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～ ＥＢＴを哲学する ～
Philosophical Side of EBT
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はじめに Foreword

☆私の話なんか聞いても、何の役にもたちません。
Nothing in my speech is useful at all.

☆私の話は単なる池村理論です。一般的に通用する理論
ではありません。

My speech represents Ikemura Theory but it is not valid to general audience.

☆私は一人の単なる無神論者の仏教徒かつ神教徒です。
I am just an atheist but also a Buddhist and Shintoist,

☆私は宗教団体なんか作る気は毛頭ありません。そこは
期待しないで下さい。

Note. I have no plans to launch my own religious institution, just to clarify.  
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ＡＧＥＮＤＡ

１．真理について Truth

２．原理について Fundamentals

３．現実と未来の Ideal states of 

あるべき姿 present and future 

４．未来について Future
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１．真理について Truth

【 真理 】 Definition of Truth
１．いつどんなときにも変わることのない、正しい物事の筋道。真実の道理。

「永遠不変の真理」「心理の探究」
Something eternally same; right path for everything, “Immortal Truth’.’Pursuit of Truth’
２．（ア）思惟と存在あるいは認識と対象との一致。この一致については、いく

つかの説がある。Matched thinking and presence, cognition and object.
（イ）プラグマティズムでは、人間生活において有用な結果をもたらす

観念をいう。Something useful as a result in pragmatism.
３．仏語。真実で永遠不変の理法。真如。
Buddhism terminology of eternality unchanging laws. Absolute reality.

（デジタル大辞泉より）

？？ ？
？
？
？
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１．真理について Truth

東洋の真理 Oriental Truth

西洋の真理 Occidental Truth

そもそも、そんなものは実在するのか？
After all, is there such a thing?
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２．原理について Fundamentals

【 原理 】
１．事物・事象が依拠する根本法則。基本法則。「てこの原理」「民主主義の原理」
Fundamental principles that something depends on. ‘principle of leverage, ’democratic 
principles’
２．哲学で、他のものを規定するが、それ自身は他に依存しない根本的、

根源的なもの。
(Philosophy) Something fundamental that does not depend on anything but defines other 
things.

（デジタル大辞泉より）

！！
！

！

！
！
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２．原理について Fundamentals

原理主義とは？Fundamentalism

人間の原理とは？Human Principle

この世の中に、私たちが何か頼れるものはないのか？
Do we have something we can depend on 
in this world?

１＋１＝２
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３．現実と未来のあるべき姿Ideal States of Present and Future

残念ながら、ありません。
Unfortunately there is no such things

過去の延長線上に未来はない
No future lies ahead on extension of the past

私たちが時々刻々と経験
しているのは、「過去に経
験したことのない『今』」に
他ならないのです。We are 
experiencing nothing but ‘Now’ 
that we have not experienced 
before.

その先に待っているのが
「過去に経験したことの
ない『未来』」なのです。
What comes next is ‘Future’ that 
we have not experienced before.
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３．現実と未来のあるべき姿 Ideal States of Present 
and Future

まず第一に、現実をありのままに受け入れることです。
First, accept the reality as it is.

実はこれが結構難しい
This is rather hard, actually.

人間はバイアスのかたまりですから
As humans are full of biases

（前略）従って彼がやがてそこから白日のもとに出て来るとき、この現実の救済
を―従来の理想が現実の上にかけた呪いからの救済を持ち帰る。われわれを
従来の理想から救済するこの未来の人間は、同様にまたわれわれを、その理
想から必然に生じたものから、大いなる吐き気から、無への意志から、ニヒリス
ムスから救済するであろう。この正午の、また大いなる決定の時鐘は、意志を
再び自由にし、世界にはその目標を、人間にはその希望を返すであろう。この
反キリスト者、また反ニヒリスト、この神の、また無の超克者―彼はいつかは来な
ければならない・・・・・・
Salvation of the reality…Curse of conventional ideals to the reality….
Liberate our wills again…returns the world with its goal, the humans with their aspirations,
（ニーチェ「道徳の系譜」岩波文庫、木場深定訳、1989年より）

from ’On the Genealogy of Morality’ by  Friedrich Nietzsche



日本企画計画学会 第２８回全国大会 10

３．現実と未来のあるべき姿Ideal States of Present and Future

ブレイクスルー
思考は

Breakthrough Thinking
did bring the…

を初めて、経営工学
の世界へ持ち込み
ました。
to the world of engineering  
and management for the 
first time

心の問題
Matters of the mind

名詞 ＋ 動詞
Noun                  Verve

副詞・形容詞
Adverb / Adjective

目 的
Purpose

価 値 観
Values
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３．現実と未来のあるべき姿Ideal States of Present and Future

ブレイクスルー思考のおかげで、
Breakthrough Thinking has enabled us to 

☆単なる物理的な未来ではない
☆人間の複雑な価値観を反映させた未来を
☆科学的に描くこと
が、可能になったのです。
design our future where we reflect human complex values, 
not simply physical one, in scientific manners
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４．未来について Future
ブレイクスルー思考の哲学は、東洋思想と西洋思想を融合させたハイブリッド哲学です。
Philosophy of Breakthrough Thinking is a hybrid one with fusion of Oriental and 
Occidental ways of thinking.

東洋思想
「～がある」哲学

Oriental Thinking: 
Philosophy of ‘to be’

西洋思想
「～である」哲学

Occidental Thinking: 
Philosophy of ‘to have’

ブレイクスルー思考
「～になる」哲学

Breakthrough Thinking: Philosophy 
of ‘to become’
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４．未来について Future

あらゆる目的展開を広げた末に行き着く、究極の目的は何でしょうか？
What is our ultimate purpose after expanding all possible purposes?

それは二つあります
There are two purposes

人間の存在する目的
Purpose for Human Existence

存在者の存在する目的
Purpose of Existence of those who Exist

その目的は、そもそも存在しません
That purpose never exists

その目的こそ、人間自らが見出し、
うち立てなければなりません
The purpose should be found and 
raised by humans themselves

皆様自身も、自らの目的を見出し、
自らうち立てなければなりません

You must discover and raise your own 
purpose
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４．未来について Future

自らの目的
Your own Purpose

考えてください!!!
Think!

こんなふうに僕は、死ぬまで考え続けるだろう。
みなさんも、そうであってほしいのだ。
考え続ける限り、人間は、他の動物とも、ロボットとも
違う存在でいられるはずだ。
（石黒浩「アンドロイドは人間になれるか」文春新書より）
…As long as keep thinking, humans can be different 

from other animals and robots  by H. Ishiguro
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皆様がブレイクスルー思考にさらに磨きをかけ、ますますご活躍されることを祈念しております
Thank you for your listening. I wish your continuous journey in Breakthrough Thinking and
your more active roles in the future.


