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第1回 経営課題解決法（算命学活用）セミナー

－ 経営管理の仕組みの整備 －

自分の専門性をいくら磨いても、会社の経営への付加

価値が無いと、社長はあなたにお金を出してはくれない。

お金を出す決裁者の社長に寄り添える「経営が分かる

専門家」になることが、自分の収入増のもとになる。

この「経営課題の解決」に算命学のノウハウを使う事で

劇的に説得力と効果を向上させることができる。

コロナ禍の有事は、経営課題解決の企業変革の活動

に社員の心を向けさせるチャンス！

今回、この連続セミナーの趣旨を紹介するとともに、経

営管理の仕組みの整備法の一部を紹介するとともに、

算命学を使った経営課題解決の事例研究を行う。

本セミナーのアンケート：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDK2pGwL
NK52vMO0bcDJnkgsjU8mn8MIdAdl3aeq_P_Okg2Q/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDK2pGwLNK52vMO0bcDJnkgsjU8mn8MIdAdl3aeq_P_Okg2Q/viewform
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第1回 経営課題解決法（算命学活用）セミナーの目次

P2～P9 連続セミナーの趣旨とコミュニティの解説

P10～P15 経営管理の基本構造

P16～P17 ブレイクアウトルームでのディスカッション

→ 企業変革活動の常識テスト

P18～P26 進化のタイプから見た企業変革の理論

P27～P28 社長主導の社内変革とポイントのまとめ

P29～P38 五行図による経営課題の解決の事例研究

P39～P43 宿命算出ソフトの解説
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（目標）

あなたの経営課題の解決に関わる専門を基に、算命学を差別化要素にして、

クライアント開拓を行い、セミナー料や顧問料で収入増を目指すこと！

（必要となる考え方）

(1) 社長は自分の困りごと解消（経営課題の解決）ならば喜んでお金を出す！

これを基礎に、帰納法的アプローチで、最小稼働での最大効果を目指す。

(2) 経営課題解決の専門家になって、その利益の一部をいただくようにする！

(3) このために、社長の思考パターンを学んで、顧客先開拓を地道に行うこと。

（本セミナーシリーズのコンセプト）

(1) ５つの主要ジャンルの経営課題の解決法をメインとして紹介することとし、

算命学は最初にツールとしての活用法を説明する。

(2) 社長の経営シーンの仮想体験で手っ取り早く経営を学べるようにする！

(3) 算命学が活用できることを、他人の資格やスキルとの差別化要素とする。

(4) 自分の過去のセミナーの内容を、経営課題解決の観点で見直しを行う。

(5) 本セミナーシリーズ終了後は、学び⇒実践⇒検証⇒共有⇒学びの繰り返し

を行うための、目標の実現向かって地道に実行するコミュニティを検討する。

経営課題解決法（算命学活用）連続セミナーの趣旨

11分の紹介動画のＵＲＬ： https://youtu.be/GbDwY21uCio
今回は５回分の一括払いが12,000円の特別割引になっています。（2,400円／回）
申込みは、こちらからどうぞ！ → https://live5.jp/210919teirei/
今回は、収入増になるまで徹底フォローする特典付きです。

https://youtu.be/GbDwY21uCio
https://live5.jp/210919teirei/


日程とテーマ 内容の概要 仮想体験的ケーススタディと算命学の活用法

算命学の基本の解説

10月4日（月）20：30～22：00

企業の経営課題の解決に使える算命学の基本を解説
宿命表を出すWeb上のソフトの紹介
ツールとしての五行図、陽占、陰占、天中殺論、宇宙盤の概要

（注） 各経営課題解決セミナーで復習しますので忘れても
OK！

9月19日のフロントセミナーで、この内容の概要を紹介
しますので、事前の準備は不要です。
このフロントセミナーで、算命学の経営課題解決への
活用法を解説します。

第１回
経営課題解決セミナー

10月18日（月）20：30～22：00

経営管理の仕組みの整備 （各活動の評価、育成計画）

すべての経営課題の根源は、社内の経営の仕組みの不備に行
き着く。この諸悪の根源の根本を正す取り組みを解説する。

「経営の常識テスト」
「後継者よこせ」のケーススタディ

算命学の時運と六十花甲子の人事評価への活用

第２回
経営課題解決セミナー

11月1日（月）20：30～22：00

人的資源の最適配置と活性化 → 社会全体での最優先課題

企業で最も高い経費は人件費であるが、この経費の管理がす
べての企業の共通課題である。この経費の効率化に伴う利益
の向上の一部をコンサル料でいただくことを目指す。

「業績評価」の２つのケーススタディ
「待ち合わせ」のケーススタディ

算命学での相性の割り出し方の最適配置への活用
また男女の脳の構造の違いでの企業活動法を紹介。

第３回
経営課題解決セミナー

11月15日（月）20：30～22：00

営業力向上法 → 「営業の自動化設計」の本を執筆中

営業の自動化設計は、企業の共通の営業DXでの課題である。
人とＩＴの役割分担での業績向上に伴う利益の一部をコンサル
料でいただくことを目指す。

「営業活動の常識テスト」
「経営目標」のケーススタディ
「売り上げ３倍」のケーススタディ

お客の宿命に基づく算命学の活用での業績向上

第４回
経営課題解決セミナー

11月29日（月）20：30～22：00

社員の心のマネジメント法 → すべての会社の共通課題

会社の経営資源は社員の心である。心から行動が起きて、行
動が業績を生むという構図から、モチベーションの向上やリー
ダーシップなどでの、この経営資源の管理方法を解説する。

「指示待ち族」のケーススタディ
「ヤル気」のケーススタディ

社員の心の個性の把握への算命学の活用

第５回
経営課題解決セミナー

12月13日（月）20：30～22：00

企業変革の基本と進め方 → 変革の上手な進め方が重要

有事のこの時期は、コロナ禍後の経営環境を見定めた企業変
革のチャンスである。
トップダウンではない企業変革の進め方について解説する。

「企業変革の常識テスト」
「○○金属㈱の管理者」のケーススタディ

企業変革が最も必要な事業承継への算命学の活用法

経営課題解決法（算命学活用）セミナーの予定と内容案 （２週に1回のペースで実施）
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コミュニティの構成案

番外 ： 企業の経営課題の解決に使える算命学の基本を解説
第１回： 経営管理の仕組みの整備 （各活動の評価、育成計画）
第２回： 人的資源の最適配置と活性化
第３回： 営業力向上法
第４回： 社員の心のマネジメント法
第５回： 企業変革の基本と進め方

連続
セミナー

フロントセミナー

【無料実施】
(1) 算命学も活用した具体的手法での顧客を獲得するセミナーと事例研究

(2) 公開事例研究会 （例： 経営課題の解決法、顧客開拓法等を公開で討論）

(3) 算命学も使った個人的なお困りごとのメール相談 「私の場合どうですか？」

(4) 経営課題解決に向けたセミナーの再構成のメールでの支援

月会費4,000円
のコミュニティ

学び⇒実践⇒検証⇒共有⇒学びの繰り返しを地道に行うコミュニティへ

【有料実施】
(1) 経営課題解決法の本編となる連続経営課題解決セミナー

(2) 算命学を深く知って、宿命表の読み解き力を上げる連続算命学セミナー

(3) 算命学も使ったビジネスに関する高度なプライベートZoom個別相談

(4) 著書に基づくビジネス手法のオンデマンド講義 （１時間もの３０ファイル）

有名講師 ベンチャー起業プロコンサルタント

月１万円で何度でも参加可能、スポット参加も可能コミュニティの

運営委員会にて

民主的に運営

ゴールは、“年収1,000万円”

セミナー後をフォロー

今回のセミナー



（有料 隔週）
経営課題解決セミナー
著書の内容を中心に、事例や
ケーススタディを加えて作成
（1年半の継続実施予定）

（有料 隔週）
算命学セミナー

（無料）
公開事例研究会

みなさんに、事例提供者
の募集と進め方内容案を
事前告知をしたい。

（無料）
顧客獲得法と事例研究
運営委員会の意見を基に
実施を検討

日曜日の
21：00～ 60分
この後の30分は
質疑応答・雑談会

土曜日の
21：00～ 90分
この後は
質疑応答・雑談会

コミュニティの1月の実施予定イメージ （検討中）

（1年半の継続実施予定）

この日だけはこの前に
運営委員会を開きたい。

次の日の仕事が
あるため、22：30
までとする。

コミュニティの

運営委員会にて

民主的に検討



日程とテーマ コミュニティに関する活動 備考

（有料連続セミナー）

経営課題解決セミ
ナー
（隔週 日曜日 21：00～

MAX90分）

連続セミナー終了後のコミュニティでの続編の実施

(1) 毎回経営課題のテーマを設定して解説 → 別紙予定参照
(2) ブレイクアウトルームでの仮想体験ケーススタディのディスカッション
(3) ブレイクアウトルームでの懇親の深化

連続セミナーのアンケートからもカリ
キュラムと内容を設計する。

（有料連続セミナー）

算命学セミナー
（隔週 日曜日 21：00～

MAX90分）

(1) 宿命表を読み解くにあたって必要となる学習項目とその効用の解説
→ 別紙予定参照

(2) 算命学を習得するためのカリキュラムと実施予定の提示
学理と復習も兼ねた事例研究を実施、その後の30分程度の雑談コーナー

忘れても良いように、実際の活用の事
例研究の中で、復習を兼ねて、使用す
る学理を簡単に解説する。
「自分とは何者か？」の探求の必要性を
実感いただく。

（無料連続セミナー）

顧客獲得セミナーと
事例研究

（１回／月の実施、90分）
土曜日21：00～の活動

学び ⇒実践 ⇒検証 ⇒共有 ⇒学び の繰り返しの具体的活動
セミナーは「学び」の場、事例研究は、「実践 ⇒検証 ⇒共有」の場

算命学も活用した顧客獲得法を解説
自分自身のノウハウの棚卸方法や、セミナーコンテンツの再構築方法を解説
ライブ講師実践会の選ばれる講師になるノウハウに基づく手法の紹介
自分の競争力あるノウハウの広報の方法までを解説
実際の事例で自分事にしていただく。

（無料での参加活動）

公開事例研究会

（１回／月の実施、90分）
土曜日21：00～の活動

学び ⇒実践 ⇒検証 ⇒共有 ⇒学び の繰り返しの具体的活動
活動のジャンルを設定して、算命学も織り込んだ研究事例をみなさんから提起
いただいて、公開で討論する計画を立てる。

事前に公開事例を募集し、提起いただいた方から、状況や課題を解説いただく。
その上で設問を設定して、ブレイクアウトルームでディスカッションを行う。
最後に講師から解説を行う。

（討論ジャンルの例）
ジャンル１： 自分のセミナーの経営者に寄り添った再構成活動
ジャンル２： 算命学を活用した、セミナー先の開拓活動
ジャンル３： 事業承継や営業力向上などのコンサルティング先の獲得活動

定例的な活動実施内容の案



日程 経営課題の解決法の小項目 備考

第1回
1月9日（日） 21：00～22：00

デスバレーの本質、人のThinkingをマネジメントする
ビジネスの原点、売り方の開発と公式
ケーススタディ

第2回
1月23日（日） 21：00～22：00

パラダイムシフトの構造、ビジネスの入力・処理・出
力、先回り発想がビジネスを主導する
ケーススタディ

第3回
2月6日（日） 21：00～22：00

情報化時代の成果物、上手な資料作成法、理解し
てもらうためのコツ、議事録の作成法
ケーススタディ

第4回
2月20日（日）21：00～22：00

ビジネス化のステップ、ビジネス化のプランニング
のコツ、五方一両得の構図、法律を味方につける
特許の上手な利用法、ケーススタディ

第5回
3月6日（日） 21：00～22：00

共同センタビジネス化の知恵、課金方法からビジネ
スを発想する、新しい業界に参入するコツ、上手な
協業のコツ、協同組合の活用法、ケーススタディ

第6回
3月20日（日） 21：00～22：00

各種ビジネス化のポイント、トップが考えるべきビジ
ネス化のポイント、中小企業が陥る罠、コアコンピタ
ンス発見法と守り方、ケーススタディ

第7回
4月3日（日） 21：00～22：00

人材活用法のポイント、職場活性化のポイント、業
務の稼働分析をしてみる、営業を構造化して考える
ケーススタディ

第8回
4月17日（日） 21：00～22：00

あるべき組織像、企画や人事の機能を現場に持た
せる、上手な業績評価の方法、職場をよくする企画
部門のコツ、ケーススタディ

第9回
5月1日（日） 21：00～22：00

上手な業績評価法の詳細の解説
業績評価のケーススタディ

第10回
5月15日（日） 21：00～22：00

企業変革の手法、大企業病克服のための治療法
企業病診断リスト、ケーススタディ

経営課題解決セミナーの予定表 （案）

テーマに沿って順次解説を行う。

３０回程度を予定
録画してオンデマンド教材化の予定

著書： 「利益を生み出すビジネス手法と事例１０
８」 出版社：日経BP企画

１年分以上のコンテンツを準備



３７歳の産廃業の問題有り社長への支援方法の相談例

社員との関係性、社長の統率力、仕事の進め方に課題
感がある方で、社員から信頼を得られていないよう。
自分より社歴がある社員もいて、遠慮しがちで何でも自
分でしてしまう。

その結果、業務量多く、抜け漏れ忘れがある。
→ それがさらに社員の信頼損失につながっている。
ころころと指示が変わる社長へ社員の不満もありそう。

また、教育体制が全くできておらず、新入社員の指導が
できていない状態が続いている。
その為、何人も退社をしてしまっている。

以前より教育や業務オペレーションの仕組みづくりをやる
べきとわかっているが、着手していない。

改善点が多数あり、解決することが、結果、社長の仕事も
減り、現場も回り、体制が整っていくと、自分でも分かって
いるが、先に進まない原因の一つとして、決裁者と思わ
れる会長がネックで、進まない。

社長曰く、決裁者は叔父(今は会長職)の方が、古い考え
方で外部にコンサルや、教育を依頼するなんて、経営者
としての力が足りない、自分の努力不足と片付けられ、自
身は良いと分かっていても、そちらが大きな壁となり、新し
いことを導入できない状況。

何度かトライしたようですが、頑固で、経営者としての力
足りない、と片付けられ聞き入れてもらえない。

【アドバイス内容】
算命学で社長の宿命を鑑定すると、組織になじまない人で、
一人で仕事をこなす楽天家であることが分かっている。
２０２３年までは、障害となることが無いので、スムーズに
社内改革は進みそう。

アドバイス１： 立憲君主制を取ること
毎度、忘れてころころと指示が変わる社長が、リーダー
シップを取らなくても良い、社内ルールを設定すること。

→ 不得意で出来もしない社長に強制しないこと！
例１： 古手への権限移譲と報告ルール
例２： 「想定しろ、はずれたら聞け」での新人育成ルール
例３： 前回の指示を出した中身の振り返りをしてからの

次の相談を持ち出す社員の相談ルール

アドバイス２： 決裁者の会長への対応方法
(1) コンサルのことは一言も言わず、自分が勉強して導き
出した答えである資料のゴーストライターになること

(2) 利益を税金でとられるぐらいならば、社員が辞めない
福利厚生費としての費用の計上
→ コンサル料とは言わない費目の設定

………………………………………………………………

上記の経営課題解決の進め方への知恵は、今日
の短い全体像のセミナーだけでは出てこない！

前ページの種々のノウハウや、事例研究での習得
が状況に即応するために重要である！



日程 概要 実習

第1回
1月16日（日） 21：00～22：00

算命学の思想と陰陽五行思想
鬼谷算命学ソフトの使い方の解説

算命学の基本の学び
主精の意味と、五行図での相性の導出

第2回
1月30日（日） 21：00～22：00

十大主星と十二大従星の意味
陽占の人体図の解説

陽占での宿命の見かた
自分とは何者？を導出して実感する

第3回
2月13日（日） 21：00～22：00

六十花甲子の解説、宇宙盤での性格と相
性

六十花甲子での人生の特徴と生き方
宇宙盤の作成、自分とは何者？を実感

第4回
2月27日（日） 21：00～22：00

天中殺論の解説、大運、年運、月運の出し
方と読み解き方

宿命表の見かた
天中殺時期の過ごし方

第5回
3月13日（日） 21：00～22：00

位相法の解説 宿命表の見かた、位相法での家庭、自分、
対外関係の把握法の実習

第6回
3月27日（日） 21：00～22：00

十大主星の働きどころと適職占技 宿命表の見かた
陽占の深掘り

第7回
4月10日（日） 21：00～22：00

宿命天中殺、異常干支の解説
→ 変な人の根源の探究

宿命表の見かた
宿命天中殺、異常干支

第8回
4月24日（日） 21：00～22：00

数理法と八門法の解説 宿命表の見かた、数理法と八門法
自分自身を再発見

第9回
5月8日（日） 21：00～22：00

干合法と六親法の解説 宿命表の見かた
干合法と六親法

第10回
5月22日（日） 21：00～22：00

結婚占技とリクエスト講義 宿命表の見かた

算命学セミナーの予定表 （案） 何を習得すれば、何が分かるようになるかの
ステップアップ計画を明示して実施する。



第1回 経営課題解決法（算命学活用）セミナーの目次

P2～P9 連続セミナーの趣旨とコミュニティの解説

P10～P15 経営管理の基本構造

P16～P17 ブレイクアウトルームでのディスカッション

→ 企業変革活動の常識テスト

P18～P26 進化のタイプから見た企業変革の理論

P27～P28 社長主導の社内変革とポイントのまとめ

P29～P38 五行図による経営課題の解決の事例研究

P39～P43 宿命算出ソフトの解説



企業経営活動の全体像 （約２００時間分の講義内容）

【古典の探求】

何千年も伝わったもの
には真理がある。
（韓非子、孫子・・）

【行動心理学】

(1) 大脳生理学

(2) 男女の心理学

【社会心理学】

(1) 集団心理

(2) 対人関係心理

(3) コーチング

【経験科学】

(1) 人生成功哲学

(2) 失敗学

(3) 算命学の活用

経営の原点は人（お客・社長・社員）

【心のマネジメント法】

(1) 人物評価法
(2) 性格分析・組み合わせ法

(3) モチベーション解析・向上
(4) マズローの法則の活用法
(5) 自分の悪の再認識法
(6) ほめ方等各種技術・・・・・

【組織の再構築】

(1) 社会の縮図の組織設計
(2) 点描画の組織設計

【人の採用法】

(1) 面接手法（STAR)
(2) 面接対談法の実際

【コミュニケーション手法】

(1) 営業での活用法
(2) 職場での活用法
(3) 職場の情報共有方法

【経営心理学】

上司と部下の心理学

お
客
様

【社内体制整備法】

(1) 組織の整備
① 部門ミッションの定義
② 業務フローの定義
③ 権限委譲と責任規定
④ レポートルール
⑤ マトリックス組織

(2) マネジメントの仕組み
人事評価法の設定

(3) 経営管理の各種手法
(4) 職場の活性化法

【各種ビジネス手法】
(1) 技術の換金法

(2) 新商品のビジネス化

【営業の構造設計】

(1) 営業活動の標準化

(2) （業績＝質×量）方策

(3) 営業ツールの見直し
Web、パンフ・チラシ

(4) 営業体制の再構築

【売り方の開発】

(1) ニーズ主導

(2) ネットビジネス

【営業心理学】

(1) 感情と論理

(2) クレーム対応法

(3) 各法則の活用

収益源

【自社】

人

組織業績

基礎

① ② ③

④

⑤

人とは何者か？
の探求が

すべての基本

今すぐ客

いずれ客

未気づき客

13

お客様が払う
お金であなたの命
が維持されている



組織経営の原点に関する基本認識

（人の分類）

① 老若男女 ② 性格 ③ 生き様 ④ 価値観
⑤ 社会的立場： 市民、社長、管理者、社員、業者・・・

個人の個性を生かすのが経営

人組織は ・・・・ で成り立っている。

人 人
コミュニケーション

【個性の補完関係を考えるのが管理者の役目】

異なる個性同士のコミュニケーションが重要要素。
会社は社会の縮図にするとうまく行く。

心 行動 業績

行動目標経営資源
業績目標

(1) 好きなこと
(2) したいこと
(3) 出来ること

(1) 部門
(2) チーム
(3) 個人

質 × 量 ＝ 業績
（良いこと） （たくさんやる）

答えは過去の
分析にある

【フィードバック】 （心の満足） この設定が最重要点

経営管理の
仕組みが必要

自己実現欲求の満足
ほめられる満足
知ってもらえる満足

評価単位

社員の心が行動をおこし、行動が業績を生む

（マズローの法則）

満足

性格の補完

組織は管理者の本来の姿をあらわす鏡のようなもの、蟹は自分の甲羅に合わせて穴を掘る。
14



組織の経営資源は、“人の心”

“人の心”をマネジメントする専門家
を管理者とよぶ。

心から発生する行動が業績の源泉

“人の心”を養う栄養源（共育と満足）を
与え続けるのが管理者の大切な役目

管理者ならば、心のマネジメント手段
を習得する必要がある。

コミュニケーション心理学、経営心理学、
営業心理学、人物評価法のようなノウハウ

管理者者は、人を使う専門家のはず。

① 行動のベストセレクトから、高い効果が生まれる。

② 人件費の有効活用が高い効果を生み出す。

人件費は日々管理されなければならない。

社員の心をどうマネジメントするかが、組織経営
の最大の課題である。

このノウハウを学んでいない者が、人の上に立つ

ことは、無免許運転をしているのと同じこと。

自動車教習所でも、座学で学び、路上運転練習

（ケーススタディ）するので事故にならない。

社員の行動の元になる、“考え”を生み出す根源は

頭に何を入れるか（学習）である。
上下心を１つにした会社は強い。

命令ではなく社員の心を満たす取り組みが重要。

行動目標どおりの行動が、事業目標を達成させる。

自発的に事業目標が達成できる仕組み作りが重要。

組織経営の基本的考え方

15
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経営管理の基本構造

人生目標

自発性／モチベーションの根源の創出活動

社員の心が経営資源

自分の本質への気付きが重要

(1) 社員は会社のためではなく、

自分のために働く。

(2) 「自分のため」が明文化される

必要がある。（目標）

(3) 自分の組織での、「長所」に

気付いてもらう。

(4) 長所を伸ばし続けて会社に

寄与する点を明文化する。

（成果が自己満足になる）

(5) 短所は治せない。

短所を他のメンバの長所と

どう組み合わせて、

補完関係をつくるか？

→ 組織作りの要諦

社員の今年度計画を
束ねて年度の

事業計画にする！

自発的に事業目標が
達成できる

仕組みが重要！

自分の心の管理が
モチベーションの根源

心を明文化したものが
会社存立の基礎となる
データベースである！

心

自分の過去への
分析が重要

人生計画

今年度計画

明文化
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経営管理の基本構造
自発性／モチベーションの根源の創出活動

社員の心が経営資源

ならば
心を明文化したものが

会社存立の基礎となる
データベースである！

心
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経営管理の基本構造
自発性／モチベーションの根源の創出活動

社員の心が経営資源

ならば
心を明文化したものが

会社存立の基礎となる
データベースである！

(1) 社員は会社のためではなく、

自分のために働く。

(2) 「自分のため」が明文化される

必要がある。（目標）

心
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経営管理の基本構造
自発性／モチベーションの根源の創出活動

社員の心が経営資源

ならば
心を明文化したものが

会社存立の基礎となる
データベースである！

(1) 社員は会社のためではなく、

自分のために働く。

(2) 「自分のため」が明文化される

必要がある。（目標）

心

明文化

人生目標

人生計画
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経営管理の基本構造
自発性／モチベーションの根源の創出活動

(1) 自分の組織での、「長所」に

気付いてもらう。

(2) 長所を伸ばし続けて会社に

寄与する点を明文化する。

（成果が自己満足になる）

(3) 短所は治せない。

短所を他のメンバの長所と

どう組み合わせて、

補完関係をつくるか？
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経営管理の基本構造
自発性／モチベーションの根源の創出活動

(1) 自分の組織での、「長所」に

気付いてもらう。

(2) 長所を伸ばし続けて会社に

寄与する点を明文化する。

（成果が自己満足になる）

(3) 短所は治せない。

短所を他のメンバの長所と

どう組み合わせて、

補完関係をつくるか？

社員の今年度計画を

束ねて年度の

事業計画にする！

自発的に事業目標が

達成できる

仕組みが重要！

人生計画

今年度計画
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マネジメントの仕組みの全体像

管理能力評価シート

管理責任評価表

ミッションファイル

事業計画

管理職手当

業績給

考課表

能力評価申請書

能力給

能力評価
基準書

考課
基準書

(1) ミッションファイル：

事業計画をチームに展開して、遂行すべき業務を記述したもので、チーム別に業務

の達成度を５段階の評価指標で評価して、ボーナスが決まる。

(2) 管理責任評価表

管理職が果たす役割を個人別に記述したもので、業務の達成度を５段階の評価指

標で評価して、管理職手当が決まる。

(3) 管理能力評価シート

管理職者の管理能力が、事実に基づいて部下・上司から評価され、改善すべき点

を管理責任評価表に記述して、達成度が評価される。

(4) 能力評価申請書

能力評価基準書に基づいて、自分の職務達成能力を事実に基づいて自己評価し

て、ランクアップの申請が出来る絶対評価の仕組み。

(5) 考課表

職務達成能力だけではない、人品骨柄を評価するもので、お客様や周囲に与える

好影響、勤務態度などを、人事考課基準書に基づく行動事実で絶対評価する仕組み

で、上司の感覚評価やえこひいきを除外するもの。

(6) 育成計画書

「この会社を利用してどうなりたい」という人生計画、自分の選んだ職能資格制度で

のキャリアパス記述書（注）、さらに能力評価基準書や人事考課基準書での自分の

不足内容の３つを基に、育成計画を上司と話し合って決めるもの。

（注） 職能資格制度では、管理職能とエキスパート職能に大きく分類されて、個人別

のキャリアパスが選択できる。

(7) キャリアパス記述書

人生計画に基づいて職能を選び、会社の収益向上に寄与しつつ、何歳までにどん

な能力を獲得して、会社を利用してどうなりたいか？を明文化するもの。

(8) 人生計画書と部門の事業計画

社員の人生計画をもとにした会社に寄与しつつ自分はどうなりたいという今年の活

動内容を束ね、トップダウンの事業計画と調整すれば、部門の事業計画になる。

これは、事業計画が社員の自助努力で達成できるという見通しの基本となる。

キャリアパス記述書

育成計画書

人生計画書

本来の自分、
長所を生かす

会社のビジョン
進む方向

社員は自分のために働く

自分のためを
明文化する！

自分の人生計画

今年、自分がやりたいこと
（モチベーションのもと）

部門の事業計画

本来の自分、
長所を生かす

会社のビジョン
進む方向

社員は自分のために働く

自分のためを
明文化する！

自分の人生計画

今年、自分がやりたいこと
（モチベーションのもと）

部門の事業計画

等級の

設定
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管理能力評価シート

管理責任評価表

ミッションファイル

事業計画

管理職手当

業績給

考課表

能力評価申請書

能力給

能力評価
基準書

考課
基準書

キャリアパス記述書

育成計画書

人生計画書

等級の
設定



マネジメント能力評価シート

管理責任評価表

ミッションファイル

事業計画

マネジメントの仕組みの構造

管理職手当

業績給

事業計画を
担保する仕組み

基本的にチーム別に事業計画目標に基
づく業績を評価する。

経営層から部下に順次展開されるため、
コミュニケーションをもとに設定される。

経営層と管理職のコミュニケーションをもとに設定。

経営層からの特命事項、部下の育成、マネジメント
能力評価シートから得られた、自分自身の育成内容
などが盛り込まれる。

管理者としての責任内容が
定義されて、評価される

人事審議会

（評価結果はボーナスに反映）

人事考課表

管理者のマネジメント能力を、上司と部下の
両方から評価する。

管理者の管理能力の不足を知って、管理責
任評価表で、改善効果が評価される。

（管理者向け）

（各種の様式） （利用目的）週間活動
計画へ反映

（評価結果により金額が決まる）

能力評価申請書 能力給

（等級ごとの月給）（自己申告または上司の推薦）

能力評価基準書と事例集

人事考課の事例集

人事考課項目の定義に基づき
日記での事例を積み上げて作成

（上司が日記に基づき作成）

昇格

（日記に基づき作成）



第1回 経営課題解決法（算命学活用）セミナーの目次

P2～P9 連続セミナーの趣旨とコミュニティの解説

P10～P15 経営管理の基本構造

P16～P17 ブレイクアウトルームでのディスカッション

→ 企業変革活動の常識テスト

P18～P26 進化のタイプから見た企業変革の理論

P27～P28 社長主導の社内変革とポイントのまとめ

P29～P38 五行図による経営課題の解決の事例研究

P39～P43 宿命算出ソフトの解説



【ディスカッションの目的】

４つの設問を読み上げますので、これに対して、みなさんそれぞれに、〇×とそ

の理由を考えて下さい。

ルーム内の各人の経験に基づく異なる観点の意見から、「そういう考え方もある」

と言うことを学んでいただきます。

〇×の意見の統一は不要です。 意見を自由に言い合ってください。

【ブレイクアウトの進め方】

所用時間は１８分です。 30秒前に終了を事前周知します。

３人～４人のチームを基本としてルーム設定します。

まず、姓名の名のあいうえお順で、自分の名前、居住地、職業と、この講座への

参加目的を、1分以内で簡単に自己紹介してください。

ブレイクアウトルームから戻ってからの、ディスカッションの結果を発表をする人

は姓名の名のあいうえお順の最後の人になりますので、確認ください。

その後、姓名の名のあいうえお順で、４つの設問への○×とその理由を、各人ご

とに簡単にお話しください。

各人のお話の後、終了時間まで質疑応答などで、みなさんで自由討論ください。

ブレイクアウト終了後は、講師からルームを指定しますのでそのルームの発表者

は、ディスカッション結果を発表ください。

発表修了後に、講師からこのテストの内容を解説します。
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ブレイクアウト： 企業変革活動の常識テストのディスカッションの実施



企業変革活動の常識テストのディスカッション

１ 企業変革は社員全員が、会社の将来を考えて、真剣にならないと成功しない。

このことから、「会社の将来のために、社員それぞれがどうすればよいか？」を考

え、自発性を高めるボトムアップ研修を実施すると良い。

２ 仕事で失敗をした社員には、責める口調にならないように気をつけながら、「なぜ

失敗したのかな？」と問いかけて、 自ら考えさせる癖をつけるようにもって行く必要

がある。これは、職場の問題解決の面でも良い方法の一つになる。

３ 企業変革には、活動についていけない、“ヤル気のない社員”が出て、辞めてゆく

者が出てしまうことが懸念される。

しかし、大きな目標を達成するという考え方から、ヤル気のない者を、無理に引き

止めることはせずに、新たなヤル気のある者を採用するのが、新陳代謝の面でも

有効な方法である。

４ 社長自らも率先して、社員の現場の問題点の改善活動に、積極的に取り組んでい

くことが重要である。

社長が率先垂範することで、社長の本気度と改善活動の実際の事例を示すこと

になり、社員のモチベーション向上につなげることができる。

「その通り」と思うものに“○”をしてください。

27
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１ 社員の全員が、真剣に職場の改善活動を行うことは、重要

なことである。

このことから、「会社の将来のために、社員それぞれがどう

すればよいか？」を、考えてもらう、ボトムアップ研修や、社員

自らが考えて行動できるような自発性を高める研修が、まず

は重要な実施事項になる。

１ 社長の目線である、「会社の将来のため・・・・」ではなく、社

員の目線である、「自分の将来のため・・・・」が、自発性を高

めるために重要なのである。

NTT時代に、このような研修を行ったが、「どぶに捨てた万

札」のイメージが強く、「人間死ななきゃ治らない」が分かった

だけである。

×



２ 仕事で失敗をした社員には、責める口調にならないように気

をつけながら、「なぜ失敗したのかな？」と問いかけて、 自ら

考えさせる癖をつけるようにもって行く必要がある。

これは、職場の問題解決の面でも良い方法の一つになる。

29

２ 社長としては、失敗させた原因を、本人と一緒になって、
「今後、何があれば失敗しなかったのか？」という、社内の
マネジメントの仕組みの不備について検討すべきである。

「仕組みを憎んで、人は憎まず」が大原則になる。

取り返しがつかない過去にさかのぼって、言い訳を聞いて
も時間の無駄である。

×



３ “ヤル気のない社員”がいて、辞める者がいる場合は、

ヤル気のない者を、無理に引き止めることはせず、

新たなヤル気のある者を採用するのが、新陳代謝の面で

も有効な方法である。

（以下は、○×に関係ない参考）

「ヤル気のある者、求む！」のキャッチフレーズとともに、

ファイトのある社長の顔写真と、ビジョンに基づくメッセージ

を求人広告に盛り込むと効果的である。

３ ヤル気は、会社内の人の和の環境が作り出すのであり、もともと、
世の中にはヤル気のある性格などは存在しない。

職場環境の整備に力を注ぐべき社長が、その失敗をヤル気が無
くなって辞めた人のせいにしている状態である。

居心地の良い職場環境を作り出すマネジメントができていないこ
とを、自ら広報しているのと同じことになる。

×
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４ 社長自らが率先して、社員の現場の問題点の改善活動に

も、積極的に取り組んでいくことが重要である。

社長が率先垂範することで、社長の本気度と改善活動の

実際の事例を示すことになり、社員のモチベーション向上に

つなげることができる。

４ 社長は自分の経営ミッションに注力すべきである。

社員が行うべき改善活動に、社長自らが入り込んで、時間

を浪費してはいけない。

マネジメント側の社長としては、社員が気持ち良く改善活動

が行える環境を整えることが、最大のミッションになる。

×
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進化のタイプから見た企業変革の理論

タイプ１

進化しなくても問題ないケース（競合他社がいない）では、 SCP理論に基

づいて、競争は避ければ避けるほど望ましい。

タイプ２

進化が必要なケース（競合他社がいる）では、 レッドクイーン理論（注）に

基づいて、サーチしながら競い合い、共に進化するのが望ましい

タイプ３

競争環境が安定している状況では、切磋琢磨の共進化は有効である。

（チェンバレン型の競争環境）

タイプ４

環境が大きく変化するような状況では、ライバルとの競争を意識せず、知

の探索型のサーチをしていくべき （ シュンペーター型の競争環境）

（注）

レッドクイーン理論 とは、相互作用による共進化ではなく、 切磋琢磨する

ことによる共進化 のこと。
33



レッドクイーン理論の解説

「あなたが思い切り走ったとしても、せいぜい同じ場所に留まることし
かできません。もしあなたが本当に他の場所へ行きたいなら、あなた
はいまより２倍は速く走らなくてはならないのです！」

（ルイス・キャロル『鏡の国のアリス』より）

鏡の国のアリスに出てきた赤の女王のせりふから来たもので、お互
い、相手より速く走ることで共進化を促すもの。

レッドクイーン

34



激しい競争にさらされすぎると、 競争そのものが自己目的化する。
限定された範囲でしかサーチしないため、 環境変化で生き残れない。

① 競争そのものが自己目的化

これでガラケー業者はつぶれた。

環境変化に応じた競争の必要

性の見直しが重要！

② 環境変化で生き残れなくなる。

スマホ全盛時代へ追従できない。

【レッドクイーン理論】

Withコロナ

イノベーション

35



経営学から見た企業変革の進化のタイプの解説

進化が必要なケース（競合他社がいる）では、 レッドクイーン理論に基づいて、

サーチしながら競い合い、共に進化するのが望ましい。

また競争環境が安定している状況では、切磋琢磨の共進化は有効である。

（チェンバレン型の競争環境） → 日本企業 （農耕民族の特性）

→ 一番儲からない。

進化しなくても問題ないケース（競合他社がいない）では、 SCP理論に基づい

て、競争は避ければ避けるほど望ましい。（SCP型の競争環境）

例：巨大流通網を作り上げて他社が追随できないアマゾン → GAMFA

環境が大きく変化するような状況では、ライバルとの競争を意識せず、

知の探索型のサーチをしていくべき （シュンペーター型の競争環境）

例：たくさんのベンチャーに投資して、企業買収するGoogle → GAMFA

GAMFAは、ネットワーク型の寡占で得た利益を、“次の知”に投資している。

日本型の切磋琢磨型の競争では、儲からないことを熟知している。

経営層には「現状維持メカニズムの破壊」がコロナ時代に求められている。

知の探索は必須の時代になっている。
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現状維持メカニズムの破壊

クリステンセンのイノベーションのジレンマの解説
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ハイアール社（中国の白物家電メーカー）の日本進出戦略例

日本企業はお客が使いもしないような無駄な機能をいっぱいつ

けた製品を高い価格で売っている。

うちは、使わない不必要な機能を削って、３割安い価格にして参

入する。

（例）

どうせシャッターしか押さないデジカメに、使いもしない機能をいっぱ

いつけて、３万円で日本人は買っている。 → 馬鹿じゃないの！

世界中にシャッター機能だけにして５,０００円で売るよ。 （中国人）

日本は、使用水量削減、静粛性を追究して開発しているが、

うちは、染み抜きハンディ洗濯機を開発して売るよ！ （中国人）

→ これで、三洋電機がつぶれ、シャープが鴻海に買収された。

シャープの経営陣と、鴻海の経営陣の顔つきが全く違う。

→ このような経営陣を作り出したDNAの違いが鮮明！



(1) 同じ会社にずっといる者だけでは、イノベーション（革新）は困難。

日本企業は、下図「B」のような目先の改良が得意で、これを重点とした

ため、世界のデジタル化革新の趨勢から取り残された。

多様な人を集めて知の探索をして革新を求める時代である。

(2) 職場にいて、目先の仕事に追われている限りは、下図「Ａ」のように遠く

を見たイノベーションは、なかなかできづらい。

しかし、リモートワークで、いろいろな方向の多様性ある検討が出来て、

「A」（イノベーション）の時間が増えたはずでチャンスタイムである。

知の探索の取り組みの重要性

39



知の探索では、自社の中にある隠れた良い技術などを外出しして、

新たな視点で考えてもらう活動も重要になる。

ここでは、外部の人に理解してもらいやすい広報力が重要になる。

40
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新時代の今後の企業変革の方向

１ イノベーションを起こす知の探索こそが生き残る道で、新型コロナを

契機に、知の探索の仕組みを作る！

→ 同質者の終身雇用会社では無理で、働き方改革は必須！

→ ジョブ型採用、副業などの知を取り込む仕組みを作ろう！

→ トップが率先して現状維持メカニズムを破壊しよう！

知の探索が重要になる時代に、人脈が狭い領域に固定化しやすい終

身雇用制が主の日本では、特にいろいろな方策が求められる。

２ 遠くにある新たな知につながるためには、多様な視点を求めて、弱

いが広がりのあるつながり（SWT理論）が重要になる。

タイトな親友関係の者はダメで、フェースブックなどでの個人の弱いつ

ながりでの知を重視するチャラ男が、今後の時代に担い手になる。

→ 民主的に運営される新たなコミュニティがこれ！



「弱いつながりの強さ理論（SWT理論）」

最近、Facebook,twitter,LINE,youtubeなどのSNSをコミュニ

ケーションが活用され、その効果性は社会学の分野で、数多く

の研究者で研究されている。

その中でひときわ数多くの論文に引用されてきた理論に、グラ

ノベッターの「弱いつながりの強さ」理論（= Strength of 

Weak Ties theory）がある。

人と人とのつながりの強さと弱さの関係性を基礎にして、世の

中の人のつながりを、次の２種類に分けている。

A. 「お互いに共通の知り合いがたくさん存在している」

強いつながり

B. 「自分たち以外に、ほとんど共通の知り合いがいない」

弱いつながり

「２つの点をつなぐ唯一のルート」をブリッジと呼ぶ。

(1) ブリッジが数多く存在する「弱いつながり」は「幅広く、

多様な情報が、遠くまでスピーディに伝播する」のに向いて

いる。

(2) 弱いつながりの人脈を豊富に持っていれば、遠くにある幅

広い情報を効率的に手に入れることができる。

強いつながり

弱い
つながり

経営士会

ブリッジ ブリッジ

会社、士業、団体など

42
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社長主導の社内変革が失敗しやすい理由

「トップが決めて、こうしろ！」という改革方法は、失敗のもと！

「社員のメリット」がないと改革は、うわすべりになる！

社員の困りごとを収集して、
「社員の幸せのため」を目標として

みんなで行う根本原因を正す取り組みが成功する！ロクに聞いて
いない

社員満足

本来の自分、
長所を生かす事

会社のビジョン
進む方向

社員は会社のためではなく自分のために働く

自分のためを
明文化する事！

経営層は会社のために働く

自分の人生計画
【キャリアパス】 （長所を生かしてどう年を取るか）

能
力
レ
ベ
ル

年齢

目指す方向

マネジメント職群

営業職群

○○職群

○○職群

・・・・・・

(1) 能力評価の仕組み

(2) 標準実施方法

(3) 育成計画

(4) 能力給

能
力
レ
ベ
ル

年齢

目指す方向

マネジメント職群

営業職群

○○職群

○○職群

・・・・・・

(1) 能力評価の仕組み

(2) 標準実施方法

(3) 育成計画

(4) 能力給

今年、自分がやりたいこと
（モチベーションのもとになる）

自分の事業計画

（適用心理学）
自己高揚仮説
自己整合性仮説

参考にする

部門の事業計画
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会社変革の解説

経営層は会社のために働く
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会社変革の解説

「社員のメリット」がないと改革は、うわすべりになる！

社員は会社のためではなく自分のために働く

経営層は会社のために働く
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会社変革の解説

「トップが決めて、こうしろ！」という
改革方法は、失敗のもと！

「社員のメリット」がないと改革は、うわすべりになる！

社員は会社のためではなく自分のために働く

経営層は会社のために働く
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会社変革の解説

社長の「こうしろ！」という言葉はロクに聞いていない

「社員のメリット」がないと改革は、うわすべりになる！

社員は会社のためではなく自分のために働く
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会社変革の解説

社長の「こうしろ！」という言葉はロクに聞いていない

「自分のメリット」がないと改革は、うわすべりになる！

社員は会社のためではなく自分のために働く

給料が上がる
わけでもないし

仕事がよりしんどく
なるだけだし

社長にはメリットが
あるが自分にはないし
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会社変革の解説

社員満足
社員の困りごと

根本原因を正す
社員参加の取り組み

（目標）
（きっかけ）
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会社変革の解説

(1) 気持ちよく働けて → （就業規則・賞罰規定・役割分担）

(2) やりがいがあって → （業績評価・能力評価・給与制度）

(3) 将来も安心 → （キャリアパス、社員教育・育成制度）

社員満足
社員の困りごと

根本原因を正す
社員参加の取り組み

【困りごとの根本原因となるマネジメントルールの例】

（目標）
（きっかけ）
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本来の自分、
長所を生かす事

会社のビジョン
進む方向

社員は会社のためではなく自分のために働く

自分のためを
明文化する事！

経営層は会社のために働く

自分の人生計画

今年、自分がやりたいこと
（モチベーションのもとになる）

自分の事業計画

（適用心理学）
自己高揚仮説
自己整合性仮説

参考にする

部門の事業計画

会社変革の解説
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本来の自分、
長所を生かす事

会社のビジョン
進む方向

社員は会社のためではなく自分のために働く

自分のためを
明文化する事！

経営層は会社のために働く

自分の人生計画

今年、自分がやりたいこと
（モチベーションのもとになる）

自分の事業計画

（適用心理学）
自己高揚仮説
自己整合性仮説

参考にする

部門の事業計画

会社変革の解説
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会社変革の解説

【キャリアパス】 （長所を生かしてどう年を取るか）

能
力
レ
ベ
ル

年齢

目指す方向

マネジメント職群

営業職群

○○職群

○○職群

・・・・・・

(1) 能力評価の仕組み

(2) 標準実施方法

(3) 育成計画

(4) 能力給

能
力
レ
ベ
ル

年齢

目指す方向

マネジメント職群

営業職群

○○職群

○○職群

・・・・・・

(1) 能力評価の仕組み

(2) 標準実施方法

(3) 育成計画

(4) 能力給



経営管理のポイントのまとめ

６ 戦略そのものではなく戦略の浸透度が成否を決める。浸透への

活動は、中間管理職へのつかみで決まる。

７ 反省なくしてプランなし。何が有効だったか？の成果・反省が
妥当なプロセスである、次の有効な手立てを決める。

８ 社内にいては自分のことがわからない。岡目八目の外部の目
が次のアクションの良いヒントになる。

社外の自分になって忌憚ないアドバイスをくれる人物を作ること。

一般社員は、面と向かってあなたには言えないものである。

（お客様代表者会議は有効であった。）

９ ミッションファイルはミッションツリー。社長の一点から始まって
カスケード状態で下のほうに、展開されるものである。

上の目標が全社員の目標に細分化して、確実に割り振られる
ようにすること。

10 自分の目標を割り振った部下に成果を出してもらうように、

フォローし続けることが、自分の成果につながる。

11 部下が「なるほど」と納得できる目標は、日々のコミュニケーション

から生まれる。１日５分でOKである。

報連相は３つのポイントに簡単にまとめること

12 正当性を失った目標はすぐに見直すこと。

期中の目標変更のないほうがおかしいこともある。

13 メンバの考え方の特徴を把握し、自分の強みを、最大限に

活かせる仕事で活躍してもらうよう、点描画の発想でメンバを

組み合わせることで、レバレッジする。

１ 経営は“結果であり数字”である。修辞学ではない。

① 妥当な結果は、妥当なプロセスから生まれる。

② プロセスの時点でベストセレクトを行って日々の努力を積み

重ねて最終的に数字になる。妥当な行動は頭から生まれる。

２ 目標設定では「選択と集中」が重要。

① 「やめること」があってはじめて「やること」ができる。

経営とは“捨てる意思決定”である。捨ててできた“経営

資源“ で新しく儲かる計画を不確実から確実に変えること。

② 組織を動かすためのしくみがあって、戦略が現実化する。

類推力（情報力）と企画力でしくみを作ること。

３ 資源は“人の心”。これをどうマネジメントするかがトップの最大

の課題である。 この手段として、コミュニケーション手法、営業

心理学、人物評価法のようなノウハウが必要となる。

４ 人の行動が利益の源泉である。稼働コスト対効果は目標設定

とアクションプランが生み出す。日々のアクションプランが経営

管理の基本になる。アクションプランは毎週チェックすること。

５ 中間管理職を揺さぶることが、組織的な人の心のマネジメント

では効果的である。上でも下でも動かず中間を大切にすること。

人材育成は管理者の責務として、自分自身の育成目標も含

めて必ずミッションに入れること。 55
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３ 資源は“人の心”。これをどうマネジメントするかがトップの最大

の課題である。 この手段として、コミュニケーション手法、営業

心理学、人物評価法のようなノウハウが必要となる。

４ 人の行動が利益の源泉である。稼働コスト対効果は目標設定

とアクションプランが生み出す。日々のアクションプランが経営

管理の基本になる。アクションプランは毎週チェックすること。

５ 中間管理職を揺さぶることが、組織的な人の心のマネジメント

では効果的である。上でも下でも動かず中間を大切にすること。

人材育成は管理者の責務として、自分自身の育成目標も含

めて必ずミッションに入れること。



６ 戦略そのものではなく戦略の浸透度が成否を決める。

浸透への活動は、中間管理職へのつかみで決まる。

７ 反省なくしてプランなし。何が有効だったか？の成果・反省が

妥当なプロセスである、次の有効な手立てを決める。

８ 社内にいては自分のことがわからない。岡目八目の外部の目

が次のアクションの良いヒントになる。

社外の自分になって忌憚ないアドバイスをくれる人物を作ること。

一般社員は、面と向かってあなたには言えないものである。

（お客様代表者会議は有効であった。）

９ ミッションファイルはミッションツリー。社長の一点から始まって

カスケード状態で下のほうに、展開されるものである。

上の目標が全社員の目標に細分化して、確実に割り振られる

ようにすること。
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10 自分の目標を割り振った部下に成果を出してもらうように、

フォローし続けることが、自分の成果につながる。

11 部下が「なるほど」と納得できる目標は、日々のコミュニケーション

から生まれる。１日５分でOKである。

報連相は３つのポイントに簡単にまとめること

12 正当性を失った目標はすぐに見直すこと。

期中の目標変更のないほうがおかしいこともある。

13 メンバの考え方の特徴を把握し、自分の強みを、最大限に

活かせる仕事で活躍してもらうよう、点描画の発想でメンバを

組み合わせることで、レバレッジする。
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第1回 経営課題解決法（算命学活用）セミナーの目次

P2～P9 連続セミナーの趣旨とコミュニティの解説

P10～P15 経営管理の基本構造

P16～P17 ブレイクアウトルームでのディスカッション

→ 企業変革活動の常識テスト

P18～P26 進化のタイプから見た企業変革の理論

P27～P28 社長主導の社内変革とポイントのまとめ

P29～P38 五行図による経営課題の解決の事例研究

P39～P43 宿命算出ソフトの解説
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明学院ソフトの無料簡易版
（最後のほうの解説参照）

自分の五行（主精）

鬼谷算命学詳細版
（最後のほうの解説参照）
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「木」のグループ
「大樹（陽）」「草花（陰）」

「火」のグループ
「太陽（陽）」
「灯火（陰）

「土」のグループ
「山岳（陽）」
「大地（陰）」

「金」のグループ
「鉄（陽）」
「宝石（陰）」

「水」のグループ
「海洋（陽）」
「雨露（陰）」

陽

陽

陽

陽

陽

陰

陰

陰

陰

陰

五行（主精）の内訳



五行の概要

『樹』を主精にもつ人の天性 （甲木）

あなたは、まがったことの嫌いな正直な人です。その本質は「樹木」。
自然界のものにおきかえると、天に向かってまっすぐに力強く、ゆっくりと伸びていこ
うとする、１本の大樹です。種から苗、そして１人前の大きな樹に成長するまでに長
い歳月がかかるように、あなたの人生のペースもまた、ゆっくりとしたものでしょう。

性格は、おっとり、のんびりしているようですが、１本の樹が、ひたすら上へ上へと
伸びようとするように、独立独歩の気概に富んだストレートな剛直さももっています。

周囲の人が何と言おうと、自分が納得しない限り、「我が道を行く」で、ちょっとや
そっとで主義主張を変えることはありません。そのため、時には頑固者、融通がき
かない人などと思われることがあるやもしれません。
また、結論を出すのに手間をとっているうちにチャンスを逃すようなこともないとはい
えません。

樹が１夜にして巨大になることがないように、あなたは納得のいくペースと方法で、
失うことのないファイトを胸に、一途な姿勢で着実に目的へ向かって進んでいく人で
す。
厳しい冬の寒さや暴風や長雨、照りつける灼熱の暑さも乗り越えて、しっかりと根を
張り、樹質を堅くしていくように、あなたもまた大器晩成タイプ。
そのしたたかなたくましさと努力は必ずいつか実を結び、目指した世界で、豊かな
枝葉を広げる大きな存在となるでしょう。

あなたの人生に、あせりは禁物です。人とひき比べて気を病んだり、短気を起こす
のはまったくナンセンス。本来の前向きな気迫と、たっぷりと天に与えられているパ
ワーに自信をもって、ゆうゆうと、今やるべきことを１つ１つ丁寧にこなしていってくだ
さい。 年齢を重ねたり、立場的に力をもつようになると、もともとがリーダー型のあ
なただけに、独断専行、ワガママになりやすいので気をつけましょう。

あなたが元来もつ、木造の家のような、木の家具のような、ぬくもりのある温かい人
柄が人々を惹きつけるのです。その魅力と能力をゆっくりと育ててください。
「生命の象徴」である『樹』が主精の人は、医学・宗教・学問などを通じて、人助けに
つながる世界でその力量をより強く発揮するとされています。

特色が出る生まれ月をあげると、２月生まれは「森」。政治力に恵まれています。
３月生まれは、大きなエネルギーでリーダーシップをとれるでしょう。
５月生まれは「街路樹」。人々にやすらぎを与えます。
８月生まれは「落ちた果実」。ものを集めたり、締めくくりをする役目。
９月生まれは、お年寄りと関わるといいでしょう。
１１月生まれは、多くの可能性をもちます。

『花』を主精にもつ人の天性 （乙木）

もの柔らかな優しさの中に、したたかなシンの強さを秘めた人です。

その天賦の質は「草花」。自然界のものにおきかえると、野や山に咲く可憐な花、庭
園に咲き誇る見事な花。

しかしただ美しいだけではなく、岩壁をはい登り、いくら手で折っても、しなるだけで
なかなか折れない蔦や、たとえ踏まれても翌春には新たな芽を吹くたくましさをもつ
路傍の草花などのように、弾力性に富んだ強靭さをもっています。
また、１本ずつ独立している樹木と違って、草花は群生する特質をもっています。

そのため単独ではなく、集団の中でこそ、その個性や魅力を生かしていける利点が
あるでしょう。

天性のソフトムードが親しみやすさとなり、どんなグループの中にも自然にとけ込み、
どんな人とも協調し合って仲良くやっていくことができるのです。社交性はあります
が、かといって馴れ合うだけで他の人の言いなりになってしまうような人ではありま
せん。その外柔内剛性のために、算命学では主精が『花』の人を女性の理想として
いるのです。
ただし、内面が強いといっても、草花の人の強さは、受け身であり、受動的。
守り型で、攻撃的ではありません。

草花が１粒の種から芽を吹き、成長し、つぼみが花を咲かせるように、あなたもまた
物事を急いではいけません。太陽の光を吸い、水を吸収し、ゆっくりと育っていくの
です。

もともと破天荒なところはない人ですが、それでも早く何事かを成就しようとすると、
内面の不安定を生み出すばかり。
まとまる話もこわれ、目的の花も開いてくれません。

それよりも、あなた独自の花を咲かせるために、丁寧に手入れをし、愛情を注いで
いくことです。あなたは、あなたのペースでいるだけで人々を和ませ、憩わせ、楽し
ませ、その環境や人々を豊かにする中心となる花の精なのですから。

もし気をつけることがあるとしたら、草花の人は外面がもの柔らかでスローなため、
押しの強さや進取の気概に欠けるきらいがあります。しっかりしているのに「ハッキ
リしない人」だと見られるかもしれませんから「イエス」「ノー」は明確に出しましょう。

特色が出る生まれ月をあげると、２月生まれは「桂」。頑固さが強まり、環境に負け
ずに自己を貫きます。
３月生まれは「蔦」。
つき合う相手や社会に応じて、じつに上手に自分を変化させるでしょう。
５月生まれは、異性に好かれ、外国の人に好かれる花。
６月生まれは「砂漠に生きるサボテン」、孤独に強い人です。
８月生まれは、神前に供える「榊」、徳があります。
９月生まれは、正義心が旺盛です。



五行の概要

『灯』を主精にもつ人の天性 （丁火）

あなたは、優しく、情熱的で、感受性の鋭い人です。その天賦の質は「灯火」。
自然界のものにおきかえると燃える火、ロウソクの火、照明、焚き火などです。
灯や照明は、暗闇にあって明るさをもたらし、焚き火は寒い戸外で、人々に暖をとら
せることができます。
しかし、そのためには、自分自身を分かち与えていかなければなりません。

ですから灯火の人は、本質的に一抹の孤独感を秘めながら、外に対して明るさと熱
とを放ちつつ燃えていきます。アカアカと華やかであり、ホットで同時に、デリケート
で傷つきやすさをもっている、と同時にハツラツとしていますが、もろい人です。
とはいえ、小さなマッチやロウソクの火から、メラメラと燃えあがる時の熟さ、勢いは
大変なもの。恋に仕事に、趣味に勉強に、燃える対象に出合ったらカーッとして、ひ
たすらまっしぐらにのめり込んでいくタイプです。

ところが、熱しやすくて冷めやすいのも火の特性ですから、すぐに情熱が冷めてしま
い、長続きしません。
敏感で才気煥発ですが、気は短くて、結論を出す早さもベスト。
何事もスピードが身上ですから、イヤなことを耐え忍んで頑張ったり、コツコツ地味
な努力をするのは至難の業です。気持ちの変化が早く、のめり込んだり落ち込んだ
りと、その感情や人生の起伏は、激しいものがあるでしょう。

マッチ１本で暗闇が去り、暗い室内もライトをパチンとつければサッと明るくなります。
また、照明だけでなく、日常生活の燃料としても灯火は必要不可欠。そのため、現
実的に人々のために大変有効な存在であり、その価値は大きいとされます。

直感に秀で、芸術的な才能、表現力が豊かですので、好きな道で根気よく自己実
現を心がけましょう。
夜道を照らすライト、灯台の明かり、サーチライトの光……、あなたは多くの人々の
行く手を照らす道しるべともなる人です。情にほだされすぎたり、動揺しやすい点を
改善し、激しさをコントロールして、静かな火をとろとろと長く燃やし続けてください。

特色が出る生まれ月をあげると、２月生まれは「釜火」、実用的なアイデアを出せる
人です。
３月生まれは「屋火」といって照明、家庭や会社、人々の中にあって明るさを保ち続
けます。
５月生まれは「龍火」、よくも悪くも人に与える影響が大、動乱の世には国を救う人
です。
６月生まれは、大器晩成。苦難を乗り越えた後、いつか日の目を見るでしょう。
９月生まれは段どり上手。
１２月生まれの人は精神修養し、向上心をもつことですばらしくなります。

『陽』を主精にもつ人の天性 （丙火）

あなたは、温かい心で人々を包む、楽しい人です。その天賦の質は「太陽」。
自然界のものにおきかえると、お日さまです。
注目すべき特色は、１０の主精の中で、この太陽だけが地球上に存在しないものだ
ということです。太陽は、１年３６５日、まちがいなく地上の私たちに熱と光を与えてく
れますが、その実体ははるか遠くにあります。

そのため、『陽』が主精の人は、現世的なこだわりや欲といったものが薄く、どこか
浮世離れした鷹揚さをもって、のんびりとしたところがあります。
あなたは、太陽がもつ特性をそのままに、ただそこにいるだけで環境や人々に明る
さをもたらしていく力を天性にもっています。

与えることが使命のため、自分自身のエネルギーを表現することをそのまま喜びと
し、趣味が広く、人生や物事を楽しもうとする遊び心の持ち主です。
エネルギーとして、ものを温めたりとかしたり、育成したりする力が大きいため、
人々に与える影響も大きいでしょう。
その陽気な性格とあいまって、きらびやかな存在感をもつ人といえます。

そんなあなたの弱点は、太陽が一刻もじっとしていないように、恒常性、忍耐心が
弱いところかもしれません。スピードがある点は長所ですが、我慢や努力といった
地道なことの積み重ねは苦手なタチでしょう。
器としては大きく、人間性も豊かで、決して敵をつくらない、内も外も正直な性格で
す。しかし、１つのことをじっくりと根気よくやり続け、コツコツと地道に関わっていか
なければならないことも人生にはあるもの。

自然体はいいのですが、深く掘り下げていく生き方も嫌わないようにしてみましょう。
たとえば人間関係も、苦手な人を表面的にやりすごすのではなく、お互いに理解し
合えるような交わりをしてみることです。
さらにあなたは、本質的に、偉大な恵みをもたらす太陽の人なのですから、人に求
めるのではなく与えることによって自分の使命を生かせる運命が開かれていきます。
そのことを大切にしていつも輝きを失わない生き方をしてください。

特色が出る生まれ月をあげると、３月生まれなら、自分の行為に対しては必ず見返
りがあるとされています。よいことにも悪いことにも、こだまのような反応があるで
しょう。
５月生まれの人は、人の上に立つ器。
８月生まれなら、大変鋭い直感の持ち主。
９月生まれは、必ず先祖の供養をすることになります。
１１月生まれは、努力とは無関係に人生の波風が少ないでしょう。
１２月生まれは初代運、創業者運とされています。



五行の概要

『山』を主精にもつ人の天性 （戊土）

あなたは、ゆったりとして、懐の深い人です。その天賦の質は「山岳」。
自然界のものにおきかえると、大きく高くそびえる山なみです。
山は財や経済の象徴でもあるように、算命学でも、山をもって財と愛情のシンボル
とします。
人々は遠くから山々を眺めては、憧れ、惹きつけられ、登っていきます。
ですから山岳の人は、人に頼られることが多く、実際にとても面倒見のよい世話好
きともいえます。

しかし、山は不動。自らチョコマカ動くことはありませんので、自分の方からテキパ
キ行動するタイプではありません。むしろ周囲の人が動いてくれるでしょう。
自然に人が周囲に集まってきます。すると『山』の特性をもつ人は奉仕精神に富ん
でいますから、「ノー」とは言えずに、親切に、気前よくできるだけのことをするので
す。
山岳は財ですから、非常に現実的で、計算に強く、商売向きといえます。守り型の
人ですから、安全志向で頼りになります。欲張りというわけではないのですが、無意
識のうちにソロバンをはじいてしまうところがあります。

いくら人が自然にやってくるといっても、運命は自分で関わっていくことによって、改
善することも、切り開くこともできるもの。人間関係も仕事も勉強も恋も、時には自分
の方からも働きかけ、積極的に動かなければ、チヤンスを逃すこともあります。

夢やロマンはあるのですが、リアリストの傾向が強いでしょう。しっかりしてたくまし
い反面、あまり現実的に割り切っていくと、豊かな世界が広がりません。あなた自身
よりも、山岳を目指して登ってくる人たちの方が、むしろロマンチストで、あなたへの
憧れや期待のイメージを抱いていることでしょう。

どんな人にも親切で、博愛を衆に及ぼすパワーのあるあなた。日常生活の中でも、
人生の大事の時でも、どうか惜しみなく、その大きな愛を与え、人々を守っていって
ください。
特色は生まれた季節で違ってきます。春（２・３・４月）生まれなら、春霞で茫洋として
ハッキリと見えない人。遠くの山がかすんでいるように、掴みどころがない印象を与
えるようです。

夏（５・６・７月）生まれなら「岩山」といい、天下一品の頑固者。それだけに、堅くてネ
バリ強く、１つのことをやり始めたら、必ず努力で成功に導く力の持ち主です。
秋（８・９・１０月）生まれは、本人は静かでも、１度動き出すと、周りに変化が起こり
ます。
冬（１１・１２・１月）生まれは、「白銀の雪をいただいた山」。ソフトムードで異性を惹
きつけます。

『土』を主精にもつ人の天性 （己土）

あなたは、大変庶民的でざっくばらん、味わい深い人柄です。その天賦の質は「大
地」。自然界のものにおきかえると、農作物や植物を育む母なる田畑の土。
一見、目立たない地味なムードをもつ人ですが、実際には内面にじつにさまざまな
才能をもっています。土が豊かな養分を含んでいるように内側に豊かな能力を秘め
ているのです。
特に、土が作物を育てるように、あなたにも人を育てる能力があります。
職業として教育や指導に携わらなくても、もって生まれた自然のネバリ強さや愛情
がなせる業で、相手はぐんぐん成長していくでしょう。

人生の歩みも性格もじっくり型。動きはスローテンポですが、その天性の忍耐強さ
が、じつに有効に働いて、安定した堅実な人生を築きあげることになります。
大地の人は、どの分野にあっても、最初は「縁の下の力もち」となるでしょう。
しかし、光の当たらないところで続けたことが、ジワジワと自分の力になっていって、
人が気づかぬうちに真の実力をたくわえ、発揮するところとなります。

冒険は苦手、テンポの速いものに合わせることも苦手。
状況や人に合わせる臨機応変さも身にそぐいません。
むしろ不器用なまでのたくましさ、真面目さが身上です。
女性なら、じつに堅実で家庭の主婦として理想的。決して目立ちたがりではありま
せんが、その豊かな能力は、もちろん仕事の世界でも見事に伸ばしていけます。
そして、きっとどの分野でも安心して仕事を任せられる貴重な存在になっていくで
しょう。
表面は柔らかですが、シンが強く、善良でキチンとしたところをもつ「平和型」。
探究心や研究心が旺盛です。
しかし、自分を容易に変えないところがあり、命令や束縛は嫌います。
用心深くて、安全な人生を望む歩みは確かですが、時には自分のものさしを脇へお
いて、他の人の考えを気軽にとり入れる冒険にもトライしましょう。
ワクを超えることを楽しんでみる勇気は、あなたの豊かな土壌をさらに肥沃にし、新
しい飛躍をもたらすことでしょう。
土は固くなると、耕すのに骨が折れ、年月がかかります。温かみを大切にしましょう。
特色は生まれた季節で違ってきます。
春（２月、３月、４月）生まれなら包容力が十分にあります。それゆえ「縁の下のカも
ち」としてのカ量は見事です。
夏（５・６・７月）生まれなら、スローテンポの大地の人にとっては異色のタイプ。カン
が鋭く、チャンスを機敏につかみます。
秋（８・９・１０月）生まれなら、朴訥な中に、財も知識も精神性も豊かなものをもつ人
です。
冬（１１月、１２月、１月）生まれなら、人に頼られて世話事が多く、周囲を休ませる
ムードの持ち主です。



五行の概要

『鉄』を主精にもつ人の天性 （庚金）

あなたは、強くてたくましい意志をもった、行動力のある人です。
その天賦の質は「鋼鉄」。
自然界のものにおきかえると、あなたは硬くて強いものの第一等である鉄鋼石。
刀剣でもあり、攻撃に用いる武器となります。

鉄製品は単に強く硬いばかりではなく、大昔から人間生活にとって有益なものでし
た。本当に役立つ、有益な人間となるには、多くの試練をくぐり抜ける必要がありま
す。「鉄は熱いうちに打て」という言葉がありますが、若いうちの苦労こそが、鉄の人
を立派に、有益な人に育てあげるのです。

ラクをしていると、ただの気が強い人です。「苦労は買ってでもしろ」という言葉は、
あなたのためにあるようなもの。
自分の使命を生かし、運命をよくする方法だと思って実行しましょう。
もちろん、元来打たれ強いタイプ。
ちょっとやそっとの困難で、音をあげることはないはずです。
しかし本来が武器の意味をもつことから、鉄の人は気が短くて攻撃的なところがあ
り、ケンカっ早い人が多いものです。そして苦労を知らない人なら、単なる気の強い
人というだけになりかねませんから、意識して自分自身を錬磨することが大切です。

基本的には、裏表がなくて、まっすぐでサッパリとした性分。
あまりゴチャゴチャ考えるということが苦手で、ある種の単細胞型人間といえます。
何にせよ、物事を深くじっくりと考えることが不得手。
それでいて何事も白黒をハッキリさせないと気がすまない直情径行型です。

鋼鉄の人は『地（大地）』の人同様、自分自身を変えるのが難しいタイプ。
実際に動くことによって、自己の使命を生かす必要がある行動派ですから、逃げず
に、自ら進んであなたという大器をつくりあげましょう。
とりわけ主精に『灯』または『陽』をもつ人の言うことは、たとえ厳しくても素直にきく
ことです。結局はあなた自身にとってプラスになるでしょう。

特色が出る生まれ月をあげると、２月生まれは、７難８苦にあって磨きがかかると、
財と名誉と知性が備わる成功者となります。
３月生まれは、自分からは動きにくいので、環境を苦しい状況にもっていくとよいで
しょう。
５月生まれは、創始者として新しい世界をつくりあげる人。
９月生まれは、言葉や態度で意図せずに人を傷つけやすいところがあるので、十分
に気をつけてください。
１２月生まれの人は過去へ戻るエネルギーをもつ人。たとえば、考古学とか古いも
のを扱う世界へ進むほど、天命を発揮できるでしょう。

『宝』を主精にもつ人の天性 （辛金）

あなたは、プライドが高くて、自意識、美意識の強い人です。その天賦の質は「宝
石」。自然界のものにおきかえると、あなたは、きらびやかで価値の高い、さまざま
な天然石の原石です。
それらが鉱山から採掘されて、研磨され、加工されて宝飾品となります。

その美しさと高価さにおいて、人々にもてはやされ、愛される存在です。
そのイメージと同じで、宝石の人は、純粋で傷つきやすくナイーブ。
自尊心が高く、目立ちたがりなところもあります。
ですから、１０の主精のうちで最も位が高く、品位があるとされています。
理想も高く、実際にぜいたくというか、美的な感覚が鋭く、粗野な人とはソリが合い
ませんし、相当なお洒落です。
神経は研ぎすまされて細やかで、敏感でよく気がつくだけに短気です。

激しい気性と傷つきやすいもろさが同居しているうえ、人の思惑を気にするので、内
面の疲労は大きいようです。
一見、華やかさや軽やかさがあるので、中には遊び人のように見られる人もいます。
しかし、根は真面目で堅実で、あまりハメをはずすといったことはできません。
あなたは宝石のような稀少価値と魅力をもっていますが、もっと自分をリラックスさ
せて、自然体になってみてはどうでしょうか。
限られた人に対してだけでなく、どんな人に対しても自分をオープンに出してあげれ
ば、きっとあなたにとっての新しい世界と喜びをもたらすことになるでしょう。

自意識が過剰だ、ワガママだ、お高くとまっている……などと思われることもありそ
う。でも本当は、どんな人に対しても敏感に反応できる神経の細やかさが、あなた
には重荷なのかもしれませんね。あなたは欲がなくて、時には実を捨てても名をと
るタイプ。その自負心の高さこそまさに、あなたの純粋さの現われでしょう。

人の心や時代を見抜く目はじつに確かですが、その鋭さが、時として冷たく思われ
ることもあるでしょう。正義心が強くて、本質的には「平和型」。
その個性をフランクに発揮して多彩な分野でセンスを生かし、多くの人々と交わって
いって、あなたの光輝く世界を広げてください。
特色が出る生まれ月をあげると、２月生まれは、庭石とされていわば観賞用のよう
な人。品よく整っていて、芸能の世界ではその華やかさが光ることでしょう。
５月生まれは、実際の姿がなかなか理解されにくい面があるので、十分な自己鍛錬
を心がけてください。
６月生まれは、夢や理想を追う人。ダメと判ってもつき進み、頑張る純粋さの持ち主
です。
８月生まれは、まさしく原石のまま。環境次第で光の放ち方も違ってきます。
９月生まれは「王冠」とされ、洗練された完成品。自分を大切に生かしてください。



五行の概要

『海』を主精にもつ人の天性 （壬水）

あなたは、美しい夢と度胸のよさを合わせもつ人です。その天賦の質は「海洋」。
自然界のものにおきかえると、果てしなく広がる紺碧の大海原。
その海を目指して流れる大河や、巨大な湖。
あなたは、水の精のように、うねる波のように、いつも動いて１ヵ所に留まっているこ
とが苦手な人でしょう。

基本的には、クールな知性派。頭がよいので物事を論理的にとらえられる人ですが、
それにとらわれることのない、自由奔放な改革心と、束縛やワクからはみ出た自由
な精神をよしとする行動の人。冷静さをもって人の内奥や、物事のウラを見抜く洞
察力と知恵の持ち主です。

流れる海の水のように、つねに何か目新しいものを求め、また、これと決めた目的
のためにはものすごいエネルギーを使い、忍耐力を発揮します。
水は、沿岸の万物を育てる力をもつため、教育する、人を伸ばし育てる能力もあり
ます。

また水は、「物事を生み出す」という意味から、創造力、芸術性も高く、それも既成
の概念からはみ出した、奇抜でユニークなものをつくり出す可能性が大です。
水は、知恵の神ともされ、習得能力も高いため、もの知りの人が多いのです。

あなたは水独自の柔軟さをもちながら、自分の感情をコントロールする理性的な力
が強いので、内面をあかさない、何を考えているのか判りにくい印象や、少し冷た
い感じを人に与えることがあるかもしれません。

もちろん、あなた自身は、他の人の思惑や世間の常識など眼中になく、むしろ大胆
にユニークな人生をクリエイトしていくでしょう。
長期にわたる海外生活を選んだり、放浪の旅を楽しんだりする人も多くいます。
そのせいもあって、人生の波はかなり変化に富んで荒くなる可能性がありますが、
子供運がよくて、頼もしい子供に恵まれる好運をもつとされています。
子供がない人は、財の心配がないようです。

特色が出る生まれ月をあげると、２月生まれは、春の初めの海なので、ゆったりとし
たスローテンポの人です。
３月生まれは、「春水泡濫」といわれ、恋愛、ものの考え方、生き方などがワクにお
さまらず、大胆になりやすい人です。
５月生まれは「河口」といわれます。水が集まるところとされ、ものを集める、人を招
き寄せるということが好きな人でしょう。
９月生まれは、とてもきれいな「池」。現実面では弱さが出ますが、目を楽しませてく
れる人です。

『雨』を主精にもつ人の天性 （癸水）

あなたは、物事を論理的にとらえる、もの静かな知性派です。その天賦の質は「雨
露」。自然界のものにおきかえると、あなたは、田畑を潤して草木や農作物を育む
ために欠かすことのできない「雨」であり、雪、霜、霧、そして飲料水です。

「慈雨」という言葉があるように、あなたは、人々の心に恵みの潤いを与えることの
できる優しい人です。
そのせいで、あなたに甘えたり、頼ってくる人も多いはずです。とりわけ年下の人に
慕われてあなたが世話をやいたり、アドバイスを与えることとなるでしょう。

慈悲の心は母性愛に通じますから、男女を問わず、人を育て、導く教育の才能に恵
まれています。水は方円の器に従う特質がありますから、あなたは、どんな環境や、
どんなタイプの人にも、とりあえず順応することができるでしょう。
かといって決して弱いというわけではなく、それどころか、長い時間をかけて石の上
に落ち続け、穴をあけるほどの強さも秘めています。

どちらかというと古風なタイプで、自分から進んでとんでもない冒険はしないでしょう。
世間的な常識から大きくはみ出すこともしないでしょうし、正統派の伝統あるものや、
学歴・格式なども内心気にするところがあります。

雨露の人は、海洋の人とは違って、奇抜さはありませんが、実用的才能があります。
また、あなたが従う人物、師や上役によって、将来の運命が大きく変化するのが特
色ですから、思い込みや理屈ではなく、人の本質を見抜く目を育てることが大切で
す。
雨露の人が気をつけるべきことは、雨の本質である下へ下へと降っていく特質です。
心配性で、小さなことが気にかかって落ち込みやすいところがあります。落ち込み
防止法としては、時としてネガティブになりがちな思いを、ポジティブに持ち上げてい
く心の修行をすることです。

また、水は流れなければ１ヵ所にたまってよどみ、腐っていきます。
いつも新鮮でいきいきしたよい水であるためにも、あなた自身を清め、向上心をもち
続け積極的に行動していくことです。
特色が出る生まれ月をあげると、まず３月生まれはウエットで、落ち込むとあとが長
いので、極カサラリといきましょう。
５月生まれは「虹」とされています。きれい好きで、夢のようなファンタジックなムード
をいくつになっても抱く人です。
６月生まれは「スコール」、人生観が変わりやすい、お天気屋さん。誘惑に弱いので
気をつけてください。
８月生まれは「霧」、ボーッとして判りにくい人と見られます。
１１月生まれは豊かな水をたたえた「大河」です。





相談者（院長・58 歳）
開業から約 25 年、親しみやすく
話 好きな温和な性格。

相談者の息子（後継者・31歳）
別の歯科医院で勤務医をしてい
てる。歯科医師になった同級生の
婚約者がいて、夫婦で医院を継ぎ
たい。

A さん（DA・50 歳）

医院の中心人物。力はあるが個

性が強く猪突猛進タイプ。院長で

は制御できない。

相談者の妻（DA・58 歳）

有力なDHが出産退職したため

お手伝いに入ったが、ストレスで

夫婦ゲンカが増えてきている。

Bさん（DA・48 歳 ) ／ Cさん（DH・

47 歳）／ Dさん（DH・42 歳）

いずれもおとなしい性格で、院

長よりも A さんに影響されている。

娘（DH・28 歳）

別の歯科医院に勤めているが、

この医院に入り、兄を助けてもよ

いと思っている。



現在、院長は、DAの2人から支援され、2人の

DHを助けて、妻からやっつけられている関係。

個性の強いDA（Aさん）は、実は院長を助けて

いる関係。

「木」の後継者の息子が医院に入れば、五行が

そろって、医院の人間関係が安定する。

また、息子は個性の強いDAを抑える役目にな

り、このDAからやっつけられているDHが息子

を助ける関係となり、さらに人間関係は安定し

やすい。

さらに、「木」の息子の婚約者が嫁になって医

院に加わると、「木」が強くなり、もっと「土」を抑

える関係が強くなって、医院の人間関係はさら

に安定しやすい。

娘が医院に入れば、個性の強いDAと同じ、

「土」の立場で共感できる人になることから、人

間関係はより良くなる。

院長は「金」、妻は「火」で、それぞれ１人しかい

ないので、医院から抜けられない。

事業承継においては、２人が経営層として影響

力を残すことで、医院経営の安定につながる。

このため、院長と妻は、当面は、人・物・金の経

営のキーを握りつつも、徐々に息子に権限移

譲する計画を立てればよい。

五行図での解説



第1回 経営課題解決法（算命学活用）セミナーの目次

P2～P9 連続セミナーの趣旨とコミュニティの解説

P10～P15 経営管理の基本構造

P16～P17 ブレイクアウトルームでのディスカッション

→ 企業変革活動の常識テスト

P18～P26 進化のタイプから見た企業変革の理論

P27～P28 社長主導の社内変革とポイントのまとめ

P29～P38 五行図による経営課題の解決の事例研究

P39～P43 宿命算出ソフトの解説
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算命学ソフトの利用方法

① 「明学院」を入力して検索

② ここをクリック

③ 出てきたページの下のこれを利用
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① ここを下にスクロール

② ここをクリック

鬼谷算命学のサイトを使います。

http://www.webyou2.jp/3mei/sanmei.html
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③ 拡張版を利用しますの
で登録をお勧めします。

④ 上記を入力して
ログオンする。
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⑤ この画面が出たらここを
クリックしてデータ登録へ。
次ページへ

⑧ メンバーを選んで拡張版へGO
をクリック。
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⑥ ここへ登録をする。

⑦ 登録を押して、
戻るをクリック
前ページへ


