日 本 会 議を め ぐる 四 つの 対 話

は じ めに
著 ・菅 野 完

わら

いつの頃からか我々の社会は、「嗤う」ことを覚えた。

せい

ろう

こう

田 畑の泥 や工作 機械 の油に まみれ て働く 人々を 嗤い、日々の生 活と我が子の
し

安寧 を守る ため汲 々と して働 く市 井の人 々を嗤い 、田園や陋巷に 身を置き都の
華やぎ に加わ ろう としな い人々 を嗤 うよう になった 。こうした嗤い は、人の世
の常なのかもしれ ない。
だ が、我 々の住 む社 会はい ささ か特殊 だ。我々 の社会はいつし か嗤いの対象
を、 社会の 全ての 方面 に向け てし まった 。我々は 嗤う。徹底的に 嗤う。市民生
活の 向上を 希求す る声 を嗤い 、国策 や企業 活動に よって被害にあ った人々の原
状回復 を求め る声 を嗤い 、弱者 や被 差別者 の権利擁護 を叫ぶ声を嗤う ようにな
っ た。もはや我々 には我々自身しか 、嗤うものが残 っていない。
そ して今 、嗤い なが ら世を 眺める ことが 染み付 いてしまった我 々は、突如立
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ちあ らわれ た「右 傾化 」なる 現象 にたじ ろいでい る。いや、たじ ろぐのならば
まだま しだろ う。 嗤うこ とに慣 れ切 った目 には、旭 日旗を掲げなが ら「朝鮮人
を殺せ ー」と 行進 する連 中も、 沖縄で 「この 土人が」と 叫ぶ機動隊員も 、行政
ののし

の 方針 に異を唱 え る人 々を 「共 産党の ようだ」と 罵 る 知事も 、「 普通のこ と」
に映 ってし まう 。他者 の尊厳 を踏 みにじ る者も、 尊厳を踏みにじ られる者も、
嗤う ことに 慣れき って しまっ た眼に は、等 しく物 笑いの対象にな ってしまうの
だろう。我々のシ ニシズムはこの 極北まで到達し た。
し かし、 我々 の社会 がシニ シズ ムの極 北に至る 一方で、嘲笑と 冷笑の重圧に

年代以降の我が 国の気風を物

耐 え、自 己の信 念と 思想の ためだ けにた ゆま ぬ努力をし続けた 人々がいた。彼
らは 、市民 運動そ のも のが嘲 笑の 対象と される

陳情や 請願な どの 市民運 動の力 だけで 重要 な法案や条例 を、国会や地方 議会で

ともせ ず、 己が奉 じる思 想と信 念を 着実に 議会政 治の流れに乗せ続 け、デモや

70

採 択させていった 。
こ う書け ば彼ら の歩 みその ものは 、美談 に映る だろう。だがこ の人々は特殊
だ。 彼らの 奉じる 思想 は、あ らゆ る近代 的諸価値 を否定し、人類 が長い歴史で
獲得し てきた 民主 主義的 諸原則 を否 定する 類のもの であった。我々 の嘲笑が満
天下に 満ち満 ちた 時、振 り返っ てみれ ば、世 論の根幹と 民主国家運営の ために
必 要不可 欠であ るは ずの市 民運動 の現 場は、 この種の人々に よって占められる
ようにな っていた。――そ れが、日本会議 だ。
２ ０１６ 年 ４月 末に 上 梓し た 拙 著 『日 本 会議の 研 究 』（扶桑 社 新書 ）の裏 に
はこう した問 題意 識があ った。 あの 本の前 書きにも書 いた通り、私に は「右傾

ふん

化 」なる ものが どう もアー ティフ ィシ ャルな ものに見えて 仕方なかった。 路上
こう

』な どの保 守系 論壇誌 に登 場する 論説の内 容はほぼ同じだ 。そして、そ
WiLL

で 繰 り広げ ら れる いわ ゆる 「ヘ イ トデ モ」 の 参 加者た ちの口吻 と 、『 正論 』や
『

れらの 論説の 書き 手たち は、例 えば 、政策 会議の委 員になったり、 有識者会議
のメン バーに なっ たりと 、政府 の政策 立案や 遂行に深く 関与している事 例さえ
ある 。
こうしたいわゆる「保守論壇人」の来歴や所属を調べると 、そのほとんどが、
「日 本最大 の保守 系市 民団体 」と呼 ばれる 日本会 議に所属してい ることが判明

かい

した。 つまり 、特 定の市 民団体 に所 属する 人々が、繰 り返し論壇誌に 登場し、
よう

テ レビで 自説 を展開 し、世 論形成 を行 い、政 策立案・遂行 の現場に容喙し てい
るのだ 。これは何とも 不思議ではないか 。
とり わけ２ ０１ ２年の 第二次 安倍 政権誕 生は、日本 会議の影響力を 見せつけ
るものだった。閣僚の８割近くが「日本会議国会議員懇談会」に所属しており、
その後 安倍政 権が 推し進 めるこ ととな る特 定機密法、新 安保法制、そし て改憲
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議 論など を正当 化す る論客 として 登場 するの も、そのほと んどが日本会議に 所
属して いる人々だ。
具体 的に検 証し てみよ う。２ ０１ ５年夏 、安保法制 議論が国会を賑 わせてい
た際、 菅官房 長官 が「集 団的自 衛権 を合憲 とする憲 法学者」として 名前をあげ
た、百 地章（ 日大 教授） をはじ めとす る三人 の憲法学者 は皆、日本会議 に所属
す る人々 だった 。２ ０１６ 年夏に 日本 中を震 撼させた天皇陛 下によるご譲位の
ご意 志表明 を受け 、政 府は早 速有 識者会 議を編成 したが、この有 識者会議がヒ
アリ ング対 象とす るメ ンバー もまた 、百地 章、大 原康男、渡部昇 一、櫻井よし
こと、 日本会 議関 係者が その大 半を 占めて いる。こう してみると、や はり何か
が おかしいと言わ ざるを得まい。
例 えば、 もしあ のま ま民主 党政権 が現在 も存続 していたとして 、民主党政権
が頼 りにす る論客 や言 論人、 ある いは民 主党政権 が組織する政策 会議や有識者
会議の メンバ ーに 、ある 特定の 市民 団体の 構成員ば かりが登用され ていたとし
たら… …と想 定し てみる といい 。ただ 事では 済まないは ずだ。新聞・雑 誌はこ
ぞ って構 成員た ちの 来歴や 所業を 洗い 、テレ ビは面白おかし く脚色して伝え る
はずだ。 きっと一大スキ ャンダルになって いたに違いない 。
だが 現実に は、 それと 全く同 じ状況 にもか かわらず、 日本会議につい て騒ぐ
人々は ほぼい なか った。 大手新 聞は おろか 、週刊誌の 類いさえ、日本 会議をま
と もに取り扱う事 例は、二、三の例 外を除き、ほぼ 存在してこなかっ た。
拙 著の刊 行はど うや らこう した状 況に風 穴を開 けたらしい。拙 著の元となっ
しゅん どう

たＷＥＢ連載「草の根保守の蠢 動 」（扶桑社系ニュー スサイト『ハーバービジ
ネスオ ンラ イン』 にて掲 載）が その 佳境に 入った あたりから、主に 雑誌メディ
アを中 心に、 日本 会議を 特集す る事例 が増 えた。また、 ２０１６年４月 末の拙

-4-

たけのこ

著 刊 行 後 、 雨 後 の 筍 のよ う に 、 いわ ゆ る 「 日本 会 議 本」 が 出 版 され る よ う に
な った。 ついに は、 朝日、 毎日、 日経と いった 大手新聞まで、 日本会議につい
ての特集を 組むようになった 。
何より 印象深 かっ たのは 、今夏 の参 院選で の開票速報番 組で、民放各局が 日

月現 在、

万部 を超え る記録を出して いる。こうしてみ

本会議 を創価 学会 に次ぐ 圧力団 体とし て特集 したことだ 。そして、拙著 の売り
上 げも、 ２０１ ６年

年 に誕 生 し た『 日 本 を 守る 会』 と昭 和

49

年に誕 生した 『日 本を守 る国民 会議 』の２ 団体が、平成 ９年に合併して でき

そ の 内容は 、「日 本会議 と は、昭 和

ギリギ リの範囲まで包 み隠さず公表した 。

話 し申し 上げた 。約 ２年に わたる 取材 と調査 の結果を、取 材源の秘匿が守 れる

の講演 をお受 けも した。 その度 に私 は、私 の知ってい るだけの話を精 一杯、お

こう したブ ーム もあっ て、拙 著刊行 後、私 は、数え切 れぬ取材を受け 、多数

ると、世 は「日本会議ブー ム」と言っても いい様相ではある 。

16

な い。日 本会議 の役 員の来 歴、椛 島有 三を筆 頭とする日本会 議事務局構成員 の
思想 と来歴 、日 本会議 に参画 する 各宗教 団体の特 徴と思惑、日本 会議が展開す
る運動の実態 などなど、微に入 り細にわたって 、精一杯お話し申 し上げた。
また 、「神社本庁本丸論」とも言うべき 、「神社本庁が日本会議の主勢力であ
る 」とい う主 張がい かに現 実を踏 まえ ぬ愚論 であるかも、 必要とあらば徹 底的
に論証し続けた。はたまた、「戦前回帰論」とも言うべき、「日本会議に所属す
る人 々は戦 前の大 日本 帝国の よう な国に 日本を改 変したがってい るのだ」とい
う主張 が滑 稽な陰 謀論で しかな いこ とも、 その場 その場で根拠を添 えて立証し
てきた。
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10

た、日 本最大 の保 守系市 民団体 である 」など という通り 一遍の話ではも ちろん

56

こ う した私 の 主 張は 、『 日 本 会議 の研 究 』の 記 述内 容か ら大 きく ずれる もの
で はない 。日本 会議 そのも のの組 織構成 や、日 本会議の事務局 を担う日本会議
の本 体とも 言うべ き日 本青年 協議 会の実 態や特殊 さなどに関する 事実関係と、
それに対する私 の認識のほとんど は、あの本にあ る通りだ。
もちろ ん、こ の半 年の間 、世間 は動い ている 。安倍政権は参 院選以降、憲法
改 正に狙 いを定 めた 動きを 加速さ せて おり、 目下、最大の改 憲運動団体である
日本 会議の 動きは ます ます見 逃せ ない。 また、先 ほども述べたよ うに、天皇陛
下の ご譲位 に関す る動 きにさ え、日 本会議 は容喙 しようとしてい る。拙著刊行
しゅ ったい

後に出 来した こう した動 きに関 して も、求 めに応じ、 典拠を添えて日 本会議の
動 きに関する解説 を述べてきた。
例 え ば、憲 法 改正 の動 き に関し て は 、「 緊 急 事態 条 項」の創 設 や９ 条改 正ば
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かりが取りざたされているが、日本会議の年来の主張が、もっぱら「女性差別 」

条の改正に なるであろうと 、事あ

に特化 してい るこ とを踏 まえ、 おそ らく改 憲の主眼 は、家庭生活に おける個人
の尊厳 と両性 の本 質的平 等を規 定する 憲法

密かに自負すると ころでもある。

実にお 伝え してき たつも りだ。 その 内容の 正確さ は、類書の及ぶ範 囲でないと

り得 る限り の事実 を、 資料や 証言 などの 典拠を添 えて、機会を頂 戴する度に誠

持 って受 け入れ られ たのか 、自分 では判 断の しようがない。た だ私は、私の知

こ れらの 警鐘 や解説 が、世 間の 耳目を どれほど 集め得たのか、 また説得力を

くる極めて女性差 別的な動きであ ることも、各方 面で解説してき た。

「女 系天皇 はおろ か女 帝さえ 認めた くはな い」と いう、彼らの特 殊な思惑から

が難色を示すのは、皇室の伝統を守るためでも、例外を忌避するからでもなく、

る ごとに 警鐘を 鳴ら し続け ている 。天 皇陛下 のご譲位に、日 本会議周辺の人 々

24

だ が それで も 、私 には 未 だ に日 本会議 が 何で ある か よく わ からな い。「ブー
ム の 火付け 役」「日 本会議 の危 険 性を最 も 早 く解 説し た人 物」 など と紹介 され
る た びに 、 消え入り た いよう な 気 持 ちに なる 。と り わ け、「 日 本会 議とは、 一
言で言 うと、 何で すか？ 」と尋 ねら れる時 など、沈 黙のうちにその 場を去りた
くなる。それほど までに、私には 日本会議の存在 がよくわからない 。
確 かに私 には見 えて いる。 図書 館の奥 底から掘 り当てた資料か ら、全国各地

年安保の時

に 散 在す る証 言者た ち の 言葉か ら、 果て は 内 通者 か らの 内部情 報 から 、「日本
会議 の実像 」に近 いも のは見 えてい る。学 生運動 華やかりし頃の

られなくなる。

知性 主義と ポピュ リズ ムは

年 以上に わたる運 動の歴史を戦後 史の中でどう

いつ

世紀 の先進 国を襲う 共通の課題だ」 などなど、何

だ 「 長 引く 不 景 気 のせ いで、排 外 主義 的な 空 気が 社会に 横 溢し た から だ」「 反

おう

無論これらの疑問に、雑駁な回答を与えるのはたやすい。
「リベラルの自壊」

ざっぱく

れて いるの か…… 。こ うした 肝心の ところ で、私 は途端に日本会 議の姿が捉え

まで に全盛 を誇 ったリ ベラル 論壇 が彼ら ごときの 存在の前で敗退 を余儀なくさ

彼 らのよ うな珍 奇な 存在を これま で看 過して きたのか、そし てなぜ、あれほ ど

張が世 間にこ れほ どまで 受け入 れられ るのか 、なぜ彼ら 以外の民族派や 右翼が

安置す べきな のか 、なぜ 彼らの 唱え る床屋 政談と同 レベルの愚にも つかない主

ない のだ。 とりわ け、 彼らの

し かしど こかで 、そ の姿が 「像」 として 明確な 線を持って立ち あらわれてこ

有 三を筆頭とする 、日本会議の中枢 メンバーの姿は 確かに見えている 。

代にそ の一歩 を踏 み出し 、今や 悲願 である 改憲に王手 をかけた、安東 巌・椛島

70

ぼう

よう

てみよ うにも 、話 が茫洋 にすぎ る。わ かっ たつもりにな ろうにも、話が 大きす
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40

とでも 答え ようは あるだ ろう。 だが こうし た「大 きな物語」で日本 会議を捉え

21

ぎ て捉えどころが ない。
や はり、 わから ない ことは わから ないと するし かない。そして 、わからない
なら、人に 話を聞いて回るし かない。
かくて、この対 話集は生まれた 。
まず、 白井聡 先生 にお話 をおう かがい した。 ２０１３年に出 版された『永続
敗戦論』（太田出版）は瞬く間に評判となり、洛陽の紙価をたからしめた。
あ の 中で白 井 先生は 、「 敗 戦の 否 認」と 「 対 米従属 」の相 補関 係こ そが日 本
の戦 後体制 の根幹 であ ると規 定され 、その 構造に 「永続敗戦レジ ーム」と名付
けられ た。こ の永 続敗戦 レジー ムが 必然的 に生み出し たものにもかか わらず、
体 制を維 持する ため に意図 的に隠 蔽さ れ続け てきたものの 代表例が、領土 問題
と米軍 基地問題である と、白井先生は指 摘する。
こ の 問題 意識 は、私 の 抱 く 、「 日 本会議 の わ から な さ」にも 直 結し てい た。
日本会 議の中 枢を 担う日 本青年 協議 会の人 々は、長 年、領土問題に 取り組んで
きた。 冷戦時 代は 執拗に 北方領 土問題 に取り 組み、冷戦 後は、どの右翼 団体・
民 族派団 体より 先駆 けて、 竹島・ 尖閣 の問題 に手を付けても いる。しかしな ぜ
かし ら彼ら は、 日本の 領土問 題を デッド ロック状 態にした原因を 作った、領土
問題 に関す るアメ リカ の戦後 処理に ついて なんら 語ることはない 。さらに、日
本青年 協議会 ・日 本会議 は、沖 縄の 問題に 積極的に取 り組んでいる。 沖縄の現
地 で 、「反 ・反 基地運 動 」とも 言う べき 「 米 軍 基地 歓 迎 運 動」 の よう なこ とを
し ている 連中も 、多 くは、 彼らの 関係者 だ。 こうしてみると彼 らの主張は「対
米ケツ舐め 路線」と総括し ても良いだろう。
その一 方で 彼らは 改憲問 題に関 して は「戦 後憲法はアメ リカに押し付け られ
たも のだ 」と い う「 押し 付 け憲法 論 」を 根幹 に据 え てい る 。「対 米ケ ツ舐め 路
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線 」と「 押し付 け憲 法論」 がなぜ 同居 できる のか不思議で 仕方ない。完全に 論
理が破 綻している。
もと より彼 ら日 本会議 ・日本 青年 協議会 の主張に知 性の片鱗をも期 待してい
ない私 として は、 その論 理性の 破綻 は問題 ではない 。私の興味は、 この頭の悪
い論理 性の破 綻を 合理化 してし まえる 彼らの エートスそ のものにあった 。そし
て お そらく こ の エート スは 、「 戦 後 日本 の エ ートス 」に 極めて 近 いも のであ る
は ず だ。な ら ば 、「 戦後 の 枠 組み」 を見 事 に言 語化 した白 井聡 先生 こそ が、こ
の疑問に答え てくれるはずだ。
次に、村上正邦 ・元参議院議員 を訪れた。
「 参 院 自民 の ド ン 」「 参 院の法 王 」と の 異名 を持 つまで にな った 村上 さん に
は 、 も う一 つ の 異 名が あ る。そ の もの ズバ リ 、「日 本会議の 生 みの 親」 だ。確
かに、村上さんの存在抜きで日本会議は語れない。いやむしろ 、ある時期まで、
日本会 議やそ の前 身団体 は、村 上正 邦とい う稀代の 政治家の存在に よって、そ
の隠然たる影響力 を行使し得てい たと言ってもい いだろう。
村 上さん は、か つて 亀井静 香氏 から「 地下２０ ００メートルか ら這い上がっ
た男 」と評 され たこと がある 。そ の言葉 に嘘はな い。村上さんは 昭和７年、筑
豊炭 田の出 身。父 も母 も炭鉱 で仕事 し、村 上さん を炭鉱の中で産 み、育てた。
村上さ んの人 生を 大きく 変えた のは 、玉置 和郎との出会い だ。青雲の志を 抱

こう

く若き日の玉置和郎と村上さんの二人組は、紆余曲折の後、不思議な縁で、
「生
かい

長 の家」 教団に 邂逅 し、信 仰の道 に入る 。こ の「生長の家」こ そ、現在我々の
らん しょう

前にそびえ る日本会議の濫 觴に他ならな い。
無論 、
『日本会議の研究』執筆にあたっても村上さんにインタビューはした。
しかし あの時 には 聞けな かった ことが たく さんあった。 また、あの時、 村上さ
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ん から聞 いた話 に抱 いた小 さな違 和感 が私の 胸にトゲのよ うに刺さり続けて い
た 。その トゲを 取り 除きた い、も う少し 村上さ んの話を聞きた い、とりわけ、
「なぜ、安倍政権と日本会議の人脈はこれほどまでに近いのか」、「なぜ、日本
会 議の 中 枢メン バー は 、長 年に わ たっ て 強 固な結 束 を維持で き るの か 」、そ し
て何 よ り も、「な ぜ、 村上 正邦 と もあろ う 大 人物が 、 はるか若 輩の 日本会 議中

しつ け

枢 メンバ ーにそ こま で遠慮 するの か」 が知り たかった。村上 さんは、いささか
ぶ

不躾とも 言える私の質問に 正面から答えて くれた。
村 上さ ん に 「昔の 日 本 会議 」の 話 を聞 い た ので あ れ ば 、「 今の 日本 会議」 に
ついての話を誰か に聞かねばなる まい。
も とより 、内部 通報 者は多 数い る。内 通者たち は親切にも内部 資料や非公開
書 類を提 供して くれ もする 。だが そうし た非公 開情報は、私の ような好事家を
喜 ば せるだ け であ り、 一 般に は価 値 のな いも ので あろ う。そ れ よ りも 、「今の
日本会 議」を 私以 外の人 がどう 見る か、し かも、日 本会議をことさ らに悪魔化
せず 、 さ らには 、距 離の 近 い ところ か ら眺め 得る 立 場に ある人が 、「今の日 本
会議 」をどのように 見るのかに興味が あった。
そこ で、か ねて より勝 手に私 淑す る民族 派の活動 家・横山孝平氏 を訪ねた。
横山 氏は民 族派団 体「 國の子 評論社 」の社 主を務 めておられる。 新宿・アルタ
前広場 での街 宣活 動で知 られる 「國 の子評 論社」だが 、従来の民族派 団体と少
し 毛色が 違う 。何せ 公式Ｈ Ｐには マル コムＸ の写真が潜ん でいるのだ。私 が横
山氏を 私淑するように なったのはまさに この一点であっ た。
また 、横山 氏の 言動が 私には 美し く見え た。その主 張に同意しかね るところ
がある にし ても、 街宣の 姿、祭 文を 奉読す る姿、 神前で柏手を打つ 姿に、私は
美し い ものを 感 じ て いた 。「な る ほど。 現 代 に おけ る 民 族派と は こう あるべ き
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か 」と、氏の姿を 見て感銘を受けて いた。
民 族派で ある以 上、 活動の 現場で 日本会 議と行 きあうことも多 い。事実、私
は幾 度とな く、靖 国神 社など で、 横山氏 一統と、 日本会議がすれ 違う様を目撃
してい る。そ んな 横山氏 に「今 の日 本会議 」がどう 映るのかを尋ね てみた。横
山氏な ら民族 派と して、 日本会 議をど う語る のか、是非 とも聞いてみた かった
のだ 。
最後 にどう して も外せ ない人 がい た。私 などのよ うなものからは 、仰ぎ見る

村 上正 邦』（講 談 社） が あ った から に他 な らな い。 あ の本 で 魚住 さん が村

私が日 本会議 に興 味を持 ったの は、 魚住さ んが２００７年 に上梓された『証

ような存在の 大先達・魚住昭さ んだ。

言
上 さんか ら聞き 出し た戦後 史の一 側面は 、極め て興味深い内容 だった。そして
魚住さん独特の抑制の効いた筆致による「あとがきに代えて」に登場する、
「一
群の人 々」と いう 表現に 私は釘 付け になっ た。魚住 さんは「一群の 人々」とい
う言葉 で、現 在の 日本会 議を支 える中 枢メン バーの存在 をあぶりだした のだ。

や

ゆ

あ の一言 に出会 って から私 の調 査と研 究が始ま った。図書館の 司書に「私よ

めぐ

り長 い時間 ここ にいま すね」 と揶 揄され るほど図 書館に通い詰め 、全国各地の
へ

古書 店をま わり、 関係 者を経 巡って 証言を 拾い集 めたのも、魚住 さんが書き記
したあの一言がき っかけだった。
拙 著『日 本会 議の研 究』出 版後 、真っ 先に懇切 丁寧なる書評を 寄せてくださ
っ たのも 魚住さ んで あった 。その 内容は 、単 なる書評の範疇を 超え、日本会議
に関 する調 査と研 究の 先達と して 、叱責 と激励の 混じったありが たいものであ
った。
その魚 住さん が、 今、日 本会議 をどう 見て おられるのか、そ して、魚住さん
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が 長年テ ーマと して おられ る「右 傾化 」に対 して、現在ど のような認識を持 っ
ておら れるのか、改めて お話を聞いてみ たかった。
四人 の方々 から おうか がいし た話 は、ど れも大変得 がたい話であっ た。こう
し て今 、そ の対 話を 振 り返 っ て みると 、「 日本 会議 とは何か ？ 」と いう 実証 的
な問いの回答とな っているものは ほとんどないこ とに改めて気づく 。
こ れは、 私が実 証的 な答え を求 めなか ったから に他ならない。 そうしたこと
は 、 拙著『 日 本会議 の 研 究』や 類 書 に譲 れ ば よい 。 そ れよりも 私 は 、「 もの を
見る 目」が 確かな 人の 口から 、日本 会議の 前史を 知り尽くした人 物の口から、
日本会 議とは 違っ た立場 から日 本と 格闘す る人の口か ら、そして誰よ りも早く
日 本会議 の存在 を世 に知ら しめた 人物 の口か ら、それぞれ の言葉を引き出 した
かった 。
その 試みが どの 程度の 成功を 収め たか、 私にはわか らない。しかし 一つだけ
間違い ないこ とが ある。 それは 、こ れから 登場する 四人の方々の言 葉が、決し
て「嗤う」ことな どない人々の真 摯な言葉である ということだ。
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