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創価学会員だった暴力団会長高山登久太郎 死
直前に学会批判
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創価学会という特異な宗教団体と池田大作というカリスマ指導者に迫っ
た週刊ポストの連載『化城の人』。ノンフィクション作家の佐野眞一氏が、
ある暴力団員による創価学会への思いを書いた。（文中敬称略）
＊ ＊ ＊
初代会長・牧口常三郎の教員時代に関連する興味深い記述を「警鐘」と
いう過去の公式サイトで見つけた。これは、二〇〇三年六月に他界した
指定暴力団会津小鉄会長の高山登久太郎の公式サイトである。高山は
本名を姜外秀という在日韓国人で、家族そろって創価学会員だった。
その高山が死の約一か月前に「創価学会を暴く」というブログを書いて
いる。ブログは暴力団の親分とも思えないおごそかな調子の書き出しか
ら始まっている。
〈人が変わり、それによって社会が変わっていく──。創価学会の前身
『創価教育学会』は、昭和5年、後に初代会長となる牧口常三郎の『創価
教育体系』に始まる。教員だった牧口は、教育者、そして日蓮正宗と出
会った縁から、仏法を中心に据えた教育を通して、自分の理想とする平
和と人間の価値創造の実現を目指した。これが『創価教育体系』であ
り、すべてはここが原点になっている〉
この記述だけで、高山が相当年季の入った創価学会員だったことがわ
かる。高山のサイトを続けよう。
〈一般的に言われているが、学会の信者たちの中には、危険な職業に
就かざるを得ない人や、社会的に虐げられた人、そしてその家族が多く
いる。社会の中で苦しみ、いじめ抜かれた人たちが、左翼政党のように
怒りをストレートにぶつけ、社会変革を訴えるよりも、まず心の平安を求
めたいと願っても不思議ではない。そんなとき仏法に接し、入信してお題
目を唱えることで救われた人は実に多い。

■紗栄子
■山本太郎
■樫木裕実
■中国人観光客
■ダルビッシュ
■水卜麻美
■狼の牙を折れ
■ごちそうさん
■タモリ

それだけに学会員の組織愛は、他のどんな政党や宗教団体よりも強
い。ましてや外部からの批判に結束して立ち向かっていればなおさらの
ことだ〉
高山の舌鋒はここから急に激越になる。批判の矢面にさらされているの
は、池田大作である。
〈しかし本当の敵は内部にある。これまで述べてきたように、功徳と信心
を金に絡ませるようなやり方、権力に対する迎合は、すべて池田による
ものだ。飽くことのない金銭欲と名誉欲。彼がどこかの国の名誉市民に
なったり、どこかの大学で名誉博士になっても、いまの生活にも心の平
安にも何の関係もない。
「学会に入って本当によかった」
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「学会だからこそ権力が弱いものいじめをするのを見過ごせない」と言え
るような組織にすることが先決ではないか〉
高山は未曽有の不況下、倒産の憂き目に遭っている中小企業が跡を絶
たないなかで、池田が世界を回ってノーベル平和賞を札ビラで買うよう
なムダな金はない、とも述べている。
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ブログはそこから一転、「拝啓 池田大作殿」と題する手紙調の文章に
変わる。
〈拝啓 一言申し上げる。
はびこる拝金主義、幹部の堕落、そして一生懸命に努力する者が何も
報われない現実──。学会で今、何が起こっているか、貴殿はその現状
をご存知か。一度、水戸黄門よろしく、お忍びで全国を廻って直接、その
目で見てみるがいい〉
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関連記事
信者一千万人の頂点に君臨する池田大作氏の「謎」を作家指摘
 創価学会二代目会長の戸田城聖氏 姓名判断に凝り何度も改名
 創価学会の信者数「実際はもっと少ない」と島田裕巳氏明かす
 回復の池田名誉会長に創価学会幹部面会できぬのは遺産問題か
 原発に賛成？ 宗教界で対照的な創価学会と幸福の科学の立場
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