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４月例会ご案内
４月１２日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ：城野先生の小冊子「なぜ脳力開発なのか」

の再考察

場所  ： 港区商工会館

参加費 ： 1000円

担当  ： 榊原 高明

この小冊子は月刊ＰＨＰ紙の通巻380号から391号

に先生が起稿されたものの抜粋で構成されています。

「脳力開発」の必要性について分り易く解説されてい

ます。

例会ではこれをもとに、「脳力開発」とは何である

のか、改めて考察してみたいと思います。今回は全12

回のうち、1～3回分を担当します。

第1回 なぜ「脳力開発」なのか

－嘆きの人生を楽しみの人生に

・人間は脳細胞の使い方を知り、その無限に近い可能  

性を自覚すればあらゆることができるようになる。

嘆くのも、愉快にするのも脳の指令によっている。

・人間はこれまでの習慣や、活字と概念の束縛や、

他人のやっていることを真似るため、一方的な反応

だけに脳の反応回路を固定してしまう傾向がある。

・脳力開発と情勢判断学は嘆き、恨みつつ過ごす人生

も、楽しく、愉快に、明朗で素敵な人生に変えてゆ

く活動である。

・うまくいかぬというのは“失敗”ではなく大事な経

験である。

・一枚の紙にも表と裏が必ずある。

ハイライトの箱の例では詳細に見きわめようとす

れば、16の観察角度が必要である。

第2回 脳の働き方

・脳の働き方を知るとどんなに難しいとか複雑な仕

事でも、要するに手、足、口、を動かしてやる外に

ない。どう脳が手、足、口に指令を出すかで決まる。

・脳は概念の組合せを作ることができる。しかし、そ

れは現実の世界の組合せとは何の関係もない。

・脳を十分に使うというのは、自分の記憶体験の組合

せを手を使ってできるだけ多く現実化すること

であり、同時に足と口とで他人の記憶体験と接触

をつくり、それとの組合せを手を使ってできるだ

けたくさん現実化することである。

第3回 脳は戦略がないと動かない

     －一人当り人間効率18倍！？－

・まったく同じ事実条件に対して、二つの正反対の

判断が出、行動がとられるのは、両社の戦略が違

うからである。

・新商品を出そうという時、甲は戦略的に“ゴー”

の判断を持っており、乙は戦略的に“ストップ”

の判断を持っている場合、お互いに“ゴー”に都

合の良い条件と“ストップ”に都合の良い条件を

出す。

・事物はすべて二つの面から成り立っている。新製

品も売れる側面も持っておれば、同時に売れない

側面も持っている。その一方だけでは片面的な見

方なのである。だから、二つの側面の一方だけを

取り上げて討論してみたところで、実は水掛け論

に過ぎず、いつまで立っても解決しない時間つぶ

しになってしまう。

・問題は売れるか売れないかではなく、売ろうとい

う戦略を決定したら、どういう条件をそろえれば

売れる局面を拡大できるか、活動経費を回収でき

るか、という戦術的計算が立つかどうかである。

討論は必要ない。

・“ゴー”の戦略は現状変革の戦略であり、“ストッ

プ”の戦略は現状維持の戦略である。これは企業

の総戦略として企業存在の根本としてはじめか

ら決定されていることである。脳は戦略がないと

動かないのであり、企業も総戦略を持たないと実

は動きようがないはずである。

・ここのところがわからないと、決定を無理にして

も各人内心不服で統一した協同行動は難しくな

る。この核心が分かれば、三時間かけて決着のつ

かない問題も、十分もあれば解決してしまう。十

八分の一であり、一人当りの人間効率は十八倍に

なるということである。

先生の小冊子の内容に先生のご著書の引用を付け

加えながら改めて脳力開発を学び直したいです。
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２月例会報告
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

担当  ： 篠原 昌人

△ 我が北朝鮮感

最初に自身の北朝鮮に対する印象を述べようと思

います。過去二度の訪問から感じた見聞記で、机上で

論じるよりは具体性を感じていただけると思います。

―静かなる首都

昭和６０年、社会党の田辺誠さん等と一緒に新潟から

船で北朝鮮に向かいました。一泊二日の船旅で、東海

岸の元山から高速道路を通って首都平壌に着きまし

た。高速道路はもちろん舗装道路ですが、かなりのデ

コボコがありました。平壌は人口二百万といわれます

が、印象では非常に静かな都市だということです。

往来を歩いていても、人の話し声が聞こえない。笑い

声が聞こえない。もちろん人は歩いている。皆さん静

かに話をしているんですね。デパートに行っても、い

らっしゃいませ、という声はない。客と店員はヒソヒ

ソと話をしています。雑音、生活の音が感じられない

わけです。

―暗いところと明るいところ

平成２年、今度は北京から空路平壌に入りました。空

港から市内まで一時間余りですが、その間対向車は一

台もありませんでした。平壌の夜は暗いです。もっと

も東京が明るすぎるのでしょう。でも市内のある場所

に行きますと、まばゆいばかりの明るさなのです。そ

こは招待所と呼ばれる接待施設で、この時は与党訪朝

団だったため特別なところに招待されたのでしょう。

とにかく電力の使い過ぎではないかと思ったくらい

です。招待所にもレベルはあるようで、かって金丸信

さんが訪れた時は、百花園招待所という最高級の場所

だったようです。

―板門店の南と北

南北対立の象徴というと板門店が浮かびます。朝鮮戦

争の休戦会談場となったため、広く知られるようにな

りました。この板門店は一種の観光名所になっており、

韓国では大韓旅行社が外国人向けのツアーを組んで

います。私は南からも北からも板門店を訪ねることが

できました。同じ場所を訪問しても受ける感じは全く

違うのです。南から行きますと、臨津江（イムジンガ

ン）を渡り、アメリカの軍事基地を左右に見ながら行

きます。緊張感漂うなかを進むわけです。ところが北

からの印象は全く違います。板門店への道には軍事基

地は見られません。のどかな田舎道なのです。ですか

ら一見、南のほうは戦争の継続を思わせ北は平和的な

んです。

△ 北朝鮮核兵器開発の理由

一見平和な風景を見せる北朝鮮が、どうして長距離

ミサイル、果ては核兵器にまで手を伸ばすのでしょ

うか。三つ考えられます。北は国連加盟国です。国

連の中心を占めるのは常任理事国です。その、米ロ

中英仏の五国は全て核兵器保有国です。つまり核兵

器を持つことが大国の姿なのです。このように北朝

鮮は考えているのだと思います。①大国としての資

格を得ること。この資格は政治的な理由ですが、こ

の力を背景に外交的な理由につながります。アメリ

カと日本です。現在北とこの両国は国交を開いてお

りません。ベルリンの壁崩壊を機に、韓国は中国、

ソ連と国交を樹立しました。当時は社会主義体制の

変換のなかで、北朝鮮も変わって来るだろうという

期待がありました。早晩、アメリカと日本が北と国

交を開くという観測が有力でした。ところが現在に

至るも実現しておりません。北は今、日本海にミサ

イルを撃ちこむことで日本に、太平洋に向かうミサ

イルでアメリカに交渉を迫っているわけです。即ち、

②日本、アメリカ国交樹立への圧力。最新兵器の保

有は何といっても軍事優位を得ることにあるでし

ょう。ことを決する有力な手段は戦力ですから、極

めて常識的な見方でしょう。③対南軍事優位の確立。

△ 米朝軍事衝突の可能性

昨年一年間は、全く北朝鮮のミサイル発射、核実験

に振り回されました。これに対しトランプ大統領が

強硬な反応を示したため、一挙にアメリカが北を攻

撃するという米朝開戦が騒がれたわけです。文芸春

秋の二月号に、「米軍攻撃 決断のときは三月だ」と

いうスクープと称する記事が載りました。要点はＩ

ＣＢＭやら生物兵器弾道ミサイル、ＳＬＢＭの性能

向上が進み、三月を超えるとアメリカとしてはほお

っておけなくなるというのです。また一月十四日の

産経新聞に、今年の十大リスクというのが載りまし

た。当然朝鮮半島は上位だろうと眼を凝らしたわけ

です（米調査会社ユーラシアグループ）。トップは、

力の空白と中国の影響力の増大、二番目は偶発的な

アクシデント、三番目が世界的なテクノロジーの冷

戦です。以下色々と出てくるんですが、北朝鮮問題

は出てこないのです。核問題を取り上げているのは

イランです。アメリカから見ると北よりもイランの

方が脅威と映っているのでしょう。この予測は中国

をトップに置き、イランを重視している点で欧米人

の感覚をよく表しています。それでは衝突はあるの

か。アメリカも北も自国に実際の被害が及ばなけれ

ば、戦争にはならないと思います。イラクによるク

ウェート侵攻、イスラム主義者によるＮＹ攻撃があ

ったため、アメリカは軍事行動を採ったわけです。

北が核兵器を持ったとしてもアメリカの戦力から

すれば比較にはならない。だから是が非でも軍事力

を使うとは考えにくい。北とすれば、核は大国とし

ての資格要件のようなものですから、アメリカが明
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らかな攻撃態勢を執らない限り、軍事行動には出ない

でしょう。でもある考え方によっては、軍事力が使わ

れる可能性があります。それは、「侵略者は平和主義

者である」という言葉です。これは一種奇妙なもので

す。悪の代名詞とも言うべき侵略者がなぜ平和主義者

なのか。この言葉は、クラウゼヴィッツの『戦争論』

に出てきます。この書はナポレオン戦争を基本に書か

れていますので、現代とはかけ離れたところがありま

すが、危険な芽は事前に摘み取るのがよいという考え

です。まだ侵略イコール悪という考えは希薄でした。

盛んに軍備を拡大している国は、こちらから侵略して

未然に防ぐのがよいということです。現代国家がこれ

を採用しますと大変なことになりますので、各国は

様々な手段で自制しています。しかし実行した例があ

るのです。１９８１年か８２年だったかと思いますが、

イスラエルがイラクの原子力施設を空爆して破壊し

ました。核兵器開発阻止のためでした。イスラエルに

すれば、自国のみならず中東地域の平和のために侵略

を行ったのです。不思議なことにこれによって第五次

中東戦争は起こりませんでした。国際的な非難は巻き

起こりましたが、エジプトもヨルダンもシリアも何も

しませんでした。当時はイランイラク戦争の真っ最中

であり、新たな戦争はできなかったのかもしれません。

ですからこういう前例から、アメリカが踏み出す可能

性は存在するのです。

△ 第二次朝鮮戦争の可能性

米朝戦争は、条約上は南北戦争に直結しますので区分

けはできないのですが、北の核兵器が南に与える影響

ということで考えてみます。どうも観察するところ、

韓国民は北の核に対して無関心のようです。では政府

はというと、特別の対策を執っているようには思いま

せん。北が核を持ったからといって、南侵の可能性が

強まったとは見ていないようです。かっては北の危険

度を観測する方法として、ソウル北方の地価を観るこ

とが言われました。北の攻撃近しとなれば地価は下が

るからです。ところが８０年代以降ソウル周辺では

様々な再開発が進み、今ではソウル北側に立派な新都

市が出来上がりました。本来北側は危ない筈なんです

が、ソウル市内が満杯ということもあってかお構いな

しです。去年一年間でソウルの地価が大幅に下落した

こともありません。要するに韓国は、言って見れば北

慣れしているのです。では南北の間は平和かというと

そうではありません。時折軍事境界線をめぐって撃ち

合いがあったり、沖合の島をめぐって衝突したりしま

す。どちらが先に手を出すのかは双方主張があります

が、北のやり方を観ているとＤＭＺ（軍事境界線）を

大きく超えることはありません。限定的なんです。か

っては朴大統領暗殺を狙った青瓦台襲撃事件、東部山

岳地帯へのゲリラ侵入、ビルマでの全斗喚大統領暗殺

未遂事件、大韓航空機爆破事件など大規模なかく乱戦

法を執りましたが全て失敗しました。北は今は若い指

導者の下で只管体制維持に集中しています。南は無関

心となれば、南北間で戦争は起きにくいのです。

△ 日本の対応策

このように戦争の発生はゼロではないにしても非

常に低いのです。しかし日本は安閑としているわけ

にはいきません。周辺情勢の変化をとらえてより前

向きな対策を打ち出さねばなりません。日本周辺に

は先ずソ連の核兵器がありました。続いて中国の核

兵器が表れました。今回北朝鮮の核が出現したわけ

です。中ソの核兵器に我が国は対してきたわけです

から何も慌てることはない。対応には三つの方法が

あります。核兵器には核兵器を以てあたるというの

が、自然と出てくる方法です。①核兵器保有論。し

かし日本はＮＰＴ（核拡散防止条約）加盟国ですか

ら、脱退しない限り核武装はできません。二番目は

核兵器は持たないが、他国の核に依存する方法です。

日本は現在この方法を採っています。②いわゆる核

の傘論。日米安全保障条約第五条から来る共同対処

ですが、片務的であるのは間違いありません。この

二つは脅威対抗論ですが、発想を転換して新しい防

衛策を導入することが考えられます。今までの政策

から転換するということで、③無視策、と名付けま

しょう。それは守りの態勢を強めようというもので

す。現代は誘導兵器の時代であり、現に北朝鮮は長

距離ミサイルの発射実験を繰り返しました。それな

らば国民の退避施設を作ったらどうか。全国に隈な

く防衛施設を作ることはできないでしょう。でもい

くつかの地域でいくつかのビルを指定するなり 、

シェルターを建設することも考えられるでしょう。

自衛隊で言えば、弾薬の増加、燃料の増加、基地機

能の防衛力の強化です。継戦能力の向上、抗堪性を

強めることです。このほど航空自衛隊はＦ３５Ｂを

買うそうですが、その最新機を入れる格納庫が脆弱

であっては何にもならないのです。こうしたことで

核攻撃を防げるわけではありません。しかし専守防

衛とは国内戦であることを認識するならば、正面装

備のみに集中するわけにはいかないのです。

△ 半島の将来

最後に南北関係について展望してみましょう。かっ

て北朝鮮崩壊論がありましたが、北は依然として存

在しています。どうも北が崩れ去っては周辺国は迷

惑のようです。特に当事者の韓国自体が望んではお

りません。日本では北の難民問題が話題になります

が、韓国の研究機関によりますと、朝中国境ルート、

対南ルート、海上ルートの三つが挙げられています。

これによれば日本に大量に押し寄せることは想定

されておりません。韓国と北朝鮮は、これまで通り

時には話し合い、時には非難の応酬をしあい、時に

は小規模の軍事衝突をしながら対立を続けていく

他なさそうです。
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例会予定

2018年

５月１０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

６月１４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

城野先生が発行された小冊子「脳力開発入門―嘆

きの人生を楽しみの人生に－なぜ『脳力開発』なの

か」が入手できたので、改めて脳力開発の原点に戻

り学ぶことといたしました。

まずは、全 12 回のうちの最初の 3 回をフォロー

して頂きます。

皆様の積極的な参画を期待申し上げます。(古川)


