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はじめに
仲間を飲み会に誘ったり、恋人を映画に誘った

りという経験は、誰にでもある。このような日常
的な行動も広い意味ではリーダーシップであるな
ら、誰にもリーダーシップがあるといえる。しか
し、組織のビジョンを作りそれを実現するのに必
要なリーダーシップと、仲間や恋人を誘って共に
楽しむのに必要なリーダーシップの間には大きな
違いがある。何が違うのか。端的に言えばリー
ダーシップの力の大きさが違うのである。

リーダーシップの力の大きさは、国家における
大統領や首相にも、企業の経営者にも求められる
ものであるが、このようなトップばかりではな
い。企業における役員はもとより、部長・課長と
いった管理職層にも求められるし、また、管理職
でなくとも自らの属する集団の発展に貢献したい

と願う全ての人に必要である。
ところが、「リーダーシップの大きさは生まれつ

きのものだ」と考え、「私にはリーダーシップが乏
しいから人に従って生きていこう」などと諦めて
いる人もあろう。こういう人は、自分ばかりでな
く組織の発展についても、その可能性を摘んでし
まっている。誰でも、「リーダーシップのあるべき
姿とは何か」と考え続け、努力を重ねれば、必ず
優れたリーダーとなれるし、そのような人を私は
多く見てきている。

何やら偉そうなことを書いているが、過去を振
り返って私自身は、あまり優れたリーダーでな
かったと自覚し、反省もしている。部下がやる気
を失うような叱り方をしたこともあるし、担当部署
のビジョンを描けなかった時期も多い。実は、そ
のような私だからこそ、「リーダーシップとは何か」

体験的リーダーシップ論（第1回）

Point
❶  「リーダーシップのあるべき姿とは何か」と考え続け、努力を重ねるならば、誰でも必ず優れたリー

ダーとなることができる。
❷  リーダーが、実現したいビジョンを持ち、他者に働きかけて協力を仰ぎ、その実現を目指すことが、

リーダーシップの基本である。
❸  今号では、ビジョンをいかにして作るのかを読者諸賢と一緒に考えていきたい。その参考のために、

筆者の体験を述べる。
❹  筆者は販売不振に直面して悩み、各段階の顧客ニーズを書き出すことからビジョンを導き出して行

動し、成果に結びつけ得た。その体験を紹介する。
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と悩み続けてきたし、リタイア後に光産業創成大
学院大学で教壇に立ちながらも、リーダーシップ
のあり方を自分なりに研究してきたのである。

本稿では、私自身が研究したことと体験したこ
とを報告しつつ、私なりの考えを披歴し、読者と
一緒に考えていきたい。読者諸賢からのご指摘や
ご質問をいただければ、一層、幸いである。

1．「優れたリーダーシップ」とは？
スポーツ選手をコーチするように、企業の各段

階のリーダーをコーチする「コーチング」を行っ
ている日本で最も評価の高い会社に、（株）コーチ・
エィがある。数年前、同社の取締役社長　鈴木義
幸氏のリーダーシップに関する講演に出席して感
銘を受けたのをきっかけに、私は、その後も何度
かお話を伺う機会を得た。最初にお会いした時、

「リーダーシップを一言で言うとどういうことです
か？」と私は質問したことがある。すると、即座
に鈴木氏は「リーダーシップとは、1 人では実現
できない何かを実現したいと熱望し、他者に働き
かけて協力を仰ぎ、その実現を目指す力であると
私は定義しています」と答えてくれた。「それを段
階的に言うとこうなります」とも付言してくれた。

（1） リーダーが自分だけでは実現できないよう
なビジョンを明確に持ち

（2） 組織のメンバーも、そのビジョンを心から
実現したいと思うようになり

（3）組織が一丸となって行動を起こし
（4）ビジョンを実現させる

リーダーにはまず何よりも、ビジョンがなくて
はならない。このことは私の経験からも、痛いほ
ど分かる。「売上と利益を向上させる」ということ
はもちろん重要だが、中には、自分の上司から与
えられた売上と利益の目標を部下に提示して、「こ
れを絶対に達成せよ」と厳命するだけのリーダー
もいる。これでは、部下がそのノルマを心から実
現したいと一時は思ったとしても、次第に疲れて

きて、やる気を失ってしまう。そうなっても、信
賞必罰の姿勢で断固やり抜くということは、たと
え一時的に有効であっても「偽のリーダーシップ」
である。言葉を換えると「プアなマネジメント（管
理）」に過ぎない。
「売上と利益を向上させる」という目標をリー

ダーから聞いて、部下はリーダーに共鳴し、その
目標を心から達成したいと思うようになり、組織
が一丸となって行動を起こすことになるだろう
か。大体において、そういうことにならない。な
ぜだろうか。最大の理由は、その目標が「リーダー
自身の内部から生まれた、どうしても成し遂げた
いというエネルギーに満ちた目標ではない」とい
うことにある。目標にエネルギーがないと部下に
伝染しないのである。

優れたリーダーは、自分がどうしても実現した
いと願ってやまない、短期的あるいは中長期的な
あるべき姿を持ち、それを組織のビジョンとして
人々に提示している。アップル社 元 CEO 故 ス
ティーブ・ジョブズ氏や、ヤマト運輸（株） 元社長 
故 小倉昌男氏など、優れたリーダーは全部そうで
あると言っても良く、「ビジョンの無いリーダーは
あり得ない」と言っても過言ではない。ここで、「ビ
ジョンを持てるのは特殊な人だろう。私には無理
だ」と言う人がおられるかもしれない。「そんなこ
とはない。誰でもビジョンを作れる」という証拠
に、本稿では、平凡な人間である私自身の体験を
引き合いに出して話を進めたいと思う。私の経験
はありのままに書くつもりだが、無意識のうちに
過去を美化するという老人特有の作用が働き、読
者にはお聞き苦しい部分があるかもしれない。幾
分割り引いて、お読みいただければ幸いである。

2．苦悩の中から絞り出した私なりのビジョン
まずは、私がまだ課長にもなっていない頃の話

だが、ビジョン作りの体験談として聞いていただ
きたい。

第 1 次オイルショック時（1973 ～ 74 年）に日
本は、「狂乱物価」といわれる諸物価高騰の状況を
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招いた。原材料費も異常に高騰したため、東レは
価格転嫁を余儀なくされ、原糸の価格をほぼ 3 カ
月ごとに上げることとなった。これが市場の仮需
を産んで、オイルショック終息後には、仮需の反
動で原糸価格と生地価格が共に大暴落する事態を
招いた。高い値で原糸を買って生地を作った顧客
は、生地の値下がりで軒並み大きな損失を出して
いた。1975 年になると、顧客は原糸を買う意欲を
失い、東レの国内向け原糸出荷量がピーク時の 3
分の 1 を切るという状況が続いたため、各工場の
稼働率も大きく落ち込んでいた。生産現場では人
員削減も行われ、若い私は申し訳ないという気持
ちと、何とかしなくてはという焦りで切羽詰まっ
た思いの毎日だった。

当時ナイロンの販売課にいた私のミッションは
原糸販売量の回復であった。その使命感を胸に毎
日何軒もの顧客を訪問して必死に販売活動をして
いたが、骨折り損のくたびれもうけの日々であっ
た。どうしたら売れるのかを上司に相談したとこ
ろ、「無理するな。売れない時には天才でも売れな
い」と慰められたことがあった。その言葉はただ
ガムシャラに突進しようとしている私を冷静にさ
せ、私は、「足ばかりでなく頭も使わなくては」と
思い始めた。そして、机に向かい、顧客別のニー
ズを大きい紙に書き出してみた。
「商社は原糸を買うリスクを冒したくない」「生

地問屋は安い生地を買いたい」「トリコットのニッ
ターは自社の設備を動かしたい」と書いて何時間
も眺めているうちにやっと一つのアイデアがひら
めいた。「東レがニッターに発注し、生地を作って
在庫し、その時々の相場で生地問屋に売る」とい
う素朴な考えである。「これなら、顧客もリスクが
ないから安心して買ってくれる。生地が売れれば
東レの工場稼働率も上がる」と考えた。採算性に
心配はあったが、原糸を売ろうとすると顧客は値
下がりリスクを避けるために不当に安くしないと
糸を買わない。しかし、相場で生地を売る場合に
は原糸売りより採算性が良いと計算できた。この
ビジネスモデルを部下に説明して意見を求めると、

「初めて展望が開けた」と皆が大喜びしてくれ、私
もうまくいくと確信した。その当時は「ビジョン」
いう言葉を意識したわけではないが、いま振り返
れば、それなりの「ビジョン」であったと自負する。

翌日、「糸売りの一部を生地売りに変える」とい
う、そのビジョンを企画書にして上司に提出し、
勢い込んで説明した。ところが、上司の返事は
ノーである。われわれが属していたのは「糸を売
る部」であり、生地を売ること自体が認められて
もいないし、経験もないから危険だというのであ
る。困り果てた私は、生地売り専門の織物販売部
の課長を訪問して、アドバイスを求めた。その課
長も「素人が生半可な気持ちでやると大けがする
ぞ」とたしなめるのであったが、必死にお願いす
る私に同情し、「念のため」と前置きして生地売り
の注意事項を教えてくれた。ありがたいことだっ
た。その注意事項を盛り込んで企画書を作り直し、
再提出すると役員決裁で OK を得ることができ
た。「高付加価値を求めての生地売り」という常識
に反する「量を売るための生地売り」というビジョ
ンであったが、工場稼働率を改善できる可能性が
認められ、「やらせてみよう」ということになった
のである。

あまりにうれしかったので私は、今考えれば無
謀としか思えないが、他合繊メーカー U 社の大口
顧客であった群馬県の K トリコット社を訪問し
て、役員決裁を得たばかりの構想を話してしまっ
た。ゴールデンウイーク直前であった。この話を
聞いた社長は初対面であったが、「面白い人だ。泊
まっていきなさい」という。それから、社長のお
宅に私は 4 日間も泊まり込んで話をした。5 日目
の朝に私は、「東レが御社の編む生地を全量買い上
げて貴工場のフル稼働を実現し、御社の必要な時
に相場で生地を売り戻します」と提案した。「しか
し、上司の指示があって在庫を 3 カ月分しか持て
ないので、それを超える分は買い取ってください」
とも、オープンに話した。

社長は「編機を動かすために糸を買っては損を
してきた当社にとってありがたい提案です。しか
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し、お世話になっている U 社に無断で、東レに切
り替えることはできません」と言う。「U 社が同じ
ことをしてくれるか否か確かめ、ノーという返事
なら初めて東レに切り替える、そういうことでよ
ろしいですか」とおっしゃる。「それでよろしいで
す」と私は即答した。極めて律義な社長であるこ
とが数日間の面談で分かってきていたから、社長
がそのように考えることが私には想定できるよう
になっていたのである。また、当社が生地売りを
始めたらあっという間にその情報が広まるのだか
ら、秘密でも何でもないと割り切っていた。

数日後、K トリコット社の社長が U 社のトップ
にまで相談したところ、「生地売りに変えることは
できない」という答えが返ってきたそうである。
その結果、自動的に東レは K トリコット社を自陣
営に取り込むことができ、部長に報告すると「君
も目からうろこが落ちたようだな」と褒めてくれ
た。販売部の間には目に見えない垣根があるもの
だが、この成果を私はテトロン事業部に知らせ、K
トリコット社との橋渡し役を務めた。間もなく、
テトロン事業部から同社向けの販売も始まって、
東レとのパイプがますます太くなった。現状にお
いて、K トリコット社は東レの長繊維事業の最も

親密な顧客の一つとなっており、同社の社長と私
との私的なお付き合いも続いている。

このビジネスモデルを横展開して徐々に売り上
げを伸ばしていったが、何年かすると、また新た
な障害が立ちはだかるようになった。そのことは
次号でお話ししたい。

読者諸賢から見ると、以上に紹介したビジョン
自体が初歩的あるいは低次元であるかもしれな
い。しかし、各段階の顧客が真に期待している
ニーズを書き出して、全ての顧客のニーズを満た
す方法が考え出せたら、それは立派なビジョンで
あると私は信じている。私の体験は偶然うまく
いったものであって、普通は全ての顧客や関係者
が満足するアイデアなどないこともある。しかし、
努力すればそれに近いものを見つけることができ
るのではないだろうか。
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