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京セラ／日本航空名誉会長稲盛和夫氏：経営の神様松下幸之助経営哲学の継承者か！？ 

 

著者 宮﨑 勇気 

 

京セラ及び第二電電（現 KDDI）の創業者で、経営破綻した日本航空をわずか 2 年で 2049

億円の営業黒字を計上（2012 年 3 月期）し、見事に V 字回復させた日本航空名誉会長の稲

盛和夫氏（1932 年 1 月 21 日生まれ、現在 85 歳）の経営哲学に、今多くの人々が共鳴し、

その支持者が増えつつあります。その母体は、1983 年に京都の若手経営者が、当時の京セ

ラの稲盛和夫氏から人としての生き方「人生哲学」と経営者としての心の持ち方「経営哲

学」を学ぶために立ち上げられた“盛和塾”（2016 年 12 月末現在 96 塾会員数 11,026 名、

台湾、韓国、中国、アメリカおよびブラジルに支部を置く）が中心となって、広がりつつ

あります。（盛和塾 Web ページより）特に中国における熱烈歓迎ぶりは、相当なものです。 

 

そのような稲盛和夫氏の経営哲学は、実は経営の神様と言われた松下電器産業（現パナ

ソニック株式会社）の創業者松下幸之助氏の経営哲学に共通する部分が驚くほど多いので

す。松下幸之助氏は、1894 年 11 月 27 日生まれで、1989 年 4 月 27 日に亡くなっており（享

年 94 歳）、年齢から言えば、稲盛和夫氏よりも一世代（38 年）以上、上になります。 

 

１．稲盛和夫氏と松下幸之助との接点－経営者の“決意”の大切さを学ぶ 

 

この二人の接点を示す次のような有名なエピソードがあります。 

1965 年頃、松下幸之助氏が、京都の経営者を対象に、持論の「ダム経営」（資金、人材、技

術等経営の重要な部分に“ダム”（余裕）をつくっておくことによって、経営環境の大きな

変化にも耐えられるようにする経営）について講演をした際、話し終わったところで、会

場から次のような質問が出ました。「松下さんご自身、今は成功されて余裕があるからそう

言えるでしょうが、われわれには全く余裕がありません。ダム式経営をしなければならな

いのは、わかりますが、どうしたらダムがつくれるのか、そこのところを教えてもらえな

いでしょうか」これに対して、一瞬困ったような顔をして、松下幸之助氏は、次のように

答えました。「そうですなあ、そらやっぱし、“ダム式経営をやろう”と思わんといかんで

しょうな。ハッハッハ」何か手っ取り早く使えるノウハウを教えてもらえることと期待し

た会場からは「何だ、そんなことか」とばかりに騒めきと失笑が広がりました。 

 

その中に、若かりし日の稲盛和夫氏（33 歳）がいました。当時稲盛氏は、経営に非常に

悩み、困っていた頃だそうですが、会場の大多数の経営者とは異なり、この松下幸之助氏

の言葉を聞いて、「ガツーンと身の震えるような感動と衝撃を受け、本当に目が開けたよう

な気がした。」と言います。つまり、「経営に余裕がないのは、自分が真剣に思わないから
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だ。“やろうと思ったって、できやせんのや。何か簡便な方法を教えてくれ”というような、

そんな生半可な考えでは、事業経営はできない。できる、できないではなしに、まず“オ

レは余裕のある経営をしたい”という強い願望を持つことが大切なんだ、そして毎日毎日、

一歩一歩、歩んでいけば、何年かの後には必ずそうなる。何事も“思い”から始まる。真

剣に思えば、叶う。そのことを松下さんは言っておられるんだ。」と。 

 

後に松下幸之助氏が、稲盛氏と対談をする機会があり、稲盛氏からその話を聞いて、「分

かる人はわかってくれるんだ、ということをあらためて感じて、うれしく思った。」と言い

ます。そして、次のように述べています。曰く、「“経営学”というものは教えることがで

きるが、生きた経営というものは教えるに教えられない。学ぶに学べない。それは自ら会

得しなければならない。～経営のコツを良く聞かれるが、なかなか言葉で説明し切れるも

のではない。そこで、いきおい、基本的なことを抽象的な表現で述べることになる場合が

多いのだが、同じことを話しても、本当に理解してくれる人もいれば、十年かかっても、

わかってくれない人もいる。～ダム式経営でも何でもそれができるかどうかは、経営者の

決意次第、ということを稲盛さんは私の不十分な話から的確に自得された。」（「松下幸之助

経営語録」58ｐ） 

 

また、松下幸之助氏は、この点について次のようにも説明しています。「大切なことは、

色々形にあらわれた経営のダムもさることながら、それ以前の“心のダム”というか、「そ

のようなダムを経営のうちに持つことが必要なのだ」と考える“ダム意識”といもいうべ

きものである。そういうダム意識を持って経営をしていけば、具体的なダムというものは、

その企業企業の実態に応じていろいろ考えられ、生み出されてくるであろう。」あるいは、

また、「本気になって志を立てよう。命をかけるほどの思いで志を立てよう。志を立てれば、

事はもはや半ば達せられたと言ってよい」と述べています。 

 

ここで、松下幸之助氏が述べていることは、次の２点です。 

第一に、経営者にとって、どのような“心の持ち方”をするかということが極めて重要

であるということです。松下幸之助氏は、「人生でも仕事でもすべては心の持ち方次第だ」

と喝破し、経営者は、最も適切な“心の持ち方”をすることができるよう、“自分の心を鍛

え”て、“自分の心を使いこなす”ことが大切だと強調しています。 

 

第二に、その“心の持ち方”が“強固な信念”となるまで“強く願うこと”、そのため繰

り返し、自分に言い聞かせることです。そうすれば、自然とその方向で考えて、行動する

ようになるからです。 

 

それらの考え方は、みごとに稲盛氏によって受け継がれています。稲盛氏は、次のよう
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に述べています。「経営の要諦は、トップの持つ心にある。経営の神髄を感得して、経営者

の心が変わるならば、経営は必ず順調にいく。」（盛和塾 Web ページより）また、「新しい

ことを成し遂げる」ためには、「心に描いたとおりになる」「思いは必ず実現する」とし、「も

のごとの結果は、心に何を描くかによって決まります。「どうしても成功したい」と心に思

い描けば成功しますし、「できないかもしれない、失敗するかもしれない」という思いが心

を占めると失敗してしまうのです。心が呼ばないものが自分に近づいてくることはないの

であり、現在の自分の周囲に起こっているすべての現象は、自分の心の反映でしかありま

せん。」と述べています。（稲盛和夫 OFFICIAL SITE より）さらに、稲盛氏がこれまでの

京セラ、KDDI 及び日本航空の経営の経験を踏まえて、会社経営を成功に導く実践項目を

12 ヵ条にまとめた「稲盛経営哲学 12 か条」の中で、次の２つの考え方が示されています。

すなわち、「３．強烈な願望を心に抱く：潜在意識に透徹するほどの強く持続した願望を持

つこと。 」と「７．経営は強い意志で決まる：経営には岩をもうがつ強い意志が必要。」

です。（稲盛和夫 OFFICIAL SITE より） 

  

２．稲盛和夫氏と松下幸之助の経営哲学の近似性 

 

 稲盛和夫氏と松下幸之助氏との直接の接触は、私の知る限り、前回述べた「ダム式経営」

に関する逸話と後日の対談以外にはないように思われます。しかし、前回指摘した点以外

にも、実は、両者の経営哲学は、類似する点たくさんあります。そこで、以下でそれらの

点を順次見てまいりたいと思います。 

 

１）何が正しいかを考えること 

 

 第一に、稲盛和夫氏の作り上げた“京セラフィロソフィ”という経営哲学は、「人間として

何が正しいのか」、「人間は何のために生きるのか」という根本的な問いに真正面から向か

い合い、様々な困難を乗り越える中で生み出された仕事や人生の指針であり、京セラを今

日まで発展させた経営哲学だとされています。そして、「リーダーとして大切なこと」とし

て、「人間として正しいことを正しいままに貫く」ことを強調し、自分にとって都合がよい

かどうかという観点を厳しく排除しました。曰く、「「人間として何が正しいか」という判

断基準は、人間が本来持つ良心に基づいた、最も基本的な倫理観や道徳観です。｢欲張るな｣

｢騙してはいけない｣｢嘘を言うな｣｢正直であれ｣など、誰もが子供の頃に両親や先生から教

えられ、よく知っている、人間として当然守るべき、単純でプリミティブな教えです。日

常の判断や行動においては、こうした教えに基づき、自分にとって都合がよいかどうかで

はなく、「人間にとって普遍的に正しいことは何か」ということから判断していかなければ

なりません。」（出典：『「成功」と「失敗」の法則』）（稲盛和夫 OFFICIAL SITE より） 
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 これに対して、小学校四年生で中退した松下幸之助氏も、松下電器製作所を起業した後、

実際に会社を経営していくに際して何を基準に考えればよいのかに悩んだ挙句、人間とし

てどうあるべきかというところに拠り所を求めたと述べており、この点が類似していると

言えます。それは、一つには、両者に共通する点として、仏教の考え方の影響が大きいこ

とが上げられます。稲盛氏は、実際に僧侶となっていますし、松下幸之助には、20 年余り

に亘って、自邸に住まわせ、様々な悩みについてアドバイスをされた真言宗醍醐派の僧侶

の加藤大観師から極めて大きな影響を受けていると思われます。 

 

 また、松下幸之助もまた、“正しいこと”を行うべきことを重視し、それが、“力”と“勇気”

を生み出すのだと強調しています。曰く、「何が正しいかを考え、信念を持って為すべきを

為す。へ平凡と言えば平凡だが、それをするかしないかが、成否の分かれ道である。」「何

が正しいか、ということに生命を賭すことができないならば、経営者を辞した方がよい。」

「経営には、勇気が必要である。その勇気は、何が正しいかというところから生まれてく

る。」「私は一般的に本当の勇気というものは、一つの正義に立脚しないことには、また、

良心に顧みてこれが正しいと思わないことには、湧いてこないと思うのです。だから、勇

気が足りないということは、何が正しいかということの認識が非常に曖昧であるところか

ら出てきている姿ではないかという感じがします。～自問自答して何が正しいかというこ

とを考える。そして、この正しさは、絶対譲れない、この正しさは通さなければいけない

という確固とした信念を持つならば、そこから出てくる勇気は、たとえ気の弱い人であっ

ても、非常に力強いものとなる。」「人は知識が最高でなくてもいい。しかし真実に基づい

て人生を歩まなければならないという思いだけは、誰にも負けないものを持っていなけれ

ばならない。」 

  

 さらに、松下幸之助は、「事業を通じて社会に貢献すること」「社会の発展の原動力とな

ること」を企業の使命としましたが、その使命を達成するに際しては、「そうした企業の活

動の過程が社会と調和したものでなくてはならないこと」つまり、社会のルールに反して

はならないことを強調しました。昭和 32 年の経営方針発表会において、松下幸之助氏は、

410 億円という販売目標を示し、次のように述べました。「まずいちばんに考えんならんこ

とは、～社会正義に反しないかどうかということであると。～社会正義の線に沿うてそれ

がやれるかどうかということであります。～他人は何でもいいんだと、業界がどうなろう

が、世間がどうなろうが構わんのやと。この数字さえあげればいいんだということが許さ

れるかどうかと。私は、そういうことであればむしろやらないほうがいいと思うんであり

ます。そんなことをして、松下電器が繁栄して、何が得られるかと。われわれ人間として

の目的に反することになる。」 

 

 このように、「正しいこと」を重視するのは、裏を返せば、自分の利害や感情にとらわれ
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ること、即ち、「私心にとらわれること」を排除することで、この点においても、両者の発

想と考え方は極めて類似しています。 

 ２）“私心”にとらわれないこと 

 

 稲盛氏は、「リーダーとして大切なこと」として「私心のない判断を行う」ということを

挙げて、次のように述べています。曰く、「人はとかく、自分の利益となる方に偏った考え

方をしてしまいがちです。みんなが互いに相手への思いやりを忘れ、「私」というものを真

っ先に出していくと、周囲の協力も得られず、仕事がスムーズに進んでいきません。私た

ちは日常の仕事にあたって、自分さえよければという利己心を抑え、人間として正しいか、

私心をさしはさんでいないかと、常に自問自答しながらものごとを判断していかなければ

なりません。」（稲盛和夫 OFFICIAL SITE より）そして、稲盛氏は、実際に DDI（第二電

電）を設立し、電気通信事業参入するにあたって、「動機善なりや、私心なかりしか」と自

身の動機に利己的な心、「私心」がないかということを半年間にわたり自問したとされてい

ます。動機が善であり、実行過程が善であれば、結果は問う必要はない、必ず成功すると

いう信念を表しています。 

  

 そして、松下幸之助が、その経営者としての経験から、経営者が最も回避すべきものと

考えたのが、実は「自分の利害や感情などの私心にとらわれること」でした。松下幸之助

が見てきた多くの失敗した経営者は、結局“私心にとらわれること”によって物事の実相が客

観的に見えなくなり、“私心”という色に染まったメガネを通して見るために、物事が歪んで

見え、そして、自分の都合のいいように決めつけてしまうのです。そして、自分に対して

真面目に苦言する部下の忠告・警告も素直に聞けず、結局、誤った経営判断をしてしまい、

経営を破綻させることとなるのです。経営者の失敗の最大の原因が、この“私心にとらわれ

ること”であり、それを回避するために経営者にとって最も重要な心の持ち方を“とらわれな

い素直な心”だと捉え、さらに、“事業を通じて社会に貢献する”という“正しい経営理念”を

強調し、企業を“社会の公器”と捉えたのでした。そうすることによって、“とらわれ”から脱

し、“私的欲望”を“公的欲望”に転換するのです。 

 

 この点を松下幸之助が、どれほど大切に考えていたかは、「経営の心得 3 か条」の一番最

初に、この点について言及しているところからも、わかります。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。」 

 

 さらに、私心を持つことに対する松下幸之助の危機感は、名古屋で若い経営者に対して

講演をしたときの次の言葉からよくわかります。「賢い人間は、国を興し、会社を興す。で
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は国を潰し、会社を潰すのは誰かというと、これも賢い人間である。賢い人が国を潰し、

会社を潰す。平凡な人は興しもしないかわりに潰しもしないと、無難にいきますな。賢い

人は、非常に希望が持てるけれども、一面非常に危険であるということは言えます。そう

ですから、国を潰す賢い人と国を興す賢い人とどんだけの差があるかと、紙一枚の差です

な。紙一枚も差がないくらい差がないと。結局、会社を興す賢い人と潰す賢い人は、どこ

が違うのかということを更に煎じ詰めていくと結局は「私」というものがある。一方成功

するのは、「私」というものがない。賢さは一緒である。しかし、ちょっと自分の私心が入

ると、非常に差がでてくる。～会社の社長も私心があればあきません。私は私心を持たな

いようにと、私というものを封じ込めなくてはということを始終自分に言い聞かせている

のです。これは天下の預かり物だ。だから、大いにやっていい。遠慮せずにやっていい。

けれども「私」が出てくるのです。どうしても出てくるのです。出てきたら危険だから、

私は自分と葛藤しているのです。私心を消すこと、消すといっても私心がでてくると、こ

ういうことですね。」「欲望には、公の欲望と私的欲望とがある。必ず私的欲望がついてま

わります。この私的欲望をどの程度に抑えることができるか、公の欲望をどう出すかとい

うことの葛藤が、皆さんの葛藤でなくてはならんと思うのです。そういうことに打ち勝つ

ことができたならば、すばらしい成果を上げることができると思います。」（1976 年／昭和

51 年 5 月 10 日名古屋青年会議所 5 月例会） 

 

３）世の為人の為に尽くし、かつ、収支を立てること 

 

次に、稲盛氏は、「自利と利他」ということを強調しています。即ち、曰く、「事業は「自

利・利他」という関係でなければいけません。「自利」とは自分の利益、「利他」とは他人

の利益です。つまり「自利と利他」とは、自分が利益を得たいと思ってとる行動や行為は、

同時に他人、相手側の利益にもつながっていなければならないということです。自分が儲

かれば相手も儲かる、それが真の商いなのです。常に相手にも利益が得られるように考え

ること、利他の心、思いやりの心を持って事業を行うことが必要です。」（稲盛和夫

OFFICIAL SITE より） 

 

この「自利と利他」を同時に満たすという発想は、「三方よし」の近江商人の考え方にも

つながるものですが、松下幸之助も同様に考えていました。商売をする際に“お得意先の

仕入係”になったつもりで考えることが大切だとして、松下幸之助は、次のように述べて

います。曰く、「自分はお得意先の仕入係だと考えれば、お得意先は今、何を必要とされて

いるか、どういう程度のものをどれほど欲しておられるかということを察知しつつ、そう

いう目で商品を吟味して、お得意様の意にかなうようにお勧めしなければなりません。」「商

売というものは、本当は売る方も買う方も双方が喜び、双方が適正な利益を交換するとい

う形でやらないと、長続きしませんし、それは結局はお互いのためにならないと思うから
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です。」（「商売心得帖」－「商売繁盛 12 の心得」33ｐ） 

 

これを仕入先や販売先などの今で言えばビジネスパートナーとの関係についての“共存

共栄”という松下幸之助の考え方も、その応用と言えるでしょう。例えば、仕入先から購

入する部品や材料の単価を下げようとするときに、自社の利益だけを考えて、ただ値下げ

を要請するのではなく、仕入先とともに、仕入先の経営改革を検討・実行して、その成果

を分かち合う形で仕入れ部材の単価の値下げを実現しようとする考え方です。 

 

ここで、注目すべきは、このような発想に立つことによって、自分の利益だけでなく、 

相手の立場や利益をも視野に入れた上で、両者を包み込む形で解決策を考え出す“弁証法

的な思考のプロセス”を辿り、それまでの“自分の利益だけを考えていた立場”からは見

えなかったことや勝つか負けるかのゼロサムゲームではない、“第三の解決方法”が見えて

くる点です。 

 

また、稲盛和夫氏は、次のように述べています。「「世のため人のために尽くす」ことが

人間としての最高の行為です。人間は「自分だけよければいい」と利己的に考えがちです。

しかし本来、人間は人を助け、他の人のために尽くすことに喜びを覚える、美しい心を誰

もが持っています。利己的な思いが強すぎると、美しい心は表に出てこないのです。利己

的な思いを抑え、「利他」の心をもって「世のため人のために」尽くさなければなりません。」

（稲盛和夫 OFFICIAL SITE より）人間には、「世のため人のために尽くすことに喜びを覚

える利他の心」があり、同氏は、これを“美しい心”と呼び、同氏自身の経営哲学の中で

最も重要な言葉だと述べています。（ＴＶ番組「カンブリア宮殿」にて） 

 

松下幸之助の経営哲学において、最も重要なテーマの一つは、前回も触れました通り、

自分の利害や感情などの“私心”にとらわれがちな“人間の弱さ”を克服するために“私

的欲望”を“公的欲望”に転換することでした。そのために、“とらわれない素直な心”を

基軸として、「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」を会社の綱領として定め、「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」と経営の心得 3 か条の第一条に定めて、「企業を社会の公器」と捉えました。 

 

松下幸之助は、昭和７年３月に天理教の本山を見学した際に、全国から集まってきた信

者たちが喜々として働く姿を見て、感銘を受け、これを自分の会社で実現するにはどうす

ればよいかを考えて考えて考え抜いた結果、その年の５月５日“真の創業”の日として、

全社員１６３名を集め、「産業人の使命」が「貧乏の克服」にあり、「社会が富み栄えて行

く原動力として会社の活動が必要とされ、その結果として会社も繁栄して行くことが許さ
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れるのだ」と発表したのでした。そこに、松下幸之助は、社員に喜々として働いてもらう

ために必要なもの、つまり、人間の持つ“利他的な本質”を見抜いていたのです。この点、

後年に次のように述べています。「結局、人間には“欲と二人連れ”で、利によって動くとい

う面と、使命に殉ずるというといささか語弊があるが、世のため人のために尽くすところ

に喜びを感ずるといった面とがあるわけである。」（「人事万華鏡」p.170）」 

 

さらに、重要なことは、その方向は、丁稚奉公時代に身体で覚えた｢商売の本質は、世の

為人の為の奉仕にあり｣という原則に合致しているということです。つまり、世の中の人々

の役に立つことをやっていれば、必ず世の中の人々は支持してくれる、つまり商品を買っ

てくれるから、事業は必ず成功するというわけです。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。」｢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。ところが、

自分は世間とともにあるのだ、また世間の人々は誠に親切に自分を導いて下さるのだとい

うような考えの下にお客さんに接してゆくならば、商売というものは非常にしやすいもの

になると思う。｣ 

 

それ故、松下幸之助は、経営活動のあらゆる面において、この考え方を判断基準として

実践しました。曰く、｢常にそのことが人々の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。｣ 

 

最近では、多くの企業において、このような「社会への貢献」を理念として謳っていま

す。しかし、中には、それが“対外的な建前”に過ぎず、そのような経営活動の実体を伴

わないケースもあります。この点について、松下幸之助は次のように述べています。「それ

をどれだけ徹しているかが大切で、その徹し方で経営の実態に差が出てくる。」このような

「世の為人の為」を謳う経営理念は、決して“飾り物”ではなく、それを実践すれば商売

は成功するという“商売の本質”であり、“真理”なのです。それ故、松下幸之助が述べた

通り、経営のあらゆる面で徹底して実践しなければ意味はありませんし、また、実践すれ

ば、その効果は必ず出てくるものなのです。 

 

松下幸之助は、さらに、このような考え方について、「社会とともにある」という別の言

葉で次のようにも述べています。｢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。これが真理である。それは企業の大小には関係ない。｣

（１９８３年２月１日松下政経塾塾報より）「社会とともにある」とは、言い換えれば、「社
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会の発展の原動力となる」ということです。最近、ソーシャルビジネス（社会に貢献する

活動を事業として行うこと）という言葉が出てきていますが、松下幸之助は、はるか百年

近く前にソーシャルビジネスを“先取り”し、「事業を通じて社会に貢献すること」は、“企

業の社会的責任”だと喝破したのです。 

 

４）人間の無限の可能性を追求する 

 

 まず、人間に対する認識として、稲盛和夫氏と松下幸之助は、共にその“無限の可能性” 

を肯定しています。稲盛氏は、“新しいことを成し遂げる”ために、「人間の無限の可能性を

追求する」ことが大切だとして、次のように述べています。「仕事において新しいことを成

し遂げられる人は、自分の可能性を信じることのできる人です。現在の能力をもって「で

きる、できない」を判断してしまっては、新しいことや困難なことなどできるはずはあり

ません。人間の能力は、努力し続けることによって無限に拡がるのです。常に自分自身の

もつ無限の可能性を信じ、勇気をもって挑戦するという姿勢が大切です。」（稲盛和夫

OFFICIAL SITE より） 

 

 この点、松下幸之助は、より大きく独自の“人間観”を提唱しています。人間社会を含め、

万物は生成発展していくというのが、“自然の理法”であり、そのような生成発展を実現して

いくという“使命”を与えられているのが、“人間”だと考えます。そして、“企業”は、そのよ

うな人間の使命達成の手段と捉えるのです。そのような人間とは、｢万物の王者ともいうべ

き偉大にして崇高な存在｣（｢実践経営哲学｣p.32）であり、誰もが｢磨けば光る無限の可能

性を持つダイヤモンドの原石のようなもの｣だと考えました。曰く、「生成発展という自然

の理法に従って、人間自らを生かし、また万物を活用しつつ、共同生活を限りなく発展さ

せていくことができる。そういう天与の本質を持っているのが、人間だと考えるのである。」

（｢実践経営哲学｣pp.32-33） 

 

 こうして、社員に対して、誰もが持つ“持ち味”“長所”を見い出して、それを活かそうとし、

また、二度三度失敗したからと言って、直ぐに「できない」という技術者には、「少々のこ

とでできないと考えることは、むしろ人間のすぐれた可能性を押しつぶしてしまうことに

もなるのではなかろうか」と戒めました。 

 

５）社員のやる気を引き出す 

 

 稲盛和夫氏は、経営者と社員の関係について、次のように述べています。曰く、「会社を

経営していくうえで重要なことは、いかに従業員をやる気にさせるかです。経営者が一人

でいくら頑張っても、できることは知れています。会社を発展させていこうと思えば、自



10 

 

分と同じ気持ちになって、一緒に仕事をしてくれる従業員が必要になります。 」この考え

方は、日本航空の再生を成し遂げた際にも、ベースとなった考え方です。そして、「心を高

める、経営を伸ばす」ために「心をベースとして経営する」ということを重視して、次の

ように述べています。「会社の発展のために一人一人が精一杯努力する、経営者も命をかけ

てみんなの信頼にこたえる、働く仲間のそのような心を信じ、私利私欲のためではない、

社員のみんなが本当にこの会社で働いて良かったと思う、すばらしい会社でありたいと考

えてやってきました。」（出典：『心を高める、経営を伸ばす』）（稲盛和夫 OFFICIAL SITE

より） 

   

 松下幸之助は、「物心ともに豊かな人間社会」を目指すべき理想社会とし、「経営」を「人

間が相寄って人間のために行う活動」と捉えており、ここでいう「人間」には、もちろん

社員も含まれています。そして、社員の将来の生活を考えた手厚い様々の福祉制度を用意

したのです。松下幸之助の社員に対する見方は、ＰＨＰ研究所の「第一次研究十目標」の

第一「働く者に豊かな生活を」によく表現されています。曰く、「勤勉で正しい者が働けど

働けどその日の暮らしに追われ、日一日と窮乏化してゆくのは何としても健全明朗な社会

の姿ではない。私共は、それらの人々が歓喜に満ちて活動し、漸次繁栄の道を辿ってゆく

という状態を実現する方途のあることを確信し、之が具体策を急速に研究したい。」  

  

 そして、前回も触れましたが、天理教本山での信者たちの喜々として働く姿を見て以来、

社員を如何にやる気にさせるかということは、松下幸之助が悩みに悩んだところでした。

その結果、“貧乏の克服”という「産業人の使命」を宣言し、「社会の発展の原動力となる」

ことを綱領として掲げて、社員たちの“利他の心”を喚起したのでした。 

 

 さらに、それに加えて、松下幸之助が強調したのは、「衆知を集めた全員経営」というこ

とでした。これも、成功している会社と失敗している会社をつぶさに観察してきた結果か

らの“学び”によるものでした。そもそも人間にわかっていることは、優れた人であっても、

現実の世界のごく一部に過ぎないとして、「闇夜の提灯」くらいのものだと表現しました。

曰く、「人の言に耳を傾けない態度は、みずから求めて心を貧困にするようなものである。

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。視野がせまくなる。」（「続道をひらく」pp.164-165） 

 

 このような基本認識の下、「発展している会社の社長は、悉く衆知を集めている」「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」と言います。

ここで松下幸之助は、衆知を集めた方がいいということを言っているのではありません。

衆知を集めなければならないと言っているのです。そして、さらに進んで、「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）
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とまで断言するのです。 

 

 人間が現実世界を認知する際には、そのプロセスにおいて自分の信念（自分が正しいと

思っていること）や価値観（自分が重要だと思っていること）を軸として、“削除”（それ以

外の事項が“心理的盲点”となって認識できないこと）“歪曲”（自分の都合のいいように歪め

て認識すること）“一般化”（少ない経験ですべてがそうだと決めつけること）というメカニ

ズムが働くため、誰もが自分の見たいもの（現実の一部）を自分の見たいように（歪めて）

見て、決めつけているのです。それ故、多くの人の目で見て、それらの情報を集約するこ

とによって初めて実際の姿により近いものを認識することができると考える必要がありま

す。そう考えれば、「衆知を集める」ことの重要性がよくおわかりいただけると思います。

特に、近年の複雑で変化の激しい経営環境の中で、最前線で直接顧客と接して得る、ある

いは、感じる情報は“変化への適応”を的確に行ってゆくためにも極めて重要です。 

 

６）経営者の意識を持たせる－アメーバ経営と事業部制 

 

 稲盛和夫氏は、具体的な経営手法として、“アメーバ経営”というやり方を京セラで実践し

てきましたし、日本航空の再生においても、京セラフィロソフィーと併せて、“改革の両輪”

の機能を果たしました。“アメーバ経営”とは、売上を最大にして、経費を最小にしていくと

いう会社経営の原理原則を全社にわたって実践していくため、小さな組織「アメーバ」に

分けて、市場の動きに即座に対応できる部門別採算管理を行うものです。各アメーバの経

営をリーダーに任せることで、“経営者意識”を持った人材を育成することが狙いの一つです。 

（稲盛和夫 OFFICIAL SITE より） 

 

 松下幸之助も、人材育成の基本は、“経営者の意識”を持った社員を育成することにあると

し、社員に対してもそれを「経営基本方針」の実践とともに要請して、「諸君は、各自受持

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～」と述

べ、「経営のコツ此処なりと気付いた価値は百万両」という標語を宣言しています。（昭和

９年１月所主一日一話） 

 

７）同じ方向に向いて、一致団結させる 

 

 稲盛和夫氏は、「リーダーとして大切なこと」の一つとして、「ベクトルを合わせる」こ

とを挙げ、次のように述べています。曰く、「人間にはそれぞれさまざまな考え方がありま

す。もし社員一人一人がバラバラな考え方にしたがって行動しだしたらどうなるでしょう
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か。それぞれの人の力の方向（ベクトル）がそろわなければ力は分散してしまい、会社全

体としての力とはなりません。全員の力が同じ方向に結集したとき、何倍もの力となって

驚くような成果を生み出します。1＋1 が 5 にも 10 にもなるのです。」（稲盛和夫 OFFICIAL 

SITE より） 

 

 松下幸之助は、「綱領」と並んで「信条」を制定しました。「信条」は、次のようなもの

です。「向上発展は、各員の和親協力を得るに非ざれば得難し。各員至誠を旨とし一致団結

社務に服すること」当初のものは、「各員至誠を旨とし」の部分が、「各員自我を捨て互譲

の精神を以て」となっていました。“一致団結”が重要だと強調し、そのためには、社員一

人ひとりが「自我を捨て互譲の精神を持つこと」が必要だとしています。また、社員に対

して、「松下電器の遵奉すべき精神」として“七精神”を制定し、毎朝の朝会の際に、全員

で唱和させました。その中の一つに「和親一致の精神」というものがあり、次のように説

明されています。曰く、「個々に如何なる優秀の人材を聚むるも此の精神に欠くるあらば所

謂烏合の衆にして何等の力なし」“和親一致”がなければ、社員の活動の方向がバラバラと

なり、“烏合の衆”と化してしまうというのです。そして、そのためには、「毎月１回以上

は必ず職場懇談会等を開いて、社員の会社に対する要望や不平不満についてよく話し合い、

取り上げるべきは取り上げ、改めるべきは改める、誤解あるものは、さらに理解を得られ

るまで話し合い、必ずその結末を明らかにし、発言者に不平不満を残さないようにしなけ

ればならない。」（「人事の具体的要綱」より）としています。 

 

８）明るく積極的に考える 

 

 また、稲盛和夫氏は、「すばらしい人生をおくる」ために、「常に明るく」ということを

提唱しています。曰く、「人生はすばらしく、希望に満ちています。常に「私にはすばらし

い人生がひらかれている」と思い続けることが大切です。決して不平不満を言ったり、暗

くうっとうしい気持ちをもったり、ましてや人を恨んだり、憎んだり、妬んだりしてはい

けません。そういう思いを持つこと自体が人生を暗くするからです。非常に単純なことで

すが、自分の未来に希望をいだいて明るく積極的に行動していくことが、仕事や人生をよ

り良くするための第一条件なのです。」（稲盛和夫 OFFICIAL SITE より） 

 

 この点、松下幸之助は、物の見方考え方として、松下幸之助は、「より明るい物の見方を

選（ぶ）」びました。曰く、「物事には様々な見方があり、一見マイナスに見えることにも、

それなりのプラスがあるというのが、世の中の常である。そうであるなら、同じ物を見、

同じ事態に直面してもより心豊かになれる見方を“選んでいく”、というのがより豊かな人

生に通ずる道ではないでしょうか。」 
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ただ、物事を否定的にしか見ることのできない人もいます。それまでの否定的な経験の

繰り返しによって、そのような否定的な物の見方が刷り込まれてしまい、それに“とらわ

れ”ているからです。そのような“とらわれ”から抜け出すために、松下幸之助は、次の

ように言います。「忙しさや慌しさに囚われず、一息入れて、様々な見方をし、より明るい

物の見方を選んでいきたいものだと思うのです。」“一息入れて”その“とらわれ”から抜

け出すことで、初めて様々な見方があることが見えてきます。そこで、それぞれの見方を

採ったときにどのような展開と結末になるかを想像し、自分にとって最も良い結果となる

もの、そのような“心豊かになれる見方”を“選んでいく”ことを提案しているのです。

それは、“効果”からの極めて、実際的な考え方と言えましょう。 

 

例えば、困難に直面した際にも、「その困難をどう考え、処置するかで、飛躍か後退か決

まる」と言います。「不安を抱き、心配したり、誰が悪いと憤慨しても、そこか らは何も

生まれない。心も萎縮し、知恵も出てき難い。」とし、他方、「困難を困難とせず、断じて

これにぶつかっていけば、 困難がかえって“飛躍の土台”になると考える。」と言うので

す。前者の見方を採っても、自分にとって全くよい結果にはならないことに気づいて、こ

の見方は決して採らないと決意し、他方のより良い見方を“選択する”のです。 

 

さらに言えば、松下幸之助がこのような“より明るい物の見方を選ぶ”ことができるの

は、基本的な価値観として「生成発展の原理」を前提としているからであるとも言えます。

曰く、「この大自然、大宇宙は無限の過去から無限の未来にわたって絶えざる生成発展を続

けているのであり、その中にあって、人間社会、人間の共同生活も物心両面にわたって限

りなく発展していくものだと思うのである。そういう生成発展という理法が、この宇宙、

この社会の中に働いている。その中でわれわれは事業経営を行っている。」このことを基礎

に置いて、事業経営においても、「ことごとく生成発展と考えること」が経営者にとって重

要だと言います。（「実践経営哲学」pp.15-16）これは、経営だけでなく、人生についても、

松下幸之助の物の見方の中軸となって行きました。曰く、｢何が起こっても（不景気、病気、

失敗、死など）、“生成発展の１コマや”と思うたら、恐れるものはありませんわ。｣ 

 

また、松下幸之助は、「積極の道」ということを強調し、次のように述べています。曰く、

「松下電器は従来、会社そのものの方針はもちろん、従業員一人一人の行き方にしても、「積

極」を以て特徴としてきた。～極端に言えば、松下電器におけるもろもろのことは「必ず

しも頭が良いか悪いかでなく、積極的であるか否か」によって決められるのであると考え

るのである。同時にそれは人生百般の真理でもある。世間往々にして優秀な頭脳を持ち、

道徳的にも極めて良心的な人々が、実はその優れた性能のためにかえって消極に陥り受け

身になって、あたら才能を埋らしている実例が少なくない。いわゆるインテリの弱さとい

うものであろうが、まことに惜しい限りだと思う。積極とはたくましさであり、闘い取る
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ことである。競争場裡にも臆せずに駒を乗り入れることだ。」（昭和１６年６月「一分間の

修養」） 

 

９）謙虚さと感謝の心を忘れない 

 

 稲盛和夫氏は、「すばらしい人生をおくる」ための心得の一つとして、「感謝の気持ちを

持つ」ということを挙げており、次のように説明しています。曰く、「私たちが今日あるこ

と、そして存分に働けることは、お客様や取引先はもちろん、職場の仲間、家族といった

周囲の多くの人々の支援があるからです。決して自分たちだけでここまで来られたわけで

はありません。「周りの人のおかげで今日の自分があるのだ」という気持ちで謙り、感謝し

なければなりません。逆に、感謝の対極にあるものが不平不満、愚痴です。それらは、必

ず人生を暗くし、不幸にします。感謝をすることで、人生はすばらしいものになっていき

ます。それは、感謝の気持ちを持つことで、自分の心が美しくなっていき、運命そのもの

が明るくひらかれていくからです。感謝をする心が、幸運を呼び込むのです。」（稲盛和夫

OFFICIAL SITE より） 

 

 また、稲盛和夫氏は、「リーダーとして大切なこと」の一つとして、「謙虚にして驕らず、

さらに努力を」ということを挙げています。曰く、「企業が立派になれば、社員の心に驕り

と油断が自然と生じます。しかし、今日の繁栄は過去の努力がもたらしたものであり、未

来はこれからの努力です。常に初心を忘れず、成功に至るまでと同じ努力を続けなければ

なりません。決して過去の栄光に酔い、驕ることなく、心を引き締めて、人間として正し

いことを正しく貫いていく。そうした真面目な姿勢をいつまでも失うことなく、努力して

いかなければなりません。」（稲盛和夫 OFFICIAL SITE より） 

 

 これらの「感謝」と「謙虚」という点については、松下幸之助も極めて重要なものと考

えていました。松下電器製作所が、株式会社に衣替えした 1935 年に松下電器基本内規とい 

うものが作られ、その第 15 条は｢松下電器カ将来如何ニ大ヲナストモ 常ニ一商人ナリト

ノ観念ヲ忘レス 従業員又ソノ店員タル事ヲ自覚シテ質実謙譲ヲ旨トシテ業務ニ処スルコ

ト｣と述べています。企業の規模が大きくなったときに、人間の性質や弱さから“一商人な

りとの観念”という原点を忘れ易いことを前提とし、これを忘れてはならないと戒めたも

のです。そして、ここで言う“一商人なりとの観念”とは三つの意味があるとされました。

それは、第一に、商売の本質と商人の使命がわかっているということ、そして、その上で

収支を取ること、第二に、お客様の心が読める、即ち相手の立場に立って考えること、第

三に、感謝の心、謙虚な気持ちを忘れないことです。 

 

この「感謝の心」ということについて、松下幸之助は、次のように述べています。｢商売
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を始めた頃は、だれでもそうやけどな、もう必死やからな。いっとう最初の製品が売れた

ときの感激は、言うに言えんほどのもんや。売れるか売れんかわからん。どやろうか。胸

も高鳴るわね。そういうときに、うん、買うてあげようということで、お客さんがおいで

になる。ああ、ありがたいと。その商品を手渡しするのも、また代金を受け取るのも、手

が震えるほどや。店を出ていかれるそのお客さんの後ろ姿に思わず手を合わす。ほんま、

ありがとうございましたと、お客さんの姿が見えなくなっても頭を繰り返し下げる。それ

が商売の原点やな。商人としてのほんとうの姿、心というものや。けどな。店もだんだん

とうまく行く。発展する。～やがて大きなお店になる、会社になってくると、次第にそう

いう最初の感激、商人としてのほんとうの心というものを忘れてくる。そうなってくると、

お客様が自分のところの商品を買うてくださるのは当たり前というような、～無意識のう

ちにそういう態度になるんやね。｣｢経営者も社員もだんだんと態度が横柄になる。｣｢これ

はあかんね。いつもいつも最初の商品が売れたときの、そのときの気持ち、感激、心やな、

そういうものを忘れたらあかん。｣（江口克彦著｢経営秘伝｣pp.165-166 より）（全体２８１

ｐ） 

 

 人間は、成功することによって、“傲慢”になり、自分が常に正しいと“錯覚”して、他

人の意見や助言を無視し（“削除”）、あるいは、軽視し（“歪曲”）、そして、自分の都合の

いいように決めつける（“一般化”）。その結果、経営環境の変化や顧客のニーズの変化に気

づかず、あるいは、軽視して、変化に迅速に適応できず、失敗することになる。人間の歴

史を見れば、古くは中国の易経にも示され、また、日本でも“驕る平家は久しからずや”

という言葉にもあるように、人間が成功すると、それが“驕り”や“傲慢さ”あるいは、“油

断”を生み、やがて失敗と衰退をもたらすということが、何度も繰り返されてきました。“成

功の復讐”という言葉はこれを意味しています。 

 

ただ、人間は、二つの感情を同時に持つことはできません。“感謝する気持ち”を持つ人

や謙虚な人は、驕ったり、傲慢になったりすることは決してありません。松下幸之助が「松

下電器カ将来如何ニ大ヲナストモ」“感謝の心”“謙虚な気持ち”を忘れてはならないと強

調したのも、成功した後の“驕り”を戒めたものと考えられます。 

 

 そして、もう一つ重要なことは、“感謝の心”を忘れないということを「一商人なりとの

観念」の３つの意味のうちの一つとして言われていることです。他の二つは、「人々の役に

立つこと」という商売の本質と商人の使命がわかっているということ、そして、その上で

収支を取ること、そして、お客様の心が読める、即ち相手の立場に立って考えることでし

た。しかしながら、稲盛氏が述べている通り、感謝の対極にあるものは、不平不満、愚痴

です。そして、不平不満で心が一杯になっている社員たちは、他の二つ、「お客様の立場に

立って考える」ことや「人々の役に立つこと」を考えることはできません。自分の不平不
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満で頭が一杯だからです。 

 

それ故、“感謝の心”を持つことによって、自分の不平不満を解消することによって、初

めて「お客様の立場に立って考え（る）」、「人々の役に立つこと」を考えて考えて考え抜く

ことができるのです。そのための心の準備として、“感謝の心”を持つことは欠かせないの

です。 

 

１０）日に新た－時代の変化に適応し、経営革新し続けること 

 

 稲盛和夫氏は、「良い仕事をする」ために、「常に創造的な仕事をする」ということを強

調しています。曰く、「一生懸命取り組みながらも、常にこれでいいのか、ということを毎

日毎日考え、反省し、そして改善、改良していくことが大切です。決して昨日と同じこと

を漫然と繰り返していてはいけません。毎日の仕事の中で、「これでいいのか」ということ

を常に考え、同時に「なぜ」という疑問をもち、昨日よりは今日、今日よりは明日と、与

えられた仕事に対し、改善、改良を考え続けることが創造的な仕事へとつながっていきま

す。」（稲盛和夫 OFFICIAL SITE より） 

 

 この点、松下幸之助は、「“人間の本質”に基づく“正しい経営理念”は、“人間の本質”

が変わらない以上不変である」とする一方で、「その経営理念を現実の経営の上にあらわす

その時々の方針なり方策というものは、決して一定不変のものではない。」とし、むしろ、

「その時代時代によって変わっていくのでなければならない。いいかえれば、“日に新た”

でなくてはならない。」とし、「時代の変化に適応すること」を強調しています。そして、

長い歴史と伝統を持った“老舗”といわれるところが、経営のゆきづまりに陥ることがあ

ることに言及し、「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という

ような場合も少なくない」とし、それは、「立派な経営理念を持ちながら、それを実際に適

用していく方針なりやり方に、今日の時代にそぐわないものがあるからだ」と指摘してい

ます。（「実践経営哲学」p. 102） 

 

さらには、「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。だから、そ

の中で発展していくには、企業も社会の変化に適応し、むしろ一歩先んじていかなくては

ならない。それには、昨日より今日、今日より明日へと、常によりよきものを生み出して

いくことである。昨日は是とされていたことが、今日そのままで通用するかどうかはわか

らない。情勢の変化によって、それはもう好ましくないということが往々にしてあるわけ

である。」（「実践経営哲学」pp.101-102）と述べ、「社会の変化に一歩先んじて行くこと」

まで求めています。 
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あるとき、新たに開発した製品を説明に来た技術者に向かって、松下幸之助は、その労

を労う一方、「明日からこの製品を超える製品を直ぐに作ってくれるか。」と求めました。「今

日の最善は、明日の最善ではない。」として、「“日に新た”でなければならない」というこ

とを文字通り“日々”実践していたのです。 

 

 松下幸之助は、この「日に新た」ということを、より大きく“生成発展という自然の摂

理”そのもの、あるいは、その“現れ”であると捉えました。つまり、この宇宙や自然、

社会には、“生成発展の原理”が働いており、それらは限りなく生成発展して行くのが原則

であるとの価値観（宇宙観、自然観、社会観）を前提とします。その上で、目の前に生ず

る“衰退”や“行き詰まり”という現象は、その時点において“環境の変化に適応できて

いない姿”であって、あくまで“生成発展に向かうプロセスの一部”に過ぎない、それ故、

“自然の摂理”に従って、「日に新た」を実践し、自らを変革し環境の変化に適応していく

限り、また、そうすることによって初めて、“自然の摂理”によって「限りなく生成発展し

ていく」ものだと考えたのです。言い換えれば、“日に新た”、即ち、自らを変革し、環境

の変化に適応していくことは、“生成発展”のための不可欠のプロセスであると考えたので

す。 

 

 この点、松下幸之助は、次のように述べています。曰く、「今までの考え通りで、今まで

のやり方通りで、それで事がすむならばよいけれど、天地は日に新たであり、人の営みも

また日に新たである。だからほんとうは、昨日の考えは、きょうは一新されていなければ

ならないし、きょうのやり方は、明日にはもう一変していなければならない。刻々に新し

い考えを生み出し、刻々に新しいやり方で事に処していく。それが自然の理法に則した生

成発展の道というものであり、そこに人間としての真の歓喜というものがある。その歓喜

が失われたとき、人の成長はとまり、社会の生成発展もとまる。・・・とまるということは

ジリジリと崩壊するということである。」（「続道をひらく」pp.108-10 

 

 しかしながら、人間は、一度“成功”を収めると、“驕り”や“油断”が心の中に生じて、

あるいは、自身の“成功体験”に“とらわれ”て、経営環境が変化していても、それを客

観的に正しく捉えることが困難になりがちです。“成功の復讐”と言われる現象です。自身

の成功したビジネスモデルが経営環境の変化によってもはや通用しなくなっていても、“驕

り”や“成功体験へのとらわれ”があると、それが見えない、あるいは、見えても“自分

の価値が否定される”ように感じられて、素直に認めることができないのです。その“と

らわれ”によって、自分の見たいものだけ（“削除”）を見たいように見て（“歪曲”）、決め

つける（“一般化”）という認知の歪みが発生するからです。また、“油断”は、認識対象の

“削除”を生みます。見えなくなるのです。 
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 松下幸之助は、このような、“成功”が人の心にもたらす“驕り”や“とらわれ”あるい

は“油断”といったことに対する“危機感”がありました。曰く、「一番好調の状態にある

ところに、一番失敗が胚胎していると考えるべき」だとして、事業の経営は、「大胆である」

ことも必要である反面、「小心」あるいは「神経質」でなければならないと強調し、次のよ

うに述べています。曰く、「すべて事には“萌”（きざし）」がある。小さなことが大事に至

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。」（昭和 21 年 1 月松下電器経営方針発表会

より）そして、一旦成功したからといって、“現状”に満足し、そこに安住しようとする経

営者の心の状態自体が“危機”なのだと言います。曰く、「危機とは、今まで通りに安住し、

転機の自覚のないことをいうのである。」（「続道をひらく」p.109） 

 

 そこで、松下幸之助は、“とらわれない素直な心”が経営者にとって最も重要な心構えだ

とし、“素直な心”を持つことによって、“日に新た”を実践することができるようになる

と、次のように述べています。曰く、「“素直な心” が働いたならば、現状にとらわれるこ

となく、日に新たなものを生み出していくことができるようになる。」 

  

 このように「生成発展の原理」に基づく「日に新た」という考え方で世の中で起きる現

象を見ると、例えば、経営上の困難に直面した際にも、目の前の現象の捉え方が変わり、

より前向きかつ積極的な“意味”を与えることができるようになります。この点、松下幸

之助は次のように述べています。｢行き詰まっている仕事は、新しいものを生み出す一つの

転機に立っていると考えたらええと思うんです。そういう考えを持てば画期的な躍進・・・

に変わっていくと思うんです。｣ 

 

 そして、松下幸之助は、このような物の見方を生涯一貫して実践したのです。曰く、「す

べての事業を“生成発展”という心の窓を通してながめ、かつ、考えることは、私の人生

観の中軸であり、我が社経営の根本理念の一つである。」（社史資料巻頭言より） 

 

１１）現場現物主義 

 

 次に、稲盛和夫氏は、「良い仕事をする」ための一つとして、「現場主義に徹する」とい

うことを挙げ、次のように述べています。曰く、「ものづくりの原点は製造現場にあります。

営業の原点はお客様との接点にあります。何か問題が発生したとき、まず何よりもその現

場に立ち戻ることが必要です。現場を離れて机上でいくら理論や理屈をこねまわしてみて

も、決して問題解決にはなりません。よく「現場は宝の山である」と言われますが、現場

には問題を解くための鍵となる生の情報が隠されています。絶えず現場に足を運ぶことに

よって、問題解決の糸口はもとより、生産性や品質の向上、新規受注などにつながる思わ
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ぬヒントを見つけ出すことができるのです。」（稲盛和夫 OFFICIAL SITE より） 

 

 この点、松下幸之助もまた、机上の空論を嫌い、知識や理論だけで仕事をする「本読み

になるな」と戒め、“現場現物主義”を重視しました。例えば、「人を育てる」ことについ

て、「塩は、実際に舐めてみて初めてその味がわかるものだ」として、「塩のからさを教え

る」ことが大切だと強調しています。曰く、「中小企業では、日々の仕事を通じて、おのず

と臨床家が育っていきやすいが、大企業になるほど生きた商売、生きた仕事の体験をさせ

る工夫が必要である」と述べています。 

 

１２）仕事を好きになり、没頭する 

 

 また、稲盛和夫氏は、「良い仕事をする」ための一つとして、「仕事を好きになる」こと

を挙げて、次のように述べています。「自分が燃える一番よい方法は、仕事を好きになるこ

とです。どんな仕事であっても、それに全力を打ち込んでやり遂げれば、大きな達成感と

自信が生まれ、また次の目標へ挑戦する意欲が生まれてきます。その繰り返しの中で、さ

らに仕事が好きになります。そうなればどんな努力も苦にならなくなり、すばらしい成果

を上げることができるのです。」（出典：『働き方』）（稲盛和夫 OFFICIAL SITE より） 

 

 松下幸之助は、文字通り“寝食を忘れて”仕事に没頭し、自ら“仕事三昧の境”と呼ぶ

領域にまで達していた。曰く、「仕事にはまりこみ、時間も忘れ、疲れも知らず熱中する。

仕事から手を離すのが惜しくてならない。ただ働くことが愉快でたまらない。～仕事にわ

れを忘れてしまうという、いわば仕事三昧の境に入りうることは、まったく楽しいことで

ある。また、この境地こそ、真剣に働く者のみの知る極楽の天地であり、人の知れぬ楽し

い世界である。」この“仕事三昧の境”という状態は、心理学者のチクセント・ミハイが「人

間が最も幸福を感じる瞬間」を求めて行き着いた、“フロー”の状態と言ってよい。それは、

挑戦する目標が自分の能力が適合しており、それにすべての注意を集中させて、全力で取

り組んでいるという「人間の内的経験の最適状態」を言います。 

 

そして、松下幸之助は、社員にも同じように「愉快に働く」ことを望みました。曰く、「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。・・・会社のためにも、

自分自身のためにも、愉快に働けるようにひたすら心掛けていただきたいと痛感する次第

である。」（1939 年 4 月 13 日朝会にて）それは、そのような状態が、社員の潜在能力を大

きく引き出すことを知っていたからです。曰く、「私はもちろん、諸君各自が仕事三昧にふ

けり、力強く事業を進めることができるならば、必ずや良品を多量に生産でき、代理店、
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販売店の渇望を満たしうるとともに、ひいては社会に貢献させてもらうことができると信

ずるのである。・・・いいかえれば、社会に貢献させてもらうには仕事三昧の境にいたらな

ければならないのである。」（「松下幸之助発言集 29」）」 

 

 仕事を好きになり、“愉快に働く”ためには、「社会の発展の原動力となる」という“社

会の公器”たる企業の“使命”に目覚め、“利他的な人間の本質”を喚起されることが一つ

のルートだと言えます。ただ、目の前の仕事からそのような“使命”を感じられない人は

どうすればいいでしょうか？ 

 

 このような場合に、松下幸之助は、“見方を変える”ことによって、その仕事の“意義”

を再発見することを提案しています。アイスクリームをつくる機械の販売をしている人を

例に挙げて、仕事が嫌になると、自分の商売に身が入らなくなり、成績も上がらない、そ

れでなおさら嫌になって、悪循環に陥る、このような悪循環を断つために、次のように考

えてみることを提案します。曰く、「このアイスクリームをつくる機械の場合でも、家庭に

喜びをもたらす仕事だという見方もできる。そういう見方をすれば、これは有意義な仕事

だから、大いに張り切って力強く仕事を進めていかなければならない、という気持ちにも

なってくる。それが人間というものである。」「心の底から、このアイスクリームの機械を

売ることは、各家庭に喜びを広げていく活動であると信じたならば、おのずとその販売の

仕方も変わってくる。力強いものとなる。したがって、成績も上がってくる。仕事がおも

しろくなってくる。すると、さらに成績も上がって・・・悪循環は変じて良循環となる。」

（「人を活かす経営」pp.218-219） 

  

 こうして、仕事の定義を変え、自分の“心の持ち方”を変えることで、気分が変わり、

視野が広がり、それまでは“盲点”となって、“削除”され、見えなかったものが見えるよ

うになり、意識をフォーカスすることで、情報が集まり（“焦点化”）、新たな知恵と工夫が

次々と生まれてきて、成果も現れ、益々仕事が好きになるという“好循環”を生み出すの

です。「自分の心を使いこなす」ことで、その時々の自分にとって最も利益になる「心の持

ち方」を選んで行くことを主張する松下幸之助の面目躍如たるところです。 

げられることなく、十二分に発揮されるようになるのではないかと思うのです。」 

 

３．まとめ：稲盛和夫氏は松下幸之助の経営哲学の継承者か？－“不易と流行” 

 

 以上見てきました通り、京セラ／日本航空名誉会長の稲盛和夫氏の経営哲学は、経営の

神様と言われたパナソニックの創業者松下幸之助氏の経営哲学に大変近いものが多くあり

ます。そして、仏教の思想や安岡正篤氏や中村天風氏の哲学思想は、松下幸之助氏と稲盛

和夫氏の両者に共に大きな影響を与えたものと推測されます。 
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ただ、もちろん人の思想というものは、そう単純なものではなく、両者とも、自身の様々

な経験とそれを踏まえた自身の考え方の発展並びに人生の節々で多くの思想や考え方に触

れる中で、心の中であるいは頭の中で昇華されて一つの経営哲学が形成されて行ったと言

うべきでしょう。 

 

とすれば、むしろ翻って考えれば、このように結果として、両者に現れた経営哲学が非

常に相似ているということは、その内容の“普遍性”と“不変性”を示すものと言えるの

ではないでしょうか。 

 

この点に関して、松尾芭蕉が蕉風俳諧の理念の一つとして挙げた“不易流行”という考

え方があります。時代を超えて不変の真理（“不易”）と時代や環境の変化に応じて革新し

ていくべきもの（“流行”）とがあり、両者は、本質的に対立するものではなく、元は一つ

で、根底において相通ずるところがあるというのです。つまり、真に流行すれば、不易と

なり、また、不易に徹すれば流行を生ずるものだと言います。 

 

 真に成功している多くの企業の考え方をつぶさに見れば、それらはやり方は様々でも、

その考え方には共通性があり、そこには“時代を超えた不変の真理”（“不易”）がある、そ

して、逆に、 “不変の真理”に徹すれば徹するほど、その理念を具現化する手段や方法は、

時代によって経営環境の変化と共に、それらに応じて、むしろ変えて行かなければならな

いし、変えていくことで成功をもたらす（“流行”）ということです。 

 

 松下幸之助氏の経営哲学と多くの共通点を持つ稲盛和夫氏の経営哲学は、“人間”や“人

間の本質”“人間の心”を重視するもので、「人間の本質が変わらない限り、永遠不変であ

る」（「実践経営哲学」松下幸之助著）と言ってよいのではないでしょうか。“経営”は、結

局は「人間が相寄って人間のために行う活動」ですから、誤解を恐れずに言えば、経営上

のすべての問題は、結局、人間自身の問題と人間相互間の問題に収斂していくものだと言

えるからです。 

 

しかしながら、現代の企業経営の主流と言ってもよい、欧米流の合理主義的管理型マネ

ジメントには、これらの“人間”や“人間の本質”“人間の心”という要素が捨象されてお

り、そのことが日本企業を含む多くの現代企業の経営を“戦略”（理屈）通りに行かないよ

うにしている最大の要因であると考えられます。 

 

経営破綻に喘いでいた日本航空を稲盛和夫氏がわずか 2 年で見事に再生させることに成

功したのはなぜでしょうか。もちろん、政府の資金援助その他の要因もありますが、基本
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的には、稲盛氏が持ち込んだ「アメーバ経営」と「京セラフィロソフィ」（経営哲学）でし

た。前者は、コスト意識や航空便毎の利益という意識を同社内に徹底し実践したものです

が、後者は、社員の心の持ち方を変えさせ、社員全員の心からの協力を得る手段となった

ものです。稲盛氏は、次のように述べています。｢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。｣ 

 

社員たちが、会社から上司から常に目標達成のプレッシャーを受け、管理されつつ義務

として仕事をする場合と、自分のやりたいと思っていることに寝食を忘れて没頭する場合

とで、社員の能力が発揮される度合いが天と地ほどにも違うということを経営者は知らな

ければなりません。 

 

自身の経営の失敗をリストラによって社員に尻拭いをさせる経営者や自分の見栄や名誉

欲のために社員に無理難題を目標として押し付けて、逃げ場を失った社員たちがいわゆる

企業不祥事に走らざるをえない状況に追い込んだ経営者など、最近の経営者の失敗例を見

ますと、経営に大切な“軸”となるもの、不変かつ普遍の経営哲学が欠落していると言わ

ざるをえません。それは、特段の“高い志”をも持たず、起業に際して市場や顧客の洗礼

を受けて揉まれた苦労もなく、既に出来上がった経営システムに乗って、経営トップに登

りつめた現代のサラリーマン経営者に多く見られる現象と言えるのではないでしょうか。

（現代においても、高い志を以て起業し、市場と顧客に揉まれて苦労を重ねつつ、成功し

ている企業もあります。）それらの人たちは、結局、松下幸之助が散々見てきた失敗した経

営者の姿、つまり、利害や感情などの私心にとらわれた経営者に他ならないのです。 

 

日本を経済大国に押し上げた 1980 年代とは打って変わって、多くの日本企業が、韓国中

国台湾の企業に押されて、低成長低収益に喘いでいます。特にこれらの企業は、今こそ松

下幸之助氏並びに稲盛和夫氏の唱える経営哲学に学んで、自身の経営を見直し、何を守り、

何を変えて行くべきなのかを改めて考えて考えて考え抜いていただきたいと切望する次第

です。そこには、数多くのヒントが見出されることと確信しています。 

以上 

 

 

 

 

 

 


