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５月例会ご案内

日時  ： ５月９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４回目

司会  ： 石田 金次郎

DVD｢東西古今人間学｣第１巻第２回後半要旨

１．信長亡き後、天下統一した秀吉も科学的

計算性と戦略を持っていた。

  賤ケ岳の合戦や山崎の合戦で見せた時間

差作戦、更には小牧長久手の戦いでの家

康への対応に示されている。

２．小牧長久手の戦いでは、秀吉は天下統一

の少し前で、兵力10万人に対し、家康は

3 万人。損害を出さずに家康を降参させ

るのに、家康の分析をする。

  家康は誇り高い男なので、力ずくでは問

題があり、相手の体面を立てる。

  形の上では相手に勝たせて、その間に廻

りを攻め、家康が後援していた織田信雄

を降参させ、家康を孤立させる。

  その上で秀吉の方から仲良くしようと持

ちかける。秀吉の妹、朝日姫を家康に嫁

がせ、その後母親を人質として出す。

  家康としても、負けて降参することは受

け入れ難いが、勝って講和ならば面目も

立ち、受け入れる。

  秀吉は家康を京都に上洛させ、事前に家

康に頼み、諸大名の面前で、臣下の礼を

取らせたといわれている。

３．このように相手とうまくやっていこうと

するならば、相手を見極め、確定的事実

をつかみ、人間を研究することが大切で

あり、人間関係の中でどのような対応を

するのか、理解を深める必要がある。

４．秀吉は融通無碍で、理屈や権威に頼らな

い。

  北条攻めにおいても、20万の大軍を持

って、小田原勢 7～8万を囲み、食料を

断ち、1年位殆ど戦がない。

  北条勢は、会議ばかりやっていて何も決

まらないので、小田原評定といわれた。

  秀吉は大軍を倦ませないために、町を作

らせ、音曲を持って楽しませた。

  日本では城には城壁があるが、町には城

壁がない。中国、中近東、インド等では

町に城壁がある。大陸では民族あるいは

宗教戦争であり、遊牧民にとっては家畜

が財産であり、民は穀潰しであり、他の

民は殺すのが当たり前である。日本では

民は財産であり、殺すことはしない。日

本での戦争はスポーツ大会のようなもの

とも言える。

  海外の武将で、漢の皇祖、劉邦は融通無

碍なところがあり、韓信の協力を得るた

めに意に沿わないことも受け入れている。

  一方、ナポレオン洒脱性がない。ロシア

まで侵入したが、当時の一般的な軍隊は

雇い兵であり常に上官の監視下にあった

が、フランス軍はフランス革命後の国民

軍であり、士気が高かったことによりロ

シアまで侵入できたが、ナポレオン自身

の融通性と頭の切れの無さにより敗退し

たといえる。

  秀吉の場合、天下統一のために家康を見

方にしたが、死に際して、秀頼を天下人

にするように 5 奉行に誓約書を書かせた

ことが、結果として秀頼を死なせたとも

いえる。

  この点では、劉備が劉禅が皇帝の器で無

いとし、孔明に後事を託すが、かえって

孔明は劉禅を立て、劉備の恩に報いた。

５．眉間にしわを寄せて、人と付き合わず、

いやな思いをしながら、惨めな人生を生

きるのもよし。

  誰とも仲良く、仕事も家庭環境も協力し

てニコニコしながら生きるのもよし。

  どちらを選ぶか決めるのはあなたです。
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３月例会報告

日時  ： ３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 第２回目

司会  ： 古川 元晴

（ビデオの概要）

今回のビデオは、城野先生が、自らの「戦

略・戦術」論に基づいて、信長の今川義元との

「桶狭間の戦い」を事例に、信長の「戦い方」

を具体的に分かりやすく解き明かしたもので

す。その概要は、「３月例会ご案内」に記した

とおりですので、それを参照しつつ、この例会

報告をお読みください。

参考までに、『東西古今人間学』の著書にお

ける構成は次のとおりで、読者に何をどのよう

に伝えたいのかが明快に計算されていること

が、よく分かります。

  第１章 桶狭間の合戦の信長に学ぶ

    （一）信長の戦略決定

          信長という人物 見ると聞くでは大違い

信長の客観条件 戦略決定 二方面作戦

一級・二級・三級の人物 行動判断は材料

集めから

    （二）信長の戦術決定

          清洲の城 敵を知り、己を知る 地形・

気象を考える 指揮官の性格を見る 軍隊

の性格を見る 戦略重点を知る 信長の実

像

第２章   信長に学ぶ科学的計算性

    （一）戦いに挑む信長の姿勢

          科学的計算性 内部崩壊で滅ぼす 人材

養成のうまい信長 人材を養成する条件

武田信玄を見抜く 信玄と家康の戦 時機

を待つ 循環法

    （二）もう一人の信長

          三千挺の鉄砲 信長の温情 ねねから信

長への手紙

第１ 参加者のビデオを観ての感想

＊ビデオという映像の効用

  ・城野先生の本を沢山読んで感銘を受けてい

るが、先生の凄さがこのビデオで実感できる。

このビデオを繰り返し幾度も観る方が、沢山の

文献を読むよりはるかによく分かると思った。

・日本中の経営者に、このビデオを観て欲し

い。難しいことを言わなくても、このビデオを

観れば城野先生の戦略・戦術の考え方がよく分

かる。

＊戦略と戦術の違い

・戦略と戦術の違いを、極めて明確に説明し

てくれている。これほど分かりやすい説明はな

い。会社の会議などでよく「目的」ということ

が議論されるが、これを「戦略」ととらえれ

ば、両立しない２つのうちの一つを選ぶという

こであることがよく分かる。そのような違いを

理解しながら「目的」を議論しているだろう

か。

・「戦略」については、やると決めたらトコ

トンやることが肝要だし、「戦術」について

は、「細心の科学的計算」の重要性がよく分か

った。

＊大胆な戦略

ビデオの中で、城野先生は、石田三成の人物

像を再評価する必要があるとして、秀吉の朝鮮

出兵時に石田三成が率いた兵が２０万人だった

といっているが、先生本人が率いた兵がそれを

上回る５０万人ということで、改めて先生は凄

いと思った。ただ、今川の兵２万５０００人に

対し、信長の兵は３０００人ということで、こ

れだけの兵力の差があるときに、自分は本当に

信長のような大胆な戦略をとれるだろうかと思

った。企業における戦略というのは、そう簡単

ではないようにと思うので、よく学ぶ必要があ

る。

＊「人間学」

城野先生の「人間学」は、先生が、自らの中

国での戦争体験の中から生まれた人生観、価値

観に基づいて造り上げてきたものである。もっ

とも、現在は「戦い」の時代ではなく、共存共

栄を目指すべき時代になっている。

第２ 参加者間で議論した論点

＊「人間性」について

  社会生活の中では、理屈ではないその人の人

間性、資質、才能等が問われている。また、人

が何かを成し遂げようとすれば、人間関係をど

うするは避けて通れない要素である。組織にお

いては多彩な人材をどう評価し活かすかが最大

の課題となる。

＊日常生活における「戦略・戦術」について

・我々は、城野先生の「戦略・戦術」を日常

生活にどう活かしているか。

  ・難しく考えずに、日常生活の中で戦略・戦

術を実践し、問題を解決する力を高めていくこ

とが肝要ではないか。

＊今の日本

・「技術立国」として、製造業において一時
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は世界を席巻したはずの日本だが、今なぜ世界

から遅れ出しているのか。

  ・組織におけるトップの資質が問われてる時

代になっているが、なぜ日本では人材が育たな

いのか。

＊「経済成長」について

・「経済成長」は必ず実現しなければならな

い課題か。今、「経済成長」は、どれだけ人を

幸せにできているのか。

・何が人を幸せにするのかについて、根本的

に見直してみる必要があるように思われる。

第３ まとめ・・司会者としての雑感

１ 城野先生の「戦略・戦術」論と脳科学との

関係

  ・城野先生の「戦略・戦術」論は、ご承知

のとおり、「脳の働き」という観点から、人間

の普遍的な行動原理として提唱されたもので

す。

  ・人が行動しているときに、脳の中で脳科

学的にどのようなことが起きているのはよく分

からなくても、人のいろいろな行動を具体的に

観察すれば、その人の脳がどのように働いてい

るかは理解できるということです。

  ・また、そのことは、脳科学が進歩すれば

するほど科学的に裏付けられて来るであろうと

いう趣旨のことを、城野先生は生前に言ってい

ました。そして、現在の脳科学の進展状況につ

いては、昨年１０月の例会報告において、「脳

力開発と脳科学との関係」という観点から、脳

科学者池谷祐二著『脳には妙なクセがある』に

基づいて、私なりに論じたとおりです。

２ 天下統一のような「大戦略」はどこから生

まれるか

＊「戦略」と口で言うのは簡単ですが、信長

の天下統一のような「大戦略」は、どこから生

まれるのかです。

    ・城野先生は、『東西古今人間学』中の「戦

略決定」（３１頁）において、「戦略決定とい

うのは意志決定ですから、戦術的に成り立つか

成り立たないかの前の決定なんです。」「勝つ

戦いができるかどうかというのは戦術の問題

で、戦術から戦略を考えてはいけないんで

す。」「戦術で戦略を決めてはいけません。も

しそうしたらなら必ず失敗します。戦略を決め

たら戦術はいくらでも出てきます。」と述べて

います。

  ・一方、「戦略のない戦術は無意味、戦術

のない戦略は空論」ということで、ビデオの中

で、戦術における科学的計算性の重要性を繰り

返し強調し、信長の優れた科学的計算力を評価

しています。

・要するに、新しい「戦略」を立てること

によって新しい戦術が生まれるということが出

発点になるとしても、科学的計算力が伴わない

と空論に終わるということで、戦略に沿って科

学的計算力を高める地道な努力が求められると

いうことです。したがって、結局は、その人の

人間性や資質、才能といった「人間の器」の問

題に帰着することになりますので、自らの「人

間の器」を高めるように、日々の日常生活の中

で努力して戦略・戦術の実績を積んでいく（実

力をつける）ことによって、その先にその人な

りの「大戦略」が生まれてくるということのよ

うです。

、

３ 戦国時代と現代とを比べる

＊戦国時代

  戦国時代というのはどういう時代だったの

かですが、このビデオで見たとおり、各大名

が、戦略・戦術を駆使して、領土の拡大あるい

は防衛のために、激しい戦いを繰り広げ、その

中から「天下統一」の戦略をもった信長、秀

吉、家康によって、天下統一が実現された時代

ということです。なお、戦国大名にとって、当

時の最大の戦略である「天下統一」というの

は、日本国内だけの統一であり、かつ、武力支

配による統一でした。

＊現代

  これに対し、現代はグローバル化の時代で

あって、世界全体を視野に入れなければならな

いし、武力支配で他国を支配できる時代でもな

くなっています。すると、現代の最大の戦略

は、「全世界で通用する実力を有する人・企

業・国等」ということになるようです。ある業

界分野（通信・情報等）においては、圧倒的な

実力で「世界統一（制覇）」を実現する動きが

加速していて、その弊害も指摘されてはいます

が、武力による支配とは本質的に異なることは

事実でしょう。

＊共通点

  このように時代は常に変化していますが、

「戦略・戦術」の考え方そのものは、人間の脳

の働き（脳の法則）に基づく普遍的なものです

から、変わるわけがありません。

  難しい困難な時代になっているということ

で、できない理由はいくらでも見つかります。

だからこそ、困難を乗り越えて楽しく生きるた

めには、ますます「戦略・戦術」を駆使して、

現状を変革していくことが求められているとい

うことでしょう。

４ 最後に・・自分の挑戦

以上を踏まえて、まずは自らの日常生活を楽

しくするために、大胆に発想を転換して新しい

戦略を立て、かつ、それに沿った戦術を科学的

計算性を駆使して組み立てて着実に実践するこ

とに挑戦したいと思います。
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例会予定

2019 年

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

７月１１

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)


