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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 

（３）“日に新た”：時代に適応して自ら革新していく 

 

著者 宮﨑 勇気 

 

１．龍角散 

 

「ゴホンといえば龍角散」でおなじみの伝統薬の龍角散は 1797 年に秋田・久保田藩の製

品として作られ、その後全国で販売、会社は、1871 年に創業（会社設立 1928 年）の 100

年以上の長い歴史を持ついわゆる老舗企業です。以下、2014 年 12 月 24 日の東洋経済 On 

Line の特集記事から、経営危機に直面した同社が藤井隆太新社長の下如何にその危機を脱

したのかについて、ご紹介しましょう。詳しくは、同記事をご覧下さい。 

 

同社は、1970 年代から売上が減少、8 代目、現在の藤井隆太社長が就任した頃（1995 年）

には、負債が 40 億円と年間売上とほぼ同額に達していました。藤井氏は、財務状況を見て

「5 年以内、早ければ 3 年で倒産する」と判断しました。 

 

広告を打っても龍角散（パウダー状）は売れず、役員会では「商品寿命が終わった製品」

という意見まで出て、「マーケットのもっと大きい分野、たとえば胃薬などに進出すべき」

という意見さえ出ていたと言います。しかし、もし胃薬の自社製品に舵を切っていたら、「ウ

チはたぶん存在していない」と藤井社長は述べています。その理由は、全く異分野の胃薬

について、医薬品に最も重要な副作用を、正確に確認できるかに問題があったこと、また、

「龍角散」という全国的なブランド力をすべて捨てて、競争の激しい異分野に進出し、全

くゼロから立ち上げ、信頼を勝ち取らなければならないというリスクがあったからです。 

社内では、「伝統薬だからなんとかなる」、「これまでも乗り切ってきたのだから、今度も大

丈夫」など、根拠の薄い楽観論が支配していました。過去の成功体験に酔い、藤井社長の

持つ危機感がなかなか社内で共有されませんでした。 

 

そこで、藤井社長は、社内の“古い常識”、“過去の発想”から離れることを決意し、経

営改革を社内で提案します。ところが、社内からは猛反対を受けたのです。藤井社長は、
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一切の責任を自分が引き受ける形で大転換を決断します。ポイントは、次の３点でした。 

①顧客の生の声を集めてトップが直接触れる 

②社員全体を説得するのは諦め、小さなチームで挑戦を始める 

③製品ではなく社会的役割から市場を考える 

 

第一に、ただ売れないと嘆くのではなく、顧客の生のデータにトップ自らが触れるとい

うことを始めたのです。古くからの愛用者がなぜ龍角散を買ってくれるのか、愛用者アン

ケートや直接のヒアリングなどを実施した結果、わかったことは、「龍角散」には驚くほど

信頼を寄せる愛用者がおり、伝統を守る姿勢に誠実な会社とのイメージを持つ消費者も多

く、高い信頼を得ていたということです。「これは裏切れない」と藤井社長は思いを強くし

ます。 

 

第二に、社長直轄チームを作り、新規の挑戦と路線変更をこのチームで実施させたので

す。つまり、視点を社内から社外へ、市場や顧客へと移し、役員会や全社員を説得するこ

とに時間を費やすのをやめて、思いを共有する直轄チームにまず“行動”を開始させるこ

と、さらに、そのチームの“試行錯誤”から新たな成功事例を生み出そうとしたのです。

社内での議論や机上で考えているだけでは、何も始まらないし、市場や顧客がどう反応す

るかは分かりません。そこで、小さく行動を起こして、失敗しても、その損害を小さく抑

えるとともに、小さな失敗を含めて、市場や顧客の具体的な反応から学ぶことによって、

アイデアを改善し、顧客に合わせてチューニングをしようとしたのです。 

 

第三に、龍角散（パウダー）という製品自体からではなく、その「龍角散」が担うこと

ができる社会的役割、言い換えれば「龍角散」に社会は何を求めているのかという観点か

ら“市場”を考える、というように発想を転換したのです。元々「龍角散」は風邪薬の代

替的な形で「40 代後半から 50 代以降のユーザー層」に使われていました。しかし、“のど

を守るため”という一段高い所から見た製品の“役割”に着目するならば、元々の「40 代

後半から 50 代以降のユーザー層」だけではなく、より広くあらゆる世代に使ってもらえる

はずだ、という新しい前提に立ったのです。その結果、様々な具体的なニーズが見えてき

て、水なしで飲める新製品「龍角散ダイレクト」を発売し、歌手ポール・ポッツを起用し

た CM で一気に 10 代後半の男女までユーザー層が拡大し、続く機能訴求の CM では品切れ

を起こすほどの人気を博すこととなりました。 

 

直轄チームが成功を収め始めると、輪の外にいた社員は不安になり、続々と新事業に参

加させてほしいと直訴にきました。藤井社長の方針転換を信じていなかったはずの社員も、

新チームの成功を見て次第に改革の輪に加わり、活動を加速させていきました。 
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松下幸之助は、「正しい経営理念」というものは、「基本的にはいつの時代にも通じるも

の」であり、それは「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、これは決して一定不変のものではない。とい

うよりも、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。｣（｢実践経営哲学｣p.101）と言います。 

 

つまり、“経営”には、変えてはならない不変のもの、つまり“経営理念”と時代の変化

に応じてむしろ変えていくべきもの、即ち“方針”や“方策”とがあると言うのです。何

を守り、何を変えていくべきなのか、それが経営者の極めて重要な経営判断となるわけで

す。100 年を超えて生き延びて来た老舗企業“龍角散”は、経営危機に直面しながらも、新

社長藤井隆太氏の下で、守るべきものを守りつつ、変えて行くべきものを変えて“経営革

新”を断行することで生き延びることに成功しました。 

 

 同社では、1970 年代からジリジリ売上が減少してきているにも拘らず、伝統と知名度の

ある製品ゆえに、社内の危機感は薄いまま時間ばかりが過ぎて行きました。この点、松下

幸之助は、如何に長い歴史と伝統を持った“老舗企業”であっても、経営の行き詰まりに

陥ることがあることを例に挙げて、次のように述べています。「いかに立派な経営理念があ

っても、実際の経営を、かつて成功した昔ながらのやり方をただ十年一日のごとく、過去

のままにやっていたのでは成果はあがらない。正しい経営理念を持つと同時に、それに基

づく具体的な方針、方策が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」pp.102-104）そして、「この“日に新た”ということがあってこそ、正

しい経営理念もほんとうに永遠の生命をもって生きてくるのである。」（「実践経営哲学」

p.104）と言います。 

 

例えば、松下幸之助の経営理念の一つに“お客様大事の心に徹する”という考え方があ

りますが、それを徹底すればするほど、その時代時代に即した顧客のニーズ（顧客価値）

を捉えて、商品やサービスとして実現し、提供するという“経営改革”を実践すること（“日

に新た”）によって、この“お客様大事の心に徹する”という理念が時代を越えて生きてい

くこととなるということです。 

 

 しかし、現実には、経営者の“成功体験”が強ければ強いほど、そこから離れて新しい

ことに挑戦することは難しいものです。成功は“自信”となりますが、それが行き過ぎる

と“過信”となり、“傲慢さ”を生みます。成功が“安心”を生みますが、行き過ぎると“油

断”を招きます。成功体験にとらわれると、その色メガネを通して世の中を見ることとな

るからです。人間は、自分の“信念”（自分が正しいと思うこと）や“価値観”（自分が重

要だと思うこと）を基軸として、「自分の見たいものを（選別する＝それ以外を削除する）
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見たいように見て（歪曲する）、決めつける（一般化する）」という性質があります。つま

り、その成功体験という色メガネを通して世の中を見ると、それ以外の大切なもの（例え

ば、経営環境の変化）が見えなくなり（“削除”）、依然として従来の自分のやり方が通用す

ると思ってしまいがちです。また、経営環境が変わって、従来のやり方がもはや通用しな

くなっていることを示唆する情報に接しても、自分の都合のいいように歪めて解釈し（“歪

曲”）、重要ではないと無視あるいは軽視するのです。結局、従来のやり方がもはや通用し

ないのだと気づくのが遅れて、時代の変化に適応する時期を逸してしまいます。松下幸之

助は言います。「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） 

 

先に述べた藤井社長就任時の龍角散社の状況は正にそのような状況だったものと考えら

れます。過去の成功が、今を見る“メガネ”を曇らせたのです。実際、同社の社内役員会

では、「龍角散は、商品寿命が終わった製品」という意見まで出る始末で、「では、どうす

るのか」という藤井社長の問いに、「マーケットのもっと大きい分野、たとえば胃薬などに

進出すべき」という意見が出ました。胃薬などは、同社の全く畑違いの製品でノウハウ、

特に副作用などの知見もなく、自社の従来の強みも活かされず、ブランド力もない中で、

もし実際に製品化していれば、失敗していただろうと藤井社長は断言します。藤井社長は、

過去の常識や商習慣、あるいは、古い組織構造など様々なものから離れる「離れる戦略」

を打ち出し、“過去の成功体験”から離れることを断行するのです。藤井社長の「離れる戦

略」は、まさに松下幸之助の強調した“日に新た”の実践でした。 

 

日本の大手家電メーカーが韓国や中国の家電メーカーに敗退して行ったのも、２０世紀

に成功した「規格大量生産」というビジネスモデルにとらわれて、「デジタル化」や「顧客

のニーズの多様化」などの経営環境の変化に気づかず、対応が遅れたからです。家電製品

は、デジタル化により、誰でも電子部品を集めてくればつくれるようになり、日本企業の

得意とする“擦り合わせ”のノウハウが必要なくなってしましました。その結果、各社製

品間にほとんど違いがなくなり、コモディティ化して価格競争に陥った結果、人件費の安

い韓国や中国に敗退することとなったのです。 

 

松下幸之助の言う「日に新た」とは、文字通り「日々新たであること」を意味していま

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
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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.108-109） 

 

そして、実際に松下幸之助は、「日に新た」を社員に求めました。例えば、ある技術社員

が新たに開発した新製品を松下幸之助に報告した際に、その社員が開発の苦労を滔々と話

すのを一しきり聞いた後、その労を労う一方で、「今日から直ぐにこの製品を上回る新製品

を開発してくれ」と要請したのです。正に“日に新た”です。龍角散の藤井社長の“離れ

る戦略”とは、このような“日に新た”の実践であると言えるでしょう。 

 

また、「時代に応じて方策を変える」と言っても、“胃薬”の分野に出ようと言う意見の

動機は、「マーケットが大きい分野」という“自社の立ち位置”からの“自社の都合”のみ

の視点からの発想で、しかも、その分野での競合他社と比較して自社に“優位性”がある

わけでもなく、十分に戦える見込みも全くないままに、ただ、「それまでの“老舗としての

知名度”から何とかなるだろう」という実に根拠の薄い“楽観論”にもとづくものでした。

先に引用しました藤井社長のコメントの通り、胃薬の分野に参入していれば、恐らく失敗

していたでしょう。その分野には、自社の“老舗”となりえた“強み”を生かす余地が全

くなく、“変えてはならないもの”だったからです。 

 

これに対して、藤井社長の取り組みは、「製品ではなく社会的役割から市場を考える」と

いうものです。これは、“自社の立ち位置から自社の都合で考える”のではなく、“社会とい

う相手の立場に立って考える”こと、つまり、“社会は自社に対して何を求めているのか”と

いう視点から考えることで、同社の製品“龍角散”の“社会的役割”を「のどを守る」という抽

象度を一段上げたより広いコンセプトからマーケットを新たに捉え直すことができたので

す。そうすることによって、従来のように“自社の立場から製品をどうするか”“どうすれば

売れるか儲かるか”と考えるだけでは、“削除”されて見えなかった様々な顧客のニーズが見

えるようになりました。その結果、「のど飴」や「服薬ゼリー」というような新たな製品に

まで製品群を拡大することができたのです。換言すれば、元来“風邪薬の代役”として機能し

てきた「龍角散」の“社会的役割”を時代に応じて“現代の視点”から柔軟に捉え直すことによ

って、“のどを守る”というより大きな社会的役割（ニーズ）を見出し、そのような新たな視

点から新製品を次々と開発し、社会の支持を得たわけです。これこそ自社のアイデンティ

ティと強みを守りつつ、「時代に応じて方策を変える」ことの実践例と言えるでしょう。 

他方で、若者向けのトライアル製品だった「クララ」という旧製品は、龍角散のブランド

名を冠しておらず、広告宣伝の量に比例して販売数が伸びなかったため、これを廃止し、「龍

角散」ブランドに絞ってそのブランド力を強化しました。 

 

その結果、新製品「龍角散ののどすっきり飴」は 2 年で 4 倍増の大ヒットを記録しまし
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た。また、服薬ゼリーは、アイデアが社内で提起された時、大反対の嵐だったそうです。

しかし、介護や服薬の現場に藤井社長自ら足を運び、寝たきりの患者さんが薬を飲むこと

に苦労する場面を何度も目撃します。この実体験から「介護施設の高齢者」というターゲ

ット顧客のニーズを確信した藤井社長は、社内の反対を押し切り、1998 年に世界で初めて

の服薬補助ゼリーを開発、世界 35 カ国で特許を取得する製品となります。現在では年間約

30 億円の市場規模、同社の新たな主力商品に成長しました。 

 

また、先に述べた通り、当初介護施設で高齢者向けに導入された服薬ゼリーでしたが、

現場の医師から「幼児も使えるよう味を改良してほしい」との要望が寄せられ、幼児市場

の存在に気づきます。その結果、小児科でも広く利用されるようになり、小さな子どもを

持つ両親の、服薬の心配や不安を減らす製品として普及するのです。さらに、子どもの退

院後も使用したいという声から、市販化されたのが 2002 年。テレビ CM と同時に、店頭で

欠品が相次ぐほど売れ、大きな話題になります。こうして「介護・高齢者」「幼児」の 2 つ

の年齢層で服薬ゼリーは大きな市場を獲得しました。 

 

これで完了だと思った社内に、藤井社長は「もっと市場は大きいはずだ」と強い指示を

飛ばします。データを仔細に分析し、「40 代後半以降の人々」にも別の服薬市場があること

がわかり、新製品を発売した結果、同社の服薬ゼリーは売上規模が 2 倍近くまで伸びまし

た。2013 年度は売上高 69 億円、2014 年度の予想は 80 億円と、就任時から 2 倍の規模に

達する今、同社は新たに「現在の成功体験から離れる」ことを最大の目標としています。

20 年前は“財務上の危機”でしたが、現在は“成功による慢心”の危機を迎えていると藤

井社長は指摘します。 

 

同様に、“成功による慢心”が“油断”を生み、経営環境の変化に気づかず、変化への適

応が遅れて、事業に失敗することを懸念した松下幸之助は、将来会社が如何に大きくなっ

ても、「一商人なりとの観念を忘れず」との警告を発し、「感謝の心、謙虚な気持ちを忘れ
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ない」ことを強調したのでした。 

 

２．老舗企業 

 

 日本には、百年以上続いているいわゆる“老舗企業”が一万五千軒もあると言います。 

世界でもこれだけの数の“老舗”がある国は、他にありません。それだけ続いている老舗 

の秘密はどこにあるのでしょうか？ 

 

 日本の老舗企業を研究する野村進氏によれば、長く続いてきた老舗企業に共通する考え 

方は、「時代がどんなに変わろうとも、あくまでも本業で世の中の役に立つ」というもので 

あり、「“儲かる”か“世の中の役に立つ”かの二者択一を迫られたとき、必ず“役に立つ” 

方を選んできた企業が、結果としては、時代の荒波を乗り越えて生き残っている」と言い 

ます。そして、それは、「目先の利に走って不祥事を起こしている企業」とは対照的だと言 

います。以下野村氏の著書「NHK 知るを楽しむ この人この世界：長寿企業は日本にあり」 

からご紹介しましょう。詳しくは、同署をお読み下さい。 

 

例えば、京都にある福田金属箔粉工業は、江戸中期の創業 317 年で、蒔絵用の金粉・銀

粉などを作ってきましたが、その本業の“金箔の技術”という“自社の強み”を活かし、

現代のニーズに応えているのです。例えば、“強靭さ”と“柔軟さ”の両方が求められる携

帯電話の折り曲げ部分を圧延された銅箔でつくっています。薄い銅箔だからこそ、“強靭さ”

と“柔軟さ”が同時に保たれているのだと言います。その他“金箔技術を応用した銅箔の

技術”を活用して、プリント配線基板用の電解銅箔や電磁波シールド材、リチウム電池な

ど高性能電池材料用の金属箔・粉へと展開しています。 

 

あくまで“身の程をわきまえる”ことを守り、「金属の箔と粉の仕事」という“本業”か

ら外れることなく、しかも「金属の箔と粉で世の中の役に立つ製品を作ること」を使命と

考えて、“金属の箔と粉の技術”という自社の強みを時代の変化とともに生まれる新たなニ

ーズに展開しているのです。つまり、“変えてはならない”本業と自社の強みを軸として、

時代の変化に適応して新たなニーズに応えるため、“変えて行くべきもの”を変え、“自己

革新”を続けているわけです。正に、松下幸之助のいう“日に新た”の実践と言えましょ

う。 

 

また、創業 132 年の田中貴金属工業株式会社は、両替商として、創業し、1889 年に白金

の工業製品の国産化に成功した後、白金を始め様々な貴金属工業製品の開発・製造へ展開

して行きました。今では、携帯電話の着信をぶるぶる震えて知らせるバイブレーション機

能に不可欠な指先ではつまめない、かろうじて指先に貼り付く程度のブラシを始め、携帯
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電話の中で使われている CCD カメラやレンズ、LED、チップコンデンサ、フラッシュメモ

リー水晶発振器など１３の部品の金めっき液や銀ペーストなどを製造しています。さらに、

貴金属のプラチナを使ってガン細胞の成長を抑制する技術や大型液晶テレビのガラスに大

量に用いられるプラチナの加工技術など時代を先取りする様々な技術も開発しています。

同社も、やはり、“金属の加工”という本業を守りつつ、“金属の加工技術”という自社の

強みを生かして、時代の変化に伴って新たに生まれるニーズにいち早く対応して行くこと

によって、生き残ってきていると言えるでしょう。 

 

日本に老舗企業が多い理由として、野村氏は３つの点を挙げています。 

 

第一に、他国の侵略を受けたり、内戦がほとんどない平和な国であったこと、第二に、

血族よりも事業の継続を重視する価値観、第三に、ものづくりを尊ぶ文化と伝統です。そ

して、老舗企業の共通項として、時代の変化に適応していく“適応力”、時代の変化や経営

トップとして他者をも受け入れる“許容力”、そして、本業を貫く“本業力”を挙げていま

す。 

 

“適応力”は、松下幸之助の言う“日に新た”を実践し、時代の変化に適応するため、

自分自身や自社を“革新していく力”と言えます。自社が戦える土俵として、“本業”から

離れないことも理に適っています。バブル絶頂期に多くの企業が専門外の“不動産事業”

や“金融事業”に手を出して“痛い目”にあったことは記憶に新しいところです。 

 

そして、“許容力”ということに関して、松下幸之助は、“日に新た”を実践する上で、

前提として経営者が“とらわれない素直な心”を持つことが大切だとしています。成功体

験があるほど、そして、それが大きなものであればあるほど、人はそれにとらわれて、経

営環境の変化が見えなくなり、あるいは、軽視して、過去に成功した自分のやり方に固執

し、“固定渋滞”を招くからです。つまり、変化を“許容する”ことができなくなってしま

うのです。そして、経営者にとって最も重要な心構えだとする“とらわれない素直な心”

を持つことによって、｢どんな情勢の変化に対しても、柔軟に、融通無碍に順応同化し、日

に新たな経営も生み出しやすい。｣（「実践経営哲学」p.164）」また、「現状にとらわれるこ

となく、常に何が正しいか、何が望ましいかということがおのずと考えられ、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。｣とその重要性を強調しています。 

 

３．富士フィルムとコダック 

 

写真フィルムの業界は、2000 年頃から普及したデジタル技術とそれによるデジタル写真

やスマートフォンの登場によって、その後市場の 9 割以上が消滅しました。これは、かつ
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てのレコードが CD に代わり、さらにインターネットからのダウンロードに代わって行っ

たのと同様です。そして、そのような技術の進化によって、経営環境が大きく変化するこ

とは、2000 年頃から既に分かっていました。主力事業の市場が消滅するという未曽有の経

営危機に直面した写真フィルムメーカーの対応は明暗を分ける結果となりました。 

 

1880 の創業以来、写真フィルム業界において、先駆的な技術と革新的なマーケティング

で一躍成長し、長年、世界で圧倒的な巨人として君臨していた米国のコダック（Kodak）

社は、2012 年 1 月 19 日に米国の連邦破産法、いわゆるチャプターイレブン（日本の民事

再生法に相当）に基づき、事業再建手続の申立てを行いました。一方、コダックの背中を

見ながらコダックに“追いつけ追い越せ”と奮闘努力を続けてきた日本の富士フィルムは、

“写真フィルム”で培った技術を他の分野に応用展開して、新規事業分野に参入すること

でみごとに再生し、単に生き残るというだけではなく、その後も成長を続けています。2011

年時点で、富士フィルムの株式時価総額は約 126 億ドルに上るのに対して、コダックの時

価総額は 2 億 2000 万ドルにまで減少しています。 

 

この両社の明暗を分けた理由は何でしょうか？ 

 

一言で言えば、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と

それに失敗したコダック、つまり、松下幸之助のいう“日に新た”を実践し、“変えてはな

らないもの”を守りつつ、“時代の変化とともにそれに応じて変えて行くべきもの”を変え

て行くことができたかどうかの違いと言うことができるのではないかと考えています。 

 

写真フィルムの業界は、1970 年頃に白黒写真フィルムからカラー写真フィルムへと世代

交代をする際に、カラー写真フィルムの製造に三原色の微妙なバランスにより天然色を再

現するため、極めて高度な基盤技術が必要とされたことから、何百社とあったフィルムメ

ーカーが、米国のコダック、ドイツのアグファ、日本のコニカと富士フィルムの 4 社に淘

汰され、寡占市場となっていました。そして、先に述べた通り、富士フィルムは、長年巨

人コダックの背中を追いかけて挑戦し続けてきましたが、2000 年頃、ついに写真フィルム

市場でコダックを抜いて世界の頂点に立ったのです。ところが、その頃急速に普及し始め

たデジタル写真によって、近い将来、この写真フィルム市場の 9 割以上が消滅するという

ことが判明したのです。このような経営環境の変化から迫りくる会社の存亡に関わる経営

危機に直面した両社は、その変化の捉え方と対応の仕方が異なっていました。 

 

この両者の比較について、2012年 1月 14日の英国エコノミストの記事を参考にしつつ、

以下述べてみたいと思います。詳細は、次の URL をご覧下さい。 
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（http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/34331） 

 

コダックの元幹部ラリー・マットソン氏は、1979 年当時既に、同社内において、デジタ

ル化について、「最初は政府の偵察機器、次に専門家の写真撮影、そして最後には大衆市場

と、すべてが 2010 年までにデジタル化する」との詳細な報告書を書いており、この変化に

ついては同社の幹部もよく承知していたものと考えられます。 

 

ところが、その変化への対応が後に述べる富士フィルムと比べて、“鈍く”“遅（い）”か

ったのです。その理由として、マットソン氏は以下を挙げています。 

 

コダックの元幹部ラリー・マットソン氏は、コダック社がデジタル化という変化に気づ

きながらも、その変化への対応が遅く、遅れた理由として、以下を挙げています。 

 

第一に“現状に満足する独占企業”という企業文化です。 

 

この点、松下幸之助は、次のように述べています。人間は、一度成功すると、「現状をよ

しとして改めるべきをも改めようとせず」いわゆる“固定渋滞”して、「そういう状況のま

まに推移していく」ことがあると言うのです。 

 

これは、“成功した現状”を「よしとして」、それに“とらわれ”ると、それが居心地の

いいコンフォートゾーンとなって、そのとらわれている“現状”を核として、それ以外の

情報を“削除”し、あるいは、無視、軽視し（“歪曲”）、「現状のままでよい」と決めつけ

る（“一般化”）認知のメカニズムが無意識のレベルで働くからです。その結果、居心地の

いい“現状”に留まろうとし、敢えてリスクを取って、そこから外に出て現状を変えて行

こうとはしなくなり、また、自ら変わることに抵抗するようになるのです。 

 

特に経営者がそのような心持ちとなることを松下幸之助は、戒めています。曰く、「経営

者は常に“求めるもの”を持たないといけない。経営というものは、いわば“終わりのな

い壁画”を描き続けるようなものだから、常にそういう希望を持っていなければならない

と思う。すべての事業には、ここが頂上で、これでおしまいなどというものはない。経営

者は常に事業のよりよき姿を考え続けていかなければならない。」 

 

そこで、松下幸之助は、経営者の最も重要な心構えとして“とらわれない素直な心”を

強調するのです。“素直な心”になって、“過去の成功体験”への“とらわれ”から脱すること

で、初めてそれに引きずられることなく、“現状”をありのまま客観的に正しく認識すること

ができるようになるからです。単独企業の城下町ロチェスターで操業していたため、コダ

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/34331
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ックの幹部たちは、自社に対する批判を耳にすることは滅多になかったと言います。しか

し、コダックの経営幹部は、過去の成功やプライドにとらわれて、自社の現状を自ら見よ

うとせず、あるいは、見えても自分たちの都合のいいように歪めて見ており、正しい姿が

見えていなかったものと思われます。もしこれらの経営幹部が、“とらわれない素直な心”

を持っていれば、視野が広がり、迫り来る経営危機の深刻さと現状の自社の“固定渋滞”

という姿を正しく認識することができ、“自己変革”の必要性を正しく理解することができ

たのではないでしょうか。 

 

さらに“社会は、限りなく生成発展していくものであり、そのためには日に新たでなけ

ればならない”という松下幸之助の経営哲学は、このような経営危機に直面した際にこそ、

「日に新た」、即ち“自己変革”を当然のこととして求める（“一般化”の逆活用とも言え

ます）こととなります。その結果、どんなに成功しても、“傲慢”になったり、“もうこれ

でよい”と“固定渋滞”したり、あるいは、“油断”したりすることなく、限りなく生成発

展を続けて行くことができるのです。換言すれば、“傲慢”になったり、“油断”しやすいとい

う人間の“心の弱さ”を「日に新た」という思考プロセスをフレームワークとして持つこ

とによって、排除することができるのです。 

 

また、先に述べた「一商人なりとの観念」の第三の意味である「感謝の心、謙虚な気持

ちを忘れない」との教えも、同様の機能を有しています。 

 

さらに、松下幸之助は、次のようにも述べています。「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。」「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、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。しかし、「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.55-56） 

 

第二に、同社の幹部が「まずモノを作り、売り出し、それに修正を加えるというハイテ

クの世界の考え方ではなく、完璧な製品を作るというメンタリティーに捕らわれていたこ

と」です。これは、当初先駆的な技術による完成度の高い製品を出して成功した体験にと

らわれた結果と見ることができるでしょう。それだけ時間を要することとなりました。 

 

このデジタル化による時代の変化に対して、両社は、いずれも“事業の多角化”により対応
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しようとした点では同じでしたが、その決意とスピード、徹底の度合いに差がありました。

コダックでは、結局過去の成功体験からその結果としての“現状”がコンフォートゾーンとな

って、“現状”に軸足をおいていたからだと考えられます。経営者だけでなく、中間層もまた

“現状に満足”し、変革への抵抗勢力となりました。 

 

コダックは、富士フィルムよりもむしろ先に多角化事業を進め、自社でフィルム用に開

発した何千もの化学物質を医薬品に変えることができるのではないかと1988年に製薬会社

を買収しましたが、結局失敗し、1994 年に売却されました。当時はまだ本業の写真フィル

ム事業が好調だったこともあり、本腰が入っていなかったとも言われています。富士フィ

ルムの古森重隆社長（当時）は、「問題が明白だった時でさえ、コダックは自己満足に陥っ

ていた。」「コダックは、自社のマーケティングとブランドに非常に大きな自信を持ってい

たため、安易な解決策を取ろうとしていた。」「コダックは、技術を自社開発するのに時間

と費用をかける代わりに、既存の企業を買収しようとした。そして、十分に多角化するこ

とができなかった。コダックは、デジタル化という大波に呑まれた。」と評価しています。 

 

この点コダックの経営破綻は、米ハーバード・ビジネス・スクールのクレイトン・クリ

ステンセン教授の提唱する「イノベーションのジレンマ」に陥った典型例だと言われます。

優れた特色を持った商品を展開する巨大企業が、その特色を改良することに執着し、新た

な商品の市場への参入が遅れてしまうというものです。これはいわば過去の成功へのとら

われから、成功した事業が居心地のいいコンフォートゾーンとなり、それを軸に環境の変

化を都合のいいように歪めて解釈し、まだまだ成功した事業や製品を“改良”しさえすれ

ばやっていけるはずだと決めつけて（“一般化”）しまうからです。コダックの場合も、自

社の市場シェアが高く、高収益の主力製品銀塩フィルムの市場はまだしばらくは続くはず

だ、それ故そこに経営資源を集中する方が効率よく稼げると自分に都合よく解釈しました。

また、デジタル写真そのものが大きな利益を生まないこともあり、デジタル化に舵を切る

ことで、主力の写真フィルムが売れなくなることを恐れて、新たな事業の展開が遅れまし

た。居心地のいい成功した事業（コンフォートゾーン）に引き戻されたのです。 

 

“残り福を追求する”ビジネスモデルは、予想外の市場や顧客の変化のスピードに翻弄

されることがあります。家電の業界でも、薄型テレビの登場に対して、ブラウン管テレビ

のメーカーは、特にアジアで残り福を追求しようとしましたが、薄型テレビの普及するス

ピードが想定以上に速く進んでしまった（あるいは、自ら、正確には、自社のブラウン管

テレビ部門ではなく、薄型テレビ部門が、薄型テレビの価格競争に陥り、そうしてしまっ

た）ということがありました。自らも関与した変化でしたが、予想以上に消費者と強い購

買力を持つ流通業者の力が強く、価格の下落を止めることができなくなってしまったから

です。 
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このようなコダックに対して、富士フィルムの行動は迅速でした。当時の社長兼 CEO の

古森重隆氏は、「写真フィルムの売り上げは、年に２５％から３０％ずつ減って行った。状

況をありのままに見れば、誰も生き残れる状態ではなかった。本当の敵はコダックではな

く、デジタル化という大波だった。だから我々はビジネスモデルを再構築しなければなら

なかった。」と経営環境と自社の状況を正しく認識し、危機意識と背水の陣の“決意”を以

て、次のような経営改革と事業構造の改革にスピード感を以て邁進したのでした。 

 

 まず 2000 年以降、1 年半の間に、2500 億円（33 億ドル）超の費用をかけて、過剰な販

売代理店、開発研究所、管理職、研究者の削減と減価償却などのリストラを断行し、コス

トと人員を削減しました。 

 

その一方で、コダックと異なり、“自社の技術”を活かした“モノづくり”にこだわり、

「新たな稼ぎ頭を育てろ！」と新規の事業分野を探すべく、事業構造改革に取り組みまし

た。まず 1 年かけて自社の技術を洗い直し、どういう分野や製品に生かせるのか、を徹底

的に洗い出しました。「その際、重要なことは、自社の戦える力のないところでいくらやっ

たって駄目で、自社の技術が生かせて、そこで勝負になるいい製品が出せる、そういう事

業分野、製品は何だ。」と古森重隆 CEO は激を飛ばしました。 

 

「自社の戦える力」のある分野、製品とは、写真フィルム自体にとらわれず、これまで

自社がカラー写真フィルムを生み出すために培った高度な基盤技術を一つひとつ深堀りし、

応用してそれらを“強み（コア技術）”として生かすことができる分野、製品を見出してい

くということでしょう。その結果、銀塩フィルムで培った技術をベースに新しい事業ドメ

インを次々と生み出すことに成功したのです。 

 

これに対して、コダックは、過去に大成功し、その時点でも未だそこそこ売れていた写

真フィルムという製品、写真フィルムの技術に拘ったため、視野狭窄に陥り、そこから抜

け出すこと、あるいは、抜け出す決意がなかなかできなかったのです。 

 

 富士フィルムが写真フィルムで培った技術を応用して成功した製品を以下具体的に挙げ

てみましょう。 

 

 第一に“ASTALIFT”という肌にうるおいを与える化粧品です。畑違いのように思われ

ますが、実は、写真フィルムの物質の粒子を極小にするナノ化技術を応用した商品です。

この技術により、様々な物質を人の肌に浸透させることができるようになり、他社との差

別化を図ることに成功しています。9450 円／40 グラムと高価であるにも拘らず、2007 年
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の発売以来、売上を伸ばしています。 

 

 第二に、人口知能の技術を用いて医師の画像診断をサポートするシステムです。肺がん

の診断をサポートする類似奨励検索システムを静岡がんセンターと共同開発しました。こ

れは、画像でがんが疑われる部分を選択すれば、過去の診断データ 1000 例のデータベース

の中から類似の画像を検索し、瞬時にピックアップするというものです。これまでは、医

師の経験に頼りがちだった診断を過去の症例と比較することで確実なものにすることがで

きると言います。同社は、1936 年に X 線フィルムを発売しており、以来同社の医療画像シ

ステム「シナプス」は世界 3600 の施設で導入されています。 

 

第三に、液晶テレビの液晶パネルに不可欠のタック・フィルムと言われる商品です。こ

れは、元々写真フィルムをつくるベースとして作られたもので、表面が極めて滑らかで、

光をほとんど屈折させずに通し、透過性率が高いため、液晶テレビに不可欠で、液晶セル

一つに必ず 2 枚が必要とされています。世界シェア 7 割以上という高い占有率を誇ってい

ます。 

 

このように見てくると、コダックと富士フィルムの違いは、経営者と社員の双方のレベ

ルでの意識の差の問題が最も大きかったと言えましょう。特に CEO の古森氏は、コダック

を抜いて世界ナンバーワンとなっても、奢ることなく、謙虚に冷静に主力事業の写真フィ

ルムが無くなるという経営環境の変化を敏感に把握し、非常な危機感を抱くとともに、そ

の変化に適切に対応するため、自社の迅速な変革の必要性の認識から全社を挙げて“事業

構造改革”に取り組んだことは、まさに松下幸之助の言う“日に新た”の実践であると言

えるのではないでしょうか。 

 

前回の話は、主力事業の写真フィルム事業が近い将来デジタル化の波に呑まれて消えて

ゆくという深刻な経営危機に直面したときに、自社の技術力を強みとして生かしつつ、異

なる業界の新規事業に打って出て、見事に再生かつ成長を遂げている富士フィルムに対し

て、その最大のライバルであったコダックが、同じく事業の多角化を試みながら、結局、

失敗に終わったのは、正にその写真フィルムという主力事業でかつて大成功を遂げ、多角

化を開始した時点でもまだまだ売れていたという製品とかつての大成功の基盤となった写

真フィルム自体の技術にとらわれて、それらに拘ったために、視野狭窄に陥り（“削除”）、

そこから抜け出すこと、あるいは、抜け出す決意をすることがなかなかできなかったとい

うことでした。 

 

 これは、技術の進歩によって、ある製品やサービスが世代替わりをするときに必ず起こ

る現象と言ってよいのではないでしょうか。レコードが CD に変わったとき、CD からネッ
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トからのダウンロードに変わったとき、ブラウン管テレビが薄型テレビに変わったときな

どがそうです。現在進行形のものとしては、AI 技術の応用によって様々な分野で変化が起

こってくるものと思われます。 

 

 私たち人間は、成功すればするほど、その成功体験にとらわれ、あるいは、その成功し

たやり方にとらわれ、それを変えようとはしなくなりがちです。この点、松下幸之助は、

次の様に述べています。「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ｄ

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。かりに、赤い色のついたレンズで見れば、白い紙でも目には赤くうつる。ゆた

んだレンズを通せば、まっすぐな棒でも曲がって見えるだろう。そういうことでは、物事

の実相、真実の姿を正しくとらえることができない。だから、とらわれた心で物事に当た

ったのでは判断をまちがえて、行動をあやまつことになりやすい。」（「実践経営哲学」

pp.110-111） 

 

 言い換えれば、人間は、自分の見たいものを見たいように見て、決めつけるものなので

す。それは、認知上の“削除”“歪曲”“一般化”のメカニズムが働くからです。コダック

の経営陣や社員たちは、写真フィルムの業界では、デジタル化という経営環境の大きな変

化が進行しつつあるにも拘らず、自分たちが苦労を重ねて大成功に導いた写真フィルムと

いう主力事業は、まだ当面は大丈夫だと考え、方針として打ち出された新規事業に対して

も、なかなか身が入らなかったようです。スピードが遅く、深堀が不十分でした。換言す

れば、写真フィルム事業がコダックの経営陣や社員たちにとって、居心地のいいコンフォ

ートゾーンと化し、このままでよいと考え、敢えてその外に出て、リスクを負って挑戦し

ようとしなくなったのです。この点、経営トップの強いリーダーシップの下、全社を挙げ

てスピーディに取り組んだ富士フィルムの動きとは対照的でした。 

 

また、コダックは、写真フィルムという製品とその技術自体に拘ったため、それらの技

術を深堀することなく、そのため写真フィルムという製品以外の製品や分野への展開が不

十分でした。この点、富士フィルムは、写真フィルムで培った技術自体に着目し、それら

を深堀することによって、化粧品や画像診断をサポートするシステム、タック・フィルム

など写真フィルム以外の製品にまで展開することができました。 

 

 結局、両社の違いは、意識の違い、松下幸之助の言葉で言えば、“心の持ち方”の違いだ

と言えるのではないでしょうか。松下幸之助は、言います。「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

である。」（｢松翁論語・抄｣より）｢人間が自らの願いを実現するためには、それを実現する

に相応しいものの考え方や心の持ち方、態度や行動を現していくことが肝要である。｣ 
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ここでコダックに欠けていたのは、松下幸之助の言う「とらわれない素直な心｣と「日に新

た｣という物の考え方と言えるのではないでしょうか。曰く、「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、経営理念は不変だが、それを現実の経

営の上で実現していく方針ややり方は、その時代によって変わって行かなければならない

とし、「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」p.102）と述べています。 

 

 私たちは、往々にして目に見える経営戦略を論じることが多いのですが、実は表面的に

同じ戦略を採っても、その実行の段階での目に見えない“実行力”と“徹底の度合い”に

差が出てくる場合が多いのです。それは、結局経営陣や社員たちの“心の持ち方”による

ところが大きいと言えるのではないでしょうか。松下幸之助が「人生も仕事も心の持ち方

次第だ」と喝破したのは、このようなところからも理解することができます。また、例え

ば、先にご紹介した「お客様大事の心に徹する」という松下幸之助の経営哲学も、多くの

会社が類似の考え方を採用していますが、その違いは、やはり“実行力”と“徹底の度合

い”の違いと言えるのではないでしょうか。そして、そのような違いを生む原因は、片や

それを外向けに“体裁”だけで採用しているとか、本音のところでは“建前”に過ぎない

と考える会社と他方経営トップから社員に至るまで“金太郎飴”のようにその“心の持ち

方”が“信念”となって、自然と考えや行動に現れてくるレベルに到達している会社との

違いだと言えるでしょう。この点で、経営陣を始めとする全社員のあるべき“心の持ち方”

を示した“経営理念”というものの役割と機能が極めて重要であると考えられるのです。 

 

３Ｍ、ＧＥ、ＩＢＭ、モトローラ、ジョンソン＆ジョンソン、ウォルマート、ウォルト・

ディズニー等、世界で 50 年以上続いている会社 18 社を研究を研究した米国のジェームズ・

C・コリンズとジェリー・I・ボラス両スタンフォード大学教授は、「ビジョナリーカンパニ

ー」という概念を提示しました。「ビジョナリーカンパニー」とは、「理念・ビジョン主導

型企業」で、商品のライフサイクルや経営者の世代交代を経ても繁栄し続ける仕組みをも

つ卓越した企業を言うとされ、その特徴の一つは、単なる利益追求ではなく、経営判断の

基準となる“崇高な経営理念”を確立し、“全社に徹底して浸透させる仕組”を持っている

とされています。一般的には株主の利益や事業の利益が優先される米国においても、「まず

経営理念を確立すること」が何よりも大切だとした松下幸之助の考え方が、改めて承認さ

れたものだと言えるのではないでしょうか。 
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４．ヤマト運輸 

 

 前回ご紹介したコダックの例のように、会社の方針として新規事業を挙げながら、既存

の事業が未だそこそこの業績があるため、社員がなかなか新規事業に身が入らないという

状況において、どのような方策が考えられるでしょうか？ 

 

 もちろん、経営トップ自身の危機意識とリーダーシップの問題ですが、経営者が社員を

リードしていくための方法として、どのような方法が考えられるでしょうか。そのような

視点から本日ご紹介するのは、宅急便事業を立ち上げたヤマト運輸の例です。以下は、「小

倉昌男の経営哲学」（ヤマト運輸元会長小倉昌男著日経 BP 社）によってご紹介します。詳

細については、同書をご参照下さい。 

 

 ヤマト運輸は、戦後長距離輸送が鉄道からトラック輸送に転換したときに乗り遅れ、よ

うやく長距離の免許を取得したものの、既に先行する他社に顧客は押さえられ、東京本社

で人件費も高く、赤字すれすれの状況でした。悩みに悩んだ小倉社長（当時）は、「他社と

の競争に勝てず腐り始めていた大黒柱を取り換えて、全然別の場所に移り新しいマーケッ

トで仕事をしたらどうか」と考え、宅配事業に打って出ることを決意したのです。今風に

言えば、“ブルーオーシャン戦略”です。これは、血で血を洗う苛烈な価格競争の既存市場

であるレッドオーシャン（赤い海）から出て、競争のない新たな市場であるブルーオーシ

ャン（青い海）を開拓して行こうとする経営戦略です。 

 

しかし、小倉社長の提案に対して、社内からは様々な反対意見が出ました。当時の主力

事業である近距離の商業貨物輸送については、「確かに他社の５％～１０％という利益率と

比べて、１．５％と少ないが、当社は本社が東京にあるから仕方がない。」と都合のいいよ

うに歪めて解釈します。また、新規事業として提案されている宅配事業については、「家庭

から出る荷物は偶発的で、送り先もバラバラで非効率だから、コストも高くつく。」と悪い

所だけがクローズアップされ、しかも「採算が合わない。」と決めつけられるのです。また、

社員の本音としては、それまでの商業貨物なら、工場にトラックを持って行けば、一度に

大量の荷物を積めますが、宅配事業では、表札を見ながら一軒、一軒回らなければならず、

とてもしんどい仕事であり、やりたくないというのがありました。 

 

これに対して、小倉社長は、もっと大きな視点から見て、次のように考えました。まず、

社員たちが“あばたもえくぼ”と都合のいいように見ている現在の事業である商業貨物輸

送にも次のようなデメリットがあると考えました。第一に、競争が激しく、運賃単価が低

い。第二に、景気の変動の影響を受ける。第三に、季節変動がある。第四に、相手はプロ

で支払いは値切られ、１８０日の手形での支払いとなり、資金繰りに大きな影響を与える。 
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そして一方、宅配事業にも次のような良い所があると社内を説得したのです。第一に、

家庭の荷物の方が、需要が安定している。つまり、１軒ずつの家を見れば偶発的に見え、

非定型的業務だが、はるか上空の宇宙から見ればかなりの個数が安定的に出ている。第二

に、運賃単価が高く、商業貨物の１０倍くらいになる。第三に、現金支払いで日銭が入る

から資金繰りの面でよい。 

 

 これらの社内の抵抗は、コダックのような過去の成功へのとらわれからくるものではあ

りませんが、現状へのとらわれあるいは変化することに対する抵抗からくるものと言えま

しょう。当時、同社では、中元や歳暮の配達というデパートの配送を引き受けており、東

京では５０％のシェアを握っていたと言います。これがそこそこやれていたということが、

新規事業への取り組みを不徹底なものとしていると感じた小倉社長は、このデパート配送

事業から敢えて撤退しました。いわば社員たちの後戻りし逃げ込めるコンフォートゾーン

を破壊し、その外に出て新たな“宅配サービス”という事業を本気でやるしかない、正に

“背水の陣”の状況を敢えて作ったのです。それが一つの要因となって、同社の社員たち

は、本気で新規事業に取り組んだ結果、成功につながったと言えるのではないでしょうか。 


