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成功者の条件～自分の潜在能力を最大限に発揮するために～ 

著者 宮崎 勇気 

 

１．はじめに～『人生の勝者となるための１０の方法』との一致：『心の持ち方次第』 

 

『成功者の条件』とは何でしょうか？ 

 

但し、ここで言う“成功者”とは、生まれ持った才能や潜在能力を生かし伸ばすこと、そして、

それを目標や目的に向けて最大限に結集していくことです。その結果、幸せを作り出すことです。 

 

人間の知的潜在能力は、10％も使用できていない（ウィリアム・ジェームズ博士）と言われ、

UCLA の脳研究所は、『人間の脳の創造量は無限大であろう』と発表しています。つまり、自分

で課した制限以外、人間には何の制約もないと言えるでしょう。 

 

このような手つかずの無限大の資源を持ちながら、人間はなぜ“成功”できないのでしょうか？ 

 

人間の“成功”を妨げる“障害物”は、３つあります。 

第一に、“怠惰”です。 

第二に、恐怖です。 

第三に、低い自己イメージです。 

 

そして、最も重要なことは、『実際に体験する事柄によって人間的な違いが生じるわけではな

い。その体験をどのように受け止めるかがカギになる。』ということです。 

 

以上のように考えて、『人生の勝者となるための１０の方法』、つまり、平均的な人間が成功

するための秘訣を語っているのが、デニス・ウェイトリー（Denis Waitley）という人です。（『成

功の心理学～人生の勝者に生まれ変わる１０の方法』The Psychology of Winning）それらは、

性別や人種、信条、環境の如何を問わず、成功している人間に共通して見られる特質だとし、平

均的な人間を順序立てて訓練していくことによって、傑出した勝者に変える方法を示していると

言います。 

 

ウェイトリーは、『“勝利”とは心構えがすべてなのだ。』と言います。成功するか否かを決定

づけるのは、心構えであるとし、心構えが『願望実現へとつながるドアを開くカギ』ともなり、

『それを閉ざすロック』ともなると言うのです。 

 

それでは、ここで、パナソニックの創業者松下幸之助は、ウェイトリーの言う『成功者の条件』
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を満たしているでしょうか？ウェイトリーの提案する『１０の方法』に沿って見ていきたいと思

います。 

 

まずウェイトリーの上に述べた考え方についてはどうでしょうか？ 

 

この点、松下幸之助の考え方も、大変近いものがあります。松下幸之助は、『人間の本質』に

ついて、『無限の可能性』を持つ『ダイヤモンドの原石』だと表現する一方、『人間の現実の姿』

を見れば、貧困や不幸、争いが絶えない状態であるのは、“人間の心の弱さ”に原因があると言

います。それは、例えば、情勢に流されやすく、調子に乗りやすいこと、つまり、不況になれば、

意気消沈して、志を見失い、好況でうまく行っていると、有頂天となって油断し、環境の変化に

足元をすくわれて失敗するということです。また、自分の利害や感情、才能、やり方など“私心”

にとらわれて、視野狭窄に陥り、現実を自分の都合のいいように歪めて解釈・評価して、判断を

誤るということです。 

 

他方、松下幸之助は、人間というものは、“気分”がくさっているときには、その能力を発揮

することはできないが、“気分”のいいときには、大いに力を発揮できるという伸縮自在の“人間

の心の変化性”というものに着目し、情勢に流されるのではなく、それを自ら主体的に選んでい

くこと、そのために“自分の心を使いこなす”ことが大切だと説きました。 

 

即ち、その時々の状況に最も適切な“心の持ち方”を自ら選んで行くことによって、“人間の心

の弱さ”を克服できるだけでなく、自身の能力を最大限発揮することができるようになるからで

す。それによって、自分自身の“物の見方”が変わる、つまり、目の前の現象の“捉え方”が変わ

り、自分の“考え”と“行動”が変わるのです。例えば、与えられた環境や状況が如何に過酷で困難

なものであっても“心の持ち方”を変えることによってそれらを“将来の成功に向けたプロセス

若しくは課題”とむしろより前向きかつ積極的に捉え直し、自分のために最大限に活かしていく

ということさえも可能となるというわけです。 

 

このような松下幸之助の考え方は、「仕事も人生もすべて心の持ち方次第である」とのひと言

に表れており、ウェイトリーの『“勝利”とは心構えがすべてなのだ』という考え方に完全に合

致していると言えます。 

 

２．人間としての成功とは 

 

 先に、ウェイトリーの言う“成功”とは、生まれ持った才能や潜在能力を生かし伸ばすことだ

と言いました。そして、松下幸之助もまた「“人間としての成功”とは、人それぞれが、自らに

与えられた天分を十分に生かして生きることである。」と述べており、『人間としての成功』に
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ついてウェイトリーと同じ定義をしていることに驚きを禁じえません。一代でパナソニックとい

う世界的企業を築き、莫大な資産を得て、功成り名を遂げたと言える松下幸之助の考える“人間

としての成功”は、名誉や財産を得ることではなかったのです。 

 

この点について、松下幸之助は、次の様に述べています。曰く、「人はそれぞれ、異なった持

ち味、天分をもって生まれついている。昔から十人十色と言われるように、顔かたち、性格、

素質、才能など全く同じという人は一人もいない。ということは、人はみな夫々の天分に従っ

て異なった仕事をし、異なった生き方をするように運命づけられているということではないか。

つまり、人はみなそれぞれに異なった使命が与えられ、異なった才能が備わっている。私は、“成

功”というのは、この自分に与えられた天分をそのまま完全に生かしきることではないかと思

います。それが“人間としての正しい生き方”であり、自分も満足すると同時に働きの成果も

高まって、周囲の人々をも喜ばすことになるのではないか。これこそ、真の意味での成功では

ないかと考えるのです。もとより成功の姿は、人によってみな異なるでしょう。しかし、社会

的な地位や名誉や財産が成功の基準となるのではなくて、自分に与えられた天分に沿うか沿わ

ないか、これを十分に生かすか生かさないかということが成功の基準となってくると言えまし

ょう。」 

 

３．『人生の勝者となるための１０の方法』～松下幸之助は満たしているか？ 

 

 それでは、以下で『人生の勝者となるための１０の方法』を順にご紹介しながら、松下幸之助

はそれらを満たしているか、検討してまいりましょう。 

 

１）積極的な自己認識 

 

ウェイトリーは、まず第一に『積極的な自己認識』ということを挙げています。 

 

具体的には、まず自分をよく知ること、そして、自分に対して誠実であることが大切だと言い

ます。そのために、『自分を自分自身の目で客観的に見る』ことが重要だとして次のような方法

を提案します。目の部分だけくり抜いた紙袋を頭からかぶり、全裸で、全身を映し出す鏡の前に

立ってみることだ。そして、自分の姿をじっくり眺める。鏡の中の自分に向かって、今日の出来

事を語りかける。顔を隠すことによって、あなたは裸の他人になる。毎日繰り返していくと、鏡

の中の自分を見慣れてきて、自分の欠点を客観的に見つめることができるようになる、というの

です。 

 

松下幸之助も、同様に日々の自分の行いを振り返る“自己反省”や「自分から一旦外に出て、

自分自身を客観的に眺め、評価する」“自己観照”を大変重視し、実践しました。そして、それ
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は容易ではないことを認識しつつも、『自分の周囲にある物、いる人』すべてに映し出されてい

ると言います。「身なりは鏡で正せるにしても、心の歪みまで映し出しはしない。だから人はと

かく、自分の考えや振る舞いの誤りが自覚しにくい。しかし、求める心、謙虚な心さえあれば、

心の鏡が随処にある。自分の周囲にある物、いる人、これすべて、わが心の反映である。・・・

この謙虚な心、素直な心があれば、人も物もみなわが心の鏡として、自分の考え、自分の振る

舞いの正邪が、そこにありのままに映し出されてくるだろう。」 

次に、ウェイトリーは、『真実を求め、真実から目をそむけないこと』を挙げ、真実を歪曲し

て手に入れる“偽りの成功”ではなく、たとえそれが苦難の道でも真実に基づいた可能性を探っ

ていくことが“輝かしい成功”につながるとします。また、どんな状況に置かれても、広い視野

を持ち、バランスの取れた目で物事をあらゆる角度から柔軟に考えて、自分にできる最高のこと

を速やかにすることができるということを挙げます。 

 

この点、松下幸之助は、人は、自分の利害や感情などの“私心”にとらわれたとき、物事の実

相が見えなくなるとし、“とらわれない素直な心”が何よりも大切だとします。曰く、「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。かりに、赤い色のレンズで見

れば、白い紙でも目には赤くうつる。ゆが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｣p.161）そして、｢素直な心になれば、物事の実相が見える。それにも

とづいて、何をなすべきか、何をなさざるべきかということもわかってくる。なすべきを行い、

なすべからざるを行わない真実の勇気もそこから湧いてくる。｣（｢実践経営哲学｣p.112）とい

うのです。 

 

ウェイトリーによれば、敗者の本質は、「現実逃避、無関心、無感動、偏見、自己中心」にあ

り、「世の中なんて、なるようにしかならないものだ。努力したって無駄さ」と敗者を言うと。

これに対して、勝者の本質は、「正しい自己認識、広い視野、思いやり、寛容、柔軟性」にある

とし、勝者は自分の能力を知り、何をなすべきかを知っていると言います。 

 

松下幸之助は、自分の利害や感情などの私心にとらわれると、自分の好き嫌いや損得などを軸

に物事を見るようになるため、視野が狭くなり、自分の都合のいいように歪めて見ることとなる

として、特に経営者にはそうならないように“とらわれない素直な心”を持つことが最も大切

な心構えだと強調しました。それによって、「物事をありのままに見ることができる」、つまり

物事の実相が見えるようになり、視野も広がると言います。 

 

また、松下幸之助は、『主体的に生きる』ことを大変重視しました。「人生においても仕事に
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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。」自分に起きる出来事は、すべて自分の意識の範囲内の

ことだと自覚して、自分の人生について“責任”を持つこと、つまり“責任者としての意識”を持つ

ということです。自ら望む結果は、自分で作り出すし、自分に生じた結果については、すべて自

分の責任だと受け入れるということ、一言で言えば、“人事を尽くして天命を待つ”ということで

あり、それが松下幸之助の生き方でした。松下幸之助は、この点次の様に述べています。「自ら

の意識や行動の如何によっては、与えられた運命の現れ方が異なってくる。“人事を尽くして天

命を待つ”という諺があるが、お互いの生き方次第、人事の尽くし方次第で、自分に与えられた

運命をより生かし、活用できる余地が残されていて、自分のこれまでの生き方も、知らず識ら

ずのうちに、自分に与えられた運命をある程度生かすものだったのではないかと思う。」（昭和

37 年） 

 

そのように主体的に生きた結果、うまく行かなかったときに、その結果について、“他人”や

“環境”のせいにして“現実逃避”するということはしなくなります。むしろ、自ら主体的に選

択し行動した結果としてその責任を引き受けることができるのです。さらに、そのように考えれ

ば、予め自分の主体的に生きた結果を引き受けるという“覚悟”もできて、実際の自分の採る考

えや行動自体も違ってくるのです。 

 

松下幸之助は、「うまく行ったときは、運がよかったと考え、うまく行かなかったときは、そ

の原因は自分にあると考える。」と言います。このように、うまく行かないときに、『失敗の原

因はわれにあり』との考えに徹することで、失敗から学ぶことができましたし、さらに進んで、

“失敗の原因”を予め無くして行くという、現代のリスクマネジメントにつながる考え方に到達

し、それを実践することで少なくとも大きな失敗は無くすことができたと言います。 

 

さらに、ウェイトリーは、人はそれぞれが個性的な存在だという事実を認め、相手の立場に立

って、その考え方を理解できるか否かが“勝者と敗者の分かれ目”であると言います。 

 

 この点、松下幸之助は、事業経営について、『お客様大事の心に徹する』ことが大切だとし、

｢お客様大事の心から発展が生まれる。お客様を粗末にする会社は崩壊する。｣（1960 年 3 月 21

日高校卒入社式にて）と喝破しました。そして、特に『一商人なりとの観念を忘れず』という

ことを強調したのです。その言葉には、三つの意味があります。第一に、『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

を立てること”、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。 

 

 このように言えば、一見当たり前のように聞こえますが、世の中には次から次へと失敗してい
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く会社が絶えないのは、このことができていないからと言っても過言ではありません。なぜそれ

ができないのでしょうか？ 

 

それは『お客様を大事にする』とか、『人々の役に立つ』ということの対極にあるものを考え

てみればよくわかります。それは、“自分”であり、“自分の会社”です。自分の利害や感情など

のいわゆる“私心”にとらわれている人は、自分の好きなものや自分の得になること（売上や利

益）ばかりに関心が行き、『お客様を大事にする』とか『人々の役に立つこと』を考えるところ

にまで至らないままに、自分のやり方や商品を過信して、自分勝手に売れるはずだと思い込んで

事業や商売をし、結局、人々が真に求める商品を提供できず、失敗してしまうのです。松下幸之

助は、自分のことではなく、『人々の役に立つこと』をまず考える、そのために「相手の立場に

立って考えること」を重視しました。そうして、人々が真に求める製品を考え出し、その上で、

『収支を立てること』つまり、事業として成り立たせるために、自社の利益が出るよう仕入れ

から製造工程、流通に至るまでプロセスを見直して、コストの削減を図るというわけです。多く

の失敗する企業は、その検討の順序が逆になってしまい、自社の売上や利益を優先し、その制約

の下で製品の開発をしようとしますので、実は人々の求めるニーズに応える機能を無くしたり、

抑えたりしてしまう結果、顧客の支持が得られず、失敗することとなってしまうのです。 

 

また、ウェイトリ―は、環境の変化に応じて、自分を変えていけるかどうか、そうすることで

環境に適応することができるか否かが“勝者と敗者の分かれ目”であると言います。また、人生

の失敗や逆境に立たされた体験をどう生かすかが勝敗の分かれ目だとし、負の体験は積極的に受

け止め、その原因をはっきりと自覚すべきだとしています。 

 

 この点、松下幸之助は、『時代の変化に適応すること』を重視し、経営者のために書いた『実

践経営哲学』の中で一つの章を割いて強調しています。曰く、「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る。」「しかし、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。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。」（『実践経営哲学』pp.101-102） 

 

 このように時代の変化を感じ取って、自分の方針や方策を変えて行くということは、自分自身

を変えて行くことに他なりません。そして、この自分自身を変えていくということについて、

1965 年 1 月の総合朝会で次の様に述べています。「皆さんは、自ら変化を望んでおられるのか

どうか。言われるまでは、安閑としてその仕事についているというようなことがありはしない

か。私は、自ら求めて変化をしていくということが非常に大事だと思う。若き諸君にそのよう
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な姿がほとんど見られないのは、けしからん状態だと思う。」 

２）肯定的な自己評価 

 

 第二に、ウェイトリーは、『肯定的な自己評価』ということを挙げています。 

 

ウェイトリーによれば、敗者の本質は、「自分をさげすむ、疑心暗鬼に陥る、他人の目を過剰

に意識する」にあり、「違う人間になれたらなあ」とつぶやくと言います。これに対して、勝者

の本質は、「自分の真価を知る、自尊心を持つ、自信を持つ」にあり、「自分であることが素晴ら

しい」とつぶやくと言うのです。勝者は、心の底から、自分の存在価値を確信しており、自己肯

定の感情を持っていると言います。 

 

 この点、松下幸之助は、貧困や不幸から抜け切れず、また、争いの絶えない人間の現実の姿を

見て、人間とはこんなものではないはずだと、人間の本質を考え抜いた結果、壮大なスケールの

人間観に到達したのです。宇宙や自然、人間社会というものは、生成発展していくものであり、

そのような生成発展を担うのが、人間の使命であると。人間社会で言えば、「物心共に豊かな人

間社会」を実現する“使命”が人間には与えられており、人間は、人間自身と万物を生かして、

そのような「物心共に豊かな人間社会」を実現できる無限の可能性を持つ、“万物の王者”とも

いうべき『偉大にして崇高な存在』であると考えたのです。このような人間の使命を自覚しな

いが故に、先に述べたような現実の姿があるのだとし、そのような使命と王者としての責務を自

覚して、それを実践していくことが大切だと説きました。経営者は、このように自分自身を含め

た人間というものを捉えることによって、『確固たる信念に裏打ちされた力強い経営』が生まれ

てくるのだと強調しました。 

 

このように見ると、ウェイトリーのいう『勝者の本質』を満たしていると言えるでしょう。 

 

３）率先した自己コントロール 

 

 第三に、ウェイトリーは、『率先した自己コントロール』を挙げています。つまり、自分の行

動を自分で決意すること、そして、その全責任を自分で負う人間こそが勝者になれるのだと言い

ます。人間は、自分の選んだ行動の結果として今の自分があり、今の自分の地位があるのだと。

この世のすべてのものは意志によって選択されるということだと言います。『自分をコントロー

ルする』とは、知性、才能、特技など自分が持っているものを最高に発揮することに責任を持つ

ことでもあると言います。勝者の本質は、「決意、決断力、選択、責任」であり、『自分の人生の

運転席に座って』「やればできる」と考えると。これに対して、敗者の本質は、「無責任、優柔不

断、偶然に頼る、他力本願」であり、「なんとかなるさ」が口癖で、なるがままに任せるのだと

言います。さらに、ウェイトリーは「人生において『何が起こるか』はたいして重要なことでは
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ない。重要なのは、『その出来事をあなたがどう受け止めるか』なのである。」と言うのです。 

 

 この点、松下幸之助は、先に紹介した通り、他人や環境の影響を受けて、なるがままに任せる

受け身の生き方を拒絶し、『主体的に生きる』こと、正にウェイトリーの言う『人生の運転席に

座る』ことを選択したのです。「主体的に生きてこそ、感激・感動も生まれてくる」からです。

そして、その反面として、自分自身で選択し、決意した考えや行動の結果に対しては、全責任を

負う、たとえそれが良くない結果であったとしても、他人や環境のせいにすることなく、常に『失

敗の原因はわれにあり』との考えを徹底したのでした。 

 

 また、松下幸之助は、どのような困難に直面しても、必ず道はあるはずだとして『やればでき

る』と考えなければならないと強調しました。この点、二度三度やってみて、うまくいかないと

直ぐに『できません』と言って決めつけ、その理由を滔々と説明する若い技術者たちを“インテ

リの弱さ”と称して、戒めました。曰く、「物事というものは、できることでもそれを「できな

い」と思っている限り、やはり実際にできないのではあるまいか。～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。」 

 

 松下幸之助は、“心の持ち方”が“物の見方”や“物の考え方”、そして“行動”を決め、そ

の結果を左右するのだということをその体験から喝破し、“自分の心を磨き”“自分の心を使い

こなす”ことによって、適切な“心の持ち方”を選び、“恐れ”や“不安”など“人間の心の弱

さ”を克服するとともに、自分の潜在能力を最大限に発揮することに自ら責任を持ったのです。 

 

４）モチベーションを高める 

 

 第四に、ウェイトリーは、『モチベーションを高める』ことを挙げています。勝者の本質は、

『変化への欲求、興奮、願望』であり、『そうしたい、必ずできる』とつぶやくのに対して、敗

者の本質は、『恐怖、強迫観念、心理的抑制』であり、『やらなければならない、でもできない。』

とつぶやくのだと言います。そして、成功した人物は、自分自身に対して並外れた欲求を持って

いたと言い、次の様に述べています。 

 

人間の行為には必ず動機（モチベーション）、即ち人間を行動に駆り立てる力がある。モチベ

ーションを与えるものは感情であり、“願望”と“恐怖”の二つが最も重要である。“願望”とは、

将来に目を向け、今いる場所と行きたい場所の間を結びつける感情で、人を夢中にし、計画を進

行させ、道を切り開き、後押しし、激励し、ついには目標を達成させる“正の磁力”である。こ

れに対して、“恐怖”とは、過去に目を向け、失敗、苦痛、落胆、不快感などの負の体験を鮮明

に呼び起こす、最も強力な負のモチベーションとなり、大きな強制力と抑制力を持つ。“恐怖”
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は、人を制限し、締めつけ、パニック状態に陥れ、強要し、目標と計画を挫折させる。 

 

ウェイトリーは、人生の勝者は、自分自身への強い、前向きなモチベーションを培ってきた人

たちだと言うのです。ウェイトリーによれば、勝者となるものは、行動は、たった今自分が考え

ていることに左右されることを知っており、願望実現のため今一番重要なことに集中する。そこ

に、恐怖や疑いなど否定的な考えが入り込む余地がない。強い願望こそ恐怖や疑いを克服する精

神的解毒剤だ。成功は、ほとんどが気力、集中力、忍耐力しだいである。また、勝者は、リスク

をチャンスと見る。成功により得られる利益を考え、失敗のペナルティを恐れない。 

 

 松下幸之助は、困難に直面したときにそれをどう捉えるかによって、その後の考えと行動が変

わってくるとし、その捉え方を決めるものは、“心の持ち方”にあるとし、「人間は心一つで弱

くも強くもなる」と喝破したのです。曰く、「困難に直面したときに、それをどう考え、処置す

るかで、飛躍か後退か決まる。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。」「楽観か悲観か、積極か消極か、我が心の

あり方いかんで、ものの見方が変わってくる。見方が変われば判断が変わり、判断が変われば

行動が変わって、おのずと結果も変わってくる。壁を乗り越え、いい結果を生むために肝心な

のは、やはりまず自分の心のあり方ではなかろうか。」 

 

 そして、“より明るい物の見方”を“選ぶ”ことを強く奨めました。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。」 

 

 人間の現実の姿として見られる“不安”や“心配”などの“心の弱さ”を克服するために、様々

な方法を考え、実践したのです。 

 

第一に、宇宙も自然も社会も絶えず生成発展しており（“生成発展の原理”）、その中で事業を

行っていることを明確に自覚して、『ことごとく生成発展と考えること』が大切だとします。「不

景気も、病気も、失敗も、死も、生成発展の姿や。何が起こっても、生成発展の一こまやと思

うたら、恐れるものはありませんわ。」（名和太郎著 ｢松下幸之助経営の真髄を語る｣p.54）そ

のような“生成発展”という“心の窓”から、目の前の現象を見れば、それが不況その他の困

難であっても、将来の発展を固定した上で、そこから現在の状況を見ることができ、それらを『発

展へのプロセス』と見ることができる、つまり、ピンチをチャンスと捉えることができるという

わけです。曰く、「我々は、自ら生み出せないと考えるか、生み出せると考えるかということに

よって変わると思うんです。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
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と思うんです。」 

 

 第二に、経営者たる者、『必ず成功すると考えること』が大切だと強調しました。勝ったり負

けたりというのではなく、百戦すれば百勝しなければならないと言うのです。それを“強固な信

念”とすることによって、“不安”や“恐れ”、“疑い”の入り込む余地もなくなるのです。 

 

 第三に、“とらわれない素直な心”を持つことによって、 “不安”や“恐れ”、“疑い”など

否定的な考えへの“とらわれ”から心を解放し、中立的な状態にすることで、視野を広げて、よ

り多くの情報を取り入れることで、選択肢を広げることができる、そうして新たに見えてくる“よ

り明るい物の見方を選ぶ”ことができるようになるのです。 

 

５）大胆な自己期待を持つ 

 

 第五に、ウェイトリーは、『大胆な自己期待を持つ』ことを挙げています。勝者の本質は、『楽

観、熱中、希望』であり、『今日はうまく行った。明日はもっとうまく行くだろう。』とつぶやく

のに対して、敗者の本質は、『悲観、冷笑、絶望』であり、『私は運が悪いから、きっと失敗する』

とつぶやくのだと言います。そして、『あなたが恐れること、あるいは期待することは、必ず現

実になる。』『あなたの自己イメージは、人生の障害にもなるし、成功への自動航行装置にも、ど

ちらにもなる』と言うのです。 

 

ウェイトリーは、『勝利を期待しない者は勝者にはなれない』、それ故『勝者は勝利を期待する』

とし、成功する人間に共通に見られる顕著な特徴は、『大胆な自己期待を持つこと』、いわゆる“楽

観主義”であると言います。そして、勝者が勝利を期待するのは、３つの裏付けがあるからだと

し、第一に『願望』、勝ちたいという強い欲求を持っていること、第二に、『自己コントロール』、

権利を実現させるのは自分自身であるという自覚を持っていること、第三に、『準備』、勝つ準備

ができていること、喜んで勝とうとすること、つまり、勝つことが習慣となっていることを挙げ

ています。それ故、勝者は疑うことを知らず、自分が予測し期待している良い結果を信じて、常

に向上しようと努力するため、いつかきっと実現されるのです。期待が勝利を導くのです。 

 

そして、困難な問題に出くわしたときは、それを一段と飛躍するためのチャンスだと考えるこ

とをウェイトリーは、提言しています。 

 

逆に、否定的なことばかりを心に思い描いていると、その否定的なことが実現してしまう。ま

た、疑心暗鬼の人間に勝利はないし、否定的な考えをしている限り、勝利への“自覚”と“準備”

を欠いているため、目の前のチャンスにも気づかず、あるいは的確な対応ができず、運にも恵ま

れない結果となるのです。 
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 この点、松下幸之助は、本人自身の自己イメージというよりも、はるかに高い所から“人間”

というもの自体の“本質”や“使命”を捉え直し、独自の“人間観”を確立しました。それは、

現実の世界の『不幸や悩み、争いや貧困に明け暮れるという人間の姿』を見て、人間というも

のはこんなものではないはずだとの強い思いから生まれました。 

 

松下幸之助は、過去の歴史を研究した上での結論として、宇宙や自然、社会は、限りなく生成

発展していくものである（“生成発展の原理”）と考え、その“生成発展を実現していく主体”

は、万物の霊長と言われる“人間”をおいて他にないとし、“宇宙や自然、社会の限りない生成

発展を実現していく”という“使命”あるいは“責務”が“人間”には与えられているのだと

考えたのです。 

 

このような使命を与えられた“人間”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。 

 

人間の“無限の可能性”というのは、必ずしも荒唐無稽の話ではありません。例えば、脳科

学者の茂木健一郎氏は、人間の“無限の可能性”について、脳科学の立場から次のように述べて

います。曰く、｢脳にはオープンエンドという性質がある。“自分はこうだ”と決めつけなければ、

いつまでも発展し続けることができる。逆に“自分なんてこんなものだ”決めつけた瞬間に脳は

発展することを止めてしまう。｣（茂木健一郎著｢脳が変わる生き方｣p.158） 

 

こうして、松下幸之助は、“人類共通の自己イメージ”とも言える“人間観”を確立したので

す。ここから経営者に向けられた松下幸之助の経営哲学においては、『ことごとく生成発展と考

えること』『人間観を持つこと』『使命を正しく認識すること』『必ず成功すると考えること』が 

その極めて重要な柱となっているのです。 

 

『必ず成功すると考えること』については次の様に述べています。「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。」「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」pp.54-55）つまり、勝って当たり前、

ウェイトリーの言う『勝つことが習慣になっている』ということです。 

 

 また、松下幸之助は、先に述べた通り、成功の秘訣は『強く願うこと』であり、成功するこ

とが自分の“強固な信念”となるまで自分自身に言い聞かせることだと強調するのです。“強固
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な信念”と化した“成功の姿”は、もはや単なる“期待”を越えて、“確信”となっており、そ

こには、“不安”や“疑い”、“恐れ”などの入り込む余地がありません。この点、“経営者のやり

抜く強い決意”と“情熱”の大切さについて次の様に述べています。曰く、「経営とか商売とい

うものには、いくらでもやり方があると思いますが、本当に事の成否を決めるのは、会社の頂

点に立つ人の、そのことをやろう、やり抜こうという決意、熱意がどれほど強いかということ

だと思います。ぜひともこの事業をやりたい、世のため人のため何としてもやらなくてはいけ

ない、そういう決意が非常に強いものでなくてはならない。極端に言えば、命をかけるという

ような気概を持たずして、ことに当たっても、往々にして失敗に終わってしまうと思うのです。」 

 

そして、その“情熱”は、才能や知識よりも大切だと強調します。曰く、「愚賢いずれといえ

ども神の目から見れば、タカが知れている。愚賢の差より熱意の差が人間の価値を決める。」「如

何に才能や知識があっても、熱意の乏しい人は“描ける餅”に等しい。」そして、“情熱”こそ

が“成功への秘訣”だと言うのです。「正しい熱意のあるところ、必ず経営成功の道が拓けてく

る。熱意は成功へのハシゴである。」「“どうしても二階に上がりたい”と願う人こそが梯子とい

う工夫を考え出すのである。」具体的な方法を発見できるかどうかも、才能や知識ではなく、や

はり情熱のなせる技だというのです。 

 

そして、信念と情熱との関係について、「信念のあるところに熱意が生まれ、熱意のあるとこ

ろに信念が生まれる」と述べています。つまり、目指す目標（願い）が強固な信念にまでなれ

ば、自然と“熱意”“情熱”は生まれてくるのだと言うのです。そして、また逆もしかりという

わけです。 

 

また、『宇宙や自然、人間社会は限りなく生成発展していくものだ』という“生成発展の原理”

を踏まえれば、目標に向かう途中で困難や障害にあっても、それを“生成発展”という“心の窓”か

ら見ることとなり、そうすると、将来の確実な成功（生成発展）へのプロセスにおける現象に過

ぎず、むしろ成功するために克服するべき“課題”を教えてくれる“発展へのチャンス”なのだと積

極的かつ前向きに捉えることが可能となるのです。松下幸之助は言います。「不景気も、病気も、

失敗も、死も、生成発展の姿や。何が起こっても、生成発展の一こまやと思うたら、恐れるも

のはありませんわ。」（名和太郎著 ｢松下幸之助経営の真髄を語る｣p.54） 

 

 松下幸之助もまた、ウェイトリーの言う心の中にある否定的な考えが悪い結果を生むのだとい

うことに気づきました。それ故、「困難に直面したときに、それをどう考え、処置するかで、 

飛躍か後退か決まる。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。」と言い、『より明るい物の見方を選ぶ』ことの大切

さを強調したのです。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
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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。」 

 

 さらに、松下幸之助は、『積極の道』ということを社員に強く訴えました。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

いかではなく、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。～積極

とはたくましさであり、闘い取ることである。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） 

 

 次にウェイトリーの言う『自己コントロール』ということについて言えば、松下幸之助は、受

け身で他人や環境に依存してその影響を諸に受けつつ生きる生き方を“無力な将棋の駒”と称し

てこれを排し、自ら『主体的に生きる』ことを選択しました。曰く、「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。」つまり、自らの人生や仕事について、自ら考え、主体的に

行動し、その結果について“責任”を持つこと、そのためには自分自身が自分の人生の“責任者

であるとの意識”を持つことが必要です。自分で考えて決断し行動した結果がうまくいかなかっ

た場合には、自分自身にその原因がある、即ち「失敗の原因はわれにあり」と自然に考えるこ

とができるのです。松下幸之助は、物事がうまく行かなかったときに、自分を守ろうとして、そ

の失敗の原因を他人や環境のせいにして自らを“被害者”とすることは、結局自分を他人や環境

の影響から逃れられない“無力な将棋の駒”としてしまうことに他ならず、それはつまらない人

生だとして、これを拒絶するのです。 

 

６）貪欲な自己イメージ作り 

 

 第六に、ウェイトリーは、自分が持っている自分のイメージ、すなわち自己イメージというも

のが自分を決定づけるのだとして、『貪欲な自己イメージ作り』を成功の条件として挙げ、『人は、

そう見られたいと思っている人物象になっていくものだ。』と言います。それ故、成功する者は、

貪欲に自己イメージを育み、絶えず自己イメージの検討を行っていると言うのです。そして、勝

者の本質は、『豊かな経験、具象化して考える力、創造力』であり、『自分がいつも変化し成長し

ているのが見える』とつぶやくのに対して、敗者の本質は、『暗いイメージ、心配、心の弱さ』

であり、『私には魅力なんかない。ただの平凡な人間にすぎない。』とつぶやくのだと言います。 

  

 人は、実際の自己という客観的事実に沿って考え行動するわけではなく、自分の考える自己イ

メージに沿って考え行動するのであり、そのような自己イメージには、『こうなりたい』と憧れ

ていることが投影される。つまり、勝者は、自分の演じたい役の理想像をつかんでいる、そして、
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その役になった気持ちになり、その役にふさわしい言葉を選んで、勝者のように振る舞う。自分

はこうなるという魅力を先取りしているわけだとウェイトリーは言います。 

 

 ここで、ウェイトリーの言う『人は、実際の自己という客観的事実に沿って考え行動するわけ

ではなく、自分の考える自己イメージに沿って考え行動する』ということは、極めて重要な事実

です。ウェイトリーは、「精神医学上の今世紀最大の発見は、『自己イメージ』である」というマ

クスウェル・マルツ博士の言葉を引用し、次の様に言います。「私たちは自分で描いた“心の中

の自画像”にコントロールされている。それは、自分が自分に設定した限界なのである。私たち

はその限界を越えることができない。自己イメージは、意識上の思考“判断”をコントロールし、

その人間のタイプと可能性を決定づける、潜在意識のレベルにある人生のコントロール装置とい

ってもいいだろう。」そして、「人間の神経システムは、感情をともなって、詳細に、生き生きと

描きだされた空想の経験と、実際の経験とを判別できなくなってしまう」ことは、科学者の一致

した見解だとしています。とすれば、『本当の自分』だけでなく、『本当だと思い込んでいる自分』

を含めて（あるいは、後者だけで）形成された“自己イメージ”に従って、人は考え行動すると

いうこと、すなわち、「『私は成功した人物だ』と自分に思い込ませることができたら、あなたは

もう、成功したも同然だ。」ということになります。その上で、「勝者は、自己イメージをコント

ロールし、そのうえで自分の思うように変えていく。自己イメージを高め、自分の世界を広げて

いく。」「勝者たる者は、成功する前から、すでに自らが目的を達した成功者であるかのように、

自分の未来像を描いている。その像は、鮮やかに細部まではっきりとした感触を持ってつくり上

げられている。」とし、「成功することだけを考えなさい。」と言うのです。 

 

 この点、松下幸之助は、先に述べた通り、本人自身の自己イメージ自体ではなく、より大きく

独自の“人間観”を確立し、限りない生成発展を続ける宇宙や自然、人間社会（“生成発展の原

理”）において、人間には、その生成発展を実現していく主体としての“使命”が与えられ、そ

れを実現すべく『無限の可能性』と『人間を含めて万物を生かして行く能力』を与えられてい

るというのが“人間の本質”であると考えました。いわば人類共通の極めて高い自己イメージを

構築したのです。 

 

そして、この“生成発展の原理”を踏まえて、松下幸之助は、「何が起こっても、生成発展の

一こまやと思うたら、恐れるものはありませんわ。」と断言し、「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）と述べています。 

 

さらに、経営者に対しては、『必ず成功すると考えること』を求め、｢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。｣（｢実践経営哲学｣p.54）と断言し、「私は、基本的には企業経営はそのように外部の
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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、本来はいかなるとき

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）と述べています。 

 

このように松下幸之助は、成功することが当然だと考えなければならないとし、その成功を信

じて疑わない、まさにウェイトリーの言う成功者の自己イメージを予め描いていたのです。 

 

さらに、松下幸之助は「人生は一つの芝居のようなものだ」として次のように述べています。

「考えてみますと、現実の社会というものも、一つの芝居と見れないこともありません。そこ

では、われわれ一人ひとりが演出家であり、役者であり、また同時に観客でもある。そういう

かたちにおいていろいろな生きたドラマが展開しているということができましょう。この生き

たドラマは・・・演出するのも演技するのも自分です。やり方しだいで、いくらでもいい芝居

ができる。しかもそれを自分で鑑賞するのですから、ひとしお味わい深いものがあります。」（「経

営のコツここなりと気づいた価値は百万両」pp.112-113） 

 

「困難な情勢に直面すると、人間というものはともすれば、あれこれ不安を感じたり心配し

たりします。（嘆いたり、誰が悪いと憤慨しても）何も生まれてきません。心も委縮してしまい、

困難に対処していくための知恵もでてきにくいでしょう。ですから、私は、今日のむずかしい

世の中を一つの生きた芝居と見、自分はその中の主役であると考えたいのです。そうすれば、

激動の今日の社会は、最も演技のしがいのある時代、いいかえれば、一番生きがいのある、お

もしろい時代だということにもなってきます。」（「経営のコツここなりと気づいた価値は百万両」

pp.114-115） 

 

自ら好きなように描いたシナリオに従って、“成功者としての自分”という主人公を演じます。

それは『本当の自分』ではありません。しかし、その主人公の役を演じ続けていくうちに、その

役に成り切っていくのです。その主人公が自己イメージとなっていくのです。ウェイトリーも指

摘するように、人間の神経システムは、現実と仮想現実の区別ができません。『本当の自分』と

『本当だと思い込んでいる役の上の自分』が一つになっていく。これは、まさにウェイトリーの

言う『成功している自分に成り切る』ということでしょう。 

 

７）明確な目標設定 

 

 第七に、ウェイトリーは、『明確な目標設定』を挙げています。勝者の本質は、『目標探究、合

目的的、自動制御』であり、『私にはゲームプランがある』とつぶやくのに対して、敗者の本質

は、『無目的、曖昧、移り気』であり、『決められないんだ』とつぶやくのだと言います。 

 



16 

Copyright © 2020 Yuki Miyazaki  All rights reserved. 

 

ウェイトリーによれば、人生の勝者は、他の人々と一線を画する重要な特徴を持っている、そ

れは、『明確な人生の目標』を持っていることであり、自分の生きる方向性が明確化され、目標

達成に向けて自分のとるべき道筋を決めていることだと言います。これに対して、敗者とは、目

標らしい目標を持つことなく、一生さまようか、自滅していく人のことだと言います。『目的地

を持たない船には追い風は吹かない』というわけです。 

 

ドイツの精神科医ヴィクトール・フランクルは、アウシュビッツやダッハウなどのナチスドイ

ツの強制収容所での 3 年間の死と隣り合わせにある恐怖の体験をした結果、生きていく目的を

持ち、自分の存在価値を確信している者は、どんな飢餓や拷問にも耐えていけるのに対して、生

きていく目的を持っていない者は、早々とあっけなく死んでいったと結論しました。 

 

ウェイトリーは、目標は明確に定めるべきだと言います。そして、ほとんどの人が目標に達す

ることができない理由として次の３つを挙げています。①目標を明確に掲げないこと、②それに

ついて学ばないこと、③それが到達可能なものだと真面目に考えていないことです。これに対し

て、勝者は、今自分がどこへ向かっているのか、どのあたりまできているのか、後どのくらい時

間がかかるのか、なぜ自分はこれを目標としているのか、途中で何をしたらいいのか、そして、

誰とその行程を分かち合っているのか、すべてのことを即答できるまでに熟知していると言いま

す。 

 

そして、ウェイトリーは、目標を定めると、人間の基礎的な行動システムは、“自動操縦装置”

のように自動的に目標の達成に向けて推進すると言います。すなわち、自動推進システムは、常

に目標地域からのフィードバック信号をモニターし、誘導コンピューターのコース設定を調整し、

修正すべきところは修正しながら目標的中に必要なすべてを決定するのです。その結果、優先度

の低い、緊張度の乏しいものには時間をかけず、重要な目標に到達するための活動を優先してい

ます。目標を持たない人は、舵のない船のようなものだと言います。そして、「まったく同じ風

が吹いていても、東に進む船もあれば、西に進む船もある。進路を決めるのは風向きではない。

帆の張り方なのである。」帆の張り方を決めるのは、自分自身であり、周りで起こる出来事や世

の中の動きに左右されるわけではないと言います。 

 

そして、目標を決めたら、固い決意で実行する、そして、その目標を毎日リハーサルすること

で、潜在意識に叩き込むのだと言います。勝者は、目標が自分の人生の中に完全に溶け込んだと

き、目標達成はほとんど時間の問題となることを知っているからです。 

 

松下幸之助もまた“目標を持つこと”と大変重視しました。「理想や目標を持たない企業は衰

退する」「人々に理念と目標と理想を提示できない指導者は、指導者を名乗る資格はない。」と

まで断言していました。松下幸之助は、「経営者は常に理想を掲げ、目標を見定めてそれを社員
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に語りかけ、ともにその実現を図らなければならない。」として、自身『5 ヵ年計画』や『週五

日制（週休二日制）の導入』などを方針として発表するとともに、それらの方針を達成してき

ました。 

 

「5 ヵ年計画」は、昭和 31 年 1 月の経営方針発表会で、「松下電器 5 ヵ年計画」として発表

され、昭和 30 年現在で年 220 億円の販売高を、昭和 35 年に年 800 億円に、従業員を 11，000

人から 18，000 人に、資本金を 30 億円から 100 億円にするというものでした。当時企業でこ

のような長期計画を発表するところはなく、その構想の大きさとともに各方面に大きな反響を呼

んだ。松下幸之助は、「この計画は必ず実現できる。なぜかというと、これは一般大衆の要望だ

からである。われわれは、大衆と“見えざる契約”をしているのである」と社員に訴えました。実

際、この計画は、その後 4 年間でほぼ達成され、5 年後の昭和 35 年には、販売高 1，054 億円、

従業員約 28，000 人、資本金 150 億円となり、目標をはるかに上回ったのです。 

 

また、「週五日制」については、日本で最初に「週五日制」（週休二日制）を導入したのは、松

下幸之助でした。昭和 11 年（1936 年）のことでした。その趣旨について、導入 2 年後に松下

幸之助は次の様に述べています。「五日制が望ましいというぼくの議論には前提があるんです。

その前提を忘れて五日論者だといわれると迷惑します。ぼくはいつも思っているんですが、日

本の産業もこれからますます生産性が向上してくるでしょう。どの工場も精巧な機械を配置し

て仕事をせねばならなくなる。そうなってくると労働者は勤務中１分１秒のすきもなく、８時

間なら８時間を全精神を集中してやらねばならぬ。だから非常に疲労が出てくる。この疲労回

復のために、一日余分に休養を要するだろう。そこで週五日にしなきゃいけない」他方で、二

日の休日の内一日を教養の習得にあてることを社員に求め、「週五日制」が社員にとって、産業

人として、社会人としての成長に資するものとなることを強く望んだのです。曰く、「従業員の

指導育成の面から深い配慮を払い、休日が増えたために、遊びに時を過ごし、健康を害したり

することのないように、月４回の休日のうち２回は休養に、２回は修養に当てるように望んで

いる」（『松下電器 五十年の略史』1968 年、松下電器産業刊） 

 

経営目標は、すべての経営資源の経営活動の方向をその目標に向けて一元化し、集中させて最

も効率良くその目標の達成を図ることを可能にするもので、企業活動に不可欠のものと言っても

過言ではありません。また、目標はそれに応じたエネルギーを発生させます。高い目標ほど、従

業員と組織全体の大きなエネルギーが発揮され、低い目標ほど、そのエネルギーは小さくなりま

す。目標が従業員たちに発生するエネルギーの大きさを決めるのです。これに対して、経営目標

を持たない企業は、会社としての統一的な方向が示されないため、大きなエネルギーは生まれず、

各部門の活動や各従業員の活動がそれぞれ目指す方向がバラバラとなり、無駄が多く非効率で、

大きな成果を挙げることはできませんし、企業としての成長も期待できません。 
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 この点松下幸之助は、次の様に述べています。「人生を歩む上で、何かしら志を立てるという

ことは誠に大事である。～それはいろいろな姿があっていいと思うが、そういうものを何も持

たずして、ただ何となく日々を送るということでは、人生の喜びも生き甲斐も薄いものになっ

てしまうだろう。やはり、一つの志を立て、その達成を目指して歩むところに、力強さが生ま

れてくるのだと思う。～まして、指導者には志がなくてはならないのは当然である。指導者が

志を持ち、それを人々に訴え、皆が志を同じくして進むというところに自ずと力強い歩みが生

まれてくる。指導者がそういうものを持たなくては、皆が進むべき道を見失ってしまう。」（「指

導者の条件」66p） 

 

 また、その目標の立て方について、松下幸之助は、現実から遊離しない範囲で、大きく立てる

べきだと言います。現在の延長線上に目標を置くのではあまり意味がありません。それは目標が

なくとも、辿り着くゴールだからです。必要な目標のは、組織の実力からは少し背伸びした目標、

いわゆるストレッチした目標です。それに向けて全従業員がストレッチすることによって、企業

としても成長し、大きな成果を挙げることができるのです。この点、松下幸之助は次のように述

べています。「そして、その志は、やはり大きく立てるべきだと思う。もちろん全く現実から離

れた夢のようなことという意味ではないが、“棒ほど願って針ほど叶う”ということわざもある。

志を大きく持ち、高い目標を掲げてこそ、ある程度の事がなっていくのであって、初めから、

志を小さくし、目標を低きに置いたのでは、叶うことでも叶わなくなってしまう。だから、現

実というものから遊離してはいけないけれども、現実を見つめつつも、いわゆる理想を描くと

いうような姿で、大きな志を立てることが大事なのだと思う。「指導者よ、大志を抱け」と置き

換えても立派に通用するのではないだろうか。（「指導者の条件」66p） 

 

 高い目標を達成することは、もちろん容易ではありません。どうすれば、高い目標を達成する

ことができるのでしょうか？ 

 

単に目標を持つだけで、それが達成されるわけではありません。ウェイトリーは、「その目標

を毎日リハーサルすることで、潜在意識に叩き込む」のだと言いました。これは、どういうこと

でしょうか？ 

 

それは、顕在意識のレベルで『こうなればいいな』とただ漠然と望むだけではだめで、何度も

繰り返し自分に言い聞かせることによって、潜在意識のレベルにいわば強固な回路（ソフトウエ

ア）を構築しなければならないという意味です。人間が学習する際には、次のような『学習の四

段階』というプロセスを経て、最終的にはそれを意識しなくとも自然にできる状態になるとされ

ています。例えば、自転車に乗ることがその例です。 

①無知の無能 （できないことを知らない状態） 

②意識の無能 （意識しても、できない状態／できないことを知っている状態） 
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③意識の有能 （意識すれば、できる状態） 

④無意識の有能 （意識しなくてもできる状態） 

 

この最終段階になると、先に述べた潜在意識のレベルにいわば強固な回路（ソフトウエア）が

構築され、顕在意識で意識しなくとも、ソフトウエアが自動的に動いて目的を達成すべく、自然

に行動するのです。自転車に乗るという例で言えば、人と話をしながらなど、他のことをやりな

がら、自転車に乗ること自体を特別に意識しなくとも、乗れるようになるのです。ウェイトリー

が、『自動操縦装置』が働いて、目標の達成に向けて、考え、行動するように自然となっていく

と表現したのは、まさにこの第四段階の状態を言っています。 

 

この点、ウェイトリーが引用したマクスウェル・マルツ博士は、次の様に述べています。「人

間というのは、うまれながらにして超高性能で、コンピュータにも似た『成功への自動誘導シス

テム』をもっていて、それを自在に使いこなすことができる。脳と神経系がサーヴォ機構を働か

せ、目標を自動的に追い求める機能を備えているからだ。つまり脳と神経系が目標へ邁進するメ

カニズムを構成し、自動追尾式のミサイルや魚雷がターゲットを探して向かっていくように、自

動的に目標を達成してくれるのだ。」 

 

この点、松下幸之助もまた、同様のことを述べています。ある時“成功の秘訣”を聞かれた松

下幸之助は、ある目標を持ったら、それが『強固な信念』となるまで『強く願う』ことだとし

て、次の様に述べています。「誰もが同じように成功を願っているけれども、果たして本当に自

分の心の底からの強い願い、「何としてもこれを成し遂げたい」という決意にまで高まっている

でしょうか。単なる一応の願いに止まっていないでしょうか。そこに結果に大きな差が生じる

一つの要因があるのではないでしょうか。（成功・失敗）の大きな違いは、事の実現を願うとい

う出発点の内にあるように思われます。」 

 

『単なる一応の願い』では不十分で、『「何としてもこれを成し遂げたい」という自分の心の

底からの強い願い』となっていることが“成功の秘訣”なのだと言うのです。そのためには、

一旦高い目標を設定したら、その目標を繰り返し自分自身に言い聞かせることによって、その目

標を潜在意識のレベルに“強固な信念”としていわば回路（ソフトウエア）が構築されるのです。

ここでは、その目標は当然“実現可能なもの”と考えています。ウェイトリーの言う失敗者が『そ

の目標を実現可能なものと考えていない』ということとは対照的です。 

 

“信念”とは、人が本当に正しいと信じていることを言いますが、この“繰り返し自分に言い

聞かせること”がなぜ『目標の実現』を信念化させるのに効果があるのかという点については、

東京大学・大学院薬学系研究科・教授で脳科学の研究をする池谷裕二教授は、次の様に述べてい

ます。「「正しい」か「間違っている」かという基準は、「どれだけそれに慣れているか」という
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基準に置き換えてもよい。つまり、僕らの「記憶」を形成するのに要した時間に依存する。」（「単

純な脳、複雑な「私」」池谷裕二著 pp.118-122）つまり、あることを自分自身に何度も何度も繰

り返し言い聞かせることによって、それが「正しい」と信じるようになるということです。 

 

「自分は運が強い」と自分に言い聞かせたという自身の体験から、松下幸之助は、次の様に述

べています。「本当は強いか弱いかわからない。しかし、それを強いと考える。自分自身を説得

して、強いと信じさせるのである。そういうことが、私は非常に大事ではないかと思う。私自

身そう信じてきたのである。」（「人を活かす経営」p.155）ウェイトリーの言葉で言えば、「その

目標を毎日リハーサルすることで、潜在意識に叩き込む」のです。 

 

そして、その“強固な信念”が目標達成への“熱意”を生み、その“熱意”が目標達成への

エンジンとなって、途中に生ずる失敗への“恐れ”や“不安”“疑い”にも打ち勝つことができ

るのです。松下幸之助は言います。「信念のあるところに熱意が生まれ、熱意のあるところに信

念が生まれる」「“どうしても二階に上がりたい”と願う人こそが梯子という工夫を考え出すの

である。」「如何に才能や知識があっても、熱意の乏しい人は“描ける餅”に等しい。」 

  

この“目標の実現”のために自分の立てた目標を潜在意識のレベルに“強固な信念”としてイ

ンプットする方法としては、先に述べた『自分に何度も言い聞かせること』に加えて、松下幸之

助は、もう一つの方法に言及しています。それは、『目標を心に描く』ということです。松下幸

之助は言います。「心に描かないものは絶対生まれない。しかし、心に描いたものは、理にかな

ってさえいれば、やり方いかんで可能になる」 

 

ここで、松下幸之助は、二つのことを述べています。第一に、「心に描かないものは絶対生ま

れない」ということ。当然のことのようにも思われますが、私たちは日常このことを忘れている

のではないでしょうか？自らの決意を欠いたまま、あるいは、漠然と願うだけで具体的なイメー

ジのないままに、ただ運が向いてきて、環境が変わって、人が助けてくれてよいことが起きない

かと待っているのではないでしょうか？ 

 

やはり大事なことは、『始めに思いありき』ということ、そして、その思いを“強固な信念”

にまで高めるために、具体的なイメージとして心に描くことが大切だと松下幸之助は強調するの

です。 

 

例えば、松下幸之助は、ダム経営について：「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
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られ、生み出されてくるであろう。」（「実践経営哲学」67ｐ） 

 

 ここで松下幸之助の言う『心に描く』とは、必ずしも明確に述べられているわけではありませ

んが、“描く”という言葉からも推測しうるように、いわゆるビジュアライゼーション（映像化）

のことを言うものと考えられます。ビジュアライゼーションとは、“自分が目標を達成している”

場面を視覚を始めとする五感をフルに使い、目の前の“現実”以上の臨場感を持って映像化する

ことです。その際、外側から客観的に映画やテレビの映像を見るように見る（客観体験 

Dessotiate ）のではなく、自分がその目標を達成している場面の中にいて、実際に何かをして

いるのを五感で感じる（主観体験 Assotiate ）ことを繰り返し行うことによって、目の前に実

際に見えている“現実”の映像の臨場感を打ち破り、想像した映像の方により強い臨場感を感じ

るようになるのです。すると、脳はそれを“現実”と認識し、それに反する現象が生じると、そ

の“認知的不協和”を“現実”と認識している方向に向けて解消すべく、考えて行動するように

なるのです。これこそ、ウェイトリーの言う『自動操縦装置』の働きなのです。 

 

その経営に関する考え方について松下幸之助と多くの共通点を有する京セラの名誉会長稲盛

和夫氏は、このビジュアライゼーションについて、より明確に述べています。｢そうして、すみ

ずみまで明瞭にイメージできたことは間違いなく成就するのです。すなわち、見えるものはで

きるし、見えないものはできない。したがって、こうありたいと願ったなら、あとはすさまじ

いばかりの強さでその思いを凝縮して、強烈な願望へと高め、成功のイメージが克明に目の前

に見えるところまでもっていくことが大切になってきます。｣（稲盛和夫著｢生き方｣p.50） 

 

８）活発な自己訓練 

 

 第八に、ウェイトリーは、『活発な自己訓練』を挙げ、自分を訓練することなしには目標に到

達することなどおぼつかないと言います。目標を決めたら、固い決意で実行する、そして、その

目標を毎日リハーサルすることで、潜在意識に叩き込むのだと言います。勝者は、目標が自分の

人生の中に完全に溶け込んだとき、目標達成はほとんど時間の問題となることを知っているから

です。それ故、ウェイトリーは、自己訓練は、欲しいものを手の届く距離に近づけ、あなたに“自

分に賭ける”勇気を与えると言うのです。勝者の本質は、『成功シミュレーション、訓練、練習』

であり、『できる限り努力をしよう』とつぶやくのに対して、敗者の本質は、『失敗の反復、矛盾

する行動、落胆』であり、『負けグセがついているんだ』とつぶやくのだと言います。そして、

『習慣は害のない思考ともいえるが、うつろいやすく、存在感のない行為でもある。しかし、訓

練を積むことによって、私たちの一生を左右するほどの強い意志に変えられる』と言います。 

 

 ウェイトリーの言う成功への道は、自分の潜在意識に従順な“ロボット”に、新しい自己イメ

ージを植えつけ、それに向かって進むことですが、新しい自己イメージを植えつけるということ
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は実は容易ではありません。しばらくの間は、あなたの毎日の行為や反応が今の自己イメージを

確認し、支持しているため、あなたは“いまのままのあなた”だからです。潜在意識のレベルに

ある今のあなたの自己イメージは、常にあなたのやっていることを、あなたらしいかどうかを検

証し、“あなたらしさ”を維持し、照明しようとしているのです。 

 

これは、苫米地英人博士によれば、人間の身体の体温を維持したりする生命維持機能（ホメオ

スタシス）が情報空間にまで拡大しているからだということになります。（ホメオスタシス仮説）

この今の自己イメージは自分にとって居心地のいい領域であるコンフォートゾーンとなって、仮

にその外に出て自分らしくないことをやろうとしても、常にそこに戻ろうとするホメオスタシ

ス・フィードバックが働いて、コンフォートゾーンである“自己イメージ”通りの考えや行動に

自動的に戻るのです。つまり、人間は、自己イメージに沿って物事を考え、行動するのです。 

それがウェイトリーの言う“ロボット”です。 

 

 そして、ウェイトリーは、“自己訓練”次第で、自己イメージを変革することもできるし、新

たな自己イメージを確固たる意志に成長させることもできるのだと言うのです。ウェイトリーは

言います。「自己訓練とは、精神を鍛える知的作業だ。それは、潜在意識のメモリーバンクに保

存されている現在の自分に関する情報－思考や感情の記録とは異なる思想と感情を、新たに自分

に記憶させるための訓練なのだ。そして、有無を言わさぬ訓練の繰り返しによって、新しい情報

が自分の“ロボット”に入り込んでいく。その結果、やがて新しい自己イメージがつくり出され

ていく。」「自己訓練とは、何度も何度も、言葉、絵や写真、概念、感情をもって自分自身に言い

聞かせることだ。いま、少しずつ、一歩ずつ勝利に近づいているのだ、と自分に思い込ませる過

程が自己訓練なのだ。」 

 

 そして、ウェイトリーは。「頭の中で重要な目標達成のイメージ再現を何度も繰り返すこと」

を日常の訓練とすることを提言し、その際「すでに、まるで実現したかのように、達成の様子を

正確に映像として思い浮かべること」を助言している。これは、先に述べた松下幸之助の言葉「心

に描いたものは、理にかなってさえいれば、やり方いかんで可能になる」の『心に描く』こと

や稲盛和夫氏の実践したビジュアライゼーションの手法そのものであると言えましょう。また、

松下幸之助が繰り返し自分に言い聞かせたことによって、自分の願いを“強固な信念”にまで高

めたという手法もウェイトリーの言う『自己訓練』のやり方の一つであると言えます。 

 

 松下幸之助は、日々の自分の行いを振り返る“自己反省”や自分を外から客観的に観察する“自

己観照”を実践しました。これらによって目指す目標や自己イメージとの乖離や逸脱はないかを

常に検証し、それらが判明すれば、修正を施していったのです。これもまた、『自己 

訓練』のやり方の一つであると言えます。 
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９）豊かな人生観を描く 

 

 第九に、ウェイトリーは、『豊かな人生観を描く』ことを挙げています。勝者の本質は、『全人

的な人格、ビジョンがある、ヒューマニスト』であり、『人間は自然がつくり出した生命の泉だ。

あなたも自然の一部であり、私もそうだ。私は自然の一部としてのあなたを敬愛し、私自身をも

敬愛する。』とつぶやき、オレもお前も勝つのだという態度を取るのに対して、敗者の本質は、

『流されやすい、自己中心的、浅はか』であり、『他人にやられる前に、こちらがやってやるさ』

とつぶやき、勝つのは自分で、負けるのはお前だという態度を取るのだと言います。 

 

 ウェイトリーによれば、勝者は、個人の枠を超えて、“豊かな人生観”を持ち、『勝利は一人の

ものではない』と考えて、誰とでも利益を共有し、他の人々とともに幸福でありたいと願うと言

います。勝利を導く人生観とは、ともに歩んで行こうとしている人、また、何かにすがりつこう

としている人に力強い手を差し伸べることにあります。それ故、勝者は、自己を超越した全宇宙

的な勝利感が得られ、また、人々から愛され、尊敬されるのです。また、勝者は、過去に生きよ

うとはせず、“いま”を生きると言います。“いま”は、自分でコントロールできる唯一の瞬間で

す。“豊かな人生観”とは、1 分 1 秒をこれがさいごの瞬間だと思って生きること、常に永遠を

見通すこと、そして、出会う時間と生命を大切にすることだと言います。過去からは学ぼうとし、

間違いはくり返しません。勝者となる者は、他人の目を通して客観的に自分自身を見ることがで

きると言います。 

 

 松下幸之助が見てきた事業経営に失敗した経営者の多くには、共通の特徴がみられました。そ

れは、経営者が、自分の利害や感情などの私心にとらわれるということでした。その結果、その

ような経営者は、物事の実相を客観的に見ることができなくなり、自分の得をすることや好きな

ことばかりを見て、損をすると思われることや嫌いなことを見なくなる、自分に都合のいいよう

に歪めて物事を見て評価する、そうして決めつけて、誤った経営判断をし、それを強引に実行し

て事業に失敗するというわけです。それ故、松下幸之助は、従業員を守り、安定した経営をする

ためには、“私心”にとらわれてはならないと決意したのです。 

 

 他方で、松下幸之助は、『食べんがために』創業して以来、当時の世間の常識や商売の通念に

従って、それなりに努力してきましたが、数年が経過し『何のためにこの事業を行うか』（事業

目的）という、もっと高い“生産者の使命”というものがあるのではないかと悩んでいました。 

 

 そんなときに、たまたま天理教の本山を訪ねた際に、全国から集まってきた天理教の信者たち

のひとり一人が喜々として一糸乱れず働いている姿に非常な感銘を受け、帰りの列車の中で考え

に考えて、次の様な考えに到達したのです。「宗教という事業は、多数の悩める人々を導き、安

心を与え、人生を幸福ならしめることを主眼として全力を尽くしている聖なる事業である。わ
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れらの業界はまた人間生活の維持向上の上に必要な物資の生産をなし、必要欠くべからざるこ

れまた聖なる事業である。われわれの仕事は無から有を出し、貧を除き富をつくる現実の仕事

である。」「両者は車の両輪の如き存在である。われわれの事業もその教の経営も同等に聖なる

事業であり、同等になくてはならぬ経営である。」 

 

つまり、人間の心を扱い“精神的な安定”を与える宗教に対して、生産者は物を扱い、水道

の水のように“物資を無尽蔵に供給すること”、いずれも“聖なる事業”であって、両者相俟っ

て『物心共に豊かな人間社会』を実現し『人生を幸福ならしめる』ことができるのだと。具体

的には、『生産者の使命』とは、「日常生活の必需品を充実豊富たらしめ、而してその生活内容

を改善拡充せしめること」だと感得し、その昭和 7 年を使命を知った“命知元年”として、全

従業員を大阪の電気会館に集めて会社の使命を発表したのです。そして、『社会の発展の原動力

となる』製品を開発し生産して適正な価格で提供すること、つまり、『事業を通じた社会の発展

への貢献』を会社の『綱領』と定めました。 

 

この“私的欲望”を“公的欲望”に転換することこそ、松下幸之助の経営哲学の中核となる

考え方なのです。それ故、松下幸之助は、『企業は社会の公器である』と捉え、『経営の心得』

の第一条で「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

をもって行ない、いささかも私心をはさまざるよう心がくべし」と喝破しています。 

 

このような考え方は、“利益”の捉え方にも影響しています。即ち、『利益追求』を企業の至上

目的とすることは、「そのために本来の使命を見忘れ、目的のためには手段を選ばないというよ

うな姿があれば、それは許されないことである。」（「実践経営哲学」p.33） 

 

まさにウェイトリーのいう「勝者は、個人の枠を超えて、“豊かな人生観”を持ち、『勝利は一

人のものではない』と考えて、誰とでも利益を共有し、他の人々とともに幸福でありたいと願う」

ことに他なりません。 

 

 この点、現代では、多くの企業が同様の『社会への貢献』という理念を掲げていますが、その

実態は、いわば世間向けの“飾り物”と化しているものも多いのです。この点を聞かれた松下幸

之助は、次の様に述べています。「それをどれだけ実践しているかだ。それによって、企業の業

績は違ってくる。」と。そして、実際に、松下幸之助は、この点を日々の経営判断において、実

践したのです。その結果、「われながら驚くほど事業は急速に発展したのである。」（「実践経営

哲学」p.10）と述べています。 

 

１０）印象的な自己表現 
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 第十に、ウェイトリーは、『印象的な自己表現』を挙げ、どういう風に歩き、話し、聞き、そ

して見るかが、あなた自身をつくるのだと言い、“いい印象を持たれること”は、人生で成功を

収める上で重要だと認識し、自分のよさを最大限に表現する自己紹介をするのだと言います。一

方で、勝者の関心は、自分自身にではなく、相手に集まっており、相手に敬意を払い、相手の話

を聞く耳を持っている、それ故、一旦自己紹介をすると、あとは聞き役にまわると言います。し

かも、身を乗り出すようにして聞くことで、相手に自分を投影する術を身につけているのです。

勝者は、質問することによって、相手から何かを引き出そうとします。勝者の本質は、『話しや

すい、頼りになる、印象的』であり、『あなたがどう考えているのか、私はもっと知りたい』と

つぶやくのだと言います。 

 

これに対して、敗者の本質は、『打ち解けない、薄情、自堕落』であり、『事実を突きつけられ

ると迷ってしまう。もう決めたんだから、これでいいよ。』とつぶやくのだと言います。 

 

 松下幸之助は、意図して自分を良く見せようとしたかどうかは、定かではありませんが、兎に

角人の話を実によく聞いたと言われています。そして、たくさんの質問をしたのです。自身が小

学校四年生で中退したということもあって、従業員の皆が“偉く”思えたのだというのです。新

入社員すらつかまえて、質問しました。そして、人の話を聞くときには、机の上の物をすべてど

けて、身を乗り出して、まさに全身全霊で聞くといった聞き方だったと言います。それで、話す

方もついつい話すつもりのなかった“本音”までしゃべってしまうのだと言います。 

 

このような人の話の聞き方について、松下幸之助は、次のように述べています。「よく聴こう

と思えば、自然に身体が前に出る。耳を傾ける。耳を傾ければ、一言一句がシンシンと胸にし

みわたって言外の言すらも、聴こえる思いがする。だから、人の言葉が、わが身の血となる。

肉となる。血となり肉となって、心ゆたかにさらに新しい知恵がわく。」（「続道をひらく」p.164） 

 

 経営においても、松下幸之助は、人の意見に耳を傾け、「衆知を集めた全員経営」に優る経営

はないと考えました。それは、それまで多くの取引先を見てきた経験から、「発展している会社

の社長は、悉く衆知を集めている」ということだけでなく、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）とまで

断言するのです。 

 

 経営をめぐる環境やその変化がどのくらい見えているか（“物の見方”）、あるいは経営につい

ての“物の考え方”ということについて、松下幸之助は、人間一人に見えることや生み出す知恵

は限られていると考え、それ故にこそ、『衆知を集めること』が大切だと強調するのです。曰く、

｢この世の中、本当は、わかっているよりも、わからないことの方が多く、知っているよりも、

知らないことの方がはるかに多いのである。｣（「続・道をひらく」p.180）「自分で物を考え、



26 

Copyright © 2020 Yuki Miyazaki  All rights reserved. 

 

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。」 

 

 『衆知を集めること』は、経営者の物の見方や考え方の限界を補完するというだけでなく、

その相手方たる従業員にとっても、経営者が自分の意見を真剣に聞いてくれることがわかれば、

必死になって学び、意見具申をするようになり、組織全体としてもその力が向上することになり

ます。 

 

このことは、ワンマン社長の場合と比べて見ればよく分かります。ワンマン社長は、自分が一

番賢い、偉いと考えているから、部下が馬鹿に見えて、意見を聞こうともしない。そうなれば、

部下の方も下手に意見など言おうものなら、逆にこっ酷く叱られてしまうので、次第に自分の意

見を言わなくなる、そして、考えなくなる、そして、上からの指示を待つだけになって行くので

す。組織全体としては、その経営者自身の実力が組織の実力の限界になります。 

 

４．まとめ～松下幸之助の人生と到達点『人生も仕事もすべては心の持ち方次第』 

 

１）松下幸之助の人生～三重苦は三つの恵み 

 

 以上見てきた通り、松下幸之助は、ウェイトリーの挙げた『勝者の条件』、つまりをほぼ完璧

に満たしていました。それらは、人生の勝者となる、すなわち生まれ持った才能や潜在能力を生

かし伸ばすことに成功するために必要な条件であり、性別や人種、信条、環境の如何を問わず、

成功している人間に共通して見られる特質を松下幸之助もまた満たしていたということです。そ

して、『“人間としての成功”』とは何かという点についても、ウェイトリーと同様、松下幸之助

は、それは財産や名誉ではなく、「人それぞれが、自らに与えられた天分を十分に生かして生き

ること」だと考えました。結果としても、自らそれに成功したと言えましょう。 

 

そのようにして（潜在）能力を最大限に発揮することに成功すれば、その人に与えられた環境

において最良の結果を出すことができるのは、当然のことです。 

 

松下幸之助は、小学校四年生のときに父親が米相場で失敗し、破産したために、小学校中退を

余儀なくされ、大阪に丁稚奉公に出されました。また、８人兄弟の三男末子でしたが、両親と兄

や姉が数年のうちに次々に肺炎等で亡くなり、天涯孤独の身となった自身もまた肺カタルと診断

されて、死を覚悟したと言います。その後も、病弱で週に２、３回しか会社に行けないという状

態が続きました。そのようないくつもの不幸を一身に背負ったような宿命を持った松下幸之助が、

松下電気器具製作所を起こして一代で松下電器産業株式会社（現在のパナソニック株式会社）と
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いうグローバル企業を作り上げたのはご承知の通りですが、松下幸之助は、その成功の原因を問

われて「私は天からの 3 つの恵みを受けて生まれた。家が貧しかったこと、体が弱かったこと、

小学校までしか進学出来なかったこと。」と答えています。普通の人が“逆境”と考えるような、

自分では選べないそのような過酷な環境にありながら、自身の心を鍛え、“自分の心を磨き、使

いこなす”ことで、“心の持ち方”を選ぶことによって、それらの逆境を逆に生かして自分自身

のもつ潜在能力を最大限に“開花”させたのです。 

 

２）松下幸之助の『心の持ち方』（まとめ） 

 

そのエッセンスを再度要約すると、以下の通りです。 

 

まず最も重要なことは、松下幸之助が『人生も仕事もすべては心の持ち方次第だ』という人

間の心の持つ力に気づいたこと、ウェイトリーの言葉で言えば、『“勝利”とは心構えがすべて

なのだ。』心構えが『願望実現へとつながるドアを開くカギ』ともなり、『それを閉ざすロック』

ともなるということに気づいたことです。そして松下幸之助は、それを自ら実践応用して、実際

に成功したのです。この点、米国を代表する哲学者であり“心理学の父”とも呼ばれるウィリア

ム・ジェームズ博士は『私の世代の最も偉大な発見は、人間は心構え（attitudes）を変えるこ

とによって、自分の人生を変えることができる、ということである。』と述べています。偉大な

科学者ウィリアム・ジェームズ博士が、自分の世代の最も偉大な発見と呼んだ人の心に関する“真

実”を松下幸之助は、自分自身の体験から発見し、体得し、実践したのです。 

 

まず、自分自身の“人生の生き方”として、与えられた宿命にただ流されて受け身で生きる

のではなく、その宿命の中にあって自らコントロールできる部分は自ら選んで『主体的に生き

る』ことを選択し、その上で生じた結果については自らすべての責任を負うということです。松

下幸之助は、さらに進んで、失敗の原因を他人や環境のせいにせず、『失敗の原因はわれにあり』

との考えを徹底しました。それは、“心の持ち方”がすべてを決めるのであれば、失敗したとき

の失敗の原因は自分自身の“心の持ち方”にあったこととなるのは論理必然だからです。 

 

“楽観的な”『より明るい物の見方を選ぶ』ことです。逆の暗い物の見方からは得られるもの

が少ないだけでなく、自分にとって有害な結果しか得られないことが明白だからです。 

 

次に『自己イメージ』の働きに着目し、自分自身を肯定的に評価し、“自尊心”を持つととも

に、『大胆な自己期待を持つこと』です。ウィトリーは、この点個人的な自己イメージを積極的

肯定的に大きく描きましたが、松下幸之助は、さらに大きな視点から、いわば『人間一般の自己

イメージ』とも言える独自の“人間観”を確立し、人間は、万物が生成発展していくという“生

成発展の原理”が働く宇宙、自然、社会の中にあって、その生成発展、即ち“物心共に豊かな
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人間社会を実現する”という“使命”を持つ『崇高かつ偉大な存在』であり、そのため“人間

を含めた万物を生かすことのできる能力”を与えられた“無限の可能性”を持つ存在であると

捉えました。人間は自分の持つ自己イメージに従って考え行動するようにできています。万物が

生成発展する中で、そのような“使命”を持ち、“人間を含めた万物を生かすことのできる能力”

を持つ人間なのであるから、如何なる困難に直面しても、目の前の障害を克服することができる

はずだと常に前向きに考えることができるわけです。 

 

次に、『具体的かつ明確な目標を持つこと』です。しかも、『相手の立場に立って考えること』

ができるから、その目標は、自分だけの利益を求めるものではなく、他の人々の利益をも実現し、

分かち合うものとなります。ここに“私的欲望”は“公的欲望”に転換され、自身の目標は社

会の求めるものと一致するのです。自分の事業が“世の為人の為”になるということは、“力”

と“勇気”を与えてくれます。また、目標を実現する過程においても、自分だけの考えにとらわ

れることなく、部下を含む他人の声を謙虚に“聞く耳”を持ち、衆知を集めて、物事を判断しま

すので、少しの成功に舞い上がって“傲慢”になったり、独善的になって、人の声を聞かずに失

敗するということはありません。 

 

目標の実現に向かうプロセスにおいては、自分自身や自分の行動を日々第三者の目で客観的に

見直す“自己観照”を行うことによって、“自己反省”し、改めるべきを改め、意識的に調整し

て行きます。 

 

そのような社会的目標に対して『必ずできる』との信念をもって取り組みます。少しの試みで

うまく行かないからと言って直ぐに『できない』と決めつけるような、否定的な一般化を拒絶し

ます。そのような目標が『必ず成功すると考える』ということを繰り返し『強く願う』ことで、

自分に言い聞かせることによって、『必ず目標を実現できる』という“強固な信念”が生まれま

す。これは潜在意識のレベルに形成される心のソフトウエア、ウェイトリーが“ロボット”と呼

ぶ自動制御装置です。このロボットによって、自動的に目標に向かって、自動的に方向を調整し

つつ、考え行動することとなる結果、目標は実現されることとなるのです。そこに“不安”や“疑

い”、“恐れ”などが生じる余地はありません。真っ直ぐ“目標”を目指して進みます。 

 

“信念”はモチベーションを高め、“情熱”を生み、“情熱”はエネルギーを生みます。松下

幸之助は言います。「何としても二階に上がりたい、どうしても二階に上がろう。この熱意がハ

シゴを思いつかせ、階段を作りあげる。上がっても上がらなくてもと考えている人の頭からは、

ハシゴは生まれない。」 

 

この点、先に紹介したウィリアム・ジェームズ博士は、この“信念の持つ力”について次の様

に述べています。「できるかどうか分からないような試みを成功させるただひとつのものは、ま
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ずそれができる、と信じることである。「必ず実現する」という固い信念だけが、本来実現する

かどうかわからない結果を実現させるのである。」 

 

“目標”が自分だけの利益ではなく、社会の利益を目指す“公的欲望”に基づくものである

が故に、周りの人々を巻き込み、皆がついてきます。それがさらに“大きな力”を生み出し、目

標実現を促進する力となるのです。 

 

ウェイトリーは、人間の“成功”を妨げる“障害物”は、３つあるとし、“怠惰”、“恐怖”、そ

して“低い自己イメージ”の３つを挙げています。 

 

松下幸之助は、最大の敵は自分自身であり、自分の利害や感情、知識など“私心”にとらわれ

ることだと喝破しました。『人間は自分が一番可愛いもの』だから、私心にとらわれ易く、そう

なると、自己中心的な考え方に支配され、“私的欲望”、つまり自分の得になることや好きなこと、

楽しいことを優先し、それ以外のもの（自分の損になることや嫌いなこと、苦痛になること）を

見なくなり、考えなくなる。それが物事を客観的に見ることを妨げ、判断を誤らせると言います。

これこそ、ウェイトリーの言う“低い自己イメージ”と言ってよいでしょう。 

 

そのような私心にとらわれた状態においては、自己中心的な物の見方、考え方をすることが自

分の心の中で居心地のいい領域（コンフォートゾーン）を形成し、その中にいることが心地良く、

自分の力も発揮し易い反面、その中にいる限り“成長すること”はありません。何か新しいこと

に挑戦するということは、そこから外に出ることです。そして、コンフォートゾーンから外へ出

ようとすると、妙に緊張感が走り、ウェイトリーの言う“恐怖”すら感じて委縮し、実力も発揮

できず、とても居心地が悪く、直ぐにコンフォートゾーンに戻ろうとするのです。その結果、次

第に外に出て挑戦をしなくなり、居心地のいいコンフォートゾーンの中でほとんどを過ごすこと

が、ウェイトリーの言う“怠惰”ということです。 

 

 つまり、私的欲望を公的欲望に転換し、私心にとらわれたコンフォートゾーンから外に出て、

社会の為になる目標を立てて、信念を以てその実現に邁進することこそ、ウェイトリーの挙げる

３つの障害を克服し、松下幸之助の最も敵視する“私心へのとらわれ”を克服するために必要

なプロセスであると言えましょう。ここで、松下幸之助は、それを実践する具体的な方法として

自動車のニュートラル・ポジションのような中立的な“とらわれない素直な心”を持つことが、

最も重要な“心の持ち方”であると強調するのです。それを欠くと、私心へのとらわれから抜け

出すことができないからです。松下幸之助は言います。「人間が自らの願いを実現するためには、

それを実現するにふさわしいものの考え方や心の持ち方、態度や行動をあらわしていくことが

肝要である。その根底をなすものが“素直な心”ではないかと思う。」 
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そして、ウェイトリーは、最も重要なことは、『実際に体験する事柄によって人間的な違いが

生じるわけではない。その体験をどのように受け止めるかがカギになる。』と言います。それを

決定するのは、まさに“心の持ち方”なのです。明確な目標を持ち、やればできるとの信念の下

楽観的な物の見方をするというウェイトリーの主張と同様に、松下幸之助は、“より明るい物の

見方を選ぶ”とともに、万物は生成発展していくものだとの“生成発展の原理”を踏まえて、「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

中軸である（り）」とし、「何が起こっても、生成発展の一こまやと思うたら、恐れるものはあ

りませんわ。」と喝破しました。 

 

目の前に現れたどのような過酷な障害や困難も、将来の確実な生成発展につながるプロセスの

中において眺めれば、それは『成功へのプロセスの途中に現れた解決すべき課題』に過ぎず、む

しろ、その課題を解決することで将来の成功に確実に近づくことができる、さらにはそれは解決

すべき課題を教えてくれるヒントなのだと捉えることができるようになるのです。（完） 

 

 


