未来創造志塾１４期第９回（２０１５年１１月９日）
帝王学、ＮＯ２・参謀学を学ぶ
第９回のテーマ

「貞観政要」 帝王学②人事統率の極意

未来創造志塾 建塾の志
目的
二十一世紀、新しい時代の大転換期を生き抜くための理念や経営の哲学を共に学び合う。
経世済民の高い志を持ち、日本人としての使命を探究し、切磋琢磨し合い、未来に向けての価値を創造
し、共感の和を広げる。
誓い
一、大局観察
何事も高所、大局から、情勢判断する習慣を心掛けます。
一、使命探究
人間の持つ無限の可能性を信じ、自らの使命を探求し、価値の創造に努めます。
一、自己挑戦
常に智恵と向上心と勇気を忘れず、共に励ましあい、 立派な日本人となることを目指します。
未来創造志塾、第１４期
会費（年）

今回１４期はオープン参加 （経営者と NO2 役・参謀候補生・経営幹部）

２万円（一人）

未来創造志塾１４期 講義１０回分

会場

東陽町産業会館を予定しております。

２時間３０分

第１４期は、東洋哲学・思想関連著書をテキストにして、対話形式で講義
ビジネスの本質と価値観、経営戦略と人間学を学びながら、具体的な実践に繋げます。
第１４期予定

「帝王学・NO2・参謀学」

テーマ

第１回

３月 ９日（月）

第１回

孫子①理念

第２回

４月１３日（月）

第２回

孫子②戦略

第３回

５月１１日（月）

第３回

孫子③戦略

第４回

６月１５日（月）

第４回

孫子④人事統率

第５回

７月１３日（月）

第５回

韓非子①帝王学

第６回

８月１０日（月）

第６回

韓非子②帝王学

第７回

９月１４日（月）

第７回

韓非子③統率力

第８回

１０月 ５日（月）

第８回

第9回

１１月

９日（月）

第９回

貞観政要②帝王学・人事統率の極意

第 10 回

１２月１４日（月）

最終回

貞観政要③リーダーシップ・参謀

振り返り

振り返り・プレゼンテーション

検証

１月１８日（月）

変更

貞観政要①参謀学・帝王学

場所 ：江東区産業会館 会議室（地下鉄東西線東陽町駅）予定
時間
原則第２月曜日、午後６時３０分～午後９時
年会費 ：２万円/1 人（１年間１０回分） 講義の録音 CD 送付（都度参加の場合は３０００円／１回）

（１／６）

１４期第９回 テーマ「貞観政要」②帝王学 人事統率の極意
参考テキスト：「貞観政要」のリーダー学 守屋洋（ダイヤモンド社）1500 円税
１１月８日 田坂広志氏の講演（なぜ、我々は志を抱いて生きるのか）より
人生観（死生観）＝優れた経営者は死生観が定まっている！
直視すべき３つの真実
１． 人は必ず死ぬ
２． 人生は一度しかない
３． 人はいつ死ぬかわからない
キーワード＝不動心
知識と智恵の違い？ ・・・知識だと（自己都合・損得）だと判断力が鈍る。直観を信じる！
苦労や困難＝成長の糧・・・立派な経営者は３つを経験する（戦争・大病・牢獄）
人生は「成功」を約束されていない、しかし「成長」は約束されている。
運が良い！
大いなる「声」に耳を傾け、意味を考える・感じる！＝解釈力（重要なのは意味づけ力）
道が拓ける＝「縁」 …何かの導き。大いなるものに導かれている感覚（リーダーの条件）
人事を尽くして天命を待つ！＝祈る（念じる、導き賜え）
直観力（どう判断するか？よりどのような心持ちでいるか？が大事）
志＝使命（何に命を懸けるのか？）
参考著書「まず、世界観を変えよ 複雑系のマネジメント」
今回のキーワード：「人事統率の極意とは？」 ～～～「対話」してみましょう！
貞観政要（６１８年唐の太宗皇帝と参謀との問答集）～～～帝王学の必読書
「君主は侍臣の諫言をどのようにきくべきか」
日本人で学んだ人物（座右の書）： 天皇家・北条執権家・徳川家康など
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「草創と守成といずれか難き？」
草創は明るい苦労・・・目標が明確
守成は根気強さと器量・・・目的が必要（創業の能力者は必ずしも守成の適任者ではない）
事業は「創」➠「守」➠「成」の３ステップ
承継は「守」➠「破」➠「離」の３ステップ
成長曲線：導入期➠成長期➠成熟期➠衰退期
（２／６）

創業者の役割

二代目の役割

➠事業承継には、“我慢という能力”が要求される！
いつ、社長を後進に譲るか？
「引き際」を準備する判断基準・・・６つの最大公約数
① 自分の体力が落ちたと感じた時
② 自分でものごとを決定しにくくなった時
③ 環境が変わったと判断した時
④ 企業経営に情熱がなくなった時
⑤ 私的なことに興味を持ちはじめた時
⑥ 時流についていけないと判断した時

今回のキーワード
リーダーの「あり方」が問われる！（Todo より Tobe）
人事統率の極意（要諦）
「健全な危機感」
ダメなトップは NO2.右腕・左腕・名参謀が出来ないと嘆く。
➠➠➠「探す」「つくる」ことに心がけることが肝要。
名君は将・参謀に惚れさせればいい。
➠➠➠「何をしたか」ではなく、「何をやりたいか？」がキーワード。

「水はよく舟を浮べ、またよく覆す」～～～「君は舟なり、人は水なり」
蘇老泉が名相管仲を論じて「国は一人を以って興り、一人を以って亡ぶ。賢者は、その身の死するを悲し
まずして、その国の衰えるを憂う」・・・帝王学の基本

４０ｐ 「安きに居りて危うきを思う」～４７ｐ「安くして而も能く恐る」・・・強い緊張感！関心を失う。
安定こそ危機（創業の時期は問題が山積み、困難、緊張の連続）・・・小成功病となるな。
常在戦場（長岡藩：河井継之助）の覚悟・・・緊張感、危機感の共有５３ｐ―――そのための方策は？
組織の風通し・・・現場からの意見・情報収集の努力と仕掛け・仕組み
５７ｐ 大事は皆小事より起こる・・・油断大敵（心の隙間）―――利を見ては義を思う！（大義：規範）
（３／６）

７２ｐ 「上理まりて下乱るる者はあらず」・・・君主が己の姿勢を正すこと
儒学（中国古典）：修己治人―――その身正しければ令せずして行われる・・・自己を磨く努力
何を学んでいたか？・・・「詩」「書」「礼」「楽」
８３ｐ 「何をかいいて名君、暗君となす」
名君と暗君の違いは「兼聴」するか「偏信」するかにある。
問うことを好みて爾言を察す（中庸）
９０ｐ 「諫言のやりかた」
聡明ありといえども己を恕すれば則ち暗し
９６ｐ 「情を尽くして極諫せんことを欲す」
君子は信ぜられて後に諫む。未だ信ぜられざれば、則ち以って己をそしるとなす（論語）
１３１ｐ 人材の育成、登用
「下君は己の能を尽くし、中君は人の力を尽くし、上君は人の智を尽くす」
上司は部下と能力で競ったらダメ。上司は思想・価値観が重要
能力ある人は権限委譲ができない。➠何故か？
思想の高い人は権限委譲ができる。➠何故か？
１９９ｐ 「言語は君子の枢機なり」・・・発言は慎重であれ

トップが身につけなければならない人間学・器量とは？（信頼できるかどうか見抜く力）
帝王（経営者）が身に着けなければならない資質は―――「品性」
仕事・知識・能力は学ぶもことができる。
太宗皇帝より学ぶこと＝「度量の大きさ」自分の欠点を知る×人間性・性格・人格○品格・価値観
組織の指導者はいかにあるべきか？
① 敵、部外者の忠臣を登用せよ…誠実さ（行動を見る）
② 部下の諫言を聞きいれよ…感情的にならない！
③ 清貧の生活に甘んじよ…常にトップは見られている！
１「偏信」を捨て、「兼聴」せよ。…素直さ（謙虚に耳を傾けるかどうか？）
権限を持つと、情報遮断（一方向）の状態になる。
諫議大夫：魏徴・王珪（元敵の参謀）
裏切者や態度のあやふやな者は利用はできるが信頼は出来ない。
行動が誠心誠意忠実であれば、信頼にかなう。
参謀
：房玄齢（思索計画の人）杜如海（決断の人）
２一族や功臣の処遇（江戸時代＝権限は与えない）
礼遇と秩禄だけで優遇すべき・・・老害・守成に不向き
（４／６）

３権限委譲
「公は一を知って、二を知らない。隋の文帝は細かいことまで知りつくさないと納得できない性格だが、
その心は明朗でなく暗い。心が暗いと、肝胆相照らすという形で相手と通ずることが出来ず、それで細かい
ことまで糾明すると人を疑うことになる。これは彼が、北周の宣帝の死後、その未亡人と幼児の静帝を欺い
て帝位についたので、群臣が心底では自分に服従していないのではないかと恐れ、部下を信用せず、権
限を委譲せず、何事もすべて自分で決済したからである。
そこで心身ともに疲れ果てるほど酷使しても、すべてが理に合うようにいかないのである。そして部下たち
は、信用していないという彼の心底を知っているから、進んで率直に意見を述べようとはせず、従順に命令
に従うだけになってしまう。
私の考えはそうではない。広い天下にはあらゆる問題があり、それが千変万化するのだから、それに応じ
てこちらも変化して対応すべきなのだ。そこで権限を委譲して多くの部下に討論・協議をさせ、宰相に対策
を立てさせ、その結果が穏便であってはじめて奏上させ決裁し実行に移すべきである。
「一日万機」すなわち、さまざまな重要な問題が次々に出てくるという状態で、すべてを一人の考えで決裁
することができるだろうか。一日に十のことを決裁すれば、そのうち五つはあたっていないであろう。あたっ
たものはよい。では、あたらなかったものはどうなるのか。それが日に月に重なって何年か過ぎるならば、食
い違いと矛盾と誤りが多くなり、「ワンマン」では、亡びて当然という状態になってしまう。広く賢良な者に権
限を委譲し委任し、自分は一段高いところで、それをじっと見守る方がよいであろう。
法令が厳粛ならば、あえて非をなす者はいないであろう。」
そして、太宗はつづけて一同にいった。
「たとえ決裁して詔勅を出した後でも、万が一、穏便でないものがあったら、必ずその意見を申し述べるべ
きで、決裁済みで詔勅が出たのだから仕方がないと、そのまま実行に移してはならない」と。
４敵国外患なき者は、国恒に亡ぶ（孟子）…面子・安全・迎合
家康の統制術・・・権力者の交代性
５「十思」「九徳」身につけるべき心構え
欲しいと思うものを見たら、足ることを知って自戒することを思い、
大事業をしようとするときは、止まることを知って民の安楽を思い、
危ないことを思うときには謙虚に自制することを思い、
満足するような状態になりたいという願望が起これば、海は全ての川より低いことを思い、
遊びたいと思うときは、必ず限度をわきまえ、狩のとき逃げ道を用意してやることを思い、
怠け心が起こりそうだと思えば、始めを慎重にして終わりを慎むことを思い、
自分の耳を塞がれているのではないかと心配ならば、虚心、部下の言葉を聞くことを思い、
中傷や讒言を恐れるなら、まず自ら身を正して悪を退けることを思い、
恩恵を与えるときには喜びによって賞を誤ることがないように思い、
罰を加えようとするときは、怒りによって重すぎる罰にならないように思う。
「寛にして栗」寛大でしまりがあるーーーこせこせうるさく、しまりがない。
「柔にして立」柔和で、事が処理できるーーーとげとげしく、修理できない。
「原にして恭」真面目でていねい、やさしいーーー不真面目、尊大、つっけんどん。
「礼にして敬」治める能力があり、慎み深いーーー能力なく、態度だけ生意気。
「擾にして毅」おとなしく、内が強いーーー粗暴なくせに気が弱い。

「直にして温」正直・素直で温和―――疑い深く、冷たい
「簡にして廉」大まかだがしっかりーーー干渉するくせに、全体がつかめない。
「剛にして塞」剛健で、内も充実―――弱々しく、内もからっぽ
「強にして義」強勇で、義に厚いーーー気が小さいくせに、こせこせ悪事を働く
６諫言のコツとヒント
具体的な例にて、相手にまずは「判決」を下させ、
それを確認しておいてから、
それがまさに、「あなたのやったことです」と指摘する。
・・・自らの過ちは気がつかない。
問題はカット感情的になった後、思い返すか（十思九徳に基づき）どうか？
そして適切な処置（行動）をしたか否か？
７人物評価方法
人を見るときの視点
① 人材登用・抜擢の仕方
② 財の使い方・人への与え方
③ 余暇では何を好んで行うか
④ 学んでいればその意見を見る
⑤ 困窮しているそうなら、そうなっても何を受けないかを見る
⑥ 卑賤の人なら、その人が何をしないかを見る

８定員法の制定
官吏は少ないほどよいと考え、「定員法」を制定
見つからない場合は「欠員」にしておいた方がいいと考えていた。
採用基準
９虚栄心を捨てよ
「実需」と「虚需」の区別
「鏡があれば衣冠を正すことができる。
同じように昔を鏡とすれば歴史によって世の興亡盛衰を知って自らを正すことができる。
ところが今、魏徴が死んで、とうとう鏡の一つがなくなってしまった。」
（６／６）

感動新聞

平成２７年１１月号

発行者

細川栄一

「木姿剪定経営」のコツ

木づくりの剪定。
立派な木姿になっていく木づくり剪定は、８つの順番の要素がある。
① まずは根張り。
しっかりと地中に値を張り、自力で根の先から栄養、経営資源を吸い取る。
根回りの範囲が事業領域（ドメイン）である。
② 次は下刈りである。
地面に近いところの枝は切り取り、成長を妨げる雑草などをとる。
企業では現場の風通しと見通しをよくすることである。
③ そして葉刈りである。
枝は相互に邪魔しないように、光と風と雨水がよく通るように、しかも虫も適宜飛んでくるよう
に、枝落としと葉刈りをして樹形を整える。
事業戦線と商品ラインの陣形整理、そして進出、撤退の選別と集中である。まさに事業執行です。
④ ある程度生育したら、先端部分の成長点を止める必要がある。
自然の野山では風や鳥によって、先端は止められている。庭木では植木屋が止めるのである。
企業も分相応の成長を知って、業界市場の中で収まりが大切である。
いつまでも成長を求めてはいけない。覇権や拡大の行き過ぎで、破たんする例が多い。
⑤ 成長に従い、樹間の距離をとることが大切である。
密集すれば光不足での病気、害虫の被害、森では摩擦による火災の心配がある。
何よりも伸び伸びと成長できない。そのために間伐、移植が必要となる。
いわばグループ内でのリストラや業界内の統合再編、そして拠点の移動整理である。
⑥ 他の木の枝や芽を接ぎ合わせる接木は、新しい業種業態への転換や第二創業、そして M＆A、
組織風土の改革とも言える。
⑦ 肥料はやりすぎても不足してもいけない。
過剰投資、過当競争、不相応な賃金などは厳禁である。
⑧ 最後は枯葉、落葉の肥料化、虫や鳥、動物との相互扶助、水の循環など、周囲、自然との共生
が眼に見えない生存条件である。
事業活動の川上、川中、川下のバリューチェーン、そしてステークホルダーとの関係において
社会との循環共生・環境保護を大切にすることである。
こうした考え方を実践している木姿の企業が「老舗」として長く永続している。
老舗経営の鉄則
１．老舗は眼に見えないところの新陳代謝でしっかりした木姿を整える。
経営資源はもとより、商品サービスの成果物も日々古いものを取り去り、新しいものに入れ替えて
いくことが大切である。
２．老舗は、己の分を知って成長点で止まる。
山並みを見ても、突出した木はない。ヒョロヒョロと一本立ちした樹木は危なっかしい。
群れより出すぎると、落雷の危険に晒され、風に飛ばされる。
３．ありたい姿を想定し、「下刈り」「葉刈り」「枝落とし」の剪定でよい木姿を目指す。
樹木は毎日同じように見えても、日々新たな工夫改善をして、すばらしい木姿となる。
だからといって樹木は、自らの木姿を自慢しない。傲慢にもならない。
世間が評価し感心するだけである。企業も自慢、傲慢は最もいけない。
＜コメント＞
最近、「盆栽」がブームだそうです。
欧米人（特にドイツ）から人気が注目され、日本人も新たな価値を再発見しているようです。
小さな鉢植えの中に「小宇宙」を表現している、とか？
私にはよくわかりませんが、立ち姿や枝ぶり、根張りが重要なことはわかります。
今回の木づくりの剪定の鍵は・・・・成長点を止める必要がある。経営も全く同じですね！
ここには、なるほどなぁ～と実感した次第です。

