
◆山口県（長州）が生んだ八人の極悪総理大臣◆

山口県出身の首相7人の通算在職日教は計34年
内閣制度120年間の4分の1以上を占める。

◆伊藤　博文◇1885年明治18年12月22日初代・伊藤博文内閣（188

5・12・22－1888・4・30、以後1901年まで四回組閣）【山口県出身。

周防国熊毛郡束荷村生まれ】。
◆1894年7月23日、日本軍が朝鮮の仁川（インチョン）に上陸し

て、京城（ソウル）の朝鮮王宮を占領し、次々と攻撃を仕掛け、8

月1日、第二次伊藤博文内閣が清国に宣戦布告、日清戦争開戦（～1

895・4・17）。◆1895年明治28年1月14日　日清戦争の渦中、伊藤

博文内閣が閣議決定で、「尖閣諸島は無人島で、靖国の支配は及ん
でいない」とし、尖閣諸島を日本の領土に編入。

◆1895年明治28年4月17日　日清講和条約調印。日本が台湾を植

民地化。◆1895年明治28年10月8日、朝鮮王朝の開妃暗殺。閲妃がロシアと組んで復権

してくると、朝鮮とロシアの連合をおそれた長州藩出身の朝鮮駐在日本公使・三浦梧桜

が首謀者となって、熊本藩の安達謙蔵らが加わって朝鮮王朝の実権者・関妃（ぴんぴ）

を暗殺。◆1906年明治39年2月1日　京城に韓国統監府設置。日韓協約を締結した伊藤博

文が3月3日に初代韓国統監（～1909年）に就任して本格的な植民地化に着手。◆1907

年7月24日、韓国統監・伊藤博文が「第三次日幹協約」を締結。協約代表は伊藤博文。
この協約により、朝鮮を日本の「属国」とし、韓国の内政を日本人統監下に置き、韓国

内での法令制定と高等官吏任命を日本人統監許可事項とし、韓国軍隊を解散、裁判権も

日本が掌握。朝鮮の外交権を剥奪。大審院長と大審院検事総長などの司法権力（裁判

権）を握り、各部の次官などに日本人を採用させ、韓国軍隊を解散することを規定した。

同時に日本の軍隊が大々的に韓国に派遣され、各地に旅団司令部が置かれていった。

◆1909年（明治42年）10月26日、満州の吟爾浜（ハルビン）駅で、朝鮮の愛国者・安

室根に暗殺さる。

◆山態　有朋◇1889年明治22年12月24日　山螺有朋内閣

（1889・12・24－1891・5，6、以後1900年まで二回組閣）。【萩

城下近郊阿武郡川島村　〈山口県萩市川島）生まれ】

侵略主義の権化となった元帥・陸軍大将・総理大臣。維新

後に陸軍を創設し、日本の徴兵制を捷唱。強大な権力を握っ
て軍国主義化を推進。

◆1872年4月5日明治5年2月28日　山懸有朋が主体とな

って、陸軍省・海軍省を設置。のち元老として勢力拡大。◆

1872年4月19日明治5年3月12日東京・大阪・鎮西（小

倉）・東北（仙台）の四ヶ所に鎮台が設置され、このあと山懸有朋が、軍事の四民平等

を謳い文句に、徴兵制の導入を提唱。◆1872年12月28日明治5年11月28日、全国徴兵ノ

詔・徴兵告諭を発令。◆1873年明治6年1月10日、徴兵令が定められ、徴兵制を実施。◆

1873年明治6年6月　政商・山城屋和助との汚職が発覚して辞任に追い込まれた山懸有朋

が陸軍卿に復活し、強大な権力を握って軍国主義化を推進。◆1878年12月5日参謀本部

条例が制定され、天皇直属の組織として参謀本部が発足、山螺有朋が初代参謀本部長
（参謀総長）に就任。軍令に関する事項は一切が参謀本部長の管轄と規定され、ここに

天皇の統帥権が独立。◆1890年明治23年　3月の意見書「外交政略論」と12月の第一回

帝国議会で首相として施政方針演説。欧米列強の帝国主義に倣って日本の利益を守るた
めには力の行使が必要と主張し、「我（わが）利益線の焦点は実に朝鮮に在り」と述べ、
「強力を用いて我が意思を達する」と断言、大日本帝国の朝鮮・アジア侵略主義の方針
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を打ち出す。◆1890年明治23年11月29日　山懸有朋内閣のもと、大日本帝国憲法（明

治憲法）施行。「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」と規定し、内閣や議会が軍事に干渉できない
制度が誕生。◆1894年11月、日清戦争に第一軍司令官として出征した山懸有朋が鴨緑江

を渡河。明治天皇に朝鮮政策を上奏し、中国を横断してインドまで制覇する必要がある

と、狂気のアジア支配戦略を打ち出す。

◆桂　太郎◇1901年明治34年6月2日　桂太郎内閣（1901・6〃2－1906・l・7、以後1913

年まで三回組閣）。【長門国阿武郡萩町平安古（山口県萩市平安古）生まれ】台湾総督“

韓国併合を実行した総理大臣・陸軍大将・思想警察の設置者。
◆1904年明治37年2月10日、桂太郎内閣がロシアに対して宣

9戦布告、日露戦争開戦（～1905・9・5）。◆1905年明治38年2

月22日　島根県告示で竹島を島根県所属隠岐島司所管とする

旨を一方的に宣言し、この無人島を公式に「竹島」と命名。◆
1905年明治38年3月10日　日本軍が満州の奉天占領。満州支配

の足掛りを築き、朝鮮から中国、ロシア東部にまで支配力をお

よぼそうとする野望が軍部に芽生える。◆1905年明治38年9月

5日　日露講和条約（日露ポーツマス条約）に調印。帝政ロシ

アが靖国との条約によって保有していた南満州の権益がそっく

り日本に譲渡され、日本は旅順・大連の租借権と、南満州の長

春～旅順の鉄道経営権などを獲得。日本の韓国における利権を国際的に承認させる。◆
1909年7月6日、韓国併合（日韓併合）を桂太郎内閣が閣議決定。◆1909年明治42年7月

12日　桂太郎内閣の韓国統監・曾禰荒助が韓国司法及監獄事務委託に関する覚書を調印

して、韓国内の警察権と司法権を完全に日本が支配する恐怖政治を開始。◆1910年8月2

2日　桂太郎内閣の韓国統監・寺内正毅が日韓併合（韓国併合）を強行する日韓条約調

印。韓国統監府を朝鮮総督府と改称。日本による朝鮮半島完全侵略・朝鮮に対する公式
の植民地支配を始める。その間、◆1909年明治42年5月6日　新聞紙法を公布して言論弾

圧を強化。◆1910年5月25日に多数の反戦平和主義者の逮捕・検挙が始まり、◆1911年

明治44年1月24日に幸徳秋水ら11名が処刑される。この幸徳秋水事件（大逆事件）後、

◆1911年明治44年8月21日　桂太郎内閣が特高警察を設置。警視庁（東京）が同盟罷業、

爆発物、新聞・雑誌・出版物・碑文の検閲を管掌する組織として特別高等課を設置。内

務省警保局保安課の指揮下に置く。

◆寺内　正毅◇1916年大正5年10月9日　（1916日0・9－1918－9・29）寺内正毅内閣

【周防国（山口県山口市平井）生まれ】総理大臣・日韓併合
時の韓国統監一十初代朝鮮総督。日露戦争勝利の功により貴族

となり、陸軍省の強化にあたる。◆1906年に設立した満鉄

設立委員会は、委員長の児玉源太郎が急死したため、委員長

を陸軍大臣・寺内正毅が後を継ぎ、満州支配を開始。◆191

0年7月23日、朝鮮の京城（現ソウル）に赴任し、三代目韓

国統監【陸軍大臣兼任】◆1910年明治43年8月22日、日本政

府が日韓併合を強行する日韓条約に寺内正毅自ら調印。韓国

併合を強行し、韓国統監府を朝鮮総督府と改称。日本による
朝鮮半島完全侵略・植民地化成る。併合により、三代目韓国

統監・寺内正毅が初代「朝鮮総督」に就任。朝鮮駐節（ちゅ うさつ）憲兵隊司令官とし
て憲兵警察を創始し、9月10日朝鮮憲兵条例を制定、憲兵隊が軍事警察のはか、治安警

察、行政警察、司法警察の任務を遂行。10月1日には韓国統監府を朝鮮総督府と改称し、

朝鮮総督府官制に「総督は陸海軍大将をこれにあて、朝鮮における行政権と軍令権を持
つ」と定め、日本の軍人が直接朝鮮を統治する武断政治を開始。日韓併合を強行した守

一　2　－



内正毅が初代朝鮮総督に就き、露骨な軍閥政治にとりかかった。寺内はその後の六年以

上、憲兵政治を半島全土に強行し、「専制至らざるはなく、半島の住民を恐怖に戦慄さ

せ、その怨嗟の声は全道に満ちた」とされる恐怖政治をおこなう。◆1918年大正7年8月

2日　寺内正毅内閣が満州の権益確保を狙ってシベリア出兵を宣言（～1922年大正11年

10月25日撤兵完了まで）。出兵を決定した事実上の責任者は参謀本部M2参謀次長だっ

た田中義一。

◆田中　義一◇1927年昭和2年4月20日　田中義一内閣（1927・4・20－1929・7・2）。

【長州萩（山口県萩市）生まれl第一次世界大戦中に軍部の支配権を打ち立てた男。

◆1914年大正3年7月28日、第一次世界大戦開戦（～1918年11月11日）”＋1915年～19

18年に田中義一が参謀本部No2参謀次長に就任し、寺内正毅内閣のシベリア出兵を決定

し、1917年2月に日本軍がヨーロッパ出兵。1918年から

のシベリア出兵で満州の北部を侵略しながらアムール州、

沿海州、サバイカル州で朝鮮人たちを虐殺。日本が第一次

世界大戦で出費した軍事費総額は、1914年から1918年ま

で、5年間の合計が15億948万円（2000年時価8046億521

7万円、およそ1兆円）にも達した。田中義一は1918年～1

922年に陸軍大臣をつとめ、◆1927年～1929年に総理大

臣就任、強硬外交を展開。◆1927年昭和2年5月28日　政

府が山東出兵を声明し、関東軍に中華民国山東省への出動

命令を出す。以後、第二次、第三次の山東出兵に至り、中

国大陸への日本侵攻がおこなわれ、満蒙地帯における日本
の特殊権益堅持政策を推進。◆1928年の第一回普通選挙

後の社会主義的な活動を鎮圧するため、同年に全国の社会主義者を一斉に検挙する三・
一五事件を引き起こす。◆1928年昭和3年6月4日　張作索操殺事件。排日運動が激化す

る中、日本軍から離反しつつあった満州軍閥の頭領・張作桑が奉天に引き揚げる途中、

満州を領有しようとする関東軍の謀略で列車を爆破されて死亡。事件の黒幕となったの

が、田中義　一内閣で事実上の外相として権勢を振るっていた外務政務次官・森絡（つと

む）。

◆岸　信介◇1957年昭和32年2月25日　岸信介内閣（1957・2・25－1960・7日9）【山口

県熊毛郡田布施町出身】。満州支配者。
◆1931年昭和6年9月18日　柳条湖爆破事件によって満州事変を引き起こし、◆1932

年3月1日、「満州国の建国」が宣言され、3月9日に愛新

覚羅薄儀を満州国執政として担ぎ上げ、日本が満州を中国

領土から切り離すことに成功。◆1936年、岸信介が満州

に渡る。◆1937年昭和12年7月1日　日本が侵略した満州

国の産業部次長に岸信介が就任（～1939年）。行政の実

権を掌握し、日本人官僚（次長）がほとんどの組織を支配

して思うままに植民地支配行政をおこなう。◆1939年3月

22日～10月19日、満州国の最高権力機関である総務庁の

次長を兼務。この満州時代に関東軍参謀長の東条英機、日
産コンツェルン総帥（長州藩）鮎川義介など、軍部“財界

の知己を得て産業開発五ケ年計画を開始し、日本人官僚支

配による満州経営で辣腕を振るい、東條英機と共に「満州三角同盟」と渾名さる。◆帰

国後、1941年10月18日　東條英機内閣発足（～1943年10月8日）、岸信介が東條英機内

閣商工大臣、軍需次官に就任。東条内閣の閣僚として真珠湾攻撃の日米開戦詔書に署名。

◆戦時中の阿片王・里見機関の利益が中国の興亜院に納められ、大部分が軍部や政治家
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に流れ、岸信介や児玉誉士夫がそれを利用。児玉は日本の原爆開発のウラン原料確保に

暗躍。岸信介はその大金を利用して戦後政治の頂点をきわめる。◆敗戦後の1945年9月1
1日、GHQが東條英機内閣の閣僚として岸信介たち戦争犯罪者を逮捕、12月8日に巣鴨

プリズン収監。◆1948年12月24日、東條英機らが絞首刑で処刑された翌日、GHQがA

級戦犯・岸信介らを巣鴨プリズンから釈放。◆1956年、石橋湛山内閣が共産主義の中国

（中華人民共和国）との国交回復を主張して、国民から大きな期待を受けながらわずか1

ケ月で、石橋首相が病気のため、翌◆1957年1月31日に外務大臣・岸信介を首相代理に

指名し、2月23日に総辞職。2月25日に、またしても戦争犯罪者が復権して、戦後最悪の

長州藩・岸信介内閣が発足。◆1957年5月7日　岸信介首相が参議院で、自衛権の範囲内

であれば核保有も可能であると答弁。◆1959年3月2日、岸信介首相が参議院予算委員会

で、防衛用小型核兵器は合憲であるとの判断を表明。◆1959年12月1日　わが国最初の

原子炉、茨城県東海村の原子炉建設に対して、電源開発調整審議会が決定のゴーサイン
を出し、日本の原子力産業が始動。◆1960年1月19日、日本に米軍駐留を定めた日米安

全保障条約締結。国民が猛烈に反対するなか、日本の米軍駐留などを定めた日米安全保

障条約（日米安保改定）をアメリカで締結。5月20日、国民の猛烈な反対を押し切って

自民党が日米安保新条約（軍事協定）を強行採決一書6月15日、安保反対闘争が激化し、

全土に数百万人のデモ。学生たちが国会に突入”＋6月18日、33万人が国会議事堂を取り

囲む史上空前のデモ。自民党の依頼で、児玉誉士夫らが右翼と暴力団（稲川会）らを大
量動員。500人の警官隊と数百人の暴力団組員を含む院外団を国会内に導入して反対運

動を弾圧。◆日本に始動した原子力産業がただちに軍事計画に踏みこみ、岸内閣が「自

衛のための必要最少限度を越えない戦力を保持することは憲法によっても禁止されてお

らない。したがって、右の限度に止まるものである限り、核兵器であると通常兵器であ

るとを問わずこれを保持することは禁ずるところではない」として、核兵器保有は合憲

との政府見解を表明。

◆佐藤　栄作◇1964年昭和39年11月9日　（1964・11・9－1972・7・7）佐藤栄作内閣【山

口県熊毛郡田布施町生まれ！。岸信介の実弟、安倍晋三の大叔父。妻・佐藤寛子はA級

戦犯・松岡洋右の姪。
◆1961年7月8日　通産大臣に佐藤栄作就任。◆1963年12月9日～1964年6月29日。

科学授術庁長官・原子力委員長に就任。原子炉の大事故は起こり得るので、低人口地
帯（過疎地）の人間であれば著しい放射線災害を受けても致し方ない、とする原子炉
立地審査指針を策定。◆1964年11月9日、総理大臣就任。◆1966年7月25日、兄・岸

信介首相が決定した日本最初の茨城県東海村の原子炉が、弟・佐藤栄作首相のもとで

運転開始。◆1967年7月20日、原子燃料公社を廃止し、核兵

器開発を目的にした組織として動力炉・核燃料開発事業団
（動燃）を発足。◆1968年2月26日　日米新原子力協定に調

印。◆1971年6月5日　佐藤政権が動燃の東海村再処理工場

建設認可。◆1974年、非核三原則によりノーベル平和賞を

受賞。ところがノルウェーのノーベル賞委員会が2001年に

出版した「ノーベル平和賞・平和への百年」の中で、「佐藤
”千種栄作はベトナム戦争でアメリカの政策を全面的に支持し、日

本は米軍の補給基地として重要な役割を果たした。のちに公

開されたアメリカの公文書によると、佐藤栄作は日本の非核

政策をナンセンスだと言っていた」などとし、「佐藤栄作を

選んだことはノーベル賞委員会が犯した最大の誤りであっ

た」として当時の選考委員会を批判した。

以上が、「長州満の明治150年」のガラクタ遺産だロ
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◆安倍　晋三◇2006年平成18年9月26日　第90代・安倍晋三内閣【東京都生まれ。山

口県大津郡油谷町（現・長門市）出身！。
このファシストについて、今さら説明する必要があるか？　っ

◆2003年　安倍晋三のブレーン、京大教授・中西輝政が総

合雑誌VOICE　2003年1月号に政治評論家・福田和也らと共に、

日本核武装宣言を発表し、「北朝鮮に核ミサイルを発射させな
いようにするいちばんの方法は「日本も核武装する」という宣

言を、いち早く総理がすることだ」と提唱。◆2002年5月13日

小泉内閣官房副長官として安倍晋三が、講演で「小型であれ

ば原子爆弾の保有も問題ない」と発言。「日本は核戦力を持つ

ことだって許されている」とまで公言。◆2006年9月26日組

閣、総理大臣就任。美しい国づくりなどの低レベルなセンチメ
ンタリズムで憲法九条改悪を目標に内閣発足。◆2006年11月1

5日、実質審議なしのまま与党の単独強行採決で、愛国心を復

活させる教育基本法改正案を衆院特別委員会通過。◆2006・11・30、小泉純一郎内閣が2

006年6月に閣議決定した防衛庁の防衛省昇格関連法案が、安部晋三内閣によって衆院安

全保障委員会に提出されて採決され、自民、民主、公明などの賛成多数で可決。◆2007

年1月9日に防衛庁が省に昇格。◆その後、収益性の高い企業が景気を引っ張る成長路線

を前提にした税制と財政によって、ますます貧富の格差を広げる政策を展開。安倍がN

ATO理事会で演説し、自衛隊の海外派兵を積極的に進め、NATOとの連携を強化す

る方針を示す。◆2007年4月25日、憲法解釈で禁じる集団的自衛権の行使を認めるメン
バーを集めた首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」を設

置し、政府解釈を見直して米軍との共同軍事行動を画策。◆2007年5月14日、改憲の手

続き上必要な国民投票法案が参院本会議で自民党・公明党の賛成多数で可決、成立。◆2
007年7月29日、参院選で37議席しか当選しない歴史的な惨敗を喫するが首相にとどまり、

日本では選挙をしても意味がないことを証明した。◆2007年8月27日～9月12日に2週間

だけの第一次安倍晋三改造内閣を発足。7月16日の新潟県中越沖地震で柏崎刈羽原発が

大破壊されたというのに、インドネシアを訪問して、原子力の協力を約束。9月にはアメ

リカの飼い犬として、イラクを攻撃し続ける米軍のためにインド洋で海上自衛隊が給油

活動をおこなうため、その根拠法であるテロ対策特別措置法を維持しようと必死になり、

9月8日にブッシュ、ハワード首相と共に日米豪首脳会談をオーストラリアで開いて出席。

9日にAPECで訪れたオーストラリアのシドニーで記者会見し、「自衛隊のインド洋での

給油活動に職を賭す、これが継続できなければ退陣する」と発言。アメリカのためなら

辞職するという、日本国民を馬鹿にした総理大臣。婦国直後の9月10日に参院本会議で

所信表明演説をして力んでみせたあと、12日に衆参両院で各党から代表質問を受ける直

前の午後2時、「総理大臣辞任」の緊急記者会見をおこない、衆議院本会議が流会、総理

大臣辞任。職務を放り出して散前逃亡という日本の憲政史上前代未聞の醜態に、日本全

国民が唖然とする。外国人投資家は「大変いいことだ。問題は後継者にいい人がまった

くいないことだ」と評論。

◆2012年12月26日、野田佳彦首相の民主党が崩壊したおかげで復権した第二次安倍晋

三内閣発足。原発再稼働強行。沖縄辺野古の米軍基地建設強行。教育基本法改悪実施。

集団的自衛権行使を強行。秘密保護法を実施。戦争法案強行中。平和憲法の改悪に熱中。
その実、駐日アメリカ大使にすぎない哀れな男。

祖父・岸信介は新日米安全保障条約調印の強行採決で国民の怒りを買って首相辞任、
大叔父・佐藤栄作は支持率17％で記者団総退場の場でたった一人の首相辞任の記者会見。

安倍晋三本人は大好きな拉致問題と憲法改悪で、人生一巻の終り。「晋ちゃんまんじゆ

う」を製造してきた荒川区の菓子会社は「さよなら！　晋ちゃんまんじゆう」にしたと

ころ、売れ行きが好調になった。
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安倍晋三の祖父・岸信介が満州官僚として絶大な権力をふるい、戦後にA級戦犯容疑

者だったことは多くの人にも知られているが、安倍晋三が誇りにしてきたのは、自分が

長州（山口県）の生んだ八人日の総理大臣だというところにある。

彼の郷里の先人であるこの七人が、伊藤博文から佐藤栄作まで、戦前はいずれも日本
の戦争犯罪者、そして戦後は原子力産業の重大な局面を開いた責任者であった。だから

といって、「山口県人はみな悪い」ということが、あろうはずはない。山口県のなかに、

悪質な一集団がある、と言うのが正確である。

長州藩の歴代犯罪者の系譜
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これら先人を、安倍晋三は尊敬している。それが問題だろうか。しかしこのような俗

物がいることは不思議ではないし、さして気に留めることではない。真の問題は、その

人物が総理大臣に就くことを受け入れる社会である。

戦後の日本人が反省の上に立って培ってきた歴史観をくつがえそうと、戦争犯罪者と

同じ野心を電骨に持っている彼らが、吉田松陰を偉人として祭り上げ、戦前の時代を、

美化したがっていることが問題なのである。

北朝鮮叩きは、無駄な徒労に終る。日本人は、多くを韓国の民衆に学ぶ必要がある。

北朝鮮制裁は逆効果である。問題はアメリカと、その庇護に頼ろうとして孤立化する日

本にある。核兵器のために再処理工場を運転しようとしてきた日本について、わが国の

報道界では真剣な議論がゼロである。

歴史を議論できない報道人と、この現実問題を議論しない作家・芸術家・芸能人が日

本には多すぎる。日本の海外侵略という悪事は、明治維新から始まったのである。
この集団が、これから一体何をするか……
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