
アップ日付 タイトル 説明 リンク

H27.2.3

Time Travel 
津軽鉄道（昭
和62年1月3
日）

昭和62年1月3日、芦野公園他津軽鉄道
の映像です。VHS-Cで撮ったもので画像
の質はよくありませんがよろしかったら
ご覧下さい。

https://youtu.be/697ONjOtwhU

H27.2.3
Time Travel 
急行津軽（昭
和62年元旦）

昭和62年(1987）元旦の夜に乗った急行
津軽の車内放送です。かつての固定クロ
スに比べれば14系のリクライニングシー
トで随分デラックスになりましたが、そ
れでもこの当時は夜行の座席車がごく普
通に走っていたのだなとあらためて実感
します。

https://youtu.be/o2zmZm8BwZk

H27.2.4 大衆と共に(1)

民社党西尾末廣初代委員長の半生を描い
た映画です。民社党解党後21年余りが経
過し、著作権上の問題もないため、少し
でも多くの方にご覧いただきたく3回に
分けてアップロードします。全体で約35
分です。歴史上の人物が多数登場します

https://youtu.be/w3BqnOtBBEk

H27.2.4 大衆と共に(2)

民社党西尾末廣初代委員長の半生を描い
た映画です。民社党解党後21年余りが経
過し、著作権上の問題もないため、少し
でも多くの方にご覧いただきたく3回に
分けてアップロードします。全体で約35
分です。歴史上の人物が多数登場します

https://youtu.be/001--Bph5Qc

H27.2.4 大衆と共に(3)

民社党西尾末廣初代委員長の半生を描い
た映画です。民社党解党後21年余りが経
過し、著作権上の問題もないため、少し
でも多くの方にご覧いただきたく3回に
分けてアップロードします。全体で約35
分です。歴史上の人物が多数登場します

https://youtu.be/4xjjn6xDIy4

H27.2.7 車上キャビ
ネット

民社党青年部では「ゆーすきゃびねっと
2001」という名で影の内閣を作ってい
ました。青年部の活動ではありますが政
党としては初めての試み。総理は当時の
青年局長、川端達夫現衆議院副議長。こ
の映像は平成2年10月13日、都電荒川線
の6000型を借り切って連邦制実施を
テーマにディベートを行ったときのもの
（最初の部分）です。当時の米沢隆書記
長も審査員で参加しています。ちなみに
私は当時全国青年部事務局長でゆーす
きゃびねっとでは官房副長官でした。い
わずもがな、ロケーションは私の独断で
決めました。

https://youtu.be/_ITn4OBQYi8

H27.2.7

Time Travel 
飯能→武蔵横
手（昭和61年
9月23日）

途中東飯能で八高線のキハ35系（タラコ
色）がとまっているのが見えます。武蔵
丘の車両基地は工事が始まったところと
いう感じです。

https://youtu.be/wGCOhrXoZ7E



H27.2.7

Time Travel 
昭和62年 国
鉄民営化前後
の国分寺駅

昭和62年4月1日に国鉄は民営化されま
したがその前後、3月31日と4月の国分
寺駅。大改良の工事が始まったところで
ホームは昔のまま。下河原線のホームも
残っています。多摩湖線の旧ホームを出
る351も写っています。

https://youtu.be/SRbTInrRI0M

H27.2.8

Time Travel 
西武池袋線(1)　
池袋→石神井
公園

昭和60年前後の西武池袋線急行飯能行
き。池袋から石神井公園までです。まだ
高架線は影も形もありません。

https://youtu.be/U5Z8DMiK8xA

H27.2.9

Time Travel 
銚子電鉄(1)外
川→笠上黒生
（昭和63年3
月21日）

銚子電鉄、ちょうど笠上黒生が真ん中あ
たりですのでここで切って2回に分けま
す。こちらは外川からの前半部分。

https://youtu.be/eBIhQaR0oUg

H27.2.10

Time Travel 
都電荒川線早
稲田電停（昭
和62年3月22
日）

ただカメラを固定して撮っているだけで
す（しかも少し傾いてます）。7000と
7500が入れ替わりで入っては出ていき
ます。

https://youtu.be/YrXLOSzZBW0

H27.2.11

Time Travel 
中央線(1)東京
→四ッ谷（昭
和60年5月3
日）

まだ東京駅の中央線ホームが上に行く前
です。ビデオは阿佐ヶ谷まで撮ってお
り、残りは(2)でアップします。結構揺れ
ています。お見苦しい点お許し下さい。

https://youtu.be/ttvZcdvHG0w

H27.2.12

Time Travel 
西武拝島線(1)　
小川→武蔵砂
川（昭和62年
4月）

赤電も見えます。小川～玉川上水間が単
線。玉川上水も昔のホームです。この間
は結構変わっています。

https://youtu.be/fiKEes3pv7o

H27.2.12

Time Travel 
西武池袋線
(2）　石神井
公園→清瀬

前の続き、急行飯能行きです。5000系
のレッドアローとのすれ違いもありま
す。保谷も黄色いのばかりです。それに
しても特急以外全部3ドアというのはあ
らためてみるとすごい。

https://youtu.be/Om-as_yoj-8

H27.2.13

Time Travel 
銚子電鉄(2)笠
上黒生→銚子
（昭和63年3
月21日）

銚子電鉄の後半、今と全く違う車輌ばか
りです。 https://youtu.be/kFTipO4YcWw

H27.2.14

Time Travel 
中央線(2)四ッ
谷→阿佐ヶ谷
（昭和60年5
月3日）

中央線の続きです。総武線に非冷房の
103が窓を開けて走っています。何かか
えって新鮮です。

https://youtu.be/vIv2VIRXkAE



H27.2.14

Time Travel 
西武国分寺線　
小川→国分寺
（昭和62年4
月7日）

沿線それ程大きな変化はありませんが国
分寺駅は今と全く違います。あと鷹の台
で日中の国分寺行きが2番線に入ること
あたりでしょうか。

https://youtu.be/8JHvNom3NeA

H27.2.16

Time Travel 
西鉄甘木線
（昭和62年8
月）

写真を撮ったことは覚えていたのです
が、同じときにビデオを持って行ってい
たことは今回ビデオテープの整理をして
いて気付きました。200型は好きな車で
すが、それが当たり前に走っていた時代
です。

https://youtu.be/s5VnrmMPeYM

H27.2.17

Time Travel 
青梅線川井ー
古里（昭和62
年6月14日）

川井駅に進入する立川行き、川井・古里
間、古里駅での離合。走っているのはす
べて103系で201系の「おくたま」が古
里の中線で昼寝しています。

https://youtu.be/7nXfkJE5WmY

H27.2.18

叡山電鉄　鞍
馬・出町柳
（昭和62年5
月30日）

叡山電鉄という名前になってからそれ程
経っていなかった頃です。最近全く行っ
ていないので私自身は車輌はともかく沿
線の様子の変化は全く分かりません。

https://youtu.be/eyCi9zyAxqo

H27.2.19

Time Travel 
八坂→西武遊
園地（昭和62
年頃）

時期がはっきり分かりませんが大体その
あたりの時期と思います。八坂がまだ旧
ホーム（今と反対側）の時代。八坂・武
蔵大和通過の快速急行も走っています。

https://youtu.be/jWT2KmvEslM

H27.2.19

Time Travel 
大井川鐵道金
谷からロマン
ス急行（昭和
59年4月29
日）

旧小田急3000系、SSEには急行御殿場
当時にたびたび使いました。大井川では
長すぎて使い勝手が悪かったようです
が、結構似合っていたと記憶していま
す。なお、この画像は一度編集したもの
で、BGMが入っていました。著作権上
YouTubeに載せるわけにいかないので
カットし無音になっています。今から考
えると走行音をそのまま残しておけば良
かったと思います。

https://youtu.be/3ADTExK1SUQ

H27.2.20

Time Travel 
国鉄二俣線
（昭和59年4
月29日）

遠江森から遠江二俣、西鹿島、金指ま
で、駅を中心に途中は端折ってありま
す。キハ20がばりばりの現役で、タブ
レット交換や車内の灰皿も。BGMを入れ
てあったので著作権の関係上その部分は
無音になっています。金指を出て遠州鉄
道奥山線の廃線跡の下をくぐるところで
終わりです。

https://youtu.be/_yrUnqSnXl4

H27.2.21

Time Travel 
豊橋鉄道渥美
線新豊橋→高
師（昭和59年
4月29日）

これもBGMの入っていた部分は無音に
なっています。当然現在と全く車輌は異
なり、沿線風景も大分変わっています。

https://youtu.be/SkvYR_rohBI



H27.2.24
平成26年8月
27~29日警察
庁前座り込み

山本美保さんに関わるDNAデータ偽造事
件で座り込みをやったときのものです。
映像教育研究会の稲川和男さんがまとめ
てくれたのをさらに短くしました。

https://youtu.be/_t3526ZR7rY

H27.3.1
江華島で北朝
鮮に向けて送
られるビラ

平成27年（2015）2月21日、李ミンボ
クさんが江華島条約で有名な江華島から
北朝鮮に向けて飛ばす風船ビラの映像。
特定失踪者問題調査会のビラも混ぜても
らっています。風船は農業用のビニール
を利用して中に水素ガスを入れたもので
すが、長さ10メートル余りの大きなもの
です。かなりのスピードで上昇します。

https://youtu.be/pckX63uLEvw

H27.7.1

益田ひろみさ
んへ、お母さ
んの益田シゲ
子さんからの
メッセージ

昭和48年（1973）2月に失踪した益田
ひろみさんへ、お母さんの益田シゲ子さ
んからの「しおかぜ」メッセージです。

https://youtu.be/FNLv2r-BT4E

H27.7.10 民社党党歌 見ての通り、昭和35年結党し平成6年解
党した民社党の党歌です。 https://youtu.be/8KiGTk4oRNc

H28.9.26 280908都イ
ベント

東京都・拉致問題対策本部共催イベント
（平成28年9月8日）での挨拶。チャン
ネル桜の報道も載せましたが映像教育研
究会の稲川さんが撮ってくれた映像で自
分の分だけ切り抜きました。

https://youtu.be/WZ0vSaK6DZM

H28.9.26 280917国民
大集会

平成28年9月17日、砂防会館（シェーン
バッハ・サボー）で開催された国民大集
会。特定失踪者家族の紹介と代表として
挨拶した北越優子さん（紙谷慶五郎さん
のお嬢さん）、そして私の挨拶の部分で
す。これも映像教育研究会の稲川さんが
撮影したもの。

https://youtu.be/p1IKlnVEceM

H29.5.17 290512理事
会・会見

平成29年（2017）5月12日の調査会理
事会冒頭頭撮りと、終了後特定失踪者家
族会発足の記者会見です。

https://youtu.be/ORrl5WFNDHY

H28.9.26 290429国民
大集会

平成29年4月29日に都内で開催された国
民大集会の中から、特定失踪者関連部分
を抜き出しました。映像教育研究会稲川
和男代表の提供によるものです。

https://youtu.be/VCDHzmsn498

H29.6.27
H29.6.23特
定失踪者問題
調査会報告会

去る6月8日に行われた宮崎での海上から
の検証の報告会の模様です。質疑の時間
を除く約1時間で、報告書にない話も
色々入っています。ご覧戴ければ幸いで
す。

https://youtu.be/PL9QQmMSovQ



H29.10.4
「『その後』
を考える集
い」

平成29年9月29日に市ヶ谷のUAゼンセ
ン会館で開催された「『その後』を考え
る集い」です。金正恩除去の後、日本に
何が起きるか検討しました。ご覧いただ
ければ幸いです。

https://youtu.be/S9l5I8ZkLW0

H29.11.6 291102調査
会会見

11月2日の記者会見はすでにＹｏｕＴｕ
ｂｅで画像をアップしていますが、これ
は映像教育研究会の稲川和男代表が撮影
編集して下さったもので、こちらの方が
画像も音声も鮮明です。沈静玉さんの発
表も含め重要な内容ですのでぜひ拡散ご
協力お願いします。

https://youtu.be/-8km51pOqLc

H29.11.30 『その後』を
考える集い2

平成29年（2017）11月24日に開催さ
れた「『その後』を考える集い2」の画
像です。

https://youtu.be/5o6OO8Ulkrs

H29.11.30

平成29年
（2017）11
月28日記者会
見

由利本荘に上陸した北朝鮮漁船の8人に
ついて緊急の記者会見を行いました。映
像教育研究会の稲川和男代表が撮影・編
集してくださったものです。

https://youtu.be/6_YYOBlhIYY

H29.11.22

予備役ブルー
リボンの会シ
ンポジウム
（29.12.8）

「朝鮮半島有事！難民流入、東海岸に拉
致被害者集結　我々はいかに日本人を救
出できるか!?」のシンポジウムです。映
像教育研究会の稲川和男代表がまとめて
下さいました。ぜひご覧下さい。

https://youtu.be/lSrGc_4rjfE

H30.1.17 300113川口
の集い

平成30年1月13日に開催された川口市主
催拉致問題を考える川口の集いの模様で
す。映像教育研究会稲川和男代表がまと
めて下さいました。

https://youtu.be/FQihhCSWgpE

H30.1.31

平成30年1月
19日の調査
会・特定失踪
者家族会記者
会見

ICC申立としおかぜ中波送信、漂着船問
題などについての記者会見です。映像教
育研究会稲川和男代表が作成して下さい
ました。

https://youtu.be/ZcC3fUk9ufk

H30.2.1
しおかぜメッ
セージ（ハー
グで収録）

オランダ・ハーグの国際刑事裁判所
（ICC）に申立に行った後、記者会見会
場（パークホテル・ハーグ）で収録した
短波放送「しおかぜ」メッセージです。
順に増元照明・前家族会事務局長（増元
るみ子さんの弟）、大澤昭一・特定失踪
者家族会会長（大澤孝司さんの兄）、竹
下珠路・同事務局長（古川了子さんの
姉）、森本美砂・同幹事（山本美保さん
の妹）

https://youtu.be/CeE7fbhZALk

H30.2.5 『その後』を
考える集い3

平成30年1月31日に東京・UAゼンセン
会館で開催された「『その後』を考える
集い3」のもようです。東海大の山田吉
彦教授がメインスピーカーで、漂着船問
題を中心に議論しました。

https://youtu.be/XTxFxNjFhNA



H30.3.15 漂着船調査

平成30年3月2日に実施した特定失踪者
問題調査会特別検証（石川）と同日夜の
「『その後』を考える集い4」の模様で
す。撮影：予備役ブルーリボンの会・編
集：映像教育研究会（稲川和男代表）

https://youtu.be/_dhdVILOTRc

H30.3.20
「その後」を
考える集い5
（30.3.14）

3月14日に拓殖大学文京キャンパスで開
催された特定失踪者問題調査会主催「そ
の後」を考える集い5の模様です（撮
影・編集　映像教育研究会稲川和男代
表）

https://youtu.be/3c5cOKW4TSY

H30.4.28 石川県漂着船
視察

4月14日に行われた石川県志賀町及び加
賀市での漂着船の視察です。動画は少し
しか撮っていませんでしたがご覧戴ける
と幸いです。

https://youtu.be/NKseMd8AGbo

H30.4.29 日本の御輿台
南を練り歩く

台湾南部の大都市台南に日本海軍の零戦
パイロットを祀った「飛虎将軍廟」があ
ります。動画は平成30年(2018)4月27
日、飛虎将軍の親分格にあたる朝皇宮の
祭神、保生大帝のお誕生日のお祭りの模
様。様々なお宮の山車とともに、日本人
の篤志家が寄付をしたてっぺんに零戦を
載せた御神輿が練り歩きます。台湾なら
ではとも言える風景ですが、様々な形で
これに関わっている日台の人々に敬意を
表します。

https://youtu.be/IAEshrIk5LE

H30.4.30 拉致と隠蔽を
考える集い

平成30年4月21日に開催された「拉致と
隠蔽を考える集い」です。撮影・編集稲
川和男映像教育研究会代表。拉致問題を
考える上で絶対に欠かせない内容です。

https://youtu.be/BbWUxbcw094

H30.7.10

平成30年6月
29日調査会・
特定失踪者家
族会合同緊急
記者会見

特定失踪者問題調査会と特定失踪者家族
会家族会の記者会見の模様です。映像教
育研究会の稲川和男代表が撮影・編集し
て下さいました。

https://youtu.be/waLiwUPtStc

H30.7.21

予備役ブルー
リボンの会シ
ンポジウム
（平成30年7
月7日）

「米朝緊張緩和　そのとき自衛隊は拉致
被害者救出にどうかかわるか」をテーマ
に行われたシンポジウムです。これは映
像教育研究会稲川和男代表が編集して下
さったダイジェスト版。ぜひご覧下さ
い。

https://youtu.be/Uhj28b09dVY

H30.9.11

「『その後』
を考える集い
6」（平成30
年9月5日）

平成30年9月5日に都内で実施した
「『その後』を考える集い６」です。ぜ
ひご覧下さい。

https://youtu.be/0b6WBeD0n1k

H30.9.12
昭和60年頃京
王線運転席展
望ビデオ

はっきり時期が分からないのですが昭和
60年（1985）頃の京王線上り急行
（？）運転席後ろから撮った展望ビデオ
です

https://youtu.be/b0gbMGetql8



H30.11.24

平成30年
（2018）11
月22日特定失
踪者問題調査
会記者会見

https://youtu.be/pQtJFB7VZgY

H30.12.19
工作船を見る
会
（30.12.8）

平成30年（2018）12月8日に行われた
「工作船を見る会」の模様です。映像教
育研究会の稲川和男代表が撮影・編集し
てくれました。

https://youtu.be/6b64CLejSeM

H31.1.18
調査会・特定
失踪者家族会
韓国研修

平成30年11月17～19日に実施した研修
の模様です。団員の一人である予備役ブ
ルーリボンの会葛城奈海広報部会長が撮
影したものを映像教育研究会稲川和男代
表が編集してくれました。

https://youtu.be/o79wKS6S700

H31.1.23 「その後」を
考える集い8

平成31年1月11日に文京区・小石川運動
場会議室で開催された「『その後』を考
える集い8」の模様です。映像教育研究
会の稲川和男代表が撮影・編集して下さ
いました。

https://youtu.be/G2926Gf_I4Q

H31.1.23
宮崎県日向市
小倉が浜空
撮映像

特定失踪者問題調査会の特別検証で撮影
した映像です。この小倉ヶ浜を舞台に工
作員黄成国が密出入国した通称「日向事
件」の現場です。詳しくは調査会ニュー
スでご覧下さい。

https://youtu.be/4rKy1Ns1lEU

H31.1.23

平成31年1月
12日拉致問題
を考える川口
の集い（荒木
講演部分）

平成31年1月12日に開催された「拉致問
題を考える川口の集い」での私の講演部
分。映像教育研究会の稲川和男代表が撮
影・編集してくれました。

https://youtu.be/RsdAG2DqC3U

R1.5.18
「その後」を
考える集い10
（R01.5.15）

シリアなどの難民を収容しているギリ
シャのレスボス島を視察した移民政策学
会会員、真砂太郎氏をメインスピーカー
に北朝鮮難民救援基金加藤博理事長（調
査会「その後」プロジェクト特別顧問）
と調査会代表荒木でディスカッションを
行いました。

https://youtu.be/vqVrnCysetM

R1.6.5
令和元年5月
24日デモ・国
会要請

特定失踪者家族会・特定失踪者問題調査
会の主催によるデモと国会要請の模様で
す。撮影・編集は稲川和男・映像教育研
究会代表（調査会理事）

https://youtu.be/T5-2oQzIF7s

R1.6.5 令和元年5月
24日集会

デモ・国会要請に引き続いて行われた特
定失踪者家族会・特定失踪者問題調査会
主催集会です。撮影・編集は稲川和男・
映像教育研究会代表（調査会理事）。

https://youtu.be/lqaZw-GemMg



R1.7.11

予備役ブルー
リボンの会シ
ンポジウム(令
和元年6月29
日）

拓殖大学文京キャンパスで開催されたシ
ンポジウムの完全映像です。映像教育研
究会の稲川和男代表（特定失踪者問題調
査会理事）が撮影・編集して下さいまし
た。

https://youtu.be/4WhzeQ3byzg

R1.8.29 藤田隆司さん
講演

民社人権会議での藤田隆司さん（藤田進
さんの弟・特定失踪者家族会副会長）の
講演です。撮影・編集は稲川和男さん
（映像教育研究会代表・特定失踪者問題
調査会理事）

https://youtu.be/niN2YBgDEBk

R1.11.13

調査会・特定
失踪者家族会
共同記者会見
（R1.11.8）

調査会理事会の決定などを発表した記者
会見。その後を考える集いの前に行いま
した。

https://youtu.be/WkxJZuBG5rc

R1.11.24 「その後」を
考える集い11

水産庁漁業監視船と北朝鮮船の衝突事件
について一色正春調査会顧問（元海上保
安官）と村尾建兒副代表（船舶免許所持
者）の掛け合いを中心に検討しました。

https://youtu.be/Txc9VrSi-dw

R2.4.3

4月3日のメッ
セージです。
4分少々で
す。お付き合
いいただけれ
ば幸いです。

防衛省への情報開示請求のこと、都庁の
パネル展などで使っている「しおかぜ」
メッセージと写真のパネルについてお知
らせしました。

https://youtu.be/yBRLr6AoxHI

R2.4.7

4月7日のメッ
セージです。
「非常」事態
について。約
3分です。

「緊急」事態宣言が出されるようです
が、日本は国民が拉致されていったこと
自体が「非常」事態だったのではないか
というお話し。

https://youtu.be/DEwBXEbvx-Q

R2.4.8

4月8日のメッ
セージです。
北朝鮮に飛ば
すビラについ
て

現在韓国が左翼政権で止められています
が、韓国のNGOの協力で北朝鮮に飛ばし
ていたビラについて。これも再開できる
ようになったらただちに始めます。

https://youtu.be/d18JB1VzQ60

R2.4.9

4月9日のビデ
オメッセージ
です。金日成
時代の飢餓と
新型コロナの
感染につい
て。4分弱で
す。

北朝鮮は自国内に新型コロナの感染者は
1人もいないと言っています。この言い
方と金日成時代に食糧は十分あると言っ
ていたことが重なります。

https://youtu.be/hydJAgvyo1o



R2.4.10

4月10日の
メッセージで
す。北朝鮮で
拉致被害者が
どうしている
かということ
につい

拉致被害者で平成14年に帰国した蓮池薫
さんは兄の透さんに、自分は北朝鮮で
「プラス思考」で生きていくことにした
と語っています。「プラス思考」とは、
日本に帰ることを諦めるということ。救
いに来てくれるわけでもないし、それを
思い続けていたら精神が持たないという
ことです。他の拉致被害者も同様のこと
を感じているのではないだろうかと思っ
ています。

https://youtu.be/wxEXcjBK-wE

R2.4.13

4月13日の
メッセージ。
コロナが大変
でも事件は起
きるというお
話しです。

世の中は武漢コロナウイルスの感染拡大
で大騒ぎをしています。調査会の活動も
当然様々制約をうけていますが、それな
らば他の事件は起きないかというとそう
ではありません。去年の1月には4人の北
朝鮮漁民が乗った木造船が隠岐の島に漂
着しています。

https://youtu.be/x4J4dmu-T7c

R2.4.14

4月14日の
メッセージ
(Vol.13)、北
朝鮮の体制の
問題

午前中に撮ったのですがアップロードが
遅れてしまいました。北朝鮮がこれから
どうなるかは目の前のことも大事です
が、金日成以来の歴史を見直してみるこ
とも必要という話です。

https://youtu.be/o4UPKqRTFR0

R2.4.15

4月15日のビ
デオメッセー
ジです。情報
について。

今日夕方「三浦小太郎と荒木和博が語る
会」を収録します。今晩中にYouTubeで
流しますが、そこでお話しする呉吉男さ
んのこと。平壌駅のすぐ近くで呉さんは
特定失踪者生島孝子さんを目撃していま
す。情報は意外と身近にあるのではない
かというお話しです。

https://youtu.be/P2SSSHmo6xc

R2.4.15

三浦小太郎と
荒木和博が語
る会（令和2
年4月15日）

西独から家族を連れて北朝鮮に行き、後
に脱出した韓国人学者呉吉男博士のこと
についてお話ししました。呉さんは北朝
鮮で特定失踪者生島孝子さんに会ってい
ます。

https://youtu.be/uTa1zpdVczE

R2.4.16

4月16日の
メッセージ
(Vol.15)、韓
国総選挙

4月16日のビデオメッセージ。昨日行わ
れた韓国の国会議員選挙についてお話し
しました。

https://youtu.be/Re7XEI-vEzA

R2.4.17

4月17日のビ
デオメッセー
ジ
（Vol.14）。
グッズの外税
化と金正恩の
状況について
です。

令和2年4月17日のビデオメッセージで
す。画像の写りのこととグッズの消費税
外税化、あと4月15日の金日成誕生日に
姿を現さなかった金正恩の状況について
お話ししました。

https://youtu.be/MnUUi8mk9jw



R2.4.20

4月20日の
メッセージ
（Zoom会
議・大町ルー
ト）

令和2年4月20日のビデオメッセージで
す。これからやってみる試験的なZoom
によるフリーディスカッションといわゆ
る「大町ルート」のことについてお話し
しました。

https://youtu.be/iDPGbnxCKpc

R2.4.21
4月21日のビ
デオメッセー
ジ。

令和2年4月21日のビデオメッセージ
（Vol.18）です。昨日のZoomでのディ
スカッションの報告と拉致というテーマ
は深刻でも運動は明るくやりましょうと
いうお話し。

https://youtu.be/0LBfESbbtyU

R2.4.22
4月22日のビ
デオメッセー
ジです。

令和2年4月22日のビデオメッセージ
(Vol.18)。今日午後行うZoomを使った
「『その後』を考える集い」のことと、
背乗りについてお話ししました。

https://youtu.be/P2aE4wHtZto

R2.4.23
4月23日のビ
デオメッセー
ジ

令和2年4月23日のビデオメッセージ。
昨日のZoomによる「『その後』を考え
る集い」と金正恩重体説に対する韓国政
府の対応についてお話ししました。

https://youtu.be/OKqwi18xR0Y

R2.4.24

4月24日のビ
デオメッセー
ジです。拉致
認定のこと

令和2年4月24日のビデオメッセージ
（Vol.21）です。拉致認定のことについ
てお話ししました。

https://youtu.be/l7abIv5TnKQ

R2.4.27

4月27日ビデ
オメッセー
ジ、Zoomの
「その後」を
考える集いと
山本美保さん
DNA偽装事件
についてです

令和2年4月27日のビデオメッセージで
す。今日16時からのZoomによる「『そ
の後』を考える集い13」と山本美保さん
DNA偽装事件についてお話ししました。

https://youtu.be/adXysRk519k

R2.4.28

4月28日の
メッセージで
す。Zoomで
話し合ったこ
とと北朝鮮の
テロについて

令和2年4月26日のビデオメッセージで
す。昨日の「『その後』を考える集い13 
in Zoom」で話し合ったことと、延坪海
戦を含む北朝鮮のテロ行為の意味につい
てお話ししました。

https://youtu.be/eW7ad5zUg1E

R2.4.29

4月29日のビ
デオメッセー
ジです。鉄道
趣味がらみの
話

令和2年4月19日のビデオメッセージで
す。鉄道趣味で昔行っていたところで工
作員の上陸ポイントや拉致事件の起きた
ところが多数あったという話。

https://youtu.be/oUY4hdrdQmM

R2.4.30

4月30日のビ
デオメッセー
ジです。海岸
線と守りにつ
いて

令和2年4月30日のビデオメッセージ
（第25回）。日本の海岸線と「専守防
衛」について。

https://youtu.be/e9TUZb_GlZM



R2.5.1

5月1日ビデオ
メッセージ、
自衛隊の活用
についてです

令和2年5月1日のビデオメッセージ、拉
致被害者救出に自衛隊を活用することに
ついてお話ししました。この件は予備役
ブルーリボンの会（RBRA）設立以来訴
えてきたことで、それが実現しないのは
戦後の日米関係にも原因があるのではな
いかというお話しです。

https://youtu.be/GnohS2fE1Js

R2.5.2

5月2日のビデ
オメッセー
ジ、「金正恩
生存」の報道
についてです

令和2年5月2日のビデオメッセージ
（Vol.27）。今日流れた「金正恩順川燐
肥料工場竣工式参加」のニュースについ
てです。ちょっと気合いが入って7分近
くになってしまいました。これからは気
を付けます。

https://youtu.be/V3Y8zMGMB3M

この間工事
中

R2.8.26

昨日アップし
たご家族の
メッセージに
ついて（8月
26日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年8月26日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.143）です。昨日25日アッ
プした6人の特定失踪者ご家族のメッ
セージなどについてお話ししました。

https://youtu.be/x_-xjVezYXQ

R2.8.27

拉致被害者救
出と自衛隊に
ついて（8月
28日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年8月28日のショートメッセージ
（Vol.145）。拉致被害者救出と自衛隊
についてはお話ししたいことが山ほどあ
りますが今回はそのさわりだけお話しし
ました。

https://youtu.be/2Iz16RDQLME

R2.8.28

安倍総理の辞
任について
（8月28日2
回目のショー
トメッセージ
です）

令和2年8月28日金曜日、2回目のショー
トメッセージ（Vol.146）です。安倍総
理の辞任発表を受けてお話ししました。

https://youtu.be/U4PJI8mMZbE

R2.8.29

尾上民公乃さ
んについて
（8月29日の
ショートメッ
セージです）

令和2年8月29日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.147）。昭和62年
（1987）大阪で失踪し、乗っていた車
が博多港で引き揚げられた尾上民公乃
（おのうえみこの）さんについて、これ
まで気付いていなかったことが出てきて
おり、それについてお話ししました。こ
の時期はちょうど若い女性が集中して失
踪している時期でもあります。

https://youtu.be/25-QmTrh3eY



R2.8.30

自分の大学出
る頃、失敗の
話です（8月
30日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年8月30日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.149）。このところ深刻な
話が多かったので（拉致のことが中心な
ので仕方ないのですが）、ちょっと軽め
の話を。私は単位の計算間違いで大学の
卒業が2か月遅れたというお恥ずかしい
経験があり、そんなことについてお話し
しました。

https://youtu.be/cquE-78ohU4

R2.8.31

自分と自衛隊
の話（8月31
日のショート
メッセージで
す）

令和2年8月31日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.149）。自分と自衛隊の関
わりについてお話ししました。前にアッ
プしたものにいただいたコメントの中で
予備自衛官補のことを話してもらいたい
とのご意見がありましたがこんなもので
いいでしょうか。

https://youtu.be/aATtCmGEew8

R2.9.1

遺留品と拉致
（9月1日の
ショートメッ
セージ）

令和2年9月1日のショートメッセージ
（Vol.150）です。失踪したとき通常の
外出なら持っていくものを残す場合が多
数あります。それについて、釧路で失踪
した紺谷淑子さんを例にお話ししまし
た。

https://youtu.be/kSBnLV1_gpg

R2.9.2

拉致認定の17
人について
（9月2日の
ショートメッ
セージ）

令和2年9月2日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.151）。羽田空港で撮った
のでちょっとお聴きづらくてすみませ
ん。政府が認定している17人はなぜ認定
されたのかというお話しです。警察は
「法と証拠に基づいて」とか言います
が、要は表に出てしまったから仕方な
く、ということです。

https://youtu.be/znGjOk9_lD0

R2.9.3

三浦和彦さん
と波多野幸子
さん、そして
尾上民公乃さ
んの遺留品の
車について
（9月3日の
ショートメッ
セージ）

令和2年9月3日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.152）です。昨日は台風接
近でヒヤヒヤしましたが無事に飛行機も
飛んでくれて予定をこなすことができま
した。今日は今回福岡に来た目的の2
件、昭和49年（1974）に失踪した三浦
和彦さんと波多野幸子さん、そして昭和
62年（1987）失踪した尾上民公乃さん
の遺留品の車についてお話ししました。

https://youtu.be/haJt3fFlPyw

R2.9.4

「北朝鮮に襲
われません
か」という質
問について
（9月4日の
ショートメッ
セージです）

令和2年9月4日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.152）。講演などのときよ
く聞かれる「北朝鮮に襲われませんか」
という質問についてお話ししました。

https://youtu.be/xBZ88P-IU-k



R2.9.5

サンライズ出
雲から拉致問
題について
（9月5日の
ショートメッ
セージです）

令和2年9月5日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.154）。夜行寝台特急サン
ライズ出雲の中で拉致問題について色々
思い出したことなどをお話ししました。

https://youtu.be/BwnT0XUi0ig

R2.9.6

自衛隊による
拉致被害者救
出について
（法律的な問
題・9月6日の
ショートメッ
セージ）

令和2年9月6日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.155）。自衛隊による拉致
被害者救出で「憲法や自衛隊法の制約が
ある」という反論についてお話ししまし
た。

https://youtu.be/4hO5dbY0KVU

R2.9.6

「やくも」に
乗りながら鉄
道話（北朝鮮
の鉄道も・9
月6日の
ショートメッ
セージその2

令和2年9月6日日曜日のショートメッ
セージその2（Vol.156）。特急「やく
も」の車中から鉄道話です。ついでに北
朝鮮の鉄道の話も。

https://youtu.be/9sHxUSeSFt4

R2.9.7

北朝鮮による
子供の拉致に
ついて（9月7
日のショート
メッセージで
す）

令和2年9月7日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.157）。子供の拉致につい
て。調査会の公開リストでは平成元年
（1989）に失踪した松岡伸矢さん（当
時4歳）などがあり、また大阪府熊取町
で失踪した吉川友梨さんなどについても
どうかとたびたび聞かれます。現時点で
断定はできませんが、北朝鮮で子供を工
作員として養成しているという情報はあ
ります。そのことについてお話ししまし
た。

https://youtu.be/uH1WyQH6jIY

R2.9.7

台風から逃げ
る新幹線の車
中から北朝鮮
の災害の話
（9月7日の
ショートメッ
セージその
2）

令和2年9月7日月曜日のショートメッ
セージその2（Vol.158）。台風から逃げ
るように走るのぞみ6号（博多始発が今
日は岡山始発でかえって助かりました）
の車内から。エクスプレス予約のポイン
トがたまっていたおかげでグリーン車に
乗れました。そこで北朝鮮の災害のこと
について。この台風10号も日本を過ぎた
ら朝鮮半島直撃のようです。拉致被害者
を含め北朝鮮にいる方には大変だと思い
ますが、災害が体制を変えることにも繋
がるかもしれません。

https://youtu.be/j7ZCmqlxN8Q



R2.9.8

北朝鮮への外
部情報流入の
話（9月8日の
ショートメッ
セージです）

令和2年9月8日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.158）。北朝鮮に入ってく
る外からの情報の話です。今は韓流ドラ
マやK-POPが蔓延している北朝鮮の状況
についてお話ししました。なお今回のは
実はYouTubeの編集アプリの取扱いを間
違い、カットするところを残して残すべ
き所をカットしてしまいました。そのた
めYouTubeと音声配信（RadioTalk・
GooglePodcast）で中身が若干異なっ
ています。

https://youtu.be/jNpn7feUSZE

R2.9.9

今日は北朝鮮
の建国記念日
です（9月9日
のショート
メッセージ）

令和2年9月9日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.159）。今日は北朝鮮の建
国記念日（9.9節）です。北朝鮮という国
が最初から嘘で始まったというお話しで
す。

https://youtu.be/caKgA_L9FQs

R2.9.10

最近も北朝鮮
は拉致をして
いるのかとい
う質問につい
て（9月10日
のショート
メッセージで
す）

令和2年9月10日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.160）。よく聞かれる「最
近も北朝鮮は拉致をしているのですか」
という質問についてお答えしました。現
在調査会のリストにある最近の失踪者で
確度の高い目撃証言や存在情報などが出
てきた人はまだいませんが、一般論とし
て言えば北朝鮮は必要であればこれから
も拉致を行うでしょう。そんなお話しで
す。

https://youtu.be/EKvkTV3wb98

R2.9.11

大学と北朝鮮
について（9
月11日の
ショートメッ
セージ）

令和2年9月11日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.161）です。本当のさわり
ですが、大学と北朝鮮の工作活動につい
てお話ししました。チュチェ研のことに
ついては篠原常一郎さんらが詳しくお話
しされていますのでそちらを参考にして
下さい。まあ昔であれば学生運動にして
もカルトの布教にしても、大学が「クラ
スター」を作るために使われやすい場で
あったことは間違いありません。

https://youtu.be/LxC1Uy0bL10

R2.9.12

襲われたとき
どうするかと
いう話（9月
12日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年9月12日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.162）。襲われたらどうす
るかという話。まあ相手が本物の工作員
だったら闘っても無理ですからともかく
逃げることです。

https://youtu.be/eLCAIixx6UE

R2.9.13

自分を信じな
いという話
（9月13日の
ショートメッ
セージ）

令和2年9月13日日曜日のショートメッ
セージ(Vol.163)です。昨日に続きフラン
スがらみですがもっと情けない話です。
結局自分が信じられないと実感したとい
う話。

https://youtu.be/jRyi2oYF9Rk



R2.9.13

鉄道は生き残
れるかという
はなし(9月13
日のショート
メッセージそ
の2です)

熊野飛鳥むすびの里を後にして熊野市か
ら紀勢線の特急に乗ったのですが、コロ
ナのせいか元々こうなのか、お客も少な
く大丈夫かなあと思ってちょっと話しま
した。ご関心のある方はご紹介している
福井義高さん(青学大教授の著書『鉄道は
生き残れるか』をご一読下さい。鉄道マ
ニアとしては読むのに辛いものがありま
すが、これが現実だと思います。

https://youtu.be/79dmCxhucLM

R2.9.14

漁船の失踪・
拉致について
（9月14日の
ショートメッ
セージです）

令和2年9月14日のショートメッセージ
（Vol.164）。寺越事件・圭運丸事件な
ど漁船に関わる失踪・拉致についてお話
ししました。

https://youtu.be/f6qwdxXarH4

R2.9.15

車ごと失踪し
たケースにつ
いて（9月15
日のショート
メッセージ）

乗っていた車ごと失踪したケースについ
てお話ししました。ここで例を挙げてい
るのは石川県の白山市（現在）から失踪
した安達俊之さんと同僚女性のカップル
ですが車ごといなくなったケースは多数
あります。詳しくは『「ただいま」も言
えない　「おかえり」も言えない』（高
木書房）を御一読下さい。あと、新政権
についての話も冒頭しています。

R2.9.16

トランプを
「閣下」と呼
んだ金正恩
（9月16日の
ショートメッ
セージです）

令和2年9月16日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.166）。既に報道されてい
ますが、ワシントンポストの副編集人の
書いた著書の中で金正恩がトランプに宛
てて送った手紙で「閣下」と何度も呼ぶ
などヨイショを連発した話です。北朝鮮
の中枢は米国と手をつなぎたくて仕方な
いということでしょう。

https://youtu.be/KcoBpBv5d0U



R2.9.17

菅総理・加藤
官房長官に宛
てた要請文書
について（9
月17日の
ショートメッ
セージです）

令和2年9月17日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.167）です。昨日内閣府拉
致問題対策本部事務局を訪れ特定失踪者
家族会・特定失踪者問題調査会各1通の
要請文書をお渡ししました。前者は今井
会長から菅総理宛、後者は私から加藤大
臣宛です。それについてお話ししまし
た。なお、文面は以下の通りです。それ
ぞれの実現に向けて、皆様のご協力をよ
ろしくお願いします。 （特定失踪者家族
会今井会長→菅総理） 　令和２年9月16
日 内閣総理大臣　菅義偉殿 　特定失踪
者家族会会長　今井英輝　　　　　　　　
　 北朝鮮による拉致問題について面会の
お願い 拝啓 　この度新内閣の発足に際
し心よりお祝い申し上げます。 　長らく
政権を維持して頂いた安倍前総理大臣に
おかれては、多くの困難な問題が山積し
ていた中でも拉致問題を最優先課題と掲
げ、「自分の政権で解決する」と明言さ
れ多大な力を注いでいただきました。 　
国際社会において、北朝鮮による拉致問
題の認識を各国に広め理解を深めたご努

https://youtu.be/l-arpsUAx8c

R2.9.18

拉致問題担当
大臣について
（9月18日の
ショートメッ
セージです）

令和2年9月18日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.168）。拉致問題担当大臣
という役職についてお話ししました。

https://youtu.be/PbE3Ua00cwY

R2.9.19

民社党の話
（9月19日の
ショートメッ
セージです）

令和2年9月19日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.169）。私が元いた民社党
についてお話ししました。平成6年
（1994）に解党してもう26年、あのと
きは野党再編でできた新進党に民社の精
神を植え付けると言っていたのですが、
結局その後の状況はご案内の通り。私た
ちは成仏できずにさまよっている地縛霊
みたいなもんです。

https://youtu.be/FhCF-tMyENw

R2.9.20

いのちについ
て（9月20日
のショート
メッセージで
す）

令和2年9月20日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.170）です。あまりまとま
りのない話ですが、いのちについて。

https://youtu.be/Q6ImDui9zRU



R2.9.21

金正恩のトラ
ンプへのヨイ
ショについて
（9月å21日の
ショートメッ
セージです）

令和2年9月21日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.171）。メルマガ「調査会
ニュース」に2回掲載しましたが、米国
で出版された本の中に出てくる金正恩か
らトランプへの手紙はヨイショの連発で
した。考えてみれば金正日も同じような
ことをやっていました。北朝鮮というの
は結局そういう国ではないかというお話
しです。

https://youtu.be/Ax5J1EzUbYA

R2.9.22

「反日国家」
という言葉に
ついて（9月
22日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年9月22日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.172）。韓国について「反
日国家」と言われることがありますが、
まあひとくくりにしてしまうとかえって
ものが見えなくなるのではないかという
ことです。別に相手に合わせろというつ
もりは毛頭ありませんが。ちなみにサム
ネイルは私の最初に書いた本。もう30年
近く前ですが、今もまあこんな感じで
す。

https://youtu.be/qFkpxrJU8XI

R2.9.23

ドンチョル・
キム博士から
のメッセージ
（9月23日の
ショートメッ
セージです）

令和2年9月23日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.173）。昨日調査会NEWS
でもお知らせした韓国系米国人ドンチョ
ル・キム（金東哲）博士からのメッセー
ジです。ご案内のようにキム博士は5年
前まで北朝鮮で事業を営み、また対外窓
口の仕事もしていたのですが、拘束され
一昨年解放されて米国に帰りました。私
はメッセージのやりとりを続けています
が、今回は「日本国民の皆様へ」という
メッセージを書いていただきました。そ
の内容などについてお知らせしていま
す。

https://youtu.be/ZfTJ8VzjjjU

R2.9.24

トランプ大統
領のPVを見て
思ったこと
（9月24日の
ショートメッ
セージ）

令和2年9月24日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.174）です。昨日ドンチョ
ル・キム博士のメッセージを流しました
が、そのことをご本人に伝えたらとても
喜んで下さって、自分が解放されたとき
の報道などの画像を送ってくれました。
その中の一つ、大統領選のトランプ陣営
のプロモーションビデオと思われるもの
を見て思ったことについてお話ししまし
た。 https://youtu.be/AdeI93eaJuQ

https://youtu.be/CHA8ur3jS_g



R2.9.25

南北朝鮮の海
上の境界線
（NLL）につ
いて（9月25
日のショート
メッセージで
す）

令和2年9月25日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.175）。南北朝鮮の海上の
境界線であるNLL（北方限界線）につい
てお話ししました。陸上の境界線は休戦
協定で決められた休戦ラインがあり、そ
の南北2キロは非武装地帯（DMZ）とい
う緩衝地帯になっています。しかし海上
の境界線は休戦当時制海権を持っていた
国連軍側が設定したもので、協定は結ば
れていません。それでも北朝鮮側にとっ
ては安全を保障されるだけ助かっていた
のですが、1970年代頃からこれを認め
ないと言い始め、独自の境界線を主張し
ています。この地域は両者の主張が衝突
するため、たびたびトラブルが起きてき
ました。今報道されている韓国水産省の
職員の射殺事件も同様です。

https://youtu.be/AkBoePiFCwA

R2.9.26

韓国政府の嘘
（黄海射殺事
件とレーダー
照射事件・9
月26日の
ショートメッ
セージ）

令和2年9月26日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.176）。韓国政府の南北関
係に関する発表は嘘ばかりです。今回の
射殺事件とレーダー照射事件についてお
話ししました。

https://youtu.be/W7O9jwUSAA0

R2.9.27

街頭宣伝やビ
ラまきの話
（9月27日の
ショートメッ
セージ）

令和2年9月27日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.147）。学生からの質問で
政治活動していた頃の話を聞きたいとい
うのがあったのでお話ししました。まあ
雑談と思ってお聞きください。

https://youtu.be/mjT9fnaGiks

R2.9.28

鳥取県米子市
周辺のお話し
（9月28日の
ショートメッ
セージです）

令和2年9月28日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.178）。鳥取県米子市周辺
のことについてお話ししました。11月3
日には米子で「国民の集い」が行われ私
もお話しに参ります。ともかく怪しい事
件の多いところです。

https://youtu.be/T-xlKhfVhhQ

R2.9.29

工作員の協力
者について
（9月29日の
ショートメッ
セージ）

令和2年9月29日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.179）。工作員の協力者に
ついて。サムネイルのゲラは間もなく発
売の月刊「正論」11月号から連載が始ま
る私の小説「寒い国から来た工作員」で
す。その中でも書いていますが、在日・
あるいは日本人の協力者とはどのような
ものなのかについてお話ししました。

https://youtu.be/u9hsATUFiSY

R2.9.30

アメリカとの
関係について
（9月30日の
ショートメッ
セージ）

令和2年9月30日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.180）。『日米関係」など
という高次元な話ではありませんが、と
りあえずアメリカ頼みはやめようという
お話です。

https://youtu.be/pHINLtSF7z0



R2.10.1

いくつかお知
らせと「法
治」について
（10月1日の
ショートメッ
セージです）

令和2年10月1日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.181）。シネマフォーラム
や「正論」連載小説などについてのお知
らせと「法治」の虚構についてお話しし
ました。

https://youtu.be/tn7Rd9WmMUc

R2.10.2

失踪後の不審
な電話（10月
2日のショー
トメッセー
ジ）

失踪者のご家族の中には失踪後不審な電
話や無言電話を受けたケースが少なくあ
りません。もちろん中にはイタズラや間
違い電話もあったでしょうが、そうとば
かりは受け取れないケースも多数ありま
す。そこにどんな意味があるのかお話し
しました。

https://youtu.be/KLMOKpVKGWo

R2.10.3

拉致被害者の
支援と補償に
ついて（10月
3日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年10月3日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.183）。帰国した拉致被害
者の支援と補償についてお話ししまし
た。ご存じない方も多いと思いますが、
帰国した5人について、帰国後の生活支
援はしていても拉致されていた24年間に
ついては全く補償がされていません。も
ちろん本来補償すべきは北朝鮮ですが、
それが無理なら拉致を止められず長年取
り返せなかった日本政府も責任があるは
ずです。そしてそれは拉致が日本にとっ
てどういう意味があるのかを突きつけて
おり、政府はその問いから目をそらし続
けている、そんなお話しです。

https://youtu.be/AsfSvpHouJs

R2.10.4

ひと月後に命
がなくなると
したら（10月
4日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年10月4日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.184）。もし、ひと月後に
自分の命が無くなるとしたらどうします
か、というお話しです。自分にとって一
番大事なものは何かを考えてみるのに意
外と役に立ちます。期限が3日後だった
ら、あるいは1年後だったら、10年後
だったらという時間によって変わってき
ます。お時間のあるときにでもやってみ
たらいかがでしょうか。

https://youtu.be/E_85a24MCb4

R2.10.5

工作員の上陸
ポイントにつ
いて（10月5
日のショート
メッセージ）

令和2年10月5日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.185）。工作員の上陸ポイ
ントについて、韓光煕著『わが朝鮮総連
の罪と罰』（文春文庫）にある山口県長
門市青海島の鼻繰岩を中心にお話ししま
した。

https://youtu.be/o_oBEzMLjOM



R2.10.6

韓国の政治は
どうなってい
るのか（10月
6日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年10月6日火曜日のショートメッ
セージ(Vol.186)です。康京和外相の旦那
が米国にヨットを買いに行って問題に
なっています。秋美愛法相も息子の兵役
に関する疑惑で叩かれています。そもそ
もなんでこんなことになるのか、という
お話しです。なお、話の中で今日拉致問
題対策本部にドンチョル・キム氏のメッ
セージを届けると言っていますが明日の
間違いです（恥ずかしながら対策本部に
向かう途中で気付きました）。

https://youtu.be/Tl9WjU-HwVE

R2.10.7

北朝鮮工作員
が侵入した
「牛崎の鼻」
について（10
月7日の
ショートメッ
セージ）

令和2年10月7日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.187）です。今は友人に
なっている元北朝鮮工作員李相哲（仮
名・龍谷大の李相哲先生とは別人）が昭
和57年（1982）に侵入した山口県長門
市青海島の話です。

https://youtu.be/GCuW1Tyci74

R2.10.8

ドンチョル・
キム博士の日
本政府宛メッ
セージ（10月
8日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年10月8日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.188）です。昨日政府の拉
致問題対策本部に届けたドンチョル・キ
ム博士のメッセージについてお話ししま
した。文面はこちらでご覧になれます。 
http://araki.way-
nifty.com/araki/2020/10/post-
289ffa.html

https://youtu.be/z4vakExuEqA

R2.10.9

いくつかお知
らせです（10
月9日の
ショートメッ
セージ）

令和2年10月9日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.189）。いくつかお知らせ
です。
予備役ブルーリボンの会動画配信「レブ
ラ君とあやしい仲間たち」
https://youtu.be/5Rz1FFet6ks
チャンネルAJER「救い守り創る」（ゲ
スト・福井義高青山学院大教授」
https://youtu.be/Ebu2z3dFExE
第2回北朝鮮人権映画祭
12月5～6日大阪で開催。映画「めぐみ
への誓い」試写会も。
（後日あらためてお知らせします）
月刊「正論」11月号から好評（本人的に
は）連載中　小説「寒い国から来た工作
員（スパイ）
あと日本学術会議の話で思ったことな
ど。

https://youtu.be/ALSXE3-vnLU



R2.10.10

予備自衛官に
なった理由
（10月10日
のショート
メッセージで
す）

令和2年10月10日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.190）。秋田に向かうこま
ち号の車内からです。授業の質問で「な
ぜ予備自衛官になったのですか」という
のがあったのでそんな話をしました。

https://youtu.be/8Gr6b5gYgFw

R2.10.11

朝鮮労働党創
建記念日の軍
事パレードに
ついて（10月
11日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年10月11日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.191）。昨日午前零時から
行われた朝鮮労働党創建75周年の軍事パ
レードについてお話ししました。パソコ
ンのカメラが調子悪くちょっとピンぼけ
になっています。もともと本人がピンぼ
けなのでちょうど良いかもしれません
が、お見苦しいところはお許し下さい。
細かい軍事的な問題については私は知識
がないので、とりあえず気付いたことの
みお話ししました。

https://youtu.be/uWTBbD_RBzM

R2.10.12

拉致を通して
考えた「国
家」（10月
12日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年10月12日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.192）です。飯倉公館事
件・調査会設立のとき・山本美保さん
DNAデータ偽装事件などを通して考えた
「国家」についてお話ししました。

https://youtu.be/-IPFUq5pFNk

R2.10.13

中国と北朝鮮
の関係につい
て（10月13
日のショート
メッセージ）

令和2年10月13日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.193）。中国と北朝鮮の関
係についてお話ししました。同盟関係と
は言うけれど中朝両国、決して仲は良く
ありません。

https://youtu.be/c0yo5NurnWQ

R2.10.14

北朝鮮工作員
の背乗りにつ
いて（10月
14日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年10月14日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.194）です。工作員が拉致
対象者に成り代わる「背乗り（はいの
り）」についてお話ししました。一番分
かりやすい例は辛光洙が成り代わった原
敕晁さんです。背乗りは成功していれば
分かりませんから、北朝鮮の体制が変化
しない限り被害者を北朝鮮が返す可能性
はほとんどありません。

https://youtu.be/MS6jRVZmqqU

R2.10.15

北朝鮮から拉
致被害者5人
が帰国して18
年（10月15
日のショート
メッセージ）

令和2年10月15日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.195）。今日は蓮池さん夫
妻・地村さんふさい・曽我ひとみさん5
人の拉致被害者が北朝鮮から帰国して18
年になります。あれから18年誰も帰って
きていないということが全てを物語って
います。

https://youtu.be/9Xm2X1oGK-4



R2.10.16

人生の転機と
北朝鮮による
拉致（10月
16日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年10月16日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.196）。今日は冒頭11月5
日19:30からの予備役ブルーリボンの会
のYouTubeライブ（ゲスト篠原常一郎さ
ん）のご案内。そして特定失踪者に多数
見られる「人生の転機」での失踪につい
てお話ししました。

https://youtu.be/JloTSCbRyUA

R2.10.17

韓国の愉快な
刑事さんの話
他（10月17
日のショート
メッセージ）

令和2年10月17日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.197）。昔韓国旅行のとき
に経験したお話しです。特別なことでは
ありません。でも韓国の田舎はいいです
よ。

https://youtu.be/Euj2_IH8VqM

R2.10.18

鉄道趣味、特
に動画撮影の
話（10月18
日のショート
メッセージ）

令和2年10月18日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.198）。鉄道趣味の話の中
で特に動画撮影に関する話です。中で話
していますが、最初に買った「ポータブ
ル」ビデオ、ビクターHR4110。当時の
最新型でしたが重さが10キロ、さらにカ
メラが3.7キロ、若かったから持ち歩けた
のだと思います。

https://youtu.be/SjAXXzG06CE

R2.10.19

北朝鮮でなぜ
クーデターや
反乱が起きな
いのか（10月
19日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年10月19日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.199）。「北朝鮮はあんな
にひどい国なのになぜクーデターとか反
乱が起きないのですか」という質問につ
いてお話ししました。

https://youtu.be/vJZHn0SrI1c

R2.10.20

200回目にな
りました（10
月20日の
ショートメッ
セージ）

令和2年10月20日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.200）。お陰様で200日間
続けることができました。今回はいくつ
かのお知らせと、拉致問題について、
ショートメッセージをやってきてあらた
めて思ったことなどをお話ししました。

https://youtu.be/AvNfIi7kSx8

R2.10.21

大韓航空機爆
破事件につい
て（10月21
日のショート
メッセージ）

令和2年10月21日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.201）です。昭和62年
（1987）11月に起きた大韓航空機爆破
事件についてお話ししました。北朝鮮の
テロで乗員乗客115名が命を落とし、爆
薬をしかけた北朝鮮工作員2名のうち金
勝一は自殺しました。生き残った工作員
金賢姫の証言で後に田口八重子さんの拉
致が明らかになります。この事件は何
だったのだろうかというお話しです。

https://youtu.be/UCb2wKDDVm8



R2.10.21

官房長官面会
を終えて（吉
見美保さん・
竹下珠路さん　
10月21日の
ショートメッ
セージ特別
版）

令和2年10月21日水曜日のショートメッ
セージ特別版（Vol.102）。先程加藤勝
信官房長官兼拉致問題担当大臣に面会し
てきましたが、それを踏まえて吉見美
保・特定失踪者家族会副会長（秋田美輪
さんの姉）と竹下珠路・事務局長（古川
了子さんの姉）に視聴者の皆さんへのア
ピールをお話しいただきました。今後と
もご支援よろしくお願いします。

https://youtu.be/LUc5f2_rnOQ

R2.10.22

加藤官房長官
と特定失踪者
家族の面会に
ついて（10月
22日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年10月22日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.203）。昨日21日行われた
加藤勝信内閣官房長官兼拉致問題担当大
臣と特定失踪者家族との面会などについ
てお話ししました。昨日アップした特定
失踪者家族会吉見美保副会長・竹下珠路
事務局長のメッセージもぜひお聞き下さ
い。 https://youtu.be/LUc5f2_rnOQ

https://youtu.be/IMKlAUBjHyI

R2.10.23

北朝鮮工作機
関の弱点につ
いて（10月
23日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年10月23日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.204）です。『KGBの男』
という本を読んであの冷戦時代のソ連
KGBでさえ、内部が硬直化し、また出世
欲とか利権とか個人的恨みが渦巻いてい
たということを知りました。ならば北朝
鮮はもっとひどいのではないか、こちら
からもいくらでも突っ込み所はあるので
はないかというお話しです。

https://youtu.be/4zY-9KNzSzc

R2.10.24

林雅俊さんに
ついて（10月
24日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年10月24日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.205）。今日は岐阜駅前か
らです。このあと「シネマフォーラム in 
岐阜」に参加します。周りは人通りがあ
るので結構恥ずかしく、またこういうと
きに限って2回失敗してしまいました。
これが3度目の正直です。さて林雅俊さ
んは平成10年（1998）5月に失踪した
岐阜大の大学院生です。林さんの失踪に
は①2000年前後の技術系の若い男性②
自殺を偽装しようとしたと思われる福井
県の海岸での車の放置③車の中にあっ
た、これまた自殺を偽装しようとしたと
思われる遺書に似せたメッセージ（パソ
コンの中にありました）などのポイント
があります。

https://youtu.be/l6OGEIofuoA



R2.10.25

今の北朝鮮と
昭和30年代の
日本（10月
25日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年10月25日のショートメッセージ
（Vol.206）です。昨日は岐阜でシネマ
フォーラムがあり、「キューポラのある
街」と「北朝鮮素顔の人々」が上映され
ました。前者は昭和30年代の川口が舞
台、後者は2000年代半ばの北朝鮮。比
べてみると半世紀以上前の川口の方が今
の北朝鮮よりましです。結局北朝鮮は何
の進歩もしていないのではないかという
お話しです。

https://youtu.be/7rqwBnnSmbw

R2.10.26

韓国の歌につ
いて（10月
26日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年10月26日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.207）。イベントプロ
デューサーの佐野良一さんから今の韓国
で演歌（トロット）がまた流行している
という話を聞いたので歌にまつわる極め
て私的な話を。御参考まで話の中に出て
来る私たちの世代のアイドル歌手ヘウニ
の歌を下に付けときます。ご本人は今も
歌っていますが同世代だから当然典型的
な韓国のオバサン風になっていて、これ
はヨヨミという若い歌手がカバーしてい
るものです。 「あなただけを愛して」 
https://youtu.be/vxqeVzDeJHc 「第
3漢江橋」 
https://youtu.be/t73LKi8EHu0

https://youtu.be/5Qkb5zMPH7M

R2.10.27

（コメント欄
をお読み下さ
い）総理はな
ぜ特定失踪者
家族に会わな
いのか（10月
27日のショー
トメッセー
ジ）

※本日のお話しの中で小泉訪朝以前に総
理に会ったのは小泉総理の1回だけと
言っていますが、これは間違いです。お
詫びして訂正します。詳しいことは以下
の調査会メルマガをご覧下さい。 
http://araki.way-
nifty.com/araki/2020/10/post-
5375a9.html 　令和2年10月27日火曜
日のショートメッセージ（Vol.208）。
歴代総理で特定失踪者家族と面会した人
はいません。菅総理も官房長官当時は面
会していますが、総理になってからの面
会にはまだメドが立っていません。認定
被害者中心の家族会（北朝鮮による拉致
被害者家族連絡会）には組閣後間もなく
会っているのに、この違いは何なのか、
というお話しです。

https://youtu.be/9f5FQ1aotdY



R2.10.28

小渕・森・小
泉総理の家族
との面会（10
月28日の
ショートメッ
セージ）

昨日のお話しで平成14年（2002）の小
泉訪朝以前に家族会（当時は横田滋代
表）にあったのが小泉総理だけと言いま
したが、コメント欄に書いたように間違
いでした。総理の面会は平成11年
（1999）3月に小渕総理、平成12年
（2000）年9月に森総理と実現していま
す。それについてお話ししています。

https://youtu.be/nMve6Zys0OQ

R2.10.29

総理の面会と
官房長官の面
会の差につい
て（10月29
日のショート
メッセージ）

令和2年10月29日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.210）。昨日の続きで、総
理の面会と官房長官の面会の差をどうし
てつけるのかという話です。あまりこう
いう下衆の勘ぐりはしたくないのです
が、事実関係はこの通りになっていま
す。

https://youtu.be/HIII95v0shA

R2.10.29
映画「めぐみ
への誓い」予
告編

もらったので勝手にアップロード。関係
者の皆さん失礼の段お許し下さい。 https://youtu.be/jM_2Ea21bwg

R2.10.30

北朝鮮の試験
問題戦術（10
月30日の
ショートメッ
セージ）

令和2年10月30日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.211）。キム・ドンチョル
博士の日本政府宛メッセージに「北朝鮮
には（彼らの）感性で対せよ」という言
葉がありました。これについて「試験問
題戦術」（これは私のオリジナル）とい
う視点からお話ししました。

https://youtu.be/EcjwBuzV5Uc

R2.10.31

張成沢・金敬
姫夫婦のこと
（10月31日
のショート
メッセージ）

令和2年10月31日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.212）。サムネは月刊「正
論」連載の小説「寒い国から来た工作員
（スパイ）」の第2回目の宣伝です。そ
の話もしていますがメインは7年前に銃
殺された張成沢と妻金敬姫の話です。結
局北朝鮮というのは誰も幸せになれない
国、というお話し。

https://youtu.be/0Rg5s0DxVEw

R2.11.1

鉄道模型の話
（11月1日の
ショートメッ
セージ）

令和2年11月1日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.213）今日は自分の顔はな
しで鉄道趣味、特に鉄道模型についての
まとまりのないお話しです。よろしかっ
たらお付き合い下さい。 　なお、明後日
3日に米子で政府と自治体主催の集会が
あり、明日現地に入ります。うまくいく
かどうか分かりませんが15時半頃から松
本京子さん拉致現場に近い米子の海岸で
YouTubeライブをやってみようかと思っ
ています。やるときは始める前に
Facebookでも告知します。アーカイブ
は残しますのでリアルタイムで見ていた
だく必要はありませんが良かったらご覧
下さい。

https://youtu.be/uAUC1Yx2o24



R2.11.2

命について
（11月2日の
ショートメッ
セージ）

令和2年11月2日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.214）。金曜日に元予備自
で予備役ブルーリボンの会の仲間だった
友人が亡くなりました。そんなことで命
についてお話ししました。

https://youtu.be/m1N8RAh9j_E

R2.11.2 米子の海岸か
らです。

試験的にライブをやってみました。米子
周辺は色々な事件があります。 https://youtu.be/RZJcKCCnXmM

R2.11.3

国際放送の政
府管理につい
て（11月3日
のショート
メッセージ・
絆創膏につい
ては説明欄を
ご覧下さい）

令和2年11月3日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.215）。昨日発信した調査
会NEWSの説明です。外国にいる日本人
へ情報を発信するのは北朝鮮のみなら
ず、特に非常時などに極めて重要です。
短波放送は簡単低コストで広範囲に使え
ますがNHKは次第に縮小の方向です。こ
の際国が責任を持って行うことが必要で
はないかと考えます。下に昨日のニュー
ス本文を付けておきますので御一読いた
だければ幸いです。 　なお、絆創膏貼っ
てますが朝ひげ剃りで切ったのであって
喧嘩したとかいうことではありません。
念のため。 【調査会NEWS3354】
（R02.11.2） ＜国際放送の政府による
管理実現を＞ 　荒木和博 　菅政権発足
直後、9月16日に加藤勝信官房長官兼拉
致問題担当大臣に提出した要請文書でも
書いていますが、あらためて国際放送の
政府による管理を求め、本日付で以下の
通り発表しました。この内容については
明日3日のYouTubeショートメッセージ
でもご説明します。 

https://youtu.be/IEb67WRok9U



R2.11.4

おしらせと
「人権」につ
いて（11月4
日のショート
メッセージで
す）

令和2年11月4日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.116）。米子でのYouTube
ライブ、サネヨシさんとフミエイツさん
の歌「しおかぜに乗せて」のこと、明日
のRBRA（予備役ブルーリボンの会）
YouTubeライブ、北朝鮮人権映画祭、映
画「めぐみへの誓い」のことなどのお知
らせと「人権」のお話し。人権のことは
もちろん1回や2回で終わる話ではありま
せんのでほんのさわりだけ。私はお手伝
いとまではいいませんが中国の人権問
題、チベットやウイグルや南モンゴルの
ことにも多少関心を持っています。それ
も含めてのお話しです。 ●「しおかぜに
乗せて」を紹介した調査会提供FM番組
「オレがやらなきゃ誰がやる」10月15
日放送分はここからご覧になれます。 
https://youtu.be/wDVgtOLRPX8 ●
予備役ブルーリボンの会YouTubeページ 
https://www.youtube.com/channel
/UCPrqeCO5CGlj9Imyzz1_XTg ●北朝
鮮人権映画祭Facebookページ （1日
目）https://fb.me/e/6VFI7TpyU （2

https://youtu.be/cPc7-zy0IuE

R2.11.5

拉致は70年代
から80年代に
かけてという
「常識」は間
違い（11月5
日のショート
メッセージ）

令和2年11月5日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.127）です。政府のパンフ
レットなどにも「1970年代から1980年
代にかけて」拉致が行われたというよう
な記述がされており、一部には常識のよ
うに思われています。しかしこれは間違
い、あるいは嘘です。実際には1960そ
の前にもその後にも拉致は行われていま
す。そのことについてお話ししました。

https://youtu.be/uV9EuBFGZTI

R2.11.6

アメリカとい
う国について
（11月6日の
ショートメッ
セージ）

令和2年11月6日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.128）。大統領選挙が混沌
としています。どっちにころんでも大変
でしょうが、これはもうアメリカ頼みは
やめなさいという天の啓示ではないかと
いうお話しです。昨日の予備役ブルーリ
ボンの会YouTubeライブの後で篠原常一
郎さんからサムネに工夫した方が良いと
のお知恵をいただいたので少し工夫して
みました。もっともこれで毎日続けられ
るかというと難しいので方法を考えない
といけませんが。

https://youtu.be/KMP71J7li_E

R2.11.7

鉄道模型の話
（11月7日の
ショートメッ
セージ）

令和2年11月7日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.219）。今日は鉄道模型趣
味の話。といっても大したことはしてい
ませんが。写真のレイアウト、駅のホー
ム上は少し直しました。

https://youtu.be/TQ7IbJaqY_I



R2.11.8

恋の話（11月
8日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年11月8日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.120）。こんな顔で「恋」
でもないだろうとか、「変」の間違い
じゃないかとか思われる方もいるでしょ
うが、別に私の恋愛遍歴なんて話ではあ
りません。チャンネルAJERでキャス
ターをしている「救い・守り・創る」で
歌手のsayaさんに来て戴いたときに聞い
て驚いた話などから考えたことを。

https://youtu.be/kIizXhoLs4c

R2.11.9

「拉致は海岸
を歩いてい
て」という思
い込みについ
て（11月9日
のショート
メッセージ）

令和2年11月9日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.221）。拉致は海岸を歩い
ていて突然襲われるという思い込みが間
違っているというお話しです。あわせて
お知らせの中で話している富田安紀子さ
んの漫画について、下にリンクを貼って
おきます。 
https://note.com/akira_the_88/n/n
5a0e92224f69?fbclid=IwAR2IAN5m
pANLw30JnvCWD8WzBjTgTWOSnN
tVdwXyLge7FhNkLJorLw0GAIo

https://youtu.be/wdY1kPvxTlE

R2.11.10

海岸線の話の
続きと米大統
領選（11月
10日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年11月10日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.222）。昨日の話の続きと
米国大統領選以後の話です。今後どう
なっていくのか分かりませんがとりあえ
ず自分でやるしかないということ。海岸
線の話は今ちょっとお話しできないこと
もあるのですが折を見てご説明していき
ます。

https://youtu.be/b6CdnbuQUh8

R2.11.11

横田めぐみさ
ん拉致につい
て（11月11
日のショート
メッセージ）

令和2年11月11日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.223）。今日16時から新潟
の拉致現場付近でYouTubeライブをやる
予定です。その予備知識ということでお
話ししました。この事件にはまだ隠され
ていることが沢山あります。

https://youtu.be/jZ68Jzh8zHM

R2.11.11
横田めぐみさ
ん拉致現場で
のライブ

https://youtu.be/PlwiM5lmdKE

R2.11.12

工作員証言と
こちらから工
作員を入れる
話（11月12
日のショート
メッセージ）

令和2年11月12日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.124）。昨日のライブの後
でコメントに横田めぐみさんのことが明
らかになったきっかけの工作員証言のこ
とと、工作員をこちらから入れられない
かとありました。それについてお話しし
ました。

https://youtu.be/xzY_HdjLz8Q



R2.11.12

山本美保さん
のセカンド
バッグがあっ
た柏崎市荒浜
海岸

11月12日11時から山本美保さんのバッ
グが見つかった柏崎市荒浜海岸で
YouTubeライブを行いました。この事件
は拉致問題を考える上で欠かせない事件
です。ぜひご覧下さい。 なお、山本美保
さんの双子の妹、森本美砂さんからメッ
セージが届いているので下に付けておき
ます。 --------- 　36年前に山梨県からい
なくなった双子の姉を探し続けている山
本美保の妹、森本美砂です。 　36年前
の6月4日、20歳の姉は再度大学受験を
目指し勉強していました。 　いつものよ
うに、「図書館に行ってくるね」と母に
言い残し、家を出たままいなくなりまし
た。 　失踪から4日後、荒浜海岸に姉の
セカンドバッグが落ちていると柏崎署か
ら連絡がありました。 　当時は、姉が新
潟に行ったのかと思いましたが、その後
何度か現場を訪れるうちに、姉はここに
は来ていないと確信するようになりまし
た。 　当時は、リヤカー一台しか通れな
い程の筋の道で、地元の人しか行かない
ような海岸に、20歳の女性が一人で来る

https://youtu.be/0BclYtwl278

R2.11.13

金賢姫さん・
北朝鮮工作員
について（11
月13日の
ショートメッ
セージ）

令和2年11月13日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.225）。金賢姫・元工作員
をはじめとする北朝鮮工作員のことにつ
いてお話ししました。彼女は本当ならエ
リート家庭のお嬢さんで幸せな家族を
持っていたはずなのに北朝鮮の体制と運
命に翻弄されてきました。

https://youtu.be/w-uKZAujq8k

R2.11.14

陸軍中野学校
について（11
月14日の
ショートメッ
セージ）

令和2年11月14日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.216 )。陸軍中野学校につい
てお話ししました。私の勤務している拓
殖大学からも中野学校の生徒は何人も出
ています。所属している海外事情研究所
の元所長吉原政巳先生は元中野学校の国
体学の教官でした。

https://youtu.be/d2pcY4eNUtI

R2.11.15

40年前の韓国
での話（11月
15日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年11月15日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.227）。40年と少し前、学
生時代に韓国に行った頃の話です。とき
は朴正煕政権の終わり頃でしたが皆明る
く、経済も発展していて良い時代でし
た。そんなときのエピソードをいくつ
か。

https://youtu.be/R650b9Tbhho

R2.11.16

拉致問題の壁
は意外と薄い
という話（11
月16日の
ショートメッ
セージです）

令和2年11月16日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.228）。厚いと思っている
拉致問題の壁は北朝鮮も日本の中も意外
と薄いところがあるのではないかという
お話しです。

https://youtu.be/QpqEbAj8-sM



R2.11.17

金日成と金正
日の衝突につ
いて（11月
17日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年11月17日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.229）。金日成と金正日が
対立し、その揚げ句に金日成が死んでし
まったというお話しです。これについて
は私もあちこち書いてますが、萩原遼さ
んの『金正日隠された戦争』にも詳しく
書かれています。「唯一指導体制」など
と言いますが、実態は全く違っていまし
た。

https://youtu.be/LmgETelyUdM

R2.11.18

中央線と拉致
事件（11月
18日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年11月18日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.230）。正午から三鷹市役
所のあたりでライブをやる予定ですが、
その前振りです。久米裕さんが拉致され
たのが昭和52年（1977）9月19日。そ
の周辺では昭和51年に武蔵小金井の学芸
大学生藤田進さん、三鷹市の南隣調布市
（京王線）の電通大の学生高野清文さ
ん、昭和52年に三鷹の隣りの武蔵境とそ
の次の東小金井の間にある亜細亜大の卒
業生布施範行さんが失踪しています。そ
して昭和53年には八王子の中央大学生蓮
池薫さんが拉致。藤田さんは川口の自宅
を出て、高野さんは神津島で、布施さん
は名古屋、蓮池さんは柏崎と、いなく
なった場所は別のところなのですが、こ
うやって並べていくと不思議なつながり
が出てきます。

https://youtu.be/_aE8v9JJong

R2.11.18

久米裕さんが
警備員をやっ
ていた東京三
鷹市役所前で

久米裕さんの拉致については色々出てい
ますが、参考書として富田安紀子さんの
マンガ「俺Antif@拉致ゲーの強制イベン
トから逃げられません」をご覧下さい。
事実をもとにしたフィクションなのであ
くまで参考に、ということで。例えば実
行犯のモデルは辛光洙ですが、辛光洙は
久米さん拉致には関わっていません。そ
れでも大事なところは押さえた作品なの
でお勧めです。こういう形でイメージを
作った方が拉致問題の本質に迫れると思
います。 
https://note.com/akira_the_88/n/n
5a0e92224f69?fbclid=IwAR3m1eQ
WS0dHRseiGcwWK63-
A94uIIR58A4gqIEnnwiZHDEET-
JvcHCoAkI

https://youtu.be/LTTHwxzjBP4



R2.11.19

拉致認定の三
要件について
（11月19日
のショート
メッセージ）

令和2年11月19日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.231）。警察の言っている
拉致認定の三要件、即ち「本人の意思に
反して、北朝鮮の国家意思によって、北
朝鮮に連れて行かれた」という認定のた
めの条件がいかに虚構に満ちたものかと
いうお話しです。ただ、警察を弁護する
わけではありませんが、認定しようがし
まいが、拉致されている人は拉致されて
いるということで、そこで無理をするか
らごまかさなければならなくなるという
こと。問題は認定より取り返すかどうか
ということにあります。

https://youtu.be/wxPRas2gNdY

R2.11.20

浜崎真嗣さん
がファゴット
を担当してい
る九大オーケ
ストラの
「フィンラン
ディア」

https://youtu.be/csasgDKa68Y

R2.11.20

浜崎真嗣さん
について（11
月20日の
ショートメッ
セージ）

令和2年11月20日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.132）です。特定失踪者浜
崎真嗣さんについて。以下に今日流した
「調査会ニュース」を載せておきます。 
--------------------------- 浜崎真嗣さんの
「フィンランディア」【調査会
NEWS3361】（R02.11.20） 　私の
YouTubeチャンネルにシベリウスの
「フィンランディア」のさわりを載せま
した。ぜひお聞き下さい。 
https://youtu.be/csasgDKa68Y 　ク
ラシックなどおよそ門外漢の私がこれを
載せた理由はその中でファゴットを担当
しているのが特定失踪者浜崎真嗣（はま
さきまさつぐ）さんだからです。 　浜崎
さんは日本ビクター（当時）の社員で、
平成12年（2000）1月6日東京日野市の
アパートから失踪しました。当時25歳で
した。学生時代はオーケストラに所属し
ていました。 　その浜崎さんの九州大学
オーケストラとビクター両方の先輩にあ
たる村岡輝雄元武蔵工大教授は長年浜崎
さんのことに取り組んでこられました。

https://youtu.be/_uaorwihjXg



R2.11.21

私と民社党と
の出会い（11
月21日の
ショートメッ
セージ）

令和2年11月21日土曜日のショートメッ
セージ。自分と民社党との出会いについ
てお話ししました。民社党のファンに
なったのが昭和46年（1971 )、入党し
たのが昭和54年（1979）、その後専従
になりましたが、若い時代を民社党の活
動で過ごしたのは自分の原点でもあると
思っています。その頃の昔話です。

https://youtu.be/lg2zpTRAJNM

R2.11.22

民主社会主義
の話（11月
22日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年11月22日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.134）。昨日の続きみたい
なものですが、民主社会主義の話。「社
会主義」とつくとマルクス・レーニン主
義と混同されがちですが、私たちの考え
る社会主義は全く別物です。あまり体系
的に説明するのは得意ではありません
が、とりあえず自分の受け止めてきた民
主社会主義の話。

https://youtu.be/DuJJr7rmccg

R2.11.23

卑怯な話（11
月23日の
ショートメッ
セージ）

令和2年11月23日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.235）。平成13年
（2001）家族会の増元照明さんと一緒
にジュネーブに行ったときのこと。自分
が最後は逃げ出す人間だというお話しで
す。あまり格好の良い話ではありませ
ん。

https://youtu.be/9jxZqzgIh-o

R2.11.24

1960年体制
と日本社会党
（11月24日
のショート
メッセージ）

令和2年11月24日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.236）。日本社会党につい
てですが、1960（昭和35）年に民社党
が社会党から別れてできた後の、私たち
が「1960年体制」と呼ぶ自民党政権が
磐石で、社会党が野党第1党だった時代
のことも含めてお話ししました。

https://youtu.be/5wzCJOsp9Js

R2.11.25

三島由紀夫事
件から半世紀
（11月25日
のショート
メッセージ）

令和2年11月25日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.237）。今日はご案内の通
り三島由紀夫と森田必勝が陸上自衛隊
市ヶ谷駐屯地（現在は防衛省のあるとこ
ろ）で自決して50年の日です。私は三島
についての専門家でもなく、論評ができ
るほどのものを持ち合わせていません。
あくまで「個人の感想」といった話で
す。

https://youtu.be/PvV6AW_Lduc



R2.11.26

金正日と拉致
（11月26日
のショート
メッセージ）

令和2年11月26日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.238）。金正日が工作機関
を掌握したから日本人拉致が始まったと
いうのは間違いです。掌握したことに
よって拍車がかかったことは明らかです
が、それ以前も以後も拉致は行われてい
ます。それについてのお話しです。あと
昨日の立憲民主党拉致問題対策本部で出
た拉致特委が開かれない話も。これにつ
いては「調査会ニュース」で流していま
すので委員会が開かれるよう、ご協力を
お願いします。

https://youtu.be/DWTjg0rKQeU

R2.11.26

安達俊之さん
失踪に関わる
現場からのラ
イブ（令和2
年11月26
日）

https://youtu.be/I-OoahuAM3A

R2.11.26

寺越事件につ
いてのライブ
（令和2年11
月26日）

昭和38年5月11日能登の高浜港画像の左
側（南側）を出た1.5トンの漁船「清丸」
はこの後ろ約200メートルくらいのとこ
ろに網を仕掛けて右側方向の福良港で一
旦休息。夜になってから網を引き揚げに
行ったまま消息を絶ちました。「清丸」
は空の状態で発見されましたが乗ってい
た寺越昭二さん・外雄さん兄弟と長兄の
息子武志さんは死亡したものとされ葬式
も行われました。しかしそれから24年
後、外雄さんが北朝鮮で出した手紙が日
本の家族に届きました。現在武志さんは
平壌で暮らしていますが日本政府は拉致
認定していません。今回はその現場でラ
イブを行い、寺越昭二さんの三男内田美
津夫さんと救う会石川の大口英夫代表
（調査会理事）からお話しをお聞きしま
した。

https://youtu.be/MgY0vfFzdVk

R2.11.26

越中国分駅ラ
イブ（令和2
年11月26
日）

JR西日本氷見線の越中国分駅（富山県高
岡市）にて。ここで昭和56年（1981）
3月に工作員が職務質問を受け、翌朝高
岡駅前のホテルから飛び降り自殺した
「伏木国分事件」と、その2年前昭和54
年（1979）12月に駅の裏に車を置いて
失踪した山田建治さんについてお話しし
ました。

https://youtu.be/0XydPI9oq5U



R2.11.27

荒谷敏生さん
と庄川河口
（11月27日
のショート
メッセージ）

令和2年11月27日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.239）。これは前日26日に
特定失踪者荒谷敏生さんの自宅近く、富
山県射水市の庄川河口近くで撮ったもの
です。本当はここでもライブをやりた
かったのですが、1日4回はちょっと難し
いかと思ったのでその代わりショート
メッセージで。荒谷さんの妹矢島文恵さ
んは特定失踪者家族会の幹事として熱心
に活動されています。色々なところでの
ご発言もYouTubeで探せますのでそちら
もご覧戴ければ幸いです。

https://youtu.be/Wediiz5wD7o

R2.11.28

県民性とか民
社党時代の話
とか（11月
28日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年11月28日土曜日のショートメッ
セージ。民社党時代内部研修の担当と青
年組織の担当が長かったので全国47都道
府県出張しました。そこで感じたことな
ど。 　なお、一昨日のライブ、アーカイ
ブも含めてご覧戴いた皆様ありがとうご
ざいました。ぜひ1人でも多くの人が現
場を見ていただくよう、拡散ご協力よろ
しくお願いします。

https://youtu.be/_oRKVVxnBhw

R2.11.28

令和2年12月
28日
YouTubeライ
ブ（最初の部
分です）

途中で音声が入らなくなり一度切りまし
た。その前半部分です。 https://youtu.be/g82BjDgWUdw

R2.11.28

令和2年12月
28日
YouTubeライ
ブ（事実上の
本編です）

音声が入らなくなってやり直した後で
す。お聞きの方ご迷惑おかけしました。 https://youtu.be/Zr_bD2-mC5o

R2.11.29

愛媛県とか故
郷の話（11月
29日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年11月29日のショートメッセージ
（Vol.241）。子供の頃住んでいた愛媛
県と故郷（ふるさと）についての話で
す。

https://youtu.be/XvOfCX9YUK4

R2.11.30

張成沢・金敬
姫と「愛の不
時着」（11月
30日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年11月30日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.142）。張成沢・金敬姫夫
妻の一番幸せだった頃と韓流ドラマ「愛
の不時着」の話。両者には何の関係もな
いのですが、通じるものがあるように思
いました。

https://youtu.be/1l4AO2w-J4s

R2.12.1

拉致はいつか
ら始まったの
か（12月1日
のショート
メッセージ）

令和2年12月1日のショートメッセージ
（Vol.243）。拉致はいつから始まった
のかということなんですが、実はそんな
にきっちり割り切ることはできないとい
うお話しです。

https://youtu.be/ictdabmnsT4



R2.12.2

北朝鮮工作員
の失敗（12月
2日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年12月2日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.244）。工作員と言っても
スーパーマンではありません。様々な失
敗をするので「正しく恐れる」ことが大
事です、という話。

https://youtu.be/glEGeVE9NUI

R2.12.3

漂着船はなぜ
来ないのか
（12月3日の
ショートメッ
セージ）

令和2年12月3日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.245）、メルマガ「調査会
NEWS」でも流していますがこの冬はほ
とんど北朝鮮からの木造船漂着がありま
せん。なぜなのか、というお話しです。
リモートでTBSのインタビューを受け、
一昨日ニュースにも流れましたがコロナ
が原因のようです。

https://youtu.be/qOpPs4CznjU

R2.12.4

コロナと北朝
鮮（12月4日
のショート
メッセージ）

令和2年12月4日のショートメッセージ
（Vol.246）。コロナ禍で人権映画祭の
方も大変ご迷惑おかけしてますが、日本
でこうなら北朝鮮はどうだろうというお
話です。 　なお、人権映画祭は無観客に
しましたがライブ等の対応を考えていま
す。SNSなどで告知しますので機会があ
りましたらぜひご覧ください。

https://youtu.be/5cHA6SuJf3k

R2.12.5

北朝鮮の映画
を見に行った
話（12月5日
のショート
メッセージ）

令和2年12月5日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.247）。北朝鮮人権映画祭
の話と、その流れで昔渋谷にあった北朝
鮮の映画を上映する映画館に行ったとき
の話です。

https://youtu.be/2BrD7xHvspc

R2.12.5
北朝鮮人権映
画祭会場ライ
ブ

12月5日北朝鮮人権映画祭第1日目の昼
休みにやったライブです。 https://youtu.be/eP1-_DS35Og

R2.12.6

蓮池薫さんと
「かぞくのく
に」の井浦新
さん（12月6
日のショート
メッセージ）

令和2年12月6日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.248）。昨日北朝鮮人権映
画祭で上映した「かぞくのくに」の井浦
新さんと、帰国直後の蓮池薫さんのイ
メージが重なったというお話しです。

https://youtu.be/shNAv8xVBPU

R2.12.7

映画祭と在日
の拉致と（12
月7日の
ショートメッ
セージ）

令和2年12月7日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.249）。北朝鮮人権映画祭
の御礼と、それに関係して在日の拉致に
ついてお話ししました。

https://youtu.be/NlV5QF4SfmM



R2.12.8

私の組織論
（12月8日の
ショートメッ
セージ）

令和2年12月8日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.250）。いつの間にか250
回になりました。この間ご支援ご協力い
ただいた皆様ありがとうございます。引
き続きよろしくお願いします。今日お話
ししたのは私が長年色々な組織に関わっ
てきた体験から考えた組織論です。それ
ほど高尚なものではありませんが何かお
役に立てば幸いです。

https://youtu.be/85jqAHvSRNU

R2.12.9

金正日の話
（12月9日の
ショートメッ
セージ）

令和2年12月9日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.251）。金正恩の父親金正
日は70歳で亡くなりました。なぜ万全の
健康管理をしていたはずの最高指導者が
早くに亡くなったのだろうというお話し
です。

https://youtu.be/m8NEueEfuog

R2.12.10

金日成の話
（12月10日
のショート
メッセージ）

令和2年12月10日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.252）。金正恩の祖父、昨
日お話しした金正日の父金日成（本名は
金成柱ないし金聖柱）について。要は北
朝鮮という国が最初から嘘で始まってい
るという話です。

https://youtu.be/AniBwwDMWuk

R2.12.11

政府からの回
答　「ケンカ
売ってるの
か」という話
（12月11日
のショート
メッセージ）

令和2年12月11日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.253）。特定失踪者問題調
査会と特定失踪者家族会でそれぞれ出し
ていた政府宛の要請文書への回答が昨日
届きました。まあ各省庁のやる気の無さ
がひしひしと伝わってきます。そういう
意味では「オールジャパン」かも。個別
の回答については私のブログに載せてあ
ります。詳しくはそちらをご覧下さい。 
http://araki.way-
nifty.com/araki/2020/12/post-
43e980.html

https://youtu.be/yUf1NSMvd2I

R2.12.12

ケンカの話
（12月12日
のショート
メッセージ）

令和2年12月12日のショートメッセージ
（Vol.254）。昨日のショートメッセー
ジのサムネで「ケンカ売ってるのか」と
書きましたが、それで思い出した民社党
時代の話です。まあ結構やりました。若
造の書記局員が国会議員とどなりあって
も許してもらったのが民社党の良いとこ
ろでした（だから伸びなかったのかもし
れませんが）。

https://youtu.be/_9zXyaZDVqs



R2.12.12

特定失踪者家
族会ご家族の
声ライブ（令
和2年12月12
日・東京・イ
イノホール）

令和2年12月12日土曜日、特定失踪者家
族懇談会終了後、政府主催シンポジウム
開始の前に参加された特定失踪者ご家族
にひと言ずつお願いしました。時間がな
くて十分お聞きできませんでしたが、こ
の思いを共有していただければ幸いで
す。

https://youtu.be/_dQgVz7ZAOA

R2.12.13

鬼滅の刃につ
いて（12月
13日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年12月13日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.255）。大ヒット作「鬼滅
の刃」についてお話ししました。私はま
だ初心者（?）なのでご意見をいただけれ
ば幸いです。

https://youtu.be/_lqeR2UZv1E

R2.12.14

朝鮮総聯につ
いて（12月
14日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年12月14日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.256）。朝鮮総聯について
お話ししました。お話しすることは沢山
あるのですが、今回はさわりだけ。外国
人登録の朝鮮籍と韓国籍の違いも意外と
知られていないことなのでそんなところ
から。

https://youtu.be/Z32Ndq6vFTg

R2.12.15

「拉致濃厚」
について（12
月15日の
ショートメッ
セージ）

調査会のリストの中で「拉致濃厚」（通
称1000番台リスト）の方は現在77人い
ます。「拉致濃厚とそれ以外の特定失踪
者（現在194人）はどう違うのですか」
という質問をたびたび受けるのでそれに
ついてお話ししました。前にお話しした
浜崎真嗣さんもかなり怪しいのですが現
時点では「拉致濃厚」に入れていませ
ん。正直私たちとしても試行錯誤を続け
ています。あまりお答えになっていない
話です。

https://youtu.be/Aey9xcpd0s4

R2.12.16

情報が独裁を
倒す（12月
16日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年12月16日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.258）。昨日太永浩（テヨ
ンホ）さんの講演をお聞きしました。元
北朝鮮の駐英公使であり、韓国に亡命し
てこの5月の国会議員選挙で脱北者とし
て史上初めて選挙区選挙で当選した国会
議員（「国民の力」所属）でした。大変
参考になるお話しでしたが、特に情報が
北朝鮮社会を急速に変えているというお
話しが印象的でした。今後の活動でも活
かしていきたいと思います。開催してい
ただいたNo Fence（北朝鮮の強制収容
所をなくすアクションの会・小川晴久代
表）に感謝申し上げます。

https://youtu.be/14HiEbyvnVc



R2.12.17

拉致問題の風
化について
（12月17日
のショート
メッセージ）

令和2年12月17日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.259」。今日は高校生に拉
致の話をしてきましたが、みんな小泉訪
朝の時には生まれていない子たちです。
時間が経って風化しつつあるのではない
か、どうしたら良いかというお話しで
す。

https://youtu.be/VDEnYCD2JS0

R2.12.18

北朝鮮への帰
還事業と韓国
（12月18日
のショート
メッセージ）

令和2年12月18日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.260）。北朝鮮への帰還
（北送）事業と韓国についてお話ししま
した。当時日本中で帰還事業には好意的
でした。その中で反対し阻止しようとし
た動きは少数派、というより否定的に見
られていたと思います。しかしそれが成
功していれば北朝鮮に行って収容所に送
られたり殺されたりする人は減らすこと
ができたでしょう。そういうことについ
てのお話しです。

https://youtu.be/gvIJEd_4vcc

R2.12.19

戦争研究の勧
め（12月19
日のショート
メッセージ）

令和2年12月19日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.261）。戦争というのはも
のすごい教訓の宝庫であるというお話し
です。単に悲惨だとか悪いこととして蓋
をしてしまうのではなく、学べることは
学ぶべきではないかと思います。 　な
お、ライブですが、12月23日(水)18:30
から1時間ほど、チャットでのご質問、
ご意見にお答えする形でやってみようと
思います。また12月25日(金)は14:00か
ら川口駅前で藤田進さんの弟、藤田隆司
さんをゲストに川口の失踪についてライ
ブでお話しする予定です。どちらもお時
間ありましたらご参加下さい。

https://youtu.be/_3S2gPNdFWs

R2.12.20

寝台列車での
お話し（12月
20日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年12月20日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.262）。現在定期列車とし
ては唯一になった「サンライズ瀬戸・出
雲」。今日は「瀬戸」の方で香川県の善
通寺市に向かっています。もう40年以上
前なので時効だろうということでこんな
話を。

https://youtu.be/enGkkEH7nns

R2.12.21

コロナと「拉
致は17人70
年代から80年
代」という政
府見解につい
て（12月21
日のショート
メッセージ）

令和2年12月21日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.263）。新型コロナウイル
スに対する政府の対処と、「拉致は17人
70年代から80年代」という政府見解
（断定はしていませんが実質はそういう
ことです）について、全く逆方向ですが
共通点があるように感じました。そのお
話しです。

https://youtu.be/NwaoK0VEIKA



R2.12.22

ブルーリボン
とかPRの話
（12月22日
のショート
メッセージ）

令和2年12月22日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.264）。ブルーリボンの使
い方など色々とアドバイスいただきあり
がとうございます。それを含めて拉致問
題のPRについてお話ししました。

https://youtu.be/PFE1eGkF7c8

R2.12.23

北朝鮮と宗教
（12月23日
のショート
メッセージ）

令和2年12月23日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.265）。北朝鮮で宗教がど
う扱われているかというお話しです。国
家イデオロギー自体が宗教ですから他の
宗教は絶対に許せないということです。
映画「クロッシング」にもその話が出て
きます。

https://youtu.be/6CXImoW4MYg

R2.12.24

北朝鮮への帰
還事業につい
て（12月24
日のショート
メッセージ）

令和2年12月24日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.266）。昨日のYouTubeラ
イブの失敗についてのお詫びと、朝鮮総
聯による帰還事業を題材にした本のご紹
介、今日放送されたNHKの番組（もとも
とは新潟放送局で制作したもの）につい
ての感想などをお話ししました。

https://youtu.be/mrl2dw8etKU

R2.12.25

特定失踪者家
族の本（12月
25日のショー
トメッセー
ジ）

令和2年12月25日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.267）。特定失踪者のご家
族の本をご紹介しました。「親世代で
残っているのはあと2人」ではありませ
ん。今も多数のお父さん、お母さんが我
が子の帰りを待っています。

https://youtu.be/qZteFrXf900

R2.12.25
川口でのライ
ブ（藤田隆司
さんと）

令和2年12月25日金曜14:00から川口駅
前で行ったライブです。この川口駅前に
自転車を置いて失踪した藤田進さんの弟
さん、藤田隆司さんと。西の神戸市灘
区、東の川口市、どちらも拉致被害者・
特定失踪者の多いところです。北朝鮮か
ら出てきた藤田さんの写真の現物も持っ
てきていただきました。ぜひご覧下さ
い。

https://youtu.be/fjewqjS_hfk

R2.12.26

間違いのはな
し（12月26
日のショート
メッセージ）

令和2年12月26日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.268）。私は人生山ほど間
違いをしてきましたが、そんな話を。あ
と昨日のライブの御礼と月刊「正論」連
載小説「寒い国から来た工作員（スパ
イ）」の4回目（2月号）が出たのでその
宣伝です。

https://youtu.be/yzfKV2T9Cqs



R2.12.27

銚子電鉄の話
（12月27日
のショート
メッセージ）

令和2年12月27日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.269）。この間「めぐみへ
の誓い」で私の役をやっている可哀想な
役者、多田広輝さんが千葉県の銚子電鉄
を題材にした「電車を止めるな」という
映画を観て面白かったと書いていたので
先日観てきました。ネタバレにはなって
ませんがそんな話です。地方私鉄はどこ
でも大変です。皆さんご支援よろしくお
願いします。

https://youtu.be/x3ILUNoifSQ

R2.12.28

写真からみた
金正恩体制と
人民軍の関係
（12月28日
のショート
メッセージ）

令和2年12月28日のショートメッセージ
（Vol.270）。12月17日の労働新聞に
載った写真から気付いたことについてお
話ししました。8年前、同じ位置に立っ
ていて粛清された李英鎬総参謀長と、10
月10日のパレードの主役李炳鉄中央軍事
委員会副委員長。さてこれから北朝鮮は
…。

https://youtu.be/OnV3wV1XZLI

R2.12.29

子供に拉致を
どう教えるか
について（12
月29日の
ショートメッ
セージ）

令和2年12月29日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.271）。前にコメントでい
ただいたことですが、小中学生に拉致問
題を教えるにはどうすべきか、結構悩み
ます。私自身は子供対象で話したことは
なく、「こうすれば良い」というものが
あるわけではないのですが、とりあえず
思っていることを述べてみました。ご意
見等あればぜひコメントお願いします。

https://youtu.be/ox-AzZlcL5w

R2.12.30

映画・ドラマ
の「外事警
察」の話（12
月30日の
ショートメッ
セージ）

令和2年12月30日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.272）。NHKドラマ、そし
て映画化された「外事警察」（麻生幾原
作）についてお話ししました。私は警察
の批判もしますが、一方で文字通りを粉
にして苦闘してくれている皆さんのお陰
で日本の社会は守られているのも事実で
す。年末年始のお休みにお時間があれば
ご覧になることをお勧めします。

https://youtu.be/uY-YGqBLxDk

R2.12.31

「法と証拠」
について（12
月31日の
ショートメッ
セージ）

令和2年大晦日（木曜日）のショート
メッセージ（Vol.273）。警察官僚から
はたびたび「法と証拠に基づいて厳正に
やっている」と聞きますが、そうなんで
しょうか。そもそも法律というのは薄皮
饅頭の皮のようなものではないか、とい
う話です。

https://youtu.be/FadbHEnEIBY

R3.1.1

あけましてお
めでとうござ
います（元旦
のショート
メッセージ）

令和3年元旦金曜日のショートメッセー
ジ（Vol.274）。本年もよろしくお願い
します。

https://youtu.be/mNJOsi6Dpys



R3.1.2

自衛隊の話
（1月2日の
ショートメッ
セージ）

令和3年1月2日土曜日のショートメッ
セージ（Vo.275・間違えて「令和2年」
と言ってますが）。考えてみれば変な名
前の「自衛隊」についてお話ししまし
た。今日のメルマガ「調査会ニュース」
もあわせてご覧いただけると幸いです。

https://youtu.be/SNrx9ysgoyQ

R3.1.3

ドンチョル・
キム博士の
メッセージと
地方私鉄の話
（1月3日の
ショートメッ
セージ）

令和3年1月3日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.276）北朝鮮でスパイ罪で
捕まり、後に帰国した韓国系米国人ドン
チョル・キム（金東哲）博士からのメッ
セージのご紹介と昭和40年代地方私鉄が
次々廃線になった話（前と後は全く関係
ありません）です。

https://youtu.be/eRRbr-QAEsI

R3.1.4

田中実さんと
金田竜光さん
について（1
月4日の
ショートメッ
セージ）

令和3年1月4日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.277）。共同通信などで生
存情報が流れた田中実さんと金田竜光さ
んについてお話ししました。

https://youtu.be/eYfVEni7iBU

R3.1.5

大本営発表と
コロナと拉致
と（1月5日の
ショートメッ
セージ）

令和3年1月5日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.278）。戦前のいわゆる
「大本営発表」と、今回の新型コロナに
よる緊急事態宣言、そして拉致問題に関
する政府見解には何か通じる匂いのよう
なものを感じます。そんなお話しです。

https://youtu.be/2K67aOaFemk

R3.1.6

ミッドウェー
とか拉致とか
コロナとか
「嘘」の話
（1月6日の
ショートメッ
セージ）

令和3年1月6日水曜日のショートメッ
セージ（Vol.279）。昨日の続きみたい
な話ですが、構造的な嘘の問題について
お話ししました。なお、最後のところで
お話ししていますが、石垣島の八重山日
報の元旦付にショートストーリーを書き
ました。ブログに載せてますのでよろし
かったら御一読下さい。 
http://araki.way-
nifty.com/araki/2021/01/post-
bd6ff6.html

https://youtu.be/BTGzDedQPZU

R3.1.7

韓国の大統領
はなぜ捕まる
のか（1月7日
のショート
メッセージ）

令和3年1月7日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.280）。これは前にもお話
ししたことがあったと思いますが、
しょっちゅう受ける質問で「なんで韓国
の大統領は皆退任すると捕まったり自殺
したり悲惨な最期になるんでしょう」と
いうのがあります。それについてお話し
しました。

https://youtu.be/1z-kPJLclP4



R3.1.8

金正男の解放
について（1
月8日の
ショートメッ
セージ）

令和3年1月8日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.281）。昨日はライブ途中
でチャットだけになってしまい大変失礼
しました。15日19時からリベンジやり
ますが、いただいたご質問には順次お答
えします。今日は平成13年（2001）5
月1日に不法入国して成田で捕まった金
正男の解放についてです・

https://youtu.be/C5uSiEfp5Ck

R3.1.9

オジサンは少
年である　少
女はオバサン
であるという
話（1月9日の
ショートメッ
セージ）

令和3年1月9日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.282）。読んで字のごとく
なのですが、まあなんだかんだ言っても
男と女は違うよね、というお話しです。

https://youtu.be/fDVqzkkVjfk

R3.1.10

民主社会主義
と社会民主主
義の話（1月
10日のショー
トメッセー
ジ）

令和3年1月10日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.283）。先週のライブの時
聞かれた質問で、民社党関係のものにつ
いてお答えしました。まあ、「個人の感
想です」的なお話しですが。

https://youtu.be/W-EDDkqMZSQ

R3.1.11

横田めぐみさ
ん拉致はご家
族にどう伝え
られていたの
か（1月11日
のショート
メッセージ）

令和3年1月11日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.284）。昭和52年
（1977）の事件発生以後横田めぐみさ
んのご家族に警察はどう伝えていたのか
というお話しです。当時の担当者や今の
担当者の責任を問うつもりはありません
が、そのようなことがあったという事実
は皆知っておくべきだと思います。 ※
アップロードのときトラブルがあり最初
の内ご覧になれなかったと思います。ア
クセスして戴いた方にはご迷惑をおかけ
しました。お詫び申し上げます。

https://youtu.be/II9AMTrW9jM

R3.1.12

短波放送「し
おかぜ」につ
いて（1月12
日のショート
メッセージ）

令和3年1月12日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.285）。調査会の運営して
いる短波放送「しおかぜ」についてお話
ししました。 　なお、冒頭申し上げてい
ますが、あと少しでチャンネル登録1万
人になります。なってどうということは
ないのですが少しでも多くの方に見てい
ただきたく、ご協力をよろしくお願い申
し上げます。

https://youtu.be/rSllQvwpIOk



R3.1.13

学校へのポス
ター掲示の話
と「なぜ北朝
鮮は崩壊しな
いのか」につ
いて（1月13
日のショート
メッセージ）

令和3年1月13日のショートメッセージ
（Vol.286）。先週のライブででたご質
問の公立学校への「アニメめぐみ」視聴
とポスター配布について、あと、いつも
聞かれる「北朝鮮はこんなひどい国なの
になぜこれまで崩壊しなかったのか」と
いうことについてお話ししました。

https://youtu.be/rpXTcw_1HbM

R3.1.14

アベック・夫
婦・親子　複
数で拉致され
るケースにつ
いて（1月14
日のショート
メッセージ）

令和3年1月14日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.287）。2人以上で失踪する
ケースは1970年代に集中しています
（石川の安達俊之さんと同僚女性だけが
1981年）。政府認定のアベック拉致3件
未遂1件も皆1970年代です。その意味に
ついて、そしてそもそも拉致が意味のな
いことについてお話ししました。

https://youtu.be/Rde0zyldRPs

R3.1.15

藤田進さん・
水島慎一さ
ん・屋木しの
ぶさん　新潟
富山県境の失
踪（1月15日
のショート
メッセージ）

親不知（おやしらず）を境にする新潟富
山の県境では昭和40年（1965）に当時
の新潟県青海町で藤田進さんが、昭和43
年（1968）に富山県入善町で屋木しの
ぶさん朝日町で水島慎一さんが相次いで
失踪しています。昭和30年代後半に週刊
誌に連載された水上勉の推理小説『砂の
紋章』には親不知を舞台として北朝鮮工
作員が暗躍する様子が描写されていま
す。ちなみに現在青海町は糸魚川市に
なっていますが、糸魚川はいわゆる「大
町ルート」の終点です。

https://youtu.be/xWECDyIqTGg

R3.1.16

大阪と東京、
あと各地の違
いなどについ
て（1月16日
のショート
メッセージ）

令和3年1月16日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.289）。東京人が大阪に行
くと新幹線を降りて駅のエスカレーター
に乗るときからアウェイ感を感じます。
そんなところから地域の違いのお話し
を。あまり真面目に聞いていただかなく
て結構です。

https://youtu.be/J0ikQ1biYnk

R3.1.17

人生を二度で
きたら2回目
に何をするか
という話（1
月17日の
ショートメッ
セージ）

令和3年1月17日のショートメッセージ
（Vol.290）。学生に毎回提出させてい
る質問の用紙に授業と全く関係ない話で
こちらからの質問を出しています。12月
の最後の授業で出した質問がこのテー
マ。面白い答えが沢山返ってきました。
皆さんもちょっとお考えになってみたら
いかがでしょう。

https://youtu.be/A0McROaYLNQ



R3.1.18

金正日の大粛
清深化組事件
について（1
月18日の
ショートメッ
セージ）

令和3年1月18日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.291）。1997年から始まっ
たとされる、金正日による父金日成人脈
の粛清、深化組事件についてお話ししま
した。この事件で処刑・収容所送りに
なった人は2万5千人位いるのではないか
と言われていますが、事件には第二幕が
ありました。

https://youtu.be/fR4EiqI-iOk

R3.1.19

北朝鮮政治犯
収容所と拉致
被害者（1月
19日のショー
トメッセー
ジ）

令和3年1月19日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.292）。確認できてはいま
せんが、拉致被害者も政治犯収容所に入
れられているという情報はあります。そ
うでなくても政治犯収容所における人権
抑圧は常軌を逸するものであり、私たち
はもっとこの現実を知るべきではないか
と思う次第です。日本では収容所の問題
に特化したNGOであるNo Fence　北朝
鮮の強制収容所をなくすアクションの会
（小川晴久代表・
https://www.nofence.jp/）が活動し
ており、また収容所体験者やもと警備員
の著書も多数発行されています。少しで
も関心を持って戴けると幸いです。

https://youtu.be/2AG2J059LdI

R3.1.20

北朝鮮から脱
出できた日本
人はいなかっ
たのか（1月
20日のショー
トメッセー
ジ）

令和3年1月20日のショートメッセージ
（Vol.293）。拉致被害者が脱出できた
ケースはないのかというお話しです。日
本に帰ってくることができたけれど何ら
かの事情でそれを明らかにできない場合
はあったと思いますし、韓国人の拉致被
害者の場合は中国に逃げて保護された
ケースもあります。今後も含めて色々な
ことを想定しておく必要があります。

https://youtu.be/szfKE_4LsSQ

R3.1.21

米国人特定失
踪者スネドン
さんとアメリ
カ（1月21日
のショート
メッセージ）

令和3年1月21日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.294）。中国で北朝鮮に
よって拉致された可能性のある米国人デ
イビッド・スネドンさんとアメリカの対
応についてお話ししました。

https://youtu.be/os0mlDuM00c



R3.1.22

コロナと拉致
認定（1月22
日のショート
メッセージ）

令和3年1月22日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.295）。新型コロナウイル
スの問題で東京は緊急事態宣言が出て大
騒ぎですが、何か皆コロナで頭が一杯に
なってしまってもっと大事なことを見落
としていないでしょうか。これ実は拉致
認定の問題とちょっと似ています。拉致
認定は確かに必要なのですが、そこにあ
まり神経を集中すると「救出」という本
来の目的にたどりつかないのではない
か、というお話しです。

https://youtu.be/zzSByoxAWV4

R3.1.23

自衛隊の防衛
駐在官（駐在
武官）につい
て（1月23日
のショート
メッセージ）

令和3年1月23日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.296）。日本では「駐在武
官」ではなく「防衛駐在官」と言いま
す。あまり知られていませんが、「軍
隊」でないために本来の機能を発揮でき
ていません。防衛駐在官を務めた方は何
人も知っており、皆さん本当に熱心に活
動されていましたが、システム上の問題
は個々の能力と努力だけでは補えませ
ん。変えるためにはこれも世論が必要で
す。ご協力をお願いします。なお、外国
では通用しない「自衛隊」という名称に
ついて、これをどう使うかということで
1月2日の「調査会NEWS」に半分冗談、
半分本気のショートストーリーを書いた
ところ、稲川和男さんが無断で録音して
YouTubeにアップして下さっています。
良かったらご覧下さい。 
https://youtu.be/rQn60q2oV9A

https://youtu.be/723RZmhtW1g

R3.1.24

拓殖大学そし
て民社党（1
月24日の
ショートメッ
セージ）

令和3年1月24日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.297）。今日は拓大からで
す。大学院の入試で来ています。私が大
学院で担当しているのは国際協力学研究
科の安全保障専攻。安保の専攻がある大
学院はほとんどないと思います。会社を
リタイアしてから来る人もいます。社会
人向けなので授業も夕方からか土曜日で
す。よかったらぜひチャレンジしてみて
下さい。あと、今日1月24日は民社党の
結党記念日です。昭和35年の結党からも
う61年が経ちました。あと拓大と民社党
も意外な縁が。まあそんなまとまらない
話を。

https://youtu.be/HY9Pu0Ab3NM



R3.1.25

外務省他役所
のシステムに
ついて（1月
25日のショー
トメッセー
ジ）

令和3年1月25日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.298）。くまモンは話と関
係ありません（とは言っても冒頭ちょっ
と話してますが）。「お役所は間違いを
犯さない。だからお役所のやることに間
違いはない」ということを前提としたシ
ステムの間違いについてお話ししまし
た。外務省も警察も防衛省もこのシステ
ムの弊害は同様です。過ちを隠すから次
の過ちを生みます。過ちを隠すために情
報を自分たちで独占しようとします。
個々の組織に優秀な人間、やる気のある
人間はいてもそれが活かされない。これ
は根本的に変える必要があると思いま
す。

https://youtu.be/M-8Uti73lq0

R3.1.26

拉致被害者と
家族の高齢化
（1月26日の
ショートメッ
セージ）

令和3年1月26日火曜日のショートメッ
セージ（Vol.299）。去年有本嘉代子さ
んと横田滋さんが亡くなったことでマス
コミでは「親の世代で残っているのは2
人（有本明弘さんと横田早紀江さん）」
とよく報道されていますが、特定失踪者
の親世代はまだ多数おられ、そして次々
と亡くなられています。高齢化している
のは家族だけではありません。もちろん
拉致被害者自身が高齢化していますし、
救出運動に関わっている私たちも同様で
す。コロナで大騒ぎしている関心の一
部、危ないとさえ言われるワクチンを接
種するのにかける膨大な予算の一部でも
拉致問題に回してもらえないものかと思
います。

https://youtu.be/CxJVRh29Rq8

R3.1.27

＜第300回＞
拉致・北朝鮮
民主化での海
外との連携(1
月27日の
ショートメッ
セージ）

令和3年1月27日水曜日のショートメッ
セージ。お陰様で第300回を迎えまし
た。この間ご支援ご視聴下さった皆様に
御礼申し上げます。今日は海外の個人・
組織との連携の話です。なお、そんなこ
とも含めて明後日の調査会理事会後
YouTubeライブでの会見を行います。ぜ
ひご覧下さい。

https://youtu.be/zRxS3qr5q98

R3.1.28

自衛隊と拉致
問題（1月28
日のショート
メッセージ）

令和3年1月28日木曜日のショートメッ
セージ（Vol.301）。拉致問題だけでは
ないのですが自衛隊が抱える矛盾につい
てお話ししました。

https://youtu.be/jAweRl9EdPQ



R3.1.29

国会議員につ
いて（1月29
日のショート
メッセージ）

令和3年1月29日金曜日のショートメッ
セージ（Vol.302）。たびたび「拉致問
題について、国会議員で誰が信頼できま
すか」と聞かれます。なかなか難しいの
ですが、まあこんなことではないかとい
うお話しを。なお既にお知らせしていま
すが今日15時30分頃から調査会理事会
の報告会見をライブで行います。お時間
のある方はぜひご覧下さい（もちろん
アーカイブでもご覧いただけます）。

https://youtu.be/cIY8jPqz9kk

R3.1.29
調査会会見
（令和3年1月
29日）

特定失踪者問題調査会の幹事会（理事会
から変更）終了後の会見です https://youtu.be/QyVXo261jPo

R3.1.30

自衛隊員と自
衛官の違い
（1月30日の
ショートメッ
セージ）

令和3年1月30日土曜日のショートメッ
セージ（Vol.303）。「自衛隊員」と
「自衛官」の違いについてお話ししまし
た。確証があるわけではありませんが、
これも自衛隊にまつわるごまかしの一つ
なのではないかと思っています。なお、
昨日は調査会の会見ライブ、ご参加の皆
様ありがとうございました。一層頑張り
ます。今後ともよろしくお願いします。

https://youtu.be/P4kujk4MPug

R3.1.31

「鉄ちゃん」
について（1
月31日の
ショートメッ
セージ）

令和3年1月31日日曜日のショートメッ
セージ（Vol.304）。鉄道趣味というの
は皆勝手にやってますしやってることも
ばらばらです。まあ私が「これが鉄道趣
味」と言えるわけでもないので、あくま
で「個人の感想」です。

https://youtu.be/LK0465kwsWE

R3.2.1

地方自治体と
拉致問題（2
月1日月曜日
のショート
メッセージ）

令和3年2月1日月曜日のショートメッ
セージ（Vol.305）。都道府県市町村の
拉致問題への取り組みは地域によってま
ちまちです。法律は同じ北朝鮮人権法が
根拠なのですが、やはり実行するのは人
間。そんなことについてお話ししまし
た。

https://youtu.be/AhOMUsVGdlk


