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天明塾長講話 

「幸せの神様はファミリーヒストリーに隠れている」

 今朝、私は秋田から入りました。昨日、一昨日と秋

田で「アジア自動車環境フォーラム」という国際会議

があって、私が主催しているもので、今日も秋田の小

坂銅山に視察に行っているんですが、僕はこっちに来

ました。 

 

■人徳をベースにした生き方が求められる時代 

 私、実はフォルクスワーゲンの事件を耳にした時に、

一番最初に思ったことがあるんです。それは私が大学

を終わって社会人になって最初の会社で教わったこ

と、それが新保民八という人の言葉です。戦前戦後を

通じた商業指導者、大変有名な人で、その人の言葉を

思い出した。「正しきによりて滅ぶる店あらば、滅ぶ

るもよし。断じて滅びず。」という言葉です。 

戦後の闇経済のまっただ中で、この新保民八さんは

「正しきによりて滅ぶる店あらば、滅ぶるもよし。」

と、徹底して道徳経営を指導していった。そのお陰で、

戦後、あの混乱期の中で小売店が立ち直っていくんで

す、それで日本の経済の発展につながっていくんです。 

 フォルクスワーゲンの話を聞いた時、「ああ、今、

これが求められている」と思ったんですね。要するに

経営者の道徳観というか価値観、人間性なんです。 

中国の古典『大学』の中に、「大学の道は明徳を明

らかにすることにあり」と言っている。明徳とは自分

しか持っていない徳を明らかにして、それで発言して

いくことなんだ。それが人徳につながる。 

そういう人徳をベースにした生き方、経営、人徳が

家徳になり、家徳が社徳になっていく。やっぱり、こ

ういう会社になっていかなくてはいけないな、お家に

なっていかなければいけないなと、つくづく思います。 

人間力のベースは人間性。人間性って、大きく分け

ると職務能力と人格能力に分けられる。職務能力とい

うのは仕事の力だから、知識・技能・体力、人間でい

うと頭・腕・体。もう１つ、心が人格能力。両方大事

だよね。職務能力も人格能力も両方大事。だけど、ど

ちらかというと先行すべきは人格能力だよね。人格能

力が先行する。 

 

 

 

 

■家系分析で徳を継承する 

人間性を高めていく対策として、私はたくさんある

中で３つに絞ってみた。１つは、凡事徹底、散々やり

ましたね、あいさつからやった。２つ目に、良い師を

持つ。そしてもう１つ、両親・先祖につながる。だっ

て自分の大半は親祖先から受け継いでいるものだよ。

遺伝子的に言えば、自分の遺伝子は全部お父さん・お

母さんから来て、お父さん・お母さんはお爺ちゃん・

お婆ちゃん、曾お爺ちゃん・曾お婆ちゃんと、ずっと

来ている。この中にいいものも悪いものも全部詰まっ

ているじゃないですか。そこのところがしっかりつな

がっていること、親祖先につながることで徳が継承さ

れる、徳を継承することができる。 

それを私は家系分析で教わってきた。自らの両親・

祖父母・曾祖父母の生き様を調べ、どんな生き方をし

てきたのか、どんな生活をしてきたのか、それを家系

図としてまとめ分析し、自分の家系に流れる徳を継承

する。受け継いでいくとともに、先祖が苦しんだこと、

悪いことをしたこと、それは縁づけない、自分はもら

わない生活にしていくことでいいものだけもらって

いく。それがこの家系分析なんです。そのために家系

図を僕らは作るんです。 

家系図で人間力が高まる。間違いなく高まる。そし

て家族の問題が解決に向かう、経営の問題が解決に向

かう。天が見方をしてくれる。だから人間力が高まっ

て運が味方する。これしか方法がないくらい、私は大

事なものとしています。 
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■家系分析の進め方 

家系分析は、家系調査をする、家系図を作る。家系

図に作ったら、その家系図の中で、この人はどんな生

き様をしてきたのか、どんな生き方をしてきたのかを

調べてみる。どうやって調べるの？生きている人に聞

く。聞いてくると分かる。 

その中で、徳、「先祖の徳って何だったの？お爺ち

ゃん。こんなすばらしい人だったんだ。でも、こんな

に苦労したんだ、大酒飲みで。」徳もあれば不徳もあ

る。それが発見できてくる。その中でいいものは自分

にいただく、悪いものは縁づけない。また先祖がそう

いうことで苦労をしていれば、それを浄化してあげる。

供養するとか慰霊するとか。そうすることで結果、会

社が良くなる、健康になる、幸せになる、運が味方に

つく。 

中国には、易経の中に、「積善の家に余慶あり」。余

慶って要するに余りごとですよね。私、４０年こんな

仕事をしているけど、いい会社は社長の、経営者の人

徳が高い、家徳が高い。大事なことは先祖の徳を使い

尽くさないこと。徳を積んでいくことなんですよ。こ

れが徳の経営だと思うし、今、一番大事なことじゃな

いかな。 

 

 

特に大事なのは不徳を浄化するとか抑制する、自分

に受け継がないというのが大事なことなんです。それ

は不徳を起こした人、例えば、お父さんが借金を残し

た、お爺ちゃんが借金を残した。その背景を理解して

あげて、ああ、こんな背景があったんだ、苦しかった

だろうな、肩身が狭かっただろうなと思いやってあげ

る。 

縁づけない。因があれば結果が出るわけだ。そうそ

う、種があれば花が咲くじゃないですか。でも種があ

ればいつも花は咲くか、いや必ずしもそうじゃない。

縁というのが必要。水とか太陽とか。だから悪い種が

あっても、その種を花開かせないためには縁をやらな

ければいけませんね。お父さん・お爺ちゃんが大酒飲

みで迷惑をかけてきた。そうしたら自分も大酒飲みで

迷惑をかける可能性がある。だったら自分はお酒と縁

を切る。大事な話です。そういうことを考えてみよう

よ。 

徳・不徳を整理して、徳を生かしていく、不徳を抑

制していく。それで人間力が高まっていく。そして運

を味方につける生き方に変わっていくことができる。 

 

■家系分析で人生が変わる理由とは 

なぜこんな家系分析で変わるんですか。理由は３つ

あると思っています。（１）自分の心が変わるから。

変わるからというのは、「なるほど、こんなことをや

るのか。そんなことも知らずに恨んできた、無関心で

いた。ごめんなさい」という気持ちが自分自身を変え

ていく。（２）先祖を知って、「なるほど、そうか」お

詫びをしたり関心を持ったりすると、先祖が喜んでく

れるみたい。その家のエネルギーが高まるとしか言い

ようがない。そんなケースがいっぱいです。（３）サ

ムシンググレートにつながる。だから不思議と失敗が

ない、うまくいく。だからさっきの石黒さん。「先生、

本当にあれ以来、もうずっとついているとしか言いよ

うがない、この３年間。先生、ツキが落ちたらどうな

るんですか」「ツキが落ちると思うと尽きるよ。だか

ら感謝し続けていたらいいよ」「分かりました」と。 

なぜか分かりません。でも、私は、こんなことを４

０年やってきて、そうしたら人間力と運を味方にする

ことはすごく大事なこと。なので、ぜひ、ぜひ自分の

命の元を探ってみる、自分自身を客観的に見てみる。

こんなことをぜひ試してみてほしいと願っておりま

す。終わります。ありがとうございます。 
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講師 石坂 典子 氏 [石坂産業株式式会社代表取締役社長] 

「起死回生の経営改革―『自然と地域が共生する』見せる・五感経営への挑戦―」 

 

■起業の資金調達のために父の会社で勤務 

 私は元々、高校を卒業して、将来的には自分でイン

テリア関係の仕事に就きたいなと思っていたんです

が、世間を見たことがなかったので思い切ってアメリ

カに留学しました。ルームシェアをした時に一緒にい

たのがキャリアウーマンの女性で、彼女は爪切りを持

っていなかったんです。「どこで爪を切っているんで

すか」と声を掛けたら、「ネイルサロンに行っている

の」と言われた。２３～２４年前のことですから、日

本にはなかったんですよね。自分はそういうネイルサ

ロンを展開したいと思って帰国しました。 

 ところが、自分でビジネスをやろうと思っても資金

が必要。資金調達をしたいんだったらお父さんの産廃

処理会社に勤めなさいということで、しぶしぶ父に呼

ばれて会社に入ったのがちょうど２０歳くらいの時

です。 

 

 

 

■ダイオキシン騒動後、社長に就任 

 そうやって父の仕事を７～８年お手伝いをしてい

くんですが、私は早く結婚しまして、２５、２７で子

どもを出産するんですね。ちょうど２人目の子どもが

もう間もなく生まれるという１９９９年に、埼玉県所

沢市のホウレンソウにダイオキシンが大量に入って

いるという報道があり、所沢の野菜がどんどん売れな

くなりました。 

報道があってから僅か２年後です。私がある朝、会

社に出勤してくると、会社のあちこちの周辺に横断幕

が掲げてありました。「石坂産業、反対、出て行け」

と、こう書いてあったんですよ。農家さん達にしてみ

れば「なんで自分達ばっかりこんなに苦しむんだ。そ

もそもダイオキシンを出しているのは誰なんだ。産廃

業者を相手取って、彼等こそ潰してしまいましょう」

という話なんですね。 

「お父さんの会社、大変なことになってしまってい

る。これから、この先、この会社をどうやっていきた

いと思っているんですか」と聞きました。父は「続け

たいに決まっているだろう」と言いました。父は、子

ども達が食うに困らないようにしてやりたいと思っ

たと。だから、この仕事は子どもに継がせたいと思っ

ていると、その時に初めて聞かされました。 

今まで自分がこうやって好き勝手させてもらえた

のも、この会社があって、ここで働く社員さん達がい

て、今の私がいるんじゃないかと思った時が、恩返し

をしていきたいなと思ったタイミングだったんです。 

 父親に、「すぐ社長をやらせてほしい」と言ったら、

「女にはできない」と即答されましたが、２週間ぐら

いしたら、父はもう一回私を社長室に呼び、「試しに

社長をやらせてやる。でも、１年だけな。お試し社長

だ」と言われました。 

私達は焼却を止め、思い切って事業転換を図りまし

た。世の中で一番不適正な処理をされていてリサイク

ルしにくい、土砂系混合廃棄物のリサイクルができる

プラントを設計することになりました。 

 

■「脱産廃屋」を目指しての改革 

 最初に３１歳で社長という役目をもらった時に、や

りたいことが２つありました。１つは、見た目を変え

たいと思ったんです。やっぱり地域に必要とされる会

社になるためには見た目を変えていく必要性がある。

私達はこれから脱産廃屋をやりますと。産廃屋と言わ

せない産廃屋になるんですと。そういうことで、全天

候型のプラントにしたいと思いました。思い切って開

発申請をして、プラントを新しくすることを決意しま

した。 

 許可を取って、実際、環境配慮したプラントを建て

てみると、当時年商２３億円の会社に対して投資額が

４０億円になってしまいました。その設備投資をして、

一体どうやって回収していくのか。 

この設備を生かすも殺すも人しだいと思ったんで

す。私達の廃棄物を分ける機械や砕く機械もメンテナ

ンスしだいで全然効率が違う。だから人材育成なくて



29 

 

は私達の会社は成長できないと思ったんです。だから、

私が２つ目に言いたかったことは人材教育。そのため

に、社員さんに朝礼で言いました。「皆さん、おはよ

うございます。私達、これから生き残りをかけて会社

を変えていきたいと思っている。そのためにはまず何

をすべきか。挨拶をしませんか？」と言ったんです。

毎朝、１３年間、１日も休まずに挨拶の練習をずっと

し続けて今日に至って、「おはようございます」「あり

がとうございます」。すれ違った時に挨拶ができない

社員さんがいたら、腕を掴まえて、「なぜ挨拶をしな

いんですか。うちの会社は挨拶をしようと言っている。

挨拶をしなくてもいい会社があるんだったら、その会

社に行ってください」。そうやって注意をしていくん

です。そうしたら、１年ぐらい経った時には社員さん

の４割ぐらいが入れ替わっていました。 

 そのような形で、当時５５歳の社員の平均年齢が３

５歳に急激に落ちていきました。社長の年齢に近い人

達が残ってくれただけ。 

とにかく挨拶がしっかりできる、それと整理整頓、

清掃、３Ｓをしようと言ったんです。そんなことを最

初の３年くらいやりました。 

 

 

 

■工場見学が社員の意識が変える 

一方で、プラントが新しくできまして、建築するの

に丸３年かかりました。囲った建物に対して、石坂サ

ティアンというあだ名がつきました。「あの会社、何

をしているか分からない。建物を覆って隠している。

きっと中で悪いことをしているんだろう」と。私達の

仕事はもっともっと多くの人達に見てもらう必要性

がある。そう思いました。 

だから、工場見学をやりたいと思ったんです。今、

年間８千人の一般の方が工場見学に来てくださって

います。ちょうど７年前に始めました。何よりも一番

変わったのが工場見学を通して、私達の社員が「見ら

れる仕事」になったということが大きな変化です。皆

さんの仕事は、見られる仕事ですか。接客業でお客様

といつもフェイスｔｏフェイスでお仕事ができると

いう仕事ではない仕事もたくさんあると思います。そ

れでも周りから評価されるということを社員さん達

が感じた時に、ものすごく自分達の仕事に価値を見出

して、よりやる気になったりするんですね。いくら社

長が皆の前に来て「うちの会社はすばらしいんだぞ、

いいことをやっているんだぞ」と言ってもダメで、第

三者からどう見られているかということを本人達が

感じることが何よりも嬉しいことなんです。 

一日中、重機に乗っていても今までは誰にも見られ

ない。ところが、工場見学を通して社員の人達が見て

もらえるようになり、「あの人がオペレーターさんな

のね」なんて言われていると、皆、緊張をして、自分

達は見られていると、少しずつ意識が変わってくるん

です。 

たくさんのお客さんが毎日、毎日来てもらえるよう

になると、どうせやるんだったら清掃もずっと続けら

れるような清掃をしようと、社員の人達は喜んで工夫

をして考えるようになる。来てくれたなら、笑顔で挨

拶をしようと。別に笑顔で挨拶をしなさいなんて言っ

てないんです。挨拶ぐらいしようよと言っていたのが、

自分達で笑顔で挨拶をするようになる。そうすると、

お客さん達はびっくりする。「えー？ここの産廃処理

会社さんってすごい挨拶をするんですね。今までに見

たことがない」。 

 

■森林管理と環境教育で差別化を図る 

社長になってからずっと、ごみゼロ運動を行ってい

ました。でも、どんどん不法投棄をされてしまう。よ

くよく考えてみたら、会社の周りは雑木林がたくさん

あるんです。私達の会社の周辺では、江戸時代、開墾

するために雑木林を造りました。木の自然の力で水脈

を引き上げて、井戸が掘れるようにしたわけですね。

その雑木林を全部落葉樹、落ち葉が落ちる葉っぱで植

えているんです。家具で使えるようにするのはもちろ

んのこと、落ちた葉っぱを堆肥化して循環農法をして

いたエリアだったんです。 

ところが東京近郊の私達の農村地帯は、どんどん都

市化が進んで農家をやる人がいなくなってしまいま

した。それと併せて化学肥料を使うようになったら落

ち葉を堆肥にして糞尿を混ぜてなんてやることがな

くなってしまったんですね。そうすると代々続いた雑

木林はどうなっていくか。荒廃化していくんです。私

達のその森もどんどんジャングルになっていて、ジャ

ングルになっているところに不法投棄され、私達はそ

のごみの回収を一生懸命やっていました。 
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そのボランティアを続けるぐらいだったら、思い切

って森を管理しようと、そっちに転換したんです。工

場見学通路を作って、建物の中に入れて、お客さんと

同業者さんと差別化をして、お客様から選ばれるよう

な会社にならなきゃいけないと考えた時に、当然、料

金を安くできませんよね。でも、料金を安くできない

ということは、お客様に何で選んでもらうのか。 

そうすると、見えないものでもブランドというのは

作れるんだということを私達はやらなきゃいけない

ということに気づくんです。そう思った時に、私がや

らなくてはいけないと思ったのは地域の里山再生だ

ったんですね。 

だから、高齢化した農家さん達がやりきれない、自

然は守りたいけれども、もう手入れはできない、そう

いったところを私達はボランティアで手入れをさせ

てもらって、東京ドーム約４個分という敷地を管理す

るようになりました。何の利益があってそんなことを

やるんだという人達もいます。地域の人達が守りたい

けれども守れないものを私達が代わりに守りましょ

うと、そういう形でスタートしていって森を保全して

いくんですが、その森を守るために６人のスタッフで

年間数千万の費用がかかっています。 

ということは、私達はただ守るだけじゃダメだと。

この森を活用する手法を考えなければいけない。それ

が私達にとって環境教育だというふうに思ったんで

す。私の会社では、廃棄物のことも勉強してもらえる

し、私達の工場は地球温暖化対策でたくさんの太陽光

発電だったり雨水利用だったり、いわゆるカーボンオ

フセットと言われているようなことに取り組んでい

るので、たくさんの体験学習ができるなと。そして何

よりも森を守るということは生物多様性を保全でき

るということですね。 

 

実は同業者さん達も見学に来られるんです。同業の

社長さんに見に来てもらったら、自分達の会社を良く

するために、どんどん設備投資をしてくださいとお願

いをしています。設備投資をするということは、廃棄

物処理単価を正規の単価にしていくということなん

ですよ。設備投資をしなければギリギリのラインで、

新しい技術を開発しないで今までやってきたことを

ずっと続けるだけ。でも、設備投資をするということ

は開発して研究していくということ。会社がより良く

なっていくということ。そのための投資はどんどんし

てもらいたいと言っています。自分達がダンピング合

戦をしているだけじゃなくて独自性を持って、同業他

社とは違う自分達の道を選択していく。そういうこと

に気づいてもらえたら、私達の業界は変われる。 

今、本当に願っているのは、この産廃処理業が３Ｋ、

きつい、汚い、恐いって、そういうふうに言われる会

社じゃなくなること。自分の子どもが、お父さん・お

母さんがやっている仕事はすばらしい仕事だから、ぜ

ひ自分達も働きたいと思ってくれるような産業にな

ることです。 

経営には答えがないと思っています。皆さんの感受

性と思考力で、全く新しいものを生み出していただき

たいなと思っています。 

 

 

 

（塾生） 

 地域住民の方があれだけ反対されて、こんなにも自

分は変わってやろうと思っているのにもかかわらず、

それでも否定であったりとか叩いてくる方がいた時

に、自分の考え方をどう持っていかれたのかお聞かせ

ていただければと思います。 

 

（石坂講師） 

 自分達がやってきたことをきちっと聞いてももら

えずに言われるというのは非常に残念でした。 

 でも、今振り返ってみると、もしあの時、この反対

運動が起きなければ、この石坂産業は昔と何も変わっ

ていなかったかもしれない。彼等のお陰でものすごく

会社の在り方を私達は考えさせられました。彼等の最

初の厳しい目線があったからこそ、事業の在り方とい

うのを見直しし、そして社員の人達が働いていて楽し

い会社ですと言ってくれるように自分達が変えてこ

れたと、今は感謝しています。 

 

 

第２部 

グループディスカッション 

テーマ「リーダーシップを発揮するためには 

何が必要か。」  
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■第５回の様子 
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