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７月例会ご案内

日時  ： ７月８日  木曜日

      18：00 ～ 20：00
場所  ： 港区立商工会館

参加費 ： 1000 円

テーマ ：城野先生の「情況判断の行動学」 の

第三章（5）戦術の選定 のまとめと

（6）戦術の実行より

演者  ：榊原 高明  

今回は時間に余裕があれば先回の振り返りをし

たいと思います。

6 戦術の実行

（１）戦術は実行することにあり

戦術を決めたら、実行しなければ目的は達成

できない。戦術の決定とその実は、別々のこと

であって、戦術を決めたから、自然とその効果

で目的が具体的に実現されてくるものではない。

戦術は具体的段取りだから、人間がちゃんと実

行できるはずの内容である。戦術の実行、人間

の脳の指令し得る範囲で成り立っていなければ

ならない。その範囲を超えていると、脳は指令

のしようがない。動かずにいるより他にない。

人間の動作指令でしか実現されぬのだから、実

行の段取りは、一つ一つの実現であり、百も千

もと、一挙に実現することはできない。

「総論賛成、各論反対」とは

これは戦略と戦術の区別がつかず、かつ戦術

は反対とか賛成とかの評価はできないものであ

るということが分かっていない人の言葉である。

これは自分が噓つきであると証明していると

同じである。口では現状打破の戦略に賛成し、

心では現状維持の戦略を把持する。口と腹とは

大違いだからである。噓を見破られないために

二つの対立した戦略を、一方が戦略で、他方は

その戦術であるかのように偽装する。

（２）東京は汚いという嘆き

「東京は空気が汚染されて、息が詰まりそうだ、

もっと緑の多い、空気の澄んだ町にしたい。自

動車の進入を禁止し、公園をたくさん作れ」こ

ういう話がジャーナリズムで流行る。聞く方で

も、もっともと思う。

東京の空気汚染を嘆く当人は濛々たる煙の中で

原稿を書き、バーで人の炭酸ガスを吸う。

中国からの 600 人の訪日団の総合的結論は、東

京がこんなに緑が多く、清潔な都会であること

に一番びっくりしたとのことである。

（３）嘆く者は、戦術を知らない

自分のできないことを戦術にすると、できな

いことはできないのだから、いつもできないと

顔をしかめて人生を過ごさねばならぬ。

「理屈ではわかりますがね。実際にはそうはい

きませんよ。」とは

「理屈ではわかる」というのは、それを戦略目

標にしたくないか、当人もおおぴらに反対はで

きないのである。「実際にはそうはいかない」

とは。脳の実際反応は、戦略そのものに反対で

ある。それを、戦略には賛成だが、戦術が立た

ないといって、戦略の否定にかかる。

（４）戦術を否定する者は、戦略を持たない

一つ一つの動作に分解すれば易しいとわかりま

したと口で言っても、一歩の踏み出し（椅子か

ら立ち上がる）と動作の継続、実行がなければ

三文の値打ちもない。実行しない時の脳は、実

行することの反対の動作を指令しているのであ

り、何も脳が働いていないという訳ではない。

反対の方向に働いている。自分に不利益だと思

うと、その反対動作を指令して、目的そのもの

を消してしまおうとする。脳の反応とは、自己

の本心を的確に表現していく。

以上
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５月例会報告

日時  ： ５月１３日  木曜日

      18：00 ～ 20：00
場所  ： 港区立商工会館

テーマ ：城野先生の「情況判断の行動学」 の

第三章（4）原因の探求より

演者  ： 古川 元晴

５月例会では、第三章の脳の使い方のプロセ

スの（１）戦略決定、（２）情報収集、（３）

立場の検査、を踏まえた「（４）原因の探求」

について、城野先生の記述の意味を吟味しなが

ら、そこから何を学ぶのかについて議論しまし

たので、その概要を報告します。

第１ 「原因と条件の混同」について

１ 城野先生の記述

（１）「原因」という用語は、「結果」と対置

して、結果発生の原因という意味で用いること

が通常ですが、城野先生は、この「原因」をさ

らに「条件」と対置して、原因と条件の違いに

ついて、次のように記述しています。

・原因・・当人の脳の作用（興奮と抑止の

２つの結合された作用）

・条件・・当人に対する外的な作用

（２）その上で、当人の判断が問題の原因だか

ら、問題は当人で解決できる、相手の対応は条

件であるのにこれを原因と混同すると、解決策

は永遠にとれない、としています。

２ 上記についての感想

（１）私たちは、「原因」という用語を普段多

用していますが、上記のように「条件」と対置

して理解するというのは、城野先生の、脳科学

に基づいた独創的な意味付けによるものではな

いかと思われます。「原因は自分にある」と思

うだけで、問題への対象方針が明確になること

は事実です。

（２）大企業が不祥事を起こした場合には、そ

の原因を解明するとうことで、「調査委員会」

が弁護士等を委員長として設置され、報告書が

公表されることがありますが、この報告書の評

価も、城野先生の意味する「原因」をどこまで

解明できたかによって判断するとよいのではな

いでしょうか。不祥事が経営陣よる場合には、

経営陣は、責任逃れのために、責任の「原因」

を外的な「条件」に転嫁し、委員会も、当該企

業の費用負担で設置されているので、これを追

認したような報告をまとめることがあります。

しかし、それでは真の原因は放置され、企業再

建は危うくなるでしょう。

第２ 「自由自在の対応」について

１ 城野先生の記述

（１）上記のように「原因」と「条件」を理解

できれば「精神の自由」が獲得できるとして、

次のように記述しています。

・原因が自己の判断だとわかれば、興奮と

抑止という２つの脳の作用のうち、どちらを優

勢にするかという自己努力によって、問題を解

決できる。精神の自由はこうして獲得される。

  ・人間はこの原理を会得して事に対すれば、

すべて自在に解決できるようになる。

（２）そして、「精神の自由を失い、自由自在

な対応力を失った事例が沢山ある」として、次

のように記述しています。

・自分の希望どおりにならぬことがあると、

酒を飲んで愚痴る。このプロセスでは、失敗の

原因をつかむなど問題になっていない。相手が

自分の思うようにならないといって恨んでいる

だけである。

２ 上記についての感想

（１）「精神の自由」などと言うと、哲学的で

難しいように思いますが、上記のように「脳の

作用」として理解すると、日常的な自分の行動

そのものであることがよく分かり、「そのとお

り」と納得できるのではないでしようか。

（２）前記の「第三者委員会」による企業不祥

事の真の「原因」解明は、当該企業が再建に向

けて「精神の自由」を取り戻すための方法と理

解すれば、この「第三者委員会」の役割も明確

になるはずです。

第３ 「拒絶理由―承諾へのヒント」について

   １ 城野先生の記述

「拒絶理由」は「承諾へのヒント」であると

して、次のとおり記述しています。

・立場が敵対的なら、いくら献策の方法を

変えても通らない。先方の目的は、こちらのす

べてを否定することにあるからである。

  ・敵対的でなければ、相手に受け入れられ

ると受け入れられないとは、一つの物事の両側

面をなしているから、拒絶理由をきけば、承諾

の理由がわかる。

  ・承諾の条件を作れば、相手の脳は、承諾

するという選択指令を出す。これは脳作用の必

然である。

２ 上記についての感想

（１）「物事の両面」を見るということで、

「拒絶理由をきけば、承諾の理由がわかる」と

しています。誠にもっともな記述ですが、自分

の日常の行動がそのように習慣づけられている

かといえば、「拒絶された」という一面だけ見

て思考停止していることが多いように思われ、

反省せざるを得ません。

（２）また、「承諾の条件を作れば、相手の脳
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は、承諾するという選択指令を出す。これは脳

作用の必然である」として、脳科学に基づいた

記述をしています。「思考停止」から「思考全

開」に転じる方法は、「相手が承諾する条件を

出す」という方向に自分の脳を働かせるという

ことで、これも日常行動において習慣化させた

いものです。

第４ 「新しい条件を出せ」について

１ 城野先生の記述

不愉快な人生を愉快な人生に転換させるため

には、新しい条件を出すようにすればよいとし

て、次のとおり記述しています。

  ・原因と条件を取り違えると、自分で新し

い条件をつくっていこうとしないから、いつま

でたっても解決しない。だから、いつまでも、

だめだだめだと悲観してすごさねばならない。

悲観して恨みに明けくれるような人生は、みじ

めで、不愉快な人生である。

  ・人間は、各々独立した人格であり、それ

ぞれの戦略を持ち、それぞれの戦術や好みを持

っている。だから、他人を自分の思う通りにし

ょうとしても、不可能である。

  ・脳力開発の目的は、恨みつらみの人生で

はなく、愉快で健康な、素晴らしい人生がおく

れるようにすることである。

２ 上記についての感想

（１）人間の日常の行動は、対人関係によって

良くも悪くもなるものですが、上記は、相手の

言動に流されてみじめになるのではなく、自分

の主体性を確立して、愉快な人生をおくれるよ

うにする道筋を示してくれています。また、そ

れが脳力開発の目的である、としています。

（２）上記は、組織における個人の主体性の確

立ということでもありますが、実際にも、「会

社を辞めたい」といっていた人が、上記のよう

な話をしたら、これを撤回し元気になったとい

う事例があるということでした。

第５ 「欠点と優点の発見」について

１ 城野先生の記述

ある青年の実例として、次のように記述して

います。

  ・孤独で暗い顔をしていたが、脳力開発学

を勉強して、表があれば裏があり、上があれば

下があり、欠点があれば優点があるということ

で、他人の欠点を見たら優点も見るようにした

ら、気分は明るくなり、孤独感などふっとんで

しまった。

２ 上記についての感想

（１）上記は、個人の実例ですが、これを組織

におけるリーダーの役割という観点から見ると、

優秀なリーダーは、基本的に、「個々のメンバ

ーの優点を見出し、育てる」という観点を持っ

ているようです。

（２）ただ、何がその人の優点・欠点かは、

個々のリーダーの主観的な判断では恣意的にな

ります。野球の野村監督のデータに基づく指導

と解説は、その観点から評価できるという意見

もありました。

第６ 「両面から見る」について

１ 城野先生の記述

前記の青年の事例について、「両面から見る」

という観点から、次のように記述しています。

  ・この人は、孤独でいたのを、多くの人の

助けがあるように条件を変えてしまったのであ

る。孤独でいたのは自分自身の認識の間違いに

原因があったわけである。

  ・この人の脳反応は、いつも一面だけをと

りあげるように習慣づけられていた。いつも両

面を見なければ、物事の全貌はわからない。

２ 上記についての感想

（１）「両面を見る」というのは、「全体を見

る」ということでもありますが、その反対に

「木を見て森を見ず」とか「部分最適、全体不

適」ということが、よく言われます。自分では

全体を見ているつもりでも、実際には視野狭窄

に陥っている場合が少なくありません。脳反応

の習慣ということですので、日々の行動の中で、

意識的に改善していく必要があります。

（２）日本社会の特徴として、陰湿な「いじ

め」、「過度な平等主義」、「出る杭は打たれ

る」などというようなことが言われますが、こ

れも「習慣性の脳反応」の現れということで、

改善できないことはないはずです。

第７ 補足

情勢判断学会での議論は、脳力開発を目的と

したものですが、城野先生の記述は、個人や組

織の行動原理を、脳反応という人間だれもが日

常の行動の中で理解できる科学的観点から分か

り易く記述したもので、今回の例会でも、その

点を実感できたように思います。

日本の経済の長期低迷とか、新型コロナ禍へ

の後手後手の対応とか、オリンピック開催の理

念の喪失とか、真のリーダーの不在とか、種々

難しい議論が展開されていますが、結局は、日

本の人々の日常的な行動の中で習慣となった脳

反応の積み重ねの結果ということですので、改

善できないわけはないということになります。

そこで、まずは自分自身の脳反応の習慣を改善

することから始める必要があるようです。
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例会予定

2021 年

８月は夏休みで休会とします。

９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

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

前回の（5）戦術の選定に引き続き（6）戦術

の実行を榊原高明氏に担当していただきます。時

間があれば、戦術全般について論議したいと存じ

ます。

皆様の積極的な参画を期待申し上げます。(古
川)


