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『「ひらめき」能力が身につく本―脳が全機すれ
ばすべてよし』 徳間書店。
『「非まじめ」思考法』 講談社。
『「非まじめ」のすすめ : 千輪車の発想』 講談
社〈講談社文庫〉。
『ロボット博士森政弘の仏教入門』 三笠書房。
『「機」を活かす発想』 PHP 研究所。
『矛盾を活かす超発想』 講談社。
『無分別のすすめ―自在に自分を動かす』 PHP 研
究所。『頭の自遊自在学 : 「ここ掘れ,ワンワ
ン」が上手くなる』 講談社。
『≪非まじめ≫をきわめる－隠された≪知慧の威
力≫』 講談社。
『ロボコン博士のもの作り遊論』 オーム社。
『機械部品の幕の内弁当―ロボット博士の創造へ
の扉』 オーム社。
『森政弘の仏教入門（新装版）』 佼成出版社。
『おもしろ工作実験―作る!動かす!楽しむ!』 オ
ーム社。
『今を生きていく力「六波羅蜜」』 教育評論社。
『親子のための仏教入門―我慢が楽しくなる技
術』 幻冬舎〈幻冬舎新書〉。
『退歩を学べ――ロボット博士の仏教的省察』 佼
成出版社。
『仏教新論』 佼成出版社。
『ロボット考学と人間 未来のためのロボット工
学』 オーム社。

１１月例会ご案内
１１月９日
テーマ ：
場所
：
参加費 ：
担当
：

木曜日 18;30 ～ 21;00
「森 政弘」氏について
港区商工会館
1000 円
自由討論

先月の榊原氏のご講演で「両面思考」が取り上げられ、
その説明の中で、
「森 政弘」氏の著書「矛盾を活か
す超発想」から引用された『
「三性」の理』を紹介さ
れました。
「森 政弘」氏は以下のような経歴の方です。
森 政弘（もり まさひろ、1927 年(昭和 2 年)2 月 12 日[1]
- ）は、日本の工学者、仏教徒。東京工業大学名誉教授、
工学博士（東京大学）[6]。オートメーションやロボットの
研究で先駆的な研究実績を持ち、創造性や仏教に関する著
書や講演も多い。ロボットコンテストの創始者であり、
「ロボコン博士」の異名も持つ。紫綬褒章、勲三等旭日中
綬章を受勲。
東京大学生産技術研究所助教授、東京工業大学制御工学科
教授、(株)自在研究所代表取締役、日本ロボット学会会長
を歴任。早期にロボットハンドや人工心肺の自動制御、人
工筋肉や群ロボットの研究開発に着手し、サイバネティッ
クモーションや不気味の谷といった新概念も提唱した。自
動製糖システムや自然力推進ボートなどの産学連携研究で
も実績を残している。

非常にユニークな方で、脳力開発の観点からも学ぶ
点がいろいろありそうなので、次回までに各自、彼
の著書の中から適当なものを選択し読んでいただ
き、お互いに意見を交換することといたします。

主な著書
『制御と情報』 日本放送出版協会。
『森政弘の仏教入門』 佼成出版社。
『心眼 : エサしか視えないカエル』 佼成出版社。
『「非まじめ」のすすめ：ゴミを砂金にする発想』
講談社。
『超常識：平凡のなかの非凡のすすめ』ダイヤモン
ド社。
『発想工学のすすめ : やわらかい機械』 講談社。
『機を活かす発想』 プレジデント社。
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られており、又首相官邸の枢要ｽﾀｯﾌの大半が同懇談
会のﾒﾝﾊﾞｰで占められている。
第 2 章では、日本会議の事務総長の椛島有三や日
本会議ﾌﾞﾚｰﾝﾒﾝﾊﾞｰの政策委員会の百地章（日本大学
教授）及び高橋史郎（明星大学教授）は「生長の家」
出身であり、生長の家と学生運動の関係を述べてい
る。1960 年代当時左派系学生が全国を席捲している
中、九州の国立大学で生長の家系ｻｰｸﾙが中心となり、
右派系の大学自治会が全国に先駆け誕生した。その
後関東の私大でも右派系学生が活躍し、全国組織に
繋がっていく。この中心となったのが、生長の家政
治連盟（生政連）に所属していた椛島有三であった。
生政連が台頭していく背景として、当時の左派系
学生による、共産革命の阻止及び創価学会の政治参
加による国教化の恐怖に対抗して、各宗教団体が政
治連盟組織化され、生政連や神社本庁政治連盟が
出現し、右派系活動の中心となっていく。
しかし 1983 年生長の家が政治活動と決別し、生
政連も解散する。その理由は、生長の家が、自民党
の集票ﾏｼｰﾝとなるが、生長の家が進める政策が全く
反映されなくなったり、生長の家出身候補の比例代
表制の順位が下がり、国会議員を送り出せなかった
ことが、大きな要因になっていると言われている。
しかし生学連（生長の家学生）出身の一部の人は政
治活動から離れなかった。
第 3 章では、神道の戦前回帰を述べている。
神社関係者にとっては、明治以降終戦まで天皇を
中心に国家神道を基本思想として方向づけてきた
政治体制から考えると、戦後体制への憤懣と戦前体
制への憧憬、回顧願望がくすぶり続けた。
このようなことを背景として、日本会議の源流は、
新興宗教・生長の家に出自を持つ右派の活動家であ
ったが、それに必要なのは、資金力と動員力であり、
その役割を担ったのが、神社本庁である。
GHQ が、国家と神社神道の分離（神道指令）を定
めた。またそれに続き、1946 年 11 月現行憲法公布
により、信教の自由・政教分離の原則を制定し、国
家神道を葬り去った。1946 年神社本庁、1969 年神道
政治連盟が設立され、日本会議と歩調を合わせた政
治活動をしていくようになる。
神社本庁は、全国に八万数千社の神社を持ち、動
員力及び資金力で日本会議の活動を支えていると
考えられる。神社本庁の目標は、憲法改正により、
この国が正常化されることと考えている。安倍政権
誕生により、政治の動きとｼﾝｸﾛ化されるようになっ
たと考えられる。
戦前体制即ち、天皇中心の国家体制への回帰願望
の日本会議の活動は、復古体制の再来の危険性を孕
み、
「政教分離」といった近代民主主義社会の大原則
を根本から侵す危険性を孕んだ政治運動ともいえ
る。その「宗教右派集団」が先導する政治活動は、
勢いを増し、現実政治への影響を高めている

９月例会報告
９月１４日 木曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ： 日本会議とは
場所
： 港区商工会館
参加費 ： 1000 円
担当
： 飯田 豊
2016 年 7 月某新聞が「日本会議」に関する書籍が
多数出版していると報じた。日本会議に多数の国会議
員が所属し、また安倍内閣においては、過半数を超え
る大臣が、日本会議に所属していることを知り、日本
会議とは何かを知るために「日本会議の正体」
（青木
理著）他を読んだ。
「日本会議の正体」は、ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ
の著者が、関係者に幅広く取材をし、歴史的事実と対
照しながら論述している。本書を中心に報告する。
安倍首相誕生に際し、海外ﾒﾃﾞｨｱは、2014 年～2015
年にかけて、次のように報じている。
「日本会議とは“日本の政治を作り変えようとしてい
る極右ﾛﾋﾞｰ団体”
（豪 ABC）
、
“強力な超国家主義団体”
（仏ﾙ･ﾓﾝﾄﾞ）
、
“安倍内閣を牛耳っている”
（米 CNN）に
も拘わらず、日本のﾒﾃﾞｨｱの注目を殆ど集めていない”
（英ｴｺﾉﾐｽﾄ）
」等々の海外の報道から始まった。その
後日本ﾒﾃﾞｨｱの追随が始まった。
第 1 章で先ず日本会議の現状を述べている。宗教右
派を中心に、1974 年「日本を守る会」が組織化され
た。一方“元号法制化運動”に取り組んだ団体を発展
改組し、財界・政界・学界・宗教界等の代表が中心と
なり、1981 年「日本を守る国民会議」となった。1997
年両団体が統合して、
「日本会議」が誕生した。その
日本会議の理念や政策を現実政治の場で具現化して
いくことを目指していく「日本会議国会議員懇談会」
が結成された。
2017 年７月現在の主要ﾒﾝﾊﾞｰは、名誉会長：三好達
（元最高裁長官）
、会長：田久保忠衛（杏林大学名誉
教授）
、副会及び代表委員として、政財界、宗教界、
学界出身者であった（副会長の一人は、神社本庁総長）
。
事務総長は、
「日本を守る会」及び「日本を守る国民
会議」の事務方をしていた椛島有三で、実質日本会議
の活動を推進する中心的人物である。
基本運動方針は、①皇室の崇拝、②憲法の改正、③
国防の充実、④愛国教育の推進、⑤極めてｱﾅﾛｸﾞで復
古的な家族観の重視であった。
①は国体論であり、
「本当に天皇を尊んでいるとい
うよりは強い国家を望んでいる。そのためには天皇の
権威が必要。立憲ﾃﾞﾓｸﾗｼｰと神権的国体観念を接ぎ木
したのが明治の体制でした。今神権的国体論の方へ戻
したがっている双璧が日本会議と神社所本庁です。
」
（この項は藤田明「ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ日本会議」
）
「日本会議国会議員懇談会」には、2015 年 9 月時
点では、衆参両議院で 281 人、2017 年７月時点での
内閣の 20 名の大臣中 13 人が同懇談会のﾒﾝﾊﾞｰで占め
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第４章では“草の根運動”の軌跡として、過去の成
功体験をベースにした活動を述べている。
1969 年祝日法改正、1979 年元号法制化運動の成功
体験として、全国神社組織を動員した草の根運動及び
47 都府県に中央からｷｬﾗﾊﾞﾝ隊を派遣し、全国的な組
織作り、地方議会での決定事項を中央（国会）へと活
動してきた。その結果、昭和天皇在位 60 周年奉祝運
動（1985～86 年）
、
「新編日本史」編纂運動（1985～86
年）等々の成果を上げてきた。そして 1997 年前述し
たように、日本会議が設立された。中央大会での決議
は、①憲法調査委員会の早期設置、②世界各国と同等
の防衛省の設置、③北朝鮮による拉致疑惑の解明と救
済、④反日的・自虐的教科書の是正推進他であった。
日本会議の設立以降の活動として、国旗国歌法の制定
運動（1999 年）
、外国人の地方参政権反対運動（1999
年～）
、
「21 世紀の日本と憲法」有識者懇談会の設置
（2001 年）
、靖国を巡る動き（首相の靖国参拝支持と
国立追悼施設計画への反対運動、2001～02 年）
、教育
基本法の改正運動（2000～06 年）
、女系天皇容認の皇
室典範改正反対運動（2005～06 年）等の活動で成果を
上げてきた。2006 年第一次安倍政権の誕生により、日
本会議を筆頭とする戦後右派にとって、
「考え得る限
りで理想的な政権の誕生」
となり、
「阻止反対の運動」
から「価値・方向性の提案の運動」になった。
第５章は安倍政権との共振とその実相を論じてい
る。蓄積してきた手法と組織を動員して、
「今こそ憲
法改正 1 万人大会」
（2015 年 11 月 10 日）での
自民党総裁安倍晋三のﾋﾞﾃﾞｵﾒｯｾｰｼﾞで、全国で 1000 万
賛同者の拡大運動を展開し、国民的議論を盛り上げて
いただきたい。憲法改正に向けて確実に歩みを進めて
まいりましょう」と述べている。
最高権力者として戦後初、右派組織にとって悲願の
実現に向けて千歳一隅のﾁｬﾝｽであった。
「美しい日本の憲法をつくる国民の会」
（2014 年 11
月）の設立総会において、衛藤昂一（首相補佐官）は
「最後のスイッチが押される時が来た」と挨拶し、い
よいよ憲法改正に向けて、ｽﾀｰﾄするとの表明であった。
日本会議事務総長椛島有三も、機関誌“祖国と青年
（2015.5）
”に「歴史的な事件が起こっている。与え
られたﾁｬﾝｽは一度と定め、与えられたﾁｬﾝｽを確実にす
る戦いを進めていきたいと思います。
」と述べている。
日本会議と安倍政権が共鳴し、共振しつつ「戦後体
制の打破」という共通目標へと突き進み、結果として
日本会議の存在が巨大化したように見えていると考
えた方が適切である。
「上から」の権力行使で「戦後体制を打破」しようと
呼号する安倍政権と「下から」の“草の根運動”で「戦
後体制を打破」しようと執拗な運動を繰り広げてきた
日本会議に集う人々が戦後初めて車の両輪として揃
い、たがいに作用しあいながら悲願の実現として突き
進めている。一方では、
「安倍政権的なもの」や「日
本会議的なもの」を許容するようになってしまった日

本社会の変質がある。それは、右派勢力のｱﾝﾁﾃｰｾﾞの
消滅の結果ともいえる。それは、左派勢力の衰退、
冷戦体制の崩壊他がある。また隣国（韓国・中国）
の経済発展により、日本の国際的地位の低下により、
喪失感・不安の増加や国内では、格差や貧困が広が
り将来に対して漠とした焦燥や不安感の広がりが
背景にある。
東大名誉教授島薗進（宗教学）は、かつては“危
ない勢力”と認識されていたものが、今や立派に見
えている。驚くべきことである。
日本会議はかなり特殊な勢力、神社本庁を含めて
かなり特殊で復古的な思想を持った人の集まりで
す。戦前もそうだったが、停滞期において不安にな
った人々は、自分のｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨｰを支えてくれる宗教
とﾅｼｮﾅﾘｽﾞﾑに過剰に依拠する。戦前の場合、国体論・
天皇崇敬・皇道に集約された。しかし今や非常に危
うい。神道指令を否定し、政教分離も踏みにじるわ
けだから、これは戦前回帰だと受け止められても仕
方がない。
そして「日本会議の正体」とは、戦後日本の民主
主義体制を死滅に追い込みかねない悪性ｳｨﾙｽのよ
うなものではないかと思っている。悪性であっても
少数のｳｨﾙｽが身体の端っこで蠢いているだけなら、
多少痛くても多様性の原則の下で許容することも
できるが、その数が増えて身体全体に広がり始める
と重大な病を発症して死に至る。
しかも、今は日本社会全体に亜種のｳｨﾙｽや類似の
ｳｨﾙｽ、低質なｳｲﾙｽがが拡散し、蔓延し、ついには脳
髄＝政権までが悪性ｳｨﾙｽに蝕まれてしまった。この
ままでいけば、近代民主主義の原則すら死滅してし
まいかねない。
南丘喜八郎（月刊日本主幹）の分析によると、日
本会議の内部や周辺には憲法改正について「明治憲
法の復元」
、
「自主憲法の制定」
、
「現行憲法の改正」
といろいろな立場がある。一方安保関連法制を解釈
改憲で押し切ったことも影響し、改正を支持する世
論は減少している。今は必至で押さえつけているが、
改憲がうまくいかなくなると内部対立が顕在化し、
組織の瓦解が考えられる。
南丘の分析が的確か、私には判断できない。ただ
当面は日本会議と安倍政権が総力を傾注し、憲法改
正に向けた動きの成否が全ての鍵を握っているの
は間違いがない。それはまた戦後民主主義を、いや、
近代民主主義の根本原則そのものを守れるか否か、
最後の砦をめぐるせめぎあいでもある。
以上
日本会議の正体 青木 理 著
平凡社新書
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ日本会議 藤生 明 著
ちくま新書
日本会議の研究 菅野 完 著
扶桑出版
日本会議と神社本庁 成澤宗男 編著 週刊金曜日
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例会予定

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 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
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2017 年
１２月１４日 木曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ： 未定
場所
： 港区商工会館
担当
： 未定
2018 年
１月１１日
テーマ ：
場所
：
担当
：

木曜日 18;30 ～ 21;00
未定
港区商工会館
未定

編集後記
ご案内に書きましたように今回は、前月の榊原氏
のお話の中に出てきた森政弘先生のご著書をお互
いに読み、科学者としてロボット研究の最先端を行
きながら、一方で仏教徒として悟りの境地を求めて
いるような先生の生き方について、お互いの意見交
換をしたいと存じます。
皆様の積極的な参画を期待申し上げます。(古川)

開催場所：港区商工会館

港区商工会館へのご案内地図

東京都港区海岸 1-4-28 TEL03-3433-0862
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩６分、
ＪＲ浜松町駅北口から徒歩およそ７分 、
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅B２出口からおよ
そ徒歩10分
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