にサンフランシスコ平和条約に調印

し、翌年国際社会に復帰すると、日本国内では戦犯

として拘留されている人達の早期釈放を求める国民

運動が起こり、最終的に全ての戦犯の赦免を求める

4 千万人の署名が集まりました。国会ではこれを受

け、全ての戦犯を赦免する決議を、労働者農民党の

１議員を除き、日本共産党も含め圧倒的多数で可決

しました。これによって、東京裁判で裁かれた全て

の戦犯は赦免されたため、靖国神社に A級戦犯が合

祀されているなどと言う議論は、実は全く無意味な

のです。このように、前回の卓話では、先の大戦、

大東亜戦争について、常識と思っていたことが実は

間違いである例が沢山あると言うお話をさせて頂き

ました。 

今日はもう一つ、「日本は植民地主義政策でアジア諸

国を侵略し、アジア各国に多大な迷惑を掛けた」と

いう言説について考えてみましょう。まず、事実関

係から整理しますと、日本の戦争相手とは誰だった

のでしょうか。当時、アジア諸国はタイ王国を除い

て全て欧米列強の植民地となっており、優秀な子供

が生まれれば将来反乱を起こされないように手首を

切り落とされ、女性は強姦されても文句も言えず、

資源を搾取され、宗主国の利益のためだけに商品作

物を奴隷のように生産させられ、自分達の食料を生

産できずに数百万人の餓死者を出したりと、列強の

植民地支配は苛烈を極めていました。日本も資源を

求めてアジアに進出したのは否定できませんが、日

本が列強国と決定的に違っていたのは、人種差別の

ない「大東亜共栄圏」の樹立を目指し、世界の人々

が一つの家族のように幸せに暮らせる「八紘一宇」

という理想を掲げていたことです。日本が戦ったの

はアジア諸国ではなく、アジア諸国を苛烈な植民地

支配で苦しめていた米、英、オランダといった列強

国と、北支事変から泥沼の様相だった中国であって、

日本の戦争はアジア諸国を列強の植民地支配から解

放するための戦争でした。実際、アジア諸国で日本

がどのように見られているのか、2 つの事例をご紹

介します。 

これはインドネシアの最高額紙幣である 10 万ルピ

ー紙幣です。絵柄はインドネシア独立宣言書を背景

に、インドネシア建国の父と呼ばれるスカルノ元大

統領とハッタ元副大統領が並んでいます。今回注目

して頂きたいのが、この独立宣言書の日付です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 年 8 月 17 日となっています。スカルノとハッタ

によってインドネシアの独立が宣言されたのは、日

本が降伏した 2 日後の 1945 年＝昭和 20 年 8 月 17

日です。では、なぜ「05年」なのでしょうか？この

05年は、「皇紀 2605年」を意味しています。皇紀と

は、初代神武天皇が即位した年を元年とする、日本

独自のカレンダーです。西暦に 660を足すと、皇紀

になりますインドネシアは 16 世紀ごろからイギリ

スやオランダが進出し、数百年の間植民地として搾

取され続けていましたが、大東亜戦争開戦によって

オランダ軍は日本軍によってあっという間に駆逐さ

れ、日本の軍政の下で独立の準備が進められました。

もし、日本の政策が、オランダに取って代わって単

に搾取だけが目的のものだったとしたら、日本降伏

後にも関わらず、スカルノとハッタが大事な独立宣

言書に、西暦ではなく皇紀を使うはずがありません。

インドネシアは日本降伏後に戻ってきたオランダ軍

と 4年に渡る独立戦争を戦い、独立を勝ち取りまし

た。この戦いには千人から二千人の日本人が加わり、

インドネシア人と一緒に戦ったのですが、それは後

のお話しです。次に、こちらの「ミャンマー国軍の

歌」をお聴きください。どうですか？何処かで聞き

覚えのある曲だと思いませんか？これは、紛れもな

く瀬戸口藤吉が明治時代に作った「軍艦マーチ」で

す。この曲は今でもミャンマー国軍記念日などに演

奏され続けています。ミャンマーは長い間イギリス

の植民地でしたが、アウンサン将軍と日本軍が協力

して独立を勝ち取ったのは皆さんもご存知のことと

思います。もし、本当に「日本がアジア諸国を侵略

して迷惑を掛けた」と言う話が本当だとしたら、イ

ンドネシアの最高額紙幣に「皇紀」が記されている

事も、ミャンマー国軍が今でも軍艦マーチを演奏し

ている事も、全く説明がつきません。では、なぜ大

東亜戦争に関することついて、このように事実が書

き換えられてしまっているのでしょう。まず一つ考

えられるのは、GHQの意図によるものです。GHQは、

一人一人の兵士が死を恐れずに戦う日本人に対して

底知れぬ恐怖を感じ、占領軍に対する反乱や暴動な

どを恐れ、メディアに厳しい情報統制を敷き、「戦争

を起こしたのは暴走した一部の『軍国主義者』で、

憎むべきはアメリカではなく日本を戦争に導いた

『軍国主義者』だ」という自分たちに都合の良いシ

ナリオを作り上げ、新聞や NHKを使ってプロパガン

ダを流させました。そして、日本が二度と自分たち

に牙を剥くことの無いよう、日本民族全体に戦争に

対する贖罪意識を刷り込もうとしました。GHQ によ

るこの様な政策は、War Guilt Information Program

＝ WGIPと呼ばれています。余談ですが、戦後マッ

カーサーが GHQの最高司令官として厚木基地に降り

た立った時、特攻機が突撃してくるのではないか、

精鋭の日本兵に狙撃されるのではないかという恐怖

のあまり、タラップを降りながら失禁していたとい

うお話があります。真偽のほどはわかりません。さ

て、GHQ はサンフランシスコ平和条約の締結によっ

て、1952年に日本から引き上げました。しかし、そ

の後も WGIP が続いていく方が都合がよいと考える

人々によって受け継がれて、今日に至っているのが

現実です。日本は戦争に敗れて、多くの人々が犠牲

となり、海外の資産を全て失い、莫大な損失を被っ

た一方、日本が戦争に負けたことで利益を得る者＝

「敗戦利得者」が現れました。国内においては、社

会主義者や共産主義者たちです。日米両国政府内で

正体を隠した共産主義者が暗躍し、両国を戦争に導

き、どちらかが負ければ敗戦の混乱に乗じて共産主

義革命を成就させようとする「敗戦革命」が画策さ

れていたことが、近年の研究で明らかになっていま

す。 GHQの中にも正体を隠した共産主義者がおり、

GHQ の意に沿わずに公職追放になった人の後釜に、

投獄されていた共産主義者が当てられ、そういう者

たちが社会の様々な分野で高い地位を占め、敗戦の

混乱を長引かせることで、社会主義革命、あるいは

共産主義革命の機会をずっと伺っていたのです。 

国外においては、日本をいつまでも敗戦国・加害国

に位置付け、不当な要求を突き付けたり、領土的野

心を満たそうとするいくつかの特定国があります。

あえて具体的な国名は言いませんが、「C」とか「K」

とか「NK」なんていう国は、敗戦利得者と言えるで

しょう。しかし、このような国内外の敗戦利得者の

利益は、大多数の日本人の利益とは相反するので、

社会の多数派とはなり得ないはずです。それなのに、

なぜ今でも敗戦利得者たちによって修正された、彼

らにとって都合の良い歴史が常識のようになってし

まっているのでしょう。彼らは、時に「反戦」「平和」



 

 

「男女平等」「環境保護」「ボランティア」と言った、

耳障りの良い言葉を隠れ蓑に、自らの政治的野心を

満たそうと活動しています。すると、自分は共産主

義者でも、特定国の利益代表者でも何でもないのに、

そう言う主張の一点に共感し、結果的に彼らに利用

されてしまう人が一定数発生します。そういう人達

は、「騙されやすい人」とか「間抜け」と言った意味

で、Dupes（デュープス）と呼ばれています。この「デ

ュープス」が、知らず知らずのうちに、共産主義者

やC国やK国の片棒担ぎをしてしまっているのです。

ロータリーでも、「米山奨学金は、日本がかつてアジ

アに迷惑を掛けた罪滅ぼし」と言った言説を聞き、

とても残念な気持ちになった事がありました。また、

現在米山奨学生の４割が、数百万人のウイグル人を

強制収容所に収容して臓器売買をしたり、香港の民

主化運動を弾圧している中華人民共和国の学生だっ

たりする現実を見ると、ロータリーの中にも敗戦利

得者や、それに利用されている「デュープス」が相

当数おり、特定国の利益の為に利用されているので

はないかと、勘ぐらずにはいられません。ロータリ

ーでは会員の多様性が尊重されるので、個人個人の

考え方は尊重されるべきものです。それだけに、一

部の人間が共産主義者やC国やK国に「デュープス」

として利用され、その結果、会員からの善意の寄付

金が、日本と利害が相反する特定国の利益の為に使

われてしまうのは悲しすぎます。歴史は時に、誰か

に都合よく書き換えられてしまいます。そんな書き

換えられた「歴史」に踊らされ、自分が「デュープ

ス」になってしまっていないか、是非一度考えてみ

てはいかがでしょうか。 

 

 

向後雅生君 

 …お誕生日祝いありがとうございます。 

青柳 誠君・土屋俊夫君・向後雅生君・倉石昌治君 

安藤卓造君・上原広嗣君 

 …鈴木匡哉会員卓話ありがとうございました。 

本日計     9,006円 

累 計    86,006円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出席報告 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

例会日 会員数 出席 
出席率に 
用いる数 ％ 

9月 16日 24 15 19 78.95 

 


