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述べていく。良くあるワンマン社長の勘違いに
よる初期の事業の成功と衰退を片面情報の具体
例としてとてもわかりやすい。ミッドウエー海
戦でも、そこにいるはずがない敵空母の出現に
より、大敗する例もわかりやすい。片面情報の
危険性は認識していないといつの時代でも大失
敗する可能性を秘めている。逆に言うと多面的
情報収集を行なってきたからこそ、城野先生が
戦場で生き残ることができたのであると思う。
(三)立場の検査
脳は人間の自己保全を根本としているという。
本質を理解した上で、個人的立場に立つ理由に
よる情報は全く役に立たないと城野先生は述べ
ている。ではどうするか。答えは会社の利益の
立場に立てばといっている。このあたりは現代
風に訳すと「お客さまの立場に立てば」となる
のかとも考える。このあたりは議論していきた
い。
この考え方を正しく理解できると、長い会議の
時間も相当節約できる。
車公害という情報は自動車議論をタネにけっこ
うな暮らしができる「商売としての立場」の側
面がある。車の利便性、貢献度の側面を見せず
に書いている。「自然にかえれ」と主張する人
物も誰の世話人もならず、一リで暮らしていけ
る訳ではない。都会からの支援がなければ生き
て行くことが出来ない。当人が自然の緑を訪ね
て見ようという意欲もないのではと分析してい
る。
今回のテーマは情報収集と立場の検査である。
現代では当時と違い、大量データを全て取ろう
とする、ＩＴ企業などが現れた。
我々人間はどのような姿勢でどんな情報を収集
し、どのような立場の人物から発せられる情報
なのか、を見極めた上で戦略、戦術に結びつけ
ていくという流れになっている。

１１月例会ご案内
日時

：

１１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 ： 「情況判断の行動学」第 3 章か
ら学ぶ Part2
司会
： 塩沢 貴良
前回に引き続き城野先生の著書「情勢判断の行
動学」を参加者で一緒に読み学んでいく方法を
継続します。前回は(一)戦略決定-脳を動かす中
心と方向の決定のまでで時間終了となりました。
今回は(二)情報収集からスタートします。
10 月の例会の様子について詳しくは 10 月例会
報告会に紙面を譲りたいと思うが、城野先生の
文章は研ぎ澄まされており、文脈によってはこ
うである。このような取り方も考えられると、
大変議論活発に行なわれた。
次回も｢情報収集｣と大変面白題材であり、是非
ともいろんな方に参加して頂きたい。
情報収集は戦場をくぐり抜けてきた城野先生の
まさに真骨頂ともいえる。その第一は情報収集
には二つあり、一つは日頃目に触れるもの、耳
に聞こえるもの、それが何の役に立つのかわか
らないが、広い範囲で収集し、役立てるもの。
もう一つは一定の戦略目的に従って必要なデー
タを集めること。さらに、情報は一つの事物に
関することでも、なるべく多面的に集めておく
必要があると述べられている。
他面的情報とはハイライトの箱を見てブルーと
断定するのではなく、色の面積比率に着目した
り、箱の裏側を調べたりすることも重要。さら
に見る確度により表面、裏面、左右、上下と見
る確度によって違ってくる。
さらに一定の時間がたてば色も変化する。ハイ
ライトだけでも約十五の角度がある。目に付い
たところだけで、その事物を代表させていると
事物の全貌はいつも知らずにすごすこことにな
る。
ハイライトの事例の次には片面情報の危険性を
事業や太平洋戦争に照らし合わせて城野先生は

時代にかかわらず、情報の捉え方については現
代も何も変っておらず、城野先生の分析思考は
とても興味深い。
活発な議論を期待したい。
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まとめてみると、初め自由で伸びのびした社
会→不心得者が出た→取締りを強化→窮屈な
社会へ→法律、規則がどんどん増え→矛盾だ
らけの、にっちもさっちも行かない世の中へ。
大切なのは、人々の心を整えること、心の掃
除を皆がやらねばならない。人の心は常に汚
れてくるから、これは日々必要である。これ
なくしてよい社会は訪れてこない。
（2）ビジネスの側面から見る
Ｍ・Ｐ＝±の“-“面に着目してみる。
残念だが、人の心には悪が働くことがあり、
現実としてこの世に悪い人も多数存在する。
仮にこの世界に菩薩のような人ばかりなら
“-“の面は現れようがない。
いろいろな人間＝ＰがＭに係るわけであり、
どうしても“-“が表出する。であるならば、
“-“を事前に予測、予想し、これを十分に
考察することが重要である。これは個人のレ
ベルから国家、世界レベルまで渡る。
ビジネスの面からこれを考察すれば、これに
対処、対抗する技術、商品、またサービスを
提供できれば多方面にビジネスチャンスが見
えてくる。立派に事業として成立するはずで
ある。
現実に、インターネットへのハッカーなどの
攻撃に対処する企業は多数存在する。トレン
ドマイクロやソースネクスト等である。
特に人類の存続に係る影響が大きな技術やシ
ステム、仕組みなどについては、政府や世界
レベルで“-“面が生じる前に十分な事前対
策が大切と考える。
この世にあまりよく物事を考えない人やずる
い人、そして悪い人が存在する限り、Ｍ・Ｐ
＝±の“-“はどうしても現出してしまう。
それ故に、この“-“に注目、注意を払えば、
アクティブの反対であるパッシブ（受動的）
ビジネスの種はいくらでも見つけられうる。
ここで留意すべきは、ただ“-“→悪を消し
去ることを考えるのではなく、森政弘さんが
再三言っているように、善は悪転することが
あり、悪も善転可能であるということ。こう
考えねば「無記」も消し去って、つまらない
世の中になってしまう恐れについても心得て
おかねばならない。
（3）改めて“Ｐ＝人“がすべて
Ｍ・Ｐ＝±。これが現わしているのは、Ｍに
対するＰの係り方、つまりＰのレベル（人間
性、精神、心、知識、経験など）ですべてが
決まってしまうことを示している。
戦後の我が国のＧＤＰを例に揚げる。
我が国の条件：自給できる天然資源は石灰石
のみ。他は鉄鉱石や石油をはじめ、すべて輸
入に依存。小さな島国に多くの人口がおり、

９月例会報告
日時

：

場所
テーマ

：
：

演者

：

９月１０日
木曜日
18：30 ～ 21：00
港区立商工会館
2017 年 10 月の例会で報告した、
[M] X [H] = ± 論の再発表
榊原 高明

１．式の表現変更
前回発表の[M] X [H] = ±は今回、Ｍ・Ｐ＝±
と変更しました。
理由は[H]を human と置くと人間全般を指し、
Ｍ（無記）に対する人間の係わり方が漠然と
するため。個人 P：Person ）の方が M との
係わり方がより明確になると考えました。

２．例会発表後の本式の発展
森政弘さんの著書をさらに読み込んだり、い
ろいろな事例について考察してみました。
新たに参加された方もおられるので、前回発
表の内容について概略の説明をさせていただ
きました。詳細については２０１７年１０月
の例会報告をご参照ください。
それを基に本論をさらに進化させていきたい
と考えております。
（1）「三性の理」について
三性とは 善・無記・悪。詳細はコピーで説
明。
1）大学研究室のカギの管理
初めは適当な管理（無記）であったが、不心
得な学生がいて問題が起きたため助手が厳重
に管理する方式（善）に変更。助手がカゼで
休んだことで、一台の車も使えず。「善」が
不可能に。
ルーズなやり方は「悪」、厳重な管理は「善」
とみるのが一般的である。厳重な管理をすれ
ば善が可能と錯覚している。
重要なのは学生の心が整っていなかったため
に他の人が車を使えなくなった（悪）が現れ
た点である。カギを厳重に管理しなかった、
これは本質的原因ではない。
何か不都合が生じると、直ちに規則を作り、
管理を厳しくし、取り締まりを強化する。心
の側に手を付けず、「無記」→悪と取り違え、
悪が排除できたから良い社会になると早合点
する。「無記」が排除されれば、善は生じず、
悪がない代わり善もない。
こうなるとやり切れない、しみったれた、活
力に欠けた、死んだような面白くない社会に
なってゆく。善がなくなれば人々の顔つきは
いきいきしなくなり、不満に満ちた、むっつ
りした顔が増えてゆく。
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通常考えれば経済発展には不利な条件である。
２０００年まで日本はＧＤＰが世界２位であ
った。現在は中国に抜かれて３位。
バブル前はエズラエル・ボーゲルの著書で
「Japan as NO1」とまで言われました。
注目すべきは“無い無いづくし“ の敗戦国
日本が短期の内にここまで発展できたこと。
何もないところから何かを生み出し豊かにな
る、これは人々（Ｐ）がそのように働き、努
力した結果のなにものでもない。
しかし、世界の頂点に近づいたと思ったとた
ん崩壊（バブル）。それから失われた１０年、
２０年と言われる。高名な経済学者が「バブ
ルは人々の道徳が低下したときに発生すｒ」
という趣旨のことを述べている。正にＰの質
の低下がバブルを招いたのではないか。
私見であるが、台湾でのビジネス経験から、
日本の特に大企業の経営者は世界レベルに達
していない者が少なからず居るように思われ
る。台湾の経営者は無茶じゃないかと思うよ
うな事業に果敢にチャレンジする。アクティ
ブである。
昨今の我国の超大企業、松下、東芝、シャー
プ等々の不祥事や経営不振を見るにつけ残念
で仕方ない。従業員は世界レベルから判断し
てもそれほど劣っているとは思えない。つい
口ぐせで「日本はトップ不況、経営者不況な
のだ」と言いたくなる。
上場企業の社長の資質、レベルを格付けする
企業は出ないのか。商売になるはず、投資家
にはきっと受けるでしょう。
別の事例――
（株）ジャパンディスプレイ：２０１２年、
日立、東芝及びソニーの液晶事業を統合し、
「日の丸液晶」として設立。
政府ファンド３５００億円支援（税金）、さ
らに追加１５００億円（産業再生機構）を支
援。これだけ巨額の支援を受けたにもかかわ
らず、社長が何人代っても、やることなすこ
と失敗続きで、赤字体質から脱却出来ず。海
外企業に買い取られる話まで出ている。
対して、先ほど不振企業例で挙げたシャープ
は、台湾企業である鴻海精密に買収後、鴻海
流の経営で立ち直ろうとしている。
経営の無記（Ｍ）が「企業の運営の仕方」と
すれば、企業の業績はＭ（経営）・Ｐ（人、
経営者）＝±で決まってしまう。
米国の事例――
古い話だが、米国の中規模ステッパー企業が、
先端装置の開発遅れで苦境に。社長が交代し、
中位装置でも使える汎用デバイス分野に市場
を見出し業績が回復した実例がある。前の社
長時代は業績不振、後から来た社長で復活。

この間会社自体は何も変わっていない。社長
＝Ｐが代っただけである。
３、Ｐ（人）の質を上げるには
Ｍ・Ｐ＝±の式を考察するにつれ、改めて
“人”がカギ、すべてだと考える。
良い方の事例が発表の中で取り揚げたシンガ
ポール。
小さな漁村で赤道直下の熱い国、教育レベル
もそれほど高くなく、人口も少ない。こんな
発展には不利な条件の国家。しかし、ここに
リー・クアンユーというトップリーダーが誕
生し、国を引っぱって、今やＧＤＰ世界ラン
キング８位である。日本は２６位。仮定とし
て、もしリー・クアンユーという指導者が出
なかったら、シンガポールはここまで発展出
来たでしょうか。Ｐ＝人の影響力の偉大さを
まざまざと感じます。
Ｐ＝人次第でいか様な結果にもなるわけです。
Ｍ・Ｐ＝±の式から、最も重要なのは人の質
を向上させることでしょう。
ここから、我が国の政策プライオリティー
№1 は当然教育にあるべきでしょう。当然、
知識ばかりでなく森政弘さんが言われたよう
に心、精神が重要です。
私見ですが、文科省の旧文部省部門は教育政
策で失敗を繰り返しており、到底これから激
変して行く、時代に先駆けた人作りには全く
期待できません。どんな教育政策を採るのか、
国民全体で議論する時期ではないでしょうか。
なお、ＯＥＣＤの発表では、日本の公的教育
支援は対象３８ヶ国中下から２番目。
今、本気で“Ｐ＝人”に国が総力を上げて投
資すれば、まだ間に合うと期待しています。
海外で仕事をし、外から日本を見た経験のあ
る者として、日本人にはまだまだやれる力が
十分にあると信じています。
以上
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例会予定

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 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
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2020 年
１２月１０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
2021 年
１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
前回松本氏から提案された課題が、活発な
論議となり、完結しなっかたので、今回その
流れを塩沢氏が引き受け、展開することにな
りました。
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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