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はじめに
本稿の第 1 回（5 月号）では、リーダーにとっ

てビジョンを持つことがまず何よりも重要である
ことを述べ、そのビジョンをいかにしてつくるか
の一例を、私の体験に基づいて説明した。しかし、
ビジョンを持つということは、優れたリーダー
シップのための必要条件に違いないが、十分条件
であるとはいえない。リーダーがビジョンをつく
り、人々に提示しても、部下や関係者がそのビ
ジョンに共鳴し、喜んで協力してくれなくては良
い成果に結びつかない。良い成果を上げるために
は、ビジョン自体の魅力のみならず、リーダー個
人への信頼感も必要になってくる。

人々がリーダーを信頼するか否かの鍵は何であ
ろうか。これまでの体験を通して私は、「リーダー
がブレることのない判断や行動の軸を持っている

か」「その軸がいかなるものか」が重要なポイント
であると感じている。長期的な信頼を得るために
は、倫理観に支えられた「軸」を持たなければな
らないし、さらに、その倫理観は人間に対する深
い理解と愛情に根ざしたものである必要があると
考える。今回は、このリーダーの倫理観という問
題に関するこれまでの私なりの考察を、つたない
体験談と合わせて紹介し、読者と一緒に考えてい
きたい。

1．周囲の人を元気にするリーダーシップ
GE の元会長　ジャック・ウェルチの、「優れた

リーダーは、本人にエネルギーがあり、かつ、周
囲の人にエネルギーを与える」という指摘に私は
共感する。「周囲の人にエネルギーを与える人」と
いうのは、「その人と話していると、自分も元気に
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Point
❶  人々がリーダーのビジョン実現に向けて喜んで協力するようになるには、ビジョン自体の魅力に加

えて、リーダーへの共鳴が欠かせない。
❷  人間に対する深い理解と愛情に基づく正しい倫理観を持つことが、リーダーが部下をやる気にさせ

る鍵となる。
❸  渋沢栄一が優れたリーダーたり得た基礎は『論語』や『孟子』によって培われた儒教倫理にあり、

その経営観にはドラッカーも注目し、絶賛している。
❹  筆者なりの一種の正義感が、社内外の共鳴と協力を得る力となり、存外の成果に結びついた体験を

事例として紹介する。
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なってくるような人」であろう。エネルギッシュ
なリーダーは周囲の人に元気を与えることが多い
ので、自然と人が集まってくるものである。しか
し、「本人はやたらエネルギーが高いけれども、周
囲の者はやる気を無くする」というリーダーも、
例外的にではあるが存在する。こうした「部下の
モチベーションを下げるリーダー」に共通するも
のは、いったい何なのであろうか。

ピーター・ドラッカーは、部下のモチベーショ
ンを下げるリーダーには真摯な倫理観が欠如して
いると指摘する。「部下はリーダーの失敗を大目に
見ることもあるが、リーダーが不誠実であれば決
して許さない」という彼の言葉は、倫理観に裏付
けられた誠実なリーダーシップの重要性を物語っ
ている。

ドラッカーはまた、儒教倫理を特に重視してお
り、「儒教はリーダーの守るべき最も素晴らしい、
最も持続性のある倫理である」とまで述べている。
中国の春秋戦国時代（BC．8 〜 3 世紀）には、諸
子百家と呼ばれる多くの思想家が輩出した。儒教
の祖である孔子やその教えを継承した孟子もその
ような思想家であり、人間（特にリーダー）の持
つべき倫理を説いた。この時代には、孫子など「兵
家」の学問が流行し、敵に勝つための戦略・戦術
を教えて大陸内の諸国から引っ張りだこであっ
た。現代の日本でも、ハウツー的な経営書が書店
でかなりのスペースを占めているが、それと同じ
風潮が紀元前の中国にあったことは興味深い。孔
子や孟子は、このような時代の空気に背き、倫理
という精神面を重視して諸国を遊説していたので
ある。

ドラッカーはその儒教の体得者である渋沢栄一
に注目し、「経営の社会的責任を論じた人物の中で、
渋沢の右に出るものを知らない」と絶賛している。
その上、「私の書いた『マネジメント』の全巻を貫
く思想は、結局、渋沢栄一が喝破した＜経営の本
質は責任に他ならない＞という主題に尽きる」と
まで語っている。渋沢栄一はご存じのとおり、明
治維新から昭和初期にかけて活躍した実業家であ

り、慈善家であり、日本近代化の功労者でもあ
る。彼は、第一銀行をはじめ 500 余の企業を興
し、障害者教育を主目的とする東京養育院をはじ
め 600 余の慈善団体を創設した。しかし、渋沢栄
一は、同時代人が評し彼自身も認めるように、商
才のある人でも、実務に精通した人でもなかっ
た。それにもかかわらず、多くの事業を成功に導
くことができたのは、彼の思想に共鳴し、彼の人
格を尊敬する優れた実務家たちが彼の配下にはせ
参じ、各人の能力で渋沢の理想を具体的に実現し
たからである。渋沢は大著『論語講義』を著した
ことでも知られ、幼少時から『論語』や『孟子』
に親しんできた。自身もその著書『論語と算盤』
の中で、「論語は算盤（経営）の基礎である」と書
いているが、論語は彼自身の基礎でもあった。多
くの人々が渋沢に惹きつけられたのは、彼本来の
旺盛なエネルギーが、彼の慈愛に満ちた倫理観を
通して、周囲の人々の心に勇気と活力を与え続け
たからに他ならない。

私も時々、『論語』を引っ張り出しては読んでい
る。孔子が最も重んじた「仁」という徳の意味は
深いが、あえて簡単に「真心と思いやり」と説明
することもできる。そして、渋沢栄一の伝記を読
んでいくと、彼の生涯が「仁」一筋であったこと
に気付かされる。論語の中に、「ただ仁者だけが本
当に人を愛すことができ、かつ、心から人を憎む
ことができる」（里仁篇）という言葉が出てくる。
仁者とは思いやり深い人であるのに「人を憎むこ
とができる」というのは矛盾した言葉のようであ
るが、こうした矛盾が考えるきっかけを与えてく
れて、私が論語を好む理由の一つになっている。
この言葉の場合も例外でなくさまざまに考えてみ
た。その結果、「仁者は、人間の悪を利己的感情か
ら憎むことはないが、思いやりと社会正義の立場
から真に悪を憎んで対決することができる」とい
う理解に達した。

2．不正義を憎んで戦った筆者と仲間
組織を率い目標達成のためにまい進する中で、
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リーダーがその倫理観や正義感を問われる局面は
多々ある。渋沢栄一とは比べるべくもないが、筆
者の体験の中からそうした局面の一つを紹介した
い。

前回は、「量を売るための生地売り化」というビ
ジョンをつくり、それを武器に、K トリコット社
を東レの顧客として迎え入れることができた私の
体験を紹介した。その後も、このビジョンに基づ
いていくつかの顧客を獲得していったが、80 年代
に入ると薄地トリコットの業界に異変が生じ始め
ていた。大阪の B 社が、他の原糸メーカーの後押
しを得て、市場を席巻するようになったのであ
る。B 社は東レ以外の原糸メーカー 5 社から薄地
トリコット用に不可欠な分繊糸という特殊糸を安
価に仕入れて生地をつくり、極端な安売りによっ
て販路を拡大していた。特殊糸を安価に仕入れる
ために、B 社は原糸メーカーから大量仕入れの報
奨を受け取り、その一部を何とメーカーの担当者
個人のポケットに返すという禁じ手さえも行って
いるというのである。顧客からこのうわさを聞い
た時に、私はわが耳を疑った。

他の原糸メーカーと癒着する B 社を敵に回し、
東レは生地の価格競争を余儀なくされた。ところ
が、価格競争は相手の方が強い。各メーカーは東
レの糸の原価より安い値段で、B 社に原糸を売っ
ていたからである。生地の価格は見る見るうちに
下落し、採算を重視する東レのシェアは縮小し続
けた。当然のことながら、東レの工場稼働率も低
下していた。このような苦しい状況下で、私は課
長職となったのである。

昇任後のある日、かの B 社の社長から私に電話
があった。「課長昇任おめでとう。これからは東レ
の糸も買ってやるから、お互いのために、もうけ
んかはやめようや」と言うのである。私は、「原糸
は買っていただく必要がありません。これからど
ちらが勝つか、決着をつけましょう」と答えて電
話を切った。失礼千万な話である。「甘く見られて
いるな」と、私は悔しくてしようがなかった。若
輩課長の私なら、売上を回復したい一心で、簡単

に B 社の軍門に下ると見くびられたのである。
見くびられた悔しさの感情が落ち着いた後で私

の心に湧き起こったのは、いささか口はばったい
が前掲の「悪を憎む」感情だった。仁者を自称す
るつもりはないが、心から大切に思っている部下
や業界を、汚濁に満ちたビジネスから守りたいと
いう気持ちには強いものがあり、「他原糸メーカー
と B 社の癒着を心から憎んで、徹底的に戦うべき
だ」と決意した。問題はどのようにして戦うかで
ある。ビジョンや戦略もなく B 社との価格競争を
ずるずると続けても、際限なく赤字を垂れ流すこ
とは確実だ。何か妙案はないだろうか。考えあぐ
ねていると、入社以来親しくお付き合い願ってき
た商社 M 社の N 氏から電話をいただいた。N 氏
の声を聞きながら、私は彼と連携することを決意
した。N 氏が北陸産地に影響力の大きい人物であっ
たことと、彼との長いお付き合いの中でその誠実
な人格を、私は尊敬していたからである。

その日の課内会議で、B 社との電話応答を部下
に話し、「断固戦って悪に勝つ。そのために、私は
明日、金沢に行く」と宣言した。なりたての課長
が一人興奮して商売を「善と悪」で割り切ってい
ることが、課員には不安そうだった。課内のその
ような空気に気付きながらも私は、「業界を悪から
守るためにも、M 社と組んで正義の同盟軍をつく
るしか道はない」と、なおも重ねて善悪の話をし
た。たまりかねた課員からは、「悪だと言っても B
社は手ごわい」「M 社は原糸メーカー各社と取引
があるのだから、東レだけの味方になるはずがな
い」等々の悲観論が噴出した。

それに対して私は、「腹を割って話し合えば、必
ず連携してくれる」と自説を主張し続けた。N 氏
との交友関係を背景にした確信が私にあったから
だが、課員の目には、危なっかしいものに映って
いたと思う。それでも、悪を憎む私なりの倫理観
が私の体内にエネルギーをもたらし、それが課員
にも伝染したのであろうか。「よし、新課長を先頭
に立てて全国制覇しよう」と、一人が言い出し、
会議の最後には皆も賛成してくれた。全課員の同
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意を得て私は大いに勇気づけられた。
M 社に乗り込んだ私は、「東レ・M 社連合軍で

不正を業界から一掃し、先輩から受け継いだ業界
を再びクリーンにしなくてはわれわれの恥だ。正
義の戦いは必ず勝つ」と、熱意を込めて話した。
今になって思えば、青臭くて一本調子で独りよが
りな演説調であったが、全員が私の言葉を、終始
真顔で聞いてくれた。後で聞くと「正義だの善悪
だの、聞きなれない話だったのでただただ驚いた」
のだそうである。

驚きながらも、メンバーは私の言葉に共鳴して
くれ、私が持参した戦略案をたたき台に、2 日間
にわたり会議室にこもって検討を進めた。そして、

「北陸産地の薄地トリコット用の特殊編み機を、す
べてわれわれの連合軍の傘下に収め、編み立てた
生地を東レが買い上げ、東レ・M 社共同で販売す
る」という基本戦略で合意した。その日から数か
月間、M 社の担当者が北陸三県を駆けずり回った
結果、ほとんどのニッターを傘下に収めることが
できた。他原糸メーカーと B 社の傘下にあった
ニッターをドミノ倒しのように次々と連合軍傘下
にくら替えさせることができたのである。皆の惜
しみない努力のたまものであったが、加えてモノ
を言ったのは、前回述べた K トリコット社と東レ
の取り組みが順調に伸びていることを聞き知って
いた各ニッターのわれわれに対する信頼感で 
あった。

この作戦が進捗するにつれて、B 社傘下のニッ
ターが急激に減り、私の部下が全力で拡販に努め
たこととあいまって東レの販売量は面白いように
拡大した。そして M 社との共同作戦を開始した約
1 年後に、B 社は行き詰まった。B 社の倒産で被害
を受けた商社群からの追及にさらされた各原糸

メーカーは、不正の存在に気付いたこともあって
この業界からほぼ撤退し、薄地トリコットの東レ
のシェアは 90％を超えるまでになった。「全国制
覇」を決意した課員の声が、現実のものとなった
のである。

大切な部下と業界を汚れたビジネスから守りた
いという気持ちと、「ビジネスはクリーンでなくて
はならない」という、東レと私の共通する倫理観
がその時の私に力を与えてくれていた。そうした
私なりの信念に基づくエネルギーが人々に伝染し
たことによって、私の実力をはるかに超える成果
が実現できたように思う。

なお、本稿では儒教倫理について多くの字数を
割いたが、儒教倫理の優位性を強調したいのでな
いことは、念のためにお断りしておく。何に基づ
く倫理観であれ、追い詰められた困難な状況の中
で、判断や行動の軸として個人をしっかり支える
ものが重要だと言いたいのである。

また、上記体験を中心に 1986 年の東レ社内の
マーケティング報告会で発表させていただいたこ
とも申し添えたい。
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