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２月例会ご案内
２月８日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 北朝鮮情勢をどう見るか

場所  ： 港区商工会館

参加費 ： 1000円

担当  ： 篠原 昌人

北朝鮮の核兵器開発、度重なる長距離ミサイルの発射

は、安倍内閣をして戦後最大の国難と言わしめました。

安倍政権はこれを前面にうち出し、去年の総選挙では

見事？大勝を博したのです。

では政府は、北朝鮮に対してどういう対策を執ろうと

しているのか。これは、どうもわかったようで、よく

わからないというのが実情です。口を開けば、「国際

社会と協力して最大限の圧力をかける」と出てきます。

“圧力”というのは主として経済制裁ですが、これを

以て核兵器開発をあきらめさせるというわけです。か

ってココムという組織が西側（懐かしい響きとなりま

した）にはあり、共産圏への輸出を規制していました。

北朝鮮への経済制裁は、一国を対象にした厳しいココ

ムと言えましょう。でもこれで核兵器開発を断念させ

ることができるのか（北は核兵器を持っていると公言

している）。根本的に一国の政策に他国が介入できる

のか、という問題があります。

目下の最大の焦点は、アメリカと北朝鮮との軍事衝突

です。果たして軍事行動はあるのか。それが本格的な

戦争にまで発展するのかということです。事前の話し

合いも何もなく、いきなり開戦というのは考えにくい

のですが、大手月刊誌の記事タイトルを見ると三月に

も開戦という文字になっています。今のところ米朝二

国の武力衝突がクローズアップされていますが、これ

は自動的に第二次朝鮮戦争に結びつきます。自明のこ

とですが、アメリカと韓国は同盟関係にあります。こ

の関係は日米安保より強く、戦時体制を採っているの

です。両国は平時から、つまり戦争状態になくとも連

合司令部を設けており、アメリカ軍の将官が指揮官と

なっています。同盟国の一国が攻撃されれば、自動的

に（そのタイミングは様々でしょうが）参戦する構造

になっているのです。それなのに、どういうわけか米

朝二国だけの問題に限定される印象なのは、トランプ

大統領のパフォーマンスの故でしょうか。

集団的自衛権を容認した日本は、半島有事にどう対

応することとなるのか。日米安保は米韓とは異なり、

平時には、つまり今現在では両国合同の司令部とい

うものを置いていません。日本が攻撃された時、確

か共同指揮所を設けることになっていたと思いま

す。どちらが主導権を執るのかは明確ではなく、連

絡調整しながら進めることになっています。半島有

事は日本が戦場ではないとすれば、共同指揮所は作

られないでしょう。日本は全力でアメリカの後方支

援を行うことになるでしょう。作られるとすれば、

北が日本国内の米軍基地を攻撃した場合です。

北朝鮮の軍事力増強に対抗するため日本が採るべ

き方策も重要です。北の核兵器にどう対処すべきか。

これには三つが考えられます。核には核というのが

単純明快ですが、これは単純ながら真理であること

は事実です。第二次大戦後の冷戦はこの政策でした。

ですがこの他にも二つあるのです。今こそ発想の転

換が必要です。アメリカ式の最新兵器を買いこむよ

りも、専守防衛という根本政策から為すべきことが

ある筈です。

何らかの軍事衝突を前提にして言われる事柄に、北

の難民問題があります。戦争になったら北から多く

の難民が日本に押し寄せる、というものです。面白

いのは北の難民であって、南から、韓国から難民が

来るとは言われません。南北が戦争になると、なぜ

北から来るのか？日本に近い筈の南からは何故来

ないのか。そもそも難民がそんなに日本にやって来

るのか、という疑問があります。以前の朝鮮戦争の

時はどうだったでしょうか。北にしろ南にしろ、船

か何かで日本にやってきたという事実は、まあない

ようです。今になって何故なのか。これは戦争にな

ったら、北朝鮮は崩壊する、という予想から来てい

るようです。北の崩壊とは、丁度二十年ほど前、金

日成死亡のあたりから盛んに言われ出したことで

す。それこそソ連崩壊、東欧諸国の体制変換も与っ

て作用したのかもしれません。一時は南が北を吸収

するのは時間の問題、とさえ喧伝されたものです。

しかし依然として北朝鮮は安泰？なのです。

開戦の可能性、日本の対応、半島の将来について

私見を述べようと思います。
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１２月例会報告
１２月１４日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 「森 政弘」氏について第2回

場所  ： 港区商工会館

担当  ： 自由討論

榊原氏が 10 月の例会で、森 政弘氏の考えをその著

書「矛盾を活かす超発想」から引用され、お話しされた

ことで森 政弘氏への関心が高まり、そのお考えを掘り

下げることになった。

森 政弘氏について、

現在の科学の最先端の分野であるロボット研究におい

て我が国の第一人者でありながら、仏教者として心の問

題を取り上げておられることに興味を持った。

11月例会では、森 政弘氏の以下の著書を読んでの要

約が報告された。

１．古川彰久氏は、『「退歩を学べ」ロボット博士の仏教

的省察』

２．石田金次郎氏は、「親子のための仏教入門･･･我慢が楽

しくなる技術･･･」

更に森 正弘氏のお考えを掘り下げるべく 12 月例会

にも意見交換を行うことになった。

まず、古川彰久より、森 正弘氏がロボットと人間の

意識との関わりをどのように受け止めているのかを知

りたくて「ロボット考学と人間－未来のためのロボット

工学－」を読んでみましたとし、以下のような報告があ

った。

要旨

序章 「ロボット考学」とは何か

「ロボット工学」のほうはあくまでも工学、つまりロ

ボットを設計したり作ったりするための技術に関する、

物理的な学問だが、「ロボット考学」は、ロボットについ

ての技術という範囲だけに留まらずに、幅をうんと広げ

て、人間存在とは何かということにも密接に関連しなが

ら、ロボットに関係した心理的な論議や哲学的考察まで

をも射程に含めたものである。

「人間から学んでロボットを作る」のだが、これには

限界があり、「ロボットから人間を学ぶ」という姿勢が肝

要であり、更には「ロボットに人間が育てられる」とい

う状況を作り出すのである。

第１章 自然と人間から学ぶ、ロボット工学－ロボッ

トの設計思想－

「カニから学んだ骨の形」：自然の見事さ、不思議さ

「右と左」：自然は底知れず神秘である

「ロボットに演奏させる意味」：プロセスも結果もと

もに大切

「指の機能」：機能の多様性－創造主の偉大な設計理

念

「寸法体系とロボット」：介護・家事ロボットとモジ

ュール

「すき間のない機械」：動物の身体では、諸器官がび

っしりとすき間なく詰まり、すべてが生理的な役割と

機能を担っている

「周辺視野と中心視野―あいまいな全体把握の大切

さ」：人間は無意識のうちに、常に全体の中での位置づ

けを行いながら生きており、さもなければ五里霧中、

暗中模索のきわめて不安な状態の陥ってしまう

主客の対立を超え統一体を形成する

第２章 ロボットから考える、人間というもの―ロボ

ットの哲学－

「ロボットに対する人間の認識－ロボットは第三の

特別なものか」

「ロボットと顔」

「意識とロボット」

「ロボットと自己」

「ロボットと煩悩」

「ロボットと所有」

第３章 ロボットの世界－ロボット独自の発展を考察

する－

「時間・空間・第三の間」

「ロボットと時間観念」

第４章 設計への警告―幸せとは何か―

「自動化して良いことと悪いこと」

「賢明な自動化と愚かな自動化」

「人間型ロボットの人間以上の効果」

「ロボット工学と退歩」

「貪欲と足るを知る心」

「不気味の谷現象発見」

「目的とプロセス」

「今日の技術の問題点」

「複雑化への警告」

第５章 ロボコンに学ぶ―「技道」の哲学―

「ロボコンと技道」

「金剛経とロボコン」

「ロボットから習う－向こうから来るのがよい－

「第25回目を迎える高専ロボコン」

「ロボコンを超えたロボコン」

「ロボコンと評価」
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第６章 ロボット工学者へ―創造的な研究のために－

「『ロボットは総合』の意味」

「古人の跡を求めないロボット」

「形相工学とロボット」

「ロボットと個性」

「指が示す宇宙の重層構造」

「個と全体・中枢と無中枢」

「性格の先天性と後天性」

「技術をまねる条件」

「『なる』と『する』」

以上、「ロボット考学と人間－未来のためのロボッ

ト工学－」の要旨を書き出したが、この本は森 正弘氏

がこれまで実践されてきたことをまとめられたものと

言える。

これまでの私たちの意見交換の中で、大きな課題の一つ

はロボット科学者の森 正弘氏がどうしてこれだけ仏教

に傾倒されたのかということであった。

この点に関しては、この本の序章の最初にあるように、

「ロボット工学」のほうはあくまでも工学、つまりロボ

ットを設計したり作ったりするための技術に関する、物

理的な学問だが、「ロボット考学」は、ロボットについて

の技術という範囲だけに留まらずに、幅をうんと広げて、

人間存在とは何かということにも密接に関連しながら、

ロボットに関係した心理的な論議や哲学的考察までを

も射程に含めたものである。

とのことである。

この様に森 正弘氏がロボットの研究を深めていくと

ロボットの元になっている人間とは何かという哲学的

な考察が必要になり、それに対して仏教が有する哲学的

な視点が役に立つということのようです。

榊原氏から科学者と仏教哲学ということでは、中山正和

氏という先達がおられるということで 1 月例会にて榊原氏

から中山正和氏についてお話をいただくことといたしまし

た。
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例会予定

2018年

３月８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

４月１２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

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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 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

昨年 10 月から今年 1 月にかけて、森政弘先生と

中山和弘先生について工学と仏教の関わりを学ば

せていただきました。

今月は視点を変えて、最近話題になっている北朝

鮮問題について篠原昌人氏からお話をいただきま

す。

皆様の積極的な参画を期待申し上げます。(古川)


