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のです。具体的な例を挙げると、 

◆「第一条、天皇は、日本国の元首であり、日本国及び

日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存す

る日本国民の総意に基づく」と。一見すると今の日本国

憲法とそんなに変わりはないように見えるんですが、「元

首」が入っているのです。元首は権力上のトップという

意味でもありますから、戦前同様の天皇神格化への扉を

開くし、政治に近づくという効果があります。「象徴」

は権力から完全に切り離されたものです。 

◆「第三条、国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。

日本国民は国旗及び国歌を尊重しなければならない」。

第四条は、「元号は法律の定めるところにより、皇位の

継承があったときに制定する」と。これは、日本国憲法

にこういう条文はないのですが、これをわざわざ明記す

ることによって天皇と国旗、国歌の政治的シンボルの効

果を強化するという役割があります。 

◆「第九条の二、「追記」 わが国の平和と独立並びに

国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高

指揮官とする国防軍を保持する」と。これも日本軍の復

活への扉を開くものです。 

◆「第十三条、すべて国民は、人として尊重される。生

命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、

公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の

上で、最大限に尊重されなければならない」と。これは

「個人」を「人」に替えている。そして「公共の福祉」

を「公益及び公の秩序」に置き換える。これによって戦

前・戦中の国体思想が最も嫌った西欧由来の価値観の一

つである個人主義の考え方を憲法の条文から消し去るこ

とができる。「公の秩序」という言葉と合わせて読むと

これも「国家神道体制への回帰」という指向性を物語っ

ています。「公共の福祉」という言葉の意味は国民側が

判断できることですけれども、「公益及び公の秩序が何

であるか」を判断するのは常に国家権力の側です。「公

益及び公の秩序」というのが恣意的に使われると簡単に

国民弾圧にも使われてしまいます。それは過去の歴史が

証明しています。 

◆「第二十条の三（追記）「国及び地方自治体その他の

公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活

動をしてはならない。ただし、社会的儀礼または習俗的

行為の範囲を超えないものについては、この限りではな

い」 

◆「第八十九条、「金その他の公の財産は、第二十条第

三項ただし書きに規定する場合を除き、宗教的活動を行

う組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のために

支出し、またはその利用に供してはならない」。わざわ

ざ二つに分けて言っている意味は「政教分離の原則」に

抜け穴を認めて社会的儀礼または習俗的行為の範囲内で

の施設、例えば神社だったら国費を支出してもいいとな

ります。この二つの条文を組み合わせないと意味が成立

しないものなんですね、ある種の暗号文のようなかたち

になっていて、普通に第一条から順番に読んでいくと、

恐らくこれは誰も気づかないと思います。八十九条から

「二十条第三項ただし書きに規定する場合を除き」とな

っているので、「二十条第三のただし書きに規定する場

合であれば宗教団体に対しても支出をしてもいい」とい

う文章になっているんです。現在、伊勢神宮や橿原神宮、

靖国神社などは国からの金銭的支援を一切受けていない

のは、憲法で禁止されているからです。社会的儀礼や習

俗的行為という文面で解釈すれば、将来的に国費支出の

対象とされる可能性があります。   

◆「第二十一条の二、（追記）前項の規定、集会と表現

の自由にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを

目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社を

することは、認められない」。これは逆に言えば、政府

が公益及び公の秩序を害すると判断すれば、政府を批判

する言論活動やデモや団体設立などは憲法違反として取

り締まりの対象とされる可能性がある。 

◆「第二十六条の三、国は、教育が国の未来を切り開く

うえで欠くことのできないものであることに鑑み、教育

環境の整備に努めなければならない」と。これは一見す

るともっともらしいんですけれども、憲法にこういう条

文が存在すると政権による教育環境への干渉を正当化し、

教育環境の整備という名目で教科書の検閲や国定教科書

の制度化につながる可能性がある。 

◆「第九章、第九十八条で緊急事態。内閣総理大臣は、

わが国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会

秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法

律で定める緊急事態において、特に必要があると認める
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ときは法律の定めるところにより、

閣議にかけて、緊急事態の宣言を発

することができる」と。 

以上のように日本国憲法が戦前・戦中の国家神道への

回帰を阻止するために持っていた封印効果を自民党の改

憲草案は 1枚ずつはがす内容になっています。 

安倍晋三首相が唱える「日本を取り戻す」というフレ

ーズの「日本とは」戦前・戦中の国家神道時代の日本で

はないか、これがここまでの結論です。 

９ 「日本の伝統」に見せかけた 

政治思想の強要 
最近とくに政治の分野で「伝統」という言葉が使われ

るようになってきたので、何となくそうかなと思いがち

ですけど、本当にそれが伝統なのか冷静に見る必要があ

ると思います。 

 日本会議はなぜ「家族」にこだわるのか 

  ◆国体思想における家族の位置づけ 
日本会議がなぜ家族にこだわるのか。「国体思想」に

おける家族の位置づけを見ると、 

① 天皇と国民の関係の縮図としての家族、天皇が家

長であって国民は子どや孫という位置づけ。 

② 個人主義を否定し、集団への帰属意識を常に持た

せる。 

さすがに安倍政権といえども、２１世紀に個人主義の

否定は堂々とは主張はできない。でも「個人主義の否定」

という言葉を使わずに実質的に個人主義を否定する手段

は恐らくいくつかあるだろうと。その一つとして「家族」

という概念を持ち出しているという見方もできます。 

国体思想における家族関係 

◆文部省の『国体の本義』（1937年）に記された家族

に関する記述に「わが国民の生活の基本は、西洋のごとく

個人でもなければ夫婦でもない。それは家である」とあり

ます。  

戦前の国体思想では、個人と家族は対立概念であった。 

「我が国の家の生活は夫婦兄弟のごとき平面的関係だけ

ではなく、その

根幹となるもの

は親子の立体

的関係である。

わが国の家の生活は現在の親子一家

の生活に尽きるのではなく、遠き祖先

に始まり永遠に子孫によって継続せら

れる。現在の家の生活は過去と未来とをつなぐものであっ

て、祖先の志を継承、発展させると同時にこれを子孫に伝

える。古来わが国において家名が尊重された理由もここに

ある」「わが国は一大家族国家であって、皇室は臣民の宗

家に在し坐し（ましまし）、国家生活の中心であらせられると。

臣民は祖先に対する敬慕の情をもって宗家たる皇室を崇敬

し奉り、天皇は臣民を赤子として慈しみたもうのである」と。 

これも一つの天皇崇敬の強制になるのですが、強制と

いうかたちを取らずに「こうですよ」と特定の倫理観と

か道徳観を提示することによって実質的にはそれが強制

になっている実例だと思います。 

文部省『臣民の道』に記された家族に関する記

述（1941 年） 
文部省の『臣民の道』の家族に関する記述には、「わが国

の家は祖孫一体の連繁と家長中心の結合とよりなる。すな

わち親子の関係を主とし、家長を中心とするものであって、

欧米諸国におけるがごとき夫婦中心の集合体とはその本

質を異にする。したがってわが国の家においては家長と家

族、親と子、夫と妻、兄弟姉妹おのおのその分があり、整然

たる秩序が存するとともに亡き祖先もいますが如くに祀ら

れ、生まれいづる子孫も将来の家族として家の永遠性の中

に想念せられ、ここに祖孫一体の実が挙げられる。さらにわ

が国の家は国につながるのをその本質とする」。家が国に

つながるというのをさりげなく書いていますが、ここが

結構重要なポイントで、「わが国が家族国家である」と

いうのは家が集まって国を形成するというのではなく、

「国すなわち家であることを意味し、しかして個々の家は国

を本として存立するのである」と。ここの「家長」とは説

明はありませんが男性です。お父さんとか、おじいさん

とか。奥さんはそういう枠組みの中で自分の分を理解し

て、そこで家族のために尽くす。女性の役割りについて、

こういう教えを理想としてしまうと、女性の権利という

発想は出てこないと思うんです。わが国が家族国家であ

るというのは、家の中での役割を拡大したものが国民と

国との関係であると。家族への帰属意識を国への帰属意

識に結びつける価値観です。  
パワーポイントで説明 
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櫻井よしこの講演録、日本をダメにする憲法 

（『日本の息吹』2013年 11月号） 

家族と憲法の関係について、「現行の憲法には家族を大

事にしましょうということがどこにもうたわれていませ

ん。家族こそは人間の暮らしの一番の基礎であって、国

家、社会の一番の土台であるという価値観は広く世界に

いきわたっていて、およそどの国の憲法にも書き込まれ

ています。私たちの国の憲法にはそれがない。家族がな

くて個人個人がばらばらです。あなたは父親でもない、

母親でもない、子どもでもない、個人です、と言ってい

る」と。 

これも論理的には支離滅裂で、実際には日本国憲法下

の日本社会は、家族がばらばらな国になったというそん

な様子はありません。国全体として家族がばらばらとま

でいえるほど崩壊しているわけではない。もう一つは、

父親や母親と個人という対立概念ではなく、個人として

父親、母親として家庭を作り、幸福な家庭を築いている。

世界中でそういうほうが多いと思うんですが、櫻井よし

この論法じたいが国体思想を抜きにすれば論理的には成

り立たないものです。国体思想を背景に置いて読むと、

櫻井よしこの言葉の意味がわかります。 

日本会議はなぜ「夫婦別性」を拒絶するのか 

日本会議はなぜ夫婦別姓を拒絶するのか。強制ではな

くて選択式ですら夫婦別姓を認めない。なぜあそこまで

拒絶するのか。その理由の一つについて日本会議の事務

局長・椛島有三が、『祖国と青年』2010年 3月号の記事

に「夫婦別姓を容認する空気が日本国内で広がれば、そ

れがやがて女系天皇を容認する空気に変質するのではな

いか」との懸念が記されています。 

「天皇、皇室は万世一系であり、皇統連綿の一系の男系

によって 125 代の天皇様が存在してこられました。125 代

の天皇様は男系によって万世一系であり続けてこられた

わけです。天皇、皇室は万世一系、男系でなければなら

ない。日本は夫婦別姓法案によって別性国家になっても

よいと認めることは、必ずや男系も女系も対等の価値で

あるということを認めることにつながってくると私は思

っています。」確かにこれは椛島氏のいうのに一理あり

ます、男女平等を突き詰めていくと天皇は男性でも女性

でもどっちでもいいじゃないかと。（男系というのは男

親の家系を継ぐという意味）、男系にこだわる必要もな

くなるんじゃないかみたいな価値観が広がるかもしれな

い。そうなると彼らが絶対的な価値をおく国体思想は、

建国神話からしても価値を持たなくなってしまうので、

彼らはそれを認められないと考えています。男系も女系

も同じ価値になった瞬間に天皇、皇室の万世一系の皇統

が崩壊の危機に直面することを意味しています、と。別

姓を同姓と対等、同等の価値であると認めたとき、家の

祖先との一体感、○○家の先祖の墓というのは相対化さ

れ、いずれ消えてなくなっていきます、と。このとき日

本はもはや日本国家でなくなってしまうのです。女系天

皇になれば何で日本が日本国家でなくなってしまうのか

という、かなりここは飛躍があるのですが、少なくとも

彼らの中ではこの価値観が何の矛盾もなく成立している

ということです。これはちょっと恐ろしいところで、こ

ういう説が正しいなら、天皇制度が続く限り日本では本

質的な意味での男女平等は成立し得ないということにな

ってしまう。少なくとも男系、女系という区別をしてい

る限りということですけど、男女平等を認めることは男

系天皇と女系天皇も同価値と認めることを意味し、それ

が実現すれば日本は日本国家ではなくなると椛島有三や

日本会議の価値観を是とする人は理解している。安倍首

相もそこにつながっているということは本質的な男女平

等の実現に努力しておらず、女性の活躍等のスローガン

は掲げるものの、その内容は男女不平等な状況でも成立

し得るものばかりと言えます。「女性の活躍」とか「女

性が輝く」というのは男女平等とは似ていますが、本質

的には全く違うんですね。男女不平等な状態であっても

それは成立し得るものです。例えば男の役割、女の役割

をあらかじめ決めたうえであなたはこの女性の役割の中

で活躍しなさい、輝きなさいという形式であっても許さ

れる。言い換えると安倍首相の政権が続く限り本質的な

男女平等は成立し得ない、そういう結論になってしまう

かと思うんです。 

10 安倍首相と日本会議は 

なぜ天皇のお言葉を無視するのか。 

生前退位の問題ですが、安倍首相と日本会議は今の天

皇のお言葉を批判することを平気でしています。2009年

4月 8 日天皇皇后両陛下ご結婚満 50年に際して、記者会
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見をされたことがあります。「大日本帝国憲法下の天皇

の在り方と日本国憲法下の天皇の在り方を比べれば、日

本国憲法下の天皇の在り方のほうが天皇の長い歴史で見

た場合、伝統的な天皇の在り方に沿うものと思います」

と。これはものすごく重要な指摘です。大日本帝国時代

の天皇の在り方は長い天皇の歴史で見ると伝統的な天皇

の在り方ではなかったと語っているわけです。なおかつ、

日本国憲法下の天皇の在り方のほうが伝統的な天皇の在

り方に沿う、ということは日本国憲法の価値を認めてい

るわけです。安倍政権と日本会議はこの天皇のお言葉を

完全に無視し、「日本国憲法は日本の伝統を継承する内

容がない」と決めつけてののしっている。安倍政権にし

ても日本会議にしても、あたかも自分たちが天皇を崇敬

しているようなことを言いつつ、実際にはしばしば正反

対なことをやっていると自覚しているがゆえに、それを

粉飾するために違う言葉を使っていると思います。安倍

政権と日本会議にしても、彼らの発言からすると、実際

には天皇は尊敬の対象ではないのだろうと、結論せざる

を得ないんです。何で天皇崇敬を口にするかというと、

ここで最初の国体思想に戻るのですが、あの時代も同じ

だったのです。天皇を祀り上げて昭和天皇の意向とは関

係なく勝手に現人神とか、万世一系と神格化して、その

権威を利用して自分たちがやりたいこと実現するという、

いわば幕末の錦の御旗と同じです。人々をひれ伏さすた

めのシンボル的な存在として利用したいと、おそらくそ

ういうことだと思います。それを考えると、生前退位の

問題で一代限りという組み方をしていますが、あれは本

当にひどいやり方です。天皇の肉声として語られた言葉

とも反している。一代限りだったらいいじゃないかと思

う人もいるかと思うんですが、皇太子がそれを認められ

ないという状況で、では自分が退位できるかというとそ

こで恐らく葛藤が生じると思うんです。自分が去ってい

くときも、皇太子の代以降はどうなるんだろうという心

配を抱えたまま去っていくことになるので、その心労を

取り除くという気が安倍政権にはないんだろうと結論せ

ざるを得なくなるのです。日本会議がどんな国をめざし

ているのか、安倍政権がどういう価値観に基づいて政策

を決めているのかという一つの解釈として提示できたの

ではないかと思います。ご清聴ありがとうございました。 

（会場 拍手） 

第二部の質問 

 
 男性 E  日本会議、神社本庁の 47都道府県での下部

組織について、また、どんな活動をしているのですか。  

山崎  日本会議は各県に地方組織があります。それと

は別にボランティア組織もあります。日本会議はいろん

な団体があり、櫻井よしこ一人取っても、憲法問題に関

する組織だけでも三つ四つかけ持ちで持っていたり、め

ざしている価値観は同じです。いろんな名称の複数の団

体もあるので全体像を読み解くのはかなり難しいですね。

国会議員懇談会とは別に、地方議員懇談会もあります。

地方議員も自分たちの価値観を地方の行政に反映させよ

うと、自治体に決議文を出させるんです。決議文自体に

は拘束力はないのですが、地方議会で意見書が可決され

数として生じると、それが国会に出されたときに間接的

な力が生じるのです。それと「神社本庁」は、47都道府

県に「神社庁」があって、その中には東京都神社庁のよ

うに「憲法改正の署名」を堂々と神社の境内で集めてい

るところもあります。いろんな方面から活動しているの

で、なかなか全体像を読み解くのは難しいんですけど、

そこに価値観を共有している人間が活動しているのが可

視化できると思います。 

 

男性 E  じゃ、国民が入会申し込みをして会費も取って、

そういう構造的な組織になっているんですか？ 

 
山崎 それは組織にもよりますね、入会金が要るとこ

ろもあれば、そうじゃないところもあります。 

 女性 D  この間、私が出かけたとき、新嘗祭

を祝おうというビラを配っていたんです。よく見たら日

本会議系統のものだったので、これあかんな思って捨て

ましたけど。もう一つ女性天皇についてですけども、古

代には女性天皇は何人かいましたよね。だから女性天皇

を否定するのはおかしいと私は思っているんですが、ど

うでしょうか。 
 
 
 



17 

 

 

山崎 女性天皇は確かに何代かいましたけど、それを

彼らも認めざるを得なくなっているので最後のとりでと

して女系天皇は否定することになっています。なので、

今の愛子さんは天皇になる可能性はあると思うんですが、

愛子さんの子どもが天皇になるということには恐らく必

死で抵抗すると思うんですね。もう一つ日本会議の活動

は、政治運動だけではなくて地域のお祭りにもあちこち

で参加して、東京の人が港区の市民祭りに行ったらテン

トの中に、日本会議と書いてあってクイズとかで子ども

に、おまけまでやっていたみたいですね。そういう政治

的主張とは切り離したかたちで親しみを持ってもらう活

動をすることもあるみたいです。 

男性 F  いただいた資料の「第 3次安倍再改造内閣と

神道政治連盟」を見ると、神道政治連盟に入ってないの

は学会の議員だけって？ 言えるんですよね。創価学会

は、安倍の神道政治連盟をどう思っているのか、あるい

は寺院、お寺さんは今のこういう状態どう思っているの

か。 

 
山崎 創価学会と日本会議、神道政治連盟の関係につ

いてはちょっと因縁めいた話があります。日本会議の創

立時に前段階として作られた組織、宗教団体が集まった

ものがあったんですが、何で宗教団体が集まったかって

いうと、先ほどご説明しました共産主義の脅威というの

が一つと、あと当時、創価学会が日本の政界では力を持

ち始めていた頃で「国立戒壇」という仏教を国の宗教に

しようみたいな動きがあったんです。それに対して、そ

れ以外の宗教団体がああいう連中を放置しているのはま

ずいんじゃないかということで結束した団体が日本会議

ということになった。日本会議は創価学会、公明党との

連立政権は恐らく内心では望んでいないはずなんですね。

公明党の山口指導部は教義とか、原理原則はもう捨てて、

完全に世俗的な利益を求める政治集団になっているよう

です。ほかの宗教に関してはいろんな価値観が分かれて

いるんですが、宗教学者のある人によると戦前・戦中の

日本で弾圧されていた団体、その系統は全体として安倍

政権に批判的で、優遇されていた団体の系統は日本会議

系のところに加わったり、安倍政権に好意的ということ

らしいですね。 

男性 G  私、高校の教員ですが、何でこんなに日本会議

が華々しくなったのか、と考えてみたんです。実は教育

現場が、はっきり言うたらもう、日本会議これ大丈夫や

と高をくくっているようなかたちになっていると思いま

す。何でかといいますと、教育基本法が変わりました。

それで、いろいろなことで学力テストが入ってきました。

もう大阪では教科書が 2冊とかいうところも出てきてい

ます。それととどめが主権者教育ですね。今、「いっさ

い政治学の先生口出すな」と。はっきり言うたら、今の

生徒が大きくなれば日本会議が言っていることに対して

疑問を感じないと思います。こりゃあもう大丈夫や、と

いうふうなかたちで進んでいる気がしてなりません。非

常に心配です。それと、もうひとつはマスコミ界も OKや

と。朝日新聞がたたかれました。今度は一切あと何を言

おうが、例えば、業界が新聞広告を出さなければ大丈夫

やと言っていますが、あれでもうたたかれません。今の

状況ははっきり言えば、昔の戦争前の状況に非常に近づ

いているんではないかと私は思っています。戦後、戦後

と言いますが実はもう戦前に入ったんじゃないかという

感じですが、どうお考えですか。 

 
山崎 私もおっしゃったとおり、かなり価値観とかシ

ステムが戦前に近づいていると思うんです。教育基本法

の改正は第 1次安倍内閣のときに実現したものです。あ

れも日本会議が主張してきたことで、ずっと運動して実

現したことです。日本会議系はあの功績によって恐らく

「安倍晋三という政治家は信用できる」というふうに、

安倍さんは信頼を勝ち得たと思うんですね。教育現場に

いる教師の人から聞くのは、生徒の側もだんだん従順に

なって、もう決まったことには従うみたいな感じが広ま

っているというのも懸念されています。そこら辺が危な

いなと思うんですね。学校教育の中でも個人をちゃんと

育てないといけないのが、そうはなってない。平和な間

はいいのですが、ただ従うだけの人間であれば違う価値

観が出てきたときにも従うことになってしまうので、大

きな集団として流れていくんじゃないかという気がしま

す。 

メディアのあり方について 

もう一つ、メディアについて同じように疑問を抱い



18 

 

 

ております。特に朝日新聞はここ数年、国会でたたか

れたあたりから、もうほとんど政権批判みたいなこと

しなくなって、奥歯にものが挟まったような書き方で

すらない。完全にボカしたような書き方になってしま

っている。例えば「政治家から出てくる国家神道時代

の言葉」について、朝日新聞の「天声人語欄」が紹介

したことがあるんです。「昔の古い言葉がいろいろ出

ているがこれはなぜだろう」みたいな、そこで話が終

わってしまっていて「あなた知っているでしょう？」

と。新聞社にいたら、日本会議と安倍政権のつながり

とか、背景をちゃんとわかっていれば、指摘しないと

いけないはずです。国民に有料で購読させて情報を提

供しているわけですから、読者に対して責任を負って

いるはずです。本物の情報を伝える。知っていること

をわざと書かないというのは、レストランで言えば肉

を入れずに、肉料理を出すようなもので、読者に対す

る裏切りです。読者がどんどん減っているのは当然で

す。それともう一つ、各社の中では日本会議問題を書

きたい人間もいるらしいんですね、なぜ紙面に反映さ

れないかというと、政治部の圧力みたいなものがある

らしいんです。安倍政権に批判的なことをちょっとで

も書こうとすると政治部から検閲の手が入ったりする

ことが実際あるらしいんです。大手メディアの各社の

政治部の役割というのは、完全に安倍政権の代理人み

たいな役割を果たしているところも実際あるらしいで

すね。今日の資料の閣僚の日本会議リストもちゃんと

国民に伝えたいと思うんですけど、このリストですら

知らない人が国民の大多数だろうと思うんです。 

海外メディアについて 

今年、伊勢志摩でサミットがありました。海外のメ

ディアは安倍首相と日本会議のつながりとか、神道政

治連盟を指摘して、これは国家神道の地位を高めるよ

うな効果を狙っているんじゃないか、もしかしたら伊

勢神宮を国の中で特別な地位に上げたいんじゃないか、

そういうところをきちんと分析して書いていました。

日本のメディアは一切そういうことはふれずに、表面

的な報道でした。背景の知識で言うと日本の記者のほ

うが圧倒的に勝っているはずなのに日本のメディアに

は全然突っ込んだ記事が書かれてない。後世の人間か

ら見ると、特に歴史家から見ると今の時代のメディア

はいかに仕事をやってなかったかと批判されるだろう

と思うんです。伊勢神宮サミットのあと伊勢神宮の宣

伝がものすごく行われました。近鉄電車の駅には堂々

と安倍晋三首相の写真が今でも貼られています。伊勢

神宮はサミットにかこつけて、政府の報道によって特

別な宣伝効果を得ているわけで、既に日本国憲法で禁

止されているところは実質的に踏み越えていると思い

ます。 

だから、もし今日ここにメディア関係者の方がおら

れましたら、ぜひ勇気を持って、（会場 笑）書いて

いただけたらと思います。こういう情報はみなで共有

してみんなで考えないと社会は変わっていかないと思

うんです。そこで、今日お配りしたこの資料は皆さん

自由にコピーして、活用してください。 

 女性 E  前半と後半通じてですが、戦前回帰が何

をめざしているのかについてお教えいただけたらと思

います。戦前は、一億日本人の生命や幸せよりも国体

という抽象的な想像上の構築物を優先させたと言える

と思うんです。現在もまた個人の尊厳や価値を否定し、

それをめざす政府が拡大しているというお話だと思い

ますが、それが再興して、いったい何をなそうとして

いるのか。国家の元首として抽象化されて人間として

の声を奪われた天皇を祀り上げたうえで、少数の人た

ちがなにがしか良からぬことをしようとしているのだ

ろうとは思うのですが、しかし歴史的にはそういうこ

とが国を破滅させてしまう危険が高いことは想像され

るんですが、それにもかかわらず彼らはもう一度それ

を企てようとしているのであれば、今回、何を再現し

ようとしているのか、ここを教えていただければ・・・。 

 
山崎 僕の考えで申しますと、彼らを突き動かす一

番大きなエネルギーは、端的に言えば宗教的情熱みた

いなものだと思うのです。国家神道はある種の政治的

宗教だったので、そこを絶対視してしまうと今のイス
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ラム教の原理主義のように、教義以外ではいられなく

なってしまう。教義を実現すればあらゆる問題が解決

するかのような錯覚、共同幻想があると思うんですね。

実は戦前・戦中の日本も具体的に何をしようかという

ところはなかったんですね。もちろん世界征服をしよ

うとしたわけでもないし、アジアも本当は別にあんな

に攻め込んでいくつもりもなかったんですよ。資源が

なくなったからやむを得ず攻めていったわけであって、

何か目的があってそういう国家体制を作るというより

も、一つの共通する壮大な世界観みたいなものにみん

なで浸ることによって宗教的情熱を満足させると、恐

らくそういうところがあったんじゃないかと思うんで

す。今も恐らく具体的に何をしたいかというのは（手

段は明確にいろいろ出されてきているんですけど）、

最終的にそれを実現したあとどうしたいのかというこ

とになると､彼らも漠然とした「本来の日本のあるべき

姿」とか、そういうことでしか説明できていないので

す。もう一つ、これは重要なポイントですが、日本会

議も安倍政権も、45 年の 8月を彼らは破滅だとは認識

してないんです。していればそこから反省することが

必然的になってくるんですが、彼らの語る歴史認識を

見ても、1945 年の 8月を破滅だと認めたうえでの反省

ではないんです。日本国民をあれだけ死に追いやって

国土を荒廃させて、国にとっては史上最大のダメージ

を与えた。本来、国を愛するのであれば二度と起こし

てはならないという反省があって、そこから根源を一

つ一つ客観的に検証しないといけないのですが、彼ら

は今だにその時代の政治的な価値観を継承しているの

です。だから彼らは間違いであったということをまだ

認めてない。極端に言えば戦争に負けたということす

らきちんと認めてないと思うんです。 

 

男性 H  私は自民党やら安倍内閣はどんなにひどい

ことをしているかと思うんですけど、問題はここに来

られているような方は少数であって、そうは思わない

人が多いと思うんですけど、そこはどうしますか。  

山崎 すごい即効性のある解決法というのはないと

思うんです。こういう活動をやっていてもすぐに社会

がどうこう変わるということはないと思うんですよ。

それは本を書くときも同じように考えていて、1冊、2

冊本出したからといってそれで社会が変わることは恐

らくない。実際、ことし僕の日本会議の本も含めて日

本会議関連の本はたくさん出て、ものすごく売れたの

で関心持っている人が高いというのは、可視化された

と思うんです。そういう現象があっても、なおかつテ

レビや新聞はそこに触れるのを避け続けているのを見

ると、この問題はかなり根が深いものであってちょっ

とやそっとのことでは状況は変わらないと思う。ただ

僕は、今すぐに効果がないからだめじゃなくて、3 年

後、5 年後、10 年後も考えると、今なるべく有益な情

報を本とか、インターネットでかたちにして残してい

けば、それを読んだ人が、多少は池の表面に波紋が広

がっていくような、何か新しいアクションを起こして

くれるかもわからない。われわれの側も即効性を求め

てどうこうというよりは、長い目で見てものごとに取

り組んでいく必要があると考えるのです。だから次の

選挙でもし、仮に安倍政権がまた勝ったとしても、そ

れであきらめる必要はないと思うんですよ。どんどん

問題を指摘するなり、いろんな考えを共有し合うなり、

活動を続けていけばやがてそれが何かの効果を生む可

能性もあるので。正直僕は今日明日とか、今年来年と

いう考えで何か成果を得られるとは、楽観はしてない

んですが、でもあきらめもしてないです。そういう感

じですね、僕は。（完） 
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わかりやすかった 

「日本会議」がどの位地域、学校、地方政界（県

会・市会）に浸透してるか注意したいと思う。 

 私は小学校（当時は国民学校）6 年で終戦を迎え、

学童集団疎開に参加した者です。最近、日本があの

戦争中に似てきたようです。あの時代の体制は明治

時代に出来、日本の“伝統”とは思いませんが、江

戸時代までの“民主主義”の実体をもっと知りたい。

     女 

よかった 

◎たくさんの資料ありがとうございました。 

◎大切に持ち帰り読み返し、自分の考え方として

今後使用させていただきます。  男 

 

日本国憲法＝戦前回帰を防ぐ「封印」という視点

を教えて頂きありがたかった。 

 安倍政権と日本会議が戦前回帰を実現したあげ

く、何をしたいのかという会場からの質問はよかっ

たし、その答えにも納得がいった。最後の質問と答

えもまたよかった。ありがとう！ 男 

 

わかりやすかった 

生の話しが聞けて良かった。かなり「日本会議」

系の本を読んできましたが、本当になんでこの人た

ちは「憲法」を敵視するのかをとことん知りたい、

と思って参加しました。   女 

 

わかりやすかった 

日本会議の実態がよくわかりました。よく調べて

おられる。感心しました。 

1000円の値打ちあった。本も買いました。男 

 

わかりやすかった 

なぜ自民党の改憲案の文章の中から「個人とし

て」が消え「人として」がかわりに用いられるよう

になったかよくわかった。  女 

 

よかった わかりやすかった 

大変有益でした。ありがとうございます。 男 

・日本会議と神社本庁の役割がよくわかりました。 

・日本会議の組織は、友人も参加しているようで、

その活動には危機感をもっています。 男 

日本会議の全体像がよく分かって良かったです。

負けを認め、学ぶことのできない国民国家はほろん

でいくしかないのでしょうかね。 女 

「日本を取り戻す」の意味がわかりました。男 国体思想にはまる人間、政治家というモノは、何か

に帰属し、誰かに認められたいという、メンタル的

な問題をかかえているように感じる。下手に、権力

を持つだけに、我々には迷惑な話(存在)である。男 

もっと若手の方々に聴かせるべき内容だと思い

ました。    男 

とてもくわしくお話してくださり、とても参考に

なりました。    女 
①貴重な学びの場になりましたが、場内の質問の中

で、山崎先生の回答で、女性閣僚の人々が「女性と

いう意識をなくしているので」とのご意見でした

が、稲田氏も丸川氏も保守的思想の代表者と思わ

れ、安倍首相と同一の思想をしている。 

②天皇裕仁は象徴天皇制を永久に継承させること

を意図している。天皇制を廃止する意図ではないと

思います。   女 

山崎氏には日本が戦前回帰にむかわないように、

これからも声を発し続けて欲しい。 男 

注意深く見たり、聞く事が今の時代はより大事な

ことが分かった。言論の自由が間違った方向へ進む

（情報があふれる中）こわいです。 

 質問の話を伺って、やはり今は戦前と考える方が

いらっしゃる。私だけではなかった。 

 又神風を吹かしたいのでしょうか。 女 

日本会議について詳細に話を聞くことができ、大

変興味深かったです。もう一度、話を聞いてみたい

です。     女 

 

わかりやすかった 

自民党の憲法案をもう一度読み直さなければと思

った。    男 

わかりやすい講演でした。勉強になりました。あ

りがとうございました。   女 

 

日本の現状を憂える方々の集いで、先生の講演を

集中できて少しはわかったように思います。女 

 

前半より後半の方がずっとよかったです。 女 

第３９回メデイアを考えるつどい 感想 

「日本会議 戦前回帰への情念」  （２０１６．１２．１８） 
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 この間、様々な「日本会議」本が出されているが、

だいたい 2 つに割れる。 

①日本会議は単なる宗教団体の延長線にある。危機

感などもたなくていい 

②日本会議のゴジラ化 

日本会議は草の根保守の基幹を占めており、各地で

開催されている歴史修正主義的パネル展の裏には

日本会議が有り、在特会がある。この前の元町の町

づくり館のパネル展も同じです。男 

 

日本会議について、具体的な主張や歴史的な経過

がわかり、非常に参考になりました。 男 

おぼろげながら「日本会議」を知っていましたが、

大変良く、どのような思想か、又、実情等が明確に

わかりました。メディアがとり上げないことに政府

の意向（圧力）があることが、容易に推察されまし

た。     女 

とってもよい勉強になりました。 

あきらめず、戦いつづける姿勢、大切にしたいと

思います。    男 

・今、最も知りたい事であり、日本の民主主義を守

るため、安倍政権、国粋（主義）政党を退陣させ

るためにも大切な講座と思います。 

・現状をあきらめないという先生のお考え大賛成で

す。フランスが国歌を決めるまでに（国民が希望

する歌にするために）約 80 年かかったと聞きま

す。 

・私達日本人も、正しい事、理想はあきらめず努力

が必要と思います。   女 

 

難解な用語をわかりやすく説明されまして、わか

りやすかったです。   男 

参加された皆様へ このように勉強会での収穫は

微力ではあるが続けましょう。  男 

① 日本会議をテーマにした連続企画、大変時宜に

かなったものと思います。 

② 内容は非常にわかりやすいものでした。   

③「悲観もせず楽観もせず、粘り強く活動すること」

を最後に話されよかったです。 男 

よかった わかりやすかった 

問題は、こんなにひどい自民党（安倍政権）であ

るにも拘らず、世論調査をすればいつも大体自民党

の支持率は四割内外もあり、内閣支持率に至って

は、五割～六割もあること、つまり、多くの日本人

はどうなりたいんや、という悩ましいところ。

     男 

「各放送局 番組についての意見受付窓口（電話

番号）の資料」がついていてとてもたすかりまし

た！ 非常に危険と感じた番組があったので、どう

やって伝えようかと悩んでいたところなので。 

 関西 TV アニメ「サザエさん」です。 

 12/4 放送：波平「外に出れば七人の敵がいる」 

カツオ「七人の敵か。戦っているみたいでカッコい

いや！」 タラちゃん「敵がいるお外はこわいです」 

波平「タラちゃん、ここに７人いるだろう。外で７

人の敵がいても家にかえれば７人の笑顔があるよ」  

タラちゃん「こわくないです」 

 12/11放送： 固いびんのフタを開けることので

きたカツオに中島くんが「イソノ、アケルの神…」

最後にみずらをつけたカツオの大映しがアップで

バーンと出た。〔角髪（みずら）姿のカットあり〕 

 今までのサザエさんにはない。ストーリー展開の

中のセリフ使い。なき長谷川町子さんはこんなのぜ

ったい言わんよ、つくらないよー。長谷川プロは日

本会議にのっとられた！感じがしてる。子供たち、

多くの家族がじわーっと洗脳されています。それと

知らずに。今日の放送もきっと何かをすべりこませ

ていると思います。   女 

 

 

山崎さんの話しは丁寧でよくわかった。 

とくに日本人には正月やお祭りで縁の深い神

社・神道と明治時代に国民の思想を統制・支配する

ためにつくられた国家神道のちがいがわかってよ

かった。 

パワーポイントは、文字の画面が多すぎた。戦前

の情景や日本会議の写真などがあれば、もっと、日

本会議の実態がリアルにわかったのではないかと

思う。     女 

山崎さんは、日本国憲法が、再び戦争を引き起こ

さないために、周到な抑止をかけていたこと、 

日本会議など戦争勢力の側は、それを正しく『抑止』

と捉え、打ち破るためにひとつひとつ地道に運動を

続けてきたこと（しかも、それは、次々と成功して

いる。）、彼らが、天皇を中心とする“美しい日本”

を目指すとしながら、天皇のことば、『日本国憲法

の下での皇室のありかたが、伝統的な皇室のあり方

だと思う』を無視して運動を続けていることの矛盾

を突かれた。成果の多い講演だった。」女 

安倍政権の閣僚が全員、日本会議ということは

（公明党 1 人を除いて）知っていたが、その思想

的背景がわかった。それによって、安倍政権と日

本会議が、なぜ今の憲法を憎むのかが理解でき大

変勉強になりました。   男 
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ＮＨＫへの意見 第３９回メデイアを考えるつどい 

2017 年 1月 30 日 NHK 神戸放送局へ届けました。  （2016 年 12 月 18 日アンケートより） 

権力の批判をするのがメディアの仕事なのに、

NHK は安倍政権の批判は殆んどなく腹が立つ。４

チャネル(MBS)、６チャネル(ABC)をよく観るが、

キャスターが変わってから満足する放送は減った。

原発の後始末に 21.5 兆円かかるとか、沖縄問題な

どもっと知りたい。韓国より日本国民の困難に対す

る政権の責任をもっと知らせるのが NHK の仕事

のはずだ。 女 

 

籾井会長退陣に追い込んだ世論はすごい。真実の

報道をして欲しい。 

 体制に都合の良い報道ばかりするな。 

 受信料を払う気には絶対ならない！ 過去も将

来も払わない！ 

 公共放送としての矜持をもて！  女 

 

籾井会長がやっと辞めるのでちょっと安心です

が、次の会長も現内閣や日本会議の思想と同じでは

ないかと心配。今までと同様、それ以上にチェック

が必要と思う。    女 

 

ニュースの時間で三面記事をトップに持ってく

るな。国会中継でも民放とは内容が違っている。 

ヤジなどもちゃんと放送すべきだ 

（NHK は消している）。  

安倍さん、又は政府関係者の発言でニュースが終

わる、おかしい。男 

次期 NHK 会長がアベチャンネルにならないこと

を期待します。    女 

NHK は良質な番組みをつくってきました。スタ

ッフがそろっているのでしょう！ 

 これからも番組みをどんどんつくって提供して

ください。楽しみにしています。      女 

支離滅裂且つ明らかに日本の将来にとって危険な

安倍政権にいつまで追従するのか？ 男

      

ラジオをよく聞いているのですが、ニュースは安

倍首相中心の報道で、いつも平壌放送と同じにしか

聞こえません。けしからん。政府寄りもはなはだし

い！    女 

 

安倍首相の一挙一動を報ずる、政府広報番組に成

り下がっている。受信料を払っているが、真実を報

道していないことはサギである。 男 

 

放送法第 4条からみても、近年の NHKニュース

（政治）の偏向ぶりは全くひどい。例えば国会関係

の野党質問に対する安倍首相らのマトハズレの言

いわけ（回答）は長々と報道される。（NHK のこの

種のニュース番組はまさに安倍首相らの「宣伝番

組」になり下っている。） 

 かつて、1950 年代の NHK ニュース関連番組に

は、政府の政策に対する批判的なものがどんどん出

されていた記憶がある。放送法第 4条を尊重したニ

ュース番組編集を強く望む次第である。 男 

公共放送を名のり、料金を取るのであれば、公正

な内容で、世界に対してもはずかしくないレベルの

クオリティの放送を希望します。 現在の放送は民

放以下です。（特に News）広告を取るかわりに料

金を国民から取るということがどういうことなの

か自覚してほしい。   女 

 

報道の態度が悪すぎます。マスメディアは本来、

政策を批判するのがその役割です。報道の自由度が

日本では世界で 74 位といわれています。NHK もし

っかりその意味を考えてください。 女 

 

テレビ放送が NHK しかない時代（1950？）に

できた放送法に基づいて受信料を徴収する事の不

合理についてきちんと答えさせないといけない。ま

た、会長や経営委員の人事について、時の政権の意

向が反映されないような仕組みにしないといけな

い。     男 

 

「真実」を放送するべき！  男

  

公平・中立でないので、解約しました。 男 

公共放送とは何か。   女 

  

安倍政権（権力側）に都合の悪い報道をしない姿

勢は容認しがたいと思います。会長が替わるそうで

すが、これからどうなるのか注目しています。男

  

◎籾井は日本メデイアの恥！ 

◎籾井を退陣に追いこんだ運動をされた奈良の人

に拍手 

◎金だけ！今だけ！自分だけ（今の政府の施政方

針）の体制を支える報道をするな。 男 
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籾井勝人氏 

 
2014年 2月 21日内閣府へ(東京）

籾井氏罷免の申し入れ(6団体) 

 ３年前、会長としてＮＨＫに送り込まれた籾井氏は、政治権力からの独立というジャーナリズムの

イロハのイがわからない人でした。籾井氏の就任直後から退任までの３年間、全国の視聴者・市民団

体は「公共放送ＮＨＫの危機」として各地でさまざまな活動をくり広げました。 

 「籾井会長辞任を求める」３年間の活動の一端を写真で振り返り返ってみました。 

 

 
2月 21日ＮＨＫ記者クラブで記者会見 

6団体代表 13人 

 
2014年 3月 15日あすてっぷ KOBE 

「緊急集会 ＮＨＫの危機どうする」  
2014年 6月 21日 大阪市中央公会堂 

「どうする！NHKの危機」6.21関西集会 

 
2015 年３月９日参議院会館 

「籾井会長 NO！」院内集会 

 
2月 22日「放送を語る会」緊急集会 

「籾井会長発言が問いかけるもの」 

ＮＨＫ問題を考える会（兵庫） 

2014年 5月 ニュース NO．31 

 
 

受信料凍結運動のよびかけ 
 

2014年 12月 10日 

NHK大阪放送局へ 関西 5団体代表 

 
2015年 6月 21日 

兵庫県民集会で 

ゼッケンをつけてビラ配布 

2015年 11月 7日神戸放送局前 

スタンディングアピール 

(全国行動に連帯) 

 

 
2016年 10月 7日内閣府へ申し入れ 

「石原進・長谷川三千子経営委員の 

再任反対」 

 
2016年 12月 2日 

籾井会長再任反対 

署名提出 35,504 筆 


