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ワンマン経営者の長所・短所と弊害 －“裸の王様”が会社を潰す！ 

 

１．ワンマン経営者とは 

 

世の中には、「ワンマン社長」「ワンマン会長」（以下では、両者を含めて「ワンマン経営

者」と呼びます）と言われる人たちがいます。会社の経営に関する主要な権限を独占し、

会社を独裁的に支配している経営者です。東芝の会計不正事件や三菱自動車の燃費不正問

題など最近の企業不祥事を招いたのも、このワンマン経営者でした。 

  

２．ワンマン経営者の長所 

 

ワンマン経営者の長所は何でしょうか？ 

  

会社を興し、あるいは、全従業員など会社全体をリードしていく人たちですから、まず

優秀な人が多いと言えるでしょう。自ら強い思いをもって会社を立ち上げる“ベンチャー

起業家”の中にもそのような人がいます。 

  

そして、ワンマン経営者の“強み”は、何と言っても、意思決定のスピードが速いこと

にあります。企業の事業活動において日々発生する様々な問題について、大企業や日本企

業にありがちな多くのハンコを必要とする決裁手続やそのための根回しなどに時間や手間

をかけることなく、ワンマン経営者自身が単独で次々と判断し、スピーディに意思決定を

し、素早くタイムリーに行動に移していくことができます。 

  

また、大企業にありがちな、目指す方向が社内で共有されておらず、会社内の各組織が、

それぞれ“部分最適”でバラバラに動くというようなことはなく、ワンマン経営者という

ワントップの下で、少なくとも組織全体が一つになって、ワンマン経営者の決めた方向に

向かって、効率的に活動することができると言えます。 

  

このように、ワンマン経営者の下では、優秀な経営者自身が素早く意思決定をし、目指

す方向に向かって、会社全体を統率支配しつつ動かしていくため、その判断が“正しいも

の”である限り、チャンスを逃さず効率的に手を打つことができ、急成長につながること

があります。あるいは、日本の高度経済成長期のときのようにモノ不足で“作れば売れた”

時代には、やるべきことがはっきりしており、ワンマン経営者も、その意思決定のスピー

ドと統率力で大きな成果を発揮することができました。 

 

３．ワンマン経営者の特徴 
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それでは、ここで改めて考えてみましょう。ワンマン経営者に見られる共通の特徴は何

でしょうか？ 

  

第一に、自分は「優秀である」そして「常に正しい」と思い込んでいることです。 

  

先にも述べた通り、ワンマン経営者は、実際、客観的に見ても“優秀”な人が多いと言

えるでしょう。少なくとも実際に一定の業績を上げているからです。しかし、そのように

自分の考えが当たって実績も上がってくると、ワンマン経営者自身、益々“自分は優秀で

ある”と自信を持つようになり、それが高じてくると“自分はあらゆる分野で優秀である”

“自分は常に正しい”と錯覚し、そのような“過信”（“一般化”）を生みやすくなります。

そうなると、相対的に社員が“無能”に見えてきます。社員に任せるよりも自分がやった

方が早いと考えて、自分で何でも決めてしまって、しかも、自分でやってしまうのです。 

  

そのような「自分は常に正しい」との過信が、さらに“奢り”を生むと、もはや社員だ

けでなく外部の人も含めて他人の意見には一切耳を貸そうとせず、益々頑固に自分流を貫

こうとするのです。 

  

第二の特徴は、社員を“無能”と見て、仕事を任せず、“モノ扱いする”傾向があるとい

うことです。 

  

上に述べたように、何でも自分で決めてやってしまう“優秀な”ワンマン経営者は、“こ

んなことはできて当然だ”という“自分の物差し”で社員を見ますので、“できない社員”

を見ると“無能”に見えます。そうなると、仕事を思い切って任せることができず、結局、

また自分がやるしかないと“思い込み”、益々“悪循環”に陥って行きます。こうして、社

員を信用せず、自分が常に絶対であると考えているワンマン経営者は、社員を“モノ扱い”

する傾向があります。例えば、人前で「降格だ」「減給だ」「お前の代わりなんかいくらで

もいるんだ」などと社員を人とも思わないような態度で怒鳴りつけたりします。 

  

第三の特徴は、自分に異を唱える社員は如何に優秀でも自分から遠ざけ、自分の周囲に

はイエスマンを置きたがるということです。経営戦略を考える“頭”は、ワンマン経営者

自身ですから、経営幹部や経営企画部門には、“頭”は必要がありません。それ故、自分の

指示や意見に対してイエスマンの部下ばかりを側近として配置したがる傾向があります。 

 

４．ワンマン経営者の弊害 
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ワンマン経営者は、多くの場合経営者になった後の一定期間は、その良い面が現れ、優

秀な能力とリーダーシップを発揮して、正しい方向にリードし社内を一つにまとめて効率

的に活動を行い、一定の成果を挙げます。そこで、後継者に道を譲っていれば、“名経営者”

の名誉とともに会社の歴史に名を残すこととなるでしょう。 

  

ただ、その後にも社長あるいは会長として経営者の座に居座り続けたときに、経営環境

が大きく変化するなどして、それまでのやり方がうまくいかなくなってくると、先に述べ

たワンマン経営者の特徴の悪い面が、様々な“弊害”として徐々に現れてくることとなり

ます。 

 

１）“驕り”と“過信”による強引な経営判断とその誤り－“闇夜の提灯” 

 

 どんなに優秀な人でも常に正しい判断ができるわけではありません。特に現代は“不確

実性の時代”と言われ、先行きが不透明な時代で、日本の高度経済成長期のときのように

ただ“作れば売れる”という時代ではありません。 

 

このような中で、ワンマン経営者が、自分一人で世界の動きをすべて正しく把握して「常

に正しい」経営判断を出し続けるということが本当にできるのでしょうか？ 

 

それは、不可能、あるいは極めて困難であると言わざるをえません。どんなに優れた人

でも、人間である以上、認知上の限界があります。インドに“群盲象を撫でる”という格

言があります。目の見えない人々が象を触って象がどんなものかを表現しています。お腹

を触った人は、「象は壁のようなものだ」と言い、尻尾を触った人は、「象はロープのよう

なものだ」と言います。部分的な情報で全体を推測しているため、誰も象の全体像を正し

くとらえることができていません。 

 

しかし、これは、目の見えない人に限ったことではありません。実は、目の見えている

私たちもまた、すべてが見えている（認識できている）わけではないのです。むしろ、ご

く一部しか見えて（認識できて）いないのです。私たちは、実は“自分の見たいものを見

たいように見て決めつけている”し、“自分の考えたいことを考えたいように考えて決めつ

けている”のです。それは、私たち人間の無意識のレベルの認知のプロセスにおいて、そ

の人の価値観（その人が重要だと思っていること）や信念（その人が正しいと信じている

こと）を“核”として“削除”“歪曲”“一般化”というメカニズムが働いているためです。 

 

このように人間には世界の一部しか見えていないという点（“削除”）について、松下幸

之助は、「闇夜の提灯」ほどにしか見えていないのだと、後は「暗中模索」なのだと述べて
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います。曰く、「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。」また、｢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。｣ 

 

さらに、「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。」と人は自

分の“とらわれ”ていることに都合のいいように“歪曲”して物を見て、解釈するものだ

ということを的確に指摘しています。 

（注）松下幸之助も指摘していた人間の認知のプロセスで働く“削除”“歪曲”“一般化”

というメカニズムについては、以下のホームページをご覧下さい。 

「経営の神様松下幸之助の経営哲学～すべては心の持ち方次第～」  

http://www.minamotoyori305konosuke-shintou.com/blank-4/2016/06/03/kokoro-no-

yowasa2 

 

ワンマン経営者の自信が、“過信”を生み、“驕り”と化してくると、上に述べたような

人間の“認知”上の限界とそこからくる“知恵”の“限界”を知らず、自分には世界がす

べて見えており、常に正しい判断ができるのだと錯覚して、自分一人で“強引に”会社の

方向を決め、あらぬ方向に引っ張って行くこととなります。 

 

２）後継者・経営幹部・社員が育たない／烏合の衆と化す 

 

ワンマン経営者は、その優秀さと事業を成功に導いた実績から生まれる自信やプライド

から、社員が“無能”に見え、仕事を部下には任せず、社内の投資から製品の開発、製造、

販売まで主要な権限を引き続き掌握して、自ら会社の進むべき方向や経営戦略を考え指揮

します。その結果、社員をモノ扱いし、後継者やスタッフを育てようとは考えません。例

えば、経営企画室という部門は、戦略を考えるところではなく、経営者のための秘書室的

な機能を担うに過ぎない部門と化してしまいます。経営者が、社員を“モノ”と捉えて、“モ

ノ扱い”をすれば、社員は、少なくとも会社では実際に限りなく“モノ”に近くなって行

ってしまいます。そのため社員は、幹部も含めて、“成長の機会”を奪われ、モチベーショ

ンも下がり、経営者として、あるいは、経営幹部として成長することができません。その

結果、“自ら考えて行動する社員”が社内にいなくなり、いわゆる“指示待ち族”や“言わ

れたことだけしかやらない社員”ばかりになっていきます。   

  

そして、社内では、誰もがワンマン経営者しか見なくなる結果、上司の言うことも無視

されがちになり、管理職が機能しなくなり、組織の指示命令系統が崩壊します。例えば、

http://www.minamotoyori305konosuke-shintou.com/blank-4/2016/06/03/kokoro-no-yowasa2
http://www.minamotoyori305konosuke-shintou.com/blank-4/2016/06/03/kokoro-no-yowasa2
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ワンマン経営者の出席する行事や会議には、誰一人時間に遅れることなく早々と集まり待

機しているのに、ワンマン経営者の出ない会議などでは、頻繁に遅れてくる者が出てくる

といった現象が起きたりします。こうして社員は、経営幹部も含めて、“烏合の衆”と化し、

組織としての総合力は極めて脆弱なものとなってしまいます。 

 

３）社内の異論が排除され、“自浄”や“矯正”の機能が働かない 

 

ワンマン経営者は、特に自分と異なる意見を持つ社員については、その社員が優秀であ

ればあるほど、また、 

その意見が正しければ正しいほど、ワンマン経営者のプライドを傷つけることとなるため、

疎んじ、人事権を濫用して左遷や降格して排除し、あるいは遠ざけてしまいます。それに

よって上下関係を再認識させ、この会社のトップは自分だということを誇示するのです。

その結果、自分の周りには、自分に対して、異を唱え、あるいは自分の誤りを正す者がい

なくなります。 

 

他方で、ワンマン経営者を持ち上げて誉めそやすことの上手な者が昇格するなど、昇格

基準が不明瞭で、昇格もワンマン経営者の“鶴の一声”で決まるということになります。

その結果、ワンマン経営者の周囲には、ワンマン経営者に耳の痛い意見を言おうとせず、

また、ワンマン経営者の指示や言葉に決して“ＮＯ”とは言わない、いわゆる“イエスマ

ン”ばかりがはびこることとなります。 

 

文字通りのワンマン経営者の“ワントップ”の状態となり、会社の命運がすべてそのワ

ントップの判断と指示のみに依存する状態となり、下からの“自浄”や“矯正”の機能が

働かないのです。それ故、その会社の組織としての総合力がワンマン経営者の“力量”の

枠を超えることはありません。 

   

４）経営環境の変化に適応できない 

 

上に述べた弊害（上記１）、２）、３））があったとしても、ワンマンの経営判断が、その

経営環境にマッチした適切なものである限りは、うまく行きます。しかしながら、経営環

境は変化します。そして、環境が変化してくると、ワンマン経営者の“過去の成功体験”

や“かつて成功したビジネスモデル”がいつのまにか通用しなくなるということが出てき

ます。“過去の成功体験”や“かつて成功したビジネスモデル”にとらわれたワンマン経営

者には、そのような経営環境の変化に敏感に気づいて、適切に対応するということができ

ないという弊害があります。 
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それは、当初の“成功体験”が大きければ大きい程、“自身の成功体験”やその際の“成

功したビジネスモデル”にとらわれやすく、そうなると、それらが既に通用しなくなって

いるという経営環境の変化に気づかず、あるいは、気づいても変化自体の影響を軽視し、

従来のビジネスモデルで十分やれると決めつけてしまうからです。 

  

例えば、家電業界では、２０世紀型の“規格大量生産”に基づくビジネスモデルで日本

の一つの工場で限られた規格モデルを大量に生産して、全世界に供給するという“効率性”

を徹底的に追求するやり方は、モノ不足の時代にはマッチしましたが、２１世紀に入って、

多様化した顧客のニーズに対応できず、また、新興国や先進国でも貧困層にとっては過剰

な機能とスペックで、それらの国や層の求める価格に対応できないなどの不整合が生じて

きました。また、デジタル化によって、日本の企業の得意とした“擦り合わせ”技術が不

要となり、電子部品さえ購入すれば、誰でも作れるようになり、製品のコモディティ化が

進みました。その結果、韓国や中国のメーカーとの価格競争といういわゆる“レッドオー

シャン（血の海）”に突入してしまい、彼らの安い人件費とコスト力に勝つことができませ

んでした。しかも、韓国メーカーは、顧客の多様なニーズに対応して、何百種類ものモデ

ルを売り出す（携帯電話の場合）とか、デザインに注力するなど顧客の方に向いた戦略で

顧客の支持を獲得して行ったのです。このように、経営環境の変化に適応できなかったこ

とが、日本の家電メーカーが敗退した主な原因でした。 

  

 また、昨年来、ご承知の通り、世界の政治・経済情勢は益々混沌としてきています。こ

れまでは、経済のグローバル化に伴い、その対応として経営のグローバル化が求められて

きたわけですが、政治の世界では英国のＥＵ離脱（“Brexit”）や米国のトランプ大統領の登

場を始め、“ポピュリズム（大衆迎合主義）”が次々と台頭し、世界のいくつかの国は益々

“内向き”になりつつあり、反グローバリズムという新たな潮流が生じてきました。一方、

ＩＳを始めとするテロの脅威は、世界に広まり、経済活動への影響も出てきています。リ

ーマンショックなど金融資本主義が新たな投資先を探して世界を動き回り、実体経済に大

きな影響を与えています。他方、“低成長時代”と言われる中、“格差社会”が現れ、“顧客

のニーズ”が多様化し、国や地域によるニーズの違いも出てきています。 

 

自身の“過去の成功体験”や“成功したビジネスモデル”に“とらわれ”たワンマン経

営者には、そのような経営環境の変化自体が見えないか、あるいは、その変化の意味がわ

からないのです。気づかないのです。そのようなワンマン経営者の目には、仮に環境の変

化や自分のやり方がもはや通用しなくなっていることを示す現象がその視界に入っても、

自身の“とらわれていること”に意識が“固定”し、縛られているため、それ以外のもの

を“削除”し、“盲点”となって見えないのです。あるいは、見えても自分に都合良く歪め

て解釈して、“軽視”し（“歪曲”）、「従来のやり方でやれる」と決めつける（“一般化”）の
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です。その結果、環境の変化に適応できないまま、従来のやり方を継続し、失敗を招くこ

ととなります。 

  

また、仮に部下が環境の変化を示す様々な現象について報告したり、従来のやり方がも

はや通用しなくなっていることを進言したりしても、その話に耳を傾けるどころか、逆に、

激怒し、叱りつけます。事業の成功体験を有し、高いプライドを持つワンマン経営者は、“部

下が正しく、自分が間違っているということ”を受け入れることができません。それによ

って、“自分の価値”がその部下より下になってしまうと感じるからです。自分は、“成功

した経営者”であり続けなければならないと考え、それが、高じて強迫観念となってくる

と、その“正しい”意見を主張した部下を𠮟りつけ、叩くことによって、相対的に自分の

価値とプライドを守ろうとするのです。 

   

このように“過去の成功体験”にとらわれた“裸の王様”には、経営環境の変化を客観

的に見ることができず、部下の報告や進言にも耳を貸そうとしないため、その判断も“顧

客や社会の求めるもの”から離れて行きがちで、経営判断もあらぬ方向にズレてくること

となります。しかも、その間違いにも気づかないのです。こうして、経営環境の変化に適

応することができず、その結果、会社の存立自体を危うくしてしまうことになりかねませ

ん。 

  

この点、松下幸之助は、「日に新た」、即ち「時代の変化に適応すること」という考え方

を強調しました。歴史と伝統のある“老舗”が、経営のゆきづまりに陥ることがあるのは、

「かつて成功した昔ながらのやり方を十年一日のごとく守っている」からだとし、「絶えず

変化する社会の中で発展していくには、企業も社会の変化に適応し、むしろ先んじていか

なくてはならない。」（「実践経営哲学」p.102）「具体的な方針や方策は、その時々にふさわ

しい日に新たなものでなくてはならない。」（「実践経営哲学」p.104）と述べています。 

ところが、当初の成功から生まれたワンマン経営者の“自信”が、次第に“私心”にとら

われていく中で、“傲慢さ”に変わってくると、そのレンズが曇って、あるいは、色がつい

て、経営環境の変化を客観的に見ることができなくなってしまうのです。自身の成功した

こと自体が、“日に新た”を実践する上で“足枷”となり、“失敗の原因”となるのです。

当初の成功が大きければ大きいほど、そのとらわれる度合いも強固なものになります。い

わゆる“成功の復讐”と呼ばれる現象です。また、昔から「奢る平家は久しからず」とい

う格言もある通り、また、中国の易経の“卦”に示される人間の姿にもある通り、成功者

がその成功により“奢る”ようになって、いずれ衰退していくというプロセスは、人類の

歴史上繰り返されてきた典型的な失敗のパターンと言っても過言ではありません。 

 

 松下幸之助は、会社が未だ中小企業の規模に過ぎなかった昭和十一年に「松下電器が将
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来如何に大をなすとも常に一商人なりとの観念を忘れず」との内規を作り、社員に徹底し

ましたが、この“一商人なりとの観念”には３つの意味があり、その 3 つ目は、「感謝の心・

謙虚な気持ちを忘れない」ということでした。これは、正にそのような歴史上繰り返され

てきた失敗の原因である“驕り”や“傲慢さ”を戒めたものです。謙虚な気持ちがあれば、

一度成功したからといって“有頂天”になり、“傲慢”になることはないからです。 

 

５）衆知が集まらない 

 

ワンマン経営者は、先に見たように、「自分は最も優秀で、常に正しい」ということに“と

らわれ”ているため、社員を信頼しておらず、仕事も任せないし、彼らの持つ情報や知恵

も信用しておらず、それらを引き出そうともしません。また、仮に部下から自分の知らな

い事実や現象について報告を受けたり、自分と異なる意見の進言があっても、それらを認

めると“自分の価値が下がる”と感じて、その部下の情報や意見を否定し、徹底的に叩く

ことによって、自分の“価値”を守ろうとします。それ故、ワンマン経営者の下では、社

内にある有益な“情報”や“知恵”が集まらないのです。 

 

この点松下幸之助は、逆に「一人の人間の知恵には限界がある」として、「衆知を集める」

ことの重要性を大いに強調しました。曰く、「全員の知恵が経営の上に多く生かされれば生

かされるほど、その会社は発展する。」その意味で、会社の総合力は、経営者と全社員の“意

欲（エネルギー）”と“知恵”の総計で決まってくると言っても過言ではありません。この

点、ワンマン経営者の企業では、先に述べた通り社員のモチベーションは低く、言われた

ことしかやらない“指示待ち族”と化し、特に“知恵”の結集という点では、ワンマン経

営者自身の知恵の上限を超えることはありません。どんなに優秀な経営者でも「常に正し

い」ことはまずありませんし、ましてや先に述べたように“私心”にとらわれたワンマン

経営者の経営判断は社会や人々など市場の求めるものから離れていきがちだとすれば、企

業の総合力としては高いものとはなりえず、むしろ方向を誤る危うさが生じてくると言え

るのではないでしょうか。 

 

それ故、松下幸之助は、「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。」とまで断言しています。ワンマン経営者は、まさに“衆知に

よる経営”を拒絶する“裸の王様”ですから、早晩「行き詰る」他ないのです。 

 

７）自分自身の中にある失敗の原因が見えず、同じ失敗を繰り返す 

 

さらに、ワンマン経営者の特徴は、「成功は自分のおかげ、失敗は社員や環境のせいだ」

と考える点にありました。特に失敗の原因が自分にあるとは決して考えないのです。 
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なぜでしょうか？ 

 

それは、「自分は常に正しい」ということに“とらわれ”た結果、失敗の原因が自分自身

にあることを認めるわけにはいかないのです。“自分自身”や“自分の過去の成功”の価値

が下がるように思えるからです。そこで、自分を守ろうと“防衛本能”が働くのです。そ

こで、他人や環境にある原因探しに躍起になって（“焦点化”）、それ以外の情報について“削

除”のメカニズムが働き、自分自身の中にある原因が“盲点”となって認識することがで

きなくなるのです。あるいは、うすうす気づき始めても、“臭いものに蓋”をし、“自分の

弱点”を見たくないため、見ようとせず、自分の都合のいいように他人や環境の原因を“過

大視”（“歪曲”）し、自分は悪くないと自分を守ろうとするのです。 

 

さらに、失敗の原因を他人や環境のせいにするということは、ワンマン経営者自身が他

人や環境を主体的にコントロールしていくことができず、むしろ逆にそれらの影響を受け

やすいという脆弱性を認めることになるだけでなく、依存性が高いだけ、“経営者としての

責任感”も希釈化し、さらにはそれ以降実際に他人や環境の影響を受け続けることになっ

てしまうのです。 

 

この点、松下幸之助は、全く逆の考え方を採っていました。曰く、「私自身の経営につい

ては、・・・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、運に感謝して、

うまくいかなかった時は「その原因は自分にある」と考え、反省するようにしてきた。つ

まり、成功は運のせいだが、失敗は自分のせいだということである。」（「実践経営哲学」54

ｐ） 

 

松下幸之助は、「人生においても仕事においても、あくまでも自分自身が主人公であり、

受身ではなく、主体的に生きてこそ、感激感動も生まれてくるということである。」とその

生き方において、“他者への依存性”を排して“主体的に生きる”ことを基本とし、その反

面として、自分が主体的に考えて行動した“結果”が悪ければ、その“責任”は、他の誰でも

ない自分が持たなければならないとして、“いっさいの責任はわれにあり”“失敗の原因は

われにあり”という考え方に到達します。社会から人やお金を預かって事業を行う“社会の

公器”たる会社の経営を任される経営者には、それほど“強い責任感”が求められるのだと強

調しました。 

 

先程の「成功は自分のおかげだ」というワンマン経営者の考えについては、「物事がうま

くいったときに、それを自分の力でやったのだと考えると、そこに驕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、その過程には小さな失敗がいろいろあり、
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一歩過てば大きな失敗に結びつきかねないものであるが、そういう失敗が見えなくなって

しまう。」（「実践経営哲学」pp.56）と“驕り”や“油断”を生むという欠点を的確に指摘

しています。そして、「「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」pp.56）し、また、

“驕り”や“油断”を生むこともありません。 

 

また、うまくいかなかった時は「失敗は環境あるいは社員のせいだ」と考えるワンマン

経営者の考え方は、無意識の内に“自己防衛本能”から、環境や他人にその原因を見つけ

ようとその意識をそれらにフォーカスするため、本当は自分の中にある失敗の原因が認識

から“削除”されて“盲点”となり、見えなくなってしまうのです。しかし、その失敗に

は、自身も“経営者”として関与し、何らかの“経営判断”をしたということによって原

因を与えているわけですから、やはり“失敗の原因は自分の中にあり”と言わざるをえま

せん。この点松下幸之助は、次のように述べています。「人間というものは、他人の欠点は

目につきやすい。何か問題が起こると、往々にしてそれはすべて他人のせいで、自分には

関係ないと考えがちである。しかし、実際には、全く自分が無関係とは言えない場合も少

なくないのが世の常ではないかと思う。実際他人のせいであっても、高い観点から見たな

らば、他人のせいではあるけれども、実は自分のせいでもあるのだということもあるので

はないだろうか。」 

 

ところが、失敗を他人や環境のせいにするワンマン経営者には、そのような自分の中に

ある原因が見えないのです。原因が見えないため、手も打たれません。その結果、それ以

降も同じ失敗を繰り返すことになり、その失敗の経験が生きてこないのです。 

 

この点、松下幸之助は、次のように述べています。曰く、「物事がうまくいかない場合に

は、非常に深く反省をして、かくなった原因はどこにあったか、それはことごとく自分に

あるのだ、と考えねばなりません。その反省を強く行っていくならば、大きな失敗という

ものは絶無になる、といってもよいのではないかと思うのです。」（昭和３４年１０月 営

業所長会議にて） 

 

また、「自分のやり方に過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

過ちは繰り返さなくなり、文字通り“失敗は成功の母”ということになってくる。」と「失

敗の原因はわれにあり」との考え方に立つことの“効用”について述べています。「失敗の

原因はわれにあり」と考え、そこに意識をフォーカスすることによって“焦点化”の効果

から、自分の中にあった失敗の原因に関する情報がいわば地引網を引くように集まってく

るのです。それまでは、自分の弱点を見たくないため、“臭いものに蓋”をしていたのが、

そこで初めて見えるようになるわけです。 
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さらに、この「失敗の原因はわれにあり」との考え方に立つことは、「経営者の条件だ」

として、「それを欠く者は経営者として失格である」とまで断言しています。 

 

 この点、ジェームズ・C・コリンズ氏は、「ビジョナリーカンパニー２」の中で実際の企

業の分析から、最高水準のリーダーシップの条件の一つとして、「成功を収めたときは、窓

の外を見て“自分以外に成功をもたらした要因”（幸運）を見つけ出す。結果が悪かったと

きは、鏡を見て、自分に責任があると考える。」を挙げていますが、正に先に述べた松下幸

之助の言葉そのものです。 

 

さらに、「そのように“失敗の原因はわれにあり”という考えに徹するならば、そうした

原因を事前になくしていこうという配慮ができるようにもなる。だから、それだけ失敗も

少なくなって、どういう状況下にあっても経営が順調にいくという姿になってくるわけで

ある。」（「実践経営哲学」pp.57）と述べており、現代で言うリスクマネジメントの発想が

ここに芽生えていると言えましょう。成功の原因をつくる経営戦略とその実行が、事業の

成功への必要条件だとすれば、失敗の原因を事前になくしていくことは、事業の成功への

十分条件と言えるでしょう。 

（注）松下幸之助の「失敗の原因はわれにあり」との考え方については、次のホームペー

ジの記事をご覧下さい。「経営の神様松下幸之助の経営哲学～すべては心の持ち方次第～」  

http://www.minamotoyori305konosuke-shintou.com/blank-4/shippaino-genin-ha-wareni

ari1 

 

５．ワンマン経営者の短所と弊害の“根本原因” 

 

それでは、当初は事業を成功に導いたワンマン経営者は、どこで何がおかしくなったので

しょうか？ その根本的な原因は一体何なのでしょうか？ 

 

ワンマン経営者の当初の成功にも、実は２つのパターンがあります。 

 

一つは、たまたまその経営のやり方が当を得てうまく行ったという場合です。（ケース１） 

 

この場合は、たまたま様々な条件が合致したに過ぎませんから、政治や経済的な状況や顧

客の求めるもの、競合他社の対応など経営環境が変われば、うまく行かなくなることが多

いでしょう。ワンマン経営者の物の考え方自体に元々問題があるため、方向を見失ってし

まうからです。松下幸之助は、次のように述べています。「経営は、正しい考え方、正しい

やり方でやれば、必ず成功するようにできている。」「事にあたって、行き詰まるというこ

とはない。行き詰まるということは、行き詰まるようなものの考え方をしているからであ

http://www.minamotoyori305konosuke-shintou.com/blank-4/shippaino-genin-ha-wareniari1
http://www.minamotoyori305konosuke-shintou.com/blank-4/shippaino-genin-ha-wareniari1
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る。」 

 

もう一つは、やり方だけでなく、その考え方についても一応「正しい考え方」を持ってい

た場合です。（ケース２） 

 

ここで、「正しい考え方」とは、例えば「社会とともにある」こと、あるいは、「人々の役

に立つ」ことだと松下幸之助は言います。曰く、「素直な心構えで、社会の要望するものを

常に敏感に謙虚に把握し、真に社会から要望されるものを実現するという態度で使命観に

基づいて仕事を行えば、事業は必ず成功するのであります。」｢およそ商売というものの正

しい姿は、社会の求める道をひたすら考え、人々の身になってその要望を満たすところに

あります。｣ 

 

ケース１では、このような考え方はなく、たまたまそのやり方が当たったというだけでし

た。ケース２では、方向として「社会」あるいは「人々（顧客）」の方を向いていたという

点で一応「正しい考え方」を持っていたわけですが、それは結果としては表面的なもので

“本物”ではなかった、つまり、自身の“信念”や“使命感”と言えるまで強固なものと

なっていなかったために、“別のもの”に取って代わられてしまったと考えられます。 

 

その“別のもの”というのが、実は「行き詰まるようなものの考え方」であったというわ

けですが、それは一体どのようなものでしょうか？ 

 

それは、「社会」あるいは「人々（顧客）」の方向とは対極にあるもの、即ち、「私」です。

つまり、ワンマン経営者は、「私」あるいは「私心」にとらわれてしまったのです。 

 

この点、自分の利害や感情、成功体験などの“私心”にとらわれやすい私たち人間の“心

の弱さ”について、松下幸之助は次のように述べています。「“我執”ということばがありま

すが、お互い人間は、意識しないまでも、つい自分自身にとらわれるというか・・・どう

しても知らず識らずのうちに自分中心に、あるいは自分本位に物事を考えがちになって・・」

「目先の小さな利害にとらわれて物事を判断し行動しがちで、将来の発展を損なう場合が

少なくない」「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） 

 

このように事業を経営するに際して目指すべき方向とは真逆の方向にその強烈なパワーで

引っ張って行ってしまうという意味で、経営者のとっての“最大の敵”は、“自分自身”で
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あると言えましょう。それ故、経営者が事業で成功するためには、如何に“自分自身”や

“自分自身の利害や感情”を抑えて、事業活動を“社会”や“人々”に向けるかというこ

とではないでしょうか。この両者は、多くの場合にトレードオフの関係に立つからです。

具体的には、如何に“私心”を入れない正しい経営判断ができるか、あるいは、如何に企

業内のできる限り多くの社員に“成長の機会”を与え、その“意欲”と“知恵”や“能力”

を最大限に引き出すかということが、企業を正しい方向に向け、かつ、その推進エンジン

を全開にするために重要だと考えられます。 

 

この点、松下幸之助は、経営者の成功の“鍵”は、「私的欲望を公的欲望に転換すること」

にあるとして、次のように述べています。「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）」 

 

また、昭和十四年三月の社主通達で発表された「経営の心得」の第一として、次のように

述べています。「経営といい、商売といい、これ皆公事にして、私事にあらず、・・・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。」 

 

結局、ワンマン経営者は、上記のケース１でもケース２でも、“私心”にとらわれたことが

致命的であったと言えるのではないでしょうか。そのため、物事の見方や考え方において、

“私心”を核として“削除”“歪曲”“一般化”のメカニズムが働き、自分の好きなものや

利益になるもの、楽しいものだけを見て、それらが最大限となるように考える、逆に、自

分の嫌いなものや損になるもの、苦痛となるものを見ようとせず、それらを最小限にしよ

うと考えるのです。例えば、東芝会計不正事件における“チャレンジ”のように、売上や

利益の数字目標だけを掲げて、経営会議等でそれを繰り返し追求するという現象が生じて

きます。事業活動にとってより重要な“社会”や“人々（顧客）”の求めるものを実現して

いくということは、“削除”され“盲点”となって認識することができず、あるいは、目に

入っても歪めて“軽視”してしまい、過去の成功体験を過大視して、「これまでのやり方で

いいのだ」と決めつけてしまう（“一般化”）のです。 

 

また、先に紹介しました「成功は自分のおかげ、失敗は環境や部下のせい」だと考えると

いうワンマン経営者の考え方は、どこからくるのかと言うと、“私心”にとらわれていると

いうことに加えて、実は、無意識のレベルにおける自分自身の評価が低いからだと考えら

れます。自己イメージが低いというコンプレックスがその根底にあり、それが、先に述べ

たワンマン経営者の様々な特徴の根本原因となっているのです。周囲の人間に自分の価値
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を認めさせ、自己イメージを高い状態に引き上げて、それを維持するためには、誰にもわ

かる実績を上げるか、あるいは、周囲の人間を否定することによって、相対的に自分の価

値を引き上げるしか方法がないと考えているからです。それ故、ワンマン経営者は、「成功

は自分のおかげ」だと考え、また、自分に異を唱える部下に対しては、その内容が妥当で

あるかどうかに拘わらず、罵倒し、徹底的に叩くのです。そして、自分は部下や環境をコ

ントロールすることのできない、そして、それらの影響に翻弄される“弱い存在”である

ということを無意識のレベルで認めているから、「失敗は環境や部下のせい」だと考えるの

です。 

 

しかし、事実は逆です。部下の意見を正しいものとして受け入れることは、自分の価値を

下げることにはなりませんし、また、そのような部下を否定する行為によって、自分の価

値が上がることもないのです。自分に本当に“自信”と“誇り”を持っている自己イメー

ジの高い人は、むしろ逆に、周囲の人達の意見を進んで聞きます。ある分野では自分より

も優れた部下をうまく使いこなしてこそ、自分の知恵と能力の枠を超えた“大きな仕事”

ができることを知っているからです。そして、与えられた環境の下与えられた部下を使っ

て自分が主体的に考えて行動することを決意している、自己イメージの高い人は、その結

果については、“責任”を負う覚悟ができていますから、自然と“失敗の原因はわれにあり”

と考えるのです。 

 

“私心”にとらわれた自己イメージの低いワンマン経営者には、以上に述べたような様々

な重要なことが見えなくなってしまっており、また、周囲にもそれを正すことのできる者

がいなくなってしまっているため、いずれ重要な経営判断を誤って、会社を危機に陥れる

こととなるのはいわば“因果の流れ”であり、ついには会社を潰してしまう恐れすらある

のです。 

 

ワンマン経営者は、いわば”お山の大将”であって、会社の中では、対抗する人物がいな

いだけでなく、株主なども含めて怖い存在は周りにはいないと感じていることが多いよう

です。しかし、松下幸之助は、人間は、怖いものがいないと、自分で自分を律する必要が

あるが、それは意外に容易ではないから、むしろ怖いものがあった方がいいとして、次の

ように述べています。曰く、「人間には、“怖さ”というか“恐れ”というものが、ある程

度必要である。例えば、～社長もやはり株主が怖いし、世間も怖い。だから職務に精励し

てその職責を忠実に果たそうとする面もあるわけである。 ～自分で自分を御することは、

そう難しいことでもないように思われるのに、なかなかうまくいかないのが人間というも

のである。賢人もそうであるから、われわれ凡人は、せめて何かの怖いものによって、こ

れを恐れ、それに罰せられながら、自他共に律することを図らなければならない。」 

著者 宮﨑 勇気 
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（注）本稿では、ワンマン経営者についてやや断定的な表現を使用していますが、もちろ

ん、すべてのワンマン経営者が上記の通りだと主張しているわけではありません。ま

た、特定の経営者について書いたものでもありません。勿論、立派な考え方とやり方

で素晴らしい業績を挙げ続けておられる方もおられます。ただ、文章のわかり易さを

優先して、そのような表現となっていることをご理解下さい。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

本稿は、松下幸之助の経営哲学をベースとして、それを現代社会や企業に起こっている事

象に応用しようと試みるものです。松下幸之助の経営哲学につきましては、ホームぺージ

「経営の神様松下幸之助の経営哲学－すべては心の持ち方次第－」 

http://www.minamotoyori305konosuke-shintou.com/ 

をご覧下さい。これまで誰も書かなかった科学的アプローチと深堀りにより、現パナソニ

ック株式会社創業者松下幸之助の経営哲学の体系とそれらがどのような効果をどのように

してもたらすのか、そのメカニズムを解明し、実践につなげます。 

 

http://www.minamotoyori305konosuke-shintou.com/

