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松下幸之助の経営哲学とリスクマネジメント（失敗しない経営） 

 

１）倒産のリスクへの対応 

 

 先に述べたように、松下幸之助は、小学校 4 年生のときに父親が米相場で失敗して、全

財産を失ったことから、大阪に丁稚奉公に出されることとなり、大変苦労した経験があっ

た。そのため、自身で起業した後、それなりに一所懸命努力して、数年が経過した頃、従

業員の数も徐々に増えてくると、“もし自分が経営判断を誤って会社を潰してしまえば、こ

の人たちを路頭に迷わせることとなってしまう。そのようなことは決してあってはならな

い”との強い思いを抱くようになり、そのことに人一倍強い“責任感”を感じていた。そ

こで、何としても“安定した経営”をしたいと考えた。 

 

 松下幸之助は、それまでの事業経験において中小企業の多くの経営者を見てきた中で、

事業経営に失敗し、会社を倒産させる経営者の多くに共通する落とし穴があることに気づ

いた。それは、“これは自分の会社やからすべて自分の好きなように何をしてもいい”と経

営を“私事”と考えて、自分の好きなように経営を行いがちであり、いつの間にか自分の

フトコロ具合ばかり考えて、次第に従業員や得意先、取引先のことを考えるのが“後回し”

になるということであった。その結果、製品は、顧客の求めるものから離れて行き、顧客

の支持も得られなくなる、取引先との関係もうまく行かなくなり、従業員も、大切にされ

ることもなく、“やりがい”もがなくなってバラバラになり、力を出し切らない。これが、

多くの中小企業の経営者の経営の典型的な失敗のパターンであった。 

 

 この点、松下幸之助は、次の様に述べている。｢商売というものは、非常に難しい。しか

し、また一面非常にしやすいものだとも言える。・・・己の心に囚われて物を見る場合に色々

と難しさが起こってくるようだ。自分の立場からしか物が見られない。世間の声は二の次

だという考え方でゆくと、事毎に支障が起こってくる。｣「成功する経営者と失敗する経営

者の間にある大きな違いは、私心にとらわれず、公の心でどの程度ものを見ることができ

るか、ということにあると思います。私心つまり私的欲望によって経営を行う経営者は必

ず失敗します。私的欲望に打ち勝つ経営者であってこそ、事業に隆々たる繁栄、発展をも

たらすことができると思うのです。」（「松下幸之助一日一話」p.121） 

 

 すなわち、経営者にとっての“最大の敵”は、自分自身の心であり、それが自分の利害

や感情などの“私心”にとらわれることであるということに気づいたのである。“私心にと

らわれること”の弊害は、これまでも繰り返し述べてきた通り、自分の利益となることや

自分の好きなことを“軸”として、物を見て、物を考えることとなり、それ以外の“重要

なこと”を“削除”し、また、自分の利害や感情に都合のいいように解釈し、決めつける
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ことで、物事の実相を客観的に見ることや客観的に考えることができなくなることである。

それは、経営者にとっては、致命的な欠陥となる。それ故、“私心へのとらわれ”、換言す

れば“私的欲望”を如何に克服し、“公的欲望”に転換するかということが、松下幸之助の

経営哲学の中核を成すテーマとなった。それは、まさに企業の倒産というリスクへの対応

という“リスク管理”であった。そのために、以下のような様々な工夫がなされたのであ

る。 

 

第一に、経営者の基本的な心構えを“私心へのとらわれ”を排した“素直な心”とした。 

「そのときどきの自分の利益になることのみを追い求め、肯定し、損害になることはすべ

て忌み嫌い遠ざけ否定する、というような姿であるともいえる」「そういう、自分のことし

か考えない姿というものは、往々にして他の人々の利害を無視したり、軽視したりするこ

とにも結びつきかねません。したがって、とかく人びとの反発、非難を受けることにもな

るでしょう。そこには争いが生じ、自他ともの損失を生むことにもなりかねないと思いま

す。」（「素直な心になるために」pp.125-126） 

 

ここで、｢素直な心｣とは、｢私心なく、くもりのない心、一つのことにとらわれない心｣

であり、｢自分の利害や感情、知識、先入観、固定観念にとらわれず、物事をありのままに

見ようとする心｣をいう。（｢実践経営哲学｣pp.160-161） 

 

そして、「・・・素直な心になれば私心にとらわれることなく、つねに自他とものよりよ

き姿を実現するためにという基準でものを考え、事を進めていくようになると思うのです。」

（「素直な心になるために」p.32） 

 

第二に、『自然の理法に従うこと』を経営理念の一部としたこと。それは、いつも淡々と

同じように光を注ぐ太陽のように、情勢や自分の利害や感情に流されることなく、「当然の

ことを当然にやっていくということ」を意味する。「その為すべきことをキチンとなしてい

れば、経営というものは必ずうまくいくもの」だと言う。ところが、実際の経営となると、

そのとおりやらない場合も出てくる。“私心”にとらわれて「なすべきことをなしていない

姿」であり、あるいは、なすべきでないことを無理になしている、天地自然の理に反した

姿だとし、「経営の失敗というのは、すべてそういうところから出ているといってもいいで

あろう。」と断じるのである。（「実践経営哲学」pp.45-49） 

 

第三に、「事業を通じて社会の発展に貢献する」ことを「綱領」として定めるとともに、

『商売は私事ではなく、公事である』『企業は社会の公器』だと位置づけたことです。これ

により、事業の目的及び会社の存在意義、そして企業の使命が、「事業を通じて社会の発展

に貢献する」という“公的欲望”の実現にあること（“私的欲望”は排除される）明示し、
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進むべき方向と達成すべき目標を確定させた。曰く、「経営といい商売といい、これ皆公事

にして、私事にあらず、商売大切にその道に尽くすは君国に忠誠をいたすと同じきなり、

従って、商売は常に公の心をもって行い、いささかも私心をはさまざるよう心がくべし」

（「経営の心得」） 

 

２）“先憂後楽”の発想 

 

 

 事業経営にはリスクがつきものです。これからやろうとする自分の事業に関して、目標

を実現するために必要な施策を実施する一方、そのプロセスにおいて生じうるリスクにつ

いては、運命に委ね、起こったときに事後的に対応するのか、あるいはそれらのリスクに

予め手を打ち、リスクを自らコントロールしていくのか、選べるとすれば、皆さんならど

ちらの道を選ぶでしょうか？ 

 

左の道は、「事後の対応」つまり「出たとこ勝負」です。必要な施策は実行するものの、

リスクについては、事前に色々考えて対応するということはせず、『自ら事前にリスクをコ

ントロールすること』を放棄するわけです。その理由としては、事業を行うに際して、事

前に様々な心配事を考えても切りがないし、すべてに対策を取ることは非現実的だ、また、

それらの一つひとつが起こるかどうかもわからないのだから、事前の対応は当たり外れも

あって非効率だ。それ故、事後の対応、即ち実際に問題が起こったときには、問題は明ら

かであり、リスクのように曖昧なものではないから、その問題に対して的確に対応してい
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けば十分ではないか、その方がむしろ効率的だという考え方です。 

 

この考え方にも、“一理”あるように見えます。しかし、本当にそうでしょうか？ 

 

確かに、問題自体、既に目の前に起こっているわけですから、“外れ”はなく、効率的で

あるようにも見えます。社会が今ほど複雑化しておらず、リスク自体も比較的少なかった

高度経済成長時代には、妥当したとも言えましょう。当時は“作れば売れた”時代でした

から、兎に角作って売ることに経営資源を集中的に投入し、それを如何に効率的にやるか

だけを考える、後は問題は起こったときに都度必要に応じて対応していくという考え方で、

多くの日本企業はこの考え方を採り、それなりに機能してきたと言えましょう。 

 

しかし、その後社会が複雑化し、また、企業の活動がグローバル化してくると、企業を

取り巻く経営環境（外部環境や内部環境）に潜むリスクも多様化し、しかも、それらのリ

スクが発現した際の企業経営に与える影響度も格段に大きくなってきました。政治経済社

会リスクについて言えば、昨今の米中貿易戦争や中東のイランと米国の緊張関係、アジア

では、中国の覇権を狙った動き、北朝鮮の核開発問題等々があります。また、法令違反（コ

ンプライアンス違反）について言えば、例えば、特許権や商標権、営業秘密（トレードシ

ークレット）、意匠権などの知的財産権や模倣品問題、独占禁止法違反、不正競争防止法違

反、贈賄防止法違反、代理店保護法違反、個人情報保護法違反、移転価格税制、PE（恒久

的施設）や技術援助ロイヤルティと各国税法違反、PL（製造物責任）問題、安全保障輸出

管理関連法令違反、Rohds や REACH など環境保護関連法違反、児童労働禁止法違反、マ

ネーロンダリング防止法違反、契約上のリスク等々です。企業の内部環境では、派遣社員

の増加による企業へのロイヤルティと能力の低下とその悪影響もリスクとなります。 

 

これらの多様化し、かつ、影響度の拡大しつつあるリスクに対して、『事後の対応』にの

み依存し、事前に何らの対策を打たないと、リスクが発現したときには、あっという間に

致命的なダメージを被ってしまい、企業としての存続も危うくなる場合すら生じてきます。

そのような場合に、「事後対応のアプローチ」では、まずリスク発現の第一波をもろに受け

てしまいます。そして、『事後対応の対策』では、後手に回って、適切かつ有効な対策とな

らない場合が多いのです。そもそも『事前の対策』を打っておけば、そのリスクの発現自

体を防止できたかもしれません。また、防止できなくとも、リスクが発現した場合の被害

を低減できたかもしれません。さらに、それらの対策は、事前だからこそ打てるというも

のもあり、その意味で『事後の対策』には限界があることを忘れてはなりません。 

 

このような意味で『事前の対策』と『事後の対策』とでは、決定的な差が生じる場合が

あるのです。『事前の対策』には、そのリスクの発現自体を予防又は発生の可能性を低減す
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る対策とリスクが発生した場合の損害の大きさを低減するための対策があります。 

 

また、『事後対応のアプローチ』を採ろうとする経営者にはさらに問題があります。それ

は、そのような経営者は、多くの場合、自己防衛本能から、自分を守ろうとして、『自分は

悪くない』ことを確保するため、経営の失敗という結果を“他人”や“環境”のせいにし

がちなのです。その結果、自分はむしろ“犠牲者”“被害者”だとして、いわゆる“被害者

意識”が生じてきます。そうなると、他人や環境の原因に焦点を当てて、『自分は悪くなか

った』ことの“証拠”を探すようになり、その反面、実際には自分や自社の中にあった失

敗の原因に関する情報は“削除”されて、見えなくなってしまいます。その結果、それら

に気がつかず、それらを改めるということもしませんので、そのような原因は残ったまま

“放置”されることとなり、また、同じ失敗を繰り返すことになります。つまり、“リスク

に弱い企業体質”がいつまでも変わらないということが最大の問題なのです。 

 

これに対して、右の道、即ち自らの事業の将来とそれに向けたプロセスは、自らコント

ロールするのだと考え「自ら主体的に事前の対応をしていくこと」を選択するというのが、

松下幸之助創業者の選んだ道でした。松下幸之助は、中国の故事からヒントを得て「指導

者にいわゆる先憂後楽の心がなくてはならない。」と強調しました。松下幸之助は、「先憂

とは、・・・広くとれば、難局に直面せずにすむようにつねに人びとに先んじてものを考え、

いろいろ発想し、それに基づいて適切な手を打っていくということ」だとし、「難局に直面

してこれを打開していくというところに、指導者の手腕が求められる場合もある。そうい

うことはもちろんきわめて大切であるが、より大事なことはできるだけそうした難局に直

面せずにすむように、あらかじめいろいろと手を打っておくことであろう。」と述べて、「そ

のような責任自覚のない人は指導者として不適格だ」とまで断言するのです。（「指導者の

条件」より） 

 

このように「事前の対応」を強調しますと、「そうは言っても、あれもこれも対策するこ

とはできない」という声が聞こえてきそうです。もちろん、リスク対策には、人物金の経

営資源を投入する必要があり、経営資源は“有限”ですから、多様化した現代のすべての

リスクに対策を打とうとすると、事業経営自体が成り立たないということにもなりかねま

せん。しかし、それ故にこそ、“リスクの絞り込み”、即ち『その会社として本当に重要な

リスク』を特定し、優先順位を明確にして、そこに集中的に経営資源を投入し、適切なリ

スク対策を採ることが大変重要となるのです。 

 

 何がその会社にとって重要なリスクとなるかは、その会社の事業そのものの性質や事業

活動（オペレーション）の特徴やそれらを取り巻く経営環境と経営理念や企業文化・風土、

社員のモラル・意欲などの会社の内部環境に応じて決まってきます。 
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そして、何を重要リスクと捉え、そのリスク要因を分析してその根本原因を突き止め、

そこに適切な対策を事前に打つ、そして、モニタリングすることにより、ＰＤＣＡを回し

継続的に改善をしていくというリスクマネジメント能力の差がこの２１世紀の企業間競争

の重要な部分を左右することとなってくると考えています。企業は、表面的には、技術や

製品という「攻め」の部分で競争しているわけですが、目に見えにくい水面下では、リス

クマネジメントという「守り」の部分でも競争をしていると言えます。進化論を著したチ

ャールズ・ダーウィンの述べた言葉「強い者、大きな者が生き残るのではない。変化に対

応した者だけが生き残るのだ。」は、２１世紀の経営環境の大きな変化の中から出てくるリ

スクに対応できた企業だけが生き残るのだと読み替えることができるのではないでしょう

か。 

 

また、リスクマネジメントには、上に述べた「守りのリスクマネジメント」に加えて、「攻

めのリスクマネジメント」とも言える機能があります。事業活動においては、中長期経営

戦略を立てて、その目標を実現するために様々な施策を考えて実行していくわけですが、

それらの施策を実行していく際に、『その施策の実行を阻害する要因』となるリスクや『そ

の施策の実行によって生じる副作用や弊害』たるリスクというものが潜んでいることがあ

ります。ところが、多くの場合それらのリスクというものをそもそも考えないことが多い

のです。あるいは、気づいても、皆の“前向きな姿勢”に水をさすように感じられて、指

摘することなく、それらを無視・軽視してしまうのです。前者の例は、経営戦略は『利益

重視』に変わっているのに、営業社員の評価基準は『売上至上主義』のままであるという

場合です。また、後者の例は、『コスト削減』の戦略を一律に実行することにより、必要な

安全対策（JR 西日本の列車事故における自動停止装置 ATS の設置延期）が実施されないと

か、仕入先の集中により地震発生時に被害を受けた仕入先からの部材の供給が止まってし

まうという場合です。 

 

これらのリスクにも対処できる『リスクマネジメント能力』の高い会社は、他社の真似

できない高い経営目標を確実に実現し、しかも、副作用を生まない結果を出すことのでき

る強い会社であると言えましょう。それ故、このようなリスクマネジメント能力は“裏の

競争力”とも言われます。その模範的な例は、トヨタ自動車です。同社では、普通の会社

の倍くらいの時間をかけて、事前の検討を徹底的に行い、リスクを洗い出して対策を検討

し、他社の半分くらいの時間で一気に実行してしまうのです。 

 

左右２つの道のどちらを選ぶかは、皆さん次第です。選ぶ自由が与えられていると言えま

す。但し、どちらを選んだかによって、その結果は決定的に異なってきます。 
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３）『失敗の原因はわれにあり』と考える：失敗に学び、失敗を繰り返さない 

  

 事業経営において、何か失敗を犯してしまったときには、本来『なぜ失敗してしまった

のか』その原因を客観的に分析し、そこから教訓を学んで、将来同じ失敗を繰り返さない

ために手を打つべきである。 

 

しかしながら、“反省すること”は大切だと頭では思っていても、実際に反省し、総括し、

将来に備える人は、驚くほど少ない。自分を甘やかすからである。この点、松下幸之助は、

次の様に述べる。｢人間は、易きにつきやすい。ああしなければと頭ではわかっていながら、

自分が可愛いから、つい甘やかし、適当なところでお茶を濁しておきたくなる。｣過去の失

敗を反省することは、自分の“悪い所”や“弱点”を見ることとなりかねないということ

をいわば本能的に察知して、拒絶反応を示すのであろう。 

 

それでは、そのような考えと行動（反省しない）はどこから出てくるのであろうか？ 

 

それは、遡れば、経営者自身が、『企業経営は外部の情勢に左右されて、うまくいったり、

いかなかったりするもの（だ）』、あるいは『勝負は時の運』だと考えているからだ。 

 

実際、『勝負は時の運』だという考え方を持つ経営者は、経営に失敗したときには、『運

が悪かった』のだから仕方がないと考えることとなる。その失敗の原因は『運が悪かった

こと』にあったのであるから、その失敗について、それ以上原因分析をする必要がなく、

そこで終わってしまって、思考停止に陥る。その結果、その失敗を“反省すること”はな

く、それ故、“失敗の原因”は不明のままで、その失敗から学ぶこともなければ、その原因

に対して手を打つこともない。その結果は、将来同じ状況に遭遇すると、また、同じ失敗

を繰り返すこととなる。松下幸之助は言う。「うまくいかなかった時に、それを運のせいに

して、『運が悪かった』ということになれば、その失敗の経験が生きてこない。」（実践経営

哲学 p.56） 

 

ここで、重要な点は、どのような“心の持ち方”を採るかによって、その後の“物の見

方”と“物の考え方”が規定されてくるということである。それ故、松下幸之助は、『勝負

は時の運』という考えは、世の中の現実という意味では正しいかもしれないが、上に述べ

たような経営者にとって必ずしも良くない思考プロセスに誘導するという点で、経営者た

る者の“心の持ち方”としては、不適切であり、むしろ経営者たる者は、『必ず成功すると

考えなければならない』と断言するのである。 

 

松下幸之助は、次の様に考える。この宇宙、自然、人間社会は、すべて限りなく生成発
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展をしていくもの（“生成発展の原理”）であり、その中でわれわれは事業経営を行ってい

るのだと考える。そうした考えからは、「経営というものは、正しい考え方、正しいやり方

をもってすれば必ず発展していくものと考えられる、それが原則なのである。」（実践経営

哲学 p.54）との結論が導かれる。そして、「私は、基本的には企業経営はそのように外部の

情勢に左右されて、うまくいったり、いかなかったりするものではなく、本来はいかなる

時でも、うまくいく、いわば百戦して百勝というように考えなければならないと思う。」（実

践経営哲学 p.55）と述べる。こうして、経営者たる者は『必ず成功すると考えること』が

不可欠だと強調するのである。 

 

では、『勝負は時の運』だと考えて、反省しない経営者は、次にどうするか？ 

 

そういう経営者は、失敗の原因を“環境”や“他人”のせいにして、『自分は悪くない』

と自分を慰める傾向がある。自己防衛本能によるものである。そうすると、失敗の原因は

自分にはないのであるから、“反省”する必要もないし、そこから“学ぶべきこと”もない。

将来に向けての“解決策”としては、その原因である“環境”や“他人”自身が変わって

くれるのを待つ他ない（自ら環境を他人を変えるのでない限り）。その結果、実は“環境”

や“他人”以外のところに原因があるという場合には、その原因が視野に入らず、認識さ

れることのないまま残存してしまうため、また、将来同じ状況に遭遇すると、同じ失敗を

また繰り返すこととなるのである。 

  

 ただ、松下幸之助は、事業経営において、“運”というものが働くこと自体は否定せず、

事業経営がうまくいったとき、あるいは、いかなかったときには、それぞれ次の様に考え

た。「物事がうまくいった時は、『これは運がよかったのだ』と考え、うまくいかなかった

時は、『その原因は自分にある』と考えるようにしてきた。つまり、成功は運のせいだが、

失敗は自分にせいだということである。」（実践経営哲学 pp.55-56） 

 

これは、どういうことであろうか？ 

 

 松下幸之助は、“実際の施策”（つまり、行動）の是非を問う前に、“心の持ち方”を問題

にするのである。曰く、「物事がうまくいった時に、それを自分の力でやったのだと考える

と、そこにおごりや油断が生じて次に失敗を招きやすい。実際、成功といっても、それは

結果での話であって、その過程には小さな失敗というものがいろいろある。それらは一歩

あやまてば大きな失敗に結びつきかねないものであるが、おごりや油断があると、そうい

うものが見えなくなってしまう。」「けれども、『これは運がよかったから成功したのだ』と

考えれば、そうした小さな失敗についても、一つ一つ反省することになってくる。」（実践

経営哲学 p.56） 
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『自分の力でやったのだ』という『おごりや油断』という“とらわれ”が、それ以外の

『その過程にある、一歩あやまてば大きな失敗に結びつきかねない小さな失敗』を意識か

ら“削除”し、心理的な盲点にして見えなくしてしまうのだ。これに対して、『これは運が

よかったから成功したのだ』と考えると、そのような意識の制限がなくなり、視野が広が

って、そのような『小さな失敗』も見えてくる、そうすれば、そこからも学ぶことができ

るし、将来大きな失敗となる前に失敗の芽を予め摘んでおくことができる。 

  

 「反対に、うまくいかなかった時に、それを運のせいにして、『運が悪かった』というこ

とになれば、その失敗の経験が生きてこない。自分のやり方にあやまちがあったと考えれ

ば、そこにいろいろと反省もできて、同じあやまちはくり返さなくなり、文字通り“失敗

は成功の母”ということになってくる。」（実践経営哲学 p.56） 

 

 つまり、松下幸之助は、実際の施策という行動レベルよりも、心の持ち方という心のレ

ベルの問題を重視し、うまくいった時に『運がよかった』と考えることによって、“おごり”

や“油断”を排し、その過程における“小さな失敗”まできめ細かく反省して、そこから

学び、失敗の芽を事前に摘んでおくことをも可能にするのである。他方、「経営というもの

は、正しい考え方、正しいやり方をもってすれば必ず発展していく」のが原則だと認識す

ることによって、うまくいかなかった時には、論理必然的に、その原因は“環境”や“他

人”ではなく、『自分の考え方』か『自分のやり方』の誤りにあることになるから、その自

分自身の中にある『失敗の原因』に焦点が当たって、認識することが可能となり、その失

敗から学び、自分自身にある失敗の原因を取り除くことによって、次の成功につなげるこ

とができるようになるというわけである。 

 

 とはいえ、実際には、『失敗の原因はわれにあり』と考えることは、容易ではない。 

 

第一に、客観的な事実として、失敗の原因が他人や環境にあることもあるから、この『失

敗の原因はわれにあり』という価値前提を受け入れにくいからである。松下幸之助もその

点は認めつつも、「１００％、譲っても９５％は、自分の会社、あるいは自分自身に原因が

あるというのが実際で、また、そのように考えなければならない。」と主張する。 

 

この点は、次の様に考えるべきである。 

 

まず、他人や環境に原因があったとしても、それをどのように捉えてどのように対応す

るかという点においては、なお自分が決定し、行動する余地があったはずであるから、そ

の時点において、状況の把握不足や捉え方の誤り、対応の誤りという原因がやはり自分の
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中にあったと言える場合が多いのである。 

 

この点、松下幸之助は、“不景気”という外部環境に原因がある場合を例に挙げて、次の

様に述べている。「不景気だから、利益が上がらなくても仕方がないという見方があるが、

現実に不景気の中でも利益を上げ、業績を伸ばしている企業があるということは、やはり

やり方しだいだということではないだろうか。」「つまり、業績の良否の原因を、不況とい

う外に求めるか、みずからの経営のやり方という内に求めるかである。経営のやり方とい

うものは、いわば無限にある。そのやり方に当を得れば必ず成功する。」「だから、不景気

であろうと何であろうと、必ず道はあるという考えに立って、それを求めていけば、やは

りそれなりの成果はあがるものである。」（『実践経営哲学』pp.57-58） 

 

第二に、松下幸之助がここで主張しているのは、実は“客観的事実”についてではない。

あくまで経営者たる者の“心の持ち方”として、如何にあるべきかという観点から『失敗

の原因はわれにあり』と考えることの重要性を述べているのである。先の「また、そのよ

うに考えなければならない。」との言葉がそのことを示している。 

 

なぜか？ 

 

『失敗の原因はわれにあり』との考えに立って、自分自身の中にある失敗の原因を探り、

見つけて、そこに手を打って行く、言い換えれば、自らを変えて行くことは、大変な苦痛

を伴うことであり、できれば避けたいと思うのが人情だからである。先に松下幸之助も述

べているように、｢人間は、易きにつきやすい。ああしなければと頭ではわかっていながら、

自分が可愛いから、つい甘やかし、適当なところでお茶を濁しておきたくなる。｣からであ

る。 

 

『失敗の原因はわれにあり』との考えに立つためには、このような人間の持つ“心の弱

さ”を克服する必要がある。このような心の弱さの根源は、「自分が可愛いから」自分自身

というものを意識の中心に置いているからである。そのために、自分の利害や感情などの

“私心”を軸として、先に述べた“削除”“歪曲”“一般化”のメカニズムが働き、自分の

得することや好きなこと、楽しいことに焦点化する一方で、自分の損することや嫌いなこ

と、苦痛となることを削除し、避けようとするのである。 

 

それ故、それを克服するためには、松下幸之助のいう『私的欲望から公的欲望への転換』

を図り、『公的欲望の実現』つまり『物心ともに豊かな人間社会の実現』に向けて『人間社

会の発展の原動力となること』を目指すことを決意し、それを“強固な信念”にまで高め

ることである。『世の為人の為』『公の為』に仕事をすることが、“力”と“勇気”を生むの
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である。それが、自分に対して厳しくなることを可能にする。『公の為に』『失敗の原因は

われにあり』と考えることができるようになるのだ。 

 

 その上で、先に述べたように、“生成発展の原理”から「経営というものは、正しい考え

方、正しいやり方をもってすれば必ず発展していくものと考える」ことから、うまく行か

なかった場合には、自分の“考え方”か“やり方”に問題があったのだと考える思考プロ

セスに導かれることとなる。 

 

４）失敗をしない経営：失敗の原因を事前に無くして行く 

 

 松下幸之助は、事業経営において『なぜ失敗をするのか』ということについて、次の様

に述べています。「われわれは物事がうまくいかない場合、とかく自分自身で、こういう点

があるからうまくいかないのだ、ああいう原因があったからだ、とよく考えます。これは、

一面そのとおりであって、それぞれに原因があります。しかし、本当は、そのいろいろな

原因も、事前に察知して、それを除去することに成功していたならば、成功の姿が次つぎ

とあらわれているはずです。後になって、この点は失敗だったとか、この点がよくなかっ

たということは、やはり事前に遠い先ざきの慮りがなかったというところに原因があると

思うのです。」（PHP 研究所刊『道は無限にある』より） 

 

 そして、松下幸之助は、昭和３０年１月１日の経営方針発表会において『五か年計画』

を発表するにあたって、新工場の建設や従業員の増員は考慮していたものの、『社員の訓育』

の具体策を立てていなかったことを後で非常に悔やむこととなったとの体験談を述べ、『失

敗しない経営』について、次の様に述べています。「こう考えてみると、すべて物事は用意

周到に計画を立てていったならば、いわゆる失敗というものはほとんどないといってもい

いと思うのです。」（同上）つまり、実際に失敗をして、その失敗から事後に学ぶというこ

とがあるが、もしそれを事前に検討し、手を打っておけばその失敗は未然に防止すること

ができたはずだというのである。そうして考えられる主な失敗の原因を潰して『用意周到

な計画』を立てて行けば、「失敗はほとんどなくなる」と断ずるのである。 

 

そして、再び『失敗の原因』について触れ、「ところが、実際には次つぎと失敗があると

いうのは、これはやはりなすべきことを十分に考えていない、また考えてもなすべきこと

をなしていないというところに、多く原因があるように思うのです。だから、反省すべき

点は他に求めずして、自分にあると考えねばならないと思います。」「非常に深い反省をし

て、こうなった原因はどこにあったか、ことごとく自己にあるのだ、というように考えな

ければならないと思うのです。」「十分反省しつつやっていけば、大きな失敗は絶無になる

といってもいいと思います。」と述べ、多くの企業が失敗を繰り返す現状から翻って、経営
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者に“自己反省”が欠けていることを指摘し、経営者は、先に述べた『失敗の原因はわれ

にあり』と考えなければならないと強調する。曰く、「たとえば会社がうまく発展しないと

いうのもいろいろ原因がありますが、その原因は真の原因ではなく、真の原因は自己反省

の足りないところ、また自己反省しても適切なことを考えられないところにあるわけです。」

（同上） 

 

この経営者の自己反省の欠如や反省しても「適切なことを考えられないこと」というの

は、自分の弱点や嫌な所を見たくないから適当にお茶を濁して自分を甘やかす“人間の心

の弱さ”によるものである。さらに、松下幸之助は、それを事後の“自己反省”に止まら

ず、一歩進めて事前に『失敗の原因』を考えて手を打っておくという『用意周到な計画』

を策定せよと経営者に求めるのである。 

 

曰く、「事業というもの、仕事というものは、つまずくことはあり得ない。それがあると

いうことは、それにふさわしい時々刻々の反省、用意周到さに欠けるところがあるからだ

ということを、お互いにはっきりと自覚してやっていくことが大事だと思います。そうす

れば失敗は半減すると思うのです。」 

 

それ故、先に述べた『先憂後楽の発想』を持つこと、つまり「難局に直面せずにすむよ

うにつねに人びとに先んじてものを考え、いろいろ発想し、それに基づいて適切な手を打

っていくということ」ができることを経営者の必須の条件だとしたのである。 

 

 松下幸之助は、先に述べた通り、『生成発展の原理』という自然の摂理から、｢事業は、

正しい考え方・やり方でやれば、必ず成功するようにできている｣と考え、「失敗するのは

何かが間違っているためだ。」と考えた。『ものみな原因あり』と考え、「失敗するには そ

の原因が必ずある。原因をつくらない限り、成功の一途をたどる。」というわけである。 

 

そこで、『失敗の原因をつくらないこと』が重要となる。 

 

第一に、経営戦略や経営目標との関係で、社内外の経営環境の中に既にある失敗の原因

を無くして行くことである。例えば、３０年以内に必ず来ると言われる南海トラフ地震に

対する対策として事業継続計画（BCP）を策定することや米中貿易戦争に備えて、生産拠

点を中国からタイやベトナム等へ移すことである。 

 

第二に、自身の立てた経営戦略や施策の生み出す弊害や副作用を見逃さずに対策を打つ

ことである。それらを放置することは、自ら『失敗の原因をつくること』となるからだ。

例えば、コスト削減のために全社で一律に人員を減らし、費用を削減することによって、
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本来必要な部署の人員を減らし、必要な費用を削減することは、後に弊害を生むこととな

ろう。 

 

それらの“失敗の原因”を予め洗い出して、そこに対策を打つという発想は、まさに現

代の企業の経営における“リスクマネジメント”に通じるものである。将来の経営の“失

敗”という“結果”を想定し、その“原因”を探り、そこに手を打つ、いわば『結果‐原

因』という思考プロセスを辿るわけである。 

 

 他方、通常、企業が経営目標の実現に向けて“経営戦略”を立てる際には、その目的を

実現するための“重要成功要因”は何か、それを追求するためにどのような手段があるか、

といういわば『目的‐手段』という思考プロセスを辿ることとなる。これはそのような経

営目標を達成するために必要不可欠の手段であり、その“必要条件”だと言えよう。 

 

この点、松下幸之助は、「一定の成果をあげようと思えば、それに相応しい原因をつくら

なければならない。」と考えた。事業の成功のためには、ただ闇雲に頑張るというのではな

く、“それに相応しい原因”をつくることが必要だというわけである。まさに“重要成功要

因”をつくれと言うのである。 

 

 これに対して、先に述べた『失敗の原因を事前に無くして行く』リスクマネジメントの

プロセスは、そのような経営目標を達成する上での『失敗の原因』を事前に無くし、失敗

をすることなく、目標を達成するための“十分条件”と言える。 

 

 つまり、現代の企業の経営における『経営戦略の策定と実行』と『リスクマネジメント』

とは、経営目標の実現をより確実にする経営者のための必要かつ十分な手段であると言え

よう。 

 

 松下幸之助は、「宇宙に存在する万物は日に新たに、限りなく生成発展を続けていくもの

だ」（「実践経営哲学」p.17）という『生成発展の原理』から『企業経営というものは、い

ついかなる時でも堅実に発展していくのが原則であ（る）』と考えており、『それはやり方

次第で可能なことである。』と言う。（「実践経営哲学」p.64） 

 

そのようなやり方の一つとして『ダム経営』という考え方がある。「ダムというものは、

河川の水をせきとめ、たくわえることによって、季節や天候に左右されることなく、常に

必要な一定量の水を使えるようにするものである。」とし、「そのダムのようなものを、経

営のあらゆる面に持つことによって、外部の諸情勢の変化があっても大きな影響を受ける

ことなく、常に安定的な発展を遂げていけるようにする」というのが、この“ダム経営”
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の考え方である。（「実践経営哲学」pp.64-65） 

 

 この“ダム経営”という考え方も、経営環境の変化によって経営に致命的な影響を受け

ることを防ぐために事前に『経営のあらゆる面にダムをつくる』という対策を打つもので、

経営の失敗の原因を予め無くしておくという松下幸之助流のリスクマネジメントの具体的

な考え方と手法の一つであると言えよう。 

 

ある時、松下幸之助がこの「ダム経営」について外で講演をした際に、会場のある経営

者から「ダム式経営ができれば確かに理想です。しかし、現実にはできない。どうしたら

それができるのか、その方法を教えていただかないことには話にならないじゃないですか。」

という質問があった。それに対して、松下幸之助は、苦笑を浮かべ一瞬の間をおいてから、

ポツリと「そんな方法は私も知りませんのや。知りませんけども、ダムをつくろうと強く

思わんといかんですなあ。願い念じることが大事ですわ。」と答えたのである。質問した人

は、期待していた具体的な答えが得られなかったので、「なーんだ」とがっかりした様子で

あり、同様に会場には失笑が広がり、また、小声で不満をささやき合っていた人もいた。 

 

ところが、これを会場で聞いていた若かりし頃の京セラの稲盛和夫元会長は、その松下

幸之助の言葉に体に電流が走るような衝撃を受けて、茫然として我を失ったという。稲盛

氏は後に次の様に説明している。「ダムをつくる方法は人夫々だから、こうしろと一律に教

えられるものではない。しかし、まずダムをつくりたいと思わなくてはならない。その思

いがすべての始まりなのだ。つまり、心が呼ばなければ、やり方も見えてこないし、成功

も近づいてこない。強く願えば、その思いが起点となって、最後には必ず成就する。」また、

「言われてみれば、いまの自分は経営を上手に進めたいとは思っているけれど、強く願い

念ずる、それほどの思いはなかった。強烈な祈りを込めるほどの熱意はなかった。そうか、

そうなのか。祈り念ずるほどの強烈な思い、強い熱意が出発点なのか。よし、今日からそ

の思いで経営に取り組んでいこう。」と述べ、松下幸之助の言葉に、それまでの自分の経営

というものへの思いの至らなさを反省させられたという。 

 

会場の質問者は、自分の経営についての“処方箋”、そのまま直ぐに使える“答え”を求

めたわけだが、どんな事業をどのようにやっているのか、会社の組織はどうなっているの

か、会社の業績はどうか等々、会社によって、どこにどのようなダムをつくるべきか、つ

くれるかは異なってくるから、一律の“正解”はない。それは、経営者自身が、自分の事

業と置かれた内外の経営環境を踏まえて自分で考えて答えを出すべき問題なのである。に

も拘らず、安易に“答え”を求めたその質問者は、今で言えば“思考停止”した“コピペ”

の発想であり、経営者としては失格であろう。 
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また、松下幸之助は次の様にも述べている。「事を成し遂げるには、まずその実現への願

いを“強固な信念”にまで高める。そういうものがあれば、そのための手段、方法は、必

ず考え出されてくる。」つまり、『まず思いありき』であり、心で思わないと、何も見えて

こない、だから、思うことが大事なのだと、そして、その思いを“強固な信念”にまで高

めれば、手段、方法は後から必ず考え出されてくるというわけである。 

 

このような松下幸之助の言葉は、現代の脳科学の観点からも理に適っていると言えます。

つまり、「選択し決断すること」により、脳に明確な目的（例えば、ダム経営をする）を与

え、それを“強固な信念”となるまで繰り返しインプットし続ければ、その目的に適応し

た新たな脳の回路が潜在意識に形成されて、その目的達成に必要な情報を検索収集し、目

的達成に必要な解決方法を考え始めるので、従来は、心理的盲点（スコトーマ）となって、

見えていなかったそれらの目的達成に必要な情報や解決方法が見えてくるようになるので

ある。 

 

人間の脳は、五感から入ってくるすべての情報を処理しようとすると膨大なエネルギー

を要し壊れてしまうので、脳自体を保護するために、処理する情報を限定しようとする機

能があるという。これはＲＡＳ（網様体賦活系）と呼ばれる脳幹にある細胞の集まりで、

たくさんの情報の中から重要なものを選び出し、人の注意をそれに向けさせる役割を果た

している。逆に言えば、その時点で意識が向いておらず脳が重要でないと判断した情報は、

脳に取り込まれず、認識されない。いわば認識から“削除”される。従って、『ダム経営』

を行うことを「選択して決意」し、脳に繰り返し目的をインプットすることによって、初

めて意識がそこに向き、脳はそれに関連する情報を重要と見做して、地引網のように集め

てくるため、自分の会社でダム経営をどのように実行しうるのかということが見えてくる

わけである。 

 

このことは、『ダム経営』に限らず、より広く『リスク管理』一般についても当てはまる

ことである。何をリスクとみるべきか、リスクの要因は何か、どこにどのような対策を打

つべきかというリスク管理の問題も、やはり会社によって、その事業規模や事業の性質・

特徴や内外の経営環境によって異なるから、一律のやり方はない。経営者が自ら考える他

ないのである。それ故、松下幸之助は「決意ひとつで、無限の知恵が出てくる。」と言う。 

 

５）「変化の萌しを敏感に把握して善処しなければならない」 

 

 松下幸之助創業者は、「万物は生成発展する」（“自然の摂理”）との価値観に立ち、この

宇宙、この世のすべてのものは、常に変化していくものだと考えました。そして、このよ

うな価値観を経営にも当てはめて、｢経営というものは絶えず変化している。経営を取り巻
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く社会情勢、経済情勢は、時々刻々に移り変わっていく。その変化に即応し、それに一歩

先んじて次々と手を打っていくことが必要なわけである」（「実践経営哲学」より）と述べ、

経営環境の変化を的確に捉えて、それに応じて、あるいは、それに先んじて、経営も臨機

応変に変えていかなければならないと説きました。 

 

 経営環境とその変化は、事業経営にとって”リスク”となる場合が多いと言えます。特に、

それらに気づかないとか、気づいてもそれらにうまく適応することができない場合には、

時に致命的な影響を経営に与えることとなります。例えば、写真フィルムからデジタルカ

メラへの技術の進化という経営環境の変化に対して、自らを変えて行くことによって変化

に適応することに成功した富士フィルムに対して、それに失敗した米国のコダックは、そ

の典型的な例です。 

 

ところが、実際の事業経営においては、『変化に適応すること』は必ずしも容易ではあり

ません。人間は、『自分の利害や感情などの私心』だけでなく、『過去の成功体験』や『過

去に成功したビジネスモデルややり方』等々、様々なものに“思い込み”、それに“とらわ

れ”るからです。そうなると、その“とらわれたこと”を軸として、物事を見るようにな

ります。その結果、それ以外の情報、往々にしてそこに重要な情報が含まれているもので

すが、それらが認識から“削除”されてしまいます。また、その“とらわれたこと”に反

する情報を仮に認識したとしても、“とらわれたこと”に不利にならないように“歪曲”し

て、軽く評価・解釈し、『大した問題ではない』と決めつけてしまう（“一般化”）のです。 

 

一つのヒット商品に過度に依存した状態が長く続き、次の事業の柱を育てるということ

が疎かになっていたところに、同業他社から強力な商品が市場投入されて巻き返されてし

まったというケースも少なくありません。ここでは「自社の成功がずっと続けばいい」と

いう期待が、いつの間にか「続くだろう」という予測となり、「続くに違いない」という“将

来の事実”となってしまっている（“一般化”）のです。 

 

この点、松下幸之助創業者は、成功した瞬間から失敗の種が孕んでいるとして、注意を

促しています。「成功は失敗の父」という言葉は、同様の趣旨でしょう。 

 

 松下幸之助は、言います。「人間は心にとらわれがあると、物事をありのままに見ること

ができない。たとえて言えば、色がついたり、ゆがんだレンズを通して、何かを見るよう

なものである。」（「実践経営哲学」pp.110-111）それ故、特にその“とらわれていること”

に反する、あるいは、それから外れた情報をうまく捉えることができないのです。それ故、

松下幸之助は、経営者にとって最も根本となる心構えは『とらわれない素直な心を持つこ

と』だと言うのです。「素直な心は、そうした色やゆがみのないレンズでものを見るような
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もので、白いものは白く、まっすぐなものはまっすぐに、あるがままを見ることのできる

心である。だから真実の姿、物事の実相を知ることができる。」（「実践経営哲学」p.111） 

 

さらに、松下幸之助は「事業の経営は気宇を大きくし、しかも一面、神経質でなければな

らない」とし、「大胆である反面、あたかもメーターの針のごとく、わずかの電流にも針が

ふれる程、神経質でなければならない。各位は経営に対して、このメーターの針のごとく

鋭敏であってほしい。」｢すべて事には、“萌”がある。小さいことが大事に至る。この“萌”

を 敏感に把握して、善処していかなければならない。さらにいえば、匂いによって嗅ぎ

わけ得るほど鋭敏であってほしい。｣（「経営方針発表会」より） と述べ、変化の予兆を敏

感に把握して、俊敏に対応することの重要性を指摘しています。 

 

 ここで、松下幸之助は、『メーターの針のごとく』とか『匂いによって嗅ぎわける』と“変

化”というものに対して極めて高い感度を経営者に求めています。これは松下幸之助自身

の持つ変化への感度を求めたものと考えられますが、それは、松下幸之助自身の経験から

くるものとも考えられます。つまり、父母姉妹を次々と肺結核で無くし、自身も若い頃肺

カタルで死を覚悟し、病弱な身体にずっと人一倍の神経を使いながらやってきたという経

験によって、高い感性が磨かれたものと考えられるのです。『一病息災』（ちょっとした病

気のある人のほうが身体に注意をするので、健康な人よりもかえって長生きするというこ

と）という言葉がありますが、それを実践したというわけです。 

 

 また、ここで松下幸之助は、変化自体ではなく、『変化の萌し』を掴めと言っています。

つまり、変化というものは突然出て来るものではなく、必ず事前にその“萌し”があると

いうのです。事前に注意深くアンテナを張っていれば、そのような“萌し”に気づくこと

ができるでしょう。しかし、逆に言えば、そうして事前にアンテナを張っていなければ、

偶然という例外を除けば、まず気づくことは難しいでしょう。最近増えていると言われて

いる“熟年離婚”のケースで、定年退職した後に妻から突然“離婚”を求められた夫は大

抵驚くと言います。しかし、ほとんどの場合、それ以前に妻は夫に対して何度も“シグナ

ル（信号）”を発しています。ところが、夫はそれに気がつかない。それまで世の中には“熟

年離婚”ということがあることは知っていても、まさか自分にそれが降りかかってくると

は全く想定していないからです。人間は、自分が想定していないリスクについて、その“萌

し”が目の前にあっても、気がつかないのです。 

 

人間の脳は、その容量の限界から現実世界の膨大な量の情報をすべて認識することは不

可能です。そのため、人間の脳の賦活系網様体と言われる部分が外部世界の情報を選別し

て認識しているのです。その選別の基準となるものは、価値観（自分が重要だと思うこと）

と信念（自分が正しいと思うこと）、それに特に問題意識を持っているテーマです。従って、
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世界の政治経済社会のこれまでの大きな流れの認識の上に立って、将来の政治経済社会環

境の変化について“仮説”を持つことが大切でしょう。そのような“大局観”と“問題意

識”をもって世の中の動きを見たときに初めて『変化の萌し』に気づくことができるのだ

と考えます。それは、松下幸之助が、自分の病気の性質と身体の状態、そして様々な環境

の変化が自分の身体に与える影響などを神経質に注意深く観察して得た過去の情報を元に、

日々環境の変化とそれに影響を受ける自分の身体の状態を診ながら、その日の対処方法を

考えたのと同様です。 

 

 先に述べたように、松下幸之助は、『成功するには、それにふさわしい原因をつくる』こ

と、つまり“成功の原因”を見極めて、そこに経営資源と活動を集中する一方、事前に“失

敗の原因”を無くして行くことによって、予め“用意周到な計画”を立てれば、失敗は無

くなる、少なくとも“大きな失敗”はしないはずだと考えた。そして、この『成功の原因

をつくること』と『失敗の原因を無くしておくこと』の二つの側面から事業の計画を事前

に徹底して検討し、用意周到に準備することの重要性を強調しました。 

 

しかしながら、他方では、松下幸之助は、「めくらさんはこけない」ということを言いま

す。つまり、目の見える普通の人たちは、目が見えるが故に、前ばかりを見て足元をよく

見ないから、足元の石に気づかず、転んでしまうことがある。しかし、目の見えない人は、

目が見えないが故に、かえって足元を杖で確かめながら慎重に歩を進めて行くから、逆に

転ぶことがないというのだ。 

 

曰く、「めくらさんは、普通あんまりころんでケガをしないそうです。しかし目の見える

達者な人間は、ともすれば、ケガをしたり、ひっくり返ったりする。これはなぜかという

と、めくらさんというものは、～その足元でもわからんから、～必ず杖をついてトントン

トントン・・・ニ尺ほど先を杖で確かめて歩く。そうするとケガもしないんですね。私は

商売というものはそんなものだと思うのです。結局、お互いが、これはこうなるという、

一応の目安をつけますが、実際はやってみないとわからない。だからめくらさんと同じよ

うなやり方をすれば、私はケガせずして商売は伸びるものであれば伸びていく。」（「繁栄の

ための考え方」） 

 

一見矛盾するようなメッセージである。前者の考え方からは、成功の原因と失敗の原因

を踏まえて用意周到な計画ができたのであれば、後はそれをやり抜くだけであって、変更

する必要はないし、すべきではないようにも思われるからである。 

 

しかしながら、松下幸之助は、如何に用意周到に立てた計画でも、「実際にはやってみな

いとわからない」ものであり、また、実際の事業や商売の世界は何が起こるかわからない
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ところもあるから、事前の計画は“一応の目安”に過ぎないと考えたのである。つまり、“自

分が用意周到に立てた計画”というものにも“とらわれ”てはならないということである。 

 

「戦争論」で有名なクラウゼヴィッツが「戦争では当初の計画にはない、思わぬ出来事

が次々に起こる」「一切が最初の目算を下回り、所定の目標のずっと手前にしか達しないこ

とはざらだ」として“摩擦”という概念によって強調している点こそ、まさにこの計画と

実際とのズレである。 

 

松下幸之助は、元々人間には、現実の世界全体のごくわずかな部分しか見えておらず、

いわば“闇夜の提灯”のような頼りないものだと捉えていた。むしろ、人間にはわからな

いことの方がはるかに多く（９９％と言う）、“暗中模索”の状態なのであるから、人間の

小さな知恵才覚だけで経営をしてはならないと常々戒めていた。曰く、「自分で物を考え、

物を決めるということは、全体から見るとごく少ない。自分一人ではどうしても視野がせ

まくなる。自分がわかっているのは世の中の一パーセントだけで、あとの九九パーセント

はわからないと思えばいい。あとは暗中模索である。」「どんな賢人でも、その人ひとりの

知恵には限りがあって、だから自分の知恵、才覚だけで事を運べば、考えがかたくなにな

る。視野が狭くなる。」｢昨今とかく、自分を正しとするあまり、他を排するに急な傾向が

見受けられるようだが、これはまさに馬の目隠しである。これでは事が小さくなる。｣ 

 

従って、どんなに周到にあらゆることを予測して計画を立てたつもりでも、やはり人間

のすることであるから、そこには、常に“限界”がある。それは、計画の前提である事実

の認識や評価、解釈、さらには、それらの事実を踏まえた施策の立案、評価、選択におい

て、人間の認知機能上の限界が働く。松下幸之助が上で述べている通り、人間には物事の

一部しか見えていないということ（“削除”）に加えて、“自分のみたいものを見たいように

見て、そして、決めつける”また、“自分の考えたいものを考えたいように考えて、そして、

決めつける”可能性が常にあるからだ。これまでも繰り返し述べてきた、人間の知覚と解

釈における他の特徴である「歪曲」「一般化」のメカニズムである。そこに客観的な事実と

は異なる“誤り”が生じる余地がある。 

 

しかも、経営環境（計画の前提たる事実）は、常に変化するものであり、計画を立てた

ときとそれを実行する時点とでは、往々にして変わってしまっているということがある。

松下幸之助は、「この社会はあらゆる面で絶えず変化し、うつり変わっていく」（「実践経営

哲学」p.102）ものであることを明確に認識していた。それ故、計画の実行段階においては、

当初の計画で前提としていた経営環境がその後変化してしまった場合には、当初の計画と

その実行段階の経営環境との“ズレ”が生じる。 
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このように見てくると、むしろ人間の知覚や評価・解釈の“限界”や“誤り”、経営環境

の“変化”という様々な要因から計画と現実との“ズレ”が生じることがむしろ“当たり

前”なのだとの認識に立って、用意周到に作成した計画ではあっても、実行段階において

は、それにとらわれず、むしろ「ニ尺ほど先を杖で確かめて歩く」こと、即ち、計画時に

前提としたことの“誤り”の可能性や周囲の環境の“変化”に常に注意を払いながら、あ

るいは“誤り”の表れや変化の“予兆”を敏感に把握しながら、その“ズレ”に敏感に感

じ取って、それに俊敏に対応していくことが重要なのである。場合によっては、当初の計

画をゼロから策定し直すことすら必要となる場合もあるであろう。 

 

松下幸之助は言う。「すべて事には“萌し”がある。小さい事が大事に至る。この“萌”

を敏感に把握して、善処していかなければならない。さらにいえば、匂いによって嗅ぎ分

け得るほど鋭敏であってほしい。」（昭和 20 年 1 月松下電器経営方針発表会より） 

 

「ニ尺ほど先を杖で確かめて歩き（く）」つつ、大事に至る前にその“萌し”を掴むこと

が大切である。ここでいう“萌し”とは、経営環境の『変化の萌し』だけでなく、計画時

に前提とした事実の“誤り”を示す事象をも含むものと考えられる。 

 

（注）上記の「めくらさん」という言葉は、現代では、差別用語として適切ではありませ

んが、松下幸之助の当時の思想を忠実に再現するとの観点からそのまま使用してい

ますこと、読者各位におかれましては、ご了承下さる様お願いいたします。 

 

 先に述べた「成功の原因」や「失敗の原因」というものが何かということは、どのよう

な事業であっても、常に考え続けて行くべきものであるが、それらを予め特定することが

極めて難しいという場合もある。 

 

例えば、新しい市場を作り新規事業を起こすような場合など、その事業の経験が自社に

も他社にもないことから、参考となる情報がなく、「成功の原因」や「失敗の原因」が明確

でないという場合もあろう。 

  

 例外はある。クロネコヤマトの宅急便でお馴染みのヤマト運輸が、小口配送事業を起こ

したときに、当時の小倉昌男社長は、『荷物を取り扱う密度』が重要な成功要因だと捉えて、

社内の抵抗を抑えて徹底してそれに拘り、密度を高める上での障害を一つ一つ克服しつつ、

実現して行った結果、他の追随を許さない事業の成功につながった。このような例もある。 

 

 ただ、一般的には新規事業の場合、不確実なことが多い。そのような場合には、中長期

の事業計画を立てることも困難であり、仮に立てたとしても、先に述べた計画の前提とし
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た事実の“誤り”や経営環境の変化などにより、たちまち使い物にならなくなってしまう

という場合も少なくない。 

 

 また、顧客のニーズが主観化し、多様化して、しかも短いサイクルで変化していく成熟

市場でも、同様に、予め顧客のニーズを特定することは容易ではない。 

 

 実は、このような場合にこそ、“試行錯誤”あるいは“仮説と検証”を小さく繰り返しつ

つ、進むべき方向を小まめにかつ慎重に確認しながら、進めていくアプローチが最も合理

的であると言えよう。机上の空論を排し、顧客のリアルなニーズを素早く確実に掴むこと

ができる一方、失敗による損失を最小限に抑えることができるからである。 

 

 松下幸之助の提唱する「二尺ほど先をトントンと杖で確かめながら」行なう経営は、通

常は、事前に用意周到な事業計画を作成することを前提とした上で、その実行段階におい

て「二尺ほど先をトントンと杖で確かめながら」進むというものであるが、事前に事業計

画を作成することにほとんど意味がないような上に述べたような場合には、この「二尺ほ

ど先をトントンと杖で確かめながら」行なう経営というものが独自の価値を発揮する。ま

さに上に述べた“試行錯誤”あるいは“仮説と検証”を小さく繰り返しつつ、進むべき方

向を小まめにかつ慎重に確認しながら、進めていくアプローチがそれに当たるものと言え

るからである。 

 

 この点、経営コンサルタントの三谷宏冶氏は、企業戦略に関する二つの立場、即ち、ポ

ジショニング派（儲かりうる市場を見つけて儲かる位置取りをするべきと考える）とケイ

パビリティ派（企業の能力の差別化を図るべきと考える）との１００年に亘る長い論争の

歴史を概観した後、現代のような「予測が極めて難しい時代」においては、いずれの立場

も不十分であって、“やってみなければわからない”とし、「闇夜のドライビング戦略」（ア

ダプティブ戦略）という考え方が登場するに至っていると述べている。 

 

 それは、「未来ではなく、現在に対応していく」しかないとして、具体的には、「現場の

知を信じ、衆知を集める」、また、予測・推測するのではなく、「実際にやってみる」こと

を重視する考え方である。例えば、グーグルは、A と B という２つのやり方を両方やって

みて、よかった方を採用するという「A／B テスト」を 7000 回実施する（2011 年）という

超・試行錯誤型経営によって、次々に新たなニーズに応えるソフトを提供し続けて成功し

ている。（「経営戦略全史」三谷宏冶著 pp.330-338） 

 

 実は、“試行錯誤”こそ、人間の脳の自然な学習のプロセスなのである。また、韓国のサム

スンが携帯電話について何百種類ものモデルを同時に出し、いち早くその地域の顧客のニ
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ーズを掴んでいるのも、その例と言えよう。この経営戦略１００年の大論争の末に、しか

も、経営の実践の中から生まれたこの“超・試行錯誤型経営”こそ、まさに松下幸之助が

述べた「必ず杖をついてトントントントン・・・ニ尺ほど先を杖で確かめて歩く」経営の

実践事例に他ならない。 

 

 但し、それは、やみくもに色々なことをやることではない。自ら経営環境や顧客のニー

ズの変化、同業他社の動きなどあらゆる要素を考慮しつつ、“顧客の立場”に立って、考え

て考えて考え抜いて、“仮説”を立てた上で、その仮説を“検証する”ために、実際にモノ

を作って顧客に提供してみて、その声を聞く“試行”プロセスを小さく繰り返すのである。

仮説を立てても、それを検証せずに一気に本格的に量産に入って失敗すると、そこから生

じる損失があまりにも大きい。その仮説が、真に“顧客の立場”に立って考えられたもの

でなく、自社の都合から考え、それが顧客のニーズだと決めつけるような場合が、特に危

険である。その例は、日本の家電業界に多く見られた。 

 

 それ故、小さく試行する。今で言うテストマーケティングである。プロトタイプの段階

で行う企業もある。そして、素早く小さな“失敗”をたくさんして、そこから素早く“学

習する”、そして“軌道修正”していくのだ。こうして、それを短期間に高速でたくさん行

い“試行錯誤”を繰り返すことによって、仮説が検証されて淘汰され、適切な仮説が絞り

込まれていくのである。そうして、『顧客の真に求めるもの』が明確になって行く。 

 

 ただ、そうは言っても、やはり大手の企業でこれを行うことは、社内の抵抗などもあっ

て、実際には意外に困難である。そこで、大手企業に代わってこのような製品化して小さ

く試し、その市場の反応を企業にフィードバックするということを事業とする企業も現れ

ている。 

 

 特に、顧客のニーズを顧客自身に尋ねてもわからないというように、顧客ニーズの特定

が困難である場合には、このような“小さく賭ける（Little Bets）”という戦略が有効であ

る。ハーバード・ビジネス・レビューなどで執筆しているピーター・シムズによれば、こ

の戦略によって成功している企業として、グーグルやピクサー、アマゾン、スターバック

ス、P&G などがある。 

 

 顧客の声を聞くという場合に、商品の現物がないところで聞く場合と実際に商品を目の

前にして聞く場合とでは、回答の内容が変わってくるからである。前者の場合、どんな機

能や性能が欲しいか（What というオープン・クエスチョン）と問われても、その人の経験

や考え方、想像力の範囲でしか答えは出てこないが、後者のように目の前にメーカーの提

案する商品があるときに、このような商品が気に入るかどうか（イエスかノーかで応えら
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れるクローズド・クエスチョン）を問われれば、明確に回答しうるからである。 

 

もちろん、併せてこちら側には、『顧客の立場』に立つとともに、わずかな変化や現在に既

に現れている変化の予兆を敏感に感じ取る高い感性がなければならない。松下幸之助の次

の言葉は、ここでも生きてくる。曰く、「すべて事には“萌”がある。小さいことが大事に

至る。この“萌”を敏感に把握して、善処していかなければならない。さらにいえば、匂

いによって嗅ぎ分け得るほど鋭敏であってほしい。」（昭和 20 年 1 月松下電器経営方針発表

会より） 

 

６）乱を忘れず 

 

 2000 年（平成 12 年）6 月から 7 月にかけて、雪印乳業（現：雪印メグミルク）の大阪工

場製造の乳製品（主に低脂肪乳）を飲んだ人が近畿地方を中心に次々と食中毒を起し、平

成 12 年 6 月 27 日に食中毒の最初の届出がなされて以降、有症者数は 14，780 名にのぼっ

た。雪印乳業による集団食中毒事件である。大阪市は、６月 28 日に製造自粛、回収、事実

の公表を指導し、６月 29 日に本事件の発生を公表、６月 30 日に回収を命令した。社告の

掲載、記者発表、製品の自主回収などが遅れたため、被害が拡大した。７月２日、大阪府

立公衆衛生研究所が「低脂肪乳」から黄色ブドウ球菌のエンテロトキシンＡ型を検出し、

大阪市はこれを病因物質とする食中毒と断定し、大阪工場を営業禁止とした。雪印乳業は

７月 11 日、全国２１工場の市乳生産を停止した。 

 

 調査の結果以下の事実が判明した。同年 3 月 31 日、北海道の同社大樹工場の生産設備に

おいて氷柱の落下で 3 時間の停電が発生、同工場内のタンクにあった脱脂乳が 20 度以上に

まで温められたまま約 4 時間も滞留し、その間に病原性黄色ブドウ球菌が増殖して 4 月 1

日製造分の脱脂粉乳内に毒素（エンテロトキシン A）が発生した。本来、滞留した原料は廃

棄すべきものであったが、現場は、殺菌装置で黄色ブドウ球菌を死滅させれば安全だと判

断し、脱脂粉乳を製造した。工場は、4 月 1 日分の脱脂粉乳に細菌が異常繁殖していること

を 4 月 3 日に把握したが、製造課長は叱責を恐れてこれを隠蔽した。この脱脂粉乳はその

まま出荷されるとともに、4 月 10 日製造分の脱脂粉乳に再利用された。黄色ブドウ球菌自

体は死滅したが、毒素が残ったままの脱脂粉乳はこうして大阪工場に送られた。この汚染

された脱脂粉乳は、大阪工場で 6 月 21 日から 29 日までの間に製造された「雪印低脂肪乳」

に使用されたほか、6 月 25 日・26 日に製造された加工乳 3 種（「のむヨーグルトナチュレ」

「のむヨーグルト毎日骨太」「コープのむヨーグルト」）の製造に使用され、スーパーマー

ケットを中心とした関西地方一円の小売店に出荷された。 

 

 この食中毒事件で雪印乳業は社会からの信頼をなくし、主力の牛乳事業が落ち込み、3 月

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%84%B1%E8%84%82%E4%B9%B3&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E8%89%B2%E3%83%96%E3%83%89%E3%82%A6%E7%90%83%E8%8F%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%92%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%B3
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期連結最終赤字が 529 億円となった。また大阪工場等 2 工場の閉鎖に追い込まれた。また、

事件発生直後記者からの質問攻めに「私は寝ていないんだよ！」と叫び、ひんしゅくを買

った当時の社長石川哲郎は引責辞任に追い込まれた。 

 

 実は、この事件の 45 年前に雪印で全く同じ事件が起こっていた。1955 年（昭和 30 年）

に東京都で発生した雪印八雲工場脱脂粉乳食中毒事件である。原因は、学校給食に供され

た雪印乳業（現：雪印メグミルク）製の脱脂粉乳であった。前年に工場内で、たまたま停

電と機械故障が重なる日があった。この際、原料乳の管理が徹底されず、長時間にわたり

原料乳が加温状態にさらされたことから、溶血性ブドウ球菌が大量に増殖したと考えられ

ている。また、前日の原料乳が使い回されるといった杜撰な製品管理も重なり、被害が拡

大したとされる。雪印乳業は発覚後、即座に謝罪と製品回収、謝罪広告の掲載、被害者へ

の謝罪訪問など先手先手で対応措置を展開した。事後の危機管理という点では、今回の対

応に比べて、はるかに誠意のある適切な対応であった。 

 

 しかしながら、当時の雪印社長であった佐藤貢は、「全社員に告ぐ」という文章を作り、

『信用を獲得するには長い年月を要し、これを失墜するのは一瞬であり、そして信用は金

銭で買うことはできない』旨を記し、「安全な製品を消費者に提供することこそが雪印の社

会的責任であること」を訴え続けた。雪印乳業は、昭和後期までは『全社員に告ぐ』を新

入社員に配り、八雲工場事件の教訓を常に教え、安全な製品作りを心掛ける教育を施して

いた。その結果雪印グループは、乳業トップ・食品業界でも屈指の巨大企業グループに登

り詰めた。しかしグループの事業規模拡大とともに、トップブランドへの驕りが生じ、安

全教育も風化していったのである。 

 

 そして、それから４５年後の 2000 年、皮肉にもほぼ同じ原因で、雪印集団食中毒事件が

発生したというわけである。前の事件で痛い目にあって大いに反省し、信用を守ることの

大切さを胸に刻んできたはずであったのに、世代代わりし、当時の経験をした世代がいな

くなり、他方で、会社としても大いに発展し、乳業トップ・食品業界でも屈指の大企業グ

ループとなった同社には、驕りと油断が生じた。かつての会社の信用を大きく損なった痛

恨の大事件も忘れてしまい、本来廃棄すべき滞留した原料を殺菌装置で黄色ブドウ球菌を

死滅させれば安全だとの現場の勝手な判断で、脱脂粉乳の製造にそのまま使用され、しか

も隠蔽された。会社の信用や顧客の健康という大事なことが、頭の中に全くない。 

 

 その昔、豊臣秀吉が朝鮮に派兵したときのこと。朝鮮で戦っていた加藤清正が、秀吉か

ら召喚の命を受けて、前線から引き返す途中、密陽というと ろで、友将戸田高政の接待

を受けることになった。そのあたり二、三十里は日本側が制圧し、相手方の軍勢も全くな

く、治安も安定していたので、高政や家臣はみな平生の服装で出迎えた。ところが、清正

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E5%93%B2%E9%83%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/1955%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%B5%A6%E9%A3%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E5%8D%B0%E4%B9%B3%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E5%8D%B0%E3%83%A1%E3%82%B0%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E8%84%82%E7%B2%89%E4%B9%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%97%A4%E8%B2%A2
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の軍は全員戦場に出向くようないかめしい姿で到着した。そして城中に入った清正が腰に

つけていた袋をとりはずしたので、見ると、米三升に千味噌と銀銭が入っていた。そうし

た姿に、高政がやや機嫌を損じ、「このあたりに敵もいないのに、どうしてそんなものもの

しい格好をするのだ。」とたずねると、清正は「たしかにその通りだが、しかしとかくもの

の大事は油断から起こる。敵がいないからと油断していて備えを怠っていて、万一に急変

が起こったら、これまでの戦果も全く水の泡になってしまう。そうでなくても、下の者は

つい油断しがちになるもので、まして大将の自分が少しでもくつろげば、下これにならう

ということもあるように、みな大いに油断してしまう。そうならないために、自分は面倒

をいとわず、こうしているのだ。」と答えたので、高政も非常に感ずるところがあったとい

う。 

 

 松下幸之助は。この清正の話を引用して、次のように述べている。「人間はとかく易きに

つきがちで、だから無事太平な姿が続くとついそれに慣れてしまい、何か事が起こっては

じめてあわてるといった姿に陥ることが少なくない。そういう姿に対して、昔の人は『治

にいて乱を忘れず』ということばをもって戒めている。波風の無い安定した状態がいつま

でも続けばいいけれど、世の中というものは変転きわまりなく、いついかなる事態が起こ

るかもわからない。だから平和で順調な時にあっても、つねに混乱、逆境というものに思

いをいたし、心がまえの上でも実際的な点でも、いわば物心両面の備えを怠ってはいけな

いということである。」（「指導者の条件」より） 

 

 そして、そのような備えは、特に指導者こそ心すべきことだとして、次のように述べて

いる。「指導者が治にあって治に溺れるというような姿でありながら、下の者に『乱を忘れ

るな』といっても、それはムリというものである。たとえ下の者は乱を忘れても、指導者

がこの心構えをしっかり持っていれば、それなりに乱に対処する道は生まれてくると思う

のである。」（「指導者の条件」より）「私は寝ていないんだよ！」と叫んだ社長の石川哲郎

はこの点論外であろう。 

 

 さらに進んで、松下幸之助は、事業経営が順調に行き過ぎているときにこそ注意が必要

だと警告する。曰く、「世の中は妙なもので、何でも、いいことが三べん続くと失敗すると

言われている。人間本来の性質として、勝ちが三べんも続くと、どうしてもうぬぼれてき

て油断をするようになる。我田引水的になり、唯我独尊的になって、為すべきことをやら

ない、考えるべきことも考えないというのが人間の本性である。尺取虫は、二寸行って一

寸戻る。これはいいことだ。3 年儲けて、なお 4 年目も儲けるというのは、尺取虫が伸び

きって後に戻れなくなったときだ。これは死ぬときだ。死ぬ方がいいのか、1 年分返して生

き残る方がいいか。今損する方がいいに決まっているそして翌年また儲ける。そう考えれ

ば悩みがなくなる。だから、慌てない。気を楽にものごとができる。すると知恵が出るか
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ら、あるいは 4 年目も続けて儲けるということもある。」 

 

７）自然の理法に従うこと－『素直な心を持つこと』 

 

 これまで繰り返し述べてきた通り、『失敗する経営』というものがあるとすれば、その経

営者が『自分の利害や感情などの私心』にとらわれた場合がその典型例であった。そのよ

この場合、それらの私心を“軸”として、『自分に利益となること』や『自分のすきなもの』

に注目し、『自分の利益とならないこと』や『自分の嫌いなもの』への関心がなくなり、そ

れらを認識しなくなる（“削除”）、また、その“軸”に引き寄せて物事を見るため、実際の

ものをありのままに見ることができず、色のついたメガネで見るように“歪曲”して見て

しまう。そして、“軸”を確認して、『やはり自分の価値観や信念は正しい』と決めつけて

しまう。 

 

 このように、何かにとらわれた経営者が重要な経営判断をしようとする際、物事の実相

を正しく見ることができず、とらわれていることに都合のいいように引っ張られて、誤っ

た判断をしやすい。 

 

 松下幸之助は、人から“経営の秘訣”を聞かれたときに、「強いていえば」と前置きしな

がら、“雨が降れば傘をさす”ように、“とらわれない素直な心”で「天地自然の理にかな

った仕事の仕方をすればよい」とし、それは“為すべきことをし、為すべからざることを

しないこと”だとしている。松下幸之助は言う。「雨が降れば、ごく自然に傘をさす、それ

が素直な心なのである。それを意地を張って傘をささないということは、心が何かにとら

われているからである。それでは雨にぬれてしまう。経営はうまくいかない。」「雨が降れ

ば傘をさすというのは誰にでもわかることだが、これが経営とか商売となると、いささか

わかりにくくなってくる。」 

 

 経営者が何かにとらわれていると、上に述べたように物事の実相を客観的に正しく捉え

ることができないために、“為すべきこと”が見えず、“為すべきこと”をしない、また、

客観的に見れば無理で間違っているような“為すべからざること”を自分で勝手に“正し

い”と思い込んで強引にやってしまうのである。 

 

しかし、松下幸之助は、「経営というものは、正しい考え、正しいやり方をもってすれば

必ず発展していくものと考えられる。それが原則なのである。」と述べ、「行き詰るという

ことは、行き詰るようなものの考え方をしているからである。」と言う。 

 

「行き詰るようなものの考え方」とは何か？ 
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“私心”にとらわれた状態でものを考えることが、その典型例である。松下幸之助は言

う。「そのときどきの自分の利益になることのみを追い求め、肯定し、損害になることはす

べて忌み嫌い遠ざけ否定する、というような姿であるともいえる」「そういう、自分のこと

しか考えない姿というものは、往々にして他の人々の利害を無視したり、軽視したりする

ことにも結びつきかねません。」（「素直な心になるために」pp.125-126）「私心にとらわれ

て商売をしたならば、他に損害を与えても自分だけ儲けたらいいなどといった姿に陥り、

世間に大きな迷惑を与えかねません。そしてそれはやがて自分自身の信用を傷つけ、みず

から墓穴を掘ることにもなりかねないでしょう。」（「素直な心になるために」p.31）。 

 

 松下幸之助は、｢うまくいかない」のは、そのような“自分の利害や感情などの私心への

とらわれ”から物事の実相が客観的に正しく捉えることができず、認識する情報が“私心”

によって偏ったり、歪められたりして、経営判断を誤り、その結果、「為すべきことをしな

いか、為すべきでないことをしているからだ。｣と断言する。そのような“私心”にとらわ

れた心の状態というものは、言い換えれば“とらわれない素直な心”を欠いた状態である。 

 

 “私心へのとらわれ”が、経営者の目を“目隠し”し、あるいは、曇らせ、歪ませる。

それが、目の前にあるリスクを見えなくしてしまう、あるいは、過少評価させてしまうの

だ。言い換えれば、リスクというものは、それを見る人の“心の持ち方”によって、見え

なくなる、隠れるという性質がある。 

 

しかし、“自然界”に目を向ければ、太陽や月、動物や植物などあらゆるものに“私心”

も“とらわれ”もなく、いわば“素直な心”によって営まれていることに気づく。 

 

なぜ、自然界なのか？父親の米相場での失敗によって、小学校を四年生のときに中退し、

大阪へ丁稚奉公に出された松下幸之助は、起業した際に拠り所とすべきものとして、学校

教育で学ぶ知識というものがなかったため、自然そのものからも学んだのである。曰く、「自

然の営みというものには、私心もなければ、とらわれもないと思います。いってみれば、

文字通り素直に物事が運び、素直な形でいっさいが推移していると思うのです。」私たちも、

“自然”の中に自分の身をおけば、都会の雑踏や日常の悩みなどを忘れて、自ずから“自

然”に溶け込み、一体となって“素直な心”になって行くものだ。松下幸之助は、“素直な

心”自体も、“自然の理法”の一部と捉え、また、“経営者の持つべき基本的な心構え”と

して最も重要なものと位置付けている。 

 

他方、人間というものは、“私心にとらわれる”だけではない。人間は、情勢に流されや

すく、また、自身の感情に振り回されやすい。調子が良いと、直ぐに有頂天になり、独断
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専行し、暴走しがちとなる。また、調子が悪くなると、途端に意気消沈してしまい、戦闘

意欲を喪失してしまいがちである。経営者が、自分自身の能力を過信し、自惚れて“驕り”、

部下や他の人の意見を聞かなくなったり、あるいは、一時の成功に有頂天となり、“傲慢”

になって、そこに“油断”を生じ、経営環境の変化に気づかず、打つべき手を打たなかっ

たり、ライバル企業の新製品に敗れるということが起こる。また、経営者が続くデフレ不

況に戦意を喪失して、新たな成長に向けた戦略を打ち出せないということもあろう。これ

らは、いわば人間の特質から不可避的に生じる、いわば経営者の“心の弱さ”の生み出す

“心のリスク”と言ってもよい。長い人間の歴史上も、『驕る平家、久しからず』という言

葉もある通り、繰り返し時の権力者の衰退の原因ともなっている。 

 

松下幸之助は、このような人間というものの特質を自身の経験から観察、研究し、その

ような“心のリスク”を予防し、周囲の情勢の変化に大きく影響されない“安定した経営”

を目指した。その方法の一つが、この「自然の理法に従った経営」とその一部である『と

らわれない素直な心を持つこと』という“私を抜いた思考プロセス”である。特に何らか

の重要な経営判断を行う際に重要となる。このような“私を抜いた思考プロセス”によっ

て、経営者が自身の感情に振り回されて“驕り”や“傲慢”、“過信”などから“油断”を

生じて経営判断を誤ることを防ぐことができるとともに、この思考プロセスが、経営者が

情勢の変化に翻弄されて、意気消沈したり、挑戦の意欲を喪失してしまうことを防ぐ思考

上の“防波堤”となるのである。 

 

そして、『とらわれない素直な心』を持つことによって、「物事の実相、真実の姿を正し

くとらえること」ができる。つまり、目の前にあるリスクをリスクとして正しく捉えるこ

とができるのである。経営者は、これから自分がやろうとしていることを、『それは、天地

自然の理に反していないか？』『そこに自分のとらわれからくる“無理”はないか？』自問

自答することによって、そこに潜むリスクをあぶり出すことができる。 

 

８）衆知を集めること 

（１）衆知を集めた全員経営 

 

 これまで述べてきたことは、基本的に経営者自身が心がけ、必要に応じて自ら修正して

行くべきことであるが、松下幸之助は、それでも人間一人の知恵才覚には限りがあると考

えていた。曰く、「いかにすぐれた人といえども人間である以上、神のごとく全知全能とい

うわけにはいかない。その知恵にはおのずと限りがある。その限りある自分の知恵だけで

仕事をしていこうとすれば、いろいろ考えの及ばない点、かたよった点も出てきて、往々

にしてそれが失敗に結びついてくる。」（「実践経営哲学」p.85） 
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 そこで、『衆知をあつめること』の大切さを強調するのである。曰く、「それ（筆者注：

衆知を集めること）によって、それぞれの場における最高の知恵が生まれ、そこから最善

の道が見いだされていきます。」（『人間を考える』）そして、次の様に述べる。「衆知を集め

た全員経営、これは私が経営者として終始一貫心がけ、実行してきたことである。全員の

知恵が経営の上により多く生かされれば生かされるほど、その会社は発展する。」（「実践経

営哲学」p.84）さらに言う。「いかに学問知識があり、すぐれた手腕を持った人といえども、

この“衆知を集める”ということはきわめて大切だと考えている。それなしには真の成功

はあり得ないであろう。」（「実践経営哲学」pp.84-85） 

 

 他方、松下幸之助は、単に『衆知をあつめること』が大切だと言うだけではなく、「それ

なしには、真の成功はあり得ないであろう。」（「実践経営哲学」p.85）さらには、「衆知に

よる経営が行われない限り、その会社はやがて行き詰まるだろうと思うんであります。」

（1960 年）と断言するのである。 

 

 松下幸之助は、事業に成功するには『成功にふさわしい原因をつくる』とともに、『失敗

の原因を無くして行くこと』が重要だと考えていた。従って、自社にとって『成功にふさ

わしい原因とは何か』、また、『失敗の原因とは何か』ということについて、『衆知を集める』

ことが重要だということになる。つまり、現代の経営で言えば、『自社の将来に向けての経

営戦略』と『経営上のリスクへの適切な対応（リスク管理）』について、『衆知を集める』

べきこととなる。 

 

『リスクの捉え方』や『リスクへの対応の仕方』は、主観的なもので、人によって異な

る。特に『何をリスクと感じるか』ということを『リスク感性』と言い、それは、その人

の持って生まれた性格やそれまで過ごしてきた経験などが大きく影響する。それ故、でき

るだけ多くの人の多くの視点から『何が経営上のリスクなのか』や『どのような方法でど

の程度対処するか』ということを議論することが有益である。 

 

インドに『群盲象を撫でる』ということわざがある。複数の盲人たちが順に象を触って

『象とはどのようなものか』を表現しようとする。ある人は象の腹をさわって、『象は壁の

ようなものだ』と言い、また、ある人は象の尻尾をさわって、『象はロープのようなものだ』

と言う。それぞれ間違ってはいないが、象の全体像を捉えてはいない。すべての盲人たち

の捉えてことを総合して初めて象の全体像に近いイメージを掴むことができるというわけ

である。 

 

この言葉の通り、『衆知を集める』ことによって、経営上のリスクも漏れなく的確に捉え

ることができるようになるのである。 
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８）衆知を集めること 

（２）上意下達、下意上達 

 

 松下幸之助は、『衆知を集める』ためには、『人の和』があってはじめて可能であり、ま

た衆知が生きてくるのだと言う。そして、それらの“基盤”として『上意下達』『下意上達』

が重要であると強調し、次の様に述べている。「人の和が醸成され、衆知が生かされて行く

という好ましい姿を生む一つの基盤として、上意が下達しているかどうか、下意が上達し

ているかどうかという事柄があると思います。社長の考えていることが少しも下に通じな

い。そういう会社は、概してうまくいっていないようです。また逆に、下意が全然上達し

ていない会社は、さらによくないと思います。」 

 

 先に述べた通り、リスクに対応する際にも『衆知を集めること』、それによって組織とし

て対応していくことが極めて重要であるが、その基盤としてやはり『上意が下達している

かどうか』『下意が上達しているかどうか』ということ、いわゆる“風通しの良い風土”が

重要である。 

 

一つの組織がその進むべき方向と目的を共有して組織として一致団結してその実現を目

指そうというときに、『上意下達』『下意上達』がうまく行っていないと、それ自体がリス

クとなる、あるいは、目の前のリスクに適切に対応することができなくなってしまう。 

 

 例えば、会社の経営戦略に基づいて決定された様々な施策が、その考え方ややり方とと

もに、組織の末端の従業員に正しく伝わり、理解され、実行されること（『上意が下達して

いること』）が極めて重要である。多くの企業で見られるのは、戦略や施策があってもそれ

らがうまく実行されないために失敗するケースである。『戦略や施策の実行上のリスク』と

呼ぶことができよう。 

 

 より具体的に言えば、第一に、戦略や施策の目的や考え方、やり方が正しく伝わらず、

従業員がそれを理解できないために、適切に実行されない場合である。松下幸之助は、会

社の方針を末端に浸透させて行く際には、「たとえば課長であれば、自分の考えなり方針が

課の人々にどのように浸透しているかを知る必要があります。そして、自分の考えている

ことで課の人たちが非としている点があるとすれば、なぜ非としているのかということに

ついて話しあっていく必要があると思うのです。」「そういうことをしない会社、つまり命

令一つだせばすみずみまで行き渡ると考えている会社は、実際には上意は全体に行き渡っ

ていないことが多いようです。それで、社長の思いと違った行動が随所に起こってきます。」

（「商売心得帖」） 
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 そして、第二に、戦略や施策の目的や考え方、やり方は一応伝わったが、それが従来の

やり方の“変革”を求める内容であったために、そのような“変革”に抵抗する従業員が、

その実行を拒む場合である。現場には、会社の新たな考え方とは異なる考え方が慣行的に

存在しているような場合だ。 

 

 第三に、戦略や施策の目的や考え方、やり方は一応伝わったが、例えば、人事評価の基

準が従来のままで戦略や施策の目的や考え方にそぐわないという場合である。例えば、会

社の方針が『売上拡大』から『利益重視』に変わっているにも拘らず、人事評価基準は、

従来の『売上至上主義』のままで、兎に角“売上”を上げた者が評価されることとなって

いたため、輸出管理上や債権回収上など問題のある、いわば“質の悪い売上”が相変わら

ず多く、後に問題が発生して利益は赤字となってしまうと言う場合である。 

 

 他方、組織の末端の従業員の様々な気づきが組織の上位者、最終的には社長に迅速かつ

円滑に伝わるかどうか（『下意が上達しているかどうか』）ということも、次の二つの側面

から重要である。 

 

 第一に、戦略や施策の実行上、顧客と直接接している組織の末端の従業員が、例えば顧

客の反応から、それらの戦略や施策が必ずしも適切ではないのではないかという疑問を持

つことがある。そのような情報なり疑問なりが、組織の上位者に伝えられているか、上位

者はそれらの情報に真摯に向き合っているかということが重要である。 

 

というのも、組織の経営戦略や施策にも一定の前提があるが、その前提たる事実の理解

が誤っていたことが原因で、その戦略や施策に“誤り”があった場合がありうる。あるい

は、その前提たる事実が変化していたことが原因で、その戦略や施策がその変化した経営

環境に既にそぐわなくなっている場合もある。これらは、いわば『戦略や施策の内容上の

リスク』と言えよう。 

 

それらの場合には、そのような違和感に気づいた末端の従業員の情報や疑問がいち早く

上位者に伝えられて、その戦略や施策の見直しが行われなければならない。ところが、そ

のような『下意上達』が適切になされていない“風通しの悪い風土”の組織は、その見直

しのきっかけを失い、現状の経営環境にそぐわない戦略や施策に邁進してしまうこととな

り、経営の失敗を招く結果となる。 

 

第二に、そのような組織の経営戦略や施策に限らず、より広く自社内や外部の経営環境

に潜む様々な経営上のリスクについても同様である。それらに気づいた組織の末端の従業
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員の情報がいち早く組織の上位者に伝えられ、適切な部署にて適切にリスク評価されて、

適切な対応策が迅速に取られることが『リスク管理』上極めて重要である。そのためには、

“風通しの良い風土”を作ることが特に経営者に求められる。 

 

 この『下意上達』つまり、「一般の従業員の考えが社長の考慮に響いているか、くみ取ら

れているか」ということについて、松下幸之助は、『上意下達』よりもっと大事な問題であ

り、その実行は必ずしも容易ではないと言い、「よほどそれに真剣に取り組まなければでき

ないのではないかと思います。」と述べている。 

 

 「下意が上達するためには、責任者の立場に立つ人が、部下の考えていることを引き出

すという態度をとらなければいけません。課長に何でも言える、部長に何でも言える、何

等はばかることがない、そういった空気が課内に、部内に、また会社全体に醸成されてく

ることが肝要なのです。」（「商売心得帖」） 

 

８）衆知を集めること 

（３）下意上達 

 

 『下意上達』、実は、これが最も難しい。いわば“鯉の滝登り”の如く、様々な“障害物”

を克服して初めてトップの社長にまで届くのであるが、そもそも鯉が登ろうとしないとか、

登ろうとしても途中で脱落することも多いからだ。 

 

 まずそもそも下の者が上に情報を上げるという制度自体がないような場合には、『下意上

達』はほとんど生じないであろう。 

 

例外は、例えば『事業を通じて社会に貢献する』という“高い志”を社員が“共有”し、

その会社で働くことに“誇り”を持っているような場合である。このような会社で、その

ような会社の目指す方向を否定するような事象が発生した場合には、それに気づいた社員

は、そのような報告制度がなくとも、会社の信用あるいは名誉を守るために、自主的に上

司等に報告するであろう。 

 

しかし、普通の企業では、下の者はわざわざ手間暇をかけて求められてもいない報告を

することはない。評価されることもないからである。 

 

それでは、そのような報告制度がある場合はどうか？ 

 

 報告制度があるというだけでは、人間は動かない。例えば、報告することによって、そ
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れが評価され、表彰されたり、昇給や昇格にも影響するという場合には、手間暇をかけて

も報告するだろう。 

 

 しかし、実際に報告をしても、それに対する反応がなく、どう評価されているのかも分

からないというような場合には、報告のしがいがないので、次第にその手間暇を惜しむよ

うになるだろう。 

 

 それでは、報告制度があって、下の者が上位者に報告をすれば、万事うまく行くであろ

うか？ 

 

 それでもやはりうまく行かない場合がある。それは、中間管理職が下の者の報告を握り

潰してしまう場合である。特に“失敗が許されない文化や風土”の組織においては、さら

に上位者に報告を上げた中間管理職が、上位者から“自分の失敗”であるかのように扱わ

れてしまうような企業では、中間管理職が“委縮”してしまい、上に報告をせず、自分で

何とか“処理”しようと頑張ってしまうのだ。ところが、自分の手に余ることが次第に分

かってきて、事が大きくなってから、報告せざるをえなくなり、大目玉をくらう結果とな

る。これは、組織としては、対応が遅れることで、不十分な対応しか取れなくなってしま

うということにもなりかねない。 

 

 この点、松下幸之助は、下の者、特にこの場合で言えば“中間管理職”が採るべき行動

として『上位者に訴える』ことが大切だ言う。平常時には、各社員が「独立性をもって仕

事をし、経営をしていく」ことが望ましい。それは、『自主責任経営』ということを重視す

るため、「会社の方針にのっとりつつ、責任をもって自主的に仕事を進めていくという姿」

が好ましい。逆に「『命これに従う』ということで、いちいち上位者に指図され、いちいち

上司にきいて仕事をしていたのでは、成果もあがらず、人も育たない」からだ。 

 

これに対して、「うまくいかない非常に困難な場合、思案に余る場合」は異なる。「自分

だけでそれを握って、自分だけで悩み、上位者に訴えない。上位者はうまくいっていると

思って安心している。どうしてもいけなくなって、訴えたときにはすでに手遅れだという

ことが実際にあると思います。」「『社長も忙しくしているし、こんなことでよけいな心配を

かけてはいかん』というような善意からいってこないのだろうが、結果としてはそれこそ

よけいな配慮であって、かえって大きな心配をかけることになってしまうわけである。」こ

のように「具合の悪いときは瞬時も早く上位者に報告して指示を仰ぐ」べきであるとし、

それが「ほんとうの責任経営」だと強調する。その時点で報告さえあれば、社長の立場で

「外部に対して手を打つ」ことができたのに、報告がなかったがゆえに、社長は「実際の

ことがわからなくなってしまい」「外部に対して手を打つ」機会を逸してしまうこととなる
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からだ。 

 

 松下幸之助は、この点に関して『ある問屋さんの立腹』として、次のような話を紹介し

ている。昔、松下電器が四、五百人ぐらいの町工場に成長した頃、一人の店員がお得意先

回りで、ある問屋さんへ行ったところ、そこのご主人がたいへん立腹して次の様に言った。

「おまえのところの品物を小売屋さんに売ったら、評判が悪いといって返されてきた。せ

っかく売ったのに返されて、わしは憤慨しているのだ。けしからん。だいたい松下電器が

電器屋をするなどとは生意気だ。電器屋というのはむずかしい技術がいるものなのだ。こ

んな品物をつくるくらいなら、焼いも屋でもやっておけ、それが松下には手ごろな仕事だ。

帰ったらオヤジにそう言っておけ。」店員はそのとおり松下幸之助に報告したのである。 

 

 それを聞いた松下幸之助は、数日後その問屋を訪問し、「このあいだはたいへんなご立腹

で、申しわけありませんでした。店員に聞いたのですが・・・ほんとうにすみませんでし

た。」と謝ったのです。すると、問屋さんのご主人は、「いや、おそれいった。腹立ちまぎ

れに強く言ったのだが、お宅の店員がまさか焼いも屋になれということをそのままあなた

に伝えるとは夢にも思わなかった。失礼した。腹を立てないでくれ。」と言われ、後は笑い

話になったという。 

 

 これが、松下幸之助の考える『下意上達の姿』だとして、次の様に言う。「店員が言われ

たとおり私に伝えたのは、日ごろ常に、私がたとえいやなことでも話してくれよと言いき

かせていたからです。そうでなかったら、どうなっていたでしょう。おそらく店員は、そ

のようなことをおやっさんに報告したらいやな顔されるだろう。だから怒っておられたと

いう程度にしておこうということになるでしょう。あるいはそれを番頭に相談する。する

と番頭が、焼いも屋のことだけは言わないでおいたほうがいいという場合もあるのではな

いでしょうか。それでは主人公である私には、実際のことが分からなくなってしまいます。」 

（「商売心得帖」pp.95-96） 

 

 最後に、報告制度があり、その制度に従って、下の者が上位者に報告を上げ、上位者が

さらに上位者を通じて社長に上げたときに、社長がどのような態度を取るかということが

極めて大切である。社長自身が、“嫌な報告”をどのように捉えて、どのように反応するか

ということがここでの問題である。 

 

 松下幸之助は言う。「首脳者、経営者たる人がいやなことを聞いて、いやな顔をしたり、

機嫌をわるくしたりするようでは、いやなことは伝わらないようになります。いやなこと、

いやな話ほどみずから反省すべき点、改善すべきところを含んでいることに思いをいたす

べきだと思います。」「首脳者、経営者の立場にたつ人は、いやなことは一つの転機である、
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物を言うチャンスを与えられたのだと考えて、喜ぶというような心持ちをつねに養ってお

くことが大切だと思うのです。」（「商売心得帖」p.96） 

 

 その上で、社長は自らの役割を『心配引き受け係』であると認識しなければならないと

松下幸之助は言う。「そういう心配（筆者注：仕事の上での心配ごと）はそれぞれの部署の

責任者が引き受けるという面ももちろんあるが、けれども最終の引き受け所は社長である

自分でなくてはならない」（「人事万華鏡」） 

 

 しかも、『社長は心配引き受け所』だということを自分で考えるだけでなく、機会あるご

とに社員の人にも「遠慮なく心配を持ってこい。というより、持ってこなくてはいかん。」

と言いきかせておくことが大切だと言う。松下幸之助は、次の様に従業員に話していた。「み

なさんは仕事の上での心配ごとがあったら、遠慮なくぼくにいってきてほしい。そもそも

社長というのは心配する役なんだ。心配することが社長の仕事だ。」「だから小さい心配は

課長の人がやる。それよりちょっと大きい心配は部長がする。けれども『これは大変だ』

というような大きな心配は社長であるぼくが心配しなくてはいかん。そのために社長は一

番高い給料をもらっているんだ。まあいわば心配料みたいなもんだ。」（「人事万華鏡」） 

 

また、それと同時に、上位者や社長に物を言いやすい雰囲気を社内につくっておくこと

が大切であると、松下幸之助は言う。「だから会社でも商店でも、外部に対して手を打たな

ければならないような情報がすぐに首脳者に伝わるような雰囲気を、絶えず内部につくっ

ておくことが、事業なり商売を進めていく上肝要だと思うのです。」（「商売心得帖」p.96） 

 

９）企業は社会の公器  

 

 先に述べた通り、経営者が自分の利害や感情などの“私心”にとらわれてしまうことが、

物事の実相、真の姿を見えなくし、経営判断を誤らせて、会社を潰すことにも直結するこ

とから、経営者にとって最大の敵（リスク）は、自分自身の心の中にある“私の心”なの

である。それ故、松下幸之助は、『経営の心得』の中で、次の様に述べて経営判断において

“私心”をはさむことを厳に戒めている。「経営といい、商売といい、これ皆公事にして、

私事にあらず、商売大切にその道を尽すは君国に忠誠をいたすと同じきなり、従って商売

は常に公の心をもって行ない、いささかも私心をはさまざるようこころがくべし」 

 

 そして、そのことを徹底し、商売に“私心”をはさむことのないようにするための仕掛

けとして、松下幸之助は、『企業は社会の公器』であるとの考え方を打ち出した。現在では、

いわゆる“企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility 略して CSR）”との関係で

そのように言われることも多いが、昭和の初期の頃にこのような企業の捉え方をしたこと
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は当時極めて斬新な考え方であった。 

 

 もっとも、『企業は社会の公器』という概念を立てた本来の目的は、企業としての目指す

べき方向として『綱領』に定めた「産業人たるの本分に徹し 社会生活の改善と向上を図

り 世界文化の進展に寄与せんことを期す」という社会の為に仕事をするいわば“公事”

の実現を目指すのが自社を含む企業の使命であり、従って、企業は『社会の公器』だとす

る考え方から来ている。しかも、その方向こそが発展につながる正しい方向なのだとして、

次の様に述べている。｢企業は、社会とともにある限り永遠に発展するし、そうでなくなっ

たら、やがて衰退する。これが発展と衰退を分ける“真理”である。｣（１９８３年２月１

日松下政経塾塾報より） 

 

 すなわち、この『企業は社会の公器』という概念には、そのような『公の心で公事を行

う』という“正しい方向”に経営者と従業員の心を向けるというのが、その本来の狙いで

あるが、それと同時に、その裏腹である『私心にとらわれる』という最も危険な状態から

経営者と従業員の心を遠ざけるという、いわばリスクを予防するという機能があったので

ある。 

 

 松下幸之助は言う。｢企業の目的は、・・・その事業を通じて共同生活の向上をはかるこ

とであ（る。）そういう意味で、事業経営は、本質的には私の事ではなく、公事であり、企

業は社会の公器なのである。だから、たとえ個人の企業であろうと、私の立場で考えるの

でなく、常に共同生活にプラスになるかマイナスになるかという観点からものを考え、判

断しなければならないと思うのである。｣（｢松下幸之助一日一話｣p.25） 

 

また、『企業は社会の公器』という考え方は、単に建前とするとか、知識としてそう理解

するというだけではなく、本当に心からそうだと考えること、つまり、自分自身の信念と

することによって、副次的な効果が生まれる。この点、松下幸之助は、次の様に述べてい

る。「人間誰しも自分が大事であり、可愛いものである。そのことはごく自然な感情ではあ

るが、しかしそうした自分の利害とか感情にとらわれてしまうと、判断を誤ることもある

し、また力強い信念も湧いてこない。そうした自分というものを捨て去って、何が正しい

かを考え、なすべきことをなしていくところに、力強い信念なり勇気が湧き起こってくる

と言えよう。だから、私心をすてるということは、だれにとっても必要ではあるが、特に

指導者にはそれが求められる。」（「指導者の条件」p.77） 

  

『社会の発展』のために『何が正しいかを考え、なすべきことをなしていく』ことが、

揺るぎなき力と勇気を与えてくれるというのである。 
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 さらに、この『企業は社会の公器』という考え方は、“社会に対する責任感”という具体

的な感覚をも生み出すのである。人・モノ・カネという経営資源を社会から預かって事業

をさせていただいていることから、社会に対して具体的に貢献していかなければならない

という強い“社会に対する責任感”が求められるのだと松下幸之助は言う。「共同生活の向

上に貢献するという使命をもった、社会の公器として事業経営を行っている企業が、その

活動から何等の成果も生み出さないということは許されない。」（「実践経営哲学」p.43）「仮

にも自らの怠りによって、人びとの求めに応じた良品が生み出せないとか、十分なコスト

の合理化ができないとか、必要なだけの数量を供給できない、といったことは許されない

し、あってはならないと思うのです。それほど厳しい責任が課せられていることを・・・

強く自覚しなくてはならないと思います。」（｢企業の社会的責任とは何か？｣p.25） 

  

そして、この『企業は社会の公器』という信念が生み出す“社会に対する強い責任感”

こそが、何か重要な経営判断をするに際して、仮に自分の利害や感情など“私の心”が頭

をもたげてきても（それ自体は人間である以上止められない）、“私心へのとらわれ”から

一瞬にして抜け出させ、“社会の公器としての自覚と判断基準”に立ち返らせる、いわば切

り換えスイッチとして機能するのである。 

 

１０）“身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ”  

 

 これまで述べてきたように、松下幸之助は、会社を潰すことで従業員を路頭に迷わせる

ことだけは何としても避けなければならないと考え、倒産につながるリスクとして、“私心

にとらわれること”を避けるべく、あらゆる手を打っている。また、『失敗の原因を無くし

て行く』ことが大切で、そうして事前に用意周到な計画を立てて行けば、少なくとも“大

きな失敗”はしなくなるだろうと言う。その意味で、『失敗しない経営』を確実にするため

に、現代にいう“リスク管理”の仕組みと考え方を徹底していると言えよう。 

 

 しかしながら、経営にはその究極の局面においては『リスクを取る』ことが必要な場合

がある。経営環境が大きく変化し、今後のことが不確実な中で方向を決める経営判断をし

なければならないような場面である。特に、その前に事業に成功している場合には、『今の

ままでいいではないか』という思いにとらわれ易い。そのような場合に経営環境の変化へ

の対応を恐れて、『現状維持』し、『何もしないこと』は、それ自体が“リスク”となる場

合がある。“何もしないリスク”である。つまり、経営環境の変化に適応できた企業だけが

生き残ることができたという場合である。 

 

 チャールズ・ダーウインはその『進化論』の中で、「強い者が生き残るのではない。変化

に適応できた者だけが生き残るのだ」と述べた。 
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松下幸之助はこの点次の様に述べている。「商売には、一面危険が伴う。それが命取りに

なって倒産してしまうこともあるから、普通は危険を避けて歩むことが大切だが、時と場

合によっては避けるべきでない危険というものもあるのではなかろうか。」（「決断の経営」

p.30） 

 

ただ、ここで問題となるのは、『今目の前にある危険（リスク）が避けるべきでないもの

かどうか』をどのようにして見極めるのかということである。松下幸之助は、自転車用電

池ランプの事例を挙げている。大正 12 年 3 月、自社で開発した自転車用電池ランプの製造

販売を開始した。当時の自転車用のランプには３つの種類があったが、いずれもそれぞれ

問題があった。まずローソクのランプは風が吹けば消えるので、その度にマッチで点火す

ることを繰り返さなければならず、不便であった。また、アセチレンガスのものは、取り

扱いに手数がかかり、高価でもあった。そして、電池のランプは、電池の寿命からわずか

２～３時間でつかなくなってしまう。 

 

そこで、検討の結果、『電池ランプの改良』というのが、最も電気屋の仕事としてふさわ

しいと考えて、およそ 6 か月に亘って試作を重ね、ようやく砲弾型の電池ランプを開発し

たのである。松下幸之助自身、『このランプなら大丈夫だ』と思った自信作であった。この

点、松下幸之助は次の様にその理由を述べている。「というのは、当時の電池ランプの寿命

が二、三時間であったのに比べて、この砲弾型ランプは実に三十ないし五十時間も点灯が

続いたのである。ケタ違いの寿命である。まさに画期的新製品が誕生したわけである。し

かも、値段の点も、ローソクのランプよりずっと安くつく計算である。これだけ優秀なラ

ンプが売れないはずはない。」 

 

ところが、販売を開始してまもなく“大きなカベ”につきあたった。それは、世間一般

の人々の『従来の電池ランプ』に対する偏見であった。「すぐ寿命が切れるあんなランプは

使えない」というわけである。だから、問屋に持って行って、従来のものとはちがうその

優秀性をいくら説明しても、ケンもホロロで、取り扱ってもらえない。「だめだめ、松下さ

ん、こんな電池ランプをつくっても、売れませんよ。持って帰ってください。」というわけ

である。 

 

一方、工場では次から次へと製造しているから、在庫も増え、事は急を要する。このま

までは、多くの在庫を抱えて“倒産”してしまう恐れすらあった。 

 

倒産の危機に直面した松下幸之助は、次の様に考えて、ある決断をしたのである。 
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「これには困った。困ったけれども、私はこの電池ランプの優秀性を１００パーセント

信じているだけに、こんなバカなことはない、という気持ちがつよかった。冷静に考えて

みると、結局、最大の問題は、この新しい電池ランプが従来のものとちがって優秀なもの

だということが認識されていない、ということである。」「だから、私の次にとるべき道は、

この電池ランプの優秀性をいかにして知ってもらうか、認識してもらうか、ということに

なる。これはもういくら口でながながと説明していても始まらない。実物で実際にその優

秀性をたしかめてもらわなければならない。」 

 

そして、その方法については、「何人かの人を雇って、この新しい電池ランプを自転車屋

さんに置いて回る」「しかも、ただ置くのではなく、ランプのスイッチを入れて点灯したま

ま置く」こととし、実際にどれだけ長くもつか販売店さんに見てもらおうという狙いであ

った。置いて回るだけで、売ったわけではないから、代金はもらえない。よければお客に

売っていただくこともお願いし、売れれば代金は入る。しかし、一応は無料で見本を配布

することとした。 

 

人を雇って、無料で大量の見本を販売店に配布するということは、当時の資金の乏しい

松下電器としては、「非常に危険なカケであり、冒険」、つまり大きなリスクであった。「も

しも失敗すれば、それはこの新製品だけの失敗ではなく、松下電器の経営の失敗である。

ゆきづまりをきたすことは火を見るよりも明らかである。見本を配布したけれども少しも

売れず、代金ももらえないとなれば、これは仕事を続けていくことはできない。店を閉め

なければならなくなる。」 

 

しかし、松下幸之助は、その危険（リスク）に敢えて挑戦したのである。そのように決

断した理由について、次の様に説明する。「その理由の第一は、もちろんそれが現状打開の

ための唯一の方法であり、道はそれしかないと考えたからである。同時に新製品の優秀性

に対する確信があった。それさえ知ってもらえば必ず売れる、ということをつよく信じて

いたからである。」さらに言う。「そして心に浮かんだことばは、『身を捨ててこそ浮かぶ瀬

もあれ』というものであった。危険を恐れていては“なすべきこと”もできない。自分の

身の安全ということを一応度外視し、危険に敢えて立ち向かう、そうしてこそ道が開ける

ことにもつながってくる。だからこの際は、自分は身を捨ててかかろう。そのように考え

て決断したわけである。」（「決断の経営」30p） 

 

その結果は、非常な成功であった。この電池ランプが本当に何十時間ももつことがわか

った販売店さんは、大いにお客さんにすすめてくれ、販売した。日を追うごとに注文が増

え、販売店からの注文を受けて、問屋も取り扱いを申し出てくるようになった。そして、

全国に普及していった。 
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ここで、“無料で大量の見本を販売店に配布する”という方策を思いつきながら、そのリ

スクの大きさに委縮して、それを実行しなければ、結局折角開発した自信作である電池ラ

ンプはこのまま世の中の多くのユーザーに知られることのないまま、“ジリ貧”となって、

会社の経営も危うくなっていたであろう。松下幸之助は、「時と場合によっては避けるべき

でない危険というものもある」と言い、このような場合には、敢えて“リスク”を取り、

その“危険”に挑戦すべきなのだと言うのである。さもなければ、『何もしないというリス

ク』、それは、経営そのものをも危うくするより大きなリスクを負う結果となるからである。 

 

さて、これまでは、「時と場合によっては避けるべきでない危険というものもある」との

前提で、そのような場合について論じてきた。それでは、目の前の危険が『避けるべきで

ない危険』なのか、『避けるべき危険』なのかという点については、どのようにして見極め

るべきなのであろうか？ 

 

この点について、松下幸之助は、それこそが“経営者の決断”であるとして、「ふつうの

場合は、手堅くやるというのが常道でしょう。しかし、手堅さ一本でいいかというと、そ

れだけでは対処しきれない場合があります。時代が急変する場合には、これに応じて思い

切った手も打たなければいけません。手堅くてもいい場合と、急変に遅れないよう思い切

った手を打たなければいけない場合と、その限界の判定が、経営者の判断であり、決断と

いうことでしょう。」 

 

「経営者の決断というものは、きわめて重要なものです。その決断いかんが、時には企

業の存亡にかかわる～」とし、「会社経営をしていく過程には、時に、もうやめてしまいた

いと思うことがある」と経営者の決断の難しさについて言及しつつも、次の様に述べてい

る。「しかし、それだけだったら、本当におしまいになってしまう。だからやっぱりその時

に意識転換をやらんとね。行き詰まりになる寸前に自分の気持ちを 180 度転換して、苦し

みを楽しみに変えるということをやらにゃいかん。言ってみれば、経営者というものは、

常に死を覚悟して、しかも方向転換する離れ技を心に描ける人でなければならない。まあ

いわば空中ブランコみたいな仕事ですよ、経営というものは・・・」 

 

さらに続けて言う。「意識の転換は、実際にはそう容易なことではない。けれども、その

ようにいわば行き詰まりかけた時には、一切のしがらみから抜け出て、原点にかえるとい

うか、何が真実かということの上に立って、改めて事態、状況を眺めてみることが大切だ

と思う。“真実に立つ”ということは、誠に強いもので、経営者が真実に立っていれば、社

員やお得意先からの信頼が、おのずと集まってくる。真実を社員に訴えたときに 3 ヶ月前

から豹変していると批判されても、それが真実である限りは、やはり説得力がある。便宜
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上言っているのでは、具合が悪いし、迫力も生まれないけれども、真実にたっての言動は、

やはり人の心に通じるし、そのことがまた、自分の行き詰まりを打開する上でも極めて大 

きな力になると思うのである。」 

 

そして、何が真実かを見極める上で、大切な心構えとして『素直な心』を挙げるのであ

る。「その場合大切なのは、やはり、真実を見るということだと思います。そしてそのため

には、個人の欲をもってものを見てはいけない。なにものにもとらわれず心を空にしても

のを見るという、いわゆる素直な心が必要です。名誉にとらわれたり、世間の評判にとら

われたりしない。～そういうとらわれのない素直な心になれば、ものごとの実相、真実の

姿が見えてくるものだと思います。」 

 

以上から、松下幸之助の“危険”、つまりリスクに対する考え方は次の通りとなる。 

 

平時においては、『成功の原因をつくる』と同時に、『失敗の原因を無くしていく』。その

際、失敗の原因を他人や環境など外に求めるだけではなく、それらについても、さらに遡

れば究極的には自分の視野の狭さや自分の考え、判断の至らなさに行き着くということ、

即ち、『失敗の原因はわれにあり』ということをしっかり認識し、自分自身の内にある根本

的な失敗の原因を追求し、自分を変えて行くことが重要である。そうして『失敗の原因』

を予め無くして行けば、ほとんど失敗はなくなる、少なくとも“大きな失敗”はしなくな

るという。 

 

他方、「時代が急変する場合」など“緊急事態（有事）”の場合には、「手堅さ一本」では

なく、「これ（著者注：時代の急変）に応じて思い切った手も打たなければならない」とす

る。“為すべきこと”は、“思い切った手を打つこと（経営改革の実行）”であって、“何も

しないこと”、つまり『“為すべきこと”をしないこと』こそが、逆に『時代の急変』に遅

れて、チャールズ・ダーウィンの『進化論』のいう『環境の変化に適応できずに“自然淘

汰”されてしまう』という“大きなリスク”となってしまうからである。 

 

ピーター・ドラッカーが次の様に指摘する『無為のリスク』とは、この点を述べたもの

である。「事業は、リスクを最小にしなければならない。だがリスクを避けることだけにと

らわれるならば、結局は無為のリスクを負うことになる。」そのような意味で、これも、リ

スクへの対応の究極的な類型であると言えよう。 

 

 そして、その両者を見極めることこそ、“経営者の判断”だというのである。その判断を

間違わないためには、『物事の実相』を客観的に正しく認識する必要がある。しかし、経営

者が何かにとらわれていては、物事が正しく見えない。自分自身の“価値観”や“信念”
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を軸に物事を見ようとするため、都合の悪いことが見えなくなったり、都合のいいように

歪めて見て、決めつけてしまうからである。それ故、物事の実相を客観的に正しく見るた

めには、“私心へのとらわれ”を克服しなければならない。だからこそ、経営者の最も基本

的な心構えとして松下幸之助が強調してやまない“とらわれない素直な心”がなくてはな

らないとするのである。“素直な心”になって『意識転換』を図り、『なにものにもとらわ

れず心を空にしてものを見る』ことによって“しがらみ”を抜け出て、“物事の実相”を捉

えることができるようになり、“真実に立った正しい判断”をすることができるようになる。

そうした“真実に立った決断”をしたら、思い切って「空中ブランコみたいな離れ技のよ

うな方向転換」を図るのである。“真実”に基づく決断であれば、“人の心”に通じるし、“説

得力”も“迫力”も出てきて、道も開けるという。 

 


