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今日の11時半 西大寺駅前の街頭演説で銃撃

錯綜する情報 安倍氏本人ということらしい

胸を真っ赤にして病院へ 心肺停止との情報も

犯人は
拘束



•搬送時は会話で
きたという

•山上徹也容疑者
はその場で確保

•散弾銃とも

•２発 ３発とも

•奈良県立医大病
院に搬送

•首と左胸に銃弾

•心肺停止状態



海外でも速報が出る
•日本の報道を受けて海外も速報を打つ

•アメリカ 中国でも

• ⇒銃規制の厳しい中での銃撃は稀な事件である

•駐日大使もすぐにコメント

•岸田首相も急遽山形から帰京

•参議院選挙前のこの時期大きな影響を与える

•民主主義の世界での蛮行

•ロシアを批判することはできない



誰でも知ることができる遊説先







都の専門家会議は
８月３日に５万人/日を
越えると予想
第７波に入ったと指摘















ワクチン状況
•国産の治療薬の承
認が遅れている中

•国産ワクチンの状況

•KMﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽが９月
にも承認申請を

•通れば年内に供給

•不活化ワクチンで副
反応が少ない

組換えﾀﾝﾊﾟｸ

mRNA

ｳｲﾙｽﾍﾞｸﾀｰ



一週間を振り返って
•7月1日 関西電力大飯原子力発電所稼働前倒し
•7月2日 ロシア艦３隻西表島通過 初めての事
•7月3日 香港に故宮文化博物館が開館 愛国教育
• ロシアがｳｸﾗｲﾅ・ﾙｶﾞﾝｽｸ州全域を制圧
•7月4日 中国で10億人分のデータが流出の可能性
• シカゴ郊外で独立記念ﾊﾟﾚｰﾄﾞにﾗｲﾌﾙ乱射
•7月5日 マカオで新型コロナ感染拡大 封鎖へ
•7月6日 スリランカ 国家破産に IMFに救済申請
•7月7日 ｲｷﾞﾘｽ ジョンソン首相辞任 原因は複雑



止まない銃撃事件
•屋上から高性能ライフル
で銃撃

•数週間前から準備

•逃走時は女装していた

•簡単に手に入る高性能
ライフル

•これをどうやって止める
ことができるのか



ｼﾞｮﾝｿﾝ首相辞任
•コロナ禍の中のﾊﾟｰﾃｨｰ
問題で議会で問題に

•不信任案は否決

•院内副幹事長にｸﾘｽ
ﾋﾟﾝﾁｬｰ議員の痴漢行
為を知りながら任命

•保守党の閣僚等が大
量に辞職



生活の根幹を揺るがしたもの



通信障害長引く
•２日の起こった通信障害

•６日夕方に完全復旧

•復旧に余りに多くの時間を費
やした

•障害を受けた回線は約3900
万回線

•110 119のような緊急通報も
使用できなかった

•機器更新時の不具合が原因





今回の障害からわかること
•今まで各社で通信障害が発生している

•しかし、他社は30時間以内で対応

•今回は長時間にわたって不具合が生じ
てしまった

•携帯電話での問題以外にも多くの影響
が生じてしまった

•その一端はKDDIの成立が起因している
という説もある



KDDIという会社
•1953年 日本電信電話公社から国際電話が独立

•海外との通話や情報について一手に扱う

•1997年 国内電話事業に参加することが可能になる

•1984年 第二電電が起業 DDI

•1987年 日本移動通信株式会社が起業 IDO

•2000年 NTTに対抗するため３社合併 KDDI誕生

京セラがベース

トヨタがベース



通信事業の競争が激化
•NTTDOCOMO 36.9%     8300万人

•KDDI 27.0% 6100万人

•SOFTBANK 20.8% 4700万人

•日本はSIMという個人識別カードを固定していた

•携帯電話メーカーが競争力を阻害していると指摘

•携帯電話の契約価格が高すぎるという批判

•政府は携帯電話料金の値下げやSIMFREEを推進





各社が個々のアンテナを設置



生活の進化は脆い一面も
•中国人などが日本で驚くのは現金払いが多い事

•最近財布を持ち歩かなくなってきた人が多い

•SUICA PASUMO などの電子決済

•PayPay LINEPay d払い 等の電子決済が増加

• 携帯電話を利用

•通信機器の大きな障害が発生すると何もできない

•便利の裏側には大きなリスク

•対応力をしっかり考えておく必要がある



影響は広範
•個人では電話やﾒｰﾙ

電子決済 ﾁｹｯﾄ 等

•企業では

•気象データの収集

•位置情報を利用した

様々なサービス

•銀行のATMでの業務

•物流の連絡ﾂｰﾙ 空港での荷物移動 等



香港返還25周年



返還の陰に問題も



香港返還25周年記念式典



香港返還25周年の今
•香港が中国に返還されたということは

•1824年 アヘン戦争後の南京条約によって香港島が
イギリスに割譲された

•1856年 アロー号事件をきっかけにイギリスが中国
に戦争をしかける

•清は国内の太平天国の乱で手を焼いていて十分対
応できず1858年の天津条約、1860年の北京条約を
経て九龍半島の一部がイギリスに割譲された

•1898年 九龍半島大部分をイギリスに割譲



ｲｷﾞﾘｽと中国のせめぎ合い
•1997年 返還期限

•中国の鄧小平は改革開放政策で国力を上げる

•イギリスはサッチャーが対中国政策で歩み寄り

•1984年 英中共同声明で香港返還が決まる

•香港基本法の制定 特別行政区長官の選出 臨時
立法議会の組織化等を進める

•社会主義の中国と資本主義の香港を一緒にするこ
との難問を解決したのが一国二制度である



一国二制度
•返還後は香港を特別行政区とする

•主権は中国が持つ

•香港の経済・政治体制は今後50年間は変更しない

•資本主義体制はそのまま残す

•香港立法議会のもと普通選挙を実施、政党活動も
自由である

•これを双方で確認し、返還が行われた

資本主義体制を保証
ストライキ権も保証



中国の締め付け
•2013年 習近平が国家主席に選出

•2014年 中国政府が香港を全面的統制する権利が
あると明確化

•2017年 返還20周年式典で周近平は一国を強調

•2019年 逃亡犯条例改定案を巡って国内混乱

• 香港区議会で民主派が多数を獲得

•2020年 香港国家安全維持法を中国全人代常務委
員会で可決。即日施行。

若者を中心に反対運動が起きる ＝雨傘運動



習近平の演説内容
•中国政府は常に香港人のために行動してきた

•返還によって香港人は本当の自分の地に住めた

•香港の安定には、愛国者による統治が必要だ

•愛国者が統治することによって長期的安定を得る

• ⇒議会から民主派を追放したことが正解である

•過去の激しい社会不安も香港の前進を止めること
はなかった

• ⇒雨傘運動など封じ込めたのを評価



中国の考え方を変えることは？
•中国政府の考え方というよりは習近平政権の考え方
• 李克強首相はそれほど急進的ではないが
•イギリスとの約束である「５０年は体制変更なし」はな
し崩しにしていく可能性が大きい
•愛国者という人たちによる香港の中国化が進む
•議会にも民主派は立候補できないようにしている
•そういった民主主義を無視した方法でも中国政府は
自己の正当性を主張し、自分達が正しいとしている
•民主派の反撃は完全に抑え込まれた



ロシアの対日圧力



ロシアが圧力をかけて来た
•樺太での天然ガス開
発サハリン２に関して

•運営会社がロシア政
府に譲渡

•ロシア政府は新会社
を設立

•海外の出資者に経営
権を譲渡せよと命令

•日本の輸入量の８％

今日になって
サハリン１も
同様措置か



対ロシア経済制裁の影響か
•ウクライナ侵攻に関する欧米の経済制裁に日本も同調し
て行ってきた
•これに対しての報復とも考えられる
•サハリン２は1994年に設立されたサハリンエナジーの手
がける２つの鉱区の１つである
•サハリンエナジーはシェルが55% 三井物産 25% 三菱
商事 20% 出資する外資会社である
•1999年から原油生産が開始される
•2006年 ロシア政府が環境ｱｾｽﾒﾝﾄ不備を理由に生産停
止を命令



ｳｸﾗｲﾅ侵攻までの流れ
•2007年 ｻﾊﾘﾝｴﾅｼﾞｰの株51%をガスプロムが取得

•外資の出資比率は全て半分になる

•ロシア政府の確認によって生産再開

•2009年 ﾒﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｪﾌ・麻生両首脳の出席でサハリン
２の天然ガスプラント稼働式典が行われる

•一方 サハリン１については1974年から始まる

•出資比率 ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ30% ｻﾊﾘﾝ石油ｶﾞｽ開発（日）
30% ｲﾝﾄﾞ石油天然ガス公社 20% ﾛｽﾈﾌﾁ（ロ）20%



今回の決定の裏には
•ｻﾊﾘﾝ１は中国への供給を主たる目的としている

•ｻﾊﾘﾝ2は日本への供給を主たる目的としている

•2022年2月24日 ロシアのウクライナ侵攻

•直後にｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙとシェルは全事業から撤退を表明

• 日本は事業継続を決定

•原油天然ガスの価格高騰等による供給不足

•日本の発電状況に問題が生じる



今後の状況は不透明
•今回の措置に対して

• シェルは持ち株を中国かインド企業に売却を検討

• 三井物産 三菱商事は株式取得に出るか？

• そのためにはロシア側の提示案を了承する事

• １か月以内にその手続きを終了する事

•政府の了承を得ずには対応できない

•政府は今回の発表に対して遺憾の意を表明した

•だからと言って良い結果になるとは限らない



ウクライナ情勢



強いﾛｼｱ

•ｳｸﾗｲﾅ軍が
撤退する場
面が増える

•ロシアの戦
い方が整っ
てきた

•ﾌﾟｰﾁﾝは攻
撃続行指示



強気のプーチン氏
•昨日の下院での発言
•「敗北させるなら試して
もらおう」と発言
•ｾﾞﾚﾝｽｷｰ大統領には
「降伏するべき」と発言
•議会は戦時経済対策
法を可決
•必要な物品やサービス
を軍に提供を義務化



ｳｸﾗｲﾅ軍の攻撃力の低下
•ロシアが長
距離砲を多
用するよう
になった
•接近戦では
ｳｸﾗｲﾅが有
利だったが
•平地の戦い
•一点集中で
差が生じた



人類の資産を破壊
•シードバンク攻撃

•意図的か？

•ウクライナでは16万
種の種子を保存

•人類が今まで改良を
加えて来た種子

•数百年前の種子

•世界に1300余の
バンクが存在



ロシア国内でオリガルヒが
侵攻批判



ウクライナ捕虜交換行われる





NATO加盟問題進展
•ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ ｽｳｪｰﾃﾞ
ﾝのＮＡＴＯ加盟が
確実に

•難色を示していた
トルコが容認

•ｸﾙﾄﾞ人問題を前向
きに解決

•ロシアは苦境に立
つことに



ロシアのミサイルが
ショッピングセンター直撃



商業施設
•6月28日 中部の
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙをミ
サイル攻撃

•当時1000人以上
が館内に

•目標として不適

•ｱﾒﾘｶ供与の武器
庫を目標とした

•ﾛｼｱはｳｸﾗｲﾅ側
の誘爆と説明



ｸﾚﾒﾝﾁｭｸ

セベロドネツク


