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“憎まれっ子世に憚る” 

 

著者 宮﨑 勇気 

 

１．人類の進化の現状 

 

 18 世紀半ばに始まった蒸気機関や綿織物のための紡績機などを生み出したイギリスの産

業革命以降現在に至るまでの約 270 年余りの間に、科学技術は、著しい進歩発展を遂げて

きました。最近では、ロボットの進化や自動運転の自動車、工場の自動化、遺伝子の解読

やそれによる病気への予防、AI 技術の様々な可能性など目を見張る新たな技術が次々に登

場しています。いわば、人間を取り巻く様々な“モノ”という側面では、少なくとも先進

国においては、急速に豊かになりつつあると言ってよいと思います。 

 

 それでは、人間自身の“精神”、あるいは“心”という側面ではどうでしょうか？この 270

年余りの間に同じように“進化”あるいは“発展”したと言えるでしょうか？ 

 

 残念ながら、答えはノーと言わざるを得ません。科学技術の発展によって、“モノ”は豊

かになったはずなのに、“人間の心”は決して豊かになったとは言えないのではないでしょ

うか？ 

 

２．松下幸之助の目指した理想：“物心ともに豊かな人間社会の実現” 

 

松下幸之助は、“事業の経営”を“手段”として、『250 年計画』を発表し、250 年をかけ

て“物心ともに豊かな人間社会”を実現することを究極の目標として目指しました。しか

し、残念ながら、少なくとも現時点では、科学技術が目覚ましく発展している一方で、人

間の心は進歩発展しているとは言えない状況です。 

 

３、人類の心の進化を阻むもの 

 

人間の心が豊かになっていないとすれば、それはなぜでしょうか？ 

 

１）貧困化と格差の拡大～排他主義とルサンチマン 

 

第一に、ソ連を代表とした社会主義に対する資本主義の勝利とその結果としてのグロー

バリズムの急速な進展、そして、それによる貧富の格差の拡大と貧困化ということがあり

ます。ソ連の崩壊によって東西の冷戦が終了し、社会主義の失敗が明確になると、資本主
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義の独壇場となって、グローバリズムが急速に進展しました。その結果、一部の金融資本

やグローバル企業が莫大な利益を得た反面、グローバル化によって大企業との競争に晒さ

れ敗退した中小企業が倒産し、失業者を生み出しました。また、移民や難民の流入は、労

働賃金の引き下げや失業を生み出し、派遣労働者の登場は、やはり賃金の引き下げと雇用

の不安を生み出しました。 

 

世界では、１日２ドル以下で暮らす貧困層が３０億人いると言われており、国際的 NGO

オックスファムの発表によれば、世界の富裕層の上位 8 名の保有する資産の合計と世界の

下位 36 億 7500 万人の資産の合計がいずれも 4260 億ドル（約 48 兆 7000 億円）でほぼ同

じであると言われています。また、貧困層は、新興国のみならず、先進国の中においても

増えています。米国内には 4357 万人（貧困率 14.3％）の貧困層が存在すると言われていま

す。（Ｃ・オットーシャーマー ＭＩＴ上級講師 ｢Ｕ理論｣より） 

 

人間の欲望をエネルギー源とする“資本主義”が、私有財産制の下での“自由競争”の

結果、“競争に勝つ者”と“負ける者”が出てくる以上、このような“格差”を生むことは

いわば必然であり、この格差問題は、“資本主義”に内在する不可避の問題であると言えま

しょう。 

 

さらに、資本主義の下で、企業に資金を提供して金利収入を得る資本家や株式や不動産

に投資をして運用により利益を得る投資家に対して、労働力を提供して対価を得る労働者

や職業を持たない失業者は、目に見えない壁に阻まれ、決して前二者のような富裕層には

なれず、後二者について貧困化が進んでいるのです。 

 

例えば、今のままでは、金持ちは株や不動産などの資本を運用することで益々金持ちに

なり、一般の労働者が働くことによって得られるお金の増加率（経済成長率）との格差は

広がり続けることとなるということを、初めてフランスの経済学者トマ・ピケティ氏が、

その著書『21 世紀の資本』の中で、実証しました。ピケティ氏は、このことを 200 年以上

に亘る世界各国の税務当局の膨大な統計データから実証的に説明し、「ｒ（資本収益率）＞

ｇ（経済成長率）」という不等式で表現したのでした。 

 

そのような資本主義に内在する格差の問題が、政治の力によって、税金の徴収方法（誰

からどのように徴収するか）や使い方（何のために、どこにどのように使うのか）を工夫

し“富の再配分”がうまくできているうちはよいのですが、“政治”がそのような機能をう

まく果たせなくなると、“格差の拡大”に歯止めが効かなくなって、貧困層は益々貧困化し、

彼らの不満が徐々に充満して行きます。 
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一方、富裕層も、自分たちの収める税金が自分たちのために使われていないことに対し

て不満を抱き、政府による所得の再配分に反対して、富裕層が、自治体を作るという動き

が、米国で生じています。米国ジョージア州北部にある人口９万４，０００人のサンディ・

スプリングス市では、貧困層に多く配分されていた税金を取り戻そうと、住民投票で９４％

の圧倒的賛成を得て、それまで属していたフルトン郡から分離しました。同市では、サー

ビスが向上し富裕層の満足度も上がっており、このような動きは、今後、全米に拡大して

いくと見られています。 

 

他方で富裕層がいなくなった自治体は、歳入が減って、一部公共サービスの削減を余儀

なくされており、貧困層の暮らしに暗い影を落とし始めていると言います。 

Cf.NHK クローズアップ現代「“独立”する富裕層 ～アメリカ 深まる社会の分断～」  

 http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3488/1.html 

 

このようにして、経済的な“貧富の差”が“富裕層”と“貧困層”という“階級”を生

み、富裕層の“差別意識”と“差別行動”を生み出します。これに対して、貧困層にとっ

ては、誰にも均等に機会が与えられ“努力すれば報われる”という可能性がまだあるので

あれば、本人の努力不足だと“諦め”もつくのでしょうが、そのようなかつての“アメリ

カンドリーム”というものがもはやほとんど“幻想”に過ぎないということがわかってく

ると、富裕層に対して“憎しみ”や“妬み”などの悪感情を抱くようになります。そして

このような貧困層の人々の経済的感情的な“忍耐の限界”を超えると、それが何らかの形

で爆発するであろうということは容易に想像できることではないでしょうか。 

 

米国の第 45 代大統領ドナルド・トランプを生んだのは、まさにウォール街の金融資本や

グローバル企業の支持する政府から見放され貧困層となった白人労働者たち、かつては自

動車産業などの製造業や重工業によって繁栄しましたが、現在では寂れて見る影もなくな

ったラストベルト（錆びた地帯）と言われる一帯の白人労働者たちのいわば“反逆”の結

果とも言われています。 

 

先に述べた通り、貧困層は、アフリカや中東などの新興国だけでなく、先進国の中にも

たくさんいるのです。“貧すれば鈍する”と言われるように、人間は、暮しが貧しくなれば、

心までも貧しくなるものです。貧しくなれば、自分自身の日々の生活をどう乗り切るかと

いうことで頭が一杯になり、それ以外のことに関心が無くなって、視野が狭くなり、物事

を考えなくなり（“削除”）、“豊かな心”で人生を楽しむ余裕など到底持つことはできませ

ん。例えば、先進国の中の白人労働者や合法的な移民なども、自分たちの生活がこのよう

に貧しくなったのは、不法移民や難民のせいだと歪めて（“歪曲”）解釈し、そうだと決め

つけてしまいます（“一般化”）。また、フランスなど欧州先進国への移民も、社会に溶け込

http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3488/1.html
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もうと忍耐強く努力する当初の世代とは異なり、先進国で生まれた移民の二世や三世は、

フランス語ができないということもあって、真っ当な職に就くこともできないことに社会

の不条理を感じ、社会への“敵意”を持つ若者も出てきています。 

 

このように現在急速に進みつつある“世界の貧困化”は、人々に“生活の不安”を生み

出し、それらの人々に“心の豊かさ”とは対極にある“心の貧しさ”をもたらします。こ

れら貧困層の人々は、日々の生活をどう凌ぐかということで頭を一杯となり、視野狭窄に

陥って、“心の豊かさ”を生み出すような様々な情報、例えば、人と人との心の交流や自然

に親しむこと、様々な文化に触れることなどは“削除”され、“盲点”となって認識するこ

とができなくなってしまうからです。“衣食足りて礼節を知る”と言われる通り、現在世界

に広がりつつある貧困層の人々が、“人間としての最低限の生活”をすることができなけれ

ば、それらの人々の心は自分たちが生きていくために“自分さえよければいい”と考える

ようになり、時に犯罪に走るなど次第に荒廃していくこととなるでしょう。 

 

では、貧困ではない人たち、富裕層や中間層の人々はどうでしょうか？ 

 

先に述べたように富裕層だけで自治体を作って、貧困層を排除することで、自分たちだ

けが幸せになれるでしょうか？豊かな心が持てるでしょうか？ 

  

私は持てないと思います。“豊かな心”とは、“自らが公明正大に振る舞い、素晴らしい

ものに感動する心、他人を思いやり感謝する心、他人とともに協調し、共鳴・共有する心”

を言います。このような富裕層は、遠くに（新興国）また近くに（先進国内）貧困層がた

くさん存在し、日々の生活にも苦労していることを知りながら、“自分さえよければいい”

という自己中心的な考え方から、富裕層だけでグループを作り、貧困層を遮断して、見て

見ぬ振りをしているのです。それは、自分の利害にとらわれた“貧しい心”と言わなけれ

ばなりません。同じ人間である貧困層の人々を思いやり、その問題を共有しようとしない

からです。 

 

このような資本主義の下でのグローバル化の進展による富裕層と貧困層の格差と対立は、

その双方において“豊かな心”を持つことを阻害していると考えられます。 

 

ただ、ソ連の崩壊によって、社会主義がうまく行かないことが証明された以上、資本主

義に代わるシステムは今のところ存在しません。そうだとすれば、“資本主義の不可避の欠

陥”であり、放置すれば、“資本主義そのものの崩壊”をも招きかねない、この“格差問題”

は、“政治の力”によって解決する他ありません。しかしながら、現時点では、政治がその

観点でうまく機能しているとは言えません。 
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２）難民・不法移民の流入～排他主義とルサンチマン 

 

人間の心が豊かにならない第二の理由は、中東のシリアなどから欧州への難民の流入や

メキシコから米国への不法移民の流入などの難民不法移民の問題です。 

 

これらの難民や不法移民は安い賃金でも喜んで働くために、流入した国の一般市民（白

人労働者たち）の職を奪い、あるいは賃金の引き下げ圧力となって、その国の市民の貧困

化を促進するとともに、職を得られない難民や不法移民たちの一部は、犯罪に走り、ある

いは、過激派組織 IS（イスラム国）に入ったりして、先進国の治安の悪化を招いています。

その反動として、流入された国の市民による難民への“差別”が現れ、難民の排斥を主張

する右派政党が勢いを増しつつあり、互いに露骨な敵意をもはや隠さなくなりつつありま

す。このように“憎悪”と“報復”が繰り返される“負の連鎖”の中で、人々は、互いに

不信感をつのらせています。たまたま発生した難民による犯罪などから、難民をすべてま

とめて“悪”だと“一般化”してしまう傾向も生じてきており、米国の政治学者サミュエ

ル・P・ハンティントンの警告した“キリスト教文明”と“イスラム教文明”との“文明の

衝突”という事態をも招きかねない状況となっています。このような中で、難民はもちろ

ん、受け入れる国の一般市民の双方とも、“豊かな心”を持つことは難しいのではないでし

ょうか。 

 

これらの世界の貧困化と格差の拡大の問題と難民や不法移民の流入問題は、現代の人類

に与えられた“最大の試練”ではないかとさえ思われます。これらの問題の解決は容易で

はありません。マイクロソフトのビルゲイツ氏やフェイスブックのザッカーバーグ氏など

米国の富裕層は、多額の寄付をしていますが、個人の力には限界があります。それ故、こ

れらの問題の根本的な解決のためには、“政治の力”による他ないでしょう。その意味で、

現代ほど、“政治の力”に期待される時代はないと言えるのではないでしょうか。 

 

３）独裁的なリーダー 

 

（１）政治の世界における独裁的なリーダーの台頭 

 

そこで、現代の世界の政治情勢と見てみますと、中東やアフリカなどの新興国では、独

裁体制が多い傾向があります。シリアのバッシャール・アル＝アサド大統領を始め、アフ

リカ諸国でもジンバブエのロバート・ガブリエル・ムガベ大統領（最近辞任しましたが）

やエリトリアのイサイアス・アフェウェルキ大統領、スーダンのバシル大統領などがその

例です。また、社会主義国の生き残りである中国の習近平国家主席や北朝鮮の金正恩労働

党委員長もその例と言えるでしょう。また、欧米など民主主義体制を採る先進国において
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も、世論の操作やプロパガンダ、最近の言葉で言えば、フェイクニュースの横行によって、

民主主義体制が機能不全に陥り、力で相手をねじ伏せようとする“独裁的なリーダー”が

増えつつあります。アメリカのドナルド・トランプ大統領を始めとして、フィリピンのロ

ドリゴ・ドゥテルテ大統領、“管理された民主主義国”とも言われるロシアのプーチン大統

領など形式的には民主主義体制を採っていてもそのリーダーが独裁的に振る舞う国が増え

ています。 

 

もちろん、独裁的リーダーと言っても、優れたリーダーの下にその国の発展に向かって

正しい政策を推進するという場合には、一般的に、議論ばかりで何も決められないか、あ

るいはスピードの遅い民主主義の国に比較して、むしろ“正しい方向”に向けてスピーデ

ィに決断することができ、うまく行く場合はあります。かつてのシンガポールのリー・ク

ワンユー首相やマレーシアのマハティール首相などがその例でしょう。 

 

しかしながら、多くの独裁的リーダーは、国内にあっては、その国や国民の利益よりも

自分自身やその家族の利益を優先し、対抗する勢力を“力”で相手をねじ伏せようとしま

す。また、対外的には、力で他国を侵略あるいは威嚇しようとします。ロシアのクリミア

併合や中国のチベット民族の弾圧や東シナ海や南シナ海への強引な海洋進出、中東で繰り

返される地域紛争、北朝鮮による核実験や ICBM の発射実験などがその例です。歴史が明

確に示していることは、昔から国と国との外交の世界は、力と力とのぶつかり合い、パワ

ーゲームだということです。誤解を恐れずに言えば、主義主張や論理は“大義名分”とし

て後から付いてくるものなのです。そのようなパワーゲームに打ち勝って行くためには、

外国から様々な攻撃を受けても、何も言えない弱いリーダーや何も言わない謙虚で控え目

なリーダーではなく、やられたらやり返す強い“独裁的リーダー”が求められる傾向があ

るように思われます。 

 

しかし、このような“力”に依存しようとする“独裁的リーダー”が増えた今の世界は、

あちこちで互いに衝突する恐れが高まり、いつ武力衝突や戦争が勃発してもおかしくない

という一触触発の危機的な状況を生み出しつつあります。その結果、それらの地域に住む

人々は、戦々恐々として、自分の命と身の安全を守ることで精一杯となり、とても“豊か

な心”を育むことなどできる余裕はありません。 

 

従って、“人間の心”の発展を妨げている第三の理由は、この“独裁的リーダー”の登場

とそれが生み出す治安の乱れや政治外交的危機だと考えます。 

 

（２）企業における独裁的なリーダーの台頭 

 



7/20 

 

Copyright © 2018 Yuki Miyazaki  All rights reserved. 

このような“独裁的リーダー”は、“企業の世界”でも増えているように思われます。 

 

最近の企業不祥事を起こしているかつての一流企業、会計不正事件の東芝の経営者もこ

のような“独裁的リーダー”でした。社内でもその経営者の求めていることは、明らかに

不正だと、あるいは、無理な目標だと皆がわかっているのに、誰も経営陣にモノが言えな

いのです。 

 

東芝の佐々木社長は、“期末の残り 3 日間で 120 億円の利益を上げよ”と“チャレンジ”

と称して部下に無理を強要し、その結果、不正な会計処理によって利益がカサ上げされる

こととなりました。社長の要求に応えるにはそうするしかなかったのです。 

 

どんな手段を使ってもトップの要求に応えるという“社内の常識”は“世間の非常識”

でした。隔離された企業カプセルの中だけで通用する“特殊な考え方・文化”を強要して

いたのが、企業の“独裁的リーダー”、ワンマン経営者だったのです。 

 

サラリーマンから企業内の出世競争を勝ち抜いて経営者となるには、“出世競争”におい

て人一倍「俺が、俺が」と強引に自分をアピールできる能力のあることが不可欠であり、

顧客に寄り添い、部下を思いやる聖人君子のような謙虚な人は、そもそも目立たず、経営

者になる機会が与えられないという現実があります。そのようなサラリーマン経営者は、

他のライバルとの“出世競争”の中で、自分が這い上がって行くために自己アピールを繰

り返すうちに、自分の意識の中で、自分の利害を何度も上書きすることとなって、“自分が

一番可愛い”“自分さえよければいい”という“自己中心的な考え方”が固定されて行きま

す。その結果、自分の利害や感情などの“私心”にとらわれ易くなります。そのような“私

心”にとらわれた人が、出世競争を勝ち抜いて経営者となると、自分の利害や感情を軸と

して、自分の利益になることや自分の好きなことを優先し、自分が損をすることや自分の

嫌いなことを遠ざけるようになるのです。また、自分の成功は自分の力だと勘違いをして、

次第に“傲慢”になって“ワンマン経営者”と化し、“自分は常に正しい”と思い込んで、

周りが見えなくなり、部下の意見も聞かなくなる、その結果、経営環境やその変化を客観

的に把握することができなくなり、経営環境の変化に適応できなくなって、いずれその会

社を潰すこととなりかねないのです。 

 

（注）以上の点については、以下の記事で述べていますので、ご覧いただければ幸いです。 

「サラリーマン経営者不適合説」 

最近の企業不祥事に学ぶ～なぜサラリーマン経営者・社長はうまくいかないのか？ 

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

「ワンマン経営者の弊害」 

https://ameblo.jp/minamoto305yori-konosuke/entry-12221242964.html
https://ameblo.jp/minamoto305yori-konosuke/entry-12221242964.html
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ワンマン経営者の長所・短所と弊害 －“裸の王様”が会社を潰す！ 

https://ameblo.jp/minamoto305yori-konosuke/entry-12227652445.html 

 

（３）スポーツの世界における独裁的なリーダーの台頭 

 

 最近では、企業ではありませんが、スポーツや大学にも、このような“独裁的リーダー”

が蔓延っています。レスリングで五輪４連覇した伊調馨選手に対してパワーハラスメント

を繰り返し、告発された日本レスリング協会の栄和人前強化本部長や最近では、悪質かつ

危険な反則アタックを“指示した”と考えられる日本大学アメリカンフットボール部の内

田正人前監督（この原稿を書いている 2018 年 6 月 10 日現在では、まだ内田氏本人は自ら

指示したことを否定していますが）などもこの例に当たると言えるでしょう。 

 

（４）「憎まれっ子世に憚る」 

 

このように世界の政治において、また、企業やスポーツ、大学においてまで“独裁的リ

ーダー”が蔓延している現実を見ていて、ふと「憎まれっ子世に憚る」という言葉が思い

浮かびました。人から憎まれるような人間のほうが，かえって世間では威勢をふるうもの

だという意味です。現代の世界に危機と不安をばら撒く政治的リーダーや最近の企業不祥

事を繰り返し引き起こす企業のワンマン経営者は、「憎まれっ子世に憚る」という“現実”

が実際に存在していることを示す“証拠”であり、それこそが“人間の心”の進化発展を

妨げている最大の理由ではないかと思えてくるのです。換言すれば、世の中を“物心とも

に豊かな理想の人間社会”に導いてくれる聖人君子のような“理想的なリーダー”はほと

んど“絵に描いた餅”であって、現実の世界にはほとんど存在しないということです。（但

し、希望を含めて、全くいないとは言いません。） 

 

（５）『悪いヤツほど出世する』 

 

いみじくも「憎まれっ子世に憚る」という現実を明確に指摘しているのが、スタンフォ

ード大学ビジネススクールのジェフリー・フェファー教授です。フェファー教授は『悪い

ヤツほど出世する』という著書を出し、謙虚な“理想のリーダー”像を追求してきた、従

来のリーダーシップ教育は全く失敗であったと喝破し、そのような“理想のリーダー”は、

現実の世界にはほとんど存在しないと指摘し、従来の“リーダー神話”を捨てて、“悪いヤ

ツほど出世する”という“現実”をよく認識し、それに倣うべきだと主張しています。以

下、同書からその主張の一部をご紹介しましょう。詳しくは同書をお読みください。 

 

(i)“リーダー神話”を捨てて、現実を見よ 

https://ameblo.jp/minamoto305yori-konosuke/entry-12227652445.html
https://ameblo.jp/minamoto305yori-konosuke/entry-12227652445.html
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リーダー教育産業が教える内容は、数十年間ほとんど変わっておらず、例えば「部下に

尽くせ（誠実）」「控え目であれ（謙虚さ）」「思いやりと理解と共感を示せ」「信頼」などで

すが、その効果は測定されておらず、よい結果につながっていないと言います。むしろ逆

の行動が出世や成功につながっているのが現実だと言うのです。他方で、実際のリーダー

が組織の現実に向き合おうとしないため、改善されることはなく、職場は不満だらけで、

どんよりして活気のない職場が蔓延しており、リーダーが更迭・解雇されるペースが加速

していると言います。このように悪いリーダーが多すぎ、よいリーダーが少なすぎるのが

“現実”であるということを実例を挙げて指摘しています。 

 

特に興味深いのは、「謙虚さ」や「信頼関係の構築」などのリーダー教育で教えられるこ

とを鵜呑みにしていると、“出世競争”においては、相手に出し抜かれて敗北することとな

ると明言しているところです。自己卑下や控え目な自己表現は、“既に地位を確立し、立派

な評判を獲得している人”にとっては“魅力”になっても、“まだそこまで到達していない

人”にとっては、不安や無能力の表れと受けとられかねないと言います。そして、むしろ

“謙虚さ”とは正反対の「ナルシスト型の性格」「自己宣伝」「自己顕示欲」「根拠のない自

信」などが“出世の階段”を上るときには役に立つのだと言います。例えば、どちらかと

言えば謙虚で控え目な女性やアジア系アメリカ人などのマイノリティは、自己主張や個人

主義的な考え方を重視する白人男性と比べると、キャリア面で不利に働いており、頑張っ

ても報われないという現実があると言います。 

 

そして「自己利益の原則」というものを採り上げ、リーダーもこの原則に従っており、

リーダーは、我が身の安全を第一に考え、自己利益を追求しているのだと明言します。そ

れ故にこそ、米国では、リーダーも自己利益を追求するものだという、いわば“性悪説”

に立ち、それ故、時に組織とリーダーとの間に“利益相反”が生じうることを前提とした

エージェンシー理論が発達したのだと。つまり、会社の所有者は、経営陣に経営を委ねる

が、いちいち監視することはできない。そこで、エージェンシー理論が登場し、エージェ

ント（代理人）が自己利益を追求する過程でプリンシプル（本人＝会社の所有者）の利益

にも合致する行動をとるようにするには、どのようにインセンティブを設定すればよいか

ということを問題とし、解決策として、最適な報酬体系などが出てくるというわけです。 

 

この「自己利益の原則」は「持ちつ持たれつの原則」よりも強力で、リーダーを含め、

多くの人の行動は、前者に従っていると考えた方が裏切られることが少ないと言います。

そして、リーダーに“思いやり”を期待し、その期待に基づいて行動するのではなく、自

分のことは自分で守るべく、“自己利益”に基づいて行動せよと現実を踏まえた提案するの

です。 
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(ii) ジェフリー・フェファー教授の提案する解決策 

                     

そして、“完全”でも“永久”でもない、このようなリーダーの引き起こす問題を解決す

るためには、どうすればよいか、という点については、二つの解決策を提示しています。 

 

第一に、リーダーの選抜方法をより高度化し、より利他的で、高潔で、謙虚で、誠実な

リーダー予備軍を育成することです。ただ、この方法は、先に述べた“自己利益の原則”

がリーダーにも働くことから、うまく行かない可能性が高いとしています。つまり、リー

ダーの育成については、諦めて放棄します。 

 

第二に、品質管理（QC）運動で有名な数理統計学者のエドワーズ・デミングの考え方を

応用し、「リーダーに依存しないシステムを作れ」と言うのです。つまり、システムを動か

す人間には、必ずどこかに欠点があるに決まっているのだから、人間のせいにするのでは

なく、システム側にある設計上の瑕疵を突き止め、それを直すことによって、問題を解決

せよと言うのです。そして、組織のガバナンスについても、リーダー依存度の低いシステ

ムを構築し、より多くの決定権を組織の構成員、特に社員に委譲する、“集合知”に軸足を

置いたガバナンス・システムに設計し直すことを提案しています。いわば“リーダー不要

論”です。 

 

（６）松下幸之助の描く“リーダー像” 

 

この点、松下幸之助はどのように考えたのでしょうか？ 

 

松下幸之助は、“人間”に対して、決して“悲観的”ではありませんでした。常に“より

明るい物の見方を選ぶ”ことを信念とする松下幸之助は、人間に対しても、むしろこれを

励ますかのように“積極的な楽観論”を説いたのです。すなわち、“万物の王者”たる人間

には、「たえず生成発展する宇宙にあって、人間自身を含む万物の本質を見出しながら、こ

れを生かし活用することによって、物心一如の真の繁栄を生み出す」という“使命”が与

えられており、また、そのような使命を実現しうる「無限の可能性」が与えられているの

だと強調します。人間というものは、“限りなく生成発展していく宇宙、自然、社会”（“生

成発展の原理”）にあって、その生成発展を担い、実現していく「崇高にして偉大な存在」

であると考えようではないか（「人間を考える」“新しい人間観の提唱”より）として、“新

しい人間観”を提唱しました。 

 

（７）独裁的なリーダーの問題点 
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しかし、その一方で、松下幸之助は、“人間の現実の姿”は、「人間はつねに繁栄をもと

めつつも往々にして貧困に陥り、平和を願いつつもいつしか争いに明け暮れ、幸福を得ん

としてしばしば不幸におそわれてきている。」（同上）と正に上に述べた“独裁的リーダー”

が群雄割拠する現代の世界の状況を的確に指摘していたのです。 

 

その理由として、松下幸之助は、「みずからに与えられた天命を悟らず、個々の利害得失

や知恵才覚にとらわれて歩まんとする結果にほかならない。」として、特に“リーダー”が

自分の利害などの“私心”にとらわれて、“人間に与えられた使命”を自覚していないこと、

また、自分の能力を過信して、人々の衆知を集めようとしないことに原因があると述べて

います。そして、いずれも、その根本的な原因は、“とらわれない素直な心”を欠いている

ことにあると断言するのです。 

 

 “独裁的リーダー”の最大の問題点は、自己中心的で、自分の利害や感情などの“私心”

にとらわれ、自分の利害や感情等を最優先すること、つまり、自分の利益になることや自

分が好きなことを優先して、自分の損失になることや自分の嫌いなことを遠ざけようとす

る点にあります。つまり、自社の社員や取引先、地域や社会、さらには人間全体の幸福と

いうようなことを考えないか、あるいは、考えているように装うだけで実行しません。 

 

また、“独裁的リーダー”のもう一つの問題点は、自分が常に正しいと思い込み、部下や

社会の人々の意見を聞こうとしなくなる、つまり、“衆知を集める”ということをしなくな

ることです。どんなに優れた人間でも、その認知や知識、知恵には限界があります。人間

は、現実世界のすべてが見えているわけではありません。自分の関心のある一部しか見え

ていないのです。松下幸之助は、このことを“闇夜の提灯”に喩えました。また、何かに

とらわれていると、色がついたり、歪んだレンズで見るように、とらわれていることに都

合のいいように歪めて見てしまいます。それ故、そのような人間の限界を補い、物事を客

観的に正しく見て、正しく認識するためには、どうしても“衆知を集める”ことが不可欠

なのです。インドの“群盲象を撫でる”の格言の通り、象のお腹を触った人は、「象は壁の

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

を総合して初めて象というものの全体像が正しく把握できるからです。 

 

そのような“独裁的リーダー”には、松下幸之助の言う“公的欲望”が全くないとは言

いませんが、あるいは、当初はあったかもしれませんが、“権力”を握るとともに、“私的

欲望”が大きくなり、押さえ切れなくなり、遂には、それが“公的欲望”に勝ってしまう

のです。その結果、部下や周囲の人々、さらには社会の人々の幸せは顧みられることもな

くなって、“貧困”や“格差”の問題は、見て見ぬ振りをして放置され、あるいは、対応し

ている振りをしながらも、本気で取り組もうとはしないため、人々の心は益々貧しくなっ
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てしまいます。 

 

政府や企業の汚職実態を監視する非営利組織（NGO）である「トランスペアレンシー・

インターナショナル（TI）」は毎年「腐敗認識指数（CPI）」を発表しています。その 2015

年版のワースト TOP10 を見ると、その過半数が独裁国家の多いアフリカ諸国となっていま

す。最下位は、海賊問題の脅威にさらされている”ソマリア“（166 位/11 点）で、スーダン

（165 位/12 点）、南スーダン（163 位/15 点）、アンゴラ（163 位/15 点）、リビア（161 位/16

点）など紛争が続いている国や、ガバナンスや司法が機能していないところが続いていま

す。例えば、アンゴラでは、人口の 70%が１日 2 米ドル以下で暮らしており、貧困問題が

大きな課題となっています。また、子どもの 6 人に 1 人が 5 歳になる前に死亡しており、

毎年 15 万人以上が死亡する世界で最も子どもの死亡率が高い国となっています。一方で、

大統領の娘であるイサベル・サントス氏はダイヤモンドと通信事業で 34 億米ドルの資産を

持つアフリカの最も若いビリオネアとして知られるなど、深刻な格差が国内に蔓延してい

ます。 

 

そして、このような“独裁的なリーダー”が世界に増えていることは、世界全体でこの

ような現象が拡がっていくことを意味しています。このような状態では、松下幸之助の目

指した“人の心の豊かさ”の目標は、当面の間“進歩発展”することは到底望めないもの

と思われます。 

 

先に挙げたリーダーがすべてそのような“独裁的リーダー”となるとは限りませんが、

そうならないようにするためにも、私たちは、彼らの今後の言動を注視していくとともに、

私たちに与えられたほとんど唯一の武器とも言える“選挙権”を適宜適切に行使していく

ことが大変重要であると思われます。 

 

（８）成功するリーダーと失敗するリーダーの違い 

 

松下幸之助は、「成功するリーダーと失敗するリーダーの違い」について、1976 年 5 月

10 日、名古屋の青年会議所で若い経営者たちに次の様に述べています。「賢い人間は、国を

興し、会社を興す。では国を潰し、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
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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。～会社のためにこうしなくてはと思っていても、自

分のためにこうしなくてはということを考えているのです。それではいけないといってそ

れを打ち砕くと、打ち砕いた次の瞬間にまた自分が出てくる。やっぱり欲望というのはど

うしても消せないのです。だから、今、私は自分で葛藤しているのです。」「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） 

 

松下幸之助は、リーダーはやはり必要であると考えました。先に述べたジェフリー・フ

ェファー教授のように、リーダーを不要として、その育成を諦めてはいないのです。 

 

それでは、松下幸之助の描いたリーダー像はどのようなものでしょうか？ 

 

（９）松下幸之助の描いたリーダー像 

 

 松下幸之助の描いたリーダー像について以下考えてみたいと思います。 

 

松下幸之助は、リーダーたる者の最も大切な基本となる心構えは、“とらわれない素直な

心”を持つことであると指摘します。上に述べた「成功するリーダーと失敗するリーダー

の違い」から明らかな通り、人間は、自己の利害や感情などの“私心”にとらわれやすく、

多くの失敗したリーダー（経営者）にはそうした“私心へのとらわれ”から進むべき方向

を誤ったことが顕著に見られたからです。また、私心にとらわれたリーダーには、部下た

ちも付いて行かないでしょう。たとえ部下たちを力で押さえつけても、部下たちは“面従

腹背”し、心から従うことはなく、リーダーの指示する方向に向かって力を 100％発揮する

ことはないでしょう。 

 

松下幸之助自身、３０年かけてようやく“初段”になったと言うほど、“素直な心”を持

つことは決して容易ではありませんが、少なくとも、上に述べたように、それがリーダー

にとって最も大切な心構えであることを正しく認識し、日々“素直な心”を持つことを目
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指して、自分との葛藤を続ける必要があるのだと言います。 

 

しかし、そうして“とらわれない素直な心”を持てば、“私心”から解放され、“私的欲

望から公的欲望への転換”を果たすことができるようになって、“為すべきこと”がわかっ

てくると言うのです。こうして、リーダーたる者は、“公的欲望”を持つこと、つまり、“物

心ともに豊かな人間社会の実現”を目指すのだとの明確な“使命感”を持つことが大切だ

とします。リーダーが政治家であれば当然ですが、企業の経営者の場合でも、“人々の役に

立つこと”が“商売の本質”であり、組織を正しい方向に導くために必要だからです。 

 

この点、松下幸之助は“人間観”にまで遡ります。つまり、従来の人間観、例えば「人

間は罪の子だ」「人間は罪業深重の凡夫だ」という教えは、「人間はいかに努力しても、し

ょせんは不幸や争いから逃れられない」というような考え方を生み、人間に「みずからの

尊さ」を見失わせ、「みずからを低しとする」こととなったのではないかとして、次のよう

なより積極的な新しい人間観を提唱するのです。（「人間を考える」pp.75-76） 

 

即ち、人間は、“限りなく生成発展していく”宇宙、自然、社会（“生成発展の原理”）に

あって“万物の王者”として君臨し、“人間を含めた万物の本質”を活用して“物心一如の

調和ある真の繁栄”つまり“物心ともに豊かな人間社会”を実現することができる“能力”

が与えられており、それらを実現することが人間に与えられた“使命”である。そのよう

な使命を与えられているが故に、人間は“万物の王者”となるというわけです。リーダー

たる者は「人間の王者としてのみずからのすぐれた本質」をしっかりと自覚認識しなけれ

ばならないと言います。（「人間を考える」－「新しい人間観の提唱」より） 

 

それは、従来の人間観では、“人間の偉大な本質”に気づかず、そして、そういう自覚を

持たなかったならば、“人間の偉大な本質”を力づよく十分に発揮するということもできに

くいからです。 

 

松下幸之助の経営哲学は、一見抽象的ですが、その内実は常に実践的実用的です。つま

り、人間観とは、人類全体の自己イメージと言えます。そして、人間は、“自己イメージ”、

すなわち自分についての信念に沿って、物を考え、行動するのです。人間はそのような使

命が与えられた偉大な存在だということを“信念”のレベルに落とし込めば、自然とその

ような偉大な本質を発揮しようと考え、行動するようになるのです。松下幸之助は言いま

す。「やはり、自分の本質を人間自身が十分に自覚認識するところから、これを生かし発揮

する道も見出されてくるのです。」 

 

もう一つリーダーにとって重要なことは、“衆知を集める”ことであり、それが“人間の
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本質”を発揮していく上で“最も大事なこと”であると松下幸之助は言います。部下たち

も、自分たちの意見を聞いてくれるリーダーには付いて行くでしょう。先に述べた通り、

どんなに賢い人間にも、その認知や知識、知恵には限界がありますから、できる限り多く

の人々の衆知を集めることが必要であると松下幸之助は考えました。松下幸之助はこの点

次の様に述べています。「人間一人ひとりの知恵というものは人によって異なるとしても、

たとえどんな偉大な人であってもおのずと限りがあります。その限りある知恵でものをみ

たり考えたりしたのでは、物事の実相を十分にみきわめるということもできませんし、往々

にして過ちを犯す結果に終わってしまうでしょう。」 

 

松下幸之助は、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。それは「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）からです。 

 

つまり、松下幸之助の描いたリーダー像は、“とらわれない素直な心”を持ち（あるいは、

持てるよう努力を続け）、自分の利害や感情などの“私心”に“とらわれ”た“自己中心的

な考え方”から脱却して、“物心ともに豊かな人間社会の実現”という“公的欲望”を“使

命”と自覚し、その方向に組織をリードしていくこと、そして、その組織の活動の過程に

おいては、部下はもちろん、取引先や顧客、地域社会など多くの人々の“衆知を集める”

ことのできるような人であるということになります。 

 

そして、“衆知を集める”ためには、“とらわれない素直な心”がなければなりません。“私

心”にとらわれ、「自分は常に正しい」と思い込んでいるリーダーは、“衆知を集める”こ

との必要性を理解できず、それ故、集めようともしないからです。松下幸之助は言います。

「衆知を集めていくための基本の心がまえとして大事なのは、素直な心というものです。

これなくしては真に知恵を高めることも衆知を集めることもできないでしょう。」（「人間を

考える」p.84） 

 

 上に述べたような松下幸之助が理想としたリーダーは果たして存在するのでしょうか？ 

 

（１０）人類全体の衆知を集める～物心ともに豊かな人間社会の実現に向けて 

 

 先に述べた通り、松下幸之助は、「過去現在における、人間のみずからのすぐれた本質に

反するような姿」の理由は、「人間が自分自身のすぐれた本質をさとらなかったために生じ

たもの」であるとともに、もう一つの理由は、“衆知を集めようとしなかったこと”、つま
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り「人間が個々の小さな知恵才覚、あるいは利害得失や欲望、愛憎、不信といったものに

とらわれて歩もうとしたこと」にあるとし、「一つの思想、一つの考えだけを絶対に正しい

ものと考え、他を非難排撃し、互いに相争うといった姿」はその典型例だと言います。 

 

 ここで、松下幸之助がいう「衆知」とは、極めて広い意味で、過去、現在を通じての古

今東西の先哲諸聖をはじめすべての人間の知恵を意味しています。曰く、「すべての人の知

恵が集められ、融合調和されて高い叡知となる時、人間は自然の理法を解明し、すべての

物事の善悪を正しく判断し、誤りなく是非を定め、それによって王者として万物を支配活

用して、調和ある繁栄を生みだすことができるのです。まさに衆知こそ、人間の偉大さを

発揮させる最大の力だといわなくてはなりません。」そして、「衆知を集めるということは、

お互いが“素直な心”になってはじめて実現される」のだとして、「家庭は家庭、会社は会

社、団体は団体、国家は国家、あるいはそれぞれ相互に、さらにまた世界全体というよう

に、さまざまな場において、お互いに自己の利害得失や感情にとらわれることなく、素直

な心をもって、何が正しいかということを中心に意見をかわし、衆知を集めていくことを、

心がけるようにしなくてはなりません。」と強調するのです。 

 

 そして、人間の行う様々な思想や活動、例えば政治や宗教、経済、教育、学問、芸術、

道徳などは、「すべて本来人間の共同生活を高め、人間の上に物心ともの調和ある繁栄をも

たらすためにあるのですから、そうした基本の意義に立って、そのあり方が考えられなく

てはなりません。」「決して政治のために、経済のために人間があるわけではありません。」

とし、「人間のための政治、人間のための宗教、人間のための学問、教育、思想すべてそう

でなくてはならないと思います。」と本来の目的を確認し、「それぞれの分野がそれぞれに

進歩発展をとげてきたといえましょう。」とします。ところが、実際には分野によっては本

来の目的から外れた方向に行っているのではないかとの疑問を禁じ得ない場合すら見受け

られます。それは、誰かの金儲けのためとか、戦争に勝った国の利益などによって歪めら

れているようなケースです。いずれにせよ、松下幸之助は、「これからは、それぞれの分野

が進歩すること以上に、お互いがいかに調和しあうかということに力をもちいていく必要

があると思います。」とし、その点、「政治の果たす役割は実に大きいものがある」と言う

のです。すなわち、「そうしたさまざまな分野の進歩を調和させ、秩序を維持させながら、

共同生活をより高いものにしていく責務が政治にはあると思います。」というのです。（「人

間を考える」pp.124-125） 

 

 以上から、松下幸之助は、「人間がみずからの使命を自覚し、その上に立って素直な心で

政治、宗教、経済、教育、学問、芸術、道徳などさまざまな分野の衆知を集めるとともに、

そこにつねに調和ある進歩というものを心がけでいくならば、もはや人間がこれまでのよ

うに、争いをくり返し、みずから不幸と貧困とを招来するというような姿は逐次解消され、
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真に好ましい諸活動が生まれ、そこから共同生活の発展、人間の物心ともの調和ある繁栄、

平和、幸福というものももたらされてくると思うのです。」と結論づけるのです。（「人間を

考える」p.125） 

 

つまり、人類のこれらすべての活動が、「物心ともに豊かな人間社会」の実現に向けて集

約されていくとき、初めて人類は“心の豊かさ”を含め全体として「物心ともに豊かな人

間社会」の実現に実質的に動き出すこととなると言えましょう。 

 

そのようなことは果たして可能なのでしょうか？ 

 

（１１）試される人類～人類全体の生き残りと調和的発展に向けて 

 

実は、今世界は、力による外交を推し進める国々が増えて、テロや地域紛争の不安が増

す一方で、世界中のすべての国々や企業・団体、そして人々が、歴史上初めて、人類の生

存を確保するとともに、人類全体の幸福と繁栄を実現するという一つの方向に向かって、

行動を一つにしようとする動きが始まっているのです。具体的には、人類の持続可能な将

来の確保と貧困や格差の撲滅、人類の生存の基盤である地球システムの保護、そして、「地

球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）こと」を誓って、すべての人が

平和と豊かさを享受できるようにすることを目指す行動を全世界の国と地域に呼びかける

動きが広がりつつあります。 

 

それは、2015 年 9 月に国連サミットで全会一致で採択された「持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals）」、略称 SDGs（エス・ディー・ジーズ）と呼ばれる 17

の目標と 169 のターゲットから成るものです。これは、上記のような普遍的な行動を新興

国だけでなく、先進国を含めすべての国に対して呼びかけるもので、国連加盟 193 か国が

2016 年～2030 年の 15 年間で達成するために掲げた目標です。 

 

これら 17 の目標は、2000 年から 2015 年までの間の新興国を対象に、極度の貧困と飢餓

の撲滅など，8 つの目標を掲げ，一定の成果をあげたミレニアム開発目標（MDGs）の成功

を土台としつつ、新たな分野として、気候変動や経済的不平等、イノベーション、持続可

能な消費、平和と正義などの分野を優先課題として盛り込んでいます。 

詳しくは以下をご覧ください。 

http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sustainable-development-goals.html 

 

日本政府も、SDGs に積極的で、安部首相自ら本部長となって SDGs 推進本部を設置し、

全閣僚をメンバーとし、2019 年には世界に向けて「日本モデル」を発信すべく、取り組み

http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sustainable-development-goals.html
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が始まっています。次の URL をご覧ください。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/doukou/page23_000779.html 

 

これを受けて、経団連でも『企業行動憲章』を改訂し、SDGs の考え方を反映しました。 

http://www.keidanren.or.jp/announce/2017/1108.html をご覧下さい。 

 

先進国ではまだ十分に意識が高まっていないとも言われていますが、今のままの経済活

動を放置すれば、地球がシステムとしてもはやもたないことが明言される中、将来の人類

の持続可能性を維持するため、地球システムの崩壊を回避し、先に述べた“心の豊かさ”

を育むことへの大きな障害ともなる“貧困”や“格差”の問題を解決するためにやらなけ

ればならないことが含まれています。 

 

この SDGs の動きが、今後世界の政治、経済、文化、教育、宗教など人類のあらゆる活

動のベクトルを決めるものとなって行けば、正に松下幸之助が提唱した人類のすべての活

動を“物心ともに豊かな人間社会の実現”に向けて、古今東西かつ全世界の衆知を集めて

いく活動となっていくものと言えるのではないでしょうか。そのときこそ、“人間の心”が

大きく進化発展して“豊かな心”を生み出すことにつながって行くものと期待されます。 

 

そして、そのためには、このような動きをリードしていくことのできる“真のリーダー”

が世界の各国、各地域、各企業や各団体などあらゆるレベルで誕生することが不可欠です。

そのようなリーダーは、自己中心的で“私心”にとらわれた“憎まれっ子”や“悪い奴”

ではなく、松下幸之助の描いた“とらわれない素直な心”を持ち、“私的欲望から公的欲望

への転換”を成し遂げ、“人間の使命”に目覚めて、かつ、“衆知を集める”ことのできる

“真のリーダー”でなければなりません。人類が将来その子孫のために持続可能な発展を

遂げていくことができるかのどうか、人類にその価値があるのかどうか、まさに人類その

ものの“鼎の軽重”が問われていると言えましょう。 

 

（１２）現代の優れたリーダーたち（補論） 

 

 先に、聖人君子のようなリーダーは、ほとんど存在しないと述べました。しかし、もち

ろん例外はあります。松下幸之助の描いたリーダー像は、“とらわれない素直な心”を持ち、

自分の利害や感情などの“私心”を克服して、“公的欲望”に目覚め、“物心共に豊かな人

間社会”を実現するという“人間の使命”を自覚して、“衆知を集め”て、その実現を目指

すリーダーでした。例外的には、そのようなリーダーもいた、又は、いることを“補論”

として、以下に挙げておきたいと思います。 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/doukou/page23_000779.html
http://www.keidanren.or.jp/announce/2017/1108.html
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第一に、その昔、中国では、民を治める者が持たねばならない必要条件の一つは、「仁」

だと言われました。「仁」とは、慈愛、寛容、他者への憐みの情などのやさしく、母のよう

な徳であり、人間の魂が持つあらゆる性質の中の最高のものとされてきました。それは、

高貴な精神の持つ、最も王者にふさわしい徳とされたのです。孔子や孟子は、この「仁」

こそ、民を治める者必要条件の最高のものだと繰り返し説いたのです。 

 

第二に、18 世紀中頃の江戸時代、米沢藩にて改革を成し遂げた上杉鷹山です。鷹山が、

次期藩主・治広に家督を譲る際に申し渡した、3 条からなる藩主としての心得、伝国の辞は、

次の様に定めています。 

一、国家は先祖より子孫へ伝え候国家にして我私すべき物にはこれ無く候 

  （国（藩）は先祖から子孫へ伝えられるものであり、我（藩主）の私物ではない。） 

一、人民は国家に属したる人民にして我私すべき物にはこれ無く候 

  （領民は国（藩）に属しているものであり、我（藩主）の私物ではない。） 

一、国家人民の為に立たる君にて君の為に立たる国家人民にはこれ無く候 

  （国（藩）・国民（領民）のために存在・行動するのが君主（藩主）であり、“君主のた

めに存在・行動する国・国民”ではない。） 

 

国家（藩）や人民の“私物化”を厳に戒め、君主（藩主）は、国民（領民）のために存

在し、行動すべきものと明言しています。 

 

第三に、西郷隆盛です。「敬天愛人」の言葉で知られる通り、西郷は、民を大切に考え、 

「道は天地自然の物にして、人は之を行ふものなれば、天を敬するを目的とす。天は人も

我も同一に愛し給ふ故、我を愛する心を以て人を愛するなり」と述べています。西郷が私

的欲望に打ち勝ち、公的欲望の実現を目指していたことは、次の言葉からわかります。「己

を利するは私、民を利するは公、公なる者は栄えて、私なる者は亡ぶ」「人は、己に克つを

以って成り、己を愛するを以って敗るる」自分の利害などの私心にとらわれた者は、いず

れ亡びることとなると、自分の“私心”に打ち勝ち、“公的欲望”を持って、民のために行

動するものは繁栄するというわけです。 

 

それでは、現代ではどうでしょうか？ 

 

キューバのカストロ前国家評議会議長です。キューバと言えば、私たちは、「社会主義の

閉鎖的な国」とか、「人権を抑圧している独裁者の国」という印象を持ちがちですが、意外

にも、実際は全く異なるようです。2003 年から 2006 年までキューバ大使として勤務され

た馬渕睦夫氏によれば、カストロ議長は、「人間の限りない欲望を抑制して、平等な社会を

建設したい」との明確な国家ビジョンの下、長期政権を維持して、野球やバレーボールな
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どのスポーツやラテン音楽などの文化を盛んにし、教育の無償化により識字率はほぼ 100％

で、医療費も基本的には無償とされ、食糧は、全国民に配給制となっています。多くのキ

ューバ国民は、「ものが少ないことは不便だけど、決して不幸ではない。」というのです。（「そ

うか、だから日本は世界で尊敬されているのか！」馬渕睦夫著より） 

 

 他にも、そのような優れたリーダーはいるでしょう。上記はそのいくつかの例を挙げた

ものにすぎません。それは、先に、優れたリーダーはほとんどいない、と述べましたが、

将来に亘ってそのような優れたリーダーが出てくることも不可能ではないということを示

すためです。いや、むしろ、恐らく人類史上初めて、貧困や格差の撲滅、地球環境の問題

への対応等により人類の生存の基盤である地球システムの保護と人類の持続可能な将来の

確保を目的として、地球規模で新興国も先進国も巻き込んで取り組もうとしている「SDGs

（持続可能な開発目標）」の大きな流れを成功させるためにも、そのような“私心”にとらわ

れない“公的欲望”を有する“使命感”のある優れたリーダーが今こそ強く求められているか

らです。 

 

 なお、松下幸之助のリーダー像として、”公的欲望”を使命として有することを強調しまし

たが、それは、決して”私的欲望”、個人や企業の利益を否定するものではないということを

念の為付言しておきたいと思います。松下幸之助が強調しているのは、公的欲望と私的欲

望とを両立させ、かつ、前者を後者に優先させるということなのです。大切なことは、そ

の順序です。もちろん、企業の経営は、ボランティア活動ではなく、事業として行うもの

ですから、利益を出すことは事業を継続して行くためには不可欠です。しかし、だからと

言って、己の利益に拘り、私心にとらわれれば、視野が狭くなり、大切なことが見えなく

なります。しかし、公的欲望を優先させれば、視野は広がり、意識のフォーカスする先が

変わって、必要な情報が集まり、チャンスが見えてくるのです。企業が社会の発展の原動

力となるような商品やサービスを生み出し続ける限り、世間の人々は、それらを支持し、

購入していただける、その結果として、企業もまた利益を得て、成長・発展して行くこと

ができるということです。企業の利益と成長は、あくまで結果として生み出されるものな

のです。 

 

そして、「世の為人の為」ということは、単なるきれいごとではなく、まさに“相手の立

場に立って”人々の役に立つものを考え抜き、作って、適正な価格で提供することが”商売

の本質”だからです。それ故、松下幸之助は言います。｢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。｣と述べ、「これが発展と衰退を分

ける“真理”である」と断言するのです。（１９８３年２月１日松下政経塾塾報より） 

（完） 

 


