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人生人生人生人生のののの活学活学活学活学    

－－－－歴史歴史歴史歴史からからからから学学学学ぶぶぶぶ叡智叡智叡智叡智－－－－    

昭和昭和昭和昭和３８３８３８３８年機械科卒年機械科卒年機械科卒年機械科卒    高橋高橋高橋高橋    豊豊豊豊    

    

（（（（主主主主なななな内容内容内容内容））））    

１１１１．．．．幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの格言格言格言格言とととと指針指針指針指針    

２２２２．．．．歴史歴史歴史歴史とととと活学活学活学活学についてについてについてについて    

３３３３．．．．歴史歴史歴史歴史のつまみのつまみのつまみのつまみ食食食食いいいい    

３３３３－－－－１１１１．．．．日本人日本人日本人日本人のののの心心心心、、、、武士道精神武士道精神武士道精神武士道精神    

３３３３－－－－２２２２．．．．中国歴史中国歴史中国歴史中国歴史のののの華華華華、、、、三国志三国志三国志三国志    

３３３３－－－－３３３３．．．．古代古代古代古代ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国からからからから学学学学ぶぶぶぶ    

４４４４．．．．科学技術科学技術科学技術科学技術とととと情報社会情報社会情報社会情報社会    

５５５５．．．．むすびむすびむすびむすび    

 

 

 

（主な参考資料） 

 １．Ｅ．Ｈ．カー著（清水幾太郎訳）、歴史とは何か、岩波新書、１９６２． 

 ２．安岡正篤著、活眼活学、ＰＨＰ研究所、１９８５． 

 ３．新渡戸稲造著（矢内原忠雄訳）、武士道、岩波文庫、１９３８． 

 ４．安岡正篤著、三国志と人間学、福村出版、１９８７． 

 ５．渡部昇一著、ローマ人の知恵、集英社、２００３． 

 ６．塩野七生著、ローマから日本が見える、集英社文庫、２００８． 

 ７．中谷宇吉郎著、科学の方法、岩波新書、１９５８． 

 ８．佐々木力著、科学論入門、岩波新書、１９９６． 

 ９．中村邦光著、世界科学史話、創風社、２００８． 

１０．西脇与作著、科学の哲学、慶應義塾大学出版会、２００４． 

１１．梅棹忠夫著、情報の文明学、中公文庫、１９９９． 

１２．柳瀬優二著、松尾守之著、情報社会と科学思想、東海大学出版会、２００２． 

 

 



 

１１１１．．．．幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの格言格言格言格言とととと指針指針指針指針    

少少少少にしてにしてにしてにして学学学学べばべばべばべば壮壮壮壮にしてにしてにしてにして試試試試すことすことすことすこと有有有有りりりり    

壮壮壮壮にしてにしてにしてにして学学学学べばべばべばべば老老老老いていていていて衰衰衰衰えずえずえずえず    

老老老老にしてにしてにしてにして学学学学べばべばべばべば死死死死してしてしてして朽朽朽朽ちずちずちずちず    

－－－－佐藤一斎著佐藤一斎著佐藤一斎著佐藤一斎著のののの「「「「言志四録言志四録言志四録言志四録」」」」よりよりよりより－－－－ 

 

為為為為せばせばせばせば成成成成るるるる        為為為為さねばさねばさねばさねば成成成成らぬらぬらぬらぬ何事何事何事何事もももも    

為為為為さぬはさぬはさぬはさぬは        人人人人のののの為為為為さぬなりけりさぬなりけりさぬなりけりさぬなりけり    

－－－－上杉鷹山上杉鷹山上杉鷹山上杉鷹山（（（（治憲治憲治憲治憲））））翁翁翁翁のののの残残残残したしたしたした言葉言葉言葉言葉－－－－ 

 

－－－－松下幸之助松下幸之助松下幸之助松下幸之助のののの「「「「学学学学ぶぶぶぶ心心心心」－」－」－」－    

・・・・学学学学ぶぶぶぶ心心心心さえあればさえあればさえあればさえあれば、、、、万物万物万物万物すべてこれわがすべてこれわがすべてこれわがすべてこれわが師師師師であるであるであるである。。。。    

・・・・語語語語らぬらぬらぬらぬ石石石石、、、、流流流流れるれるれるれる雲雲雲雲、、、、つまりはこのつまりはこのつまりはこのつまりはこの広広広広いいいい宇宙宇宙宇宙宇宙、、、、このこのこのこの人間人間人間人間のののの長長長長いいいい歴史歴史歴史歴史、、、、

どんどんどんどんなになになになに小小小小さいことにでもさいことにでもさいことにでもさいことにでも、、、、どんなにどんなにどんなにどんなに古古古古いことにでもいことにでもいことにでもいことにでも、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙のののの摂理摂理摂理摂理、、、、

自然自然自然自然のののの理法理法理法理法がひそかにがひそかにがひそかにがひそかに脈脈脈脈づいているのであるづいているのであるづいているのであるづいているのである。。。。    

・・・・そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、人間人間人間人間のののの尊尊尊尊いいいい知恵知恵知恵知恵とととと体験体験体験体験がにじんでいるのであるがにじんでいるのであるがにじんでいるのであるがにじんでいるのである。。。。    

・・・・これらのすべてにこれらのすべてにこれらのすべてにこれらのすべてに学学学学びたいびたいびたいびたい。。。。    

 

－－－－福澤諭吉翁福澤諭吉翁福澤諭吉翁福澤諭吉翁のののの「「「「心訓心訓心訓心訓」」」」からからからから－－－－    

・・・・世世世世のののの中中中中でででで一番楽一番楽一番楽一番楽しくしくしくしく立派立派立派立派なななな事事事事はははは一生涯一生涯一生涯一生涯をををを貫貫貫貫くくくく仕事仕事仕事仕事をををを持持持持つとつとつとつと云云云云うことですうことですうことですうことです。。。。    

・・・・世世世世のののの中中中中でででで一番一番一番一番みじめなみじめなみじめなみじめな事事事事はははは人間人間人間人間としてとしてとしてとして教養教養教養教養のないのないのないのない事事事事ですですですです。。。。    

・・・・世世世世のののの中中中中でででで一番一番一番一番さびしいさびしいさびしいさびしい事事事事はするはするはするはする仕事仕事仕事仕事のないのないのないのない事事事事ですですですです。。。。    

・・・・世世世世のののの中中中中でででで一番一番一番一番みにくいみにくいみにくいみにくい事事事事はははは他人他人他人他人のののの生活生活生活生活をうらやむをうらやむをうらやむをうらやむ事事事事ですですですです。。。。    

・・・・世世世世のののの中中中中でででで一番尊一番尊一番尊一番尊いいいい事事事事はははは人人人人のののの為為為為にににに奉仕奉仕奉仕奉仕してしてしてして決決決決してしてしてして恩恩恩恩にきせないにきせないにきせないにきせない事事事事ですですですです。。。。    

・・・・世世世世のののの中中中中でででで一番美一番美一番美一番美しいしいしいしい事事事事はすべてのはすべてのはすべてのはすべての物物物物にににに愛情愛情愛情愛情をををを持持持持つつつつ事事事事ですですですです。。。。    

・・・・世世世世のののの中中中中でででで一番悲一番悲一番悲一番悲しいしいしいしい事事事事はうそをつくはうそをつくはうそをつくはうそをつく事事事事ですですですです。。。。    

 

－我我我我がががが家家家家にににに掲掲掲掲げるげるげるげる「「「「日常生活日常生活日常生活日常生活のののの１５１５１５１５ケケケケ条条条条」」」」－ 

 （（（（安岡正篤氏安岡正篤氏安岡正篤氏安岡正篤氏のののの著書著書著書著書－－－－日用心法日用心法日用心法日用心法－－－－をををを参考参考参考参考にににに）））） 

    １１１１．．．．適正適正適正適正なななな飲食飲食飲食飲食、、、、腹八分腹八分腹八分腹八分。。。。    

    ２２２２．．．．安眠安眠安眠安眠とととと熟睡熟睡熟睡熟睡にににに心掛心掛心掛心掛けけけけ、、、、惰眠惰眠惰眠惰眠するなするなするなするな。。。。    

    ３３３３．．．．良良良良いいいい習慣習慣習慣習慣をををを身身身身にににに付付付付けけけけ、、、、悪悪悪悪いいいい習慣習慣習慣習慣をををを無無無無くせくせくせくせ。。。。    

    ４４４４．．．．自分自身自分自身自分自身自分自身にににに適当適当適当適当なななな運動運動運動運動をせよをせよをせよをせよ。。。。    

    ５５５５．．．．自己自己自己自己にににに主体性主体性主体性主体性をををを持持持持ちちちち、、、、感情感情感情感情をををを乱乱乱乱すなすなすなすな。。。。    

    ６６６６．．．．激激激激せずせずせずせず、、、、操操操操がずがずがずがず、、、、競競競競わずわずわずわず、、、、随随随随わずわずわずわず、、、、平常心平常心平常心平常心でででで仕事仕事仕事仕事せよせよせよせよ。。。。    

    ７７７７．．．．絶絶絶絶えずえずえずえず仕事仕事仕事仕事へのへのへのへの打打打打ちちちち込込込込みをみをみをみを反省反省反省反省しししし、、、、修養修養修養修養せよせよせよせよ。。。。    

    ８８８８．．．．自分自分自分自分のののの能能能能力力力力をををを計計計計りりりり、、、、適正適正適正適正をををを見見見見つめよつめよつめよつめよ。。。。    

    ９９９９．．．．一生涯一生涯一生涯一生涯のののの仕事仕事仕事仕事へのへのへのへの工夫工夫工夫工夫とととと努力努力努力努力をせよをせよをせよをせよ。。。。    

１０１０１０１０．．．．人生人生人生人生のののの冷冷冷冷にににに耐耐耐耐ええええ、、、、苦苦苦苦にににに耐耐耐耐ええええ、、、、貧貧貧貧にににに耐耐耐耐ええええ、、、、閑閑閑閑にににに耐耐耐耐ええええ、、、、時時時時をををを無駄無駄無駄無駄にするなにするなにするなにするな。。。。    

１１１１１１１１．．．．追求追求追求追求するするするする問題問題問題問題をををを持持持持てててて。。。。    

１２１２１２１２．．．．人人人人にににに誠実誠実誠実誠実であれであれであれであれ。。。。    

１３１３１３１３．．．．教養教養教養教養にににに努努努努めよめよめよめよ。。。。    

１４１４１４１４．．．．知識技術知識技術知識技術知識技術をををを修修修修めめめめ、、、、一芸一能一芸一能一芸一能一芸一能をををを持持持持てててて。。。。    

１５１５１５１５．．．．信仰信仰信仰信仰、、、、信念信念信念信念、、、、哲学哲学哲学哲学をををを持持持持ちちちち、、、、不滅不滅不滅不滅なななな心心心心をををを養養養養ええええ。。。。    

 



 

２２２２．．．．歴史歴史歴史歴史とととと活学活学活学活学についてについてについてについて    

歴歴歴歴    史史史史（（（（時空時空時空時空のののの姿姿姿姿をををを探探探探るるるる））））    

・・・・宇宙宇宙宇宙宇宙のののの歴史歴史歴史歴史    →→→→約約約約１３７１３７１３７１３７億年億年億年億年    

・・・・地球地球地球地球のののの歴史歴史歴史歴史    →→→→    約約約約４６４６４６４６億年億年億年億年    

・・・・生命生命生命生命のののの歴史歴史歴史歴史    →→→→    約約約約３８３８３８３８億年億年億年億年    

・・・・動物動物動物動物のののの歴史歴史歴史歴史    →→→→        約約約約５５５５億年億年億年億年    

・・・・哺乳類哺乳類哺乳類哺乳類のののの歴史歴史歴史歴史→→→→        約約約約２２２２億年億年億年億年    

・・・・類類類類人猿人猿人猿人猿のののの歴史歴史歴史歴史→→→→    約約約約１１１１千万年千万年千万年千万年    

・・・・人類人類人類人類のののの歴史歴史歴史歴史    →→→→    約約約約１７１７１７１７万年万年万年万年    

・・・・文明文明文明文明のののの歴史歴史歴史歴史    →→→→        約約約約５５５５千年千年千年千年    

（（（（歴史歴史歴史歴史はははは過去過去過去過去とのとのとのとの対話対話対話対話、、、、時空時空時空時空をををを遡遡遡遡るるるるロマンロマンロマンロマンのののの世界世界世界世界））））    

 

世界世界世界世界のののの人口推移人口推移人口推移人口推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典出典出典出典：：：：http://www.unfpa.or.jp/p_graph.html 

歴史歴史歴史歴史はははは時空時空時空時空のののの姿姿姿姿をををを探探探探ることることることること、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙のののの歴史歴史歴史歴史はははは約約約約１３７１３７１３７１３７億年億年億年億年、、、、物理的物理的物理的物理的にこれにこれにこれにこれ以上以上以上以上のののの過去過去過去過去はなはなはなはな

いいいい。。。。地球地球地球地球のののの歴史歴史歴史歴史はははは約約約約４６４６４６４６億年億年億年億年、、、、生命生命生命生命のののの歴史歴史歴史歴史がががが約約約約３８３８３８３８億年億年億年億年、、、、動物動物動物動物はははは約約約約５５５５億年億年億年億年、、、、哺乳類哺乳類哺乳類哺乳類はははは約約約約２２２２

億年億年億年億年、、、、類人猿類人猿類人猿類人猿はははは約約約約１１１１千万年千万年千万年千万年、、、、人類人類人類人類（（（（ホモサピエンスホモサピエンスホモサピエンスホモサピエンス））））はははは約約約約１７１７１７１７万年万年万年万年、、、、文明文明文明文明のののの歴史歴史歴史歴史はははは約約約約５５５５千千千千

年程度年程度年程度年程度であるであるであるである。。。。歴史歴史歴史歴史はははは過去過去過去過去とのとのとのとの対話対話対話対話、、、、時空時空時空時空をををを遡遡遡遡るるるるロマンロマンロマンロマンのののの世界世界世界世界、、、、人類人類人類人類のののの歴史歴史歴史歴史のののの証証証証はははは、、、、絵画絵画絵画絵画

やややや文字文字文字文字やややや建造物建造物建造物建造物などなどなどなど、、、、そのそのそのその足跡足跡足跡足跡をををを後世後世後世後世にににに残残残残したしたしたした。。。。    

 

知的情報知的情報知的情報知的情報はははは先人達先人達先人達先人達のののの経験経験経験経験とととと努力努力努力努力のののの成果成果成果成果    

現在現在現在現在のののの世界人口世界人口世界人口世界人口はははは約約約約７０７０７０７０億人億人億人億人、、、、約約約約５５５５千年前千年前千年前千年前のののの世界人口世界人口世界人口世界人口はははは１１１１億人前後億人前後億人前後億人前後であったであったであったであった。。。。このこのこのこの頃頃頃頃のののの

平均寿命平均寿命平均寿命平均寿命はははは２０２０２０２０～～～～２５２５２５２５歳程度歳程度歳程度歳程度、、、、現在現在現在現在のののの日本人日本人日本人日本人のののの平均寿命平均寿命平均寿命平均寿命はははは約約約約８２８２８２８２歳歳歳歳、、、、開発途上国開発途上国開発途上国開発途上国ではではではでは平均平均平均平均

寿命寿命寿命寿命４０４０４０４０歳以下歳以下歳以下歳以下のののの国国国国もあるもあるもあるもある。。。。このこのこのこの５５５５千年千年千年千年のののの間間間間、、、、数千億人数千億人数千億人数千億人のののの人人人人々々々々がこのがこのがこのがこの地球上地球上地球上地球上でででで人人人人のののの一生一生一生一生をををを

体験体験体験体験しししし、、、、生生生生きたきたきたきた証証証証としてのとしてのとしてのとしての固有固有固有固有のののの歴史歴史歴史歴史をををを生生生生みみみみ出出出出したしたしたした。。。。このこのこのこの間間間間、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの記録記録記録記録としてとしてとしてとして、、、、絵画絵画絵画絵画

やややや文字文字文字文字やややや建造物建造物建造物建造物などなどなどなど、、、、後世後世後世後世にににに残残残残したものもあるしたものもあるしたものもあるしたものもある。。。。    

    

    私達私達私達私達がががが使用使用使用使用しているしているしているしている知的情報知的情報知的情報知的情報のののの大半大半大半大半はははは先人達先人達先人達先人達のののの生生生生きたきたきたきた証証証証としてのとしてのとしてのとしての経験経験経験経験とととと努力努力努力努力のののの成果成果成果成果でででで

あるあるあるある。。。。歴史歴史歴史歴史にににに学学学学ぶぶぶぶ活学活学活学活学とはとはとはとは、、、、先人達先人達先人達先人達のののの残残残残したしたしたした知知知知のののの源泉源泉源泉源泉をををを正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解してしてしてして取捨選択取捨選択取捨選択取捨選択しししし、、、、現代現代現代現代

とととと未来未来未来未来にににに活用活用活用活用することにあるすることにあるすることにあるすることにある。。。。    

 

 



 

歴史歴史歴史歴史からからからから何何何何をををを学学学学ぶかぶかぶかぶか    

・・・・歴史歴史歴史歴史はははは人間人間人間人間がががが実践実践実践実践してきたしてきたしてきたしてきた経験的事実経験的事実経験的事実経験的事実、、、、先覚者達先覚者達先覚者達先覚者達のののの教訓教訓教訓教訓・・・・教教教教ええええ・・・・智恵智恵智恵智恵にににに学学学学ぶぶぶぶ。。。。    

    学問学問学問学問はははは人間人間人間人間をををを変変変変えるえるえるえる。。。。    

・・・・物事物事物事物事をををを見見見見るるるる目目目目をををを養養養養うううう。。。。目先目先目先目先でででで見見見見るるるる場合場合場合場合とととと長長長長いいいい目目目目でみるでみるでみるでみる場合場合場合場合、、、、一面的一面的一面的一面的なななな見方見方見方見方とととと    

    多面的多面的多面的多面的なななな見方見方見方見方、、、、物事物事物事物事をををを枝葉末節枝葉末節枝葉末節枝葉末節でででで見見見見るるるる場合場合場合場合とととと根本的根本的根本的根本的にににに深深深深くくくく掘掘掘掘りりりり下下下下げてげてげてげて考考考考えるえるえるえる    

    場合場合場合場合があるがあるがあるがある。。。。    

・・・・問題問題問題問題のののの捉捉捉捉ええええ方方方方やややや議論議論議論議論のののの仕方仕方仕方仕方をををを区別区別区別区別するするするする。。。。    

・・・・歴史歴史歴史歴史((((時間軸時間軸時間軸時間軸とととと空間軸空間軸空間軸空間軸))))のののの中中中中からからからから、、、、普遍的普遍的普遍的普遍的なななな事象事象事象事象ややややルールルールルールルールをををを抽出抽出抽出抽出してしてしてして、、、、現在現在現在現在とととと    

    未来未来未来未来へのへのへのへの対応対応対応対応をををを明確明確明確明確にするにするにするにする。。。。    

・・・・実践実践実践実践（（（（なすべきことなすべきことなすべきことなすべきこと））））とととと当為当為当為当為（（（（あるべきことあるべきことあるべきことあるべきこと）、）、）、）、自分自分自分自分（（（（主観主観主観主観））））とととと他人他人他人他人（（（（客観客観客観客観）、）、）、）、    

自分自分自分自分のののの問題問題問題問題・・・・独自独自独自独自のののの問題問題問題問題としてとしてとしてとして考考考考えるえるえるえる。。。。肝心肝心肝心肝心なのはなのはなのはなのは実行実行実行実行にあるにあるにあるにある。。。。    

    

－－－－歴史歴史歴史歴史はははは現在現在現在現在とととと過去過去過去過去とのとのとのとの対話対話対話対話、、、、夢夢夢夢をををを描描描描くことはくことはくことはくことは未来未来未来未来とのとのとのとの対話対話対話対話－－－－    

歴史歴史歴史歴史はははは歴史家歴史家歴史家歴史家のののの描描描描くくくく理想理想理想理想のののの姿姿姿姿、、、、正正正正しいしいしいしい歴史観歴史観歴史観歴史観をををを求求求求めめめめ、、、、時代時代時代時代のののの変化変化変化変化をををを読読読読みみみみ取取取取るるるる。。。。 

 

 

 

知識知識知識知識とととと見識見識見識見識とととと胆識胆識胆識胆識    

・・・・知識知識知識知識はあるはあるはあるはある事柄事柄事柄事柄をををを知知知知ることることることること、、、、そのそのそのその内容内容内容内容はははは理論理論理論理論とととと結結結結びつきびつきびつきびつき智慧智慧智慧智慧になるになるになるになる。。。。    

・・・・見識見識見識見識はははは知識知識知識知識にににに体験体験体験体験やややや人格人格人格人格、、、、あるあるあるある悟悟悟悟りのようなものがりのようなものがりのようなものがりのようなものが身身身身にににに付付付付いたものいたものいたものいたもの、、、、    

物事物事物事物事のののの判断基準判断基準判断基準判断基準になるになるになるになる。。。。    

・・・・胆識胆識胆識胆識はははは決断力決断力決断力決断力とととと実行力実行力実行力実行力をををを持持持持つつつつ知識知識知識知識あるいはあるいはあるいはあるいは見識見識見識見識のことのことのことのこと、、、、節操節操節操節操とととと深深深深みのみのみのみの    

あるあるあるある器量器量器量器量やややや度量度量度量度量をををを持持持持つつつつ人人人人になることができるになることができるになることができるになることができる。。。。    

    

    

    

－－－－活学活学活学活学はははは知識知識知識知識・・・・見識見識見識見識・・・・胆識胆識胆識胆識をををを活活活活かすことかすことかすことかすこと－－－－    

学問学問学問学問のののの要要要要はははは活用活用活用活用にあるのみにあるのみにあるのみにあるのみ。。。。活用活用活用活用なきなきなきなき学問学問学問学問はははは無学無学無学無学にににに等等等等しししし。。。。    

学問学問学問学問のののの本趣旨本趣旨本趣旨本趣旨はははは読書読書読書読書のみにのみにのみにのみに非非非非ずしてずしてずしてずして精神精神精神精神のののの働働働働きにきにきにきに在在在在りりりり（（（（学問学問学問学問のすすめのすすめのすすめのすすめ 12121212 編編編編）））） 

至善至善至善至善をををを尽尽尽尽くしてくしてくしてくして之之之之にににに達達達達せんことをせんことをせんことをせんことを勉勉勉勉むむむむ（（（（福翁百話福翁百話福翁百話福翁百話））））    

 

 

 

道道道道をををを志志志志すすすす者者者者のののの七見識七見識七見識七見識とととと物事物事物事物事をををを見見見見るるるる眼力眼力眼力眼力（（（（五眼五眼五眼五眼））））    

七見識七見識七見識七見識：：：：人情人情人情人情のののの識識識識、、、、物理物理物理物理のののの識識識識、、、、事体事体事体事体のののの識識識識、、、、事勢事勢事勢事勢のののの識識識識、、、、事変事変事変事変のののの識識識識、、、、精細精細精細精細のののの識識識識、、、、濶大濶大濶大濶大のののの識識識識    

五眼五眼五眼五眼：「：「：「：「天眼天眼天眼天眼」、「」、「」、「」、「肉眼肉眼肉眼肉眼」、「」、「」、「」、「法眼法眼法眼法眼」、「」、「」、「」、「慧眼慧眼慧眼慧眼」、「」、「」、「」、「仏眼仏眼仏眼仏眼」」」」 

 

    

 

    

    

    



    

教育教育教育教育とととと学習学習学習学習    

１１１１．．．．教育教育教育教育はははは、、、、講師講師講師講師のののの質質質質やややや良質良質良質良質なななな教材教材教材教材がががが重要重要重要重要であるがであるがであるがであるが、、、、受受受受けけけけ手手手手（（（（受講者受講者受講者受講者、、、、学習者学習者学習者学習者））））のののの心心心心

構構構構えがよりえがよりえがよりえがより重要重要重要重要であるであるであるである。。。。人人人人はははは何何何何かをかをかをかを求求求求めればめればめればめれば成長成長成長成長するするするする。。。。    

２２２２．．．．最最最最もももも大切大切大切大切なのはなのはなのはなのは学習意欲学習意欲学習意欲学習意欲、、、、学習学習学習学習のののの根幹根幹根幹根幹はははは読書読書読書読書にありにありにありにあり、、、、組織組織組織組織やややや個人個人個人個人のののの行動行動行動行動やややや考考考考ええええ方方方方

がががが、、、、日日日日々々々々のののの生活生活生活生活のののの中中中中でででで、、、、継続的継続的継続的継続的にかつにかつにかつにかつ複合的複合的複合的複合的にににに変化変化変化変化・・・・進行進行進行進行することがすることがすることがすることが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。

教育教育教育教育はこのはこのはこのはこの主体的主体的主体的主体的なななな活動活動活動活動としてのとしてのとしてのとしての学習学習学習学習をををを効果的効果的効果的効果的にかつにかつにかつにかつ効率的効率的効率的効率的にににに実現実現実現実現するためのするためのするためのするための意意意意

図的図的図的図的なななな支援活動支援活動支援活動支援活動となるとなるとなるとなる。。。。    

３３３３．．．．学習学習学習学習はははは学学学学ぶとぶとぶとぶと習習習習うううう。。。。学学学学ぶはぶはぶはぶは真似真似真似真似るるるる。。。。習習習習うはうはうはうは慣慣慣慣れるれるれるれる。。。。時空的時空的時空的時空的なななな知識知識知識知識のののの習得習得習得習得とととと失敗失敗失敗失敗のののの

経験経験経験経験にあるにあるにあるにある。。。。よりよりよりより多多多多くのくのくのくの失敗失敗失敗失敗をををを知知知知りりりり、、、、人間人間人間人間がががが成長成長成長成長するするするする。。。。    

４４４４．．．．学習学習学習学習はははは複雑複雑複雑複雑なななな現象現象現象現象、、、、空空空空のののの容器容器容器容器にににに画一的画一的画一的画一的なななな知識知識知識知識をををを一律一律一律一律にににに注注注注ぎぎぎぎ込込込込むものではなくむものではなくむものではなくむものではなく、、、、自自自自

主的主的主的主的・・・・自発的自発的自発的自発的・・・・主体的主体的主体的主体的なものなものなものなもの、、、、基本基本基本基本はははは見見見見てててて真似真似真似真似てててて繰繰繰繰りりりり返返返返すことにあるすことにあるすことにあるすことにある。。。。    

５５５５．．．．同一同一同一同一のののの教育環境教育環境教育環境教育環境でもでもでもでも個人個人個人個人のののの学習効果学習効果学習効果学習効果はははは異異異異なりなりなりなり、、、、学習者学習者学習者学習者のののの心構心構心構心構ええええ次第次第次第次第でででで、、、、知的創造知的創造知的創造知的創造

にににに基基基基づくづくづくづく、、、、個性個性個性個性のののの開花開花開花開花とととと多様化多様化多様化多様化がががが生生生生じるじるじるじる。。。。    

６６６６．．．．このこのこのこの個性個性個性個性のののの開花開花開花開花とととと多様化多様化多様化多様化によりによりによりにより、、、、刺激的刺激的刺激的刺激的なななな切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨とととと競争競争競争競争がががが生生生生まれまれまれまれ、、、、企業内企業内企業内企業内におにおにおにお

いてはいてはいてはいては、、、、技術技術技術技術とととと組織組織組織組織のののの進歩発展進歩発展進歩発展進歩発展にににに結結結結びびびび付付付付くくくく。。。。    

７７７７．．．．企業内教育企業内教育企業内教育企業内教育はははは、、、、業務業務業務業務とととと関連関連関連関連したしたしたした並列化並列化並列化並列化がががが望望望望ましくましくましくましく、、、、理論理論理論理論とととと現実現実現実現実（（（（実務実務実務実務））））とのとのとのとの対比対比対比対比・・・・

確認確認確認確認ができるができるができるができる環境環境環境環境でででで推進推進推進推進されるべきであるされるべきであるされるべきであるされるべきである。。。。    

８８８８．．．．分分分分かることとかることとかることとかることと出来出来出来出来ることにることにることにることに違違違違いがあるいがあるいがあるいがある。。。。分分分分かることはかることはかることはかることは知識習得型知識習得型知識習得型知識習得型でででで概念的学習概念的学習概念的学習概念的学習にににに

基基基基づきづきづきづき一般的一般的一般的一般的なななな学校教育学校教育学校教育学校教育やややや企業内集合研修企業内集合研修企業内集合研修企業内集合研修でもでもでもでも可能可能可能可能、、、、出来出来出来出来ることはることはることはることは体験的体験的体験的体験的でででで実践実践実践実践

的学習的学習的学習的学習にににに基基基基づきづきづきづき定型的業務定型的業務定型的業務定型的業務やややや計画的多能工教育計画的多能工教育計画的多能工教育計画的多能工教育およびおよびおよびおよび名人技名人技名人技名人技のののの学習学習学習学習などのなどのなどのなどの習熟性習熟性習熟性習熟性

がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。    

    

    

教育教育教育教育によるによるによるによる効果効果効果効果とととと発想発想発想発想のののの転換転換転換転換    

１１１１．．．．教育教育教育教育によりによりによりにより期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果はははは、、、、生存生存生存生存リスクリスクリスクリスクのののの低減低減低減低減とととと人間人間人間人間のののの持持持持つつつつ能力能力能力能力のののの増強増強増強増強にありにありにありにあり、、、、人人人人

間間間間のののの持持持持つつつつ心身心身心身心身のののの働働働働きききき『『『『感覚感覚感覚感覚→→→→認知認知認知認知→→→→思考思考思考思考→→→→（（（（記憶記憶記憶記憶））））→→→→意志意志意志意志→→→→（（（（情動情動情動情動））））→→→→決定決定決定決定→→→→計画計画計画計画→→→→

行動行動行動行動』』』』をよりをよりをよりをより迅速迅速迅速迅速にすることであるにすることであるにすることであるにすることである。。。。    

２２２２．．．．生存生存生存生存リリリリスクスクスクスクのののの低減低減低減低減とはとはとはとは、、、、環境環境環境環境、、、、健康健康健康健康、、、、安全安全安全安全、、、、資源資源資源資源などなどなどなど、、、、生存生存生存生存のののの保障保障保障保障にににに関関関関するするするする障壁障壁障壁障壁をををを低低低低

くすることでありくすることでありくすることでありくすることであり、、、、そのそのそのその知恵知恵知恵知恵をををを獲得獲得獲得獲得することにあるすることにあるすることにあるすることにある。。。。    

３３３３．．．．人間人間人間人間のののの持持持持つつつつ能力能力能力能力のののの増強増強増強増強とはとはとはとは、、、、知的知的知的知的、、、、技術技術技術技術、、、、生産生産生産生産、、、、社会社会社会社会、、、、協調協調協調協調、、、、先見先見先見先見、、、、感性感性感性感性、、、、倫理倫理倫理倫理などなどなどなど

のののの能力能力能力能力をををを高高高高めることであるめることであるめることであるめることである。。。。    

４４４４．．．．特特特特にににに、、、、日本日本日本日本はははは、、、、乏乏乏乏しいしいしいしい天然資源天然資源天然資源天然資源、、、、高高高高いいいい人口密度人口密度人口密度人口密度、、、、特殊特殊特殊特殊なななな言語国言語国言語国言語国でありでありでありであり、、、、少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化のののの

中中中中でででで、、、、次世代次世代次世代次世代をををを育成育成育成育成するためするためするためするため、、、、徳育徳育徳育徳育、、、、知育知育知育知育、、、、体育体育体育体育のののの向上向上向上向上、、、、人的資源人的資源人的資源人的資源のののの最大活用最大活用最大活用最大活用がががが欠欠欠欠かかかか

せないせないせないせない。。。。    

５５５５．．．．画一的教育画一的教育画一的教育画一的教育からからからから個性的教育個性的教育個性的教育個性的教育へへへへ、、、、分析的分析的分析的分析的なななな問題解決型問題解決型問題解決型問題解決型からからからから創発創生的創発創生的創発創生的創発創生的なななな創造思考型創造思考型創造思考型創造思考型へへへへ、、、、

あるべきあるべきあるべきあるべき姿姿姿姿からありたいからありたいからありたいからありたい姿姿姿姿へへへへ、、、、原因原因原因原因とととと結果結果結果結果からからからから目的目的目的目的とととと手段手段手段手段へのへのへのへの発想発想発想発想のののの転換転換転換転換がががが必要必要必要必要になになになにな

るるるる。。。。    

６６６６．．．．多多多多くのくのくのくの異分野異分野異分野異分野をををを結合結合結合結合・・・・融合融合融合融合してしてしてして、、、、新科学技術新科学技術新科学技術新科学技術やややや新産業新産業新産業新産業やややや新分野新分野新分野新分野をををを創生創生創生創生することですることですることですることで、、、、知知知知

覚覚覚覚とととと言動言動言動言動によるによるによるによる学習学習学習学習をををを介介介介してしてしてして、、、、自己意識自己意識自己意識自己意識のののの創造思考力創造思考力創造思考力創造思考力をををを高高高高めるめるめるめる。。。。    

７７７７．．．．教育教育教育教育はははは容器容器容器容器にににに水水水水をををを満満満満たすようなものではなくたすようなものではなくたすようなものではなくたすようなものではなく、、、、火火火火をををを付付付付けてけてけてけて燃燃燃燃やしてやることであるやしてやることであるやしてやることであるやしてやることである。。。。

ひらめきはひらめきはひらめきはひらめきは価値観価値観価値観価値観のののの異異異異なるなるなるなる人人人人とのとのとのとの激論激論激論激論からからからから生生生生まれることがまれることがまれることがまれることが多多多多いいいい。。。。    

    

    

    



    

企業企業企業企業はははは人生人生人生人生のののの夢夢夢夢をををを実現実現実現実現するするするする場場場場    

１１１１．．．．企業企業企業企業はははは人生人生人生人生のののの夢夢夢夢をををを実現実現実現実現するするするする戦戦戦戦いいいい（（（（競争競争競争競争））））のののの場場場場であるであるであるである。。。。    

２２２２．．．．人人人人とととと人人人人とのとのとのとの切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨とととと競争原理競争原理競争原理競争原理にににに基基基基づくづくづくづく人生人生人生人生のののの戦場戦場戦場戦場でもあるでもあるでもあるでもある。。。。    

３３３３．．．．生生生生きききき残残残残りをりをりをりを賭賭賭賭けてけてけてけて可能可能可能可能なななな限限限限りのりのりのりの戦略戦略戦略戦略とととと戦術戦術戦術戦術をををを展開展開展開展開せよせよせよせよ！！！！    

４４４４．．．．技術技術技術技術やややや技能技能技能技能をををを身身身身にににに付付付付けることはけることはけることはけることは人生人生人生人生のののの武器武器武器武器をををを身身身身にまとうことにあるにまとうことにあるにまとうことにあるにまとうことにある。。。。    

５５５５．．．．すべてにすべてにすべてにすべてに興味興味興味興味をををを持持持持ちちちち、、、、自分自分自分自分をををを意識意識意識意識しししし、、、、好好好好きなきなきなきなモノモノモノモノ、、、、得意分野得意分野得意分野得意分野をををを見見見見つけよつけよつけよつけよ！！！！    

６６６６．．．．学問学問学問学問のののの世界世界世界世界にににに興味興味興味興味をををを持持持持てててて、、、、趣味趣味趣味趣味（（（（遊遊遊遊びびびび））））とととと実益実益実益実益（（（（仕事仕事仕事仕事））））をををを区別区別区別区別せよせよせよせよ！！！！    

７７７７．．．．趣味趣味趣味趣味（（（（遊遊遊遊びびびび））））はははは自己満足自己満足自己満足自己満足のためのためのためのため、、、、実益実益実益実益（（（（仕事仕事仕事仕事））））はははは顧客満足顧客満足顧客満足顧客満足のためにあるのためにあるのためにあるのためにある。。。。    

８８８８．．．．強強強強いいいい技術者技術者技術者技術者になれになれになれになれ、、、、専門的専門的専門的専門的なななな技術技術技術技術のみではのみではのみではのみではダメダメダメダメ！！！！    

９９９９．．．．技術技術技術技術をををを知知知知りりりり、、、、経理経理経理経理をををを知知知知りりりり、、、、営業営業営業営業をををを知知知知りりりり、、、、語学語学語学語学をををを知知知知りりりり、、、、世界世界世界世界をををを知知知知るるるる。。。。    

１０１０１０１０．．．．彼彼彼彼をををを知知知知りりりり己己己己をををを知知知知ればればればれば百戦百戦百戦百戦してしてしてして殆殆殆殆うからずうからずうからずうからず（（（（孫子孫子孫子孫子）。）。）。）。人人人人をををを知知知知るるるる者者者者はははは智智智智なりなりなりなり、、、、自自自自らららら知知知知るるるる

者者者者はははは明明明明なりなりなりなり「「「「知人知人知人知人者智者智者智者智、、、、自知者明自知者明自知者明自知者明」（」（」（」（老子老子老子老子）、）、）、）、明明明明なれどもなれどもなれどもなれども察察察察にににに及及及及ばずばずばずばず「「「「明不及察明不及察明不及察明不及察」（」（」（」（宋宋宋宋

名臣言行録名臣言行録名臣言行録名臣言行録））））をををを意識意識意識意識せよせよせよせよ！！！！    

１１１１１１１１．．．．理論理論理論理論とととと実験実験実験実験はははは技術者技術者技術者技術者のののの両輪両輪両輪両輪、、、、さらにさらにさらにさらに匠匠匠匠のののの技技技技をををを継承継承継承継承せよせよせよせよ。。。。    

１２１２１２１２．．．．数学的数学的数学的数学的モデルモデルモデルモデルでででで目目目目にににに見見見見えないえないえないえない科学科学科学科学（（（（発見発見発見発見））））やややや技術技術技術技術（（（（発明発明発明発明））））のののの世界世界世界世界とととと会話会話会話会話するするするする。。。。    

１３１３１３１３．．．．世界世界世界世界にににに認認認認められるめられるめられるめられる商品商品商品商品（（（（サービスサービスサービスサービス））））とととと技術技術技術技術（（（（手段手段手段手段））））をををを目指目指目指目指してしてしてして！！！！    

１４１４１４１４．．．．学学学学ぶこととぶこととぶこととぶことと知知知知ることをることをることをることを楽楽楽楽しみしみしみしみ、、、、やるべきことをやりやるべきことをやりやるべきことをやりやるべきことをやり、、、、できることにできることにできることにできることに挑戦挑戦挑戦挑戦しししし、、、、できるできるできるできる

ことがことがことがことが増増増増えるとえるとえるとえると、、、、やりたいことややりたいことややりたいことややりたいことや好好好好きなきなきなきな仕事仕事仕事仕事がががが見見見見えてくるえてくるえてくるえてくる。。。。    

１５１５１５１５．．．．やりたいことをやっているとやりたいことをやっているとやりたいことをやっているとやりたいことをやっていると、、、、仕事仕事仕事仕事がががが面白面白面白面白くくくく、、、、想像想像想像想像をををを超超超超えるえるえるえる力力力力がががが発揮発揮発揮発揮されるされるされるされる。。。。    

１６１６１６１６．．．．技技技技術的術的術的術的（（（（事業事業事業事業））））成果成果成果成果はははは必然性必然性必然性必然性とととと偶然性偶然性偶然性偶然性のののの織織織織りりりり成成成成すすすす綾綾綾綾のののの結果結果結果結果であるであるであるである。。。。    

 

私私私私ののののセルフディベロプメントセルフディベロプメントセルフディベロプメントセルフディベロプメントのののの具体的目標具体的目標具体的目標具体的目標のののの変化変化変化変化    

（（（（企業内教育企業内教育企業内教育企業内教育ののののレールレールレールレールにににに乗乗乗乗せられたのかもせられたのかもせられたのかもせられたのかも！）！）！）！） 

１１１１．．．．子供子供子供子供のののの頃頃頃頃、、、、将来将来将来将来はははは科学者科学者科学者科学者あるいはあるいはあるいはあるいは技術者技術者技術者技術者になりたいになりたいになりたいになりたい。。。。→→→→ＮＥＣＮＥＣＮＥＣＮＥＣでででで技術担当技術担当技術担当技術担当をををを経験経験経験経験したしたしたした。。。。    

２２２２．．．．高校卒業高校卒業高校卒業高校卒業のののの頃頃頃頃、、、、偏微分方程式偏微分方程式偏微分方程式偏微分方程式のののの具体的具体的具体的具体的なななな意味意味意味意味をををを完全完全完全完全にににに理解理解理解理解したいしたいしたいしたい。。。。→→→→差分方程式差分方程式差分方程式差分方程式をををを用用用用

いていていていて電磁場問題電磁場問題電磁場問題電磁場問題などをなどをなどをなどを解解解解くことができたくことができたくことができたくことができた。。。。    

３３３３．ＮＥＣ．ＮＥＣ．ＮＥＣ．ＮＥＣ工業専門学校工業専門学校工業専門学校工業専門学校をををを卒業卒業卒業卒業したしたしたした頃頃頃頃、、、、有限要素法有限要素法有限要素法有限要素法であらゆるであらゆるであらゆるであらゆる自然現象自然現象自然現象自然現象ののののモデルモデルモデルモデル化化化化をををを試試試試みみみみ、、、、

具体的具体的具体的具体的なななな商品開発商品開発商品開発商品開発にににに応用応用応用応用したいしたいしたいしたい。。。。→→→→ＮＡＳＴＲＡＮＮＡＳＴＲＡＮＮＡＳＴＲＡＮＮＡＳＴＲＡＮややややＡＮＳＹＳＡＮＳＹＳＡＮＳＹＳＡＮＳＹＳをををを使使使使いいいい各種商品開各種商品開各種商品開各種商品開発発発発

にににに応用応用応用応用したしたしたした。。。。    

４４４４．．．．３０３０３０３０歳歳歳歳をををを過過過過ぎたぎたぎたぎた頃頃頃頃、、、、アインシュタインアインシュタインアインシュタインアインシュタインのののの相対論相対論相対論相対論でででで動作動作動作動作するするするする電子電子電子電子デバイスデバイスデバイスデバイスがががが開発開発開発開発できるできるできるできる

とととと考考考考ええええ、、、、挑戦挑戦挑戦挑戦してみたいとしてみたいとしてみたいとしてみたいと思思思思ったったったった。。。。→→→→ＧＹＲＯＴＲＯＮＧＹＲＯＴＲＯＮＧＹＲＯＴＲＯＮＧＹＲＯＴＲＯＮのののの研究研究研究研究・・・・開発開発開発開発にににに成功成功成功成功したしたしたした。。。。    

５５５５．．．．半導体部門半導体部門半導体部門半導体部門にににに異動異動異動異動したしたしたした頃頃頃頃、、、、何何何何かかかか超高速超高速超高速超高速でででで動作動作動作動作するするするする半導体素子半導体素子半導体素子半導体素子のののの開発開発開発開発をしてみたいをしてみたいをしてみたいをしてみたい。。。。→→→→

ＵＦＲＤ（ＵＦＲＤ（ＵＦＲＤ（ＵＦＲＤ（超高速整流超高速整流超高速整流超高速整流ダイオードダイオードダイオードダイオード））））などをなどをなどをなどを開発開発開発開発・・・・商品化商品化商品化商品化したしたしたした。。。。    

６６６６．．．．計画部門計画部門計画部門計画部門をををを担当担当担当担当したしたしたした頃頃頃頃、、、、数万品種数万品種数万品種数万品種、、、、数億個数億個数億個数億個／／／／月月月月のののの半導体製品半導体製品半導体製品半導体製品のののの生産管理生産管理生産管理生産管理をををを合理化合理化合理化合理化したしたしたした

いいいい。。。。→→→→生産管理生産管理生産管理生産管理システムシステムシステムシステムをををを構築構築構築構築しししし、、、、生産計画生産計画生産計画生産計画のののの自動立案化自動立案化自動立案化自動立案化などになどになどになどに成功成功成功成功したしたしたした。。。。    

７７７７．．．．情報情報情報情報システムシステムシステムシステムにににに従事従事従事従事したしたしたした頃頃頃頃、、、、地球規模地球規模地球規模地球規模のののの生産基地生産基地生産基地生産基地でででで生生生生産産産産するするするする半導体製品半導体製品半導体製品半導体製品をすべてをすべてをすべてをすべて瞬時瞬時瞬時瞬時

にににに把握把握把握把握できるできるできるできる仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを構築構築構築構築したいしたいしたいしたい。。。。→→→→ＧＡＩＮＳＧＡＩＮＳＧＡＩＮＳＧＡＩＮＳとととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる情報情報情報情報システムシステムシステムシステム構築構築構築構築プロジプロジプロジプロジ

ェクトェクトェクトェクトにににに参画参画参画参画しししし、、、、世界規模世界規模世界規模世界規模のののの半導体生産半導体生産半導体生産半導体生産のののの仕掛状況仕掛状況仕掛状況仕掛状況がががが瞬時瞬時瞬時瞬時にににに把握把握把握把握できるようになったできるようになったできるようになったできるようになった。。。。    

８８８８．．．．半導体製品半導体製品半導体製品半導体製品をををを受注受注受注受注からからからから出荷出荷出荷出荷までをすべてまでをすべてまでをすべてまでをすべて完全自動完全自動完全自動完全自動でででで管理管理管理管理したいしたいしたいしたい。。。。→→→→ＩＳＨＩＮＩＳＨＩＮＩＳＨＩＮＩＳＨＩＮとととと呼呼呼呼ばばばば

れるれるれるれる生産管理情報生産管理情報生産管理情報生産管理情報システムシステムシステムシステムをををを構築構築構築構築できたできたできたできた。。。。    

９９９９．．．．振振振振りりりり返返返返るとるとるとると、、、、企業内教育企業内教育企業内教育企業内教育ををををベースベースベースベースにしてにしてにしてにして、、、、自然現象自然現象自然現象自然現象やややや社会事象社会事象社会事象社会事象をををを数学的数学的数学的数学的（（（（数式数式数式数式））））モデモデモデモデ

ルルルルにににに対応付対応付対応付対応付けてけてけてけて理解理解理解理解するするするする訓練訓練訓練訓練をををを、、、、無意識無意識無意識無意識にたたきにたたきにたたきにたたき込込込込まれまれまれまれ、、、、求求求求めてきたようだめてきたようだめてきたようだめてきたようだ。。。。    

１０１０１０１０．．．．最終的最終的最終的最終的にににに、、、、自然科学自然科学自然科学自然科学だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、社会科学社会科学社会科学社会科学にもにもにもにも興味興味興味興味がががが持持持持てるようになったてるようになったてるようになったてるようになった。。。。    

 



 

 

３３３３．．．．歴史歴史歴史歴史のつまみのつまみのつまみのつまみ食食食食いいいい    

３３３３－－－－１１１１．．．．日本人日本人日本人日本人のののの心心心心、、、、武士道精神武士道精神武士道精神武士道精神    

３３３３－－－－２２２２．．．．中国歴史中国歴史中国歴史中国歴史のののの華華華華、、、、三国志三国志三国志三国志    

３３３３－－－－３３３３．．．．古代古代古代古代ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国からからからから学学学学ぶぶぶぶ    

 

 

 

 

日本人日本人日本人日本人のののの心心心心・・・・武士道精神武士道精神武士道精神武士道精神    

・・・・武士道武士道武士道武士道はははは封建時代封建時代封建時代封建時代のののの日本日本日本日本でででで武士階級武士階級武士階級武士階級のののの倫理及倫理及倫理及倫理及びびびび価値基準価値基準価値基準価値基準をををを体系化体系化体系化体系化したしたしたした思想思想思想思想    

・・・・初期初期初期初期のののの武士道武士道武士道武士道はははは「「「「主君主君主君主君にににに対対対対するするするする倫理的倫理的倫理的倫理的なななな忠誠忠誠忠誠忠誠」」」」でなくでなくでなくでなく、「、「、「、「奉公奉公奉公奉公はははは御恩御恩御恩御恩のののの対価対価対価対価」」」」とするとするとするとする契契契契

約約約約にににに基基基基づくづくづくづく主君主君主君主君とととと郎党間郎党間郎党間郎党間のののの主従関係主従関係主従関係主従関係    

・・・・仁義仁義仁義仁義、、、、忠孝忠孝忠孝忠孝などのなどのなどのなどの儒教的倫理儒教的倫理儒教的倫理儒教的倫理はははは江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代にににに朱子学朱子学朱子学朱子学のののの影響影響影響影響をををを受受受受けてけてけてけて変化変化変化変化    

    

武士道武士道武士道武士道のののの忠義忠義忠義忠義はははは三国志三国志三国志三国志からのからのからのからの影響大影響大影響大影響大    

朱子学朱子学朱子学朱子学ではではではでは諸葛孔明諸葛孔明諸葛孔明諸葛孔明をををを義義義義のののの人人人人としてとしてとしてとして高高高高くくくく評価評価評価評価 

朱子学朱子学朱子学朱子学：：：：南南南南宋宋宋宋のののの朱熹朱熹朱熹朱熹によるによるによるによる儒学儒学儒学儒学、、、、性即理性即理性即理性即理にににに基基基基づきづきづきづき社会社会社会社会とのとのとのとの関係関係関係関係をををを重視重視重視重視    

（（（（陸象山陸象山陸象山陸象山のののの心即理心即理心即理心即理はははは個人個人個人個人のののの自己修養自己修養自己修養自己修養をををを強調強調強調強調、、、、陽明学陽明学陽明学陽明学のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方））））    

 

 

 

 

武士道武士道武士道武士道のののの本質本質本質本質    

・・・・武士道武士道武士道武士道のののの本質本質本質本質はははは、、、、義義義義・・・・勇勇勇勇・・・・仁仁仁仁・・・・礼礼礼礼・・・・誠誠誠誠・・・・名誉名誉名誉名誉・・・・忠義忠義忠義忠義などなどなどなど    

・・・・義義義義はははは武士武士武士武士のののの掟掟掟掟のののの中中中中でででで最最最最もももも厳格厳格厳格厳格なるなるなるなる教訓教訓教訓教訓、、、、義義義義はははは勇勇勇勇のののの相手相手相手相手にてにてにてにて裁断裁断裁断裁断のののの心心心心、、、、死死死死すべきすべきすべきすべき場所場所場所場所にににに

死死死死しししし、、、、討討討討つべきつべきつべきつべき場所場所場所場所にににに討討討討つつつつ    

・・・・勇勇勇勇はははは敢為敢為敢為敢為((((物事物事物事物事をををを押切押切押切押切りりりり))))堅忍堅忍堅忍堅忍((((我慢我慢我慢我慢))))のののの精神精神精神精神、、、、義義義義しきしきしきしき事事事事をなすことをなすことをなすことをなすこと    

・・・・仁仁仁仁はははは惻隠惻隠惻隠惻隠((((哀憐哀憐哀憐哀憐))))のののの心心心心、、、、王者王者王者王者たるたるたるたる者者者者のののの不可欠要件不可欠要件不可欠要件不可欠要件、、、、柔和柔和柔和柔和なるなるなるなる徳徳徳徳、、、、人人人人をををを治治治治めるめるめるめる王者王者王者王者のののの徳徳徳徳    

・・・・礼礼礼礼はははは作法作法作法作法、、、、他人他人他人他人にににに対対対対するするするする思思思思いやりをいやりをいやりをいやりを表現表現表現表現、、、、寛容寛容寛容寛容にしてにしてにしてにして慈悲慈悲慈悲慈悲、、、、妬妬妬妬まずまずまずまず、、、、誇誇誇誇らずらずらずらず、、、、驕驕驕驕らずらずらずらず、、、、

非礼非礼非礼非礼をせずをせずをせずをせず、、、、己己己己のののの利利利利をををを求求求求めずめずめずめず、、、、憤憤憤憤らずらずらずらず、、、、人人人人のののの悪悪悪悪をををを思思思思わずわずわずわず、、、、礼道礼道礼道礼道のののの要要要要はははは心心心心をををを練練練練ることることることること    

・・・・誠誠誠誠はははは信実信実信実信実とととと誠意誠意誠意誠意のことのことのことのこと、、、、言言言言とととと成成成成とのとのとのとの表意文字表意文字表意文字表意文字、、、、物事物事物事物事のののの終始終始終始終始    

・・・・名誉名誉名誉名誉はははは最高最高最高最高のののの善善善善、、、、人格人格人格人格のののの尊厳尊厳尊厳尊厳とととと価値価値価値価値のののの明白明白明白明白なななな自覚自覚自覚自覚、、、、恥恥恥恥をををを知知知知りりりり、、、、苦痛苦痛苦痛苦痛とととと試練試練試練試練にににに耐耐耐耐ええええ、、、、寛寛寛寛

容容容容とととと忍耐強忍耐強忍耐強忍耐強さのさのさのさの極致極致極致極致    

・・・・忠義忠義忠義忠義はははは武士的名誉武士的名誉武士的名誉武士的名誉のののの掟掟掟掟、、、、服従服従服従服従とととと忠誠忠誠忠誠忠誠がががが重重重重みをみをみをみを持持持持つつつつ    

    

－－－－信実信実信実信実とととと誠実誠実誠実誠実をなくしてはをなくしてはをなくしてはをなくしては、、、、礼儀礼儀礼儀礼儀はははは茶番茶番茶番茶番でありでありでありであり芝居芝居芝居芝居であるであるであるである－－－－ 

 

 

 

 

 



 

 

中国歴史中国歴史中国歴史中国歴史のののの華華華華、、、、三国志三国志三国志三国志（（（（三国志三国志三国志三国志のののの人物像人物像人物像人物像））））    

・・・・三国志三国志三国志三国志はははは壮大壮大壮大壮大なななな人間人間人間人間ドラマドラマドラマドラマ、、、、人間人間人間人間のののの行動行動行動行動、、、、思考思考思考思考やややや議論議論議論議論、、、、考考考考えられるあらゆることがえられるあらゆることがえられるあらゆることがえられるあらゆることが劇劇劇劇

的的的的にににに展開展開展開展開されるされるされるされる。。。。本当本当本当本当のののの漢民族漢民族漢民族漢民族、、、、本当本当本当本当のののの人間人間人間人間、、、、本当本当本当本当のののの文明文明文明文明、、、、本当本当本当本当のののの中国文化中国文化中国文化中国文化があるがあるがあるがある。。。。    

・・・・三国志三国志三国志三国志はははは人間学人間学人間学人間学のののの宝庫宝庫宝庫宝庫、、、、人材人材人材人材のののの変化変化変化変化にににに富富富富みみみみ、、、、人人人人のののの見識見識見識見識やややや信念信念信念信念をををを培培培培うううう上上上上でででで楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、教訓教訓教訓教訓

やややや真理真理真理真理がががが豊豊豊豊かでかでかでかで、、、、何度学何度学何度学何度学びびびび直直直直してもしてもしてもしても魅力魅力魅力魅力がありがありがありがあり、、、、有意義有意義有意義有意義にににに感感感感ずるずるずるずる。。。。    

・・・・革命革命革命革命・・・・創業創業創業創業のののの英傑英傑英傑英傑にはにはにはには、、、、学学学学ぶというぶというぶというぶという精神的修練精神的修練精神的修練精神的修練、、、、優秀優秀優秀優秀なななな人材人材人材人材、、、、運運運運にににに恵恵恵恵まれるというまれるというまれるというまれるという三三三三

条件条件条件条件がががが必須必須必須必須であるであるであるである。。。。魏魏魏魏のののの曹操曹操曹操曹操、、、、蜀蜀蜀蜀のののの劉備劉備劉備劉備、、、、呉呉呉呉のののの孫権孫権孫権孫権がががが代表代表代表代表されるされるされるされる。。。。    

・・・・乱世乱世乱世乱世のののの時代時代時代時代、、、、夢夢夢夢とととと希望希望希望希望、、、、人人人人をををを動動動動かすかすかすかす極意極意極意極意、、、、己己己己のののの信信信信ずるずるずるずる正義正義正義正義、、、、天運天運天運天運とととと才覚才覚才覚才覚、、、、広大広大広大広大なななな中国中国中国中国

大陸大陸大陸大陸をををを縦横無尽縦横無尽縦横無尽縦横無尽にににに駆駆駆駆けけけけ巡巡巡巡ったったったった人人人人々々々々のののの歴史歴史歴史歴史があるがあるがあるがある。。。。    

 

 

三国志三国志三国志三国志からからからから学学学学ぶぶぶぶ知恵知恵知恵知恵    

・・・・トップトップトップトップのののの選択選択選択選択とととと決断決断決断決断：：：：責任責任責任責任あるあるあるある地位地位地位地位にににに立立立立つつつつ者者者者（（（（曹操曹操曹操曹操、、、、劉備劉備劉備劉備、、、、孫権孫権孫権孫権などなどなどなど））））のののの選択選択選択選択とととと決断決断決断決断、、、、

対立対立対立対立とととと機会機会機会機会、、、、敵敵敵敵とととと味方味方味方味方のののの区別区別区別区別、、、、状況判断状況判断状況判断状況判断などなどなどなど、、、、組織組織組織組織のののの論理論理論理論理ととととリーダーリーダーリーダーリーダーのののの条件条件条件条件をををを学学学学ぶぶぶぶ。。。。    

・・・・人間関係人間関係人間関係人間関係のののの妙味妙味妙味妙味：：：：人人人人のののの生生生生きざまとけじめやきざまとけじめやきざまとけじめやきざまとけじめや駆引駆引駆引駆引きききき、、、、人人人人のののの心心心心のののの揺揺揺揺れれれれ方方方方とととと行動様式行動様式行動様式行動様式、、、、部下部下部下部下

のののの掌握掌握掌握掌握とととと人材育成人材育成人材育成人材育成、、、、信義信義信義信義とととと背徳背徳背徳背徳、、、、誠実誠実誠実誠実とととと公正公正公正公正などのありなどのありなどのありなどのあり方方方方。。。。    

・・・・人材人材人材人材のののの生生生生かしかしかしかし方方方方：：：：人望人望人望人望とととと人人人人のののの和和和和、、、、虚名虚名虚名虚名とととと実力実力実力実力、、、、多彩多彩多彩多彩なななな登場人物登場人物登場人物登場人物によるによるによるによる出処進退出処進退出処進退出処進退をををを見見見見るるるる。。。。    

・・・・勝者勝者勝者勝者のののの条件条件条件条件：：：：己己己己をををを知知知知りりりり敵敵敵敵をををを知知知知るるるる。。。。敗者敗者敗者敗者からからからから学学学学ぶぶぶぶ教訓教訓教訓教訓、、、、勝者勝者勝者勝者とととと敗者敗者敗者敗者のののの違違違違いいいい。。。。地形地形地形地形やややや自然自然自然自然

環境環境環境環境のののの把握把握把握把握のののの重要性重要性重要性重要性をををを知知知知るるるる。。。。    

・・・・栄枯盛衰栄枯盛衰栄枯盛衰栄枯盛衰のののの理法理法理法理法：：：：歴史歴史歴史歴史とととと人物人物人物人物にににに学学学学びびびび、、、、人間学人間学人間学人間学とととと治乱興亡治乱興亡治乱興亡治乱興亡のののの法則法則法則法則、、、、草創草創草創草創とととと守守守守成成成成、、、、興隆興隆興隆興隆とととと

衰退衰退衰退衰退、、、、トップトップトップトップのののの資質資質資質資質からからからから組織組織組織組織のののの原理原則原理原則原理原則原理原則をををを明示明示明示明示しているしているしているしている。。。。    

 

 

諸葛孔明諸葛孔明諸葛孔明諸葛孔明のののの智謀智謀智謀智謀    

・・・・天下三分天下三分天下三分天下三分のののの計計計計：：：：正確正確正確正確なななな現状分析現状分析現状分析現状分析、、、、そのそのそのその知謀知謀知謀知謀とととと計略計略計略計略、、、、現実的現実的現実的現実的にににに実行可能実行可能実行可能実行可能なななな事業遂行事業遂行事業遂行事業遂行のののの青青青青

写真写真写真写真、、、、提示提示提示提示したしたしたした計画計画計画計画はははは現代企業現代企業現代企業現代企業のののの見本見本見本見本にもなるにもなるにもなるにもなる。。。。    

・・・・赤壁赤壁赤壁赤壁のののの戦戦戦戦いいいい：：：：天天天天にににに応応応応じじじじ、、、、地地地地にににに合合合合せせせせ、、、、人人人人にににに処処処処るるるる。。。。必勝必勝必勝必勝のののの戦略戦略戦略戦略、、、、呉呉呉呉のののの孫権孫権孫権孫権をををを説得説得説得説得、、、、周瑜周瑜周瑜周瑜とととと

のののの綿密綿密綿密綿密なななな作戦計画作戦計画作戦計画作戦計画、、、、地形地形地形地形やややや天候天候天候天候をををを読読読読みみみみ、、、、敵敵敵敵のののの状況状況状況状況をををを把握把握把握把握しししし、、、、基本的基本的基本的基本的なななな大構想大構想大構想大構想のののの実現実現実現実現にににに

第一歩第一歩第一歩第一歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出したしたしたした。。。。    

・・・・七縦七禽七縦七禽七縦七禽七縦七禽((((しちしょうしちきんしちしょうしちきんしちしょうしちきんしちしょうしちきん))))：：：：用兵用兵用兵用兵のののの道道道道はははは心心心心をををを攻攻攻攻めるがめるがめるがめるが上策上策上策上策、、、、城攻城攻城攻城攻めはめはめはめは下策下策下策下策、、、、南中南中南中南中

のののの指導者指導者指導者指導者のののの孟獲孟獲孟獲孟獲をををを心服心服心服心服させたさせたさせたさせた。。。。    

・・・・泣泣泣泣いていていていて馬謖馬謖馬謖馬謖をををを斬斬斬斬るるるる：：：：私情私情私情私情をををを捨捨捨捨てたてたてたてた処断処断処断処断のののの大局観大局観大局観大局観、、、、軍律軍律軍律軍律のののの厳厳厳厳しさをしさをしさをしさを守守守守りりりり、、、、蜀蜀蜀蜀のののの国体維持国体維持国体維持国体維持

をををを優先優先優先優先させたさせたさせたさせた。。。。    

・・・・諸葛孔明諸葛孔明諸葛孔明諸葛孔明のののの兵法兵法兵法兵法：：：：統率者統率者統率者統率者のありのありのありのあり方方方方をををを論論論論じたじたじたじた将苑将苑将苑将苑((((心書心書心書心書：：：：孫子孫子孫子孫子・・・・呉子呉子呉子呉子・・・・三略六韜三略六韜三略六韜三略六韜・・・・春秋左春秋左春秋左春秋左

氏伝氏伝氏伝氏伝のののの集大成集大成集大成集大成))))、、、、政治論政治論政治論政治論・・・・兵法論兵法論兵法論兵法論のののの便宜十六策便宜十六策便宜十六策便宜十六策｢｢｢｢治国治国治国治国｣｢｣｢｣｢｣｢君臣君臣君臣君臣｣｢｣｢｣｢｣｢視聴視聴視聴視聴｣｢｣｢｣｢｣｢納言納言納言納言｣｢｣｢｣｢｣｢察疑察疑察疑察疑｣｢｣｢｣｢｣｢治人治人治人治人｣｣｣｣

｢｢｢｢挙措挙措挙措挙措｣｢｣｢｣｢｣｢考黜考黜考黜考黜｣｢｣｢｣｢｣｢治軍治軍治軍治軍｣｢｣｢｣｢｣｢賞罰賞罰賞罰賞罰｣｢｣｢｣｢｣｢喜怒喜怒喜怒喜怒｣｢｣｢｣｢｣｢治乱治乱治乱治乱｣｢｣｢｣｢｣｢教令教令教令教令｣｢｣｢｣｢｣｢斬断斬断斬断斬断｣｢｣｢｣｢｣｢思慮思慮思慮思慮｣｢｣｢｣｢｣｢陰察陰察陰察陰察｣、｣、｣、｣、これらはこれらはこれらはこれらは現代現代現代現代のののの

企業経営企業経営企業経営企業経営などになどになどになどに通通通通じるものがあるじるものがあるじるものがあるじるものがある。。。。    

・・・・司馬仲達司馬仲達司馬仲達司馬仲達とのとのとのとの宿命宿命宿命宿命のののの対決対決対決対決：：：：陣立比陣立比陣立比陣立比べべべべ、、、、食糧不足食糧不足食糧不足食糧不足によるによるによるによる撤退撤退撤退撤退、、、、死死死死せるせるせるせる孔明孔明孔明孔明、、、、生生生生けるけるけるける仲達仲達仲達仲達

をををを走走走走らすなどらすなどらすなどらすなど。。。。    

・・・・孔明孔明孔明孔明のののの遺書遺書遺書遺書・・・・出師表出師表出師表出師表：：：：数限数限数限数限りなきりなきりなきりなき戦戦戦戦いのいのいのいの世世世世、、、、人人人人々々々々のののの心心心心をををを打打打打ちちちち、、、、共感共感共感共感をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす。。。。孔孔孔孔

明明明明のののの思想思想思想思想・・・・哲学哲学哲学哲学、、、、そのそのそのその人生人生人生人生とととと仕事仕事仕事仕事へのへのへのへの気迫気迫気迫気迫あふれるあふれるあふれるあふれる魂魂魂魂がががが込込込込められているめられているめられているめられている。。。。 

 



 

 

古代古代古代古代ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国からからからから学学学学ぶぶぶぶ    

・・・・古代古代古代古代ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国はははは試行錯誤試行錯誤試行錯誤試行錯誤のののの世界世界世界世界、、、、自主独立自主独立自主独立自主独立でででで自由自由自由自由なななな精神精神精神精神ををををギリシャギリシャギリシャギリシャ都市国家都市国家都市国家都市国家のののの哲学哲学哲学哲学

やややや文化文化文化文化からからからから学学学学びびびび、、、、独特独特独特独特のののの共同体共同体共同体共同体（（（（市民権政策市民権政策市民権政策市民権政策））））にににに基基基基づきづきづきづき、、、、現実的現実的現実的現実的でででで優優優優れたれたれたれた政体政体政体政体とととと広大広大広大広大

なななな普遍帝国普遍帝国普遍帝国普遍帝国をををを生生生生みみみみ出出出出しししし、、、、文化文化文化文化やややや宗教宗教宗教宗教のののの異異異異なるなるなるなる多種多様多種多様多種多様多種多様なななな周辺民族周辺民族周辺民族周辺民族をををを帝国帝国帝国帝国のののの一員一員一員一員にしたにしたにしたにした。。。。    

・・・・ローマローマローマローマ人人人人ははははリストラリストラリストラリストラのののの名人名人名人名人、、、、柔軟柔軟柔軟柔軟なななな社会改革社会改革社会改革社会改革をををを何度何度何度何度もももも遂行遂行遂行遂行しししし、、、、幾度幾度幾度幾度ものものものもの帝国帝国帝国帝国のののの危機危機危機危機をををを

乗乗乗乗りりりり越越越越ええええ、、、、そのそのそのその都度都度都度都度、、、、社会構造社会構造社会構造社会構造とととと国家体制国家体制国家体制国家体制をををを変質変質変質変質させてきたさせてきたさせてきたさせてきた。。。。    

・・・・古代古代古代古代ロロロローマーマーマーマ帝国帝国帝国帝国のののの残残残残したしたしたした文化的遺産文化的遺産文化的遺産文化的遺産はははは、、、、土木土木土木土木やややや建築建築建築建築（（（（道路道路道路道路・・・・水道水道水道水道・・・・公共浴場公共浴場公共浴場公共浴場、ｅｔｃ）、、ｅｔｃ）、、ｅｔｃ）、、ｅｔｃ）、

ローマローマローマローマ法法法法ととととキリストキリストキリストキリスト教教教教などなどなどなど、、、、そのそのそのその歴史歴史歴史歴史にはにはにはには「「「「人間人間人間人間とはとはとはとは何何何何かかかか」」」」をををを知知知知るるるるヒントヒントヒントヒントがあるがあるがあるがある。。。。    

・・・・一定一定一定一定ののののルールルールルールルールとととと現実的現実的現実的現実的なななな法法法法によるによるによるによる統治統治統治統治、、、、紀元前紀元前紀元前紀元前５５５５世紀頃世紀頃世紀頃世紀頃、、、、最初最初最初最初のののの成文法成文法成文法成文法であるであるであるである十二表十二表十二表十二表

法法法法がががが成立成立成立成立したしたしたした。。。。５２９５２９５２９５２９年頃年頃年頃年頃、、、、東東東東ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国ででででローマローマローマローマ法大全法大全法大全法大全がががが編纂編纂編纂編纂されたされたされたされた。。。。これらのこれらのこれらのこれらのロロロロ

ーマーマーマーマ法法法法はははは後世後世後世後世のののの法体系法体系法体系法体系にににに多大多大多大多大なななな影響影響影響影響をををを与与与与えたえたえたえた。。。。    

・・・・ローマローマローマローマ法法法法のののの思考様式思考様式思考様式思考様式、、、、一般的一般的一般的一般的なななな法概念法概念法概念法概念やややや法命題法命題法命題法命題をををを様様様様々々々々なななな要素要素要素要素にににに分析分析分析分析、、、、これをこれをこれをこれを再度組再度組再度組再度組みみみみ

直直直直すことですことですことですことで、、、、ケースケースケースケース毎毎毎毎にににに具体的具体的具体的具体的なななな判断基準判断基準判断基準判断基準をををを獲得獲得獲得獲得するするするする。。。。これはこれはこれはこれは判例法的判例法的判例法的判例法的なななな思考思考思考思考とととと基本基本基本基本

的的的的にににに同一同一同一同一ののののものであるものであるものであるものである。。。。    

・・・・ルネサンスルネサンスルネサンスルネサンス((((古典古代文化古典古代文化古典古代文化古典古代文化のののの復興再生復興再生復興再生復興再生))))のののの基幹基幹基幹基幹としてのとしてのとしてのとしてのローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国、、、、都市再生都市再生都市再生都市再生、、、、文化文化文化文化・・・・

教育教育教育教育・・・・芸術芸術芸術芸術、、、、過去過去過去過去のののの成果成果成果成果をををを模倣模倣模倣模倣しししし、、、、新新新新たなたなたなたな人間社会人間社会人間社会人間社会のののの生生生生まれまれまれまれ変変変変わりをわりをわりをわりを引引引引きききき起起起起こしこしこしこし、、、、欧欧欧欧

米文化米文化米文化米文化にににに残残残残したしたしたした痕跡痕跡痕跡痕跡はははは大大大大きいきいきいきい。。。。 

 

 

 

 

ローマローマローマローマ人人人人のののの知恵知恵知恵知恵とととと名言録名言録名言録名言録    

・・・・ローマローマローマローマはははは英雄英雄英雄英雄をををを必要必要必要必要としないとしないとしないとしない国家国家国家国家、、、、ローマローマローマローマ人人人人のののの伝統伝統伝統伝統はははは、、、、敗者敗者敗者敗者さえもさえもさえもさえも許容許容許容許容しししし同化同化同化同化するとするとするとすると

ころにあるころにあるころにあるころにある。。。。敗者敗者敗者敗者のののの絶滅絶滅絶滅絶滅はははは、、、、ローマローマローマローマ人人人人のやりのやりのやりのやり方方方方ではないではないではないではない。（。（。（。（ファビウスファビウスファビウスファビウス））））    

・・・・人間人間人間人間ならばならばならばならば誰誰誰誰にでもにでもにでもにでも、、、、現実現実現実現実のすべてがのすべてがのすべてがのすべてが見見見見えるわけではないえるわけではないえるわけではないえるわけではない。。。。多多多多くのくのくのくの人人人人はははは、、、、見見見見たいとたいとたいとたいと欲欲欲欲

するするするする現実現実現実現実しかしかしかしか見見見見ていないていないていないていない。。。。どんなどんなどんなどんな悪悪悪悪いいいい事例事例事例事例とされていることでもとされていることでもとされていることでもとされていることでも、、、、それがそれがそれがそれが始始始始められためられためられためられた

そもそものそもそものそもそものそもそもの動機動機動機動機はははは、、、、善意善意善意善意によったものであったによったものであったによったものであったによったものであった。（。（。（。（カエサルカエサルカエサルカエサル））））    

・・・・賢明賢明賢明賢明であることがであることがであることがであることが、、、、正正正正しくしくしくしく書書書書くことのくことのくことのくことの基礎基礎基礎基礎でありでありでありであり、、、、源泉源泉源泉源泉であるであるであるである。（。（。（。（ホラティウスホラティウスホラティウスホラティウス））））    

・・・・善善善善なるものがなるものがなるものがなるものが善善善善きききき人人人人をををを作作作作るるるる。。。。生生生生きることがきることがきることがきることが重要重要重要重要なのではないなのではないなのではないなのではない。。。。重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは立派立派立派立派にににに、、、、思思思思

慮深慮深慮深慮深くくくく、、、、勇敢勇敢勇敢勇敢にににに死死死死ぬことなのだぬことなのだぬことなのだぬことなのだ。（。（。（。（セネカセネカセネカセネカ））））    

・・・・最善最善最善最善なるものをなるものをなるものをなるものを選選選選びたまえびたまえびたまえびたまえ。。。。そうすればそうすればそうすればそうすれば、、、、慣習慣習慣習慣習がそれをがそれをがそれをがそれを快適快適快適快適にににに、、、、かつかつかつかつ容易容易容易容易にしてくれにしてくれにしてくれにしてくれ

るであろうるであろうるであろうるであろう。（。（。（。（プルタルコプルタルコプルタルコプルタルコスススス））））    

・・・・自然自然自然自然はこのようにはこのようにはこのようにはこのように命命命命ずるずるずるずる。。。。家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける悪徳悪徳悪徳悪徳はははは、、、、ひじょうにひじょうにひじょうにひじょうに速速速速くくくく、、、、かつすみやかにかつすみやかにかつすみやかにかつすみやかに我我我我々々々々

をををを堕落堕落堕落堕落させるさせるさせるさせる。。。。健全健全健全健全なななな精神精神精神精神にににに健全健全健全健全なななな肉体肉体肉体肉体があるようにがあるようにがあるようにがあるように祈祈祈祈るべきであるるべきであるるべきであるるべきである。。。。死死死死のののの怖怖怖怖れをれをれをれを持持持持

たざるたざるたざるたざる強強強強いいいい心心心心をををを求求求求めよめよめよめよ。（。（。（。（ユウェナリスユウェナリスユウェナリスユウェナリス））））    

・・・・このこのこのこの地地地地においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、良良良良きききき習俗習俗習俗習俗がほかのがほかのがほかのがほかの地地地地におけるにおけるにおけるにおける良良良良きききき法律法律法律法律よりもよりもよりもよりも有効有効有効有効なのであるなのであるなのであるなのである。（。（。（。（タタタタ

キトゥスキトゥスキトゥスキトゥス））））    

・・・・肉体肉体肉体肉体においてであろうとにおいてであろうとにおいてであろうとにおいてであろうと、、、、国家国家国家国家においてであろうとにおいてであろうとにおいてであろうとにおいてであろうと、、、、頭頭頭頭からからからから広広広広がるがるがるがる病気病気病気病気がががが最最最最もももも重症重症重症重症なななな

のであるのであるのであるのである。（。（。（。（小小小小プリニウスプリニウスプリニウスプリニウス））））    

    

－－－－近代以降近代以降近代以降近代以降、、、、議会議会議会議会がががが決議決議決議決議すればすればすればすれば何何何何でもでもでもでも法法法法になるになるになるになる。。。。よりよりよりより良良良良いいいい法法法法のののの発見発見発見発見にににに努努努努めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。－。－。－。－ 

 

 



共同体共同体共同体共同体とととと古代古代古代古代ローマローマローマローマのののの国国国国家構造家構造家構造家構造（（（（ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国のののの意味意味意味意味することすることすることすること））））    

・・・・人間人間人間人間はははは一人一人一人一人ではではではでは生生生生きていけないきていけないきていけないきていけない。。。。素手素手素手素手でででで猛獣猛獣猛獣猛獣とととと戦戦戦戦ってもってもってもっても勝勝勝勝ちちちち目目目目はははは薄薄薄薄いいいい。。。。人間人間人間人間はははは自然自然自然自然とのとのとのとの戦戦戦戦いにいにいにいに群群群群れをれをれをれを

作作作作りりりり協力協力協力協力しししし、、、、力力力力をををを合合合合わせてわせてわせてわせて生命生命生命生命のののの再生産再生産再生産再生産をするをするをするをする。。。。    

・・・・そのそのそのその中中中中でででで言語言語言語言語がががが発達発達発達発達、、、、脳力脳力脳力脳力をををを磨磨磨磨きききき、、、、高度高度高度高度なななな知性知性知性知性をををを獲得獲得獲得獲得、、、、集団集団集団集団でででで食糧食糧食糧食糧をををを採取採取採取採取、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる生活物資生活物資生活物資生活物資をををを自自自自らららら

のののの手手手手でででで作作作作ったったったった。。。。弱弱弱弱いいいい人間人間人間人間がががが集団集団集団集団（（（（共同体共同体共同体共同体））））をををを形成形成形成形成しししし、、、、家畜家畜家畜家畜をををを飼育飼育飼育飼育、、、、大地大地大地大地からのからのからのからの食糧食糧食糧食糧をををを獲得獲得獲得獲得、、、、社会生活社会生活社会生活社会生活

のののの規律規律規律規律をををを作作作作りりりり、、、、他他他他のののの共同体共同体共同体共同体とととと対立対立対立対立、、、、強強強強いいいい共同体共同体共同体共同体がががが生生生生きききき残残残残ったったったった。。。。    

・・・・共同体共同体共同体共同体のののの発展発展発展発展はははは内部内部内部内部のののの不平等化不平等化不平等化不平等化をををを増大増大増大増大させるさせるさせるさせる。。。。共同平等共同平等共同平等共同平等のののの所有所有所有所有からからからから、、、、専有個別専有個別専有個別専有個別のののの所有所有所有所有へのへのへのへの変化変化変化変化があるがあるがあるがある。。。。    

・・・・共同体共同体共同体共同体はははは民族民族民族民族ごとごとごとごと種族種族種族種族ごとにごとにごとにごとに発展発展発展発展のののの仕方仕方仕方仕方がががが異異異異なるなるなるなる。。。。地理的地理的地理的地理的・・・・自然的自然的自然的自然的・・・・風土的条件風土的条件風土的条件風土的条件、、、、歴史的歴史的歴史的歴史的・・・・人間的条人間的条人間的条人間的条

件件件件などなどなどなど、、、、様様様様々々々々なななな条件条件条件条件によりによりによりにより、、、、個性個性個性個性あるあるあるある共同体共同体共同体共同体がががが生生生生まれたまれたまれたまれた。。。。    

・・・・古代古代古代古代ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国のののの基本基本基本基本はははは都市国家都市国家都市国家都市国家、、、、周囲周囲周囲周囲のののの種族種族種族種族をををを征服征服征服征服・・・・併合併合併合併合してしてしてして大国家大国家大国家大国家へへへへ、、、、法律法律法律法律にににに基基基基づきづきづきづき個人個人個人個人のののの権利権利権利権利

義務義務義務義務をををを明確明確明確明確にしたにしたにしたにした統制統制統制統制、、、、徳徳徳徳のののの実践実践実践実践とととと理性理性理性理性をををを最善最善最善最善とするとするとするとするストアストアストアストア哲学哲学哲学哲学ををををローマローマローマローマ法法法法にににに持持持持ちこむちこむちこむちこむ。。。。    

・・・・初期初期初期初期はははは王政王政王政王政、、、、民主政民主政民主政民主政にににに移行移行移行移行しししし、、、、紀元前紀元前紀元前紀元前５５５５世紀頃世紀頃世紀頃世紀頃にににに共和政共和政共和政共和政のののの形態形態形態形態へへへへ、、、、政治機構政治機構政治機構政治機構はははは元老院元老院元老院元老院とととと平民会議及平民会議及平民会議及平民会議及びびびび

護民官護民官護民官護民官、、、、軍軍軍軍をををを統制統制統制統制するするするする複数執政官複数執政官複数執政官複数執政官からからからから終身独裁官終身独裁官終身独裁官終身独裁官（（（（後後後後のののの皇帝皇帝皇帝皇帝））））へへへへ、、、、王政王政王政王政のののの王王王王がががが執政官執政官執政官執政官、、、、貴族政貴族政貴族政貴族政のののの評議評議評議評議

会会会会がががが元老院元老院元老院元老院、、、、民主政民主政民主政民主政のののの民会民会民会民会がががが平民会議平民会議平民会議平民会議（（（（三権分立三権分立三権分立三権分立のののの原型原型原型原型））））へへへへ移行移行移行移行したともしたともしたともしたとも考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

・・・・中央集権制中央集権制中央集権制中央集権制をををを基本基本基本基本にしてにしてにしてにして、、、、属州制属州制属州制属州制やややや皇帝直轄州皇帝直轄州皇帝直轄州皇帝直轄州などなどなどなど巧妙巧妙巧妙巧妙なななな分権制分権制分権制分権制をををを導入導入導入導入、、、、柔軟柔軟柔軟柔軟なななな対応対応対応対応とととと法解釈法解釈法解釈法解釈によりによりによりにより、、、、

異文化社会異文化社会異文化社会異文化社会をををを統治統治統治統治したしたしたした。。。。    

・・・・平民平民平民平民をををを指導者層指導者層指導者層指導者層へへへへ、、、、敵対敵対敵対敵対したしたしたした属州属州属州属州のののの部族部族部族部族にもにもにもにもローマローマローマローマ市民権市民権市民権市民権をををを与与与与ええええ、、、、優優優優れたれたれたれた指導者指導者指導者指導者をををを輩出輩出輩出輩出するするするする仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを

形成形成形成形成したしたしたした。。。。ローマローマローマローマ市民市民市民市民のののの直接税直接税直接税直接税はははは軍役義務軍役義務軍役義務軍役義務、、、、組織力組織力組織力組織力とととと技術力技術力技術力技術力がががが武器武器武器武器、、、、道路網道路網道路網道路網などのなどのなどのなどの社会資本社会資本社会資本社会資本をををを充実充実充実充実ささささ

せたせたせたせた。。。。    

・・・・経済基盤経済基盤経済基盤経済基盤はははは牧畜牧畜牧畜牧畜とととと農業農業農業農業がががが中心中心中心中心、、、、激激激激しいしいしいしい貧富貧富貧富貧富のののの差差差差のあるのあるのあるのある社会社会社会社会、、、、奴隷制奴隷制奴隷制奴隷制がががが存在存在存在存在、、、、狩猟狩猟狩猟狩猟とととと周辺周辺周辺周辺のののの属州属州属州属州からのからのからのからの

税収税収税収税収やややや異民族異民族異民族異民族からのからのからのからの略奪略奪略奪略奪でででで補補補補ったったったった。。。。    

・・・・マキャベマキャベマキャベマキャベリリリリのののの「「「「君主論君主論君主論君主論」」」」からからからから、、、、君主政君主政君主政君主政とととと共和政共和政共和政共和政のののの考察考察考察考察、、、、君主政君主政君主政君主政がががが堕落堕落堕落堕落するとするとするとすると僭主政僭主政僭主政僭主政にににに、、、、貴族政貴族政貴族政貴族政がががが堕落堕落堕落堕落

するとするとするとすると寡頭政寡頭政寡頭政寡頭政にににに、、、、民主政民主政民主政民主政がががが堕落堕落堕落堕落するとするとするとすると衆愚政衆愚政衆愚政衆愚政になるになるになるになる。。。。 

共同体共同体共同体共同体のののの発展発展発展発展とととと衰退衰退衰退衰退およびおよびおよびおよびローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国のののの興亡興亡興亡興亡    

・・・・共同体共同体共同体共同体はははは内部内部内部内部のののの結束力結束力結束力結束力のののの強強強強さがさがさがさが弱弱弱弱まるとまるとまるとまると衰退衰退衰退衰退するするするする。。。。貧貧貧貧しいしいしいしい共同体共同体共同体共同体からからからから裕福裕福裕福裕福なななな共同体共同体共同体共同体にににに発展発展発展発展するとするとするとすると、、、、獲獲獲獲

得得得得したしたしたした土地土地土地土地やややや物資物資物資物資はははは共有物共有物共有物共有物からからからから部族毎部族毎部族毎部族毎あるいはあるいはあるいはあるいは家族家族家族家族ごとにごとにごとにごとに占有占有占有占有しししし、、、、個別的個別的個別的個別的なななな所有所有所有所有のののの割合割合割合割合がががが増加増加増加増加するするするする。。。。    

・・・・個別的所有個別的所有個別的所有個別的所有のののの不平等化不平等化不平等化不平等化がががが次第次第次第次第にににに拡大拡大拡大拡大するとするとするとすると、、、、共同体共同体共同体共同体はははは分解分解分解分解するするするする。。。。共同体共同体共同体共同体のののの発展発展発展発展とはとはとはとは所有所有所有所有のののの不平等不平等不平等不平等のののの拡拡拡拡

大大大大をををを伴伴伴伴うううう分解分解分解分解のことのことのことのこと。。。。それはそれはそれはそれは周囲周囲周囲周囲によりによりによりにより結束力結束力結束力結束力のののの強強強強いいいい共同体共同体共同体共同体がががが存在存在存在存在すすすすることでることでることでることで、、、、共同体共同体共同体共同体のののの中心中心中心中心とととと周辺周辺周辺周辺

とのとのとのとの力関係力関係力関係力関係がががが逆転逆転逆転逆転するするするする。。。。    

・・・・ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国がががが次第次第次第次第にににに豊豊豊豊かになりかになりかになりかになり、、、、女性女性女性女性のののの道徳道徳道徳道徳がががが弛緩弛緩弛緩弛緩しししし、、、、子供子供子供子供をををを産産産産むのをむのをむのをむのを嫌嫌嫌嫌がりがりがりがり、、、、強健強健強健強健にしてにしてにしてにして聡明聡明聡明聡明ななななロロロロ

ーマーマーマーマ人人人人がががが次第次第次第次第にににに消消消消えたえたえたえた。。。。    

・・・・ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国のののの場合場合場合場合、、、、ゲルマンゲルマンゲルマンゲルマン諸国諸国諸国諸国がががが西西西西ローマローマローマローマをををを次第次第次第次第にににに侵略侵略侵略侵略、、、、ガリアガリアガリアガリア地域地域地域地域ににににフランクフランクフランクフランク王国王国王国王国のののの発生発生発生発生などなどなどなど、、、、

ローマローマローマローマがががが現実的現実的現実的現実的なななな政治政治政治政治のののの中心中心中心中心でででで無無無無くなりくなりくなりくなり、、、、新新新新たなたなたなたな中心中心中心中心はははは周辺周辺周辺周辺へへへへ移移移移ったったったった。。。。ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国のののの衰退衰退衰退衰退はははは元老院議元老院議元老院議元老院議

員達員達員達員達のののの超上流社会超上流社会超上流社会超上流社会でのでのでのでの生活様式生活様式生活様式生活様式のののの変化変化変化変化からからからから発生発生発生発生、、、、周辺周辺周辺周辺とととと中心中心中心中心のののの共同体共同体共同体共同体のののの結束力結束力結束力結束力がががが逆転逆転逆転逆転したしたしたした。。。。    

・・・・巨大財産巨大財産巨大財産巨大財産はははは労働労働労働労働でででで獲得獲得獲得獲得したものでなくしたものでなくしたものでなくしたものでなく遺贈遺贈遺贈遺贈、、、、富豪者富豪者富豪者富豪者のののの利殖法利殖法利殖法利殖法はははは貸付貸付貸付貸付けけけけ、、、、金銭欲金銭欲金銭欲金銭欲はははは底無底無底無底無しししし、、、、所有所有所有所有するするするする奴奴奴奴

隷隷隷隷のののの数数数数がががが人間人間人間人間のののの価値価値価値価値をををを決定決定決定決定したしたしたした。。。。    

・・・・質朴質朴質朴質朴なななな生活生活生活生活からからからから、、、、浪費的浪費的浪費的浪費的なななな過度過度過度過度のののの奢侈奢侈奢侈奢侈((((しゃししゃししゃししゃし))))とととと美食美食美食美食、、、、悪徳者悪徳者悪徳者悪徳者がががが栄栄栄栄ええええ、、、、貧乏人貧乏人貧乏人貧乏人をををを軽蔑軽蔑軽蔑軽蔑したしたしたした。。。。空虚空虚空虚空虚なななな快快快快

楽楽楽楽とととと倒錯倒錯倒錯倒錯したしたしたした欲望欲望欲望欲望、、、、食卓食卓食卓食卓のののの贅沢贅沢贅沢贅沢はははは精神精神精神精神をををを堕落堕落堕落堕落させたさせたさせたさせた。。。。    

・・・・食食食食べるためにべるためにべるためにべるために吐吐吐吐きききき、、、、吐吐吐吐くためにくためにくためにくために食食食食べべべべ、、、、不正不正不正不正によってかきによってかきによってかきによってかき集集集集めためためためた富富富富をををを無駄無駄無駄無駄にににに浪費浪費浪費浪費したしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、ワインワインワインワインにににに

鉛鉛鉛鉛をををを入入入入れるとれるとれるとれると味味味味がががが良良良良くなるくなるくなるくなる。。。。ローマローマローマローマ人人人人がががが愛飲愛飲愛飲愛飲しししし、、、、次第次第次第次第にににに体格体格体格体格がががが悪悪悪悪くなりくなりくなりくなり、、、、知能知能知能知能はははは下下下下がりがりがりがり、、、、剛健剛健剛健剛健でででで聡明聡明聡明聡明

ななななローマローマローマローマ人人人人がががが消消消消えていったようだえていったようだえていったようだえていったようだ。。。。    

・・・・性道徳性道徳性道徳性道徳のののの頽廃頽廃頽廃頽廃、、、、女性女性女性女性のみだらなのみだらなのみだらなのみだらな生態生態生態生態、、、、許許許許されぬされぬされぬされぬ快楽快楽快楽快楽がががが社会社会社会社会にににに蔓延蔓延蔓延蔓延したしたしたした。。。。家令家令家令家令はははは解放奴隷解放奴隷解放奴隷解放奴隷、、、、女主人女主人女主人女主人のののの持持持持

参金参金参金参金やややや貴金属貴金属貴金属貴金属やややや什器什器什器什器、、、、葡萄酒葡萄酒葡萄酒葡萄酒やややや奴隷奴隷奴隷奴隷にににに至至至至るまでるまでるまでるまで管理管理管理管理、、、、時時時時にはにはにはには法律上法律上法律上法律上のののの顧問顧問顧問顧問やややや話話話話しししし相手相手相手相手にしたにしたにしたにした。。。。    

・・・・男性社会男性社会男性社会男性社会がががが崩壊崩壊崩壊崩壊、、、、解放解放解放解放されたされたされたされた女性女性女性女性はははは性性性性のののの自由自由自由自由をををを謳歌謳歌謳歌謳歌、、、、教養教養教養教養あるあるあるある女性女性女性女性もももも上品上品上品上品なななな慎慎慎慎みをみをみをみを失失失失いいいい、、、、恋愛恋愛恋愛恋愛はははは一種一種一種一種

のののの戦戦戦戦いいいい、、、、愛欲愛欲愛欲愛欲はははは文化文化文化文化となったとなったとなったとなった。。。。    



 

４４４４．．．．科学技術科学技術科学技術科学技術とととと情報社会情報社会情報社会情報社会    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

科学科学科学科学とととと技術技術技術技術    

・・・・科学科学科学科学（（（（sciencesciencesciencescience））））はははは、、、、ラテンラテンラテンラテン語語語語のののの知識知識知識知識（（（（scientiascientiascientiascientia））））がががが語源語源語源語源、、、、科挙之学科挙之学科挙之学科挙之学のののの略語略語略語略語、、、、個別個別個別個別

学科学科学科学科、、、、分科分科分科分科のののの学学学学のののの意味意味意味意味があるがあるがあるがある。。。。    

・・・・科学科学科学科学とはとはとはとは、、、、一定一定一定一定のののの原理原理原理原理にににに基基基基づきづきづきづき、、、、知知知知ることからることからることからることから生生生生まれまれまれまれ、、、、組織化組織化組織化組織化されたされたされたされた知識知識知識知識のののの体系体系体系体系。。。。    

・・・・知識知識知識知識のののの組織化組織化組織化組織化にはにはにはには一定一定一定一定のののの法則法則法則法則にににに基基基基づくづくづくづく細細細細分化分化分化分化とととと分類化分類化分類化分類化がががが必要必要必要必要。。。。知識知識知識知識をををを科毎科毎科毎科毎にににに分分分分けけけけ、、、、

知識全体知識全体知識全体知識全体をををを組織化組織化組織化組織化するするするする学問学問学問学問がががが科学科学科学科学であるであるであるである。。。。    

・・・・科学的方法科学的方法科学的方法科学的方法にはにはにはには、、、、観察対象観察対象観察対象観察対象のののの事実事実事実事実やややや現象現象現象現象のののの再現可能性再現可能性再現可能性再現可能性がががが不可欠不可欠不可欠不可欠、、、、明確明確明確明確にににに定義可能定義可能定義可能定義可能なななな

概念概念概念概念のののの記述記述記述記述、、、、一定一定一定一定のののの規則規則規則規則にににに従従従従ってのってのってのっての推論推論推論推論、、、、変化変化変化変化のののの事象事象事象事象をををを区別区別区別区別・・・・整理整理整理整理、、、、普遍的普遍的普遍的普遍的なものなものなものなもの

をををを抽出抽出抽出抽出するするするする人間人間人間人間のののの行為行為行為行為がががが伴伴伴伴うううう。。。。    

・・・・技術技術技術技術（（（（technologytechnologytechnologytechnology））））ははははギリシャギリシャギリシャギリシャ語語語語のののの作作作作るるるる（（（（ﾃｸﾈﾃｸﾈﾃｸﾈﾃｸﾈ----：：：：technetechnetechnetechne））））がががが語源語源語源語源、、、、技技技技はははは手業手業手業手業（（（（てわてわてわてわ

ざざざざ）、）、）、）、術術術術はははは道筋道筋道筋道筋あるいはあるいはあるいはあるいは手段手段手段手段のののの意味意味意味意味、、、、人人人人のののの能力能力能力能力・・・・機能機能機能機能・・・・動動動動きをきをきをきを表表表表すすすす概念概念概念概念であるであるであるである。。。。    

・・・・技術技術技術技術はははは英語英語英語英語のののの mechanical artmechanical artmechanical artmechanical art のののの訳訳訳訳でもありでもありでもありでもあり、、、、技能技能技能技能((((スキルスキルスキルスキル))))とととと区別区別区別区別されるがされるがされるがされるが、、、、サイサイサイサイ

エンスエンスエンスエンスととととエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングによってによってによってによって生生生生みみみみ出出出出されたされたされたされた。。。。    

・・・・技術技術技術技術はははは知識知識知識知識そのものがそのものがそのものがそのものが目的目的目的目的ではなくではなくではなくではなく、、、、科学科学科学科学によってによってによってによって人間人間人間人間がががが理解理解理解理解（（（（経験経験経験経験やややや勘勘勘勘をををを含含含含むむむむ））））

したしたしたした自然界自然界自然界自然界のののの現象現象現象現象やややや構造構造構造構造をををを用用用用いていていていて、、、、人間人間人間人間のためのためのためのため又又又又はははは人間人間人間人間がががが意図意図意図意図するするするする目的目的目的目的のためのためのためのため、、、、自自自自

然界然界然界然界にににに人工的人工的人工的人工的なななな変化変化変化変化をををを与与与与ええええ、、、、作作作作ることからることからることからることから生生生生まれたまれたまれたまれた人間人間人間人間のののの活動活動活動活動であるであるであるである。。。。    

・・・・科学科学科学科学はははは真理真理真理真理のののの探求探求探求探求によりによりによりにより知識知識知識知識をををを求求求求めめめめ続続続続けけけけ、、、、技術技術技術技術はははは役立役立役立役立つつつつ物物物物をををを作作作作りりりり出出出出すのがすのがすのがすのが目的目的目的目的でででで、、、、

そのそのそのその手段手段手段手段をををを求求求求めめめめ、、、、設計設計設計設計するするするする方法方法方法方法のののの知識知識知識知識でもあるでもあるでもあるでもある。。。。    

・・・・自然自然自然自然をををを人間人間人間人間がががが理解理解理解理解するするするする学問学問学問学問がががが科学科学科学科学、、、、人間人間人間人間のののの考考考考えたことをえたことをえたことをえたことを自然自然自然自然にににに対対対対してしてしてして、、、、問問問問いいいい掛掛掛掛けるけるけるける

学問学問学問学問がががが技術技術技術技術、、、、科学科学科学科学はははは自然自然自然自然をををを理解理解理解理解しししし、、、、技術技術技術技術はははは自然自然自然自然にににに対処対処対処対処するするするする。。。。    

    

 

科学文明の史的系譜

シュメル文明（狩）

エジプト文明（農）

インダス文明

黄河文明

ギリシャ文明（海）

古代ローマの科学

アラビアの科学 （科学革命・産業革命）

近代科学

現代科学

中世の科学

（（（（文字文字文字文字、、、、道具道具道具道具、、、、火火火火のののの使用使用使用使用））））

日本の科学

（（（（１７１７１７１７～～～～１９１９１９１９世紀世紀世紀世紀）））） （（（（２０２０２０２０～～～～２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀））））

（（（（１５１５１５１５～～～～１８１８１８１８世紀世紀世紀世紀））））

（（（（１８１８１８１８～～～～１９１９１９１９世紀世紀世紀世紀））））

（（（（７７７７～～～～１２１２１２１２世紀世紀世紀世紀））））（ＢＣ（ＢＣ（ＢＣ（ＢＣ７７７７～ＡＤ～ＡＤ～ＡＤ～ＡＤ８８８８世紀世紀世紀世紀））））

（ＢＣ（ＢＣ（ＢＣ（ＢＣ７７７７～ＢＣ～ＢＣ～ＢＣ～ＢＣ２２２２世紀世紀世紀世紀））））

（ＢＣ（ＢＣ（ＢＣ（ＢＣ２２２２～ＡＤ～ＡＤ～ＡＤ～ＡＤ４４４４世紀世紀世紀世紀））））

（（（（４４４４～～～～１５１５１５１５世紀世紀世紀世紀））））

（～ＢＣ（～ＢＣ（～ＢＣ（～ＢＣ７７７７世紀世紀世紀世紀））））



 

 

 

科学的思考法科学的思考法科学的思考法科学的思考法とととと科学文明科学文明科学文明科学文明    

・・・・科学的探究科学的探究科学的探究科学的探究((((知識知識知識知識のののの探求探求探求探求))))はははは、、、、未知未知未知未知へのへのへのへの好奇心好奇心好奇心好奇心あるいはあるいはあるいはあるいは既存既存既存既存のののの常識常識常識常識やややや権威権威権威権威にににに対対対対するするするする懐疑心懐疑心懐疑心懐疑心かかかか

らららら、、、、自由自由自由自由なななな発想発想発想発想をををを前提前提前提前提にしてにしてにしてにして、、、、真理真理真理真理をををを理解理解理解理解しわかるためのしわかるためのしわかるためのしわかるための方法方法方法方法やややや内容内容内容内容にににに、、、、改善改良工夫改善改良工夫改善改良工夫改善改良工夫をををを

積積積積みみみみ重重重重ねてきたねてきたねてきたねてきた。。。。    

・・・・科学的科学的科学的科学的なななな好奇心好奇心好奇心好奇心はははは事物事物事物事物のののの変化変化変化変化によってによってによってによって引引引引きききき起起起起こされるこされるこされるこされる。。。。科学科学科学科学はそのはそのはそのはその変化変化変化変化のののの本性本性本性本性やややや原因原因原因原因をををを明明明明

らかにするらかにするらかにするらかにする。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその変化変化変化変化のののの様相様相様相様相をををを明明明明らかにするらかにするらかにするらかにする試試試試みにみにみにみに対対対対しししし、、、、対立対立対立対立するするするする見解見解見解見解やややや類似類似類似類似のののの思思思思

惑惑惑惑がががが繰繰繰繰りりりり返返返返しししし登場登場登場登場してきたしてきたしてきたしてきた。。。。    

・・・・変化変化変化変化とととと不変不変不変不変をををを表現表現表現表現してしてしてして理解理解理解理解するためにするためにするためにするために、、、、言語言語言語言語、、、、論理論理論理論理、、、、数学数学数学数学などがなどがなどがなどが使用使用使用使用されるされるされるされる。。。。変化変化変化変化するもするもするもするも

のをのをのをのを経験的経験的経験的経験的にににに集積集積集積集積しししし、、、、実験実験実験実験やややや観察観察観察観察をををを通通通通してしてしてして、、、、そのそのそのその不変不変不変不変（（（（普遍普遍普遍普遍））））性性性性をををを理性的理性的理性的理性的かつかつかつかつ合理的合理的合理的合理的にににに見見見見

出出出出すすすす行為行為行為行為がががが科学科学科学科学でもあるでもあるでもあるでもある。。。。    

・・・・近代科学近代科学近代科学近代科学はははは、、、、仮説仮説仮説仮説によるによるによるによる認識論的予想認識論的予想認識論的予想認識論的予想のののの検証検証検証検証、、、、数学的言語数学的言語数学的言語数学的言語によるによるによるによるモデルモデルモデルモデル化化化化、、、、矛盾矛盾矛盾矛盾のののの無無無無いいいい合合合合

理性理性理性理性、、、、論理的論理的論理的論理的なななな解釈解釈解釈解釈によりによりによりにより、、、、自然界自然界自然界自然界のののの現象現象現象現象やややや事象事象事象事象などをなどをなどをなどを人人人人々々々々がががが理解理解理解理解できるできるできるできる知知知知のののの発見発見発見発見にあるにあるにあるにある。。。。

科学文明科学文明科学文明科学文明はははは、、、、技術技術技術技術とととと密着密着密着密着しししし、、、、人間社会人間社会人間社会人間社会ににににプラスプラスプラスプラス面面面面をもたらしたがをもたらしたがをもたらしたがをもたらしたが、、、、マイナスマイナスマイナスマイナス面面面面もももも顕著顕著顕著顕著にににに与与与与

えたえたえたえた。。。。    

・・・・日本日本日本日本のののの科学技術科学技術科学技術科学技術はははは、、、、中国文化中国文化中国文化中国文化をををを模倣模倣模倣模倣してきたしてきたしてきたしてきた伝統伝統伝統伝統やややや日本語化日本語化日本語化日本語化したしたしたした教育教育教育教育のののの普及等普及等普及等普及等もあったがもあったがもあったがもあったが、、、、

タイミングタイミングタイミングタイミング的的的的にににに非常非常非常非常にににに恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた近代化近代化近代化近代化であったであったであったであった。。。。しかししかししかししかし、、、、近代科学近代科学近代科学近代科学のののの基礎的基礎的基礎的基礎的でででで系統的系統的系統的系統的なななな側側側側

面面面面はははは日本日本日本日本であまりであまりであまりであまり育育育育たなかったようだたなかったようだたなかったようだたなかったようだ。。。。    

・・・・自然科学自然科学自然科学自然科学のののの歴史歴史歴史歴史ははははギリシャギリシャギリシャギリシャ時代時代時代時代のののの遺産遺産遺産遺産がががが大大大大きくきくきくきく、、、、そのそのそのその世界観世界観世界観世界観やややや物質観物質観物質観物質観、、、、仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの追求追求追求追求、、、、体体体体

系化系化系化系化、、、、論理性論理性論理性論理性、、、、数学的概念数学的概念数学的概念数学的概念にににに多多多多くのくのくのくの特徴特徴特徴特徴がみられるがみられるがみられるがみられる。。。。 

 

 

 

 

 

科学文明発展科学文明発展科学文明発展科学文明発展のののの課題課題課題課題    

・・・・科学科学科学科学はははは人間人間人間人間のののの主体的主体的主体的主体的かつかつかつかつ社会的社会的社会的社会的なななな活動活動活動活動のののの産物産物産物産物、、、、科学科学科学科学のののの発展発展発展発展はそのはそのはそのはその実験設備実験設備実験設備実験設備のののの大規模化大規模化大規模化大規模化

をををを求求求求めめめめ、、、、科学科学科学科学のののの組織化組織化組織化組織化がががが進進進進みみみみ、、、、巨大科学巨大科学巨大科学巨大科学がががが出現出現出現出現しししし、、、、科学技術科学技術科学技術科学技術はははは管理社会管理社会管理社会管理社会にににに埋没埋没埋没埋没するするするする傾傾傾傾

向向向向がががが見見見見られるられるられるられる。。。。    

・・・・またまたまたまた、、、、近代科学近代科学近代科学近代科学のののの導入導入導入導入はははは産業産業産業産業やややや軍事軍事軍事軍事などへなどへなどへなどへ利用利用利用利用されされされされ、、、、軍事軍事軍事軍事やややや産業産業産業産業とととと結結結結びびびび付付付付きききき、、、、国家権国家権国家権国家権

力力力力のののの支配下支配下支配下支配下にににに置置置置かれかれかれかれ、、、、軍事大国軍事大国軍事大国軍事大国・・・・戦争戦争戦争戦争へのへのへのへの恐怖恐怖恐怖恐怖とととと背中合背中合背中合背中合せにあるせにあるせにあるせにある。。。。科学技科学技科学技科学技術術術術にににに対対対対するするするする

個人個人個人個人とととと国家国家国家国家のののの倫理倫理倫理倫理のののの確立確立確立確立がががが極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要になっているになっているになっているになっている。。。。    

・・・・科学技術科学技術科学技術科学技術のののの発展発展発展発展はははは、、、、都市化都市化都市化都市化やややや情報化情報化情報化情報化などなどなどなど、、、、個人個人個人個人のののの理性理性理性理性やややや個性個性個性個性あるいはあるいはあるいはあるいは私生活私生活私生活私生活をををを奪奪奪奪うううう傾傾傾傾

向向向向にありにありにありにあり、、、、自然環境自然環境自然環境自然環境やややや生態系生態系生態系生態系をををを破壊破壊破壊破壊しししし、、、、世界世界世界世界のののの距離距離距離距離をををを消滅消滅消滅消滅させさせさせさせ、、、、核核核核のののの脅威脅威脅威脅威をををを含含含含めめめめ、、、、有有有有

限限限限なななな地球全体地球全体地球全体地球全体のののの大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・すべてのすべてのすべてのすべての問題問題問題問題がががが科学科学科学科学でででで解決解決解決解決できるとはできるとはできるとはできるとは限限限限らないらないらないらない。。。。現代科学現代科学現代科学現代科学はははは、、、、科学科学科学科学にににに適適適適したしたしたした問題問題問題問題をををを抜抜抜抜

きききき出出出出してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを解決解決解決解決しているにしているにしているにしているに過過過過ぎないぎないぎないぎない。。。。    

・・・・科学科学科学科学はははは知知知知ることからることからることからることから生生生生まれたまれたまれたまれた知識知識知識知識のののの体系体系体系体系、、、、技術技術技術技術はははは作作作作ることからることからることからることから生生生生まれたまれたまれたまれた人間人間人間人間のののの活動活動活動活動、、、、

倫理倫理倫理倫理はははは人間人間人間人間のののの行為行為行為行為にににに対対対対するするするする反省反省反省反省、、、、科学技術科学技術科学技術科学技術にもにもにもにも理性的理性的理性的理性的なななな必然必然必然必然のののの選択選択選択選択がががが求求求求めめめめられるられるられるられる。。。。 

・各企業各企業各企業各企業のののの持持持持つつつつ膨大膨大膨大膨大なななな知的技術情報知的技術情報知的技術情報知的技術情報はははは、、、、埋没埋没埋没埋没させることなくさせることなくさせることなくさせることなく、、、、整理整理整理整理してしてしてしてテキストテキストテキストテキスト化化化化しししし、、、、

後世後世後世後世にににに残残残残すすすす仕組仕組仕組仕組みみみみ作作作作りがりがりがりが必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠であろうであろうであろうであろう。。。。 

 

 



 

情報情報情報情報のののの世界世界世界世界    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報情報情報情報にはにはにはには宇宙宇宙宇宙宇宙のののの大大大大きさをきさをきさをきさを遥遥遥遥かにかにかにかに凌凌凌凌ぐぐぐぐ多様性多様性多様性多様性のののの世界世界世界世界があるがあるがあるがある。。。。    

 

 

情報化情報化情報化情報化のののの本質本質本質本質    

・・・・情報情報情報情報のののの最小単位最小単位最小単位最小単位はははは２２２２進数進数進数進数、、、、言葉言葉言葉言葉・・・・音声音声音声音声・・・・文字文字文字文字・・・・記号記号記号記号・・・・画像画像画像画像・・・・動画動画動画動画などなどなどなど、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる種類種類種類種類

のののの情報情報情報情報がががが００００とととと１１１１あるいはあるいはあるいはあるいはオンオンオンオンととととオフオフオフオフのののの組合組合組合組合せでせでせでせで表現表現表現表現されるされるされるされる。。。。ネオダマネオダマネオダマネオダマ（（（（ネットワークネットワークネットワークネットワーク

化化化化、、、、オープンオープンオープンオープン化化化化、、、、ダウンサイジングダウンサイジングダウンサイジングダウンサイジング化化化化、、、、マルチメデァマルチメデァマルチメデァマルチメデァ化化化化））））がががが進進進進みみみみ、、、、インターネットインターネットインターネットインターネットがががが

飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的にににに普普普普及及及及、、、、事象事象事象事象ののののモデルモデルモデルモデル化化化化、、、、情報利用情報利用情報利用情報利用のののの目的化目的化目的化目的化、、、、情報情報情報情報のののの処理能力処理能力処理能力処理能力とととと表現力表現力表現力表現力がががが求求求求めめめめ

られるられるられるられる。。。。    

・・・・情報情報情報情報はははは、、、、あるあるあるある事象事象事象事象のののの単単単単なるなるなるなる表現表現表現表現としてのとしてのとしてのとしてのデータデータデータデータ（（（（資料資料資料資料））））をををを変換処理変換処理変換処理変換処理しししし、、、、特定特定特定特定のののの時期時期時期時期とととと

場所場所場所場所においてにおいてにおいてにおいて、、、、一定一定一定一定のののの価値価値価値価値をををを持持持持ったったったった知識体系知識体系知識体系知識体系であるであるであるである。。。。人間人間人間人間のののの行動行動行動行動のためののためののためののための意思決定意思決定意思決定意思決定にににに

用用用用いられいられいられいられ、、、、そのそのそのその結果結果結果結果がががが行為行為行為行為になってになってになってになって、、、、成果成果成果成果としてとしてとしてとして評価評価評価評価されるされるされるされる。。。。    

・・・・情報情報情報情報にはにはにはには、、、、量量量量とととと質質質質、、、、新規性新規性新規性新規性、、、、精度精度精度精度とととと信頼性信頼性信頼性信頼性、、、、応答性応答性応答性応答性やややや適応性適応性適応性適応性、、、、そのそのそのその評価評価評価評価とととと費用費用費用費用などがなどがなどがなどが

重要重要重要重要になるになるになるになる。。。。    

・・・・歴史歴史歴史歴史のののの記録記録記録記録はははは過去過去過去過去とのとのとのとの対話対話対話対話、、、、夢夢夢夢をををを描描描描きききき夢夢夢夢をををを実現実現実現実現することはすることはすることはすることは未来未来未来未来とのとのとのとの対話対話対話対話、、、、多様多様多様多様なななな情報情報情報情報

がががが時間軸時間軸時間軸時間軸とととと空間軸空間軸空間軸空間軸をををを越越越越えてえてえてえてコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを可能可能可能可能にするにするにするにする。。。。    

・・・・情報化情報化情報化情報化とはとはとはとは、、、、与与与与えられるえられるえられるえられる情報情報情報情報でなくでなくでなくでなく、、、、求求求求めてめてめてめて得得得得るるるる情報情報情報情報がががが不可欠不可欠不可欠不可欠かつかつかつかつ大切大切大切大切なななな時代時代時代時代になるになるになるになる。。。。

受動的受動的受動的受動的なななな人間人間人間人間からからからから能動的能動的能動的能動的なななな人間人間人間人間にならなければならないにならなければならないにならなければならないにならなければならない。。。。 

 

 

１０４１０４１０４１０４．．．．３３３３××××１０１０１０１０

１２１２１２１２

＝＝＝＝１２５１２５１２５１２５

１７１７１７１７

××××８０８０８０８０／／／／１８１８１８１８／／／／２２２２／／／／１０００１０００１０００１０００／／／／１０００１０００１０００１０００／／／／光光光光がががが一年間一年間一年間一年間にににに進進進進むむむむ距離距離距離距離    

    

光光光光がががが一年間一年間一年間一年間にににに進進進進むむむむ距離距離距離距離＝＝＝＝３０００００３０００００３０００００３０００００××××６０６０６０６０××××６０６０６０６０××××２４２４２４２４××××３６５３６５３６５３６５××××１０００１０００１０００１０００ｍｍｍｍ    

 

夏草や　兵（つはもの）どもが　夢のあと

閑さや岩にしみ入る蝉の声

五月雨を　あつめて早し　最上川

我と来て遊べや親のない雀

春風や牛に引かれて善光寺

あの月をとってくれよと泣く子かな

俳句俳句俳句俳句はははは「「「「五七五五七五五七五五七五」」」」僅僅僅僅かにかにかにかに１７１７１７１７文字文字文字文字、、、、日本語日本語日本語日本語のののの表音文字表音文字表音文字表音文字「「「「あいうあいうあいうあいう・・・・・・・・んんんん」「」「」「」「がぎぐがぎぐがぎぐがぎぐ・・・・・・・・ぱぴぱぴぱぴぱぴ

ぷぷぷぷ」「」「」「」「きゃきゅきょきゃきゅきょきゃきゅきょきゃきゅきょ・・・・・・・・びゃびゅびょびゃびゅびょびゃびゅびょびゃびゅびょ」」」」などなどなどなど、、、、仮仮仮仮にににに１２５１２５１２５１２５種類種類種類種類としとしとしとし、、、、 「「「「五七五五七五五七五五七五」」」」のののの文字文字文字文字のなのなのなのな

らびをすべてらびをすべてらびをすべてらびをすべて、、、、厚厚厚厚ささささ８０８０８０８０ミクロンミクロンミクロンミクロンのののの文庫本文庫本文庫本文庫本のののの紙紙紙紙にににに、、、、１１１１頁頁頁頁あたりあたりあたりあたり１８１８１８１８首首首首ずつずつずつずつ印刷印刷印刷印刷するするするする。。。。

そのそのそのその厚厚厚厚さはさはさはさは１０４１０４１０４１０４兆光年兆光年兆光年兆光年になるになるになるになる。。。。そのそのそのその重量重量重量重量はははは、、、、文庫本文庫本文庫本文庫本のののの厚厚厚厚ささささ１１１１センチメートルセンチメートルセンチメートルセンチメートル当当当当りをりをりをりを

１２５１２５１２５１２５グラムグラムグラムグラムとすればとすればとすればとすれば、、、、６６６６××××１０１０１０１０
２１２１２１２１

トントントントンとなりとなりとなりとなり、、、、地球地球地球地球のののの重重重重ささささ２０５２０５２０５２０５万個万個万個万個にににに相当相当相当相当するするするする。。。。

このこのこのこの内内内内、、、、ほとんどはほとんどはほとんどはほとんどは無意味無意味無意味無意味、、、、人人人人のののの心心心心をををを動動動動かすかすかすかす俳句俳句俳句俳句のののの創出創出創出創出、、、、それはそれはそれはそれは作者作者作者作者のののの心身心身心身心身をををを

刺激刺激刺激刺激するするするする体験体験体験体験、、、、僅僅僅僅かにかにかにかに１７１７１７１７文字文字文字文字にににに凝縮凝縮凝縮凝縮するするするする創造活動創造活動創造活動創造活動がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。

情報の世界の多様性
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情報社会情報社会情報社会情報社会へのへのへのへの歴史歴史歴史歴史    

・・・・社会社会社会社会のののの大局的大局的大局的大局的なななな変動変動変動変動はははは、、、、狩猟社会狩猟社会狩猟社会狩猟社会からからからから農耕社会農耕社会農耕社会農耕社会へへへへ、、、、工業社会工業社会工業社会工業社会をををを経経経経てててて情報社会情報社会情報社会情報社会へへへへ。。。。    

・・・・社会社会社会社会のののの情報化情報化情報化情報化はははは、、、、言語言語言語言語からからからから文字文字文字文字（（（（表意文字表意文字表意文字表意文字、、、、表音文字表音文字表音文字表音文字などなどなどなど））））をををを生生生生みみみみ、、、、紙紙紙紙やややや活版印刷技活版印刷技活版印刷技活版印刷技

術術術術のののの発明発明発明発明からからからから、、、、マスコミニュケーションマスコミニュケーションマスコミニュケーションマスコミニュケーションのののの発達発達発達発達をををを経経経経てててて、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット社会社会社会社会へへへへ。。。。    

・・・・情報化情報化情報化情報化のののの歴史的背景歴史的背景歴史的背景歴史的背景はははは、、、、マスメディアマスメディアマスメディアマスメディアのののの発達発達発達発達のののの歴史歴史歴史歴史、、、、それはそれはそれはそれは表現表現表現表現のののの自由自由自由自由のののの制約制約制約制約とそれとそれとそれとそれ

へのへのへのへの抵抗抵抗抵抗抵抗のののの歴史歴史歴史歴史、、、、技術技術技術技術のののの発達発達発達発達がががが時代時代時代時代をををを変化変化変化変化させたさせたさせたさせた。。。。日本日本日本日本でもでもでもでも江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代にににに新新新新しいしいしいしい事物事物事物事物のののの

出現出現出現出現をををを禁止禁止禁止禁止（（（（享保享保享保享保のののの新規御法度新規御法度新規御法度新規御法度））））していたしていたしていたしていた。。。。    

・・・・情報情報情報情報のののの量量量量とととと質質質質のののの変化変化変化変化がががが人類人類人類人類のののの歴史歴史歴史歴史をををを形成形成形成形成、、、、情報通信技術情報通信技術情報通信技術情報通信技術やややや情報社会情報社会情報社会情報社会のののの発展発展発展発展にににに伴伴伴伴ってってってって、、、、

社会社会社会社会がががが生成生成生成生成・・・・管理管理管理管理するするするする情報量情報量情報量情報量がががが急速急速急速急速にににに増増増増ええええ、、、、情報情報情報情報のののの蓄積蓄積蓄積蓄積・・・・検索検索検索検索・・・・整理整理整理整理・・・・アクセスアクセスアクセスアクセスなどなどなどなど

についてについてについてについて、、、、よりよりよりより効率的効率的効率的効率的なななな手法手法手法手法やややや技術技術技術技術がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。 

 

情報爆発時代情報爆発時代情報爆発時代情報爆発時代のののの到来到来到来到来    

・・・・人類人類人類人類がががが１９９９１９９９１９９９１９９９年末年末年末年末までのまでのまでのまでの３０３０３０３０万年間万年間万年間万年間にににに蓄積蓄積蓄積蓄積したしたしたした情報量情報量情報量情報量はははは約約約約１２１２１２１２エクサバイトエクサバイトエクサバイトエクサバイト（（（（１２１２１２１２

００００億億億億ギガバイトギガバイトギガバイトギガバイト））））であるであるであるである。。。。ところがところがところがところが２００２２００２２００２２００２年年年年１１１１年間年間年間年間だけでだけでだけでだけでネットワークネットワークネットワークネットワーク上上上上にににに流流流流れたれたれたれた

情報情報情報情報はははは約約約約１８１８１８１８エクサバイトエクサバイトエクサバイトエクサバイト（（（（１８０１８０１８０１８０億億億億ギガバイトギガバイトギガバイトギガバイト））））であるであるであるである。。。。    

・・・・全全全全世界世界世界世界でででで電子電子電子電子データデータデータデータとしてとしてとしてとして創出創出創出創出あるいはあるいはあるいはあるいは獲得獲得獲得獲得されるされるされるされる蓄積情報量蓄積情報量蓄積情報量蓄積情報量はははは、、、、２００６２００６２００６２００６年年年年１６１１６１１６１１６１

エクサバイトエクサバイトエクサバイトエクサバイト、、、、２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年９８８９８８９８８９８８エクサバイトエクサバイトエクサバイトエクサバイト、、、、２０１５２０１５２０１５２０１５年年年年１０１０１０１０ゼタバイトゼタバイトゼタバイトゼタバイトをををを超超超超えるえるえるえる。。。。    

・・・・一人一人一人一人のののの人間人間人間人間がががが一生涯一生涯一生涯一生涯でででで獲得獲得獲得獲得できるできるできるできるデジタルデジタルデジタルデジタル化化化化されたされたされたされた情報量情報量情報量情報量はははは約約約約１１１１テラバイトテラバイトテラバイトテラバイト程度程度程度程度（（（（多多多多

くてもこのくてもこのくてもこのくてもこの数倍数倍数倍数倍がががが限度限度限度限度）、）、）、）、現在世界中現在世界中現在世界中現在世界中にににに電子電子電子電子データデータデータデータとしてとしてとしてとしてデジタルデジタルデジタルデジタル化化化化されてされてされてされて存在存在存在存在するするするする蓄蓄蓄蓄

積情報量積情報量積情報量積情報量はははは数数数数ゼタバイトゼタバイトゼタバイトゼタバイトとされるとされるとされるとされる。。。。    

１１１１エクサエクサエクサエクサ（Ｅｘａ）（Ｅｘａ）（Ｅｘａ）（Ｅｘａ）バイトバイトバイトバイト＝＝＝＝１０１０１０１０

１８１８１８１８

バイトバイトバイトバイト，，，，    １１１１ゼタゼタゼタゼタ（Ｚｅｔｔａ）（Ｚｅｔｔａ）（Ｚｅｔｔａ）（Ｚｅｔｔａ）バイトバイトバイトバイト＝＝＝＝１０１０１０１０

２１２１２１２１

バイトバイトバイトバイト    

    

情報社会情報社会情報社会情報社会はははは巨大数巨大数巨大数巨大数のののの世界世界世界世界    
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膨張する情報量    

－－－－巨大数巨大数巨大数巨大数のののの世界世界世界世界へへへへ－－－－    



 

情情情情報社会報社会報社会報社会のののの構造構造構造構造とととと社会基盤社会基盤社会基盤社会基盤    

・・・・情報情報情報情報ネットワークネットワークネットワークネットワーク社会社会社会社会とととと実世界実世界実世界実世界とのとのとのとの関連付関連付関連付関連付けがけがけがけが鍵鍵鍵鍵、、、、情報情報情報情報ネットワークネットワークネットワークネットワーク社会社会社会社会はははは法律法律法律法律やややや規規規規

則則則則あるいはあるいはあるいはあるいは約束約束約束約束をををを守守守守るるるる社会社会社会社会、、、、実世界実世界実世界実世界はははは自然科学等自然科学等自然科学等自然科学等のののの物理法則物理法則物理法則物理法則にににに従従従従うううう世界世界世界世界、、、、このこのこのこの二二二二つのつのつのつの

社会社会社会社会とととと世界世界世界世界をををを結結結結びびびび付付付付けるけるけるける仕組仕組仕組仕組みみみみ（（（（情報情報情報情報のののの信憑性信憑性信憑性信憑性））））がががが問題問題問題問題になるになるになるになる。。。。    

・・・・情報社会情報社会情報社会情報社会のののの社会基盤社会基盤社会基盤社会基盤はははは、、、、電子経済電子経済電子経済電子経済のののの発展発展発展発展、、、、物流物流物流物流やややや人流人流人流人流ののののモニタリングモニタリングモニタリングモニタリング、、、、人間活動人間活動人間活動人間活動のののの電電電電

子化子化子化子化、、、、情報資源活用情報資源活用情報資源活用情報資源活用・・・・異文化交流異文化交流異文化交流異文化交流などのなどのなどのなどのヒューマンコミュニケーションヒューマンコミュニケーションヒューマンコミュニケーションヒューマンコミュニケーション、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

利用利用利用利用のののの情報化情報化情報化情報化などにあるなどにあるなどにあるなどにある。。。。    

・・・・特特特特にににに、、、、電子経済電子経済電子経済電子経済のののの発展発展発展発展にはにはにはには実世界実世界実世界実世界のののの価値価値価値価値とととと情報情報情報情報のののの電子化電子化電子化電子化とのとのとのとの連動連動連動連動がががが重要重要重要重要、、、、貨幣貨幣貨幣貨幣やややや証券証券証券証券

のののの電子化電子化電子化電子化はははは保証保証保証保証・・・・信用信用信用信用（（（（認証認証認証認証・・・・セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ・・・・価格評価価格評価価格評価価格評価などなどなどなど））））がががが不可欠不可欠不可欠不可欠、、、、リーマンシリーマンシリーマンシリーマンシ

ョックョックョックョックのののの発生発生発生発生はこのはこのはこのはこの対応概念対応概念対応概念対応概念のののの乖離乖離乖離乖離がががが原因原因原因原因にあるにあるにあるにある。。。。 

 

 

情報社会情報社会情報社会情報社会のののの課題課題課題課題    

・・・・一人一人一人一人一人一人一人一人がががが一生涯一生涯一生涯一生涯でででで必要必要必要必要とするとするとするとする情報情報情報情報をををを、、、、ネットワークネットワークネットワークネットワーク上上上上でよりでよりでよりでより合理的合理的合理的合理的にににに効率的効率的効率的効率的にににに管理管理管理管理

しししし、、、、必要必要必要必要なななな情報情報情報情報をすばやくをすばやくをすばやくをすばやく提供提供提供提供するするするする仕組仕組仕組仕組みみみみ作作作作りがりがりがりが不可欠不可欠不可欠不可欠となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・増加増加増加増加するするするする膨大膨大膨大膨大なななな情報情報情報情報からからからから、、、、ゴミゴミゴミゴミ情報情報情報情報やややや有害情報有害情報有害情報有害情報をををを除除除除きききき、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心、、、、簡便簡便簡便簡便でででで的確的確的確的確なななな信信信信

憑性憑性憑性憑性のあるのあるのあるのある情報提供情報提供情報提供情報提供をををを可能可能可能可能にするにするにするにするシステムシステムシステムシステム化化化化がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。    

・・・・情報情報情報情報のののの寡占寡占寡占寡占とととと独占独占独占独占、、、、情報情報情報情報のののの地域格差地域格差地域格差地域格差やややや個人格差個人格差個人格差個人格差のののの問題問題問題問題をををを意識意識意識意識しながらしながらしながらしながら、、、、同時同時同時同時にににに、、、、自由自由自由自由

なななな精神精神精神精神にににに基基基基づくづくづくづく、、、、文化的創造文化的創造文化的創造文化的創造やあそびやあそびやあそびやあそびのののの精神精神精神精神がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。    

・・・・法制度法制度法制度法制度（（（（個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護、、、、著作権著作権著作権著作権、、、、不正競争防止不正競争防止不正競争防止不正競争防止などなどなどなど））））のののの枠組枠組枠組枠組みのみのみのみの再構築再構築再構築再構築がががが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・現代企業現代企業現代企業現代企業はははは夢夢夢夢をををを実現実現実現実現するするするする場場場場、Ｔ、Ｔ、Ｔ、Ｔ→→→→ＰＰＰＰ→→→→ＤＤＤＤ→→→→ＣＣＣＣ→→→→ＡＡＡＡにににに基基基基づきづきづきづき、、、、企業企業企業企業のののの存続存続存続存続とととと目標目標目標目標にににに向向向向かかかか

ってってってって、、、、戦略的戦略的戦略的戦略的マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントをををを展開展開展開展開しししし、、、、社会社会社会社会のののの情報化情報化情報化情報化とととと結結結結びびびび付付付付けてけてけてけて夢夢夢夢をををを実現実現実現実現したいしたいしたいしたい。。。。    

・・・・善善善善なるなるなるなる夢夢夢夢をををを描描描描きききき、、、、善善善善なるなるなるなる智慧智慧智慧智慧でででで、、、、善善善善なるなるなるなる社会社会社会社会をををを実現実現実現実現させたいものださせたいものださせたいものださせたいものだ。。。。    

    

－－－－人間人間人間人間のののの持持持持つつつつ欲望欲望欲望欲望とととと感情感情感情感情とととと理性理性理性理性のののの調和調和調和調和がががが鍵鍵鍵鍵－－－－ 

 

 

 

５５５５．．．．むすびむすびむすびむすび    

・・・・知識知識知識知識やややや情報情報情報情報のほとんどはのほとんどはのほとんどはのほとんどは人間人間人間人間のののの歴史歴史歴史歴史のののの遺産遺産遺産遺産、、、、歴史歴史歴史歴史なくしてなくしてなくしてなくして知知知知のののの源泉源泉源泉源泉はははは存在存在存在存在しないしないしないしない。。。。    

・・・・歴史歴史歴史歴史はははは時間軸時間軸時間軸時間軸とととと空間軸空間軸空間軸空間軸のののの織織織織りりりり成成成成すすすす人間人間人間人間ののののドラマドラマドラマドラマ、、、、歴歴歴歴史史史史をををを学学学学ぶことでぶことでぶことでぶことで過去過去過去過去とのとのとのとの対話対話対話対話がががが可可可可

能能能能になりになりになりになり、、、、夢夢夢夢をををを描描描描きききき実行実行実行実行することですることですることですることで未来未来未来未来とのとのとのとの対話対話対話対話がががが可能可能可能可能になるになるになるになる。。。。    

・・・・人間人間人間人間のののの歴史歴史歴史歴史にはにはにはには栄枯盛衰栄枯盛衰栄枯盛衰栄枯盛衰のののの必然性必然性必然性必然性があるがあるがあるがある。。。。組織組織組織組織のののの退廃退廃退廃退廃・・・・堕落堕落堕落堕落にはにはにはには共通共通共通共通のののの筋道筋道筋道筋道があるがあるがあるがある。。。。

支配階級支配階級支配階級支配階級からのからのからのからの頽廃頽廃頽廃頽廃とととと堕落堕落堕落堕落がががが、、、、知識階級知識階級知識階級知識階級へへへへ拡大拡大拡大拡大しししし、、、、一般民衆一般民衆一般民衆一般民衆にににに影響影響影響影響するするするする。。。。    

・・・・歴史歴史歴史歴史からからからから人間人間人間人間はははは「「「「どんなことをするかどんなことをするかどんなことをするかどんなことをするか」」」」をををを知知知知りりりり、「、「、「、「どんなことをすべきかどんなことをすべきかどんなことをすべきかどんなことをすべきか」」」」をををを学学学学ぶことぶことぶことぶこと

がががが大切大切大切大切であるであるであるである。。。。個人個人個人個人、、、、組織組織組織組織、、、、国家国家国家国家のありのありのありのあり方方方方がががが常常常常にににに問問問問われるわれるわれるわれる。。。。    

・・・・科学技術科学技術科学技術科学技術はははは万能万能万能万能ではないではないではないではない。。。。人類社会人類社会人類社会人類社会のののの発展発展発展発展にはにはにはには、、、、心心心心あるあるあるある人人人人々々々々のののの知力知力知力知力のののの結集結集結集結集がががが不可欠不可欠不可欠不可欠、、、、

持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを常常常常にににに意識意識意識意識すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

・・・・文明文明文明文明のののの発展発展発展発展はははは、、、、自己自己自己自己のののの健全化健全化健全化健全化、、、、人間交際人間交際人間交際人間交際のののの改良改良改良改良とととと人類人類人類人類のののの智徳智徳智徳智徳のののの進歩進歩進歩進歩にあるにあるにあるにある。。。。独立自尊独立自尊独立自尊独立自尊

のののの精神精神精神精神とととと、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる学問学問学問学問のすすめがのすすめがのすすめがのすすめが、、、、国家国家国家国家のののの独立独立独立独立とととと文明文明文明文明のののの進歩進歩進歩進歩にににに必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠であるであるであるである。。。。 

 

 

 



 

 

講演者講演者講演者講演者「「「「高橋高橋高橋高橋    豊豊豊豊」」」」のののの略歴略歴略歴略歴    

 

１９４５年１月生れ 

１９６３年神奈川県立平塚高校（機械科）卒業後、日本電気㈱に入社 

１９６９年ＮＥＣ工業専門学校（機械工学科：夜間）卒業 

１９８１年ＮＥＣ技術研修所修了（１９８４年には基幹技術研修も修了） 

１９９６年慶應義塾大学・経済学部（通信教育課程）卒業 

２０００年慶應義塾大学・法学部（通信教育課程）卒業 

２００５年日本電気㈱（ＮＥＣエレクトロニクス㈱）定年退職後、１年間の嘱託勤務 

現在は、ゴルフ場でのスポーツカメラマン、パソコン講師（ＩＴコンサルタント）など 

 

［日本電気㈱在職中の主な職務経歴］ 

・ロー付・溶接、切削技術、プレス加工などの技術担当を経て、電子管の強度設計や伝熱

設計など、機械系シミュレーション技術担当、この間、有限要素法などのコンピュータ

プログラム開発に従事する。 

・その後、マイクロ波管の開発・設計を担当、ＵＨＦテレビジョンの増幅用大電力クライ

ストロンや衛星通信用各種マイクロ波管の開発設計に従事、特にアインシュタインの相

対論効果で動作するジャイロトロンの研究・開発・設計を担当、その製品化に成功する。 

・１９８２年より、半導体技術者に転進、ＬＳＩ開発、ＰｏＭＯＳＦＥＴ（パワーＭＯＳ

電界効果型トランジスター）、超高速整流ダイオードなどの開発設計に従事する。 

・１９８６年より、生産管理の業務システムのＥＤＰ化に従事、地球規模の情報システム

構築に参画、物流バーコード化や販売システムおよび生産管理システムを再構築する。 

・その後、情報システム部門にて業務システムの自動化や受発注システムのオンライン自

動処理システム化に従事、サプライチェーンマネジメントシステム（ＳＣＭ）や世界規

模の各種業務システムの標準化とそのサポートを担当する。 

 

［その他］ 

・講道館柔道三段、ＮＥＣ入社後、実業団大会など各種試合に参加（主に２０代の頃） 

・平塚柔道協会指導員（少年部）、有段者会会員（監査） 

・ＮＥＣ科学技術学園高校講師の経験有、電気学会・半導体電力変換技術委員の経験有 

・日本機械学会正員（永年会員）、電子情報通信学会正員、応用物理学会正員 

・趣味は、旅行、読書、囲碁（初心者）、家庭菜園、テニス、社交ダンスなど 

 

［松陵会－平塚工科高校同窓会－関連］ 

松陵会幹事（監査）、ＮＥＣ平高ＯＢ会世話人、Ｓ３８会会員、Ｓ３８機械科クラス会 

 

［慶應義塾三田会関連］ 

慶應義塾大学塾員、全国通信三田会会員（総務、ＩＴ担当）、神奈川通信三田会会員、東京

通信三田会会員、湘南三田会会員、慶應義塾維持会会員 

 


