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 【鮒谷周史の、圧巻！ 

 

「『人生はシステム作り』 

と考えるとうまくいく」 

 

放談会音源 

 

～システム（秩序）とカオス（混沌）の 

  狭間を適切にコントロールし、 

  人生システムを継続アップデートする 

 

 

セミナーにご参加下さった方ならびに 

音源をお聴き下さった方からの 

ご感想集 
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この一年間、音源を聞いてきて抱いた印象として、「自分のシステムを編み

上げつつそのシステムに基づいた行動を愚直に重ねていけば、どこかで結

果がついてくるだろう」という根拠の無い自信が生まれています。 

結局のところ、システムを作ることが成功への最短経路。そんな印象を改めて抱き

ました。 

 

なぜそのようなことが言えるのかというと、システムを構築することで、一つ一つ

の行動にブレがなくなり、目標に向けた最短経路を進むことができるようになる

からです。 

 

また、鮒谷さんのほぼ全ての音源は、この「システムの構築」に大なり小な

り関係している。と言えるのではないかと考えております。実際に、（毎月

音源に相当する内容をお聞きになられている）年間プログラムの参加者の

方々が（私が音源で知る限りですが、、）大きな成果を出されていることが、

それを証明しているのではないかと考えています。 

 

遠くは近い。近いは遠い（システム構築は一見成功とは遠いように見えるけ

ど、実は近道。目の前にある儲け話は一見成功には近いように見えるけど、

実は遠回り）というイメージでしょうか。 

 

そんな私も、この一年間、音源を聞いてきて抱いた印象として、「自分のシ

ステムを編み上げつつそのシステムに基づいた行動を愚直に重ねていけば、

どこかで結果がついてくるだろう」という根拠の無い自信が生まれていま

す。（風が吹けばたちまち倒れてしまうような零細企業ですが、、） 

 

なぜそのようなことが言えるのかというと、日々の一つ一つの行動が同じ方向

を向いていることで、「日々積みあがっている」という感覚や、同じ方向に

向かい続けることによって、「日々逓増していくエネルギー」のようなもの

を感じることができているからです。 

 

また、やらなければいけないことも日々てんこ盛りに増えていっておりま

す。更に、自分のシステムがうっすらと見えてくると、他人のこともほとん

ど気にならなくなり、毎日を淡々と過ごすことができます。 

 

このような有難い状況になっているのも、ひとえに鮒谷さんからの音源で学

ばせて頂いているからです。改めましてありがとうございます。 
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まとまりがない文章になってしまいましたが、改めまして今回も素晴らしい音源

でした！ 

 

まだ二回ほどしか聞けておりませんので、これからリピートして聞いていこう

と考えております！ 

 

引き続き、宜しくお願い致します！ 

（株式会社 CODOR 代表取締役 大橋亮太 様） 
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自分がこれからどうしていきたいかを考え直すのにふさわしい音源をご提

供いただきありがとうございます。 

鮒谷さま 

大塚さま、長内さま 

セカンドステージの皆さま 

 

お世話になっております。片野です。 

 

この度も自分の怠け心を引き締めるのに最適な音源をご提供いただきあり

がとうございます。 

 

簡単ではございますが感想を送らせていただきます。 

 

成果を上げようと思うのであれば、自分の基盤、核となる最小構成のシステムを構

築する必要がある。 

 

自分がどうありたいのか、どうしていたいのかといった価値観や Being 目標なく

してシステムは成り立たない。価値観や Being 目標の元での原理原則があって OS

が出来上がる自分独自の OS 上で動くアプリをインストールし、成果を出す。こ

のアプリは自分の文脈だけで通じる固有のルールや判断基準。これらが揃わなけ

れば、安定して成果を出し続けることはできない。 

 

安定して成果を出す食品工場を自分に見立てるならば、何のために工場を立て、世

の中、社会、周りの人にどんな価値提供をするのかを決めてから工場を建てる。 

普遍的な原理原則を用いて、工場をどう運用していくのかを定義する。 

小さな三連勝を狙える範囲に向けたラインを構築し、まずは安定稼働をめざす。 

ラインが安定してから、味付けを変えたラインを増やして、自分の領域を増やす。 

さらには別の商品を製造するように新しくラインを追加する。 

メインの商品が安定供給できる体制を崩さない範囲で、 

カオスという刺激を与えていく。 

自分の領域を広げながら、今の工場で収まらなくなったら、価値観や原理原則に見

合った新工場を立てて、自分株式会社を成長させていく。 

 

価値観や原理原則を持たずしてラインを組み立てても結果がでることはある。 

ただ、周りが求めている製品を追い求めて作ったり、クッキーの横でネジを製造し

たりといった手当り次第でものをつくることになる。クッキー作りやネジ製造を

何のためにやっているのかが自分でわかっていないため、品質向上や新製品の開
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発はできない。 

 

これまでの自分はまさしく後者の手っ取り早い成果を追い求めていました。 

一つの手法で成果が出なくなると次。次がはまらなくなるとまた次を求め

る。何のために思い求めているかがないため、満足を得られず、食べ物を追

い求める餓鬼道にはまっていました。 

 

そこから抜け出せるキッカケになったのも鮒谷さんのメルマガを取り続け

ていたから。熱量高いシステムを 365 日休むことないまま約 17 年に渡っ

て回されている。 

自分は時間のかかるものは少なめにし、すぐに成果に結びつくものばから追い求

める中、鮒谷さんやその薫陶を受けた方は来る日も来る日もビラミッドの石

を積んでいるだけかと思いきやピラミッドそのものを作り変えられている。 

 

餓鬼道に落ちていても、メルマガは取り続けているのでピラミッド建築の様

子は見える。さすがに抜け出したいと思いが高まったときに送られてくる音

源の案内は蜘蛛の糸のようでした。今はまだ必死に蜘蛛の糸を登っている最

中。自分でまた、糸を切ってしまわないように、音源を通して学び続けてい

きたいと思っております。 

 

この度も自分がこれからどうしていきたいかを考え直すのにふさわしい音

源をご提供いただきありがとうございます。 

 

今後ともよろしくお願いいたします。 

（片野敬勇 様） 
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今まで見えていなかった（意識することがなかった）ものに補助線を引い

ていただき、見えるようになった（意識できるようになった）、そして、そ

の見えるようになったものに、とんでもない価値があった、という感じで

す。 

鮒谷様 

 

いつも貴重な音源を有難うございます！ 

 

本音源、表題からは私にとってどのくらいの価値を産んでくれる音源か、ち

ょっと想像できなかったのですが、（申し訳ありません・・）とんでもなく

価値のある音源でした。 

 

鮒谷様の言葉で表現するならば、 

 

今まで見えていなかった（意識することがなかった）ものに補助線を引いて

いただき、見えるようになった（意識できるようになった）、そして、その

見えるようになったものに、とんでもない価値があった、という感じです。 

 

●システムとカオスを行き来する、自在に使いこなす（意図的に割合を変える） 

 

この補助線を知っていることで、（＋繰り返し行い、無意識にできるように

なれば）経営者も、会社員も、長い目で見ると、仕事の成果に大きな差が出

ること、間違いないと思います。 

 

ついでに言うならば、仕事の成果のみならず、生活全てにおいて、成果に大き

な差が出ることと思います。 

 

私も、今、取組み中のことについて、システムとカオス を意識して取組み、自身

の価値観に紐づいた大きな成果につなげていきたいと思います。 

 

本音源も、繰り返し聞き、意識して行動することで、しっかり血肉化していきたい

と思いいます！ 

（Ｋ．Ｍ 様） 
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意思決定基準の重要性は、過去の音源やメルマガで何度も語られていたこと

もあり、自分なりに理解していたつもりでしたが、今回の音源を聴いて、あ

らためて理解が深まった気がします。 

この度も貴重な音源をありがとうございました。 

 

・意思決定基準の階層について 

 

意思決定基準の重要性は、過去の音源やメルマガで何度も語られていたこと

もあり、自分なりに理解していたつもりでしたが、今回の音源を聴いて、あ

らためて理解が深まった気がします。 

 

特に、 

 

１.価値観 

２.原則(OS) 

３.個別のルール（アプリ） 

 

の３つの階層に分けて意思決定基準を捉えるというお話には、ハッと気づかされ

る思いがしました。 

 

というのも、 

 

今まで集めてきた意思決定基準は、上記 3 つを区別せず、ごちゃ混ぜの状態でイ

ンストールしていたからです。 

 

意思決定基準の階層という概念、言葉すらが存在しなかったため、新しいこ

とをしようとしても、それぞれの意思決定基準の間に矛盾やズレが生じ、結

果的にアウトプットにつながらなかったことが度々ありました。 

 

また、アウトプットしたものの、質が低かったこともあります。 

逆に、それなりにうまくいっているアウトプットは、無意識に、1、2、3 に矛盾

のない意思決定を選択していたように思いました。（といってもまだまだ全然質は

低いのですが...） 

 

今後はインプットの際に、上記 3 つの階層を意識することで、学びの質を上げて

いきたいです。 
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・システムとカオスの比率について 

 

ちょうどメイン事業の仕組みを拡張するために色々と試していたところでしたの

で、とてもタイムリーな内容でした。 

 

現時点だと、システム９：カオス１という感じでしたので、もっとカオスの比率を

上げる必要があるということをハッキリ認識できました。 

 

こちらもテストを繰り返して、さらにブラッシュアップを続けます。 

 

====== 

 

今回の音源も繰り返し聞くことで血肉にしていきたいと思います。 

 

今回もありがとうございました！ 

（Ｎ．Ｔ 様） 
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すべてのお誘いには「はい、イエス、喜んで」・・、そういうものか程度

の認識で理解していたのが大間違いとわかってくる音源です。 

最近の音源は、以前の音源をさらに分かりやすく説明されていると思います。 

鮒谷さんは以前から「意思決定基準」は、流されない人生のために、自分の進む

方向を明確にするために必要なものと力説されていました。 

 

すべてのお誘いには「はい、イエス、喜んで」・・、そういうものか程度

の認識で理解していたのが大間違いとわかってくる音源です。 

 

その判断の上部にはどんな being 目標があり、どんな人となるかと紐づかないと

気持ちが動かないのですね。私の好きな言葉「人生は他者からできている」「現

実を受け入れて面白がる」・・、 

 

この言葉だけで気持ちが動きます。これが価値観！ 

そうすると上部には何があるのか、どんな人生を送りたいのか、どんな人になり

たいのかがはじめて浮かび上がります。そのためにどういう判断をするかを考え

始める。 

 

実際に現実味を帯びて自分に刺さらないと歯車は回らないのですね。 

また以前の音源を聞くと新しい気付きがあるのでしょうね。 

おっしゃるように安い投資だと思います。 

 （Ｎ．Ｍ 様） 
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コロナを経てリリースされている鮒谷さんの音源は、「最初に戻る」とは言

わぬまでも、異なる仕方で・発展的に、また極めて多くの派生物を残しつつ、

これまでのシステム構築の歩みの一部を螺旋階段の上から俯瞰・総括されて

いるようでもあり、実に感慨深い（？）ものです。 

コンテンツの価値というものが、あらゆる要約の試みを逃れ去る細部や、必ずしも

明晰でない因果論理にこそ特異なかたちで存しているとすれば、また要約の試み

においてすら必然的に読者の個別性が現れるとすれば、さしあたって音源の大ま

かな流れに沿うかたちで不器用な要約を試みるということは、音源を聴くよう誘

うという意味でも、また純朴に「感想」を提示するという意味でも、完全に不適切

というわけではない、と思って、いささか退屈な、「カオス」を一切持ち込むこと

のできない文面になるかもしれませんが、書かせていただきます。 

 

■ 

今回の音源は、『自問自答』音源とある意味では近く、意思決定基準を身につけて

変化してゆくプロセスに関するものと言えそうですが、『自問自答』音源がひと

つひとつのモメントに注意を向けた、いわばミクロなものであったところ、

今回の『シンプル＆カオス』音源はそうしたミクロなプロセスを反復する総

体としてのシステムの道行きを少し上から、あるいは少し長いタイムスパン

を以って眺めたようなものである、と言ってもよいかもしれません。 

 

■ 

そのように言える理由はいくつかありますが、特に意思決定基準そのものの（仮

の）定義と、その区分・配置に関して前半で言及されているところから、音源その

ものの方向性というものが透けて見えるようでもあります。 

 

意思決定基準----「行動指針」でもなんでもよいけれども----がなんのためにある

かと言えば、適切な基準があれば悩まずに済み、それゆえに行動が素早くなり、ト

ータルで成果の質も上がるから、という感じでまとめてもよいでしょう。つまり精

神的時間的リソースを節約することができて、パフォーマンスが向上する、という

ことです。 

 

概ねこうしたことが、よく言われつつも流されがちな、意思決定基準を持つことの

効用として説明されるようです。 

 

こう言ってよければ、意思決定基準は特定の場面において自分自身のナマの知力

や克己心に頼らないための、つまり思考しない（悩まない）ためのものです。 
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実に内心のカオスにとどめられていても（規範的には）問題のないはずの基準を言

語によって明晰に示すということは、基準によって支配されるためであって、その

都度熟慮して決定するというプロセスを省略するためのものです。 

 

もう少し誤解の少なそうなかたちで言い換えるなら、いきあたりばったりな仕方

でその都度考える（≒悩む）のを防ぐものです。 

 

こうして浮いた時間と精神力は、もっと有意義なことに注ぎこまれることになる

でしょう。その「有意義」なことは、あるいは無用の用かもしれませんし、先取り

するなら、意思決定基準の総体としてのシステムの変容・拡大と言えるかもしれま

せん。 

 

■ 

この意思決定基準は、便宜的に 3 つの階層に分かたれます。 

 

第 1 は、個々人の根本的な価値観に関連するもので、大きな目標とか、そもそも

どのように生きていきたいか、ということに関わるでしょう。 

 

第 2 に置かれるのが、わりとどの分野にも当てはまりやすい、それゆえ丸薬のよ

うに飲み込みうるもの、とされます。もちろん、第 1 のものに応じて採用される

か否かが決まる面があるとはいえ、わりと普遍性がある（けれどもよく言われるも

ので、退屈な印象を与えうる）。 

 

第 3 は、こう言ってしまえば、固有の文脈における、ときに一時的にしか通用し

ない、そうした論理です。特定の業種・役職にのみ通用する基準でもあるのでしょ

うし、あるいは個々の身体の都合に根ざした方針などをここに含めても大きな誤

りにはならないでしょう。 

 

第 1 の意思決定基準は究極的には個々人が自分で考えるほかなく、これについて

は戦略的に外部に頼るということはきっと難しい。夢とか目標とか大まかな進路

とかいうものは、外部からは意見や可能性を提示することこそできるものの、どう

いった基準を持つかということは結局本人が掴み取るほかない。 

 

第 3 のものは、数が膨大で、決して軽視してはならないけれども、ありとあらゆ

るところに転がっているので学びやすい面はあると言えるでしょう。とはいえ分

野が変わったり時が経ったりすると陳腐化する可能性があるので、こればかりで

は具合が悪い。 

 

第 2 の意思決定基準は、退屈ささえ乗り越えれば十分に外部から学んでゆけるけ
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れども、実にその退屈さが困難になることが多いようです。汎用性が高いものです

から、早い時期に叩き込んだほうが良いけれども、どうにも上手くいきづらい可能

性がある。鮒谷さんが出されてきた音源の多くはこの第 2 のものに関わるもので、

それらを参考にしつつ、反復の労を厭わずに、様々な手練手管を尽くして、自分の

精神に叩き込む必要があるものでしょう。 

 

......こうした、「意思決定基準」なるものに関する大まかな見取り図が、前半では説

明されます。 

 

■ 

こうした各レヴェルで意思決定基準を精緻にもってゆけば、生活がシンプルにな

る。考えなくて済む部分が増える。或る種システマティックに動いていけるように

なる。 

 

そうした「シンプル」さを実現している、一定の意思決定基準の総体としてのシス

テム（系）が主題化されるのが、後半でした。 

 

システムが基本的にはシンプルでありつつも、ここにカオスをもたらすことで、シ

ステムそのものの拡大・増強を図ってゆこう、ということであり、逆に言えば、シ

ステムの拡大・強化のためには一時的に（外部から取り入れた知識などによって）

カオスを生ぜしめる必要がある、ということでした。 

 

もちろん変化する、というときには、最低限の同一性を持った基盤が保証される必

要があります。それは少なくとも私たちの名や身体やそれに付随する歴史であり

うるわけですが、ともかく行動する主体として最低限生きていくためには、とりあ

えず最小構成の----単純に言えば生きていくために十分な----システムを作って

おく必要がある。そこに新しい意思決定基準を投入してゆくことで、変化してゆく

という成りゆきでしょう。 

 

（それにしても、この「最小構成」を作らねばならないという部分は、私には実に

重くのしかかるテーマです。） 

 

システムとして完成されていれば、最小構成ではあっても、平然と・静かに進んで

ゆくことができる。 

 

こうして安定しているのはそれはそれでよいけれども、とはいえ外界も変化する

わけで、常に変化に対応していかなくはならない面がある。 

 

生物（というシステム）として、あるいは（自分の生命を管理する）経営者として、
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変化対応にはつとめていかなくてはならない、というなりゆきです。 

 

であれば、流されるままに、外界から求められるままにしぶしぶ変化するのではな

くて、寧ろ自分のほうから求め来る方向に変化していこうではないか、という発想

が出てくるというものです。（これが必ずしも、目先のトレンドを追う、という話

に縮減されない、ということは、読者諸賢には自明のことでしょう。） 

 

意思決定基準の総体としてのシステムを変化させてゆくには、ここに、意図的に混

沌（カオス）を導入する必要があります。つまり新しい考えかたや言語を外部から

輸入してきて、既存のシステムを意図的に混乱させる必要があります。その中でシ

ステムそれ自体を動的に発達させるよう試みる。そうしてやっていくなかで、シス

テムそれ自体を変化・拡大させてゆく、ということです。 

 

もちろんこの変化は、あまりに急速にやれば破綻しますし、あまり緩慢にやってい

ても意味がありませんから、個々人がちょうどよい具合を見つけていかねばなら

ないのでしょう。おそらく多くの人は安定志向（というより、失礼な言い方をすれ

ば、ジリ貧思考ですか）なので、積極的に壊しに行く必要があるかもしれないけれ

ど、ただ闇雲にぶっ壊せばいいというわけでもない。 

 

そういう意味で、シンプルな秩序と、カオス（混沌）とのバランスは、システムの

全体が崩壊しないようなかたちで個人が注意深くやってみなくてはならないね、

ということでした。 

 

■ 

『語どもたち』音源でも、またとりわけ『自問自答』音源でも問題になっていたプ

ロセスですが、今回とりわけ「システム」という語を介して、また工場の比喩---

-生産性の高い工場は静謐である----などを介してクローズアップされていたの

は、特に、変化のなかで生産性がどう変動するのか、という点かと思われます。 

 

生産性が一応あがっているシステムであれば安泰に見えるのかもしれないけれど

も、外部からの知識や技術を取り入れて変化していかなくては、変化の激しい現在

にあっては早晩崩れ去ることでしょう。だから変化しなくてはならないわけです

が、変化しようと思って外部から一定の混乱が生じる、以って一度生産性が落ちる

のですね。だからこそ、カオスを増やし過ぎてはならない（生産性が落ちすぎて爆

死する可能性がある）、ということだったと解釈しています。 

 

強くなるためには現在のスタイルを一度崩さねばならない、ということは、『時間

の天引き』音源 3 でも、いくつかの「題名のない放談会」音源でも繰り返し言及

されていることでした。 
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音声入力に慣れるまでは一旦書くスピードが落ちるとか、ゲームにせよハンマー

投げにせよ強くなるには一旦スタイルを崩して組み直していかなくてはならない

とか、戦闘機も上昇する前には急降下するとか、そうした比喩は記憶に新しいとこ

ろです。 

 

筋肉量を増やしたいならトレーニングを行うわけですが、その際にも一旦筋繊維

を破壊して、然るべき食事や休息をとって、超回復に期待するわけですね。 

 

あるいは外国語を緻密かつスピーディーに読みたいと思ったら、目先の分量（≒生

産性？）を増やして安っぽい満足を得るのではなく、寧ろ意図的に量を減らして執

拗に緻密に読むプロセスを踏む必要があり、そうしてぐっと足のバネに力をこめ

てこそ、知的な文章を的確かつ迅速に読めるようになる、ということは経験上知ら

れたところです。 

 

私自身、媒体に応じて音声入力をゴリゴリ使うようになって 5 ヶ月ほど経ちます

が、色々ソフトや機材やらを試していくうちに一定の「シンプル」な最適解には辿

り着いたかな、と思われるところがあります。 

 

さしあたって人を入れていないので、音声認識ソフトを使っていますが、ソフトを

変更する際にはいちど組み上がっていたシステムを崩すことになりましたし、な

るほど一時的に調子は落ちました。ソフトが誤認しないような、機械に合わせた話

し方を試みはじめた時にも、やはり話している内容が途中で行方不明になってし

まうようなことはありました。が、慣れていくとトータルでは速度は上がりまし

た。 

 

もろちん現状のシステムに不満がないわけでもないので、媒体の使い方なども含

めて少しずつ「カオス」を引き入れて、泥縄式に拡張していきたいところです。 

 

これはもちろん小手先の技術というレヴェルの話ですが、キャリアの全体に関し

ても同じようなことが言われ得るということでしょう。もちろんその歩みは、より

予知の難しい、期待値をはかりとることの困難な道かもしれませんが、安定させ

て、狂わせて、安定させて......というプロセスの無限反復が必要なのだ、と思って

構えておけば、幾分ラクにはなるのかもしれません。 

 

■ 

ここ半年の音源はいずれもそうですが、各音源において、これまでの音源やメルマ

ガの総復習が行われているという感が強く、今回も例外ではありません。もちろん

「システム」ですから、結局網目のどの部分を引っ張り上げても全体が関係してく
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るのではありますが。 

 

かつてヘーゲルに関するセミナーに出ていたときに、思想面である程度クセのあ

る先生が、「（哲学史の歩みの最終地点としての）絶対知に到達したらどうなるっ

て？ 

最初に戻るんです」とおっしゃっていたことは啓発的でしたが、コロナを経てリ

リースされている鮒谷さんの音源は、「最初に戻る」とは言わぬまでも、異

なる仕方で・発展的に、また極めて多くの派生物を残しつつ、これまでのシ

ステム構築の歩みの一部を螺旋階段の上から俯瞰・総括されているようでも

あり、実に感慨深い（？）ものです。 

 

（感慨に浸っていないでやるべきことをやれよ、という話ではありますが。......） 

 

音源の高速リリース＆販促というシステムは確立されつつあると思われますが

（もちろん、現状に満足されているか否かについて私は存じませんが）、一個の観

察者としては、（こう申し上げるのもおこがましくはあるのですが）これからどの

ようなカオスが導入され、どのようなシステムが回りはじめるのかを楽しみにし

ております。外野としては、それがドラスティックな変化であればあるほど、興味

深く見ていられるのかもしれません。 

 

今回は、どうもありがとうございました。 

（Ｒ．Ｈ 様） 
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音源の中で鮒谷さんがこの音源は抽象度が高いとおっしゃっておりました

が、私の中では、日々のメルマガを通して教えていただいてきたシステム

化という概念を、意思決定基準という鮒谷さんの根幹をなす部分を具体例

として用いて説明いただいた非常に貴重な音源である、と理解しました。 

鮒谷様 

大塚様 

 

システム&カオス音源の感想をお送りさせて戴きます。 

 

購入後 1 週間が過ぎ、その間すでに通しで 3 回聞かせていただきました。 

 

音源の中で鮒谷さんがこの音源は抽象度が高いとおっしゃっておりました

が、 

私の中では、日々のメルマガを通して教えていただいてきたシステム化とい

う概念を、意思決定基準という鮒谷さんの根幹をなす部分を具体例として用

いて説明いただいた非常に貴重な音源である、と理解しました。 

 

過去 10 年以上基本的に毎日メルマガを拝読させていただいており、「システム化」

というワードは何度も目にしてきましたが、本音源を聴くと、今後メルマガで

目にするであろう「システム化」という言葉に対する理解が格段に深くなる

であろうと思われます。 

 

また何より貴重だと感じたのは、他人で、しかも圧倒的な結果を残されてい

る鮒谷さんの頭の中にある核心的な思考法（意思決定基準の階層やその拡張

方法）を知ることができた点でした。 

 

追記ですが、個人的には目標設定（音源）とのつながりについても意識がいき

ました。 

 

最初この音源（システム&カオス）を聴いた際には、意思決定基準の 3 階層の話の

部分は目標の 3 階層（being,having,doing ）と車の両輪のような関係なのかと

理解していました。 

 

その点に着目して 2 回目 3 回目とよくよく聴いていると、 

 

・「意思決定基準」とは、判断するための物差し、行動する際の基準 
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・人生は、意思決定の結果として引き起こされる行動の集積 

 

とおっしゃられていることに気づきましたので、意思決定基準の 3 階層は目標音

源でいうところの doing の裏側に鎮座しているものなのだと理解でき、目標設定

音源とのつながり（位置関係）についても、自分なりに整理することができました。 

 

これからも当面は本音源をリピートしつつ、日々送付されてくる本音源のフォロ

ーを兼ねたメルマガを楽しく拝見させていただこうと思います。 

 

いつも素晴らしい音源をありがとうございます。これからもよろしくお願いいた

します。 

（Ｋ．Ｄ 様） 
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また 1 つ強力な自問自答の問いをいただき、ありがとうございました。 

鮒谷さん、 

 

この度の音源におきましても、多大なる気づきの数々をありがとうございまし

た。 

 

ここ最近の各種音源におきましては、「目標設定」に紐づく「ピラミッド」から

「自問自答」、そして「語どもたち」音源に至るまで、それぞれが相互補完

をしながら、まさに自ら求める頂点（理想のライフスタイル、理想のあり方）

に向けて自ずと邁進し続ける「システム」を形成しているように思えてなり

ません。 

 

学びや思考、それに基づく行動は全て、目標に向けての意思決定基準づくり

であり、これ即ちシステム構築であるということ。 

 

システムは構築するまでが大変だけれども、ひと度構築できると、あとはそれに乗

っかってしまうだけで、自ずと結果が出る（目標に近づいていく）ものであるとい

うこと。 

 

ただし、そのシステムに乗っかり続けることに安穏とするのではなく、常により質

の高い、より確度の高いシステムに改変すべく、適度なカオスを自ら設ける必要が

あるということ。 

 

そのようなお話をお聞きして、イチロー元選手が、あれだけ結果を出し続けながら

も、常にバッティングフォームを微修正しながら、理想の形を模索し続けていたと

いうことを思い出しました。 

 

2004 年に年間最多安打の 262 安打を達成した翌年も、そのバッティングフォ

ームに固執し続けることなく、また翌年も改変してきたことについて、（結果的に

前年ほどの安打を放てなかったものの）同じフォームでい続けることは、現状維持

どころか衰退であり、だとしたら今のような結果を出し続けることができなかっ

たであろうことを、後年になって話されていたのを思い出しました。 

 

人間は常に楽をしたがるもので、ひと度ある一定の結果が出ると、頑なにそ

のやり方（システム）に固執し続けようとします。 

 

あるいは思いどおりの結果が出なかった際に、闇雲にあれやこれやと手を出



■当音源（圧巻！鮒谷周史の「システム&カオス」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/71944f31/ 

して、システムどころか混沌の極みに自らを持っていったりもします。 

 

思えば鮒谷さんの個別コンサルこそ、システムとカオスのバランスを客観的

に「鳥の眼、魚の眼」で見極めていただき、その塩梅を個々にカスタマイズ

して、再度バランス設定をしていただく場だと、（音源を聴いた後に）改め

て思いを致しました。 

 

今後はこのシステムづくりと、そのシステムを常々改変し続けることをシステム

として構築していくべく、全ての学びや行動に取り組んでいきます。 

 

また 1 つ強力な自問自答の問いをいただき、ありがとうございました。 

 

引き続き運動習慣づくりのシステムの方には、乗っかっていただきたいと存じて

おります。（笑） 

 

今後ともよろしくお願いいたします。 

（パーソナルトレーナー兼トレーナー育成コンサルタント 中野茂徳 様） 
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結果を出すには行動をするしかなく、その行動は意思決定基準をベースにな

されるものである、という当たり前でありながら見落とされがちな原理原則

を改めて浮き上がらせることができました。 

今回も即ポチさせていただきました。もはや経絡秘孔を押される前に購入に

至る状態となってしまっているようです。 

 

意思決定基準の３つのレイヤーについての解説は、新たな視点を得られました。 

今この瞬間の学びはどのレイヤーなのだろう？と考えながら行うことで、自分の

中での整理がされ、歩留まりも上がるように思います。 

 

結果を出すには行動をするしかなく、その行動は意思決定基準をベースにな

されるものである、という当たり前でありながら見落とされがちな原理原則

を改めて浮き上がらせることができました。 

 

後段は、鮒谷さんのビジネスを事例にシステムについての考え方を学べまし

た。 

 

メルマガ内で誰と会った、誰と会食したといった内容も 

 

ビジネスシステム＞メルマガシステム＞購読持続システム＞賑わい感システム＞

会食情報・旧交・人間の存在 

 

といったように階層化されたシステムの一部にすぎず、それを自ら言語化して説

明されているとは・・・ 

 

自らのレベル感の違いに驚嘆しました。 

 

また、フォローアップメルマガで「手抜きしたい人ほどシステム化」といった話も

いただき、まずは１つめのシステムを最短・全身全霊の集中力でもって立ち上げ、

「手抜き」ができるようにして参ります。 

（Ｋ．Ｍ 様） 
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苦労なく成果を生み出すシステムを構築するには、それ相応の苦労と時間が

必要ということも改めてよくわかりましたし、意思決定基準を確立すること

も広義のシステム作りであるので、とても大切にしなければならないことも

理解できました。 

妻がコンサルでお世話になっております。 

少しずつですが着実に進展しているようで、妻のビジネスが今後どのように

発展していくのか、楽しみにしています。 

よろしくお願いいたします。 

 

音源の感想です。 

 

半年後に父からクリニックを継承することになりました。そこで、ビジネスの垂直

たちあげを達成するために、色々と新しいことに挑戦しようと思っています。また

メルマガから、作業ではなく仕事をすること、仕事とはシステム作りである、

ということを意識させられていたので、いよいよアクセル全開でシステム作

りの PDCA を回していこうと考えていました。上記の境遇と今回の音源が

タイミング的にとてもマッチしているように感じました。 

 

苦労なく成果を生み出すシステムを構築するには、それ相応の苦労と時間が

必要ということも改めてよくわかりましたし、意思決定基準を確立すること

も広義のシステム作りであるので、とても大切にしなければならないことも

理解できました。 

 

今後、自分自身の意思決定基準をどんどん明確に数多く獲得していき、仕事をする

上では作業ではなくシステム作りを意識して、コスモスとカオスのバランスを考

えながら進めていきます。ありがとうございました。 

（クリニック経営 Ｔ．Ｋ 様） 

 

  



■当音源（圧巻！鮒谷周史の「システム&カオス」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/71944f31/ 

 

意思決定基準を持つことの重要性がよく理解でき、音源を買ってよかった

と思っています。 

お世話になっております。 

 

今回、システム化音源（人生はシステムと考えるとうまくいく）を購入させていた

だきました。システム化が仕事上のテーマと考えていたので、今回初めて、モニタ

ー募集の段階で音源を購入させていただきました。 

 

音源の内容に関する感想の前に、まずは初めてタイムリーに音源を購入した

ことで、気がついたことがあります。それは、メルマガの内容が、音源のフ

ォローになっているということで、知っている人にとっては当たり前でも、

初めてタイムリーに購入したことで、メルマガを読むことで、音源の内容理

解が深まるように思えました。 

 

音源はタイムリーに買うべき、という意思決定基準ができたように思いまし

た。 

 

さて、音源の内容に関して感じたことを書かせていただきます。 

「意思決定基準」という、これまで鮒谷さんのメルマガや音源で、何度も出

てきた言葉の意味を丁寧に教えていただけてありがたかったというのが最初

の感想です。 

 

まず、意思決定基準を持つ理由として、①悩まなくて済む、②仕事（特に仕事の着

手）が早くなる、③アウトプットの質が上がる、という 3 つを教えていただきま

した。これだけで、意思決定基準を持つことの重要性がよく理解でき、音源

を買ってよかったと思っています。 

 

次に、意思決定基準には 3 つの階層があるというお話で、これは少し難しく感じ

ました。第一階層の「価値観・あり方・Being」の話はよくわかりました。一方、

第二段階の「一般的な原理原則」のところは少し難しかったです。よくわからなか

ったところとしては、階層を構成しているからには、第一階層を受けての第二階層

になると思うのですが、私自身の第一階層（価値観）と、鮒谷さんが例示されてい

た第二階層（ご縁の話や、時間とお金の話、等）がうまくつながらなかったからで

す。それでも、繰り返し音源を聴くうちに、第二階層として、「第二領域的なこと」

と定義づけることで、私自身の第一階層（価値観）ともリンクさせることができて、

なんとか理解できたように思いました。 
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そして、第三階層のアプリケーションについては、イメージがしやすかったです。

ただ、メルマガシステムの例示にもあったように、実際には第三階層自体も、数多

くのサブシステムから構成されているので、これを第三階層とみるべきなのか、第

四、第五、・・・、という階層で見るべきなのか、そのあたりの補足をいただけれ

ばよかったように思います。 

 

そこからの発想として、第一階層や第二階層も、それぞれいくつかの層で構成され

ている可能性もあるのではないかと思いました。さらに印象に残ったこととして、

システムはまず最小単位で構成して、そこに適度な割合のカオスを発生させるこ

とで、拡張させていくという考え方があります。 

 

システム化によりシンプルなものにしつつ、カオスを発生することで、いったんは

シンプルな状態から脱しつつも、カオス自体をシンプルなものにしてシステムに

取り込んで、新たなシステムとする、こうすることで、常にシステムが改善されて

いくというふうに理解しました。 

 

今回の音源では出てこなかったように思いますが、鮒谷さんがいつもおっしゃっ

ている、PDCA を回すことではないかと思いました。 

 

最後に、質疑応答を通じて、さらに音源の内容を充実させるような答えを鮒

谷さんがされていたことは、最初から音源の内容に取り入れようと計算され

ていたのではないかと思えるほど、素晴らしい内容だと思いました。みなさ

ん同じように感じたと思いますが、「８の字ダンス」の話がとてもわかりや

すくてよかったです。 

 

このたびは、とても良い音源をリリースしていただき、ありがとうございま

した。 

これからも繰り返し聞くことで、無意識化できるようにしたいと思います。 

（金融機関勤務 Ｍ．Ｈ 様） 
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意思決定基準を十把一絡げに考えておりましたが、３階層があるという教

えで、整理することができました。今後、この基準はどのレイヤーにある

かを意識していくことができます。 

▼意思決定基準を十把一絡げに考えておりましたが、３階層があるという

教えで、整理することができました。今後、この基準はどのレイヤーにあ

るかを意識していくことができます。 

 

▼「システムとは、この意思決定基準であるということ。より具体的には、価値

観・原理原則を基盤に、文脈に応じた固有のルールを乗せることである。結果を

出すためには、最後の固有のルールも必要であるが、広げずに限られた分野に留

め、まずは最小構成のシステムを構築することに焦点を当てる。」 

 

どうしても、普段、固有のルールの情報を収集しがちでありますし、一方、価値

観や原理原則を勉強することに集中し行動がとれないという場面もあります。成

果を出すためには、ここに絶妙なバランスが必要になるだと思いました。今回、

数メートル上空から自己チェックする物差しを頂けたと感じております。 

 

▼前記は成果を出している人をベンチマークするときの物差しにも活用できま

す。これまで成果を出している人、特に同業の場合、文脈に応じた固有のルール

ばかりに目が行きがちでした。その固有のルールは、成果を出している人の価値

観や原理原則に基づいて、発動されているものであり、そこばかり情報を収集

し、取り入れようとしても、自分の基盤となるシステムが構築されていないので

あれば、その固有のルールは機能しないでしょうし、そもそも私の一貫性も保て

ません。 

 

▼焦らずに焦り焦り焦らずに自分のシステムの構築、拡張に勤しんでいきたいと

思います。 

 

今回も誠にありがとうございました。 

（Ｋ．Ｕ 様） 
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抽象度の高いお話により、自分の取り組みを俯瞰して見ることができるよう

になるため、次に別のことに取り組む際にも応用が利きそうです。 

今回のシステム&カオス音源では、今まさに個別コンサルでアドバイスをいただい

ている新事業を始めることによって現状にカオスをもたらし、そしてそれを泥縄

式に進める中でシステムを作り上げていこうという、今の取り組みをメタ的に説

明していただいたような内容の音源だったと感じております。 

 

抽象度の高いお話により、自分の取り組みを俯瞰して見ることができるよう

になるため、次に別のことに取り組む際にも応用が利きそうです。 

 

個人レベルの仕事においては速さより早さというお話もありました。意思決定に

伴う些細なことで悩むことにより、認知資源を奪われていることに今まで無

自覚でしたので、今後改善したいと思います。 

 

その一環として先月年間プログラムに申し込みました。これにより今後は悩

まずとも音源が送られてくるという、１つの学びのシステム構築ができまし

た。 

 

海外からなので音源版ですがよろしくお願いいたします。 

  代表取締役 鈴木 大介 様） 
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鮒谷さんから投げられるボールもすべてストライクゾーンです。今回もど真

ん中に突き刺さりました。 

いつもお世話になりありがとうございます。 

今回も貴重な音源を販売して戴き誠にありがとうございました。 

 

今回の音源にあった、一つ目や二つ目の価値観や原理原則などのＯＳの話は、個人

的にかなり、かなり好きなようです。もっと、三つ目のアプリケーションについて

も学んで身につけようとは思うのですが、どうしても前者の方が好きなようなの

で仕方ないです。 

 

きっかけは間違いなく新卒のときです。 

新卒で京セラに入社したことで、すぐに京セラフィロソフィに浸り、そしてまた同

時期に平成進化論に出逢ったことで、自身のＯＳが大きく変わりだしました。 

 

新卒のまっさらな時に、良質な平成進化論や京セラフィロソフィから、考え方や価

値観、原理原則、意思決定基準、判断基準、フィロソフィ、ＯＳなどの重要性を浴

び続けたことで、「仕事でも人生でもこれこそ絶対に必要だ」と心底確信するよう

になりました。 

 

京セラでは「人生・仕事の結果＝考え方×熱意×能力」というフィロソフィがあり

ます。「熱意」も「能力」もその値は「０～プラス１００」に対して、「考え方」だ

けは「マイナス１００～プラス１００」まである。すべては「考え方」次第で結果

が変わるということ。どれだけ「熱意」や「能力」が高くとも、「考え方」がマイ

ナスであれば人生・仕事の結果は大きくマイナスになり、「能力」が低くとも、「考

え方」と「熱意」が大きくプラスであれば、人生・仕事の結果も大きくプラスにな

る。 

 

これを知ってから、ますます「考え方や価値観、原理原則、ＯＳこそ最も大切なも

のだ」ということを腹の底にもつことができ、平成進化論とフィロソフィにのめり

込みました。 

 

この出来事は、私の人生において、人生観や仕事観を大きくプラスに変えるとても

重要な出来事でした。 

 

「人生のできるだけ早い段階で、一つ目と二つ目をもてるとよい」 

 

と音源にあったように、新卒レベルでこういう思考を得られたことは、私の人生に
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おいてとても幸運なことでした。そのご縁を戴き、改めてありがとうございます。 

 

私には、平成進化論と京セラフィロソフィ、そして自社のクレドがあります。社会

人になってからずっと、良質なＯＳやフィロソフィやクレドなどの意思決定基準

は、常に身近にあるものでしたし、如何にしてこれを内面および外面においてシス

テム化したり、ときにカオス化し、バージョンアップしたりしていくことが、ひと

つの趣味やライフワークのようになっています。 

 

これらの分野に関しては、もちろん、引き続きもっともっと更新をかけていきたい

と思っていますが、一般の多くの人よりも、良質なものをたくさんもっている自信

はあります。 

 

私はスーパーマーケットに勤めていますが、ベテラン社員の方のように、おいしそ

うな刺身を切ることはできないし、マグロを解体することもできません。 

 

しかし、原理原則や意思決定基準などについては、だれにも負ける気はしま

せん。 

なぜなら、稲盛さんと鮒谷さんという素晴らしい方から直接学び続けてきた

からです。 

 

そんな素晴らしい方々に直接学ばせて戴き成果が出ないわけがないし、成果

が出なければ申し訳ないです。 

 

仕事にはそれぞれの役割責任がありますが、私の役割責任はまさにそこだと思っ

ていますし、だからこそ、こうして良質な意思決定基準を学び続けようと努めてい

ます。 

 

多くの従業員を抱えているため責任が重大だからこそ、間違った意思決定を

せずに、正しい意思決定が必要です。その意思決定基準は、鮒谷さんから教

えて戴いているＯＳであり、京セラフィロソフィであり、自社クレドです。 

 

まだまだ小さな雪だるまの芯ですが、それでも良質なものをもっていると自信が

ありますし、お陰様でたくさんの成果をあげられるようになってきました。 

 

良質な芯があるからこそ大きな成果を上げられるし、仕事も人生の質も上が

っていきます。最近実体験を通してよくよく思います。 

 

先日、ローランドが始球式で暴投を投げたそうですが、その後に「俺の投げるとこ

ろがストライクゾーン」と名言を残したようです。 
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鮒谷さんから投げられるボールもすべてストライクゾーンです。今回もど真

ん中に突き刺さりました。 

 

ありがとうございました。 

（桑原考太 様） 
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原理原則、本質的なお話だからこそ、不変的なお話で、時代が移り変わっ

ても通用する、むしろ時代が経過すればするほど価値が高いお話しのよう

な気がします。 

鮒谷さん 

いつもありがとうございます！ 

 

音源の感想としては私が今まで聞いた鮒谷さんの音源の中で最も抽象度の高

いお話に感じました。様々な人というか、人類全て（！？）の人に共通す

るような壮大さすら感じました。 

 

また同時に抽象度が高いが故に、音源でおっしゃっていた「地味で、本能に逆ら

うという話」という表現も合点がいきました。 

 

僕の感じた感覚を比喩で表すのなら「するめを食べている」という感じが

しっくりきます W 

噛めば（聞けば）噛むほど（聞くほど）味が出る W 

 

原理原則、本質的なお話だからこそ、不変的なお話で、時代が移り変わっ

ても通用する、むしろ時代が経過すればするほど価値が高いお話しのよう

な気がします。 

 

今回の音源も含めて、日々音源学習させて頂くことで、僕自身の潜在意識に叩き

込みたいと思います！ 

 

今回も貴重なお話ありがとうございました！ 

（宮山英明 様） 

 

  



■当音源（圧巻！鮒谷周史の「システム&カオス」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/71944f31/ 

 

今回も目から鱗がいくつも落ちました。 

今回も目から鱗がいくつも落ちました。 

 

音源をお聴きして、感じたことをいくつか述べさせていただきます。 

 

まず、前半の、しかもかなり最初の部分で述べられていたことですが、意思決定

基準が確立されていないこと、それゆえ着手が遅くなり、結果的に仕事が遅

くなること、身に覚えがありすぎて、冷や汗が出てくるほどでした。。。 

 

自分自身、そのような状態に陥っているという自覚もあり、どうすれば良い

のか悩んではきたものの、なかなか答えも見つからずに長年きてしまいまし

た。今回のお話で、その辺りの糸口がつかめたように思っています。 

 

特に、「浅い悩み」で悩んで先に進まないということが多く、まさにこれが仕事が

遅い原因であるということを自覚しています。 

 

意思決定基準を明確にすること、それによって、「浅い悩み」がほぼ自動的にクリ

アできるような状態になるまで、意思決定基準を自分にすり込むことが必要と考

えています。 

 

また、意思決定基準の三階層のお話も腹に落ちました。 

手っ取り早く成果を求めたいという欲求から、3 層目の個別の状況に応じたアプ

リケーションの部分のみにフォーカスして、手当たり次第にいろんなことを試す

というようなことを繰り返してしまうのですが、１層目の価値観、２層目の原理原

則の部分がしっかりしていないことで、アプリケーション間でコンフリクトが生

じるようなことが頻繁に起こっていました。 

 

時間がかかったとしても、価値観と原理原則のレイヤーをきちんと確立する必要

が 

あることを痛感しています。 

 

後半のカオスの部分に関しては、自分の中でシステムとカオスの比率を意識的に

操作することをあまり考えていませんでした。そのため、カオス比率を高めすぎて

空中分解しそうになったり、あるいはカオス比率をほぼ 0 にしてしまい、成長が

止まってしまったりということがありました。 

 

ゲーム音源ともつながる話であると鮒谷さんはおっしゃっていましたが、自らが
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没頭できるような最適な比率を求めて、試行錯誤が必要であると感じています。 

 

今回も深い学びを得ることができました。感謝いたします。 

 

今後ともよろしくお願いいたします。 

（Ｈ．Ｍ 様） 
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これまでの音源のポイントを別の視点や８の字ダンスなどの秀逸な比喩で

教えていただきよりらせん状に理解が深まり、OS の漆塗りをできたよう

に感じました。 

この度は素晴らしい音源をご提供くださり、誠に有難うございました。 

 

今回、一番の驚きは、鮒谷さんの内面のピラミッド構造は、極めて精緻化

したシステムと適度なカオスによって自在にコントロールされていて、そ

のレベルが圧巻であるということでした。 

 

人生は有限であることを知らされるほど、ムダを排してあらゆる分野でのシステ

ム化を図るようになる。そうすることで、生活がシンプル化して、認知能力を削

りとられず、悩む時間も減少する。できた時間によりより堅固なシステムが構築

でき、これを基盤として、さらに拡張進化させるには、意図的にカオスを創る必

要があることを教えていただきました。 

 

これまでの音源のポイントを別の視点や８の字ダンスなどの秀逸な比喩で

教えていただきよりらせん状に理解が深まり、OS の漆塗りをできたよう

に感じました。 

 

今後、目線は高く、重心を低く複利を武器に勝つべくして勝つシステムを構築し

てまいります。 

 

これからも、自身を鳥の目で俯瞰でき思索を深められる音源を楽しみにし

ております。このたびは深い学びの宝を頂き、誠に有難うございました。 

（Ｙ．Ｆ 様） 
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意思決定基準を階層ごとに説明して頂き、(本題から外れますが...、)改めて、

言語化をするって凄い！と思いました。 

鮒谷様 

 

この度は、貴重なお話を聞かせて頂き有り難うございました。 

 

導入部の意思決定基準について、適切な基準があれば悩まずに済み、希少資源であ

る脳内メモリが、有効に使えるというお話だけでも目から鱗でした。 

 

その意思決定基準を階層ごとに説明して頂き、(本題から外れますが...、)改

めて、言語化をするって凄い！と思いました。 

 

様々な意思決定基準を単に持つだけでなく、どの階層にあるものなのかを意識し

て発動させることで、有効に使っていかねばならないと思いました。 

 

カオスのくだりについては、まだ少し理解が追い付いていないところがあるので、

私自身は、まずは三つの階層を意識して意思決定基準を整理して小さなシステム

を作ることを意識していかねばならないと思いました。 

 

また、繰り返し聞く事でも理解を深めていきたいと思います。 

 

この度は、有り難うございました。 

 （林 様） 
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今回もう一つ改めて大事だなと思ったのが、3 番目の固有のルールです。こ

れがないと成果が出ない。ここについても、鮒谷さんの事例をいくつも紹介

いただいたので、参考にしながら、自分自身の固有のルールを作っていきま

す。 

鮒谷様、大塚様 

 

システム&カオス音源の感想を送らせていただきます。 

 

システムづくりは普段から意識しているため、語どもたち音源の流れもあっ

て、購入させていただきました。 

 

システム=意思決定基準=再現性の意識はありましたが、そこから一歩進んで、意思

決定基準があるということは、悩まなくて済むようになる。生活や人生がシンプル

になる。そこまで言語化はできていませんでした。早速、自分の辞書に入れさせて

いただいています。 

 

さらに意思決定基準は、３つの階層でできている。1 番目が価値観で、2 番目が原

理原則、そして、3 番目が固有のルール。さらに３つの掛け算が個人の独自性につ

ながっていく。ここも、自分のシステム、意思決定基準の辞書には載っていない定

義でした。こちらも早速辞書に記入しました。 

 

自分の辞書の仕事の項目には、システム化すること、システムを拡張させることと

書いています。しかし、仕事でシステムを意識しているつもりですが、今回音源を

聴いて、まだまだ弱いと感じたのが、価値観のところです。ここがやはりまだまだ

ぼんやりしている。というか、心震える言葉になっていないのではないか。語ども

たちを戦わせていないのではないか。being 目標も常に最新化する必要があるな

と感じています。 

 

日記を使い、being 目標を最新化できる仕組みを考えてみます。 

 

それと今回もう一つ改めて大事だなと思ったのが、3 番目の固有のルールで

す。これがないと成果が出ない。ここについても、鮒谷さんの事例をいくつ

も紹介いただいたので、参考にしながら、自分自身の固有のルールを作って

いきます。 

（菅 智教 様） 
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今回の、【システム＆カオス音源】こそ、まさに何度も繰り返して聴いて、

自分の中に浸透させていく必要がある音源だと感じました。 

今回の、【システム＆カオス音源】こそ、まさに何度も繰り返して聴いて、

自分の中に浸透させていく必要がある音源だと感じました。 

 

最初に、下記のような意思決定基準の構造を示していただいたことで、あら

ためて、自分の学びが、どの位置づけの学びになるのか明確になりました。 

 

▼第一階層価値観、Being、あり方 

▼第二階層一般的な原理原則、思考の OS 

▼第三階層個別具体的なルール、アプリケーション 

 

とすると、自分自身の価値観が何より重要であり、下層における意思決定基準をど

う、発動させていくか、最重要な階層である、という、構造になっていることを認

識することができました。 

 

そのためには、Being の目標設定を明確にすることが重要であるし、何が自分の

中で大事なのか、そうでないのか、という価値観は、自分の中にしかないので、日々

の日記、時々刻々の記を継続して、自分の内面を掘削していくことの重要性を、あ

らためて認識できました。過去の音源とも縦横無尽に接続し、記憶が喚起さ

れ、有機的に音源の内容が接続されていく、そんな感覚を受けました。 

 

引き続き、様々な音源を、無意識的に出来るレベルになるまで、聴き込んで

いきたい、と決意した次第です。 

 

引き続き、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

（Ｓ．Ｉ 様） 
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本音源で得たものを「知っている」だけで終わらせず「意識的にやれている」

からの「無意識でやっている」状態にするために試行錯誤していきます。 

『人生のシステム化』...約９ヶ月前、私にとって最初の鮒谷音源［音源学習

音源］を購入し、繰り返し拝聴した中で、意識上に昇ってきたテーマでした。

それからは、人生のシステム化を図るにはどうすれば良いのだろう、という

問いが頭の片隅にて回っていました。 

 

本音源のリリースがアナウンスされた時に、その手がかりを求めて購入を決

めました。現在、音源を７回ほど聴講したところです。（聴くたびに、理解

が深化していく感覚があります。） 

 

鮒谷さんの意識上では、システム化は、３階層あってそれぞれにサブシステムが複

数連なっているのだ、という話を聞いて自分の考えが浅すぎ、だからこそ軌道に乗

るまでに至らないのだと自覚しました。 

 

私のシステム順調稼働までの見通しは遠そう...（汗） 

 

ですが、本音源で得たものを「知っている」だけで終わらせず「意識的にや

れている」からの「無意識でやっている」状態にするために試行錯誤してい

きます。 

 

このたびもありがとうございました。 

（Ｈ．Ｎ 様） 
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よくここまで、言葉を自由自在に、体系的にまとめられたものです、と感服

いたしました。 

鮒谷 様 

 

この音源は、システムと拡張を説明してもらってますが、最初の感想は、よくこ

こまで、言葉を自由自在に、体系的にまとめられたものです、と感服いたし

ました。 

 

自分がいかに、体系的でなかったかと反省しきりです。 

その場その場で意思決定し、その時その時の気分で行動してきたか、これでは、決

定の検証もできませんし、行動のスピード化にもつながりません。 

 

A なら B、１なら２、イならロとあらかじめ決めておく。 

数多くの意思決定基準を決めておくことで、悩みはなくなりますし、仕事は早くな

って、確かにアウトプットの質も上がると思います。 

 

ここで、大事なことは、本能に逆らう意思決定を確立できるか。 

 

「不快なこと」が起こったら、「ありがたい」と決める。 

スタッフがミスをしたら、お疲れさんと言うに決める。 

運転していて、無理に割り込まれたら、サンキューと言うに決める。 

 

このような意思決定基準が、今後の人生を大きく変えていくものだと、強く感じま 

す。 

 

ここまで来るのが大変でしょうが、さらに先があります。 

意思決定基準システムを拡張することです。 

大きく拡張、変化しすぎると、元のシステムまでもが壊れます。 

いかに、小さな改善を実践していくか、ここを拡張してダメだったら、あそこを拡

張してみて検証する、この繰り返しになります。 

 

そして、ある時が来れば、もう一段、強固なシステムが出来上がるのでしょう。 

終わりはありません。 

 （伊賀崎 靖 様） 
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自分のキャリアの軸をどこに置くかについて今いろいろ考えていたところ

ではあったのでまさに今の私にドンピシャリに必要な音源をありがとうご

ざいました。 

今回も久しぶりに音源を購入させていただきましたが非常に考えさせられる内

容でした。 

ありがとうございます。 

 

意思決定基準が 3 階層からなるというのは言われるまでは気がつきませんでした

し特に価値観と文脈固定のルールは属人的であり一般的な原理原則が 2 番目にあ

るというのはそうやって図式化してもらって初めてなるほどなぁと納得した感じ

です。 

 

確かに原理原則になるところは色々な音源で鮒谷さんがことあるごとにおっしゃ

っていたことでこれらが必要だということが分かっていながら私は以前と比べれ

ばマシにはなっているものの無意識レベルでは身についてないなぁと思うことが

多かったです。 

 

価値観と原理原則という人生の OS としてなるべく早く身につけるため原理原

則について音源の中でいくつか例として挙げて下さっているものにプラスしても

う一度整理して言語化します。 

 

自分のキャリアの軸をどこに置くかについて今いろいろ考えていたところ

ではあったのでまさに今の私にドンピシャリに必要な音源をありがとうご

ざいました。 

 

久しぶりに音源購入させていただきました。 

最近なかなかメルマガを読めていなかったのですが今回はたまたまメルマガの題

名のシステムという単語に惹かれて音源を購入したのですが鮒谷さんが Q&A で

「「メルマガを読んでもらう」ではなく「メルマガを取り続けてもらう」ことを基

準の一つにしている。続けてくれれば件名によって購入してくれる場合がある」と

言っておられて、「私のことだ」と思わず笑ってしまいました。 

こういう風にご自身のビジネスの意思決定基準を決めておられるのかとい

うリアルな実例も示していただき、ありがとうございました。 

（Ｊ．Ｎ 様） 
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今回のシステム＆カオス音源を聞いて、自分の今後の目標設定において

being 目標を立てる際には、同時に勝つべくして勝つためのシステムを構

築するという視点も必要になると感じました。 

今回、久々に音源を購入させていただきました。 

今回の購入に至るまでは、従前の日記音源、目標設定音源を繰り返し聞いて

いました。 

 

日記については、3 年以上前、司法試験の受験の翌日から書き続けていま

す。日記は偶に検索機能を用いて見返すのですが、いつからか特定の単語が

何度も言及されているのを見て、自分が何に関心を持っているのか、それに

対してどのように認識が発展してきているのかがチェックでき、自分の人生

が少しずつではあれど確かに前進していると実感できるようになりました。

今ではおおよそ 1 日に 10 回以上日記を記述しています。 

 

ここ最近は、いわゆる人生 100 年という長いスパンの中で自分はさらに何

を目指すべきか、どのような目標設定をするべきか、自問自答することが増

えました。 

 

そして、『LIFE SHIFT』などで言及されている無形資産なるものを手に入れるた

めには気の遠くなるような膨大な時間がかかるのであり、したがっていわゆる第

4 領域や第 3 領域に時間をなるべく浪費しないようにしたり、金で時間を買う技

術などを最大限用いることで第 2 領域の積み上げるべきもののために時間を投入

しなければいけないということを強く実感するようになりました。 

 

今回のシステム＆カオス音源を聞いて、自分の今後の目標設定において

being 目標を立てる際には、同時に勝つべくして勝つためのシステムを構

築するという視点も必要になると感じました。 

 

システムについて一度に一度しか組み込むことができないという点も地味ながら

重要であると思います。焦って色々なことに手を出しても既存のシステム含めて

すべてが破綻する可能性があり、一つ一つ丁寧にシステム構築を行う必要性を強

く感じました。一つのシステム構築にある程度の時間をかけて集中できるように

するためにも特定の being 目標に対する強い思い、情熱が自分に本当にあるのか、

適当な目標でしかないのか、自問自答を常に続ける必要がありそうです。 

 

システムが構築されてくると生活がシンプルになるという話がありましたが、そ

れは確かにその通りだと感じましたし、そのような状況に至ったらさらなる飛躍
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のために、カオスなるもの、新しいシステムの組込みを模索し続けることが重要に

なりそうですね。 

 

音源を聞いていて私が司法試験を受けたときのことを思い出しました。私は当時

司法試験の受験日の 5 ヶ月前には自分がこのまま勉強を続ければ司法試験には合

格できるだろうと感じていました。そのため合否については安心していましたが、

同時に「このままでは約 9 ヶ月後の合格発表日には『ただの司法試験に合格した

人』にしかなれないのではないか」という別の種類の不安を感じ始め、焦っていま

した。そのため自分がさらに成長、自己変革するための方法論を探していたとこ

ろ、司法試験受験日の 2 ヶ月前には鮒谷様のメルマガを発見し、そこで日記の有

用性を知り「司法試験を受験した次の日からは日記を書き始めよう」と決意し、現

在まで至っています（『LIFE SHIFT』など今の自分に強い影響をもたらした本を

読んでいたのも当時のことでした）。 

 

当時はまさに試験合格のための方法論、システムを構築し終えて静寂、退屈を感じ

始めていたからこそ自分がさらに取り入れるべき新しい刺激を求めていたのかも

しれません。私の周りの人の中には受験前から合格発表日までの長い間を「自分は

果たして合格できるのだろうか」と不安に感じ、そわそわして物事に手がつかない

という人もいたようです。冷静に考えれば受験後から合格発表までに何もしない

というのは時間の浪費にしかならないのですが、勝つべくして勝つ状況まで持っ

て行けなければどうしても不安感がぬぐえないために次の手が打てないという最

たる例なのかなと思いました。 

 

このようなことを思い出して改めて勝つべくして勝つためのシステムを、地味

な作業ではあるものの構築することを意識し続け、第 2 領域へ投入するた

めの意識的な時間を生み出し続け、システム拡張のためのカオスを求め続け

ることは大切であることを実感しました。 

 

音源を聞いてから改めて書店などに行くと「武器としての●●」などのビジネスパ

ーソン向けの本や「簡単に●●できる！」などの帯が相変わらず目立ちます。ネッ

トを見ていても自己投資でやるべきこと、●代のうちにやるべきことなどのタイ

トルの記事は具体的でわかりやすいが故に目につきます。しかし、そのような情報

は OS としての本質的な学びにつながる物は少なく、飽くまでもアプリケーショ

ンの位置づけに過ぎないということが自分の中でクリアになって来た気がしま

す。アプリケーションをどんどんインストールすることにむやみやたらにハマり

すぎないように自分なりに整理して情報や他人からのアドバイスに向き合うべき

だと改めて感じましたし、自分が他人にアドバイスをする際にもこのような位置

づけの整理について気をつけたいと感じました。 
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また、音源を聞いて「チャンスは人を通じてしかやってこない」「袖ふれあう縁を

大切にする」という視点はここ最近の自分には欠落していた（ようやく思い出し

た）視点だったと感じました。今後は意識していきたいです、とそれらしい感想を

書きたいところですが、おそらくここで何も対策をしなければこの感想を送った

次の瞬間には再び忘れてしまうというのが悲しいかな現実かと思います。 

 

というのも、途切れてしまった縁の先から得られるはずだった逸失利益について

私は実感を持って感じたことがなく、縁を大切にするとは具体的にどのようなこ

とを指しているのか、イマイチ腹落ちしていないためです。ご縁を大事にするとい

う視点は今の自分に足りていないものであることはほぼ間違いないので、何とか

してもっとイメージを深めたいと考えております。 

 

もっとも、同時に人間関係の構築のためには間違いなく一定の時間の投入が必要

であり、適当に、徒に人間関係を広めたいという気持ちは私にはないと思われるの

で、どのような人とどのような形で自分は繋がりを持っていたいのか今後はより

具体的に自問自答を行い、どうにかしてこれをシステム化できないか考えていき

たいです。 

 

ありがとうございました。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。 

（Ｍ．Ｙ 様） 
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間違いなく、この音源も自分の中身を書き換えた、そういった音源だったと

感じています。 

自分では、意思決定基準に階層があるという見方をしたことがなかったので、その

見方を知っただけでも価値がありました。 

 

その意思決定基準の中で、私としては、一回で終わるものなのか、それともストッ

クとして積んでいけるものなのか、という問いは、特に重要な視点だと感じまし

た。ストックとして積めるものが、システムなんですね。 

 

日々、未来に積んでいくことの重要性は、鮒谷さんの他の音源を聴いて、

日々意識しています。ですが、「それはシステムとして積めているか？」と

いうという問いを自分の中で回したことがなかったです。またシステムをカ

オスをもって拡張していく、という点に関してもこれまで全く意識したこと

がない点でした。 

 

間違いなく、この音源も自分の中身を書き換えた、そういった音源だったと

感じています。 

 

鮒谷さん、いつもありがとうございます。 

 

また繰り返し聞いて自分のものにしていこうと思っています。 

 

よろしくお願いいたします。 

 

（メーカー勤務 Ｄ．Ｋ 様） 
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鮒谷さんが本番にのぞまれるときの姿勢・考え方をお聞きし自分は甘かった

なと思いました。本番に臨むときの姿勢・考え方を変えて臨むきっかけを与

えてくださりありがとうございます。 

意思決定基準を持つ理由として 

 

１、悩まなくする、 

２、仕事を早くする、 

３、アウトプットの質を上げる。 

 

そしてこれができると QOL が向上するということを理解しました。 

 

１、価値観、 

２、原理原則、 

３、文脈による固有のルール 

 

のお話を聞きました。 

 

１、価値感、 

２、原理原則は OS にあたる。 

３、文脈による固有のルールはアプリケーションにあたる。 

 

私が業種変更して感じたことは結果を出している人はまずこの OS がしっかりし

ている。ただこの OS がしっかりしていたら結果が出ると言うわけではない。 

 

やはり結果を出すにはアプリケーションが重要だということです。価値観×原理

原則×文脈による固有のルールの式を頭に叩き込んでバランス良く向上していく

ことが必要だと思いました。 

 

年プロでは主に OS にあたる部分の刷り込み、アプリケーションは主に個

別コンサルと思いますので、しかるべき時に個別コンサルも受けさせていた

だきます。 

 

常に向上していくにはカオス（3 割）、システム（7 割）という状況が良いことを

理解しました。この状況に自分はいるのか問いを立てて確認します。 

 

鮒谷さんが本番にのぞまれるときの姿勢・考え方をお聞きし自分は甘かった

なと思いました。本番に臨むときの姿勢・考え方を変えて臨むきっかけを与
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えてくださりありがとうございます。 

 

以上となります。 

（Ｋ．Ｉ 様） 
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今回の音源でも多くの気づきを得ることができました。 

鮒谷様 

 

この度はシステム＆カオス音源のご提供ありがとうございます。 

今回の音源でも多くの気づきを得ることができました。 

 

音源の中でお話しされた 

 

「固有の文脈で意思決定基準を持つ」 

 

と 

 

「成果を出すには、原理原則だけではなくアプリも必要」 

 

という言葉が自分の中で反響しました。 

そこからの気づきを感想としてお送りさせていただきます。 

 

意思決定基準を持つということは、当たり前と思われる言葉も「知っている」だけ

では、意思決定基準を持つということにはならず、自分の文脈を通じその言葉を理

解することで初めてその言葉が意思決定基準まで昇華させること。 

 

原理原則だけ持っていても、アプリ（手段）だけ持っていても、それら単体では、

自分の行動に結びつかないので成果が出ないと、自分固有の文脈でその言葉を持つ

ことの重要性に気が付きました。 

 

このような大きな気づきを得ることができました。 

 

改めてシステム＆カオス音源のご提供ありがとうございました。 

 

（Ｋ．Ｇ 様） 
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（音源を聴いて）自分の中に築くピラミッドという概念も刷新されたと思

います。これはまだイメージの段階なのですが、それまで自分の中でバラ

バラだった目標と意思決定基準というものが、同じピラミッドの中に複層

的に入り込み、一つの系として成り立っている、昔、付録についていた、

赤と青の色眼鏡で見ると、紙に描かれた絵が立体的に見えてくる、あのイ

メージです。 

鮒谷さん、システム＆カオス音源、拝聴しました。 

 

実は今回も最初は購入を躊躇していました。ただちょうど自分自身の中で、意

思決定に関する自問自答が煮詰まってきていたところでしたので、これは

やはり自分には必要なコンテンツだと思い、買うという意思決定をしまし

た。 

 

今思えば、、、日々のメルマガの中で意思決定基準に関する自分の自問自答

が深められていっていたような気もしています。相当前から「私は買って

いる」状態だったのかもしれません。もしそうだとすると、鮒谷さんの秘

孔は恐ろしいです（笑） 

 

ピラミッド音源、自問自答音源、そして今回のシステム＆カオス音源と、鮒谷さ

んは何度か「これは聞く人を選ぶ音源。」と仰っていました。ピラミッドと自

問自答の音源は何度か聞き直している中で、自分が選ばれているとまでは

感じないまでも、学ぶことは多いと感じていました。 

 

ただ今回の音源は正直、自分にはまだ早かったのかもしれない、と感じました。

特にそれは後半の部を聞いていた時にです。 

 

前半はこれまでの音源、遡れば三田紀房さんの音源でのお話にも通じるような内

容で、私の中では「よし、漆塗りだ。」という気持ちで聞いていました。いくつ

か感想のタネになるようなものもピックアップしていました。ところが同時に、

「カオスっていうのはどの部分なんだろう。。。」という思いを感じながら聞い

ていました。 

 

そして後半に入った時、、、私の中で事態は一変しました。感想のタネも全部吹

っ飛んでしまいました。 

 

自分にはベースキャンプ、すなわち安全基地だと感じられるような基盤が全く築

けていない。少なくとも盤石には程遠い、システムと呼んで良いかどうかも分か
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らない代物しか存在していない。そう気付かされたからです。 

 

目標を掲げ、日々それに近づくために自分では必死に足掻いてきたつもりです

が、どこかちぐはぐというか、それぞれの行動・動きにバラバラ感があると感じ

ていました。その理由がここにありました。 

 

基盤の部分がないから拡張していかないのに、そこに焦りやもどかしさが生まれ

ると色々試行錯誤する方向に身を投じてしまう。意思決定をしているようで、そ

れは単なる思いつき。自動思考。足掻いているけれども地に足はついていないの

で、結局空回り。そういう間違いを犯していたのだと思います。 

 

後半の部で仰っておられたように、そういう自分というものを俯瞰して見てみま

すと、なんとも小さなピラミッドがそこにはありました。 

 

けれどもそれを横から見て見ますと、頂上だけは一丁前に高い。でも基盤が非常

に狭いので不安定極まりない。細長い四角錐。そういう感覚がふっとおりてきま

した。上から見るとただ小さい、としか感じないのですが、地上に降りてきて見

るとそう見える。これはどこに理由があるのか、、、と自問自答が生まれまし

た。 

 

鮒谷さんが途中で余談として仰っていたある放談会の質疑応答で、"模倣する"こ

とについて答えておられたきっかけの質問は実は私がさせていただきました。そ

れから私の中で、鮒谷さんを模倣対象ににしようと決めました。 

 

その模倣の中で、今回の前半部分の 3 階層の話で言えば"原理原則"の部分はたく

さんパクらせていただいてきました。鮒谷さんが模倣された高井先生のご著書を

読んだり、日経新聞の私の履歴書を読むようになったのもそれからです。個別具

体の行動を模倣しながら、その奥にあるもの、原理原則として鮒谷さんが価値の

あると感じておられるものを模倣しようと努めてきました。それ自体は間違って

いなかったと思います。むしろそれがあったからこそ、自分の生活は見違えるよ

うになり、自分が本来進みたいと思える道の入り口に立たせてもらえたと思いま

す。 

 

ただ同時に、私の中で大きな間違いを犯していることにも気づかされました。そ

れは先ほどの 3 階層のことで最後のほうに 3 つの掛け算のお話をされていた時

です。自分はいつのまにか、、、いやいや、少なくとも一年ぐらい前に自分が書

いていたメルマガを止めてブログに移行した時には既にうっすら気づいていたと

思いますが、鮒谷さんの価値観の部分まで模倣しようとしていたんですね。それ

がはっきり言語化することができました。 
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だからピラミッドが細長い形になっていたのでしょう。 

 

理想はあるけれど実を伴っていない、ピラミッドとは似ても似つかない形のもの

を必死に作ろうとしていたように思います。サウザーの聖帝十字陵と同じよう

に、規模としては甚だ矮小ですが崩れ去っていくような感覚を覚えながら、今回

の音源を聴き終えました。 

 

もちろん原理原則の部分と同じように、鮒谷さんの持っておられる価値観をわか

っているのではなく、あくまで読んだり聞いたりして「こうだろう」という仮説

をもとに検証したものを自分では模倣しようとしてきました。その過程でのバグ

があったことも否めません。ただ鮒谷さんの今回のお話、そして年プロの参加者

の方々のご感想、ご質問を聞かせていただき、少なくとも参加者の方は、いつも

鮒谷さんと密にコミュニケーションを取られながら、完全模倣するのではなく、

それぞれ独自のピラミッドを築いておられるということにも気付かされました。 

 

自分自身がどんな生き方をしたいのか、どんな成果を出したいのか、すなわち目

標をどこに置いているのか、そこが自分には圧倒的に足りていない、まだまだで

きていないのだと思い知らされました。ですので正直に申し上げて「私はまだ今

回のシステム＆カオス音源のカオスの部分の価値を享受できてはいないと思って

いる。」という、冒頭の話につながります。 

 

今回、自分の中に築くピラミッドという概念も刷新されたと思います。こ

れはまだイメージの段階なのですが、それまで自分の中でバラバラだった

目標と意思決定基準というものが、同じピラミッドの中に複層的に入り込

み、一つの系として成り立っている、昔、付録についていた、赤と青の色

眼鏡で見ると、紙に描かれた絵が立体的に見えてくる、あのイメージで

す。 

 

2D から 3D へ。目標と意思決定基準を自分の中でリンクさせ、3 階層を

意識し、これまで鮒谷さんからたくさんパクらせてもらってきたものを土

台にし、その上に自分なりのピラミッドをもう一度作り直していく。遠回

りのようですがそれが近道であると信じて、進んでいきたいと思います。 

 

そして一刻も早く、今回の音源の後半部分、カオスの価値を生かせるようになり

たいと思います。 

（大阪 ECO 動物海洋専門学校 獣医師／臨床心理士 渡邊 力生 様） 
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俯瞰以前は、「目標」、「物語」、「日記」、「時間管理」、「行動」などの柱から

構成される構築物としてのイメージを自分では描いていましたが、より様々

な俯瞰視点を持つことにより対象イメージの解像度が上がってきたように

思います。 

いつもありがとうございます。 

 

今回は意思決定基準のお話を頂きました。まず、なぜ意思決定基準が必要なのかと

いう有用性から始まり、意思決定基準は階層構造を持っていることが解き明かさ

れました。そして、個々の階層の詳細解説の次に、これらの階層からなるひとつの

システムまたは系をいかに拡張していくかという方法論について、コスモス対カ

オスという対比でご説明頂きました。 

 

後半でここ最近の年プロでのお話のことを「俯瞰シリーズ（？）」と言われておら

れたと思いますが私自身もまさにと実感しています。階層構造であったり、ピラ

ミッドであったり、またゲームや少し領域が狭くなりますが、アバターであ

ったりプロフィールであったりします。この俯瞰的視点は今まで学んだこと

の理解を深めてくれると思います。 

 

俯瞰以前は、「目標」、「物語」、「日記」、「時間管理」、「行動」などの柱から

構成される構築物としてのイメージを自分では描いていましたが、より様々

な俯瞰視点を持つことにより対象イメージの解像度が上がってきたように

思います。 

 

一方で、勝手に期待させて頂いていることとして、このピラミッドに代表される意

思決定基準の構造物が今後どう変化していくのだろうかということです。「目標」

など主要な柱に新たな柱が加わるのか、俯瞰視点が増えるのか、ピラミッド的な表

現が基盤とする 3 次元からさらに次元が増えたり、全く異なる次元表現が登場す

るのか、、、今後が楽しみです。 

（Ｋ．Ｍ 様） 
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「本能に逆らう意思決定基準」に従って意思決定して行動に移していくこと

で、見える世界は大きく変わり、自分が変化・進化することへとつながって

いるのではないか、と音源を聞きながらイメージしております。 

鮒谷様 

 

この度も音源ありがとうございます。 

 

拝聴していて、ある一点がとても強く印象に残っております。 

 

「本能に逆らう意思決定基準」 

 

という言葉です。 

 

聞いたときは印象に残るというより、ドキッとしました。というのも、私は本能に

忠実な意思決定ばかりを下しているからです。それがいろいろな問題の根本原因

であることに、今更ながら気づきました。たとえば、休みの日はまだまだ寝ていて

も文句も言われるわけないし、眠いからまだ寝ていようと決めて寝て、昼前に起き

てしまうとか、この土曜日は試験勉強しようと考えていつつも、ついつい You 

Tube を長時間眺めてしまうとか、晩御飯はなるべく低カロリーのものを食べよう

と朝は考えていたのに、夜になって腹が減ったら、コメをたらふく食べて後悔した

り・・・・・ということを何度も繰り返していました。 

 

これらはすべて本能に忠実に従った意思決定基準であり、とてもラクです。逆に

「本能に逆らう意思決定基準」はかなりシンドイです。シンドイですがこれを何度

か繰り返していかない限り、ずっと惰性に流された生活になるわけで、何も変わる

ことは無いと、今更認識しております。 

 

そして、本能に忠実な意思決定基準は「時間でお金を買う」ことになる、という趣

旨のことをおっしゃっておられたと認識しておりますが、間違いない、その通り！

と頷いていました。時間でお金を買う意思決定基準はとてもラクです。逆にお金で

時間を買う意思決定基準は本能と逆なのでシンドイ想いをします。ただし「本能

に逆らう意思決定基準」に従って意思決定して行動に移していくことで、見

える世界は大きく変わり、自分が変化・進化することへとつながっているの

ではないか、と音源を聞きながらイメージしております。 

 

また、「復習」という言葉も出てきておりますが、これも「本能に逆らう意思決定

基準」の一つだと思っております。復習って地味だしつまらないし退屈になりがち
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でついつい怠けてしまいがちです。これが「本能に忠実な意思決定基準」ではない

か、というイメージが湧いております。同時に復習を怠けている自分に気づいて恥

ずかしくもあります。 

 

この音源はもちろんですが、これまでにいただいた音源も復習して「本能に

逆らう意思決定基準」へと変わるべく、まずは音源を復習することから始め

ていきます。 

 

今回もありがとうございました。 

引き続き、よろしくお願いいたします。 

（金山 直志 様） 
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この音源を聞くことで、今の仕事をシステム化することをもっと真剣に考え

るようになりました。そして、その後に楽になるということを信じるだけで

気分がかなり楽になってきました。 

今回の音源は自分にとってタイムリーな内容であったと思います。というの

も、最近は充実感はあるものの、やるべきことに初めてのことが多すぎて、

疲労感のようなものを感じることが多くなってきていたからです。 

 

まあ、目標達成音源を聞く前の「退屈」な状態よりは良いのですが、何とか

もっと楽に進められないものかと考えることが多くなりました。 

 

しかし、この音源を聞いて、その解決策がわかりました。つまり、私はシス

テム化の努力が足りていなかったのです。足りていないというより、想定し

ていない、といった方が正しいかもしれません。特に今の労力を減らす施策

が「慣れれば楽になるだろう」しかなかったのです。しかし、この音源を聞

くことで、今の仕事をシステム化することをもっと真剣に考えるようになり

ました。そして、その後に楽になるということを信じるだけで気分がかなり

楽になってきました。この気づきと変化が、本音源の価値だったと感じてい

ます。 

 

もう一つ大きな気づきを得られた部分が８の字ダンスの比喩の部分でした。主な

お話は How のエネルギーを Why から補充するという話でしたが、私がこの例え

で注目したことは What の部分でした。ここからは私の推測も入ります。上の

What は人の価値観なので、様々で大きくなっています。そして、How はここの

行動なのでもちろん広がっています。しかし８の字の中央、What の部分は１点に

交わっています。 

 

これは、多様な価値観も行動もあるが、その中でも、「ご縁を大事にする」や「お

金で時間を買う」は変わらないということになります。良く考えてみても、確かに

これは正しいのではないかと考えています。これは本音源で得られた大きな気づ

きでした。 

 

いつも良質なコンテンツのご提供ありがとうございます。 

今後も期待しております。 

（半導体エンジニア 蔵本貴文 様） 
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この音源で語られている事は他の方が直接セミナーで言われていた通り鮒

谷さんがいつもおっしゃっていたことに関する目次的な役割であると。。 

鮒谷さん、セカンドステージの皆様 

 

このたびは音源ありがとうございました。 

 

今回の音源につきましては、既に年間プログラムで直接タイムリーにお聞きして

いたことでありましたが、直後なかなか言語化に至らず音源リリースに伴いよう

やく感想を書くことができました。 

 

ようやく言語化できました今に至っては、この音源で語られている事は他の方

が直接セミナーで言われていた通り鮒谷さんがいつもおっしゃっていたこ

とに関する目次的な役割であると。。 

 

今更ながら「あーそうだったのか」と、より明確に深く腹落ちできた次第です。 

 

これまで 

 

「システム化しましょう」 

「意思決定基準を持ちましょう」 

「認識に亀裂を入れて自らを陳腐化させましょう」 

 

といった話を何度も聞かせていただいておりました。 

 

今回、それらの意味について、「システム」と「カオス」と言う言葉にぐっと凝縮

されていたことに気づき、驚きが立ちました。これまでの私の認識としては、「結

果を出すためには仕組み化が必要」と言う話は、「自分がどこまでできているかど

うか？」と言う話は一旦棚に置いておきながらも、当たり前のように捉えておりま

した。 

 

しかし、よくよく今回のセミナー音源を聞かせて頂くと、「見えている仕組み」に

ついては捉えていたつもりでしたが、果たして「見えていない仕組み」に対して、

どれだけ能動的に仕組み化及びシステム化を意識して構築しているか？と自問自

答したところ驚くほど意識していないのでは？？と感じずにおりませんでした。 

 

「見えていない仕組み」と言うのは自分の思考、意思決定基準である。それを見え

るものとして言語化して、それを仕組みとして意識だけではなく体に刻みつけ、呼
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吸をするように、そして、汚い言葉ですが鼻をほじりながらも難なくできるような

状態にできているのか...？ 

 

要するに「意識的無能」から「意識的有能」を経て「無意識的有能」にたどり着く

までの「極めて地味で辛気臭い」と下手すれば飽きてしまうような苦しい道を、そ

れでも王道であると諦観して這い上がって進めているか？と自問自答せざるをえ

ませんでした。（同時に、まだ中毒化までに至れていない、ということにも気付き

ました） 

 

特に、セミナー最後の感想のところで、中田さんが「これは会社員であろう

とそうでなくても関係がない話」と仰っていたのは、とても印象的でした。 

 

会社員である私は、会社の仕事がうまくいっている時はその会社に予め敷かれた

仕組みに安心して乗っかり仕事をすることができていました。しかし、その仕組み

にミスマッチが生じた途端、苦痛を感じ将来が不安になり、仕組みに乗れない自分

に自信を持てなくなり、「無意識的無能」から「無意識的有能」にワープしたくな

るような行為を繰り返し、大きな失敗を犯してしまった過去がありました。しかし

今思えば、そのミスマッチから生じた混乱すなわちカオスこそが、そもそも鮒谷さ

んの年間プログラムに参加するきっかけであったと思い返しました。 

 

そして副業のチャンスを掴み、新たなキャリアと収入源を得るに至った結果に繋

がったんだなぁ、としみじみ感じております。つまり、いろいろやらかした過去が

あったものの、結局のところ、それはシステムに対するカオスであり、自分から進

んでそういった状況になりたくないにしても、いかに「有難い」と受け止め、OR

の発想ではなく AND の発想で矛盾したことも、アウフヘーベンして新たな意思

決定基準や結果を、自ら取りに行く！という意思決定と行動。 

 

これは、日々意識して「やろう」と決めて行動していれば、自分でも可能なんだ、

と。まだ大きな結果を出していませんが、実感しているところです。 

 

自分も含めて、多くの人は自分が自ら進んで組み上げたシステムではなく、他者や

社会によって予め敷かれたシステムに組み込まれ、そこに対するミスマッチが生

じても、「そういうもんだ」と自問自答せずに窮々としている面があると思います。

特に、思索の面で気付かない所で渦を巻かれていないか？に細心の注意を払わな

ければと感じました。（敢えて巻かれていても、「意図しているかどうか」が重要） 

 

やはり、今回の音源を通じて感じた事は、「1.価値観」と「2.原理原則」と言う地

味で辛気くさいことところを優先順位として上げながらも、その上で「3.文脈に応

じた個別のアプリケーション」を導入していく、という順序こそが鉄板であり、再
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現性が高いシンプルな人生の攻略法だなぁと改めて感じ入りました。 

 

これは私の過去の失敗談からも明らかなことです。最近の年間プログラムのセミ

ナーの内容は、抽象的な内容が多く、ほとん眉間にシワを寄せながら「しかめっ面」

で受講をさせて頂き、なかなか言語化に至りませんでした。しかし、特に抽象度が

高かった先の「語どもたち音源」についても、今回の「システム化」の一要素とし

て細分化された部分を語っており、人生をより豊かにするためのシステムを構築

するため、より良い言葉を競わせて選択していく。能動的に言葉を取りに行く。能

動的に自分の人生を生きていく。との方針を掲げてピラミッドを構築していくと、

意識しないでもできなかったことができてくるという境地に至る螺旋階段を登り

ながら、人生を生きていけるのでは？と、また being 目標も書き換えなければな

ぁと思うに至りました。 

 

長くなりましたが、いつもありがとうございます。変わらず邁進させて頂きます。 

（船津 忠文 様） 
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