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４月例会ご案内

日時  ： ４月１１日  木曜日

      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３回

司会  ： 榊原 高明

ＤＶＤ｢東西古今人間学｣第１巻第２回要旨

１．今回は、織田信長を取り上げますが、な

ぜ戦国武将を取り上げるかというと、ど

のような行動をしたかの記録が残ってい

て、その中から事実をピックアップでき

るからです。

仕事とは、関係を作らないと商売が成り

立たない。どのような人間関係をどのよ

うに作るのか。「営業をしています」と

いっても、実際にやっていることは納品

であって、営業とは言えない様なケース

がある。「買わん」という人に如何に買

わせるのか。買うように人を変えさせる

には、人間と人間との関係を考えていく

ことが大切である。

実験材料はどこにも転がっているが、お

互いに理解しあうには、皆が知っている

人を取り上げたほうが良い。

２．織田信長が桶狭間で実現した奇襲作戦か

らは、科学的計算ができることを示して

いる。

また、長篠の合戦では、信長軍３万人に

対し、武田勝頼軍１万７千人、このよう

な戦のことにつき、記録が残っていて事

実が突き止めやすい。

そのような事実から、信長や秀吉が、天

下統一の戦略を持っていたことがわかる。

天下統一のためにはたくさんの軍隊を作

り、なるべく死なないような戦をする。

信長は長篠の合戦で、鉄砲を活用し、武

田軍を殆ど全滅させ、後に勝頼も天目山

で自決した。

信長は、3000 丁という大量の鉄砲を持っ

ていたのに対し、武田軍はせいぜい 100

丁程度といわれている。このような大量

の鉄砲を使うようになるのは、ヨーロッ

パでも 300 年ぐらい後になる。

３．日本には鉄砲は、種子島に 1 丁が伝わる

と、その年の内に 16 丁作られ、10 年も

しないうちに日本全国へ広がった。

信長は堺を取り、鉄砲の技術を領土であ

る関へ持ってきた。関は鉄砲作りの名所

となる。

日本では新しいもの（近年ではエレクト

ロニクス）の普及が早い。日本には資源

がないが、手を使えば良い。豊かな経済

が作れる。そのためには大変な金が要る。

信長は占領地が栄えるように、どんどん

商売をさせ、物資を流通させた。

４．信長は人を抜擢した。

上杉や武田は、親から譲り受けた家臣団

がいたが、信長には旧来の家臣はいなか

った。上杉は名将といわれているが、柴

田の子分の佐々成政を攻め倦んだ。信長

は戦略を持っているので、どんどん抜擢

した。兵力拡大は難しいが、新しいやり

方を作る。

５．設楽原の合戦では、守るためにやってい

たことを攻めるために使った。

  武田勢では、このような戦に鉄砲は役に

立たないと考えていた。火縄銃は 1 回討

って、次の弾を込めるのに10何秒掛かる。

  信長は、兵一人づつに縄と杭を持たせ、

堀を穿ち、杭を立て、3000 丁の鉄砲を 3

列にし、横に並べた。ヨーロッパよりも

300～400 年早く、機関銃の原理を取り入

れた。

  その結果、信長方は殆ど死なないで、武

田方は殆ど全滅という世界戦史でも傑出

している成果を出した。

  運のような分からないものに頼るのはだ

めで、運を条件として如何に使うかが問

題である。



2

２月例会報告

日時  ： ２月１４日 水曜日

      18：30 ～ 21：00
場所  ： 港区立商工会館

テーマ： 城野先生のＤＶＤ「東西古今人

間学」の鑑賞会

担当  ： 古川 彰久

１．城野先生の｢東西古今人間学｣の紹介

城野宏著｢東西古今人間学｣の序文から抜粋

私が「人間学」と言っているのは、人間の動

き、人間の行動のことなんです。そして、人間

の行動というのは脳力開発からくるということ

なんです。

人間の脳というのは、外的刺激に対して反応

するんです。そして、この反応が戦略的選択を

しているわけなのです。つまり、ある刺激があ

った場合、脳は刺激を避けて逃げていくか、そ

れとも近づいていくか、二つに一つなんです。

ほかの行動を取ろうとしてもできないんです。

どうしても二つに一つの選択しかできないんで

す。

人間の脳の構造からして、古代の人間と現代

の人間に違いがあったかというと、それはほと

んど違わないんです。

古代人も現代人も、御飯を食べ、衣服を着、

家に住まう。人間生活の根本になっていること

は、今も昔も同じなんです。

特に、人間と人間の関係といいますか、人間

と人間の関わり合いから見ていけば、古代の人

達も現代の人達もほとんど差のない反応をみせ

たに違いないんです。ですから人と人の関係が

人生であり、そして仕事でもあるといえると思

います。

人間の行動は、科学や物理学みたいに実験で

きないんです。

ところが古代の人達は実験してくれているん

です。歴史上の人物達が人間の行動学を実際に

示してくれているんです。古代人も現代人も脳

の反応は同質なのですから、我々にとって古代

の人達が取った行動、活動というのは大いに参

考になるんじゃないかと思うんです。

２．DVD｢東西古今人間学｣の紹介

城野夫人のご努力により、城野先生のご講

演｢東西古今人間学｣が DVD として、発刊され

ました。

｢東西古今人間学｣のご講演１回約２時間、

６回分が DVD３巻に収められています。

城野先生が昭和６０年にご逝去されて、既

に３４年目を迎えており、懐かしいお姿と肉

声を聞きながら、直接学べることはありがた

い限りであります。

何分古い画像ですので１部画像の乱れはあ

りますが、城野夫人のご好意により、特別価

格３５００円(税･送料込み)で販売しており

ます。なお。今回、鑑賞会への参加者で購入

希望者には、２０００円(５セット限定)でお

分けしました。

３．今回の DVD鑑賞会

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。

前半分の要旨

（１）足を使い、頭を使い、人間と人間との

関係を作ること大切である。仕事をする

には協力する仲間を作る必要がある。

相手の人間がどのようなものか見て取る。

自分という人間がどのようなものか見て

取る。人間を見て取るのが人間学である。

（２）東西古今人間学では、日本、中国、ヨ

ーロッパの傑出した人物につき、その動

きを研究し、どうしたらうまくいき、ど

うしたらうまくいかないのかを探し出す。

（３）普遍性の基礎の上に、違い（特殊性）

を見ていく。人間は基本的にはどこでも

いつでも同じ（普遍性）であり、環境が

異なる（特殊性）。どのように手と口を

動かしているか、記録から判定する。

（４）天下を統一する戦争においても、日本

と中国･ヨーロッパとは戦略は同じでも

戦術は異なる。
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漢の高祖・劉邦、秦の始皇帝は敵を全部

滅ぼす。

ヒットラーの場合も、対抗馬を殺す。

経済とは飯を食わせて、住居に住まわせ、

着物を着せることである。牧畜と農耕で

は異なる。

（５）牧畜には水が不可欠であるが、水を確

保するのに、共同よりも自分を守ること

が優先される。ここに個人主義の考えが

でてくる。又、一方で、分散しているも

のを集めて仲間を作るために神が要るこ

とから宗教が必要となる。

（６）農耕の場合には、協力してやっていく

ことが要求される。日本では、高天原の

時代には灌漑水道が作られたといわれる。

米を作るには水路が必要であり、田植え

を短期間に行うにも共同が前提となる。

更に台風の季節に行う収穫作業も共同が

必要である。このような社会では、宗教

よりも、村八分が一番怖い。

（７）人間の普遍性と特殊性について、日本、

中国、ヨーロッパにおける、みなが知っ

ている有名な人を取り上げ、その人たち

の行動に関する事実を集めてみて、これ

までみなが抱いてきたイメージと比べ、

本当はどうなのかを確かめてみよう。

（８）たとえば、石田三成について、皆さん

のイメージはどうだろうか。やり手だが

人望がなかったとのことだが、本当はど

うなんだ。

関が原の戦いで敗れたとはいえ、西軍の

指揮官として、大大名を傘下に集めてい

る。人気があって、信頼があったという

ことではないか。

石田三成は朝鮮戦争で指揮を取っている。

この戦争で２０万の軍隊を船舶輸送で送

った上に全部収容した。このようなこと

は古今未曾有のことといえる。

５．参加者による意見交換会

今回の参加者は１１名でしたが、このうち

発足当時からの参加者は古川兄弟、石田氏、

榊原氏の４名で、堤氏と松本氏は１年ほど前

からご参加いただき最近ご講演もいただきま

した。利島氏と大畑氏は最近ご参加いただき、

今回初めてご参加いただいたのが鎌田氏、新

開氏、中川氏の３名でした。

DVD 鑑賞後にお互いに自己紹介を兼ねて、

「脳力開発」や「情勢判断学」への想いを語

っていただきました。

松本氏をはじめ、最近参加された若い方々

の多くは自立して事業を営まれており、チャ

レンジ精神があり、城野先生の戦略・戦術論

を事業運営に役立たせようと参加されていま

す。
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例会予定

2019 年

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

６月１３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

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)


