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３月例会ご案内

日時  ： ３月１４日  水曜日

      18：30 ～ 21：00
場所  ： 港区立商工会館

参加費 ： 1000 円

テーマ： 城野先生のＤＶＤ「東西古今人

間学」の鑑賞会 第２回

司会  ： 古川 元晴

DVD「東西古今人間学」は全６巻あり、各

巻２時間の講演が収録されている。

先月は第１巻の前半分約１時間を鑑賞し参加

者で意見交換を行いました。

城野先生から直接ご指導を受けられると好評

でしたので、今後も継続して鑑賞会を開催し、

今回と同様に１時間程度 DVD を放映し残り

時間で意見交換をすることとしました。

また司会役及びまとめ役として担当者を決め

ることとし、次回は古川元晴氏が担当するこ

とになりました。

ＤＶＤ｢東西古今人間学｣第１巻後半要旨

１．事実を確かめて、真実をつかむ訓練をす

る必要がある。印象やニュースをそのま

ま受け入れてはいけない。

楠木正成はゲリラ戦の天才といわれてい

るが、率いる兵力は赤坂の戦で５００人、

金剛山の戦で５００人、摂津川津を貰っ

た境川でも５００人と全然増えていない。

古事記で日本武尊は２メートル近くの大

将軍といわれているが、個々の行動の内

容を見ると大軍を率いる軍司令官のイメ

ージとは違う。

２．織田信長のケース

（1）織田信長の短気説

   鳴かぬなら、殺してしまえホトトギス

   本当に短気だったのだろうか。

   桶狭間の合戦：科学的計算性に基づく

奇襲戦

   美濃の斎藤：内部撹乱、時間をかけて

   浅井･朝倉：内部崩壊を待つ

（2）織田信長、漢の劉邦、ナポレオン、

天下統一の戦略を持つ：発展していく、

兵力が増えていく。

上杉謙信、武田信玄、兵力が増えてい

ない：天下統一の戦略をもっていない。

（3）具体化していく戦術の面：科学的計

算性、桶狭間の合戦、長篠の合戦

（4）桶狭間の合戦

   今川義元：２万７千人の戦力

   織田信長：３千人の戦力

   戦略決定：戦うか、降参するか

    ２つのうち１つを取らねばならない

戦略を決めないと戦略に服従した戦術

が出てこない

大胆に決める（信長:断固戦う、決断）

   戦術：戦略を達成するためのプロセス

を組むこと。無数にあってよい。都合

の良いものを選ぶ。

   科学的計算性、勝てるように、細心に

やる。

   できないことはやらない、できること

をやる、やさしいことをやる。

  今川義元の首を取ればよい

   どこで討ち取ればよいか、敵情視察

指揮官の性格（お公家さんの真似をし

ていて、武将ではなく、戦略的には浅

はか、部下が信念に燃えているわけで

はない。）

   味方の兵力、装備

   地形形状を考える。

   敵がどこで休憩を取るか：田楽狭間

（5）織田信長は天下統一の戦略があり、

それを実現していく戦術において綿密

な科学的計算性がある。

   戦略のない戦術は無意味、戦術のない

戦略は空想に過ぎない。

   戦略を持ち、それにしたがって科学的

計算性を持つ戦術を立てれば、必ず成

功する。
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１月例会報告

１月１０日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 城野先生遺稿「経済摩擦と日本経

済発展の秘密」

場所  ： 港区商工会館

担当  ： 古川 彰久

城野経済研究所発行の「月刊脳力『脳力開発

の理論と実践』」最終号：昭和 61 年 4 月号

に掲載の城野先生遺稿、「経済摩擦と日本経

済発展の秘密」を論題にし、30 年以上前と

現在の日本経済について考えてみよう。

要旨

１．ちがいがわからねば協調はできない

（1）経済摩擦：欧米の主張、すべて日本が

悪い。輸出ばかりして、他国の品物を買わな

い。不当に輸出を抑えている。

（2）日本の品物が外国に買われ。外国のも

のがそう入ってこないのは、外国の人が日本

品を大歓迎しており、日本人の方では、外国

製品よりも日本品の方が質もよく値段が安く

いつでも手に入るからでしょう。

（3）欧米と日本との社会体制の違い：欧米

は人口の 10％ぐらいの大金持が富の 40％を

所有しているといった体制。

（4）日本の経済はいいものをたくさん作っ

て安く売るという根本にのっとり、欧米のよ

うな大きな上下の格差がなく大衆市場である。

（5）この東西の差異は当分つづくものとみ

ねばなるまい。協調はその差異を残して行わ

れるという限度がある。

２．日本経済の解明は、欧米の「経済学」で

はできない

（1）戦後の日本は人口が増え土地は四つの

島だけとなり資源は何もない。世界で最も貧

乏になる条件である。そこで世界中の「経済

学者」が、日本経済が戦前までに回復するに

は百年はかかるとか永久に回復はしないとい

う「予言」をしていた。

（2）ところがこの「予言」とは反対に数年

にして日本経済は回復し、その後もどしどし

発展しとうとう世界一に栄えた経済をつくり

あげてしまった。欧米の「経済学」からいう

とどうしてもこうなる筈はないのである。

（3）日本人は戦後の経済発展の中でいくつ

も欧米の「経済学」で悪といわれていること

を実行してそれを善に変えてしまっている。

（4）インフレとは欧米の経済学によれば物

価暴騰で民衆生活はひどい苦しみを受け経済

は崩壊してゆくという悪である。ところが、

生産が爆撃その他でストップして極端な物資

不足であった戦後の日本経済は、生産回復ま

での不足状態の継続をインフレという手段で

少しずつ調節してゆきちゃんと回復して継続

生産が発展するようにもっていったのである。

インフレは消費規制として作用するとともに

資金集中化と貸出資金の進出として作用した

のである。こういうことをやってのけた経済

は日本以外にないのである。

（5）日本の国債は百兆円を越え日本人は赤

ん坊に至るまで一人が８６万円の借金を背負

い、このままゆけば国債という借金はますま

すふえ、日本人は借金地獄に苦しみインフレ

は進行し生活は低下する。これがこれまでの

経済学、財政学で説かれてきた国債亡国論で

ある。日本の国債は、アメリカ、イギリス、

フランス、ドイツ四か国の国債の合計よりも

多い。しかし、インフレにはならず物価は安

定しており生産は発展し世界一の黒字国にな

っている。欧米大国の合計よりも日本の国債

が多いのはそれだけ日本国民が資産に余裕あ

り、階級差別がなく上下のギャップの落差の

少ない日本社会は国債という形での財産保全

を全社会的なものにしてしまっている。

（6）労働組合が勢力をもって賃上げをつづ

けると企業の利益が減り自己資金の蓄積が阻

まれ経済発展を阻害するというのがこれまで

の「経済学」の見方である。ところが日本で

は賃上げで何千万という国民の収入を豊かに

し、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、自動車とあら

ゆる生活物資の需要を増大させ、松下、日立、

東芝、トヨタ等大企業を育て上げた。

（7）欧米の「経済学」の観点の束縛から脱

出せねば日本経済発展の秘密はわからない。

論点：

１．国債について

城野先生がこれを書かれた当時から、

３０年以上の時が経っており、この間

に日本経済にも大きな変化が起こって

いるといえよう。

まずは国債についてどのような変化が

あったのか見てみよう。

国債残高は、昭和６０年度末では１３

３兆円でしたが、平成３０年度末は８

８３兆円の見込みである。大幅に増加

しているが持ち分シェアーをみると、

海外の持ち分は 10％程度であまり変動

がなく、日本銀行のシェアーがこれま

で２０％以下であったものが近年４

５％強と大幅に増加している。

これは国債が日本国の借金というより

も、日本国内の経済対策に活用されて

おり、近年の金融緩和対策としても活
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用されているとのことである。

ただし、今後の問題として国債の循環

が国家財政の負担になってくるとその

回収の為に消費税等税金の増税になっ

てくる恐れがあります。

２．世界情勢の変化と日本経済

（1）貿易収支に見る経済情勢の変化
日本の貿易収支はバブル期をはさむ

1980 年代から 1990 年代までは他国を上

回る大きなプラス（黒字）を記しており、

この時期、世界最大の貿易黒字国だった

ことを示している。1980 年代末に日米貿

易不均衡の是正を目的にはじまった日米

構造協議の結果、内需拡大の掛け声の下、

バブル崩壊後に景気浮揚策として公共事

業がかってないほど増やされ、その後の

膨大な国の債務拡大につながった。

日本の貿易収支は、東日本大震災・福

島第一原発事故が起った 2011 年に天然ガ

スの大量輸入によってマイナスに転じて

以降、マイナス幅が拡大した。その後、

2015年から回復に向かい、2016年には再

度黒字化した。

先進国の中では、米国がかなり以前か

ら大きな貿易赤字が継続・拡大している

のに加え、英国、フランスが相次いで貿

易赤字国として目立つようになった。

今や世界の工場と呼ぶにふさわしい国

となった中国は、2005 年から貿易収支の

黒字を大きく上昇させて来ている。

一方、石油・天然ガスといった資源輸

出が拡大し経済の屋台骨となっているロ

シアでも 2000 年頃から貿易黒字が拡大基

調にあったが、2015 年以降は低下傾向に

転じている。

最近では、中国、ドイツ、ロシアの貿易

黒字、米国、英国、フランスの貿易赤字の

対照が目立つようになってきている。

日本は 2010 年代前半には貿易赤字化が

目立っていたが、その後、円安の影響で貿

易赤字は大きく縮小し、黒字転換したのが

目立っている。

2015 年に中国の貿易収支の黒字が大き

く拡大したのは、輸出入ともに減少する中

で、特に輸入が、石油など一次産品価格の

低下、及び「新常態」移行に伴う構造調整

のもとでの内需の低迷によって、大幅に鈍

化したためである。

（2）米国トランプ大統領出現に見る世界情

勢の変化

①トランプ体制出現の背景
トランプは、「反エスタブリッシュメン

ト」を支持基盤にしている白人労働者たち

の、「われわれは既存のシステムの被害者、

犠牲者である。そのようなシステムは壊れ

てしまえばよい（破壊願望）」という主張

をうまくすくい取り、その「救世主」のよ

うな立場に立って大統領選挙に勝利した。

②それに対して「米国の民主主義も終わり」

だと批判することは簡単だが、その一方で

そのように変容する社会の中で「居場所」

を失っていた人々を、（そのやり方が多少

荒々しい方法であったとしても）もう一度

政治プロセスの中に戻したという点をみる

と、米国の政治制度が機能していると評価

することもできる。つまり「米国民主主義

の終わり」を意味するのではなく、むしろ

「米国民主主義の健全さ」を示していると

いうこともできよう。

③トランプは、国内的には排外的なトーン

の主張を繰り返し、国際的には多国間の枠

組みやルールに対する懐疑の念を表明した。

そうした一連の既存のシステムによって白

人労働者が苦しんでおり、それを破壊する

ことに自分の存在意義を求めた。

既存のシステムに主なものとしては、政

治的・道徳的タテマエ（PC）、ワシントン

（職業政治家、ロビイスト、シンクタンク、

メディア）、グローバリゼーション（移民、

自由貿易、地球温暖化対策）、多国間枠組

みなどがある。それらは米国を豊かにして

いるというよりは、「足かせ」になってい

ると見ている。

この流れの中で、トランプ大統領は、

TPP、NAFTA、UNESCO、パリ協定などか

らの離脱を表明し、イランの核合意の見直

し、エルサレム首都認定問題なども懸念さ

れている。さらにこれまでの歴代大統領の

多くが常に語ってきた民主主義の重要性、

報道の自由、人権・法の支配など普遍的な

価値について、トランプ大統領はあまり語

ることがない。

（3）日本のとるべき方向性

トランプ政権に対して、日本がリベラル

な国際秩序を守るという点から、日米関係

を基本としながらインドやオーストラリア

などとの連携を強化していくことは重要で

ある。

トランプ大統領はあまり理念・理屈で説

明しても通らないので米国の利益に結び付

ける形で説得していくのがいいという意見

もあるが、一方でアメリカに縛られない自

主・平和の国、アジアの共生を求める方向

もあります。
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例会予定

2019 年

４月１１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

５月９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

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

ご案内で紹介しましたように前回城野先生

のＤＶＤ「東西古今人間学」の鑑賞会を開催

したところ、大変好評でしたので引き続き継

続して参ります。

今回参加者にもこの DVD を特別価格２千

円でお分けします。

皆様の積極的な参画を期待申し上げます。

(古川)


