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き残る活動を組まなくてはならぬから、どう
しても自己行動が要る。この仕事をやるぞと
決めて頭を使うとそれをやり遂げるあらゆる
戦術資料を動員し、試行の中からまた改正し
てゆく。だから自然と三十％組になってゆく。
４．脳力開発の方法―自分でやってみよ
脳力開発は自己開発である。まず自分でや
ってみようと思わなければいけない。やると
決心を決めて実行に着手すれば一歩一歩進ん
でゆく。
脳力開発の第一歩は、やらないという戦略
をとっていることを発見し自覚することから
始めねばならない。阻止作用を取払って、や
る気になったら、まず第一に行動結果の出な
いことには頭を使わず、行動結果の出ること
にだけに使うことである。第二には「もし」
といった仮定に基づいて概念思考を進めず、
確定的事実に基づいて、そのつながりを観察
するように習慣づけることである。第三には
行動結果の出る思考をしたらそれを実際行動
で表現してみることである。事物は無限であ
り、つながりも無限だから、最初の行動開始
の時に無限のデータをすべて掌握しているわ
けではない。目前のほんの僅かのデータで目
前の行動を決心し踏み出すのである。実行し
てみるとそれまで見えなかった事物やつなが
りが、うまくゆかないという形で表れてくる。
こうしてデータは増え実行は進む。こうした
過程で入手されるデータはすべて客観的実在
のものであり、「もし」に基づく概念的仮説
ではない。
５．脳力開発で、どんなことになるのか
二～三ヶ月このような基礎修練をしている
と、次第にそれが脳力使用の習慣になってく
る。そうなるといろいろなことで以前とは違
ったことが起こってくる。いつでも朗らかに
新しい事物に相対し、処理の活動に生き甲斐
を見出すことになる。
こうして脳力開発は事物の真体を見抜き、
客観に合した対策を立てることができるから、
仕事を成功に導くことができ、いつも生きが
いを感じて困難に取組む勇気を培うことがで
きる。

３月例会ご案内
日時

：

３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： 情勢判断の方法第８４号
「脳力開発のすすめ」
誰でもすばらしい頭になれる
司会
： 古川 彰久
城野経済研究所発行の小冊子
「情勢判断の方法」第８４号：「脳力開発の
すすめ」―誰でもすばらしい頭になれる
の内容をご紹介し、論議することに致します。
＜要旨＞
１．頭はよくなるのか
人間の脳髄は百四十億の脳細胞から成り立
ち、一つの細胞から五十本位の脳神経が出て
いる。脳神経の末端が、一つの行動ごとに他
の脳神経の末端と結合し、シナプスを形成す
る。こうしたつながりにより、一つの脳神経
に伝わった刺激が、他の脳神経にも伝達され、
それぞれの脳細胞に応じた反応がとられ、総
合的な行動指令となり、身体各部を動かして、
人間の活動が生まれる。
隣の脳細胞とのつながりをどう作ってゆく
かは実践活動の差異によって異なってくる。
頭を使う積りになれば、普段脳細胞の二％
位しか使わずに暮らしていても、しばらく訓
練すれば少なくとも三十％位は使って暮らす
ようになる。
２．頭の二つの使い方
自分で動く人と動かない人では、脳の使い
方が断然違い、前者は後者の十倍も二十倍も
使うことになる。脳力開発とは脳の使い方を
このようにして十分に使い機能を発揮させる
ことです。
３．戦略を持たないと頭は働かない
現状維持は習慣惰性で維持されるから自己
行動はほんの僅かかほとんどしないですむ。
つまり頭は二％使用でも結構対処してゆける。
変革は他への接触で消滅されぬようにし、生
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（6）毛沢東の対応
毛沢東は、農民の中の貧農(小作人)を対象と
する。貧農は地主から収穫の７０％位を取り
上げられ、美しい女性も召し上げられた。そ
のため地主に対し恨みを持っている。毛沢東
はこのような貧農たちの中に入り、地主を捕
まえて、金や食料を取り上げる。農民から情
報を得ることにより、敵が知らないうちに攻
める。毛沢東の軍隊は増えてくるが、他はう
まくいかない。国民軍から攻められて、２万
５千里の長征が始まる。江西省を出て、湖南
省・貴州省・雲南省を通り、四川省を北上し、
甘粛省・陝西省と転戦し、延安まで行った。
３０万人の軍隊は１万５千人しか残らなかっ
た。毛沢東は実際の力関係において、大きく
なった。長征の途上で行われた遵義会議にお
いて毛沢東は党の主導権を握り、これまでの
幹部はコミンテルンに戻り、毛沢東は中国化
したマルクス主義でやる。

１月例会報告
日時

：

１月９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１１回目
司会
： 古川 彰久
DVD｢東西古今人間学｣第３巻第６回前半要旨
＜毛沢東に見る人間学＞
（1）毛沢東成功の要因
中国における共産主義の実現において、実際
に基づいてやったものはうまくいくが、教条
的(教科書に書いてあることをそのまま)にや
ることはうまくいかない。
（2）中国共産党の成立
１９２１年、上海で共産党結成のための会議
が開催された。当時ソ連はコミンテルンとい
う世界共産主義の連合組織をつくり、革命戦
争の指導にあたっていたが、ここから派遣さ
れたボイチンスキの強力な指導の下に、中国
共産党が成立した。毛沢東は、張国燾ら十数
名の同志とともにこの会議に出席していた。

（7）第２次国共合作
延安に着いた毛沢東は、地主と資本家の利益
代表である国民党と手を組み、抗日統一戦線
を８年間戦った。地主に対する対応も変えた。
特にひどい地主は開放対象としたが、基本的
には協力するやり方に変わった。自力更正を
目的に屯田兵。(実際に合わせて変えていく)

（3）当時の中国の状況
１９１１年、清朝が倒れ、中華民国が成立し
た辛亥革命がおこった。孫文が臨時大統領に
迎えられたが、新政府を成立させる段になっ
て、辛亥革命に協力した北方の袁世凱など軍
隊を持っている軍閥連中の勢力が強いため袁
世凱の政府ができ、軍閥が方々にでき軍閥統
治を始めた。これに対抗するために、孫文は
広東に中華民国の臨時政府をつくり、軍閥政
府を倒すため軍隊の養成を始めた。それが国
民党の軍隊です。

（8）日本降伏と解放戦争
昭和２０年８月、日本降伏。中国においては、
日本軍は優勢ではあったが、中国も連合国で
あったので、日本軍は降伏した。
国共合作の目的であった、抗日統一戦線の共
通の敵が無くなった。
国民党と共産党との戦いは、共産党から見れ
ば解放戦争となる。
毛沢東は自分に有利になるように連合政府論、
新民主論を唱える。
蒋介石が直接掌握する官僚資本はやっつける
が、他の資本家は自分の味方につけた。
地主も悪徳地主と開明地主に分けた。
当時の中国における資本家：
農村にはいないが、都会にはいる。工場を持
っている。(蒋介石は良い工場 は、接収員
を派遣して自分のものにしてしまう。自分の
ポケットに入れてしまう)
救済物質も当時は主要な部分の半分位は高級
官僚に入った。
従い、自分の財産の保障のためには、国民党
でないほうが良い。
当初共産党軍１５０万人、国民党軍６００万
人に対し、４年後には国民党軍は１５０万人
に減少し、その後の戦役で全滅した。

（4）第１次国共合作
国民党が主になって、北の方の軍閥をやっつ
ける。孫文は容共政策を取り、共産党を取り
込む。蒋介石は後方で国民軍を掌握する。
（5）国共分裂
国民軍は、列強からの圧力もあり、共産党を
排除し、上海を占領する。これに対し、共産
党は朱徳を中心にクーデターにより南昌を占
領し、その後井崗山へ逃げ込んだ。これまで
の中国共産党は、ソビエトで組織されたコミ
ンテルンの指導の下で、都市の労働者による
プロレタリアート革命を目指していた。
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参加者での討議

明党が生まれ、政治活動を行っている。
世界的にも宗教と政治活動はかなり密接
は関係があり、特にイスラム圏ではその
影響力が大きいといえる。

１．毛沢東の戦略と戦術について
毛沢東は共産党に入って国家統一という
戦略を持っていたのだろうかとの疑問が
提起された。
ここに集団としての戦略と、個人として
の想いあるいは生き様の問題があるとい
える。
当時の中国共産党はソビエトで組織され
たコミンテルンの指導の下で、都市の労
働者によるプロレタリアート革命を目指
していたとのことであるが、毛沢東はそ
の根底にある人民解放に想いを抱き参加
したと思われる。
その想い更には生き様（戦略）から、彼
の行動（戦術）が出てきたと考えられる。
そこに毛沢東の中国化したマルクス主義
が実現してきたと考えられる。
その結果、中国社会ではコミンテルン指
導の下での中国共産党が受け入れられず、
毛沢東が勢力を伸ばし、主導権を確保し、
中国の統一を実現したといえる。

４．人工知能 AI の今後の発展について
近年、人工知能 AI の発展が目覚ましい。
現に介護ロボットなどが多いに活用され
ている。このようなロボットが人工頭脳
を持ち、自らの存在価値を高め、人間社
会を侵食するような事態が起こらないか
心配だとの意見が出された。
人間社会としては、そのようなことが起
こるような恐れが出てくれば、当然のこ
とながら、そのような事態を防ぐような
法的手段を構築することによって対応す
ることになろう。
５．ゴーン氏について
ゴーン氏の今回の日本脱出劇は、彼のや
ったことが正しいかどうかは別にして、
彼が日本脱出という戦略を持って、彼の
持っている人脈や環境を巧みに活用し実
現させているといえる。善人とは言えな
いが戦略家としてはすごい能力を持って
いるといえよう。
一方、日本政府としてはいくつかの課題
を抱えることになる。罪人を国内残留を
条件に保釈しておきながら、海外に出国
させてしまった。更に、ゴーン氏が入国
したレバノンとは罪人の引き渡し協定が
ないということでゴーン氏の身柄を確保
できない。従って、日本でゴーン氏を裁
くことができないことになる。
更に、ゴーン氏はこのような環境を利用
し、「自分は日本で犯罪を起こすような
ことはしていない。日産は自分が業績を
改善したのに、クーデターを起こし、自
分を排除したうえに、日本政府もそれを
バックアップし、自分を排除しようとし
ている。」として、世界に向かって、自
分が正しくて、自分を罪に落とそうとし
ている日本の仕組みの方に問題があると
訴えている。

２．城野先生と毛沢東の関係について
城野先生が著書「東西古今人間学」の中
で以下のように書いておられます。
「毛沢東とは、おつき合いしてきた。お
つき合いしてきたといっても、仲良くし
ていたわけではなく、何十年も彼と戦争
をしてきたんです。」
「毛さんにとって私は、目の上のタンコ
ブともいえる対抗馬だったのでしょう。
私が彼と戦争して負けなかったので、毛
さんは天下統一が四年ほど遅れ、私の方
も、監獄に入れられ、禁固十八年という
ことになってしまいました。結局十五年
で出してもらったけれど、彼とは随分長
く付き合ってきたわけです。」
「実際の革命の中、抗日戦争や革命戦争、
建国の中で毛さんとは、ずっと中国にい
てやり取りしてきたので、その意味では
近しい友人なのです。そのやり取りを通
じこの目で見てきた、毛沢東の姿をここ
に引き出すことができるだろうと思いま
す。」
３．毛沢東が実践した思想と政治活動につい
て、このようなことは、日本においては
創価学会と公明党に見られる。
確かに、共産主義も思想から始まり、政
治活動に展開しており、創価学会も日蓮
正宗の信徒団体であり、この思想から公
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 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
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

例会予定
2020 年
４月９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
５月１４日
テーマ ：
場所
：
担当
：

木曜日 18;30 ～ 21;00
未定
港区商工会館
未定

編集後記
城野先生のＤＶＤ「東西古今人間学」の鑑
賞会は前回で終わりました。
今回は城野先生が脳力開発をどのように普
及させてこられたのか、その一端を見てみよ
うということになり、城野経済研究所発行の
小冊子から「脳力開発のすすめ」を選択しま
した。
皆様の積極的な参画を期待申し上げます。
(古川)

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
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