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経営の樹を育てる会 

 【第 59回】 第 6章 プロ経営者への道Ⅰ知識と真理の調和(Ⅰ) Ｑ＆Ａ 

 

開催・日時  ： 東京校 令和 4年 10月 17日（金）１８：30～２１：００ 

会場  : アーバンサービスふくろう LIVE＆ZOOM 

出席者： 会場 髙橋、鈴木(一)(建)、松田、桜井、沈 6名 

      ZOOM 金井(克)、三浦、秦野、長尾、吉田、渡辺、渥美 7名 計 13名 

講師  ： 古川益一 

司会、HP  ： 髙橋利至、鈴木建太朗 

書記 ： 渥美沙緒里 

会場設営 ： 鈴木一弘 

 

【内容】前回に続き、プロ経営者の考え方の基本となる陰陽思想について学びました。 

 

記 

 

1.学んだことをいただきました 

 

① 経営において、また日常生活の中でも、知識の世界では不可能であっても陰陽で捉えるこ

とで解決への道が開けてくることを学びました。陰陽二面というとどちらが本質的でど

ちらの方が大事なのだろうと思っていました。それさえも知識の世界の捉え方だったので

すね。陰陽 2 つのバランスを自然にとれるようになりたいです。 

 

◎Comment 

 奥深いところに気付かれました。 

 “陰転じて陽となし、陽転じて陰となす”の通り、陰陽 2 つが常に一体となり、入れ替わってい

るという考え方です。今まで何十年も教え込まれてきた知識の考え方から一歩踏み込むことが

出来れば人生が楽しくなると思います。 

 

② 「売上を下げて、利益を上げる」は、再建時だけでなく 

新事業の立ち上げにも当てはまるのでは、と思いました。 

新事業は、無理して売上を上げるのではなく、ちゃんとマーケティング（それを喜んで使っ

てくれる人を探す）して、自然と売れて、利益が出るように、そこまで待つことが大切なの

では、と思いました。 

 

◎Comment 

その通りです。売上は伸びるべくして伸びるものです。再建時、経営不安に陥っている会社

は、信用不安が起きています。当然ですが、不安視されている会社の売上を伸ばすことは困難

です。しかし、経営不安な状態であっても取引を続けて下さる業者やお客様を大切にしながら、

その売上内で経営を成り立たせることが出来れば、会社は潰れません。 

そしてこれは内部改革で出来ることであり、無理な努力を必要としません。 
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これは、新事業の立ち上げにも当てはまるものであり、「マーケティングとは自ずと売れる仕

組みを作ること」の基本の考え方でもあります。 

 

③ 先憂後楽 

・「危険を察知し、すぐに行動」 

これも新事業立ち上げ時に、色々なリスクを察知したらその検証（どれだけ悪影響がある

のか）を行い、その危険度に合わせて対応すれば、おのずと成功に近づくだろうとの学び

を得ました。 

 

◎Comment 

 「先憂後楽」は「先に憂いて後で楽しむ」で北宋忠臣范仲淹(はんちゅうえん)が為政者の心得

を述べた言葉ですね。 

 これはリスクに対する考え方、そして社員に対する心使いですね。 

 

④ 経営の社会的責任 

１）社会責任 ～ 存続しなければいけない 

２）公共責任 ～ 社会に害を及ぼしてはいけない 

３）公益性 ～ 利害者集団と調和を取る 

 

◎Comment 

 この 3つの責任を果たすことがまさにプロ経営者です。 

 1)と 2）は広義の責任、3）は狭義の責任と捉えると良いと思います。 

 特に公益性（調和責任）の意味を深く捉えることにより、経営者としての意識が大きく違って

くることに注目して下さい。どのように違うのか？は話し合いたいと思います。 

 

⑤ 経営方針例 

調和の心で共に歩もう 

⇒ 「経営者」は「会社の外」からリードする 

⇒ 「会社」と「経営者」は同一ではなく客観性が大切 

 

◎Comment 

 前項④の調和責任を深く捉えることの答えになります。 

 良く理解して頂き感謝です。 

 

⑥ 経営者独自の仕事 

・絶対やらなければならない仕事（経営） 

⇒ 組織部門：・VOCサイクル（ビジョン、組織、統制） 

・PDCサイクル（プラン、行動、分析） ・社員と共に遊ぶこと 

⇒ 営業部門：・営業システムの構築 

・オンリー１サービスの研究 

⇒ 財務部門：・収支計画と収支結果のチェック 

・黒字決算計上 ・ダム経営 
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◎Comment 

この中でも社員に任せられるものもあると思います。少しづつ離れるに従い、社員が育って

ゆくことになります。 

 

⑦ ●経営能力は真理で磨かれる 

・「真理で判断」し、実践す 

●経営の知識と真理から得られる安心感 

・「どんな流れにも呑まれず乗り越えられる安心感」 

●経営者の安心感 

・真理は調和に進むため、争いが生まれない 

・己の運命に合わせるので、無理な努力を必要としない 

・形ではなく心の幸福を説くために必ず願いは叶えられる 

 

◎Comment 

 経営人生は小企業の場合、一生の歩みになります。その人生で最も重要なことは「安心感」。

それを支えるのは「自信」。その裏付けは「真理」。その基本は「陰陽思想」です。 

 

⑧ ●知識と真理の調和 

・「樂」 

    ～ 「白い糸のように柔軟に考える」（知識） 

    ～ 「木＝根っこ・土台」（真理） 

    ⇒ 土台をしっかりと持ち、柔軟に考え対応すると、楽しい！ 

   ●陰陽思想から真理を探る 

・「日」と「月」で明るくなる 

    ⇒ 男性と女性が調和して、明るい家庭 

・「経営」：経（道理を通す）、営（行動に移す） 

    ⇒ 通りを通して、行動に移せば、経営がうまくいく 

       （社会に貢献、利益が出る） 

・「器量」と「度量」を合わせ持つ 

・「時間」（陰）、「空間」（陽） 

    ⇒ 将来のビジョン・目標（空間）を定義し、それを時間軸で 

   計画を立てるのが経営計画というのは、すごく腹落ちしました。 

 

◎Comment 

 日本語ほど奥の深い言語はありません。 

 この「樂」の他に「絶望」「危機」なども同じような意味を持っています。 

 道歌を作ってみました。 

 ・楽しいは 白い心を 糸のよに 木の信念で 結ぶことなり 

 ・危機が来た 危と機の心 問うてみよ いずれにするか 我次第なり 

 ・絶望は 絶えない望み 書くなれば 絶景なりと 喜べるなり 

 

⑨ 物事は色々考えることも必要だが、自然の摂理に基づいて進めれば知識が真理になりシ

ンプルに進めることがベストであることを学びました。 
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知識と真理の比較表はとても見やすく理解出来ました。 

知識は重い荷物を無理やり力任せに動かそうとすることかと、真理は無常力に自然に軽

く指で動かすことができることかと思いました。 

物事が表と裏、明暗で成り立っていることがこの勉強会に参加して何度も繰り返し学んで

いる内に様々な出来事から客観的に見直すと、本当にその通りだと素直に理解出来る様

になって参りました。 

 

◎Comment 

 日々の進歩素晴らしいと思います。しかし、もっと奥が深いものかもしれません。 

 一緒に学んでゆきたいと思います。 

 

⑩ 「すべての物事は陰陽両面で成り立っている」という真理を、経営に置き換えて分かりやす

く教えて頂くことで、新しい気付きが何点かありました。 

特に印象に残ったのは、空間（陽）と時間（陰）との関係性です。今後、自分自身が経営を続

けていくうえで最も重要なファクターだと感じました。 

さらに、陰と陽のどちらがより重要かという参加者の問いに対し、「陰を大切にすべき」と

いう古川先生の見解は、経済的にも過渡期を迎え、”2 回目のバブル不況”に直面する可

能性が高い我が国に於いて、最も必要な心構えだと思いました。 

個人的には陰と陽のバランスが取れないことが多いので、少しづつ調和がとれるように

なるよう精進していきたいと思います。 

 

◎Comment 

 陰陽思想の奥深さが少しづつわかってきているようです。 

 一生の勉強のように思います。 

 

⑪ 「”経営者は孤独”と言われるが、社員と一心同体になれば、そうではない」という話がとて

も印象に残りました。 

社員には経営者の立場を理解できない、だから孤独だと思うのが一般的だと思います。し

かし、経営者と社員が、掲げた経営理念を実現するために、共に前進するのであれば、経営

者は孤独ではなく、社員という同志が常に一緒で、孤独ではないと思いました。 

 

◎Comment 

 素晴らしい理解です。ありがとうございます。調和関係図の経営者が外に飛び出しているの

はこの考え方によるものです。 

 「社員との日々を輝かせる」は私の好きな言葉の一つです。 

 

⑫ 真理を学び、実践する事はさらに磨き上げられた経営者になれるのではないかと思いま

した。これは辛いと思う状況では磨けれず、楽しいと思えた時に磨けれるのではないかと

思いました。 

 

◎Comment 

 その通りです。 

 別紙テキスト 2頁 Point経営能力は「真理」で磨かれる、の通りです。 
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 この境地に達するには、経営そのものを楽しむ余裕が生まれないと出来ないと思います。 

 

⑬ 別紙の陰陽思想の陰と陽の表と、教科書の知識と心理の比較表が陽と陰になっているの

で、左右が逆なので、学んでいる人は混乱しやすいと思いました。特に第 6 章は内容が盛

り沢山なのですが、知識と心理の比較表を 1 個づつ説明していった方が腹に落ちやすい

と思いました。そのため、陰陽思想までいくと、参加者が満腹過ぎて、何を学べたかがわ

からなくなりそうなのが気になりました。弊社でも、名古屋会場でも同じ勉強をしてきた

のですが、陰陽思想は、一緒にやらず回を変えて、しっかり学んでも良いかと思いました。 

 

◎Comment 

 良く気が付いて下さいました。早速修正します。 

 勉強会の進行についても御意見ありがとうございます。 

 このような御指摘とてもうれしく思います。 

 感謝です。 

 

⑭ 「経営免許証」を持てるようにしたい。先日ある方が「かつては、FAX 注文の通りに作って

納品したら儲かっていた。だから何も分かってなかったし、経営をしているつもりでも、そ

れは経営ではなかった」と仰っていたのを思い出しました。 

 

◎Comment 

 障害物や規則が無ければ、無免許でも運転は出来るのと同じですね。事業が広がり複雑にな

るに従い、どうしても必要になっていきます。 

 「経営免許証取得講座」なるものにてカリキュラムを組むことも考えたいと思います。 

 

⑮ ３つの責任、特に＜対境責任＞の重要性。対境関係者（利害関係者）が誰なのか、分配方法

と、どのように調和を図っていくかを考えてみたい。 

 

◎Comment 

 この関係図は、私独自のものと思っています。とくと考えてみて下さい。経営を客観的に見れ

るようになり、楽しめるようになるはずです。 

 

⑯ 知識と真理の調和による実践（ベン図）、学んだ知識を真理で判断活用する知恵を身に付

けるのが「能力」という考え方を学び、そもそも「知識」「真理」を分けて考えられていない

と痛感しました。陰陽で説明していただき、感覚的には少し分かったような気がします。こ

れからは物事を「知識」と「真理」で分けて言語化できるようにします。真理で捉えられる

ようになれば、力まず自然に省エネで楽しく争わなくても成果を出せるのではないかと思

いました。 

 

◎Comment 

 「力まず自然に省エネで楽しく争わなくても成果を出せる」その通りです。 

 わかればわかる程、経営に限らず人生全般に理解が深まり、世の中の仕組みが見えてくるも

のと思います。 
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⑰ 前回の第５章の分野（財政健全化関連）がとても苦手な部分であり、ですが、そこをわかっ

ていないと経営はうまくいかない、つまりは自分も含め、大切な人を幸せに導けないと感

じていました。今回、第６章に入り、「知識と真理」の分野を学びました。人として幸せに生

きるにあたって、この真髄を腑に落とせることはとても重要なことと思っています。そし

て、なんとなくわかっている（多分、人間本来すでにもっていることとして真理はすでにあ

る）真理と経験や体験があっての知識を調和させるというところが全てのような気がしま

す。この調和こそ、とこれも感覚ではわかりつつ、実現、体現するところの難しさ（難しい

と思うべきではないところかもしれないとも思いつつ）を受け止めつつ、そうであれば、、、

そうできれば、、、この世界はもっと輝かしいものになると確信はあります。 

 

◎Comment 

 このような感想を頂き、驚いています。 

 この真理というものは、とても奥が深く過去の聖人君子が探究してきたものです。 

 そしてこの真理がわからないために宗教や哲学などが生まれてきたとも言えると思います。 

 老子は「道の道は常の道にあらず」と言いました。 

 孔子は「朝（あした）に道を聞かば夕べに死すとも可なり」と言いました。 

 仏教の教典も最終的には真理の追求です。 

 残念なことにかけ離れているのは、私たちが生活するこの世の中の法律や道徳です。 

 このように理解して下さること、とてもうれしく思います。 

 

⑱ 経営免許証という言葉を聞いて、経営をしっかり学んでいきたいと改めて思いました。 

経営者は孤独だ、という考えに対して、必ずしもそうではないということをおっしゃって

いただきほっとした自分がいました。 

知識と真理、陰と陽のお話を聴いて、経営において「調和」という考えがとても大切なんだ

ということを感じました。あり方、考え方について学んでいけてとても有意義な時間でし

た。ありがとうございます。 

 

◎Comment 

 スポンジのように、すっと吸収して下さっているように思います。 

 ありがとうございます。 

 

⑲ 経営組織の基盤（経営の樹の根）をしっかり確立する事が最も重要な事と学びました。良

いスタッフ、良い環境にあっても経営組織が揺らいでいたり関わるすべての人に対しての

思いが粗末であったなら現場（枝葉）は崩壊する事を改めて実感しました。 

自社の今までの経営者が本当に間違っていたと思います。事業計画書は経営者自身の覚

悟を踏まえたプランであり、金融機関や行政への届け出だけに終わらせてはいけないも

のだと理解できました。そこが出来て、初めて、従業員のベクトルが１つになるのだと思い

ました。 

 

◎Comment 

 いずれもその通りです。自社で苦労されたようですが、これからの糧にして下さい。 

 ・経営の根っこの重要性 

 ・経営計画書の重要性 
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 この 2 つは経営者の最も大きな仕事であり、責任です。この 2 つがあれば、社員と一心同体

となり、確実に成長してゆくと思います。 

 

 

2.質問にお応えします 

Q１．陰陽思想から真理を探る 

・「利益」と「損失」も調和 

  ⇒ 「利益」が出る時もあれば、「損失」が出るときもある 

  ⇒ 「最初は損失が出ても、調和することによって利益が出る」 

 ということでしょうか？決算書や損益計算書は従業員や外注さんに見せるべきなのでしょ

うか？  

 

◎Answer 

半分合って半分間違っているように思います。 

利益と損失は調和させなければなりません。 

私は、「知識と真理の調和」面から次のように説明しています。 

 ◎売上利益よりも売上利益率を重視すること 

  そのためには、実行予算書を重視すること 

 ◎営業利益は消極策を積極的に実行することにより、計上すること 

  つまり、「入るを守りて出るを制すこと」 

 ◎利益は組織、営業、財務の三位一体化により計上出来るもの 

  決して営業だけで上がるものではないこと                             

など 

したがって、御質問の「調和することによって利益が出る」ことになります。「最初は損失が出

ても」については、商家の家訓例(P19 )を読まれるとわかってくるかもしれません。特に 5 行

目「高く買い安く売って儲けよ」は、とても深い意味を持っています。 

決算書や損益計算書を見せるかどうかの質問ですが、慎重に扱うべきと思います。 

社員には、全員で検討して改善するために見せるものです。(PDS会議等) 

しかし、外注さんには問題が多いと思います。 

経営理念を共有出来る方であれば、公開し協力を仰ぐことも必要と思いますが、共有出来な

ければ誤解を招くように思います。 

  

Ｑ２．ご著書の裏表紙にも大きく掲げられていたように、今回の章は「経営は知識を真理で活

かすことにより夢あふれたものになる」、ここの芯のところを語ってくださったように思いま

す。私の場合は、「真理」のところは感覚、自分の内から出るようなエネルギーとパワーででき

るようなところがありますが、それだけでは経営は成り立たない、、、いうと、難しい、、、とい

つも悩ましくいました。それが先生のおっしゃる「知識」も「真理」もどちらが上とか下とかどち

らかだけが全てではないこと、バランスが大事であることとわかりつつ、「知識」でいう特に収

益化の壁にぶつかります。 

 

◎Answer 

 このような悩みを持たれていること自体、とても深く理解されているように思います。 
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「収益化の壁にぶつかる」ことは良くわかります。しかし、この壁を乗り越えることこそが、「知

識と真理の調和の一歩」と言えると思います。 

 次回口頭で私の体験談を含めて説明させて下さい。 

 

Ｑ3．陰と陽、知識と真理、この両方を兼ね備えてこそ、プロ経営者（つまりはみんなを幸せに

できる人）であると思うのですが、例えば、「知識」の方が強い傾向にある人が「真理」の力を身

につけるには？、反対に「真理」の方が強い傾向にある人が「知識」の力を身につけるには？何

かそれぞれでポイント、どうすることでバランスのよい経営者になっていけるでしょうか？  

 

◎Answer 

 どのようにしたら良いか？と考えること自体が知識の世界の発想です。 

 知識を学び続けて限界を感じた経営者や学者などが行き着く世界が宗教や易経、老荘思想

などと言われます。 

 私は経営の世界だけでなく、日常生活やもっと大きく人生全般に取り入れるべきものと思っ

ています。 

 例えば、現在のコロナ、ワクチン、戦争などどのように考えても正常な思考ではありません。 

 世の中をしっかり見つめる目(真理)を持たないと間違った方向に流されてしまうことが恐ろ

しいのです。 

日々意識して生活することにより、自然とバランスが取れていくものと思います。 

 

Ｑ4．「一人の人」の内で陰陽、知識と真理、のバランス、両方を兼ね備えつつ、「会社」全体の中

でも、知識側の人、真理側の人、（傾向が強いという意味です。）と混ざり合って、よいバランス

であることが理想なのでしょうか？  

 

◎Answer 

 Q3同様、知識側、真理側と分けること自体が知識の考え方です。 

 人は知識が優先したり、自分の欲が優先したり、真理が出て来たりしています。 

 言い換えると人は「鬼の心」、「人の心」、「神の心」を持っていて、3 つの心がくるくる回って出

たり入ったりしています。だからこそ、人生は楽しいとも言えるわけです。 

 急いで結論を出すことはありません。大変奥が深いものです。 

 人生のライフワークとして取り組んで下さい。 

 

Ｑ5．先生が社員との「遊び」を大切にしてきた、とおっしゃっていました。私も、大人こそ、経

営者こそ、遊びに本気になるときが必要、それが大事ではないかと思っているのですが、（柔

軟性と社員とわかり合う時間）どんな遊びをされてきましたか？  

 

◎Answer 

 テキスト 55頁、Columnに書いた通りです。 

 会社の実務はほとんどやりませんでしたが、社員と遊ぶことは大切にしてきました。 

 是非お読みください。 
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３． 個別相談 

① 個別相談したい。いつか LINE 通話またはメッセンジャー通話でお話できる機会があれ

ば光栄です。 

 

◎Answer 

いつでもどこでも、昼夜の時間に関係なくお気軽にご連絡下さい。 

TEL 090-7607-2146 

FAX 054-641-5022 

LINE、メールももちろんOKです。 

お待ちしております。 

一人で悩まないで下さい。 

勉強会に参加される皆様全員一人残らずが「参加して良かった」と思って頂けるよう、努力し

ております。 

よろしくお願いします。 

 

 

４． 体験談があったら、教えて下さい。 

① １つの会社で 6年の間に３回社長と言う人が変わりました。 

見事に、その時の社長カラーが反映されていました。 

・元金融機関に所属していた経営者の古巣に対しての執着から来る多額の負債 

・店を管理している者のパワハラ問題 

・主だったスタッフの集団退職 

・店を管理している者の横領未遂 

・店を管理している者の過去の横領発覚 

・解雇に伴う労働問題 

など… 

過去の経営陣も早くこのセミナーを受講していれば良かったと思いました。「足るを知る」

という考え方から、改めて自分が何を求めているのか、どうなったら嬉しいのか、満足す

るのかを考えるようになりました。 

 

◎Comment 

 社長が頻繁に変わると、様々な問題が起こり、社員を含めた全ての関係者が苦労します。 

 経営者は大きな責任を負っており、プロ経営者でなければ務まらないということと思います。 

 当勉強会が多くの経営者のお役に立てることを願っています。 
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５． 勉強会で学んだ考え方・方法を実践してみて具体的に変化はありました

か？ 

① 「足るを知る」という考え方から、改めて自分が何を求めているのか、どうなったら嬉しい

のか、満足するのかを考えるようになりました。 

 

◎Comment 

 大きな進歩と思います。 

 うれしく思います。 

 

 

６． 勉強会を通して、あなた自身がどのような経営者、または会社員になっ

ていきたいですか。 

 

●知識ももちろん勉強が必要だと思いますが、自分の経営者としての考え方やあり方をしっ

かり持って、行動・実践していくことで一緒に働く仲間、関わる人の笑顔を増やし繋げていく会

社をつくっていきたいです。 

 

●利害関係者の皆さんとの関係構築をし、皆が幸せになれるよう、謙虚に物事に向き合える

ような経営者になりたいです。 

 

●自分自身の内（うち）の調和、社員一人一人の内（うち）の調和、そして、会社内における調和

を見つめられる、導き出せる、見守られる存在になりたい、ありたいです。 

 

◎Comment 

 それぞれ崇高な意志であり、感激しております。 

 当勉強会も 5 年 300 回を数えますが、今まで陰陽思想をここまで掘り下げたことはありま

せんでした。今回突っ込んだ感想や質問を頂き掘り下げることで、真理に近付くことがわかり

自信を持つことが出来ます。 

 ありがとうございました。 

 

以上 


