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成功する企業から学ぶ～時代を超えて不変かつ普遍の松下幸之助の経営哲学～ 

（４）“社員稼業”：経営者の意識を持たせる 

 

著者 宮﨑 勇気 

 

１．はじめに～現代の経営者に欠けているもの “金魚鉢の水” 

 

 現代の企業経営者に最も欠けているものは何でしょうか？ 

 

 様々な答えがありうると思いますが、私は、「経営者の考える経営戦略・施策の実行を実

際に担う人たち、つまりその会社の社員たちが“同じ情熱”あるいは“経営者の意識”を

持って仕事をしてくれているかどうか、そして、そうでないとすれば、どうすればそれが

実現できるかということ」を経営者が経営の課題だと捉えていない、あまりにも鈍感かつ

無頓着であることを申し上げたいと思います。特に最近不祥事を繰り返す企業のサラリー

マン経営者に最も欠落している点であると感じています。（なお、サラリーマン経営者の問

題点については、以下の記事から４回に亘って書いておりますので、ご覧下さい。 

https://ameblo.jp/minamoto305yori-konosuke/entry-12221242964.html） 

 

 この点、松下幸之助は、経営者は、“目に見える要因”だけでなく、「経営理念」や「経

営者の考え方や姿勢」、「社員の人たちの心構えとかやる気、心持ち」などの“目に見えな

い要因”も合わせて考えて取り組むことが重要だということを“金魚鉢の金魚と水”に喩

えて次のように述べている。「早い話が金魚な。あれを飼うのに金魚そのものを考えるだけ

ではあかんわね。水を考えんとね。金魚ばかり考えて、水を軽視したら、金魚、すぐ死ん

でしまうがな。」（「経営秘話」江口克彦著 p.99）不祥事を起こしている企業の経営者は、現

場を知らずに無茶な要求を繰り返していました。ましてや、現場の人たちの心などに全く

意識が向いていないものと思われます。 

 

 松下幸之助は、人の気分や心の持ち方が仕事に大きな影響をもたらすものであることを

見抜き、次のように述べています。「人間というものは、気分が大事な問題です。気分がく

さっていると、立派な知恵、才覚をもっている人でも、それを十分に生かすことができま

せん。しかし気分が非常にいいと、今まで何ら気づかなかったことも考えつくというよう

に、だんだんと活動力が増してきます。そこから成功の姿、発展の姿も出てきます。」（「道

は無限にある」） 

 

 それ故、松下幸之助は、「経営者にとって、どうすれば部下、従業員の人びとがよりよく

https://ameblo.jp/minamoto305yori-konosuke/entry-12221242964.html
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働いてくれるのかということが、極めて大事な問題である。」と、経営者は人間の心の問題

を“経営上の問題”として考えなければならないことを強調しています。 

 

２．JAL の再生 

 

 この点に着目した最近の経営者は、2010 年に経営破綻した日本航空（JAL）をわずか 2

年で奇跡的な再生をさせた同社名誉会長の稲盛和夫氏でした。以下では、野中郁次郎・勝

見明著「全員経営 ハイパーフォーマンスを生む現場 １３のケーススタディ｣から、ご紹

介します。詳しくは同書お読み下さい。 

 

 稲盛氏は、再生に際して、JAL の社員の“心の持ち方”を変えることが不可欠であると

考え、部門別採算管理制度の“アメーバ経営”という仕組みとともに“京セラフィロソフ

ィ”という“物の考え方”を導入しました。そして、まずは、当事者意識に欠け、評論家

的な言動の多く見られた経営幹部５０名を対象に、稲盛氏自身が経験を踏まえて“リーダ

ーのあるべき姿”を教育しました。厳しいやり取りもなされる中、「自分たちがそれまで正

しいと考えていた常識が間違っており、それが会社を潰したことを思い知らされた｣と稲盛

氏から後継に指名された機長出身の植木義晴社長は述べています。そのリーダー教育に先

行して、既に４か月余り稲盛氏自身が、自ら無給で、しかも齢８０歳にして一切手を抜か

ずに真剣に仕事に集中し、そのフィロソフィを率先垂範する姿を目の当たりにしていたこ

とから、稲盛氏のフィロソフィとそれに基づくリーダーのあるべき姿の話は心に染み込ん

で行ったと植木社長は言います。 

 

 また、社員たちに議論を通じて、JAL 独自の“JAL フィロソフィ”を社員に作らせ、研

修を通じて全社に徹底して行きました。稲盛氏自身も空港の現場へ出て行って意識改革を

熱く語りました。“JAL フィロソフィ”の作成過程では、赤字路線の廃止や機種数の削減、

リストラ、人件費の削減などの様々な再建の施策を担うのは、社員であり、大切なのは、

社員たちの心であり、当事者意識であること、しかし、それまではその点が欠けていたこ

とに気づき、議論の末、“経営が社員をいちばんに思うこと”を明確に示そうということに

なりました。また、このフィロソフィが、単なる“机上の空論”ではなく、町工場の頃か

ら実践の中で失敗を重ねながら、生まれた理論で、しかも５４年間の実績を積み上げた経

営者が目の前にいたということから、社員たちも、これを簡単にバカにするのではなく、「と

にかく実践してみよう｣と考えるようになり、そして、やってみれば、成果も見えてくると

いうことで、稲盛氏自身も驚くほど早く末端まで浸透して行ったと言います。 

 

この“奇跡の再生”を果たした鍵は何かという点について、稲盛氏は、次のように述べ
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ています。｢経営者だけが、いくら気張ってみても、決してうまく行くものではない。要は

如何に全社員の心を掴むか、そして、彼らの協力を得られるかなのである。｣そして、実際、

この JAL フィロソフィは全社に浸透して行くに従って、社員たちは、「人間として何が正し

いか｣を自ら考え、あちこちで自主的にフィロソフィの実践に取り組みました。東北大震災

の際には、被災地に向かう救援スタッフに心温まる慰労のアナウンスをした機長がいまし

た。また、それらの救援スタッフから預かった荷物に、さり気なく、ねぎらいと励ましの

メモをしのばせたキャビンアテンダントもいました。また、併せて導入したアメーバ経営

等の改革により、社員たちの“コスト意識”を高めた結果、社員たちは、自主的なコスト

削減の取り組みを行うようになり、それらが積み上がって約 120 億円ものコスト削減を実

現し、再生に大きく貢献する結果を生み出したのです。 

 

正に、松下幸之助が指摘した人間は気分によってその成果に天と地の違いが生じるので

す。 

 

２．アイリスオーヤマ 

 

 松下幸之助は、どうすれば社員たちが嬉々として仕事に打ち込んでくれるだろうかとい

うことに悩み、考えた結果、“事業の目的”や“会社の存在意義”に着目し、「貧乏の克服」

という 会社の使命を感得するに至り、事業を通して「社会の発展の原動力となる」こと

を宣言して、社員に“使命感”を持つことを求めました。松下幸之助は、人は他の人のた

めに役に立つことに喜びを感じるという、人間の“利他的な本質”を見抜いており、使命

感が力を生むのだと強調します。「お金が儲かるさかいにやるというのでは本当に力は出な

い。それだけでは、どこかに弱さがあると思う。お国のため、自分のため、自分の使命の

ためになると命をかけようというように感じたときに非常な力が出るんであります。」そし

て、このような観点から、企業を“社会の公器”と捉えて、社員たちに“社会的責任感”

を持つことを求めました。この“責任感”は、自分たちの都合を優先した事業や商品を許

しません。この“使命感”と“責任感”は、社員たちを目指す方向に強く引っ張って行き

ます。 

 

 その意味で、最近注目されている社会問題の解決を目的として収益事業に取り組む事業

体であるソーシャルビジネスは、このような社会的使命感をエネルギー源としていると言

えるのではないでしょうか。例えば、バングラデシュにあるグラミン銀行は、いわゆるマ

イクロファイナンス機関で、マイクロクレジットと呼ばれる貧困層を対象にした比較的低

金利の無担保融資を主に農村部で行っています。それ以外にも多くの事例が報告されてい

ます。以下の URL をご覧下さい。 
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[ 保存版 ] 国内・海外ソーシャルビジネス（社会的企業）事例まとめ：

https://matome.naver.jp/odai/2137913267078170801 

ソーシャルビジネス 55 選 - 経済産業省： 

http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/sbcb/sb55sen.html 

 

他方、松下幸之助は、自分自身が“仕事三昧”で「仕事が楽しくて仕方がない」というほど

仕事に没頭していたことを社員にも提案し、次のように述べています。「自分として今一番

に深く考えていることは、大勢の従業員諸君が、毎日を愉快に働いておられるかどうかと

いう点である。願わくは一人残らず、その日その日を愉快に働いてもらいたい。そのとき

に真に会社の発展も各人の向上も望みうるのである。」（1939 年 4 月 13 日朝会にて） 

 

 さらに、松下幸之助は、いち早く“事業部制”を導入し、事業部長に開発・製造・販売のす

べての権限を与えて、一つの独立企業のような形で経営を委ねる仕組みを採りました。こ

の事業部制は、経営者を育成する機能を持ちましたが、社員の全員が事業部長になれるわ

けではありません。そこで、松下幸之助は、社員に対して、与えられた仕事を一つの“事業”

と捉えて、自分をその経営者とみなすことによって、“経営者の意識”を持ってもらいたいと

考え、“社員稼業”という考え方を提案しました。曰く、「諸君は、各自受け持った仕事を、

忠実にやるというだけでは充分ではない。必ずその仕事の上に、経営意識を働かせなけれ

ば駄目である。いかなる仕事も一つの経営と観念するところに、適切な工夫もできれば新

発見も生れるものであり、それが本所業務上効果大なるのみならず、もって諸君各自の向

上に大いに役立つことを考えられたい。」（昭和 9 年 1 月所主一日一話） 

 

 例えば、単に生活に必要なお金を得るためだけに仕事をしているという人たちは、仕事

というものは、報酬を得るために義務として“やらされること”と捉えて、決められた必要最

小限のことだけしかやりません。それ故、仕事から“学び”を得たり、仕事を通じて自ら“成

長”したりすることもありません。 

 

これに対して、松下幸之助の言う“社員稼業”の考え方に立つと、自分に与えられた仕事を

“一つの事業”と捉え、前工程は“仕入先”、後工程は“お客様”と捉えて、自分がその事業の経

営者だと考えますから、その言われた仕事をただ“義務”としてこなすだけではなく、“経営

者の意識と視点”から、その仕事をもっと効率的にする方法はないか、また、その成果物も

改善の余地がないか、さらには、そもそもその仕事よりももっと付加価値の高い別の仕事

があるのではないかなど、様々な知恵と工夫が生まれてくるのです。それらの知恵と工夫

は、やらされ感で仕事をしている人たちには、“削除”されて見えない部分なのです。“社員

稼業”という“心の持ち方”に変えることによって、“経営者の意識”を持って“経営者の視点”

https://matome.naver.jp/odai/2137913267078170801
https://matome.naver.jp/odai/2137913267078170801
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE_a_9uNnXAhWImJQKHeeDA9IQFghDMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.meti.go.jp%2Fpolicy%2Flocal_economy%2Fsbcb%2Fsb55sen.html&usg=AOvVaw3MqiDgKYWiMqslWiO8Rhry
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/sbcb/sb55sen.html
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から物事が見えるようになり、関連する情報が地引網のように集まってくるわけです。（“焦

点化”）社員の“心の持ち方”を変え、“意識”を変えることで、“経営者としての意識”を持つこ

とができないかと考えたのです。 

 

これは、まさに「人生も仕事も心の持ち方次第だ」と喝破した松下幸之助の本領発揮と

言えるのではないでしょうか。これを「経営のコツ此処なりと気付いた価値は百万両」と

いう言葉とともに提案し、次のように述べています。｢みなさんが松下電器の社員というこ

とについて、“これは自分の稼業なのだ”“私は松下電器の社員稼業の主人公なのだ。これは、

言わば自分個人の事業なのだ”そういうふうな考えに徹しられたならば、みなさんの頭から

は想像もできない、偉大な力が生まれてくると思うのであります。｣（1963 年度経営方針

発表会にて） 

 

 そして、この“自分に与えられた仕事”を“一つの事業”とみなし、自分はその事業の社長と

みなす“社員稼業”という考え方をさらに発展させれば、“自分の属する会社の事業”そのもの

を前提として、社長と同じレベルの経営者の意識を社員に持たせるということが考えられ

ます。ただ、現代の企業、特に大企業では、仕事が細かく分業化しており、全体のごく一

部だけしか担当していないため、社長と同レベルの経営者の意識を持つということは必ず

しも容易ではありません。また、仮に持てても、上司や同僚などから、“自分が一社員にす

ぎないこと”を思い知らされる場面に直面することも少なくありません。例えば、会社のた

めにこうすべきではないかと考えて、上司に提案しても、「それは君の仕事ではない。」と

か「そんなことを考えている暇があったら、自分の仕事の成果を上げなさい。」と言われて

しまうのです。それ故、社員が経営者の意識を持って考え行動することができるよう、会

社が“後押し”するような具体的な仕組みが必要でしょう。 

 

 それを実現したのが、アイリスオーヤマ株式会社の大山健太郎社長です。アイリスオー

ヤマでは、従業員の誰もが、自分の上司を飛ばして社長に直接新製品の提案をすることが

できる機会を定期的に持ち、社長がその提案を承認すれば、その社員に全権を任せるとい

う仕組みを作りました。このような仕組みがなければ、従業員の提案を部課長などの中間

管理職が握り潰すことがあるので、それをさせないためだと言います。しかも、社長が直

接承認を与えることで、その後も提案した従業員自身が主体的にまさに“経営者”としての権

限を与えられて、製品化し、事業として運営して行くことができるというものです。この

仕組みによって、特に若手従業員のモチベーションが上がり、起業家、つまり経営者の意

識を以て考えるようになり、次々と多くの提案が出され、また、実行されています。 

 

３．ヤマト運輸 
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 仕事が“分業化”してしまっている大企業において、社員たちに如何に“経営者の意識”

を持たせるかということについて、前回まで述べてきました。事業の中の一部の仕事をや

っているだけでは、顧客や事業全体が見えにくく、「お客様に心から喜んでもらう｣と言っ

ても、抽象的な想像力を相当働かせなければ、イメージをすることも容易ではありません

し、その手応えを直接感じることもできません。それを色々と工夫して、“経営者の意識”

を持ってもらおうとしたわけです。そこまで行かないとしても、“顧客の顔”が見えるよう

に工夫した企業もありました。筆者の知るイギリスの会社の社長（イギリス人）は、工場

で働く従業員が、「自分たちの作っているプラズマテレビが誰にどのようにして使われてい

るのか、全くイメージがわかない。｣と言ったことを受けて、工場の中に数台のプラズマテ

レビを設置し、B2B の顧客がどのように使っているのか、を映し出したところ、従業員の

モチベーションが上がったということです。  

 

しかし、そのような“心の持ち方”あるいは“意識”を変えようとする取り組みの一方

で、“仕事自体の在り方”を見直そうとする企業が出てきました。つまり、これまでは、企

業の規模が大きくなってくるに伴い、“効率化”のために“仕事”を細かく分けて分業化し

てきたわけですが、分ければ分ける程、自分の担当する仕事は“顧客に価値を提供する事

業活動”という全体の中のごく限られた一部となるため、その副作用あるいは弊害として、

「顧客が見えない｣、「自分の仕事の意義が分からない｣、「仕事が面白くない｣と感じるよう

になり、従業員たちの仕事に対するモチベーションが下がって行くということに気づいた

からです。 

 

そのような仕事そのものを見直そうとする企業の例を、以下、野中郁次郎氏と勝見明氏

の共著「全員経営～ハイパフォーマンスを生む現場 １３のケーススタディ｣からご紹介し

ましょう。その経営学の理論的な部分を含めて、詳しくは同書をお読み下さい。 

 

ます第一の事例は、“クロネコヤマトの宅急便”で有名なヤマト運輸です。同社には、“ヤ

マトは我なり”という社訓があり、誰もが“経営者の意識”を持って判断し、行動するよ

う求められると言います。宅急便事業を立ち上げた小倉昌男元社長は、常に「世のため人

のため｣を唱える一方、配達するドライバーを“セールスドライバー”と名付けました。そ

の意味は、彼らは、単に配達だけをするのではなく、顧客のニーズを掴み、自らの判断で

取引に結び付けることが求められており、そのための権限も委譲されているからです。こ

のような小倉イズムは、基本理念として現在にも継承されているのです。そのことは、東

北大震災が発生した数日後、滞留している救援物資を見たセールスドライバーたちは、自

身も被災しながら、自主的な判断で配送を始めたというエピソードからも証明されました。 
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このような基本理念と社風の同社の下で、一人の女性のセールスドライバーは、顧客の

孤独死に遭遇するという衝撃的な体験から、孤独死を防ぐため、また、併せて買い物困難

者の問題を解決するため、過疎化の進む地域での“買い物支援”と“見守りサービス”を

行うという「まごころ宅急便｣という事業を提案し、実現、急速に全国に広がっています。

その仕組みはこうです。独居の高齢者の家には、「絆ワン｣と呼ばれる小型端末機が配備さ

れており、青色の「ごようきき｣ボタンを押すと、ヤマト運輸のコールセンターとつながり、

商品カタログの中から選んで注文をすることができます。コールセンターから町の社会福

祉協議会に連絡が行き、職員が地元のスーパーマーケットで商品をピックアップし、ヤマ

トのセールスドライバーが配達し、代金を回収します。配達の際に、セールスドライバー

は、「声のトーン｣や「顔色・血色｣「会話時間｣「いつもと変わっているところ｣など８項目

で安否を確認し、記入したシートを社会福祉協議会に FAX します。 

 

立ち上げまでは、決して平坦な道のりではありませんでしたが、要所要所で複数の上司

の理解とサポートも得て実現できたことは、先に述べた小倉イズムの基本理念と徹底した

権限移譲がしっかりと社内に浸透しているからだと言えるでしょう。 

 

４．テラモーターズ 

 

ヤマトの事例は、セールスドライバーが直接顧客と接するサービス業ですから、顧客や

顧客の反応を明確に意識することができます。実際、現場のセールスドライバーは、配達

のたびに「ありがとう｣と言われて、「世のため人のため｣という思いが自分のものになって

いると言います。しかし、製造業ではなかなかそうは行きません。特に代理店や販売店な

ど流通ルートが長くなってくると、メーカー自身の顧客との“心理的な距離”は遠く、そ

のような意識を持つことは必ずしも容易ではありません。 

 

そこで、もう一つの事例は、そのようなメーカーの例です。再び、野中郁次郎氏と勝見

明氏の共著「全員経営～ハイパフォーマンスを生む現場 １３のケーススタディ｣からご紹

介します。詳しくは同書をお読み下さい。 

 

それは、2010 年 4 月に電動バイク・メーカーとして創業されたテラモーターズです。同

社は、自らベンチャー企業として「日本発、世界メガベンチャーの創出｣「四畳半から“新

しいモノづくり”で世界へ｣を目指し、2 年目には一台 10 万円を切る低価格を実現し、国内

で 3000 台を売り上げ、電動バイク（ガソリンバイクとは異なります）でシェアトップの座

につきました。同社の設立趣旨の一つとして「プロのアントレプレナー（起業家）を育成
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すること｣が挙げられており、それを実現するために、普通の企業では考えられない程“徹

底した権限委譲”をして、一人で複数の仕事をこなすマルチタスクをさせているのです。

例えば、入社早々の新入社員をベトナムの初めての駐在員として派遣します。この社員は、

事務所探しから、現地工場の稼働準備、市場調査、部品調達ルートや販売ネットワークの

構築など重要な仕事をすべて任されます。また、国内事業部門でも、「ざっくりした程度の

役割分担｣だけが決まっており、みんなが“何でも屋”で、各自が自己裁量で動き、随時助

け合う、成功も失敗も自分の責任です。皆が“当事者意識”を持ち、仕事は大変でもやり

がいがあると社員は言います。 

 

他方で、権限を委譲される分、結果も問われると言います。その評価は、毎週土曜日の

午前中に行われる全員参加の営業会議「テラの寺子屋｣です。海外からもスカイプで参加し、

一人ずつその週の結果と翌週の課題を報告し、徳重徹社長がコメントをします。そこでは、

数字だけでなく、働き方が問われます。常に「サムシングニュー（何か新しいもの）｣が求

められます。過去になかった案件を考え出すとか、新しい人脈を見つけるなどです。徳重

社長は、“成長角度”を大切にしていると言い、オペレーションの巧みな、いわゆる“でき

る人間”ではなく、初めはパフォーマンスが低くても、あるときから急速に成長して他を

追い越していく社員を大事にしているのです。その共通項は、素直であることで、手本を

真似て、どんどん吸収して行くと言います。 

 

徳重社長が重視するもう一つのことは、判断や行動のスピードと俊敏さです。議論に終

始し、決断の遅い大企業のやり方では、変化の激しいアジアではうまく行かないと断言し、

「2 倍の質ｘ2 倍の量｣で「4 倍速の経営｣を目指しています。変化の激しいアジア市場では、

従来の消耗戦（圧倒的な兵力により敵の重心を攻撃し、物理的な壊滅状態に追い込む）と

いう大企業に有利な戦い方から、中小企業に有利な機動戦（迅速な意思決定と兵力の移動・

集中により、敵に対して物理的、心理的に優位に立ち、戦闘の主導権を握る）という戦い

方に変わってきていると言います。 

 

刻々と変わる現場の状況に応じて先手を打つためには、最前線の兵士が全体の戦略・方

針に沿って、個々の戦闘の位置づけを理解して、状況を判断し、行動すること、つまり、

いわば“経営者の分身”として考えて行動できることが重要なのです。特に、情報が溢れ

る中、本当に重要な知恵が唯一の意義ある経営資源となる情報化社会において、このよう

な機動戦を戦うためには、最前線の社員たちが“経営者の意識”を持つことが極めて重要

であると言えるのではないでしょうか。そのための人材育成として、テラモーターズが目

指すのは、正に「プロのアントレプレナー（起業家）｣で、正に仕事を分業化してきた大企

業とは真逆の方向なのです。 
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そして、テラモーターズの人材育成の方法は、自己の能力を最大限発揮せざるをえない

状況を与え、高質の経験知を積ませる、いわば“極限状態の修羅場”を体験させることだ

と言います。それは、結局、人材は“研修”ではなく、“実践”を通じてしか育成できない

からです。これに対して、大企業では、既にビジネスモデルも業務プロセスも出来上がっ

ており、そのような体験をすることのできる場面が極めて限られています。 

 

その上で、社長の徳重氏を手本とする新たな徒弟制的関係の中で適宜フィードバックを

得ながら成長して行くというわけです。 

 

５．三鷹光器 

 

“効率化”の観点から仕事を“分業化”してきた大手企業の方向とは反対に、敢えて一

見“非効率”に見える複数の仕事をやらせようとする企業をもう一つご紹介しましょう。 

 

「世界一の製品｣「世界発の技術｣を送り出し、「町工場の巨人｣の異名をとる光学機器メ

ーカー三鷹光器です。東京の三鷹にあり、社員数約 90 名ですが、スペースシャトル搭載用

特殊カメラや脳外科手術用顕微鏡、太陽熱で発電する太陽熱集光装置など先端技術の製品

で、大手を圧倒しています。 

 

それを可能にする秘密は、独自の“職人育成法”にあると言います。教えられるのでは

なく、自分で学ぶ、しかも、頭の知識よりも、自分で考えて、工夫し、体験を通じて学ば

せる、いわば“身体で考え、身体で覚える”という教育方法です。 

 

例えば、製品の開発で、このままいくと失敗するとわかっていても、黙って最後までや

らせる。そして、失敗した後、作り直しを命じ、なぜ失敗したのかを自分で考えさせると

言います。「失敗を経験しないと技術は身につかない。おシャカを恐れたら、ものはつくれ

ません。｣と開発部門の幹部は言います。 

 

同社の原点である望遠鏡づくりは、すべての社員に仕込まれますが、その上で、光学だ

けでなく、電気、機械、体をつくるための板金・・と幅広く経験を積み、一人最低３つ以

上の得意な仕事を持つことが求められます。また、設計が任されるようになると、他社が

思いもつかないような独自のアイデアが求められます。さらに開発設計や製造にとどまら

ず、顧客との営業打ち合わせや納品調整、修理まで担当させるのです。こうして、最終的

には、開発設計から製造まで一人で一貫してこなせるようになり、自律的で創造的な人材
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に育つのです。それは、複数の仕事をこなせることでアイデアが生まれやすくなり、修理

にこそ次なるニーズが現れ、“アイデアの宝庫”になるからだと言います。 

 

翻って大企業の仕事の仕方を考えてみましょう。大企業が効率化のために仕事を分業化

していることは、かつてやるべきことがはっきりしていた規格大量生産型ビジネスモデル

が通用した工業化社会の時代にはそれなりの合理性がありました。 

 

しかしながら、複雑で不確実不安定な現代の情報化社会において、最も重要な経営資源

である“知恵”はそこからは出てきません。“一つの事業”が分断されて、担当する仕事は

“全体の一部”に過ぎず、顧客も全体も見えず、面白くないからです。大手企業では「自

分は何をやっているのかわからない｣という感覚をもつ社員が多いと言われるのはそのた

めです。そもそも会社が自分に担当させた仕事が、本当に自分の能力を最大限発揮できる

仕事なのかどうかはわかりません。ひょっとすると、担当した業務以外のところで能力を

発揮するかもしれません。ところが、大手企業では、配属や担当が決まると、配属された

部門以外の部門や同じ部門でも担当以外の仕事に興味を持ったり、何かやってみたりする

ことは当然ながら許されないわけです。必ずしも自分の能力を発揮できるかどうかの分か

らない担当業務に“固定”され、それに縛られて、他の可能性を“削除”されてしまうわ

けです。稀には、幸いにも、自分の適性に合った仕事に巡り合える人もいるでしょうが、

多くの社員は、そうではありません。 

 

人間は、本来“知りたい”とか“やってみたい”という気持ちを持っているものですが、

この担当業務に固定してしまう大企業のやり方は、そのような人間の自然な好奇心の芽を

摘み取ってしまうという弊害があるという面もあります。 

 

さらに、担当する仕事が自分に合っていない人にとっては、仕事は楽しいものではなく

なり、義務感でやらざるをえないという気持ちで仕事に臨むこととなりますから、必要最

小限のことだけしかやろうとはしなくなり、それ以上の知恵や工夫が生れてくることはあ

りません。仮に他の業務に興味を持ち、「もっとこうすればいいのに｣と思っても、それを

提案する場もありませんし、他部門の話だとか、自分の担当ではないという理由で、提案

することも控えることが多いでしょう。 

 

そのように考えれば、大企業が通常行っている“分業化”というやり方は、社員一人ひ

とりの潜在能力を必ずしも最大限に発揮させているとは言えないのではないでしょうか。 

 

これに対して、三鷹光器では、複数の仕事をこなす中で、実際に色々なことをやってみ
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て、そこから自分の最も能力の発揮できる得意分野を見出しやすく、個人の潜在能力を引

き出す可能性が一段と高まります。また、複数の仕事を関連づけて考えるという思考から

創造的なアイデアが生まれます。このように一人ひとりの社員がマルチタスクをこなすこ

とは、一見“非効率的”に見えますが、今後益々必要とされる実践的な現場の知恵を生み

出しやすい理に適ったやり方だと言えるでしょう。 

 

６．未来工業 

 

 次にご紹介するのは、電気設備資材を製造する岐阜県にある社員数約800名のメーカー、

未来工業です。同社は、1965 年の創業以来赤字はなく、売上高経常利益率は平均 13％と同

業他社より桁違いに高い収益力を誇ります。電設業界には、松下電工（現パナソニック）

という大企業が君臨しており、後発の零細企業である同社が同じような製品をつくっても

単純な価格競争に追い込まれて、早晩立ち行かなくなることは明らかでした。そこで、同

社創業者の山田昭男氏は、このような業界で生き抜くために、「自社の製品は、必ずどこか

で差別化し、差別化できない製品は如何に売れ筋でも手を出さない。」という徹底した“差

別化戦略”を採用し、そのために社員に対して「常に考える」ことを創業当初から求めた

のです。 

 

既存の製品の“盲点”を見つけて、ちょっとした“工夫”を入れる。 

 

例えば、スイッチを壁の中に収めるスイッチボックスです。従来ネジで固定する穴は底

面の対角線上に２つ開けられていましたが、柱や桟の幅が細いと 1 か所しか止められず、

不便でした。そこで、穴を４つ開けて縦横斜めのいずれか 2 か所で固定できるようにした

ところ、大ヒットしました。また、現場では、スイッチボックスを取り付けた後に壁面が

張られるため、その位置がわからなくなるという不便がありました。そこで、スイッチボ

ックスにアルミ箔のテープを張り、金属探知機で簡単に見つけることができるという方法

を考えたのです。これにより、80％のシェアを確保しました。 

 

現在このような差別化した製品群は二万点にも及びます。 

 

ただ、差別化すると言っても、そう簡単にアイデアが出てくるものではありません。そ

こで、同社の創業者山田昭男氏は、この差別化を徹底して実践するために何が必要かを考

えました。その結果、“差別化の訓練のために”「常に考える」ことをスローガンとして掲

げ、商品だけでなく、それ以外のあらゆる面で細部にまで徹底し、すべての社員が「常に

考える」ことを習慣づけようとしたのです。山田氏は、言います。「ある日突然、差別化し
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ろと言ってもできるもんじゃない。ものづくりという本番に向けて、『常に考える』という

スローガンの下、あらゆるものを差別化し、訓練をしておく。理屈ではなく、身体が思わ

ずそう動いてしまうレベルにまで、『常に考える』を自分のものにしておくのです。」例え

ば、コスト削減についても差別化を求めました。一例を挙げると、ドアを開ける度にノブ

を回すのは積もり積もれば膨大なロスとなると、手で押すだけで開くよう、すべてのドア

を改良したのです。 

 

社員に日々差別化を徹底して実践させるために、もう一つ重要なことは、社員の“やる

気”を如何に引き出すかという点でした。そのために、既存の経営の常識を超えた様々な

仕組みを導入したのです。「会社に不満があったら、誰もやる気は起きない。そこで、休み

は多い方がいいだろうからたくさんやろう。残業はないほうがいいならなしにしよう。社

員の立場で考え、そのほうがいいと思うことはどんどんやりました。」と山田氏は言います。

その結果、残業は禁止、休みは日本一多く、労働時間は日本一短い企業となり、管理は極

力排除し、社員へのノルマや売上目標は一切なく、上司へのホウレンソウ（報告・連絡・

相談）も不要とされています。上司の仕事は、“部下の仕事を管理すること”ではなく、“部

下をやる気にさせること”だとして、そのやり方は現場の判断に任せ、自分で考えさせる

のです。 

 

商品開発は、基本的に一人で進め、上司への報告は、承認を得るため、最終に近い段階

で行うだけです。もしうまく行かなかったらと不安になり、上司に聞くと、「そのときはま

たつくり直せばいいから、やってみよう」と背中を押されると言います。そして、実際に

うまくいかなかったときにも、咎められることはなく、上司がカバーしてくれるのです。

それで、社員たちも思い切って挑戦することができるのです。 

 

これに対して、大企業では、商品の企画会議を開く度に、幹部から「こんなものつくっ

ても売れるはずがない」とか、「必ず売れるのか。もしうまくいかなかったらどうするのか」

というようなネガティブなコメントが次々と出されて、結局何の特徴もないごく普通の商

品になってしまうということが往々にしてあります。未来工業では、そのような可能性を

否定するマイナス思考は一切認めないと言います。「うまくいくかもしれないし、ダメかも

しれないときには、プラス思考でいく。失敗したら、別の方法を考える。常に新しい提案

を引き出すには、プラス思考で考える場があることが大切なんだ。」と山田氏は言います。 

 

社員たちが何も考えていないとか、提案が出てこないとぼやく経営者がいますが、その

ような提案をする場や仕組みもなく、ただ黙っていて、提案は出て来るものではありませ

ん。会社の側が、提案を出せる場や仕組みを作ることに加えて、しかも、提案を出しやす



13/15 

 

Copyright © 2018 Yuki Miyazaki  All rights reserved. 

 

い環境作り、風土作りが欠かせないのだということをこの未来工業の例は教えてくれてい

ます。 

 

７．メガネ２１ 

 

経営者が、社員に“経営者”の意識を持たせるという問題を企業の事例から見てきまし

たが、それを徹底していくと、社員を“本当の経営者”にしてしまう、つまり、“社員によ

る 100％共同出資・共同経営”という形態に行き着きます。今回ご紹介する、広島の社員数

142 名のメガネ販売チェーン「２１（トゥーワン）」はそういう企業です。今回も引き続き、

野中郁次郎氏と勝見明氏の共著「全員経営～ハイパフォーマンスを生む現場 １３のケー

ススタディ｣からご紹介します。詳しくは同書をお読み下さい。 

 

この会社は、次のような生い立ちから、「社員の幸福を最優先する」というユニークな考

え方を採っています。この会社を立ち上げた現相談役の平本清氏は、以前は別の有力メガ

ネ販売チェーン T 社で幹部を務めていたのですが、松下幸之助を信奉し、社員を大切にす

る創業経営者が亡くなって、米国留学から帰ってきたその次女が 2代目社長に就任すると、

米国流の会社の利益最優先の合理的経営に一変し、人件費や福利厚生費の削減、高額商品

の推奨販売化、ノルマの強化などの施策を次々と打ち出し、これに異議を唱えた平本氏を

始め大量の社員は解雇されたのです。そこで、解雇された幹部が共同出資し、“退職者の受

け皿”として設立したのが、２１でした。社員の幸福を第一に考える方針はここから生ま

れたのです。 

 

そして、「今こういう理由で社員が幸福になれないなら、その不幸の理由を一つひとつ解

消して行こう」といろいろな仕組みを考えた結果、「管理職がいない」「ノルマがない」「社

長は対外的な権威を有するが、社内では特別な権限を持たない」「社長は 4 年交代制」「人

事や経理などの間接部門は存在しない」「人事評価も給与も社内ウェブで公開」という実に

ユニークな経営方針・仕組みを採用したのでした。その一方で、1986 年の創業以来、市内

3 店舗から、広島を中心に全国約 120 店舗を展開するまでに成長しているのです。 

 

この会社の経営を支える仕組みは、店舗を結ぶ社内ネットワーク上の「懇談室」と呼ば

れる社内掲示板にあり、そこには、会社の財務データから業務遂行状況、各店舗の業績、

顧客の要望、社員の意見、提言、疑問、不満に至るまで、会社に関連するあらゆる情報が

項目別に分類され公開されており、社員はいつでも自由に閲覧したり、書き込みをしたり

することができます。懇談室にアクセスすれば、会社がどんな状況で、何があり、社員の

誰が何を考え、どう行動したかまで分かる、完全情報公開のガラス張りオープン経営が行
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われているのです。そして、会社の中では、社長を含めてどこにも許認可権が存在しない、

究極のフラット組織となっており、懇談室が意思決定の場となっています。 

 

例えば、社員が新事業のための会社をつくろうと思えば、自分で出資し、その意思を懇

談室で表明し、それに賛成して共同出資しようと思う社員は、返信する、同社では、許可

制ではなく、黙認制で、反対がなければ全員が賛成したものとみなされます。反対意見が

あれば、明確な理由とともに書き込みますが、発案者は自己責任で実行することができま

す。このようにすべての案件が懇談室で決まり、発案者がその都度リーダーになるのです。 

 

こうしてすべての情報が懇談室で公開されるため、社員の納得性や透明性が確保される

こととなるだけでなく、許可する側とされる側という関係がないため、管理職も不要とな

って、会議や稟議書もいらなくなり、また、“稼がない仕事”の間接部門も極力なくすなど、

これらがすべてコストの徹底した削減につながっており、それが「メーカー希望小売価格

の４割引き」という“価格破壊戦略”を可能としています。 

 

また、顧客に高額商品を押し付けるなど T 社でのノルマの弊害の経験から、顧客が納得

するまで手間暇をかける、それが評判をよべば売上増に結びつくと考えて、売上目標やノ

ルマを課さない方針を採ったのです。 

 

このメガネ２１は、“権力の集中”を排し、権限を全社員に分散させて、発案者たる社員

は、自らリーダーとなって自己責任の範囲で実行することができる、会社の情報は、すべ

て懇談室に集中させて全社員に公開し、平等に利用できるようにしたわけです。まさに“共

同経営者”として、“自己責任”と“自己管理”が求められ、当然ながら、“経営者の意識”

を持つこととなりますから、経営者としての人材も育つ仕組みであると言えます。平本氏

は、この点次のように述べています。「普通の会社では社長が若い社員に、自分と同じ立場

で考えろといっても無理でしょう。しかし、すべての情報を共有すれば、誰もが同じ立場

で考えることができるようになり、モラルが上がる。」 

 

筆者が欧州のベルギーにいたときに、次のようなことがありました。ベルギーの販売会

社の社長が交代したのですが、先の社長は、出向の日本人だけで会社の重要な情報を共有

し、現地の社員には知らせなかったために、彼らは日本人だけで事業計画など会社の重要

な事項を検討しているのを冷ややかに見ていたのです。それが、新社長になって、２１の

ように会社の情報を現地の社員にもオープンにしたところ、頼んでもいないのに、現地社

員たちが、会社の問題点とその対策を考え、積極的に提案するようになったのです。 
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この意味で、メガネ２１という会社は、“共同出資・共同経営”という特殊な形態の会社

ですが、普通の会社において、社員に“経営者の意識”を持たせるという場合に、悪い情

報を含めて、会社の情報を社員に公開し、共有させることは、極めて重要だと言えるので

はないでしょうか？ 

 

また、T 社の 2 代目社長の米国流の合理的経営は、“どうすれば自社が儲かるか”という自

社の立場に立った発想で、机上の計算では利益が出てうまく行くはずでしたが、顧客の立

場に立ってみれば、不要な高額商品を押し付けられるなど“心から喜ぶ”ことにはつながらな

いわけです。社員としてもノルマに追われて、必ずしも顧客のためにならないことを押し

付ける自分に嫌になるかもしれません。「社員の幸福を最優先する」ことが、結局は、「お

客様大事の心に徹する」ことにつながるのだということをこの事例はいみじくも示してい

ると言えましょう。 

 


