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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～ 

（５）“衆知を集めた全員経営” 

 

著者 宮﨑 勇気 

 

１．最近の企業不祥事 

 

まず、松下幸之助は、多くの取引先の社長を見て来た経験から、「発展している会社の社

長は、悉く衆知を集めている」と述べ、「衆知を集めた全員経営が最高の経営だ」と結論づ

け、「私が経営者として終始一貫心掛け、実行してきたことである。」（「実践経営哲学」よ

り）と述べています。そして、さらに進んで「それなしには真の成功はあり得ないであろ

う。」「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）とまで断言したのです。 

 

それでは、“衆知によらない経営”とは、どのような経営でしょうか？ 

 

それは、一人の“優れた”経営者がリードして行く経営です。ただ、ここで問題は、ど

んなに“優れた”人であっても、世の中のことがすべてわかることはないし、経営環境が

変化して行く中で、常に“正しい”判断をすることも難しいということです。それは、人

間の認知のプロセスや物事の評価・解釈のプロセスにおいては、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、それに焦

点化し、それ以外を“削除”したり、それらを裏付け、あるいは、否定することのないよ

う、都合よく歪めて見たり、考えたりし（“歪曲”）、決めつける（“一般化”）という特徴が

あるため、世の中のすべてをありのままに見ることは難しいのです。 

 

それ故に、「自分にはすべてがわかっている」とか「自分の判断は常に正しい」と考える

経営者がいるとすれば、それは“思い上がり”以外の何物でもありません。いずれ経営に

失敗することは火を見るよりも明らかです。松下幸之助は、どんなに優れた人間であって

も、見えているのは、“闇夜の提灯”程度で、「後は暗中模索なのだ」と言います。だから

こそ、「衆知を集める」ことが大切になってくるのです。 

 

インドに『群盲象を撫でる』という格言があります。これは何人かの目の見えない人が、

象を手で触って、象とはどんなものかを言います。ある人は、象の腹を触って、「象とは“壁”

のようなものだ」と言い、また、ある人は、象の尻尾を触って、「象とは“ロープ”のよう

なものだ」と言います。誰も、象の全体を正しく捉えることができません。皆の意見を集
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めることで実際の象に近い姿が浮かび上がってくるのです。これは目の見えない人だけで

なく、目の見えている人々の間でも起こっていることなのです。 

 

だからこそ、松下幸之助は、「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。」と断言するのです。特に経営者は、このことを十分に

理解していなければなりません。 

 

例えば、第二次世界大戦で互いに敵と味方に分かれて戦ったイギリスのチャーチル首相

とドイツのナチス党のヒットラーには、その勝敗を分けた様々の要因がありますが、その

中で一つ特徴的なものは、軍事戦略の面での自分の限界を正しく認識し、周りの軍事の専

門家たちの意見をよく聞いたチャーチルに対して、ヒットラーは、軍事戦略についても自

分に自信を持ち、軍部をバカにして疑いの目で見るとともに、末期になると軍部の要職を

すべて自分が兼任して、軍事専門家の意見を全く聞こうとしなかったということが挙げら

れます。正に「衆知を集める」ことを重視して実践したかどうかが、両者の明暗を分けた

ということも言えるでしょう。 

 

また、近時の企業不祥事を見ますと、それを引き起こしているのは、ほとんどが“サラ

リーマン化した経営者”や“ワンマン経営者”であり、業績を上げたいとか経団連の会長

職になりたいなどの“私利私欲”にとらわれた結果、普通では考えられないような判断と

行動に及んでいることがわかります。会社を興した創業者は、“世の為人の為”という“熱

い思い”を持ち、従業員とともに一心同体となって、事業に取り組みます。創業者は、日々

現場を歩き、現場をよく把握していますので、どこが弱いか、どこまで要求できるか、そ

れ以上は補充が必要ではないかというようなことも含めて、いわば皮膚感覚で分かってい

ました。それ故、現場にできないような“無理な要求”をすることはそもそもありません

でしたし、したとしても、様子を見て確認をしながら進めて行ったでしょう。自分の会社

ですから、現場が潰れてしまっては、会社自体が危うくなって、元も子もないからです。

創業者と現場とは、いわば“母親と息子のような一心同体の関係”と言えましょう。 

 

ところが、その創業者が亡くなって、何世代かに亘って会社が継承されていく中で、経

営トップの社長は、サラリーマン化し、“創業時の熱い思い”が徐々に希釈化してくるとと

もに、限られた職種のみを経験した後にトップとなっており、自分の経験していない職種

や分野はわからない、あるいは、わからなくとも仕方がないという感覚にもなってきます。

すると、いつの間にか、経営トップは、スタッフに考えさせた経営戦略を経営方針や計画

として発表し、それらの実行はそれぞれの事業部門の責任で行わせるというように、実質

的な社内分業体制が出来上がってしまい、経営トップは、計画通り実行され、計画された
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売上や利益が上がっているかをモニタリングし、不足であれば、プレッシャーをかけるこ

とが仕事になってしまいます。経営会議のテーマは、売上や利益の数字の確認となぜ達成

できないのかの追及に終始します。経営トップと現場との心理的距離は離れ、いわば“他

人との関係”のようになってしまうのです。こうなると、経営トップは現場のことを知ろ

うともしなくなります。 

 

不正会計事件を起こした東芝の佐々木社長（当時）は、事業部門の責任者に「３日間で

１２０億円の利益の積み増し」を“チャレンジ”と称して要求しました。また、燃費デー

タ改ざん事件を起こした三菱自動車の益子修 CEO は、５回もの燃費目標の引き上げを設計

部門ではなく、当初の設計を維持したままで、最終工程の調整部門に要求したのです。い

ずれも、全く実現の可能性のない無理な要求であり、このような無理難題を達成目標とし

て現場に押し付けた結果、会社の中で最も強大な権力を持つ経営トップに向かって、「それ

はできません。」とか「現場はこんな状況なのです。」などという反論のできない現場が“逃

げ場”がなくなって、データを改ざんして誤魔化す他なかったというのがこれらの不祥事

の構図です。これらの経営トップは、すくなくとも“現場”が全く見えていませんでした。

また、現場の声を聞こうともしませんでした。仮に現場から悲鳴が上がっても聞く耳も持

っていなかったでしょう。これらの会社に創業者と現場のような母子関係のような一心同

体の関係があれば、あるいは、下から上へモノが言える“風通しの良い”企業文化・風土

があれば、このような事件は決して起こらなかっただろうと断言することができます。 

 

不確実な時代には、経営環境や社内に存する事業に関連するリスクも増大しています。

それらのリスクの予兆を敏感に把握して、俊敏に対応することができるか、リスクに適切

に対応できるかということが企業のいわば“裏の競争力”となってくると言っても過言で

はありません。それ故、最前線や現場にいる社員たちが、アンテナを張ってそれらのリス

クの予兆を感じ取って、しかるべき部署や経営幹部に報告をする、あるいは、内部通報す

る、そして、それを受けて会社として対応していくということができるような仕組みと風

土を持つことも、“衆知を集めた全員経営”の一つの形態であると言えるでしょう。それは、

リスクマネジメントに不可欠な要素の一つであると言えます。 

 

２．JAL の再生 

 

松下幸之助の強調する「衆知を集めた全員経営」の最近の実践事例は、京セラ及び KDDI

の創業者の稲盛和夫氏による JAL（日本航空）の再生です。野中郁次郎氏と勝見明氏の共

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

ます。詳しくは同書をお読み下さい。 
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JAL が極めて短期間で奇跡的に V 字回復した“鍵”は、稲盛氏が導入した、社員たちの

行動指針となる「JAL フィロソフィ―」と部門別採算管理制度の「アメーバ経営」でした。 

 

稲盛氏は、社内の“意識改革”を何よりも重視し、就任後まず約 50 名の幹部を対象とし

て「リーダー教育」を行い、経営は損得以前に「人間として何が正しいかで判断する」、そ

のためには「無私の精神」が必要であり、「利他の倫理観」が下支えするという“リーダー

の在り方”を徹底的に叩き込み、意識を変えさせるとともに、京セラフィロソフィをベー

スとして、社員たちによる再建に向けた行動規範作りが行われ、40 項目の JAL フィロソフ

ィ―が策定されると、「フィロソフィ―教育」が全社で実施されました。「人間として何が

正しいかで判断する」「自ら燃える」「お客様視点を貫く」「売上を最大に、経費を最小に」

「ベクトルを合わせる」「一人ひとりが JAL」などの項目から毎回１つずつ取り上げ、少人

数に分かれて学び合うというものです。 

 

また、稲盛氏自身が現場を回って意識改革を熱く説きました。それが“机上の空論”で

はなく実践の中から失敗を重ねながら生まれた理論であることに加えて、80 歳を超える稲

盛氏自身が率先垂範し無給で真剣に取り組む姿に、社員たちも次第に変わって行き、フィ

ロソフィは次第に社員たちの「意識のよりどころ」になって行きました。それは、稲盛氏

自身も驚くほど早く末端まで浸透して行ったと言います。 

 

そのひとつの現れは、東日本大震災のときの社員たちの対応でした。「人間として何が正

しいかで判断する」ことを学んだ社員たちは、それぞれの職場で自分の判断に基づき自発

的に行動を起こしました。自分たちも被災者であるにも拘らず、被災者の救済・支援に率

先して取り組んだのです。復興支援の意味も込めて数多くの臨時便が東北に飛びました。

機内に長時間閉じ込められた搭乗客に炊き立てのおにぎりを作って提供したキャビンアテ

ンダントもいました。被災地に向かう赤十字の救援スタッフたちに、心温まる慰労のアナ

ウンスをした機長もいました。 

 

また、震災の影響で売上が減るとわかると、社員たちは、さらなる経費削減に努めまし

た。2011 年 4 月は赤字になりましたが、5 月には黒字に戻りました。稲盛氏は、「このとき

初めて私は、JAL には数多くのすばらしいリーダーが育っているだけでなく、社員にもフ

ィロソフィが浸透し、JAL 再生のために、各自が全力を尽くしていることが確信できた」

と言います。 

 

また、「アメーバ経営」の導入は、役員だけでなく、社員たちの採算意識を劇的に向上さ
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せました。「それでは八百屋も経営できない」と酷評された役員も、機器一つひとつの値段

まで調べるように変わって行く一方、収支の数字をすべてオープンにし、現場の第一線に

まで情報を開示して「見える化」したことが、全社を挙げた経費節減活動につながり、社

員一人ひとりの採算意識を高めて行き、社員たちは、それぞれの職場で知恵と工夫を働か

せるようになりました。 

 

例えば、キャビンアテンダントは、機内に持ち込む自分たちの荷物の減量作戦を始め、「一

日一人 500 グラム減」に取り組みました。パイロットは、燃料の節減のために、燃料消費

の少なくて済むコースを飛ぶようにし、また、着陸時には、車輪を出したり、フラップを

下ろしたりするタイミングをできるだけ遅くし、駐機場に向かうときには、２つのエンジ

ンの内の一つを切ってしまうなど徹底した経費節減を行いました。地上スタッフも、故障

した拡声器を直ぐに修理に出すのではなく、他の壊れた拡声器の部品と交換して使ったり、

壊れた行列整理用のガイドポールも空港の整備士に直してもらうなどの工夫をしました。

書類 1 枚いくら、時刻表一部いくらとすべての値段を見える化すると、社員たちは常に経

費を意識するようになり、さらにコスト削減に知恵を絞るようになって行ったと言います。 

 

改善は、行動の仕方にも及び、道具を取りに行くにしても、動線を工夫することで時間

を短縮することができました。誰かが発案して成果が表れると、一気に他の職場に広がっ

て行ったと言います。 

 

その結果、再生計画では 641 億円の営業利益を見込んでいたのが、1000 億円を超え、次

は 1300 億円と増えて行くというように、経費節減の努力が数字に現れてくると、「おれた

ちもやればできる」と自信がついてきて、数字を見るのが楽しくなっていったと言います。 

 

「一人ひとりが JAL」「ベクトルを合わせる」－こうして社員の誰もが“経営者の意識”

を持ち、同じ目標を持って仕事にあたるという稲盛氏の求めた「衆知を集めた全員経営」

を役員を始め社員全員が理解し、真剣にかつ全力を尽くして実践したことが、わずか 2 年

という短期間での JAL の奇跡的な再生を実現したのでした。 

 

３．IBM／グーグル（Google） 

  

 企業の規模が大きくなればなるほど、経営トップはその企業の全体や個々の事業を把握

することは困難になってきますので、「衆知を集めること」の必要性は益々高くなってきま

す。 
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 また、かつての規格大量生産型のビジネスモデルが通用した工業化社会は、比較的“為す

べきこと”がはっきりしていましたが、政治・経済の状況がグローバルに複雑化し、しかも、

刻々と変化して行く現代の情報化社会では、不確実な要素が多く、顧客のニーズも多様化

して、経営の方向や個々の決定の判断は、極めて難しくなってきています。そのような不

確実な状況において、正しい経営判断をするためには、従来にも増して、顧客との接点で

ある最前線や企業内の開発・製造・販売の各現場の情報が、自律的に情報を収集し、考え

て行動すること、そして、それらの現場の情報や提案を適切に吸い上げて、時宜を得た適

切な事業行動につなげて行くこと、即ち“衆知を集めた全員経営”を行うことが益々重要とな

ってきていると言えるのではないでしょうか。 

 

 この点、正に情報化社会の最先端を行くと言ってもよい IBM とグーグル（Google）の事

例をご紹介します。まず IBM の創業者トーマス・ワトソン Jｒ.は次のように述べ、”衆知

を集める”ことの重要性を強調しています。曰く、「会社の成功と失敗を分かつ本当の違いを

たどっていくと、社員のすばらしい活力と才能をどれほどうまく組織が引き出すか、とい

う問題にゆきつくこがとても多い」 

 

 次に、グーグルの CEO エリックシュミット氏は、正にこの“衆知を集める”ことの大切

さを真に理解し、「どんなに賢い人よりも、多くの人の方が知恵がある。ものすごく天才的

な人が一人いたとする。その人の知恵よりも、100 人の知恵の方がきっとすごいのではな

いか。」と述べています。同氏は会議をするとき、自分が何か言った後、誰かが異議を唱え

るのをじっと待っており、もし、誰かが違うことを言ったら、さらにそれによって、議論

が巻き起こるのを待ち、その議論にずっと耳を傾けると言います。そして、「色々な人の意

見を聞く。そして、最後は自分で決める。」と言い、「色々な人の意見を聞いても、最後は

自分に帰ってこなくてはいけない。あっちにフラフラこっちにフラフラと流されてはいけ

ない。最後は自分に帰ってきて、自分とはどういう存在であるか、自分の人生を如何に生

きるかについて考える。」と言うのです。 

 

この点、松下幸之助も、衆知を集めるに際しては、「主座を保つ」ことを強調しました。

曰く、「衆知を集めるといっても、自分の自主性というか、主体性はしっかりと持っていな

くてはならないということである。人の意見を聞くたびにフラフラ揺れ動くのではなく、

あくまで自分の主体性を持ちつつ、他の人の言葉に素直に耳を傾けていく、経営者として

の主座というものをしっかり保ちつつ衆知を集めていくところに、本当に衆知が生きてく

るのである。」（「実践経営哲学」84p～87p） 

 

４．アイリスオーヤマ、ヤマト運輸、テラモーターズ、三鷹光器、未来工業、メガネ２１ 
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 「衆知を集める」前提として、経営者自身が成長するとともに、一人ひとりの社員もま

た人間的に成長し、「経営者の意識」を持って自律的に考え情報を収集し行動することがで

きることが必要です。 

 

この点について、松下幸之助は、次のように述べています。曰く、「力量ある人は、さら

に衆知を集めるよう、自分の態度をどう変えればよいかについて考えることが大切であり

ます。その上に、すべての人、すべての才能が伸びるように育てなければなりません。こ

の心構えを培養して実現してこそ、生産、販売の成果も大いに高まり、我が社の使命もよ

どみなく果たされていくと思うのであります。」 

 

さらに、そのための具体的な方法として、次のように述べています。「できるだけ仕事を

任せて部下の人々の自主性を生かすようにしていくことも、衆知を生かす一つの行き方で

ある。その場その場で、それぞれの人の知恵が最大限に発揮され、会社全体としては、み

なの衆知が生かされることになる。」 

 

 この点、先に「経営者の意識をもたせる」のところでご紹介した６社、アイリスオーヤ

マ、ヤマト運輸、テラモーターズ、三鷹光器、未来工業、メガネ２１は、社員の一人ひと

りに「経営者の意識」を持たせて、仕事を大胆に任せ、あるいは、自ら自律的に考えて、

提案するようにさせ、そのようにして浮かび上がってくる社員たちの実践的な知恵を汲み

上げて行くという“衆知を集める”ための具体的な仕組みを持っていたと言えるでしょう。 

 

例えば、アイリスオーヤマは、社員の誰もが具体的な商品を企画して社長の前で提案す

ることができ、社長が承認をすれば、その社員自身がリーダーとなって自分が発案した商

品を事業化することを任されるという仕組みがありました。 

 

クロネコヤマトの宅急便で有名なヤマト運輸には、「世の為人の為」を説いた小倉昌男元

社長の理念が徹底されるとともに、「ヤマトはわれなり」の社訓があり、誰もが経営者の意

識を持って判断し、行動することが求められる反面、セールスドライバーと呼ばれる現場

の運送担当者に徹底した権限移譲がなされています。この基本理念の共有と徹底した権限

移譲が“現場の実践的な知恵”による“全員経営”を可能にしていると言います。 

 

変化の激しいアジア市場を中心とする電動バイクのメーカーとして立ち上げられたテラ

モーターズは、「スピード」が何よりも重要だと考え、現場で即断即決する機動戦を勝ち抜

くために現場に徹底して権限を委譲するとともに、社員一人で複数の仕事をこなすマルチ
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タスクを社員に求めることで、仕事自体を現場で現場の実践的な知恵で回せるように工夫

をしています。 

 

また、「世界一の製品」や「世界初の技術」を持つ三鷹光器も、職人として鍛え上げた一

人ひとりの社員の知恵がそれらを生み出しており、“衆知を集めた全員経営”を実践してい

ます。社員は、一人最低三つ以上の得意な仕事を持つことを要求され、一人で開発から製

造、販売、修理までできるように鍛えられることで、アイデアが生まれやすくなると言い

ます。 

 

他社との差別化戦略を採る未来工業は、あらゆることで「常に考える」ことを社員に要

求し、習慣化させる一方、現場の判断を尊重し、ノルマやホウレンソウも不要とするなど

社員のやる気を引き出すことを優先しています。そして、商品開発も社員一人で進めるこ

とができ、上司はそれを支持し、背中を押してくれるだけでなく、失敗したときにもカバ

ーしてくれると言います。マイナス思考を拒絶し、プラス思考で考える場を確保すること

が、“衆知を集める”仕組みとなっています。 

 

また、「共同出資・共同経営」のメガネ２１では、誰もが懇談室という社内ネットワーク

の場において自由に新規事業を自ら出資して提案することができ、反対があっても、自己

責任で実行することができます。 

 


