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６月例会ご案内

日時  ： ６月１３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５回目

司会  ：松本 友
DVD｢東西古今人間学｣第２巻第３回前半要旨

１．これまで、織田信長を取り上げ、桶狭間の合

戦、長篠の合戦をみてきたが、決心と戦略目

標は必要であり、更にやり遂げるための戦術

面で詳しい計算が出来なければ駄目。１年目、

２年目と計算をしていく。又その計画を実現

していく行動を取る。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。信長軍３千人で、２万９

千人を相手にして、相手をやっつけてこっち

は損害が無い、このような戦は他の武将では

やりきれない。

２．武田信玄、上杉謙信は、世に名将といわれて

いるがどうだろうか。

  川中島合戦現地学習ツアーを東京情勢判断学

会が開催し、現地の見学を実施した。

  武田信玄がキツツキ作戦を実施したという海

津城は小さな城で保塁のようなもので、２万

人なんてとても入らない。

  上杉謙信が１２千人を引き連れて立てこもっ

たという妻女山は、１千人そこそこしか入れ

ない。海津城のすぐ目の前、４ｋｍ位のとこ

ろで、山の麓に陣を張っていた。そこで睨み

合っていたと言う事であろう。持久戦と対峙

状態とは違う。

  確定的事実を掴まむことが肝要です。人の伝

えた話をそのまま信用してそうなんだろうと

いうのは間違いで、新聞や、あの人が言った

ということは、そのまま信ぜずに自ら確認す

ることが大切です。

  この武田と上杉の合戦で、７千人が死んでい

る。このような消耗戦をやっていたのでは、

拡大発展は出来ないし、天下国家を狙うこと

は出来ない。

３．信長の科学的計算性。

  人間を育て、兵力を増強できた。

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。拡

大発展の戦略により、才能のある人を抜擢し、

縦横に腕を振らせた。

４．信長、秀吉は発展の戦略を持っていた。

  占領地の民度を上げ活用する。組織動員の仕

組みを作る。商業を活発にし、生産を活発に

する。現状維持をすればよいという者と、発

展の戦略を持つ者との違い。

  上杉は騎馬隊を率い各地に攻め込んでいるが

占領地帯の確保活動が出来ていない。

上杉、武田共に強い相手とまともに戦ってい

ない。それが江戸時代に講談で名将として取

り上げられた。

  事跡でみると、とても名将とはいえない。

５．秀吉は最下層からでてきたので人情の機微を

心得ており、その言動に人柄が出る。

  京都のお寺でのマツタケ狩りに招かれて、飛

び廻って喜ぶことによって、相手の好意に素

直に応える。

  宇喜多秀家の家来、侍大将、花房助兵衛の秀

吉批判への対応、打ち首から切腹、更には加

増への変更、こだわらない人柄がでている。  

６．秀吉の作戦面での科学的計算性として、賤ケ

岳や山崎の合戦で見られる時間差攻撃が挙げ

られる。消耗戦をやらず、兵力を温存する。

こちらが損害なしで、相手を囲んでやっつけ

る。小田原城では大軍で囲んで、内部分裂を

誘う。高松城では水攻め。鳥取城では飢え殺

しといわれ、事前の対策として米価を吊り上

げ備蓄米を買い集めた。三木城も１年以上囲

み別所長治を自害させた。

  賤ケ岳の合戦では、柴田勝家が越前から３万

の軍勢を率いて侵攻し、家臣の佐久間盛政が

内１万５千を率いて、大岩山砦の中川清秀を

打ち破り、占拠する。

  これを聞いた秀吉は、大垣から 50ｋｍを５

時間で走破し、その日のうちに全軍を展開し、

佐久間を破り、柴田勝家は北ノ庄へ撤退した。

  山崎の合戦についても、明智は秀吉との合戦

は１０日位先だろうと考えていたのが、秀吉

の方が先に着き、高山、細川、中川等を組み

込んだ。毛利との講和についても主導性を失

わずに迅速に締結した。

  秀吉は時間の貴重さを知り、活用したといえ

る。時間は命に直接関わり、時間を守る人は

約束を守る。
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４月例会報告

日時  ： ４月１１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３回目

司会  ： 榊原 高明

今回は第 1 巻第 2 回前半を鑑賞し討論した。

１．仕事とは

仕事とは人とどのような関係をどのように

作るかである。「買う」と言う人ばかりに

売るのは納品であり、この人たちばかり相

手にしていては商売は拡大しない。「買わ

ん」という相手を満足させ、「買う」と相

手を変えることを営業したという。

「買わん」と言う相手に買ってもらうよう

にして初めて商売を拡大できる。

２．沖縄の発展

沖縄には何もないから発展が難しいと思っ

ているようだが、同様に何もなかった本土

はここまで繁栄している。どうしたら繁栄

できるかを考え、手を使った。沖縄も同じ

ようにやれば繁栄できる。

３．織田信長を取り上げた

自分が利用できる実験材料はどこにでも転

がっているが、お互いに理解し合うには皆

が知っている人を取り上げた方がよい。

織田信長を題材にしたのは、戦国武将であ

り、どのような行動をしたかの記録が残っ

ており、その中から事実をつかみやすいか

らである。

４．鉄砲伝来

日本の鉄砲の歴史は、天文１６年（１５４

８年）種子島に 1丁が伝わると、その年の

内に 16 丁が作られ、10 年もしない内に日

本全国に広がった。

信長はこの鉄砲を堺から自分の領土である

関へ鉄砲造りの技術を移した。関は鉄砲造

りの名所となった。

鉄砲製造の技術の普及が速かった。

例えばエレクトロニクスの技術を素早く自

分のものにしてトラジスタラジオを造った

りする。日本とはそういう国なのだ。

５．織田信長の行動

すでに桶狭間の奇襲作戦の成功からは信長

には科学的計算性があったことが見て取れ

る。

信長について残っている記録から、信長は

天下統一の戦略を持っていたことがわか

る。

（1） 経済力構築

  天下を統一するには大きな軍隊が要る。

  それには大変な資金が必要。この資金を作

るために信長は領内の経済を発展させた。

楽市楽座のような商人が集まってくる仕組

みを整備して大いに経済を栄えさせ、この

商いから税金を取って大きな軍隊や鉄砲を

作る資金を調達していった。信長の軍は

10数万人規模と言われている。

  信長の占領地は栄えるといわれていた。

（2） 抜擢人事、登用

  信長には上杉や武田のように親から引き継

いだ家臣たちがいなかった。これが反って

自分の回りにいた優秀、有能な人間たちを

身分、地位に関係なく取り立てられた。こ

の人材が後に、信長の天下統一の行動に大

いに貢献することになる。

（3） 信長の戦の根本思考

  兵をムダに消耗させない。天下を統一する

には大きな軍隊が必要。兵に損害が出る

と、それを補充し、訓練する時間が要る。

その分天下統一が遅れることになる。

  それまでの戦は一対一のチャンチャンバラ

バラで切り合う戦い方であり、双方に同数

近い損害が出るものであった。

  このために信長は兵を消耗しない戦い方、

つまり、これが鉄砲を使用した戦法であ

る。

（4） 信長の着眼、先見性、革新性

  信長以前の鉄砲への評価は低く、戦ではあ

まり役立たないと思われていた。

  鉄砲は一発撃つと次に撃つために、弾を込

め、火薬を装填せねばならず、これに 10
数秒を要した。

  例えばナポレオンの戦い方は敵が一発撃っ

たら騎兵が突入して切り込み、敵の歩兵を

蹴散らすのが彼の勝ち方だった。しかし、

この戦法は機関銃の登場で通用しなくなっ

た。
  
注：年表

・織田信長

  生年：天文 3年（1534年 6月 23日）

  没年：天正 10年（1582年 6月 21日）

・種子島への鉄砲伝来：天文 16年（1548年）

・ガトリングガンの発明：1861年
  発明者：米国人 R.J.ガドリング

  複数の銃身を外部動力で回転させながら、

  給弾、装填、発射、排莢のサイクルを繰り

返し、連続的に発射。南北戦争（ 1866
年）に投入された。

・機関銃

  実用的機関銃は 1871 年にガス圧を利用し

たオチキス銃から。
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（5） 設楽原の戦い（長篠の合戦）

  信長はこの戦の出発前に戦う場所と戦い方

を決定していた。設楽原は、大軍を展開で

き、信長の戦い方に有利であった。一方こ

れは勝頼にとっても都合がよく、喜んだは

ず。

  信長は兵一人づつに縄と杭を持たせ、戦場

で杭同士を縄でつなぎ、これを長く並べ、

堀を掘った。

  武田の騎馬隊は突進するも、棚に阻まれ止

まったところを撃たれた。落馬したり、馬

から下りた将兵はまるで銃殺隊に撃たれる

ように討ち死にし、多くの名称も倒れた。

信長側は 3000 兆の鉄砲を 3 列（段）に並

べ間断なく銃弾を発射したことで武田側は

ほとんど全滅という世界戦史でも傑出した

戦果を残した。

（6） 機関銃の原理を先取り

  3000 丁という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

後である。

  また、鉄砲を 3段に並べ、人間を使って連

続的銃弾を発射するという西部劇にも登場

するガドリングガンや機関銃と同じ原理を

300～400 年も前に信長は考えていたこと

になる。

  ヨーロッパではこれらの銃が第一字世界大

戦で投入され、それまでの戦い方が一変し

た。

６．科学的計算性が重要

信長の桶狭間や長篠の合戦での戦は、どう

すればどうなるか徹底的に考え抜いた作戦

で、いわば科学的計算性で成り立ってい

る。

信長は自軍を大切にした。できるだけ味方

に死者を出さない戦い方を考えた。

ナポレオンの戦い方が双方に多数の死者が

出るのとは、対照的である。

このような考え方を仕事に使ってみたらど

うか。このためには戦略を持つこと。戦略

を持つと行動が変わる。

仮に業績を５倍にしようと戦略を立てれ

ば、それを実現するための情報が入ってく

る。それを科学的計算性に基づいて検討を

重ねる。

信長の戦略、天下取り→沢山の軍隊を持つ

→兵を死なせない戦い方→相手だけ死なせ

る戦い方を考えた。

これと同じことをすれば、会社も大きく成

長できるはずである。

７．運は条件

条件は常に変化するもの。

運は自分でつくるもの。そのためには戦略

を持たねばならない。持てばそのための策

が出てくる。そして科学的計算性で思考す

ることである。

運という条件を如何に使うかが重要であ

る。

８．参加者の意見

・信長はなぜ３０００丁という大量の鉄砲

を造り持っていたのか。

離れていても人を倒せる強力な武器と見抜

けたからではないか。

・鉄砲の使い方のイメージが出来ていたの

だろう。

・優れた人間が新しく目の前に出たものを

どう使うかを思いつく。例えば AI を知っ

てはいても、優れていないと有効な使い方

を思いつけない。

・薩摩や聴衆も幕府に勝つには近代的な兵

器が決め手と見抜いていたのだろう。

・信長は鉄砲の欠点をどうすれば克服でき

るのか、長篠の合戦までいろいろ試行錯誤

したのだろう。

・スーパーマーケットの進出し始めを想像

すれば、ローカルスーパーはどう対抗する

か大きな問題、なかなかローカルは勝てな

い。

・自分の実家の酒屋を大手スーパーと提携

することで転換し成功した。

・城野さんの話は分かりやすく、説得力が

ある。

                 以上
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例会予定

2019 年

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

８月は夏休みで休会とします。

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

賞会は今回で 5 回目となりました。城野先生

が主張される戦略・戦術論の内容がよく理解

できると大変好評です。

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)


