
1

                         2019 年 12 月 1 日 第 432 号

情勢判断学会 東京本部

会員向けニューズレター

発行人 古川 彰久

事務局 〒252-0321 神奈川県

相模原市南区相模台１－２３－９

Ｔel.＆Fax.
０４２－７４８－８２４０

http://www.jouhan.com

E-mail:info@iki2life.com

１２月例会ご案内
日時  ： １２月１２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１０回目

司会  ： 松本 友

DVD｢東西古今人間学｣第３巻第５回後半要旨

ナポレオンにみる人間学後半

１．ナポレオンの成功

（1）他人の協力を得るには

  言うことを聞かそうと思っても人は従わ

ない。しかし自分にも利益があるとなれば相

手も協力する。そこが発展するかしないかの

違いとなる。

（2）ナポレオンの連戦連勝と欧州制圧

ナポレオンが連戦連勝できた社会体制を見て

みよう。

当時の欧州各国は、王制をしいており、各国

の軍隊は王様の雇い兵であった。

雇い兵の場合には、逃げられないように前線

に並べて、後ろから監視するような体制にな

る。兵隊の死傷率が高くなり、動きが遅くな

る。

これに対し、フランスの革命政府の軍隊の編

成は、志願兵による国民軍となった。戦略目

標を持った志願兵では散兵＝散らばって寝打

ちが出来る。

ナポレオンは、このような社会革命の恩恵を

受けた国民政府軍を利用し、自らの大砲の知

識を活用し、砲兵を前面に持っていき、まず

大砲で敵の前線の歩兵をつぶし、騎馬連隊を

活用して、連戦連勝し、全欧州の制圧に成功

した。

戦略目標を持った軍隊の例は他にはアメリカ

の独立戦争がある。

３．ナポレオンの失敗

（1）ナポレオンには戦略が無かった  

ナポレオンが自ら皇帝になり、新しい貴族を

作ったということは、国民政府軍の士気に依

存しながら、ナポレオン自身には戦略が無か

ったといえる。

（2）無謀なロシア侵入

これまでの欧州制圧においては、それぞれの

国の王様の軍隊を打ち破れば、勝利できた。

しかし征服された国民は腹を立てる。

ナポレオンの戦争の過程でフランスでは兵隊

の数が少なくなる。

ロシアには各国から兵隊を集め、連合軍５０

万人で攻め込んだが、烏合の衆とも言える。

これまでのナポレオンの考えでは、ロシア皇

帝をやっつければ良いとなるが、ロシアの皇

帝はとっとと逃げて戦争をしない。

モスクワの手前まで行ってしまい、ボロジノ

でロシア軍が迎え撃った。

両軍とも大きな損害を被ったが、連合軍はモ

スクワに入った。ところが、町を焼かれて、

冬の支度をしていない連合軍はどうにもなら

ない。逃げるとなると追いかけてくる。５０

万いた連合軍は、国の境では２万になった。

こっちの意見を押し付けていたのでは思うよ

うにならない。

（3）降参して、コルシカ島へ

ナポレオンは一旦体制を整えるが、ウオータ

ールーの戦いで敗れて没落した。

個人的な征服欲で、自分のことしか考えられ

なくなった。そうなると相手は言うことを聞

かない。結局大負けして退位せざるを得なく

なった。

５．ナポレオンから教訓を学ぶ

戦略は自分一人だけ持っていても駄目。部下

の一人一人が全部その身に呈した時に力にな

る。

企業においても、経営者の戦略が、社員の中

に生きていなければ戦略とはいえない。自分

がこれまでに無い条件を利用できた場合に、

うまく乗っかると急速に変化できる。日本の

戦後の復興において、欧米のように財閥が金

を出したのではなく、日本は国民の一人一人

の預金と税金を活用して、波に乗った。この

間、英雄は一人も出ていない。英雄は戦略を

持った国民だといえる。

日本の社会では英雄は出てこない。皆で仲良

くやってどんどん発展させるほうが良い。
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１０月例会報告

日時  ： １０月１０日  木曜日

      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８回目

司会  ： 榊原 高明

DVD「東西古今人間学」第２巻第 4 回後半

要旨

１．ＤＶＤの概略

前回、魏軍と戦う戦術は周瑜と孔明の間で、

「火攻め」と決し、その戦術の具体的詳細を

検討した。以下にその大略を示す。

(1) 敵に有能な海軍指揮官がいては困る

これを除く。

(2）火攻めの効果を上げるために船を繋げさ

せる。

(3）敵に阻止されずに敵の船に火をつける。

(4）敵の船の方へ炎が向かうよう、東南の風

が吹く時期を予測する／吹かせる

（1）について

司令官は蔡瑁と張允で、荊州の劉表の下に

いて、海軍には詳しい。これを除かねばなら

ない。

この時、周瑜の同窓生で、曹操の幕僚であ

る蒋幹が周瑜を訪ねてきた。周瑜は巧妙に蔡

瑁・張允から来たと思わせるニセの手紙を掴

ませ、二人を殺させてしまう。

（2）について

敵の船に火を付けても、バーと散らばった

ら効果がない。一気に全部を燃やしてしまわ

ねばならない。それには船を全部繋げさせね

ばいけない。

そこに再び蒋幹が周瑜を訪ねてくる。周瑜

は前回、ニセ手紙を盗んだことを理由に蒋幹

を山奥の一軒家に軟禁し、龐統に出会うよう

に仕組む。

龐統と会った蒋幹は、是非とも曹操に合う

よう手引する。龐統に合った曹操は彼の能力

に感心して、船酔い者が多数出て困っていた

水軍について相談、彼の意見を受け入れ、船

が揺れないよう全ての船を鎖で繋げさせてし

まった。

（3） について

こちらの船が敵に阻止されずに、相手方の

船に火を付けねばならない。それには相手方

がこちらの船を歓迎するようにすればよい。

ここで反間・苦肉の謀りを用い、周瑜の部

下の黄蓋を苦肉の刑にし、曹操へ黄蓋が糧秣

輸送船で曹操側へ降参に向かうことを受け入

れさせた。

（4） について

赤壁では西北の風が常に吹いているため、

火を付けると逆風でこちらが焼けてしまう。

孔明は気候学にも通じていたと思われ、東

南の風が吹くのを予測していたらしい。

東南の風が吹き始めるや全軍攻撃開始。

糧秣輸送船に見せかけた船が近づいてきた

時、曹操軍の方もこの船の喫水が浅く、船足

が速いことに気づき止めようとしたが、時す

でに遅く、燃えやすいものを大量に積み、釘

を打った舳先（へさき）が船に突き刺さり、

これをどけることが出来ず一つに繋げられた

曹操軍の船は焼け、陸側からも火を放たれ全

軍が大混乱に陥って、結局 100 万の大軍隊が

壊滅した。

２．司会者として、今回の講演内容で重要

と思うポイント

（1） 人間と人間の関係、人物測定/心理測

定

戦術を成功に導くためには人間と人間の関

係が非常に重要である。また、その人間の人

物を測定し、相手方の心理を読み切ることも

また重要である。

赤壁の戦いでは、２０万の軍で１００万の

敵を破る戦略を立てた。これを実現するため

以下の戦術を立てる。

① 相手の海軍指揮官を排除

同窓の蒋幹が周瑜を来訪。蒋幹はスキを

見て重要書類を盗見して、ニセ手紙を掴

むだろう(心理測定)
*周瑜は１００万の相手に勝つ戦略を持っ

ていた。であるから蒋幹の来訪をチャン

スと捉えることが出来た。戦略を持たず、

ただチャンスが来ないかと思っている者

にはチャンスが来ても、逆にそれが見え

ない。

②火攻めの効果を挙げるため、相手の船を繋

げさせる。

  曹操が自ら船をつなぐ必要があると納得

させねばならない。これが出来る者は曹

操が感服するだけの人物を当らせなばな

らない(人間関係、人物評価：心理)
  この役が出来る者として龐統を当らせ、
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蒋幹が出会うように仕組む。蒋幹がイン

テリであるゆえに(心理)龐統の才能に感心

して、曹操の元に連れて行こうとするだ

ろう。

  また、曹操もインテリであり、龐統がス

ゴイ人物と評価し、龐統の助言を受け入

れるだろう(人物評価、心理)
  龐統も曹操が多くの兵が船酔いで困って

いる心中を見抜いていた。

  曹操は自ら舟を鎖で繋いでしまう。

③ どうやって相手に阻止されずに、相手の

船に接近し火を付けるか。

相手がこちらの船を歓迎して、迎え入れ

るようにすればよい。

反間苦肉の謀りを立て、黄蓋に苦肉の刑

を処し、参謀の闤沢を曹操に合わせ、曹

操の反論を読んでいた闤沢は曹操に黄蓋

が糧秣輸送船を奪い、降参して来ること

を受け入れさせた。(闞沢という人物の評

価と曹操の心理)
燃えやすい材料を積んだ船の攻撃を受け

船は焼かれ、曹操軍は壊滅。

④ 華容道で曹操逃げおおす

孔明は関羽が曹操を逃がすだろうと読ん

でいた。関羽は義理固い男(心理)
孔明の仕掛け通り曹操は山の上の道へや

ってきた。待ち構えていた関羽が打ち取

ろうとするが、ニコニコしながら曹操が

「やー、関羽さん、おひさぶり、じゃー」

と言って通り抜け、従う兵たちも戦う気

力なく、そのまま通らせてしまった。曹

操が関羽の心理を読んで唖然とさせてい

るうちに逃げおおせた。

一見不可能と思えることも、人間関係をしっ

かり構築して、人物測定、心理測定が行えれ

ば、不可能と見えることも可能とすることが

出来る。人間の配置をうまくやることも重要。

この人間だったら相手とどれだけの影響をど

んなふうに持つことが出来るか、その局面を

どんなふうな塩梅で、どんなふうに処理して

いくだろう、と予測のできる人間でないと人

は使えない。会社でも同じことで、この商売

をやるにはこの人を、あの会社にやって交渉

させ、どんな交渉をして、どこまで成功させ

てくるかの予測を持っていないと人は使えな

い。これが出来ない人は指揮官になれない。

資格がない。

三国志なら、周瑜はこの男ならやれると予

測して龐統に蒋幹と会う準備をさせていた。

そしてマンマと蒋幹は引っかかった。

２．戦略は大胆に、戦術は細心に

例えば、社員３０人の会社が業績を３倍に

しようと決める。社長がソレ行け―、やるぞ、

と言ってもその通りにならず失敗する。社員

３０人が細かく３倍になるような仕事を一人

一人が積み重ねていかねば３倍にはならない。

戦略は達成できない。戦術は小さな仕事を細

心に一つ一つ積み上げていかねば、ならない。

この積み上げていく継続性がなければ、成功

しないということである。継続と言っても、

同じことをただ継続しているのではなく、条

件は常に変化する。この条件を満たすと、次

の条件を満たさなければならない条件が出て

くる。そういうことに対して、執拗に、しつ

こくとりついて、一つ一つ上がっていくだけ

の執拗性がないと戦術は出来ない。

３．三国志の利用の仕方

この内容を実際の自分の活動や仕事に当て

はめてみると思い出しやすい。

たとえば自分が事業をやるとき、戦術問題

が出てきたら、三国志の赤壁の戦いを思い出

して、戦術を実行して、次々に矛盾が出てく

るのを一つ一つ解決していく。そうやって、

はじめてうまくいく。

４．参加者の意見

・今回のＤＶＤでも勇気をもらった。  

これを見て何でもできそうに思えてくる。

・これは戦国時代で、どう勝つかがテーマ。

これをどう自分の生活に結び付けるか。

・中国の謀略の世界がよく分かる。

・情勢判断にはロジカルなプロセスが

ある。

一人の力で戦略ができるものではない。
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例会予定

2020 年

１月９日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 城野先生のＤＶＤ「東西古今

人間学」の鑑賞会 第１１回目

場所  ： 港区商工会館

担当  ： 未定

２月１３日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 城野先生のＤＶＤ「東西古今

人間学」の鑑賞会 第１２回目

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

賞会は今回で１０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)


