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１１月例会ご案内
日時  ： １１月１４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９回目

司会  ： 石田 金次郎

DVD｢東西古今人間学｣第３巻第５回前半要旨

１．日本の社会と欧米あるいは中国の社会と

の相違性を見ていく

（1）武道における相違点

  護身道は私(城野先生)が創設した武道で

あるが、一瞬を大切にする。日本の武道

は薩摩の示現流のように一撃を目指す。

  これに対し、中国の武道である少林寺拳

法やヨーロッパのフェンシングなどは、

型の武道といえる。型を学び、疲れて型

が崩れたときにチャンスが出来るという

考えである。

（2）人間の動きの違い

  精神構造の根本が違う。

  例えば、米国の場合には多民族であり、

どのように１つの組織に組み込んでいく

のか問題となる。第２次世界大戦への対

応においては、戦略は上部で決めて、下

部に戦術的対応を割り当てた。

  日本の場合には、一民族、一言語で、教

育も普及し知識が平均化しており、生活

意識が統一されている。そのため、国民

が自分で戦略を持って動ける。その結果、

戦後の復旧においても世界を相手にあれ

だけのことが出来た。

（3）人間学の受け留め方

  これまで、中国における三国志を見てき

ましたが、人間の活動として、共通性で

参考になるが、現実の活用に当たっては、

社会の相違性を認識することが必要です。

今回話をするナポレオンは、全欧州を征

服し、大英雄といわれている。大英雄＝

超人的となると学んでもしょうがないと

なってしまう。ナポレオンが個人で行っ

たのではなく、何１０万という軍隊とそ

れを支える国民がいたのです。そのとき

の社会体制等があって実現したのです。

日本の社会では、社会体制等の違いから、

このような大英雄は出てこない。

２．ナポレオンにみる人間学

（1）ナポレオンが出た時代背景

フランスにおいて、これまでの支配階級

であった王族、貴族に対し、貧困にあえ

ぐ農民が決起し、封建経済の中で発展し

てきた商工業者や都市のインテリが加担

し、ルイ１６世王朝を倒したのがフラン

ス革命であり、これにより革命政府が出

来、これまで搾取されてきた農民が土地

の分配を受けて自作農民となった。

近隣の王制国家オースタリー、プロシャ、

イタリア等は革命政府を倒そうとする。

一方、フランスの革命政府は王制が復活

したら困るので、農民、市民の子弟が軍

隊に入った。

（2）ナポレオンの台頭

  ナポレオンは、革命政府の軍隊で砲兵隊

の 将校となった。

  ナポレオンはこれまでは後方からの援護

射撃として活用されていた大砲を前線に

持ち出し活用し成果を上げた。

  これまでの常識に囚われていたら新しい

発想が出てこない。ちょっと常識を破れ

ばよい。

  イギリス軍とのツーロンの戦いでは、ナ

ポレオンは大将に昇格し、司令官として

指揮を取り、敵方の陸軍を後方から援護

していたイギリス軍艦に対し、大砲を湾

の後方の山に持ち上げて砲撃したため、

イギリス軍艦は退却せざるを得なくなり、

戦いに勝利した。

  その後、イタリー攻撃の司令官となり、

アルプス越えをするがそのときも大砲を

持って越え、勝利した。

ナポレオンの成功と失敗については、来月取

り上げることになります。
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９月例会報告

日時  ： ９月１２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

第１ ＤＶＤの要旨

魏・呉・蜀の三国時代における魏軍と呉・蜀

連合軍との「赤壁の戦い」につき、前回は、戦

いに至る経緯を、「戦うか降参するか」という

二者択一の戦略決定の観点から見ましたが、今

回は、戦いの具体的な展開状況を、戦略に基づ

いた「戦術」はどうあるべきかという観点から

見たものです。

城野先生は、戦略・戦術について、「戦略は

大胆に、戦術は細心に」と述べていますが、赤

壁の戦いにおいて展開された「細心な戦術」に

ついて、次のとおり解説しています。

（１）戦略に基づく「戦術」の特徴

①やったことがある戦術だけを考えたので

は、だめ。

②しかし、やったことがない「戦術」は、

実際にやってみないと確実なことは分か

らない。

    ③だからといって戦略を諦めてはいけな

い、戦術から戦略を考えてはいけない。

（２）事前準備・・勝つための条件作り

  ①まずは状況把握・・両軍は揚子江を挟ん

で対峙しており、戦いの場は揚子江とな

るので、「陸戦」ではなく「海戦」とな

る。

  ②戦いの武器として必要な石弓の矢１０万

本の調達・・敵の戦闘態勢が不十分なう

ちに、かつ、霧が立ちこめて敵に不利な

天候状況を利用して奇襲をかけ、敵に石

弓の矢１０万本を発射させて、調達

  ③具体的な戦術としては「火攻め」に決

定・・大軍を相手にする場合の有効性

  ④敵の弱体化・・魏の有能な指揮官２人

を、謀略によって、魏の曹操自身に殺さ

せて除く。

（３）戦闘状況

詳しくは次回でみるとおり、火攻めの条

件作りとして、まずは敵の船を謀略を用い

て鎖で連結させた上で、火攻めによる攻勢

を開始して圧勝する。

第２ 参加者の感想と議論

１ 論点・・「戦術面から戦略を考えてはいけ

ない」とは、どういう意味か？

  ①孔明は、呉の孫権という人物の人間性を

鋭く見抜いて、「この男、説くべからず、

激すべし」と判断し、そのとおり実践して

魏と戦う戦略決定をさせたということだ

が、はたしてそれは、孫権にとって正しい

判断だったのか？

②孫権としては、孔明から勝てるかどうかに

ついての詳しい状況説明を受けて、勝てる

気になって判断したということであるか

ら、やはり、勝てるかどうかの戦術面の検

討を経て、戦略決定をしたということでは

ないのか？

  ③要するに、戦略であれば何でもかんでも

「大胆に決定」すればよいのかという問

題。何か、制約要件があるのではないか？

２ 論点についての議論

参加者同士で､多角的な観点から、賛否両論

いろいろな意見が出されましたが、結論を

得るに至りませんでした。

  そこで、以下において、城野先生の著書を

概観した上で、司会者としての雑感を述べ

ることとします。

第３ 城野先生の著書によるＤＶＤの補足

１ 『三国志の人間学』・・戦略上の誤り

  城野先生は、この著書において、「ナポレ

オンの有名なロシア進入作戦も、ずいぶん

戦略判断の誤りがある。」として、次のと

おり述べています。

  「５０万の兵を集結してロシアに浸入し

た。ロシア軍は１５，６万位ですから、数

の上で敵は必ず恐れをなして講話を申し込

んでくるだろうと思っていた。ところがロ

シアは広大なのでなかなかぶつからず、戦

争にならない。どんどん逃げていくロシア

軍を追ってナポレオンの軍隊もどんど侵入

し（略）。そのうち厳しい冬がやってき

て、冬の装備がないのでさんざんな目に会
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ってとうとう撤退したが、生きて国境まで

たどりついたのは３万しかいなかった。こ

れほどの大敗北の原因は、戦略判断の誤り

です。自分の希望を相手に押し付けるだけ

で、相手はどうするかということを考えて

いない。」

２ 『東西古今 人間学』・・戦略のない戦術

    また、城野先生は、この著書において、

ヒットラーのソ連レニングラード侵攻作戦

の失敗について、ナポレオンの上記失敗と

同じだとしつつ、「戦略のない戦術」だと

して、次のとおり述べています。

   「軍隊で押さえて相手を降参させようい

うことしか考えていないのです。」「裏と

表の両面を考えなければいけないのです。

それを、相手をやっつけようという片面だ

けしか考えていないから、相手が自分の考

えたとおりにならなかった場合、柔軟に対

応ができないのです。つまり、戦略が決定

できていないのです。戦略が決定できてい

ないから戦術が立たない。戦術が立たない

から、あれやこれや手をつけてみるけれど

失敗に終わるわけです。」

第４ 司会者としての雑感・・「戦略」につい

ての試論

戦略について、以下、私の法律家として

の試論を述べます。

１ 戦略についての２つの考え方

  Ａ 戦略は、勝つことを目的とし、そのため

には手段を選ばない、という考え方

  ①「力こそ正義なり」が支配する時代、社

会における考え方であり、「勝てば官軍、

負ければ賊軍」

  ②「謀略」を最大限に駆使

Ｂ 戦略・戦術は、社会から受け入れられる

かどうかの観点から決定すべきものであ

る、とする考え方

  ①国家、民族の主権や国民の基本的人権を

守るための「法の支配」が確立している時

代、社会における考え方であり、法に違反

する戦略・戦術は、成り立たない。

  ②「謀略」は、民法の基本原則である「信

義誠実の原則」に反し、許されない。

２ 「法の理念としての正義」の意味

（１）「正義」の４要素・・私は、内閣法制局

における立法の経験を踏まえ、法の理念と

しての正義の意味を次の４要素に分けて理

解しています。（）内は、各要素の意味を

分かり易く説明したものです。

    ①真実性（「嘘、偽り」がないこと）、

②普遍性（「自分だけ」でないこと）、

③進歩発展性（「今だけ、金だけ」でな

いこと）、

④実現性（「空論」でないこと）

（２）「法に違反する戦略」・・必ず法による

制裁を受けて失敗する。

３ 参考文献としての永井陽之助著『歴史と戦

略』

  本著は、クラウゼビッツの『戦争論』をベ

ースに、「戦略」の観点から、過去における戦

争について、全体の脈絡の中で個々の戦局を理

解しないと正しい理解に基づく教訓は得られな

いとし、かつ、戦争の最終目標は「よりよき平

和の実現」であるとして、「戦略の本質とはな

にかと訊かれたら、私は躊躇なく、『自己の持

つ手段の限界に見合った次元に、政策目標の水

準を下げる政治的英知である』と答えたい。」

と説いています。

  これは、一見すると、城野先生の「戦術か

ら戦略を考えてはいけない」とは真逆の考え方

の様ですが、戦争の最終目標を本著のように捉

えると、そうでもないようにも思われます。是

非、城野先生の戦略論と対比しつつ、検討して

みてください。



4

例会予定

2019 年

１２月１２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１０回目

場所  ： 港区商工会館

担当  ： 未定

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

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 9
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)


