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９月例会ご案内

日時  ： ９月９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（7）成果と欠陥の点検より

演者  ：古川 彰久  

7 成果と欠陥の点検

（１）新たな条件に、いかに対応するか

戦術は、実行可能な具体的プロセスだから、一

歩一歩と実現していくうちに、はじめは予定し

なかった条件が、絶えず加わってくる。

戦略目的が達成できたかどうかが問題であり、

戦術面での条件の変化に対しては対応方法を検

討する必要があるのに、これまでの条件で達成

出来ないことを失敗だと思うことは、戦略を変

えることにもなり、問題である。

（２）戦術によって戦略を変更するな

戦略は、二つに一つの選択である。甲と乙とに、

同時に行くことはできぬ。乙に行かなければ甲

に、甲に行かなければ、乙なのである。しかし、

戦術は無数にあり、どれをとってもよいのであ

り、二つに一つではない。

戦術実行の途中で現れてくる新しい条件は、新

しい戦術上の対処をすれば、ちゃんと解決でき

るものである。そうした条件を、戦略と対立し

た解決不可能なものと思い込む必要はない。こ

ういう新条件は、いくら事前の調査を十分にや

っても、やはり出現してくるというのが現実の

世界である。全部お見通しということは、でき

るものではない。世界は常に動いており、固定

してはいない。

新条件の出現を予期しなかったから失敗だ、と

いう人もあるかもしれない。予期できないのが

新条件であって、予期できることは新条件では

なく、旧条件である。旧条件とは、処理の方法

が慣習化されており、新しく処理反応を引き出

す必要がなくなっているのである。予期されて

いないからこそ、新しい反応を出さなければな

らない。

それが人間が生きていく不断の活動であり、脳

は、常に新しい反応を、自己保全を核にして作

り出せるようになっている。だからこそ、生き

ていけるのである。旧条件にしか反応できず、

新条件への対応力がなければ、その生物は死ん

でしまう。

（３）戦術に失敗はない

戦術の実行には、戦略を変えぬ限り、失敗とか、

成功とかの評価はできない。

成功、失敗は、戦略上の評価であり、戦術実行

には、成功、失敗の争論の場はない。

戦術の実行においての成果と、欠陥の点検とは、

戦略上の成功、失敗の問題とは、全く別の問題

である。戦術実行の点検には二つある。一つは、

実行の途中で、一歩一歩の動作が、ちゃんと戦

略に従属しているかどうかの点検である。

成果も欠陥と同様、戦略達成の効率上の技術問

題であって、戦略上の成功とは関係ない。

戦術上の効率問題を、成功だ、失敗だと大議論

をし、戦術上の「失敗」を理由にして、戦略変

更をし、戦略変更になるのも知らないで、戦術

上の効率だけを比較しているのである。

（４）公害・自動車・教育

「公害排出」、「自動車事故」、「教育退廃」

等の問題が議論されている。

これらの議論において、戦略上の成功、失敗と、

戦術上の成果と欠陥という二つの問題を区分す

る必要がある。

（５）戦略の成功と欠陥の是正

日本は世界一の長寿健康の国となった。こうい

う立派な成果を出したのは、日本の教育が、基

本的には、立派な人間をたくさん作りだしたか

らである。

「教育の退廃」とは、大成功を収めた日本の教

育の中にある欠陥の是正である。正しく原因を

つかんで、一つ一つ処理すれば、一つ一つ直っ

ていく戦術上の効率性の処理問題であり、教育

の全体的評価とは、本質を異にしている。

以上
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７月例会報告

日時  ： ７月８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（6）戦術の実行より

演者  ：榊原 高明

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行とは、別々のことであ

る。戦術を決めたら、自然とその効果で戦術が

実現されるものではない、

戦術の条件➝

具体的段取りでなければならない。

人間の脳が指令しうる範囲の内容での動作指

令であり、どういう動作指令を出せばよいかが、

はっきりと明示され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。実行の段取りは一つ一つの実現。一挙に実

行することはできない。脳が手足と口を動かし

て、対象に加工する動作は、一つずつしかでき

ない。

＊「総論賛成、各論反対」とは

総論とは、大局論で戦略を言っているようで

ある。各論反対とは、やり方の問題となると反

対するらしいから、戦術実行に反対だというこ

とになる。➝戦略と戦術の区別がついていない

ことを意味する。戦術は具体的に実行できるも

のであり、反対とか賛成とかの評価は、できな

いものである。

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

いで、当人は嘘つきであることを、証明してい

る。ウソ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、その戦術であるかの

ように偽装する。こんな立派なことに反対しま

せん。大賛成なのだ、いい格好をしておいて、

実は、その戦略自身に反対して、つぶしてしま

おうと目論んでいる。この勘所を心得ていると、

こうした「反対論」の正体を見破って、たやす

く処理できる。

実行しない戦術をいくら口にしたり、印刷し

てみても、事態は全く変化しない。

２ 東京は汚いという嘆き

「東京都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。自動車の侵入を禁止し、人口を疎散させて、

公園をたくさん作れ・・。」こういう話がジャ

ーナリズで流行る。聞く方でも、もっともと思

う。外国の素敵なところを撮影してあり、都市

の写真などを見ると、ずいぶん緑が多く素敵に

見える。外国の都市の一番素敵なところを撮影

してあり、汚いところは撮っていないから、素

敵に決まっている。東京に住んでいる者は、毎

日東京のいちばん素敵なところで暮らしている

わけではない。外国のもっとも素敵なところと、

東京の素敵でないところを比較するのは、まっ

たくフェアではない。情報入手が全面的でない

から、脳の比較判断は、いつもこうした片面的

データの比較となってしまう。

物事の原理➝素敵なところがあれば、必ず、

素敵でないところがくっついている。都市の比

較でも同様である。どちらを主体として見るか

は、観察者の立場で違ってくる。

東京の空気の汚染を嘆き、人口疎散を主張す

る当人は、今まで通り、書物に囲まれ、書斎に

こもって、タバコばかりふかし、夜はタバコの

煙と酒の蒸気の充満した銀座のバーで、酒を飲

むという生活を続けている。

その周辺にきれいな空気があるわけもなく、

東京の緑を目にする機会もないだろう。

中国が船で、六百人の訪日団を送ってきた。

彼等は、日本の各都市を回り、個人の家庭から、

工場、企業、観光地等、あらゆる場所を見て回

った。1200 個の目でみた、総合結論では、一

番びっくりしたのは、東京が、「こんなに緑が

多く、清潔な都市は、初めて見た。交通統制が

よくできているのには驚いた」というものであ

った。

東京のもの書き：タバコの煙の充満した自分

の書斎と、酒の蒸気と炭酸ガスの銀座のバーの

空気によって東京の全体の空気を代表させる。

中国代表団：東京も地方都市もグルグル回っ

て得た情報から判定を下す。かなり全面的なデ

ータ収集をしている

彼等の判定は東京都が世界一の長寿健康地帯

であるという、他のデータと完全に符合する。

もの書きの判定なら、東京は世界一早死の都

市でなければならない。

３ 嘆く者は、戦術を知らない。

  もの書きが好きなことを言えるのは、自分

は何も具体的行動はとらないという前提がある

からである。自分が戦術を実行しなければなら

ないとしたら、自分の作る戦術は自分のできる

戦術でなければ自分が困る。

東京の空気をきれいにしようとするなら、ま

ず、自分の周囲、手の届くところから始めれば

すぐできる。書斎でタバコを吸わない、外歩き

などすぐできる

当人の周辺の空気は、今より清浄に感じられる
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だろう。自分がそう体験したら自分のまわり

の、同じ不満を持つ人たちに、一人一人と進

めていけば、東京の空気浄化も一歩一歩進ん

でいくだろう。隣の友人を一人そうするくら

いは、きわめて易しい。その易しいことが続

いていけば、結局はそうなる。

➝自分のできないことを戦術にするな

自分のできることをするのではなく、できな

いことを戦術にすると、できないことはでき

ないから、いつまでもできないできないと顔

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

よくいわれる言葉であり、そのまま、まかり

通ってしまう。

  これは、戦術的実行は、やらないという実

際表現である。戦略的現状維持である。

「理屈ではわかる」➝それを戦略目標にした

くない、そのための戦術を具体的に立てようと

しない。目標そのものにはおおぴっらに反対で

きないから、それはわかるという言葉で、反対、

賛成の境界をぼかしておいて、戦術とその実行

段階で、脳は、黙って動くなと指令する。

「実際はそうはいかない。」➝実際には実行

できない「戦術」や方法だけを挙げてくる。脳

の実際反応は、戦略そのものに反対なのである。

それを、戦略には賛成だが、戦術がたたぬとい

うわけで、戦略の否定にかかっている。

4 戦術を否定するものは、戦略を持たない。

戦術は実行されて初めて意味を持つ。

アフリカ行きを例にとれば、なるほど易しい

ですねと口で言ってみても、椅子から立ち上が

って、最初の一歩を踏み出さなければ、決して

アフリカへ行けない。戦術は実行がなければ、

三文の値打ちもない。

この時の脳の働き➝実行しないときの脳は、

実行することの反対の動作を指令している。何

も脳が働いていないというわけではない。反対

の方向に働いているのだ。

誰々さんに電話してみてくれというと、今日

は土曜日だから、もういないでしょうと答える。

手を電話にのばそうともしない。

これは自分に不利益だと思うからだ。もうす

ぐ外出したいのに、相手がいると、会社をすぐ

引けなくなるのがこわい。

これは戦術が組めないわけではない。それがわ

かっているからこそ、その反対の動作を指令し

て、目的そのものを消してしまおうとする。

脳の反応➝自己の本心を的確に表現する。戦

略の実行、不実行ということで、当人の戦略目

標まで、バクロしてしまう。

                 以上
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例会予定

2021 年

１０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

１１月１１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

今回は（7）成果と欠陥の点検を古川彰久が

担当します。時間があれば、戦術と戦略全般につ

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)


