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４月例会ご案内

しかし、現在に至るも誰も政治上、行政上の責任を問
われない状況が続いている上に、最近、東京地検がそれ
を追認するかのように、業務上過失致死傷罪（過失犯）
等による告訴・告発事件を不起訴処分（嫌疑不十分）に
付しました。刑事上の責任も不問に付されたことについ
ては、今次原発事故を深刻に受け止め、再発防止の観点
から事故原因と責任の所在を真剣に考えようとする一
般国民の胸中には、刑罰に対する疑念や諦めの気分等
が、他に行き所がないまま漂っているように窺えます。

： 4 月 9 日 水曜日
18;30 ～ 20;30
テーマ ： なぜ誰も責任を問われないのか？
－３・１１原発過酷事故について－
場所
： 港区立商工会館
参加費 ： 1000 円
担当
： 古川 元晴（弁護士、元検事）
日時

重大事故が起きると、その原因解明と同時に、「社長等
上層部の責任が問われないのはなぜか？」が必ず問題とな
りますが、今次原発事故についても同様の問題が大きな社
会問題となっています。

私は、法律実務家としてこの疑念等に応える責務があ
ると考え、今次事故発生の当初から考究し続け、その考
究結果は、既に情判会の例会で３回にわたり連続してご
報告（平成２４年３月、４月及び５月の各例会の報告参
照）しました。その後も、事柄の重大性からこの考究結
果を社会一般に広く知ってもらう必要があると考え、親
しい弁護士、学者とともに ”「法の支配」実務研究会”
を立ち上げて検討を続けました。

今次の３・１１原発過酷事故は、国策として、「原発は
多重防護により絶対に安全」を標榜して推進された末の
事故であって、「第２の敗戦」とも言われる程の事故
史上類例を見ない甚大な事故でした。現在でも県外避
難者が１３万人を超え、関連死も既に多数に上ってい
ます。
、
再度同様の事故を起こしたら日本はどうなるでし
ょうか。ヒューマンエラーは何時でも起き得る上我が
国は地震大国であって、絶対起きないという保証がな
いことは明らかでしょう。原発を再稼働させるなら、
原因を徹底的に解明して問題点を克服した上でなけ
ればならないということから、国会、政府、民間等各
種の調査委員会が設置されました。

そして、最近ようやくその努力が実って、先ずは小さ
な人権調査研究団体の機関誌に私の論文が掲載され、次
いでこの論文を評価した失敗学会（政府事故調委員長畑
村洋太郎氏が会長）による私の講演会が開催され、さら
にこの講演会に参加した朝日新聞社特別報道部記者か
らも評価されて、本月１０日、同社のウエブサイト「法
と経済のジャーナル」に私の寄稿文（タイトルは「３・
１１原発過酷事故と東電等の刑事責任」）がアップされ
て、ようやく全国的に発信されるに至りました。

その結果、事故の最大の原因は、国の規制当局等関
係機関や事業者である東電（以下「東電等」と総称）
が、未だ起きたことがない「不確かな危険」（「未知
の危険」
）
であっても事前に想定すべきであった地震・
津波等の危険を、原発推進を安全より優先させて「想
定外」としたことにあることが明らかにされました。
国会事故調が「この事故が『人災』であることは明ら
かで、歴代及び当時の政府、規制当局、そして事業者
である東京電力による、人々の命と社会を守るという
責任感の欠如があった」と断定したのも当然でしょ
う。

本例会では、この考究結果の要点をご報告した上で、
「お任せ司法」ではなく「自分たちの司法」という観点
から、一般市民の立場に立って一緒に考えていただきた
たいと思います。
是非、例会の前にこのウエブサイト

http://judiciary.asahi.com/fukabori/2014030700001.html
にアクセスして、私の寄稿文をお読みいただければ幸
いです。
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２月例会報告

４月、山西省郡都太原が陥落。中国人民解放軍
の捕虜となる。
中国人民共和国特別軍事法廷で禁固１８年の判
決を受ける。太原・北京・太原・撫順と１５年
間監獄生活を送る。収監中も、中国語による三
国志講談、牢名主になるなど多忙。
１９６４年（昭和３９年）
４月最後の中国３戦犯として、５１歳で帰国。
１９６９年（昭和４４年）
城野経済研究所発足。情勢判断学・脳力開発を
提唱。
１９７０年（昭和４５年）
４回にわたり日本のトップ企業からなる経済使
節団を率い、団長としてアラブ諸国を歴訪。故
サダト大統領など各国首脳と会談、日本アラブ
協会理事長として親善・経済発展に尽力する。
故チトー大統領（ユーゴスラビア）とも親交が
あり、両国の経済発展に寄与した。財団法人日
本教育文化協会理事長、産業新潮社会長に就任。
１９７５年（昭和５０年）
財団法人スポーツ会館理事長就任。
１９８０年（昭和５５年）
米国第５空軍の佐官に「３つのシークレッツ」
と題して講演。
１９８４年（昭和５９年）
日本工業倶楽部で「人間学シリーズ」講演会開
始。後に「三国志の人間学」
「東西古今人間学」
「戦略の人間学」の書籍・テープとして発刊さ
れる。第１回戦国合戦イベント（桶狭間の合戦
編）開催。
１９８５年（昭和６０年）
財団法人スポーツ会館会長に就任。
１２月２１日逝去。享年７２歳。

日時

： ２月１２日 水曜日
18;30 ～ 20;30
テーマ ：
「情勢判断学会とは
～その原点と歴史を振り返ろう」
場所
： 港区立商工会館
担当
： 古川 彰久
情背判断学会とは何をする会なのか？
どのように生まれ、どのように進展してきたのか？
その原点に立ち返り、現在の状態に至った経緯を振
り返ってみましょう。
１. 創始者、城野宏先生について
城野 宏 先生 略年表
１９１３年（大正２年）８月３１日
長崎県西山町に生まれる。
１９２７年（昭和２年）長崎師範付属小学校卒業
１９３２年（昭和７年）東京府立第四中学校卒業
（現都立戸山高校）
１９３５年（昭和１０年）名古屋第八高等学校卒業
１９３８年（昭和１３年）東京帝国大学法学部
政治学科卒業、大学２年次に中国へ開眼。
昭和１０年当時、東京大学の歴史の中で、中国
語を学んだ最初の学生になる。
同年 野村合名会社調査部にたった１名の新入
社員として入社。
（年俸 900 円、月給７５円）
郭沫若の「中国古代社会研究」の翻訳が半分以
上進んだ時に徴兵される。
入社半年後に（東京第１師団歩兵第１連隊）中
国へ渡る。
１９４１年（昭和１６年）陸軍中尉に昇進、第
１軍参謀部に転じる。山西産業・河本大作と出
会う。山西省政府の顧問補佐官として、民政・
警察・軍隊を主管した。
１９４５年（昭和２０年）大東亜戦争の終結。戦後も「祖
国復興・山西独立」をスローガンに、
「李誠」の
名で資源確保のために閻錫山の山西野戦軍（約
６万人・５個師団）を指揮し、日本軍の残留部
隊（約 1 万 5 千人・１個師団）と共に、毛沢東
が率いる中国人民解放軍と戦う。
１９４９年（昭和２４年）
２月に米国ヘラルドトリビューンのシモンズ記
者が太原訪問。閻錫山と城野先生（李将軍）に
会見、米国でライフ誌に大きく掲載された。日
本では、読売新聞が翻訳記事を掲載した。

昭和２０年に大戦が終結したが、その後も中国山西
省に残り、毛沢東が率いる中国人民解放軍と戦い、昭
和２４年に負けて捕えられ禁固１８年の判決を受け、
昭和３９年に帰国するという非常に特異な体験をされ
ています。
この間の状況については、城野宏著
「祖国復興に戦った男たち」、「獄中の人間学」
２. 城野経済研究所の設立と脳力開発研修、情勢判
断学会の発足
帰国後、周囲の懸念を振り払い積極的な活動により
自らの生活基盤を築き、昭和４４年には城野経済研究
所を発足、月刊シリーズで城野氏論文やコンサルタン
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ト実績を著わしたパンフレットを発行し、脳力を活用
する情勢判断学を提唱し、行動学、人間学を説いた。
これらに関する著書としては、
「情況判断の行動学」、「情勢判断の方法」、「挑
戦の行動学」、「諸葛孔明の戦略と戦術」、「謀略の
人間学」、「三国志の人間学」、「東西古今人間学」
等多数の著書があります。

昭和６０年１１月の執行委員会で、小生の仕事上の
異動で昭和６１年以降の執行委員長を東瀧邦次氏にお
願いすることとした。
昭和６０年１２月２１日、残念ながら城野先生が入
院先の東大病院でご逝去された。城野夫人が事後処理
を進められるが城野経済研究所は解散されることとな
った。

情勢判断学に関心ある人を対象に会員制に移行して
いった。その後、城野氏の指導の下、情勢判断学の前
提になっている脳力の活用の方法について平野耕一郎
が脳力開発の指針を明確にし、脳力開発研修を実践す
ることになった。
これに関する著書としては、「脳力開発のすすめ」
がある。また、「脳力開発入門」が発刊された。
会員制が軌道に乗り、昭和５２年８月に情勢判断学
会を発足した。
この間、城野先生は日本の資源問題の解決の一助と
して日本アラブ協会を設立し理事長として経済界の親
善友好に尽力もした。
また、一方、城野先生が実践してきた柔道を発展さ
せた護身道を開発し、その普及活動にも尽力された。

情勢判断学会の方は昭和６０年から村尾朝治氏、平
成２年から荻原なみゑさん、平成３年から井野紀久男
氏、平成７年から安藤明氏と変遷し、安藤明氏が情勢
判断学会を城野夫人にお返しするとのことがあり、こ
れまでの経緯から平成１５年には小生が引き受けるこ
ととなった。
当初はこれまで情勢判断学会に関わりを持った人た
ちを結集して、活性化できないかと思い実践したが、
これまで実践してきた人は自らの目標を明確に持って
おり、それぞれ自らの道を進む方針であり、改めて脳
力開発や情勢判断学を学び広める必要がないようであ
った。
一時勉強会も再開したが、参加した人が継続せず、
思ったような効果が出せず残念ながら続かなかった。
拡大発展が果たせていないのが現状であります。

３.情勢判断学会の活動推移
～会報から読み解く活動情報
情勢判断学会の活動内容としては、月例会を中心
に、各種の勉強会が分科会として開催されてきた。
昭和５７年７月には情判会報の創刊号が当時の代表
桜井雅章氏により発刊された。
昭和５７年９月に発刊された第２号には、７月に開
催された脳力開発全国大会の報告が掲載されている。
昭和５８年１２月に第３号が発刊されたが、小生が
東京本部の執行委員長として登場することになった。
これまでは、城野経済研究所の経済的保護のもと活動
をしてきたが参加者の減少に悩まされていた。小生と
しては、情勢判断学会東京本部として自己責任で自立
していくべきだと主張し城野先生のご理解を得た。城
野先生も１号会員として参加いただくこととなった。
また、これまでの代表制を改めて執行委員体制をとる
こととした。
この間、城野先生の発案とご指導により、戦国合戦
イベントを実施した。
第一回 昭和59年3月10日～11日
桶狭間古戦場
第二回 昭和59年9月8日～9日
川中島の合戦
第三回 昭和60年11月16日～17日
長篠合戦古戦場
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隔月行われる合宿セミナーや全国６か所での毎月のセ
ミナーにより、気導術を修得される方は増えておりま
す。
日時：2014 年 4 月 3 日（木）18:30～20:30

例会予定
2014 年
5 月 14 日 水曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ：未定
担当
：石田 金次郎
6 月 11 日 水曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ：未定
担当
：未定
原則として第二水曜日となります。
開催場所：港区立商工会館
（都立産業貿易センター浜松町館 ６階）

場所：港区立商工会館
会費：3000円
窓口・申込：㈲イキイキライフ 古川彰久
ＴＥＬ：０３―３４３２―０５８４
ＦＡＸ：０３―３４３２―０５８２

区立商工会館へのご案内地図

分科会活動 ご案内
古川彰久が事務局長に就任しているサトルエネルギ
ー学会の行事をご紹介します。

サトルエネルギー学会春の大会
開催日時：2014 年４月２０日（日）
開場 9 時 45 分、開演 10 時 15 分～閉会 18 時 30 分
会場：代々木ＳＹＤホール 渋谷区千駄ヶ谷 1-18-24
テーマ；真我への目覚め！～女性の直観に始まる～
詳しくは↓
http://subtle-eng.com/?page_id=624
＜入場券＞
（事前申込価格）協賛団体会員：6000 円、一般：7000 円
（当日価格）協賛団体会員：7000 円、一般：8000 円
(有)イキイキライフへお申込あれば協賛団体会員扱と致し
ます。ご連絡あれば、パンフレット及び申込書をお送り致
します。

東京都港区海岸 1-7-8 都立産業貿易センター

サトルサロン

浜松町駅方向へ徒歩 10 分

浜松町館 6 階 TEL03-3433-0862
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩３分
ＪＲ浜松町駅北口より竹芝桟橋方向へ徒歩 7 分
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅より

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 会誌発送は、E-mail です。
※ 年会費はありません。
※ 「じょうはん」発送のお申込は、
E-mail： info@iki2life.com
まで、Mail でご連絡下さい。
※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ
げて下さい。
※ ホームページもご確認下さい。
http://www.jouhan.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

講演テーマ：
「代替医療としての気の治療」
講師：鈴木眞之（すずきまさゆき）様日本気導術学会。
講演要旨：現代の医療の現場で急激に増えている健康を
取り戻せない人達は、西洋医療が持つ問題点に対して、
それを解決できる新しい方法を探し求めています。ここ
に、代替医療としての存在が求められますが、今の東洋
医学には十分にその役を果たせていると言えるものは
ありません。代替医療では西洋医学の弱点を補い、西洋
医学と共に力を合わせて進む技術を提供できる能力を
必要とするのです。それに対する答えとして、気導術は
『気のエネルギー』を使い即効性をもって患部の痛みを
取ることや、身体のみならず精神面へのアプローチも可
能であることで、はっきりと一つの形を実現しています。
本質から癒しを得られるパワーである「気のエネルギー」
と「人が健康になる為の仕組み」を融合した日本生まれ
の治療術で、既に医療従事者を中心に５千名を超える方
が気導術を修得されています。今もなお、静岡の本部で

編集後記
４月の例会には、古川元晴氏がこれまでこの情
判会で論じてきた課題がマスコミにも大きく取
り上げられたことから、改めて総括いただくこ
ととなりました。
(古川)
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