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９月例会ご案内

９月１０日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 城野先生の著書から学ぼう

    「第三の経済学」を輪読しよう 第４回

場所  ： 港区立商工会館

参加費 ： 1000円

担当  ： 篠原 昌人、榊原 高明

城野宏著「第三の経済学～『経済学』の崩壊と新生」

を参加者で輪読し、情勢判断学を活用してどのように

経済問題に対し取り組むことができるのか、お互いに

学びましょう。

著書は定価２,７００円（税込）ですが、

参加者には特別価格１,０００円（税込）でおわけし

ます。

城野先生は、この書の序文を昭和４８年３月２２日に

書かれているが、その序文の末尾に、以下のように述

べられている。

「これは問題提出の書であるといえる。解決の具体的

戦術書ではない。読者は提出された問題とその方法論

を参考にし、各方面の具体的問題を取り上げ、究明し

てもらいたいと思う。そして、日本国民がそれにのっ

とって国家の繁栄と国民のしあわせをうちたててい

く経済の法則性を探り、新しい日本経済学を建立すべ

きである。企業の中の経済活動家も戦略方向に合致し

た仕事だけが栄えるものであることを認識できるは

ずである。」

そして、目次は以下の通りです。

序

国家戦略と経済問題

国家経済戦略の転換点

日本経済観察の出発点

アラブ・アフリカ認識の転換と

新しい日本国家戦略

ドル防衛と日本

工業農作の展開

円・ドル問題の精神構造

円切り上げと日本経済の基本構造

経済論争と国際謀略

経済問題判断基準の転換

経済学の崩壊と新生

経済観察における戦略欠乏症

日中国交正常化後の日本経済

狂った経済論議

インフレと経済成長

インフレと大衆収奪

国鉄ストと国民大衆

商社活動の戦略的分析

二つの経済学――総括提案

第１回は「アラブ・アフリカ認識の転換と新しい日

本国家戦略」を中心に学び、お互いに意見交換を致

しました。

第２回は、城野先生の経歴を振り返り、どのような

環境の中でこのような活動をされたか再認識する

とともに、「経済論争と国際謀略」を中心に学び、お

互いに意見交換を致しました。

第３回は、今月号に報告されている通り、石田氏が

「国家戦略と経済問題」を取り上げられました。

今回は、篠原氏が「国家経済戦略の転換点」を、榊

原氏が「日本経済観察の出発点」を取り上げ、学び

ましょう。
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７月例会報告

日時  ： ７月９日 木曜日

  18;30 ～ 20;30

テーマ ： 城野先生の著書から学ぼう

    「第三の経済学」を輪読しよう 第３回

場所  ： 港区立商工会館

担当  ： 石田 金次郎

城野宏著「第三の経済学～『経済学』の崩壊と新生」

を参加者で輪読し、情勢判断学を活用してどのように

経済問題に対し取り組むことができるのか、お互いに

学びましょう。

今回は、石田氏から、城野先生がこの著書を書かれた

基本的な問題意識が何なのか理解するために、「国家

戦略と経済問題」が取り上げられました。以下に要点

を抜粋しよう。

１.経済論議を見直す時！

経済論や経済問題は、社会的に、すでに長い歴史

をもち、積み立てられ、できあがっている活動分

野である。

歴史的に形成されたいくつかの型によって論議

される局面が非常に多くなっており、このできあ

がりで踏襲されているフォルムをもう一度考え

直してみる必要があるというのが、本文の提案で

ある。

「権威者」になればなるほど、曰くケインズ、曰

くシュムペーター、曰くマルクス、曰く誰と、欧

米学者の名士をひき出し、その著作の文章を切売

りすることで、生活根拠を形成することが主とな

り、現実の経済問題を国家民族の利益から、いか

に処置したらよいかの分析と判断が、おろそかに

なってくる傾向がある。

氾濫する経済論議の根を掘り下げ、つまるところ

は、どういう根底から出ているかを、はっきりと

つかんでかかる必要がある。それをしないでその

結論と「権威者」の名前に頭を下げていると、と

んでもないところに連れてゆかれる恐れがある。

２.国家戦略に規制される経済

一国の経済は、その国の根本的戦略方向によって、

その編成も、活動も規制されてくる。国家戦略の

の根本は、戦争か平和かの決定に表現される。

一国の経済を理解し、運用するのに、まず第一に

規定される特殊性は、つまり、戦争か平和かとい

う戦略的基準方向である。

戦争時の経済は、人的、物的資源が戦争目的達成

のために動員される。しかし平和時の経済は、平

和な国際関係の下に、経済的国際関係を強化する

こととして表現され、その関係を基盤にして国内

経済を運用することとして実現されてくる。

平和戦略における国家経済は、経済的国際連帯

性に依拠している。特に、国内に主たる原料、

燃料源を持たぬ日本が世界第三位の工業国にな

りうるのは、この国際連帯性の下で初めて可能

なのである。

日本経済の基本条件は、国家戦略を平和維持に

おかざるを得ないのであって、戦争に戦略方向

をもっていけば、やってゆけないのが当たり前

なのである。その当たり前の道理に違反し、戦

争瀬略で国をたてようとしたから日本は大きな

失敗をした。

国家戦略を戦争におくという問題と、国家が軍

備を維持するという問題とは全然別である。

スウェーデンは中立を維持するために国民所得

の６％を軍備にあてている。スイスまた然り。

日本が平和の国家戦略をとるならば、それを保

持するための防衛的軍備がぜひ必要となる。

他国の軍事力が日本国内に侵入することを防ぐ

軍備、つまり、平和戦略維持のための軍備はど

うしてももっていなければならぬ。平和憲法の

名に気兼ねしてこの道理を主張することに臆病

である必要はない。

３.事実に基づいた経済論

日本国民は明治維新後、おくれた経済を近代国

家の繁栄にもってゆこうとして猛烈な熱意と努

力で取り組み、今日に至っているし、これから

もそうしてゆかねばならない。

日本経済は明治の資本主義経済開殆の時点か

ら、ずっと世界一か二の高度成長をつづけて

きているのである。

１９００年～１９０２年までは世界第三位の

成長率だが、１９０３年からは世界一にな

り、１９０６年と１９０８年に二位となった

が、それ以後１９４５年まではずっと世界

一、１９４６年第二位になったが、１９４８

年再び世界一になり、今目までずっと世界一

がつづいている。

  若者が年寄りの基準以上にはみ出さなければ

社会は沈滞腐敗に陥るのは厘史の実証すると

ころである。しかし若者と年寄りぱ一つの時

代に住み、共遜性が主要な側面なのであっ

て、断絶は古い基準にしがみつき、おしつけ

ようとする年寄り側からつくり出した不満の

表現にすぎない。

経済は現実の人問生活であって、書物の中の

概念燥作で動いているわけではない。日本の

経済学者は欧米の書物の中に「経済」をさが

すのが主活勤で、実際の経済活勁にはほとん

ど接触していないという特徴をもっている。

だから日本の経済の現実から観察し結論を出

すという習慣がなく、具体的に起こってくる
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日本経済の現実に欧米の書物の中の言菓をくっ

つけてみるという作用になってしまう。

経済論は事実に基づいたものでなければならな

い。

４.「くたばれGNP」論を斬る

高度成長が明治以来の日本経済の特色であるこ

とを知らず最近始まったような錯覚があるか

ら、最近問題になってきた公害その他の害悪

や、社会資本蓄積と福祉、住宅の不足などを、

まるで高度成長の罪であるかのように考えてし

まう。そこで「くたばれＧＮＰ」だとかいっ

て、経済成長をとめれば、福祉設備も豊かにな

るかのような非常識論議も、もっともな主張で

あるかのような気がしてしまう。

日本は国家戦略の方向を戦争にとってきて、つ      

いに破局的失敗をやり、その後の二十五年間、

平和戦略の方向で国家経済の再建を行なってき

たのである。

戦後の日本の国家戦略は平和である。戦争の国

家戦賂に支配された経済は、蓄績の配分を戦争

実行の準備にまわし、国民の住宅とか福祉とか

にわずかしか回ってゆかないのは理の当然であ

る。高度成長が住宅、福祉を無視する本質をも

っているのではない。国家戦略の根本がそれを

無視するか重視するかを分かつ基礎なのであ

る。平和の国家戦略を貫きとおせば、高度成長

こそが、住宅も福祉も充分にまかなってゆける

余裕を生み出してくれるものなのである。

５.高度成長の秘密？

経済は人間の活勤であって、物質自身の法則的

活勁ではない。人間の思考内容が物質の存在と

運行を規定してゆく。これが経済活勤の現象と

なって表現される。だから、旺盛な設備投資を

して生産力の拡大をやろうという日本の経営者

の気構えと計画が思考活勤を通じて発現された

のであり、企業に働く従業員とその家族たち、

彼らの文化、娯楽、福祉活勣に従事する人々が

同じ戦賂目標をもって活動したから実現できた

のである。
イギリスは何とかして生産成長を回復したいと、政府  

は懸命になるが、過去に巨大な蓄積をとげた資本家経  

営者は現状が維持できればよいのであって、生産拡大

につくす気はない。従業員も労働組合が過度に強化さ    

れて、遊んでいても結構な暮らしができるようになっ

ているから、少し勤倹節約の生産拡大案でも出ような

ものならこぞって反対する。

日本国民が自らの国家の繁栄を企図して、貧し

い中から次の生産資金を捻出し、目前の個人消

費を節約し、宵ごしの金を残さぬなどという江

戸享楽文化の堕落精神を脱却し、営々と努力の

積上げをしてゆく気構えと生活習恨をもってい

るから、旺盛な設備投資に金を集め、金を使う

という現実活勤がなされ、積極的にその目的を

達成してゆけるのである。

城野先生がこの本を書かれた昭和四十八年当時の

経済情勢を背景に、戦略戦術論を分かり易く説かれ

ています。

参加者それぞれの体験をもとに活発な意見交換が

行われました。

１．経済問題になると、それぞれの立場からの見方

が主になってしまうが、城野先生の見方は、

個々の立場を離れて非常に高い次元から見て

おられる。戦略も個々の企業レベルにとらわれ

ずに、国家的な観点から観察されている。

２．城野先生ご指摘のように、私たちが大学等で学

ぶ経済論は確かに理論が優先していて、実践の

中身が弱い。特に日本の大学は、どちらかとい

えば象牙の塔的な要素が強く、実践体験のない

先生方が、欧米の著名な経済理論を受け売りし

ている感が強い。

３．また、城野先生は、経済問題を論ずるにあたっ

て、例えば日本の経済成長などのように、抽象

論ではなく、現実をきっちりと把握したうえで

ご自分の考えを展開されている。城野先生の情

勢判断学でも、戦略決定する上で、どれだけの

事実や現象が把握できるのかが課題とされて

いる。

４．城野先生がこの本を書かれた昭和４８年当時

と、現在とは、国内外の状況が大きく変わって

きている。何がどう変わっているのか、あるい

は変わっていない点はどうかなど、事実を具体

的につかむ必要があるといえる。特に国際情勢

は大きく変わってきている。国際的視点をもち

つつ、日本の特殊性を認識していく必要がある

といえよう。ただ、私たちが国際問題を考える

うえで、情報量がマスコミから入手する程度で、

非常に限られているのが問題であろう。

５．城野先生は、平和か戦争かを戦略論で取り上げ

られたが、トルストイが描いた『戦争と平和』

はロシアで学校の授業にも使われているとのこ

とです。人類にとっては常に大きな課題でしょ

う。

６．世界情勢の問題では、最近の大きな問題はギリ

シャ問題でしょう。これも国家間の戦略が交錯

する問題で、今後どのような決着をするのか注

目されます。

７．我が国にとっては中国の動向も目が離せませ

ん。株式暴落問題は現象的な問題でしょうが、

今後協賛国家体制にひずみが出てこないか気

になるところです。
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例会予定
2015年

１０月８日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ：未定

場所  ： 港区立商工会館

担当  ：予定 郷津 光

１１月１２日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 城野先生の著書から学ぼう

    「第三の経済学」を輪読しよう 第５回

場所  ： 港区立商工会館

担当  ： 未定

開催場所：港区立商工会館

（１０月より港区海岸１－４－２８へ移転）

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。

サトルサロン

講演テーマ：「８３年前の臍の緒のめざめ」

講師：東 學（ひがし まなぶ）

サトルエネルギー学会・サイ学会・電気学会・日本珪

素医科学学会等所属

日時：2015年９月３日（木）18:30～20:30
場  所 港区立商工会館

会費 サトル会員：1000円 一般：3000円

【内容】

母の死後、遺留品を整理中に先祖棚の引き出しから

こぶし大の日本タオルで作った袋を発見した。兄弟で

恐る恐る開けてみると、タオルの切れ端で作った兄弟

分の小袋が出てきた。かすかに読める父の筆跡を頼り

に自分の袋を開けてみると、名前と生年月日がちゃん

と書かれている。自分の小袋を手にした瞬間、何か身

の引き締まる思いをした。

ケイ素を学び始めてから、小片をＸ線顕微鏡で分析

した覚えがある。今回、改めて自分の「臍の緒」の一

部をシャーレ―に削り取り、精製水と珪素水での比較

チェックしてみた。珪素水溶液中の「臍の緒」はみる

みる内に溶解し、細胞らしき増殖様形状に変化する。

精製水含侵は２日後位経ても顕著な動きは見られなか

った。更に、位相差顕微鏡で「ソマチッド」の有無を

チェックした。珪素水含侵の小片付近には「ソマチッ

ド」が多く挙動している。精製水溶液含浸の小片近く

には極く稀にしかみられない。明らかに「臍の緒」は

珪素水で活性化し、且つ増殖様形態を示す。この事象

は明らかに８３年経過しても目に見えない命の継承を

意味し、「ソマチッド」と「ケイ素」のサトル的働きの

様相を示している。今回、手持ち資料など掲示しなが

ら、更なるサトルの研究へと繋げられれば幸いと思い

ます。

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

東京都港区海岸1-7-8都立産業貿易センター

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

浜松町駅方向へ徒歩10分   

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 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
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
編集後記

城野先生のお考えは、常に戦略・戦術の分析か

ら、原理・原則を説いておられますので、何時の

時代においても通用します。

昭和48年に出版された、「第三の経済学～『経

済学』の崩壊と新生」も、当時の経済情勢を背景

に戦略・戦術の分析に基づき書かれていますが、

現在においても当然ながらその分析手法は有効で

あります。

この城野先生のご著書を輪読し、その分析手法

を学びながら、現在及び今後の経済情勢を解き明

かしていきましょう。

皆様の積極的な参画を期待申し上げます。(古川)


