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９月例会ご案内
日時  ： ９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７回目

司会  ： 古川 元晴

DVD｢東西古今人間学｣第２巻第４回前半要旨

赤壁の戦いにみる人間学

１．戦略は大胆に決める。

北から曹操軍１００万が攻めてくる。これ

に対して南は、劉備軍５万と孫権軍１０万か

ら１５万、両方合わせても１５万から２０万

程度。これではとても敵わないから降参しよ

うという意見が出てくる。一方、断固戦おう

という意見も出てくる。どっちを取りますか

ということになってくる。その時に戦術問題

のみに目をくれていると、１００万に対して、

１５万から２０万では敵わないから何か勝つ

方法が無いのか、方法が見つからないと決め

られないと言っていたら駄目なのです。

やるのはそこにいる人間ですから、これまで

の経験や知識に縛られているので、新しい方

法、戦術はやって見なければ分からない。

決心覚悟により、戦略を決定することにより、

戦略到達目標を設定できれば、新しい方法、

戦術はいくらでも出てくる。

孔明と孫権の会談において、曹操軍１００

万人に対して、当方２０万人であり、どうし

たらよいのかと孫権が尋ねてきたので、孔明

は降参したらばいかがですかと応えた。更に

孫権がそれなら劉備はなぜ降参しないのかと

たずねたのに対し、我が主君劉備は漢の皇室

の縁戚であり、天下の英雄ですから曹操ごと

きに膝を屈することは無いのだと答えた。こ

れに孫権は憤然として席を立ったとしている。

孔明からすれば、将たる孫権が明確にすべ

きは戦略であるのに、戦略を明確にせずに、

どうしたらよいのかと方法を求めてきたこと

による。その後、孔明は孫権の覚悟を引き出

し、協同して曹操軍に当たることとなる。

２．戦術は細心に。

戦略は大胆に決めるが、戦術は細心に、コ

ツコツと積み上げていくことが大切。状況把

握のために点検と確認をする。有利な点、不

利な点等具体的に自分の目で、確定的事実を

掴み、分析をする。曹操軍１００万といって

も、直轄軍は２０万程度で、残りの８０万は

北方で曹操軍の傘下に入った寄せ集めであり、

戦っても自分を守るのに精一杯で、１００万

といっても連帯心は無い。戦場は揚子江であ

るが、曹操軍は殆ど陸軍で、海戦の経験も無

い。一方呉軍は海軍部隊である。総司令官の

周瑜が陣配りをした。その会議で周瑜は孔明

に今何が１番大事かと尋ねた。これに対し、

孔明は石弓の矢を揃える事でしょうねと応え

る。そのようなやり取りの結果、孔明は周瑜

に対し、石弓の矢１０万本を３日以内に確保

する約束する。周瑜は孔明を亡き者にするチ

ャンスと考え、孔明が約束を守れない場合に

は、命を差し出すと約束させ、魯粛に見張ら

せる。孔明は３日目の夜に、各船には麦藁を

積み全面を幔幕で覆い、2～30 隻の船団で、

曹操軍の面前に押しかけ、銅鑼を叩き大声を

上げる。その日、夕方から揚子江の上を深い

霧が立ち込め、船の状態が曹操軍からははっ

きり見えず、狼狽した曹操軍はまだ海戦の準

備も出来ていないこともあり、石弓矢を打ち

込んできた。打ち込んで来た石弓矢を集める

と10数万本になったとのことである。3日目

の夜に河の上には靄が立ち込めることをどう

して分かったのかとの問いに、孔明は、天候、

気象が分かっていなければ将とはいえないと

のことである。

３．次の戦術として、周瑜と孔明の間で、火

攻めという相対的な方針が決まる。

次に一つずつ条件を作っていかねばならな

い。敵に有能な海軍指揮官がいては困る。す

ぐに対処されてしまう。調べてみると、荊州

の劉表の下にいた司令官、蔡瑁・張允で海軍

のことは詳しいとのことで、曹操軍の海軍提

督になっていた。これをどうしたら除けるか

なと考えているところに機会がやってくる。

方針を持っていると機会が掴める。
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７月例会報告

日時  ： ７月１１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６回目

司会  ： 古川 彰久

DVD｢東西古今人間学｣第２巻第３回後半要旨

次に日本から中国大陸に渡り、三国志の

人間学を赤壁の戦いを題材にして見てみよ

う。

  漢の末期に農民暴動、黄巾の乱がおこり、

これを鎮圧するために募った義勇軍が地

方のボスとなり、河北の袁紹、寿春の袁術、

徐州の呂布、長安の董卓、荊州の劉表、蜀

の劉璋、それに呉の孫権、魏の曹操、蜀の

劉備などが天下を争い、群雄割拠の状態と

なった。

この中で、曹操は北方を制し、皇帝を擁

護して、その宰相つまり総理大臣という立

場にたって、漢への謀反人どもをやっつけ

るということで天下を統一しようという総

戦略であった。

漢の末裔を任ずる劉備玄徳は、関羽、張

飛と義兄弟の契りを結び、兵をあげ、徐州

一帯の城主となり、曹操と対立する。その

後、荊州の劉表のもとに身を寄せる。

ここで劉備は司馬徽という人物に出会い、

自らの志を遂げるためには、「謀りを帷幄

にめぐらし、勝ちを千里の外に決すとい

うような人物」が必要だと言われ、その人

物を探すことになる。

そこで、諸葛孔明の存在を知り、三顧の

礼をもって諸葛孔明を迎える。そして劉備

は諸葛孔明の天下三分の謀り（北は天の時

を曹操に譲り、南は地の利を孫権に譲り、

君は人の和を取って荊州を根拠地とし、沃

野千里天賦の地、西蜀を取る。）を総戦略

とした。

江南の地、長江の南を孫氏が、孫堅、孫

策、孫権と三代にわたり治めてきている。

従い非常に基盤が固い。孫権の総参謀長魯

粛は大変なしっかり者で、この人が呉の総

戦略を立てる。それは帝業をはかれという

もの。北の方へ出て天下統一なんて考える

な。江南の地を守り、そこで皇帝の位につ

けばいいというものです。

このような総戦略が三つあったわけです。

この総戦略が衝突するということは、曹操

は他の二つをやっつけようとするし、あと

の二人はやっつけられまいとすることにな

ります。要するに戦略的対立になった。

魏の曹操が百万の軍勢で南下し、荊州を

下し、劉備は五万そこそこで江陵まで逃げ

た。曹操は更に南進を目指す。

揚子江の南は、呉の孫権が統治している

が、その軍勢１５万人程度で、曹操の軍勢

１００万人を迎えて、戦うのか、降参する

のか、国論が２分していた。

  呉の参謀総長魯粛が軍師として、江陵に

逃げてきた劉備を訪れた。これを受け劉備

は孔明を呉に派遣する。この時孔明は 27

歳であった。

  孔明は呉に赴き孫権に会う。その容貌を

見て孫権はなかなかの人物だなと思い、

「この男説くべからず、激すべし」という

戦術的策定ができた。ただ、戦術は固定し

てはいけない。固定すると失敗する。つま

り、戦術は縦横無尽、自由自在であって、

状況の変化に応じて変えていくだけの見識、

頭の柔らかさを持っていないと戦術策定は

できません。

孫権は孔明に、今曹操から降参を迫る脅

迫状が来ているとして、孔明の意見を求め

る。孔明は「貴方は降参された方が一番い

いです」と答える。孫権は「あなたは私に

降参を勧めておいて、何故主君劉備には勧

めないのか」と問い返す。孔明は「それは

問題が違います。主人劉備は漢の皇室の一

族にして天下の英雄である。曹操ごときに

膝を屈して仕えるなどできるものではない」

という。孫権はカッときて、何をいうか！

と怒り、奥へ入ってしまった。

同盟をして曹操と戦おうとして孔明を連

れてきた魯粛はびっくりして孔明をなじる

と、孔明は「あの方はまだ本当のことを聞

いていない。私に聞いたのはどうしたらい

いかということだ。そう聞かれれば一番安

全な方がいいと答えることになる。戦争を

すれば負けるか勝つか分かりません。負け

たら全滅ですからこれは危ない。孫権さん

は戦うという決心つまり戦略的決定ができ

ていない。戦略の決定は最高司令官である

君主にしかできない。それをしないで人に

どうしたらいいのかと聞いても無駄です。」
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と弁じ、更に、「もし孫権さんが曹操と戦

う決心をして、あれをやっつけたいが方法

があるかと聞かれれば、そういう戦術的な

問題ならばいくらでも策を出すことができ

ます。戦術についてならいくらでも意見を

出すが戦略を私が決めるわけにはいきませ

ん。それを人に聞くなどという腹の小さい

ことじゃ話にならない」といった。

魯粛が孫権に孔明の意見を伝え、孫権も

理解し、あらためて話を聞こうと孔明を奥

に迎え入れ、「孔明先生、私は曹操をやっ

つけたいと思う。どうすればよいのか教え

ていただきたい」といった。それに対し孔

明は次のように答えた。「そういうご決心

なら方法はいくらでもあります。曹操が兵

隊を百万連れているといいますが、あれは

陸兵です。しかも本来の曹操の兵隊はおよ

そ二十万。その他は袁紹を平らげて約二十

万か三十万の降参兵を集め、袁術を平らげ

て約二十万、劉表を平らげてやはり三十万

ぐらいの降参兵を集めたいわば烏合の衆で

ある。孫権軍と劉表軍が同盟すれば兵力と

しては同じくらいになる。そのうえ曹操軍

は北の方で馬にのって走り回っていた兵隊

だ。この度は赤壁に陣を取ったがそこから

呉を攻めるには船に乗って来なければなら

ない。戦いは水戦になり大海戦となるだろ

う。我が同盟軍は長江に沿って編成され訓

練されてきた水軍が中心である。長江とい

う海のような川を舞台に、陸軍部隊と海軍

部隊が洋上での海戦をすればどちらが勝つ

かは火を見るより明らかだ。だから何も恐

れることはない。また敵の兵隊百万はいわ

ばゴクツブシのようなものだ。つまりそれ

だけの食糧の補給が大変で長くは戦えない。

そのうち乱れてくるでしょう。しかも北の

方に生活していた人間が江南の雨の多い所

へ来たのだから、風土に服せずで必ず多く

の病人が出てきて戦闘意欲が失われていく。

北の国からここまで一気呵成に駆けてきて

いるのだから、強弩の末勢、絽縞も穿つ能

わず。強い弓で矢を射て遠くまで届いたと

しても、もうヘナヘナになって薄い布地す

ら通らなくなってしまうくらいヘトヘトに

なっている。曹操軍をなにも恐れることは

ない。やっつけてしまいなさい」

孫権はそれを聞いて納得し、それなら勝

てるという気になった。

軍の司令官、周瑜に対しても、説くより

も激すべしで、曹操が江南に求めているの

は、大喬（孫策の妻）、小喬（周瑜の妻）

の姉妹だと、銅雀台の賦を引用して周瑜を

怒らせる。

かくて孔明は孫権と周瑜をともに主戦論

にもっていき、ここに２国同盟が成立し、

諸葛孔明が目指す３国鼎立、天下３分の計

が進展する。

  このように戦略は大胆に決め、戦術は細

心に取り進めることが大切です。

（1） 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ない。人間

と人間の関係、人間と人間の関わり

合いは、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。人と人との関係が人生であ

り、そして仕事でもある。

（2） 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。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。

（3） 戦略は大胆に､戦術は細心にといっ

ている。戦略を決めたら､戦術は多

種多様にあると。

参加者での意見交換

１．諸葛孔明について

この時、２７歳とのことであるが、こ

れだけの力をいつどのように形成できた

のか、知りたい。

２．三国志について

三国志には正史の三国志と、後にまと

められた三国志演義とがあるそうですが、

今回の話は講談風で非常に流れがよいが、

どこまでが史実なのか気になります。
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例会予定

2019 年

１０月１２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

１１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

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７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)


