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京セラ名誉会長

稲盛　和夫

1959年、27歳にして京セラを興し、46年後の今年、連結売上高1 兆1806億5500

万円の大企業に育て上げた稲盛和夫。凡人では理解のできない高邁な経営理論

の持ち主かといえば、決してそうではない。稲盛の経営哲学・経営手法は驚く

ほど平易である。1983年から始まった若手経営者を対象とした経営塾は、いま

や日本ばかりでなく、アメリカ、ブラジル、中国などへと広がっている。海を

越えて世界の経営者を惹きつける稲盛の魅力、それは平凡ともいえる言葉の中

に、経営の真髄が、人間社会の真理がちりばめられているからにほかならない。

経営に対する深い知識もないまま、27歳で会社を

興す。

いまや世界各国の経営者を前に企業理念や経営哲学を

説く稲盛和夫。彼が27歳で京都セラミツク（現在の京セ

ラ）を創業したとき、確たる経営理念や経営哲学を有し

ていたわけではない。第一、独立して会社を興すことさ

え、それまでの人生で夢想だにしていなかった。

稲盛和夫は1932年、九州の南端に位置する鹿児島市で

生まれた。人生で最も多感な10代から20代にかけて、稲

盛は立て続けに絶望感や挫折を味わう。2度にわたる中

学受験の失敗。死に至る病といわれた結核との闘い。大

学の薬学科をめざすが、これまた失敗。そして、ようや

く鹿児島大学工学部に滑り込む。

稲盛の挫折はさらに続く。大学卒業を控え、石油会社な

どの入社試験を受けるがことごとく不合格。当時の日本

は不況の中にあり、有力者のコネがなければ就職などと

てもできない時代だった。自暴自棄になった稲盛は、

「世の中には不公平と不平等が横行している。それなら

いっそ、義理人情に厚いといわれるヤクザにでもなった

ほうがましだ」と、繁華街にある組事務所の前を行った

りきたりしたほどだった。だが、母校の教授の紹介で、

何とか京都にある碍子会社に就職が決まる。

ところが、その碍子会社は経営不振で労働争議が頻発し

ていた問題だらけの会社だった。そこで稲盛はテレビの

ブラウン管に使う、絶縁用セラミックスの研究開発要員

に指名される。稲盛は試行錯誤を繰り返し、何とか新し

いセラミックスの開発に成功し、会社を支えるまでにな

っていった。

だが、その功労者ともいえる稲盛が突然会社を辞める。

稼ぎ頭となったセラミックス部門を技術部長の大学の後

輩に任せるから、稲盛には手を引けと会社が言ってきた

のだ。これには稲盛の部下や上司の製造部長までもが憤

慨し、「我々も退社するから新しい会社をつくろう」と

稲盛に強く働きかけた。さらには稲盛の才能に期待し、

経済的に支援してくれる者たちが現れた。こうして59年、

従業員28 名の「京都セラミツク」が誕生したのである。

経営の常識に捉われず、人間としての良心に従う。

会社がスタートすると、経営というものを知らず、経

済の知識や企業会計にも通じていない稲盛に、「これは

どうしましょう」「あれはどうしたらよいのですか」と、

部下たちがさまざまな案件の決裁を仰いできた。稲盛は

新製品の開発や生産、販売に関しては、何とかやれる自

信があったが、しかし資金繰りなど経営や会計の問題と

なると未知の分野である。何を基準に判断すべきなのか、

夜も寝られないほど思い悩んだ。そして、「事業を進め

ていくうえで理屈に合わないことや、道徳に反すること

を行えば、経営はうまくいくはずがない。自分には経営

の知識がないのだから、すべてのことを原理原則に照ら

して判断していこう」との結論をくだした。つまり、

「人間として正しいこと、人間としてのモラルに基づく

経営」を心に誓ったのであった。

稲盛和夫 氏
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稲盛はそれまで経営の常識とされるものに触れることが

なかった。それだけに経営とはいかにあるべきか、経営

の本質とは何かを考えるようになったのである。もし稲

盛が経営の勉強をし、少しでもその経験があったなら、

儲かるかどうかを判断基準にし、一生懸命働くというよ

り、妥協や根回しに精を出していたかもしれない。常識

を前提とした経営を行っていれば、同業他社と横並びに

なり、今日の成功はなかったであろう。そうした経験が

なかったからこそ、「人間として正しいこと、人間とし

てのモラルに基づく経営」にたどりついたのである。

一般に資本主義とは、金儲けのためには何をしても構

わない社会と思われがちだ。だが稲盛は「決してそうで

はない」と考える。資本主義はキリスト教の中でも倫理

的な教えの厳しい、プロテスタントの社会から生まれた

とされる。プロテスタントでは労働を尊び、生活を質素

にし、事業で得たお金を社会のために生かすことをモッ

トーとしていた。つまり「世のため人のために役立つこ

と」が倫理規範だったのである。

ところがその倫理観は経済の発展とともに希薄化し、い

つの間にか「自分だけがよければよい」という利己的な

ものに堕落していった。経済的な豊かさを求めるあまり、

社会的なモラルや正義感が軽視されるようになったので

ある。

しかしだからこそ、稲盛は「経営者は正義や公正さを追

い求めていく姿勢を失わず、誰から見ても普遍的に正し

い経営哲学を確立し、自らを厳しく律していかねばなら

ない」と考えたのだ。

経営の原点は「売上を最大に、経費を最小に」抑え

ること。

稲盛の経営哲学は「人間として正しいことを追及して

いく」というシンプルなものである。それだけに経営手

法もまた単純明快である。

稲盛は「売上を最大に、経費を最小に」することが経営

の原点であると固く信じている。経営者は誰でも利益を

追求するが、多くの経営者は売上を増加させようとする

と、当然経費も増えるものと思っている。そしてそれが

経営の常識になっている。しかし、会計の原理原則に照

らし合わせてみると、決してそうではない。売上を増や

していきながら、経費を同じか、減少させることが経営

の道理にかなうやり方といえる。そのためには知恵と創

意工夫が必要になると稲盛は説く。

「値決めは経営」というのも、稲盛経営学の要諦の一つ

である。京セラの創業当時、電子部品業界は新規参入が

多く競争が激しかった。そのため無名に近い京セラには、

いつも厳しい値下げ要求が突きつけられていた。しかし、

毎回値下げ要求に応じていたのではたまったものではな

い。そこで稲盛は営業部門に対し「値段を安くすれば誰

でも売れる。それでは経営が成り立たない。お客さまが

喜んで買ってくれる最大の価格で注文をとるように」と

繰り返し指示を出した。事業における収益源である売上

を最大限に伸ばしていくには、値段の付け方が決め手に

なる。値決めは経営の死命を決する問題であり、売り手

にも買い手にも満足を与える値でなければならない。そ

れは最終的には経営者が判断すべき重要な仕事であると

いうのが、稲盛の基本姿勢である。

企業は永遠に発展し続けなければならないのだから、贅

肉のない「筋肉質の経営に徹する」べきだというのも、

稲盛の主張である。京セラの創業時、稲盛は「機械や設

備は中古で間に合うのなら、それで我慢せよ」と言い、

現在ある機械をいかに使いこなすかを徹底的に考え、創

意工夫を凝らすよう社員を教育した。また、在庫の徹底

処分を行って資産のスリム化をはかり、固定費の増加を

抑えて、損益分岐点を下げ、結果として利益を増やし、

筋肉質の企業にしていったのである。

そして、何よりも稲盛らしいのは、「投機を行わない」

ことである。稲盛にとって投資と投機はまったく別のも

のである。投資とは、額に汗して働き利益を得るために、

必要な資金を投入することである。それに対し投機は、

労せずして利益を得ることであり、「経営者が行っては

ならないもの」だと言うのである。日本の経営者の多く

は、80 年代後半に発生したバブル景気に踊らされ、財テ

クという名の投機に走った。そのバブルは当然のごとく

崩壊し、会社の根幹を揺るがすような被害をもたらした。

それは「経営者が自ら働いて得る利益を尊ぶという原理

原則を無視した当然の結果」と稲盛は見る。「投機は何

ら創造的な活動でないにもかかわらず、人々を熱中させ

る魔力を持っている。その魔力に負けて社員を不幸にさ

せてはならない。経営者はあくまで自分の原理原則を堅

持しなければならない」というのが稲盛の基本姿勢であ

る。

このように稲盛の経営手法は誰が聞いても理解できるも

のであり、その明快さゆえに多くの若手経営者を惹きつ
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けているのである。

仕事や人生で最も大切なことは、素晴らしい「考え

方」を持つこと。

京セラには稲盛の経営哲学をまとめた「京セラフィロ

ソフィ」があり、稲盛はそれを社員と共有することに力

を注いできた。その「京セラフィロソフィ」の中核をな

すのが、「人生の方程式」である。

人生の方程式とは、「人生・仕事の結果」＝「考え

方」×「熱意」×「能力」というものである。この方程

式の3つの要素のうち、「能力」は多分に先天的なもので

ある。両親から授かった知能や運動神経、健康などがこ

れに当たり、これには個人差がある。「熱意」は「努力」

と同義語で、覇気のない人間から懸命に努力する人間ま

で、これも個人差がある。そして、稲盛が最も重要視す

るのが「考え方」である。「能力」と「熱意」は点数で

表すと、0点から100点になるが、「考え方」は悪い考え

方から良い考え方まで、－100点から＋100点まで大きな

振幅がある、と稲盛は説く。

例えば、知能、健康に優れ「能力」が90点の人が、己

を過信し「熱意」が30点なら90×30＝2700点ということ

になる。ところが、「能力」は60点だが「熱意」が人一

倍で90点の人は60×90＝5400点となり、「能力」の高い人

を「熱意」で上回ることができる。それゆえ稲盛は創業

以来、社員の｢熱意｣を最大限に高める組織づくりに力を

注いできた。

そして最後に「考え方」を掛けるのだが、それがマイナ

ス点だと無残な結果になってしまう。この「考え方」こ

そが人生を左右するキーポイントであり、たとえどんな

に「能力」や「熱意」があっても、世をすねていると人

生の総決算ではマイナスになってしまう。「考え方」と

は、「心構え」や「哲学」のことだが、「その重要性に気

づいている人は、残念ながら非常に少ない」と稲盛は指

摘する。

性善説を信じる稲盛にとって、人間は生まれながらにし

てよい性格をもった存在である。だからこそ迷ったとき

に判断の基準となる哲学が必要になる。そして、「普遍

的に正しい『考え方』、素晴らしい『哲学』をもつこと

により、すべてがプラスに転じて、素晴らしい人生を送

ることができる」と固く信じている。

無私の心で電気通信事業に参入する。

稲盛の経営哲学、生き方そのものを象徴する出来事と

いえば、DDI（現在のKDDI）を設立し、電気通信事業

に参入したことである。日本では長い間、電気通信事業

は官営の電電公社に独占されてきたが、85年に民営化さ

れ、長距離通信事業への新規参入が認められるようにな

った。以前から日本の通信料金は国際的にみてあまりに

高いと感じていた稲盛は、国内の大企業がコンソーシア

ムをつくって参入し、長距離電話料金を下げてくれるだ

ろうと期待していた。しかし、誰も手をあげようとしな

い。稲盛の心の中に、果たして大企業が民営化によって

誕生するNTTに正面から戦いを挑み、身を削る思いで経

営の効率化を行い、国民のために長距離電話料金を安く

してくれるのだろうか、という疑問がわいてきた。そし

てついに「京セラには創業以来、積み立ててきた手持ち

資金が1500億円ある。そのうち1000億円を使わせてほし

い」と取締役会に申し出た。こうして無謀ともいえる電

気通信事業への進出が決まったのである。

民営化時のNTT は、年間売上高4 兆円あまり、社員33

万人のガリバー企業であり、明治以来の通信インフラが

全国津々浦々に張り巡らされていた。対する京セラは売

上高2200億円、社員1万人。しかも、ゼロからのスター

トである。まさに巨象とアリであり、京セラは槍一本で

風車に立ち向かうドン・キホーテのようなものであっ

た。それだけに世間の見る目も冷ややかだった。

そこで稲盛の自問自答が始まる。｢自分の行動は世間

に自分をよく見せるためのスタンドプレーではないか｣

｢自分の名を残したいという私心がありはしないか｣｢国

民の利益のためにという動機に一点の曇りもないか｣と

いうことを、6ヵ月間、毎晩欠かさず寝る前に考え続け

たのである。そして、｢動機は善であり、私心はない｣こ

とを確かめ、事業に乗り出したのである。

ところが、いざ蓋を開けてみると京セラのほかに2社

が名乗りを上げた。しかも、DDIは他の2社に比べ圧倒的

に不利な状況下にあった。しかし、営業を開始すると前

評判の低かったDDIが、最も優れた成績を残し先頭を走

り続けた。この差はいったいどこにあったのだろうか。

それは｢心のあり方、考え方の差｣であり、｢純粋な気持

ちで電気通信事業に取り組んだからだ｣と稲盛は言う。

さらに、「企業が持つべき思い、理念、哲学とは、誰か

ら見ても正しく、善きことでなければならない、それは
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自分にとってではなく、他によかれと願う心、『利他』

の心である」と述べている。

2000年10月、稲盛はDDIと、日本最大の国際通信会社

KDD、首都圏を営業エリアとするIDOを合併させ、

KDDIをスタートさせた。KDDIはその後も順調に業績を

伸ばし、2005年3月期の連結売上高2兆9200億円という巨

大企業へと成長したのである。

さらなる「利他」の実践に向けて。

こうした稲盛の経営姿勢は全国の中小中堅企業経営者の

共感をよび、稲盛の考え方を学ぼうという勉強会｢盛和

塾｣が83年から始まった。きっかけは80年の京都青年商

工会議所における講演だった。その席で若手経営者から、

どうしたら成功できるのか、我々にもぜひ経営を教えて

ほしいと懇願された。時間がないと断るが、熱心に何度

も懇願され、稲盛を囲む勉強会がスタートすることにな

った。するとその噂を聞きつけて、大阪の経営者たちが

我々にも教えてほしいといってきた。こうした動きが各

地で起こり、「盛和塾」はいわば自然発生的に全国へと

広がっていった。

盛和塾は稲盛がボランティアで始めた経営塾だが、「経

営ノウハウを伝授するつもりはない」というのがその方

針である。それは稲盛が「企業経営はトップがもつ哲学、

理念によって大きく左右される」と考えているからにほ

かならない。だから稲盛は自身の経営哲学について、経

営の本質について熱く説く。稲盛が説く経営の要諦が、

後に掲げる「経営12ヵ条」である。

盛和塾はいまや日本国内を中心に57塾、塾生は3623名

（05年4月現在）を数えるに至っている。海外でもアメリ

カ、ブラジルなどで開催され、中国でも盛和塾の中国版

ともいえる｢日本経営哲学研究会｣が、江蘇、天津、山東

の各地で設立されている。

「利他」の心から発した稲盛のボランティア活動は、も

ちろん盛和塾だけではない。70年代中頃から始まった子

供たちを海外に招待するツアーもそのひとつだ。これは

感受性が鋭く社会を無垢な目で見られる時期に、他国の

文化と接して世界的な視野から物事の判断ができる人間

になってもらいたいとの思いからはじまったものだ。こ

のツアーは日米の子供たちがお互いの国を訪問するもの

で、約4半世紀にわたり続けられた。そして97年からは、

中国の子供たちを対象にした「中国少年友好交流訪日団」

が実現した。2004年は広東省東莞市と貴州省貴陽市の子

供たち40名が来日し、8泊9日にわたり日本の生活や文化

に触れたのである。また、中国を対象とした社会貢献活

動では、01年に「稲盛京セラ西部開発奨学基金」を設立

し、毎年、西部地区12大学の経済的に困窮している学生

360名に対し、資金面での支援を行っている。こうした

中国での稲盛の活動に対し、2004年4月には中日友好協

会より「中日友好の使者」の称号が、同年6月には光明

日報社が主宰する第1回「光明公益賞」の「最優秀個人

賞」が贈られたのである。

「利他」の心を語る稲盛の言葉は、誰にでも理解できる

やさしいものである。しかし、「利他」の心がもてるか

どうかは、先に触れた「考え方」如何にかかっている。

稲盛は人生の心構えについて次のように述べている。

「波乱万丈の人生、どんな苦難や逆境に遭遇しようと、

恨まず、嘆かず、腐らず、明るくポジティブに人生を受

け止め、素直に努力すればよい。どんな運命に対しても、

感謝の念を持ち、前向きに生きていくなら、道は必ず開

けていくものだ」と。

稲盛和夫企業経営の要諦｢経営12ヵ条｣

経営とはシンプルであり、その要諦さえ会得していれば

決して難しいものではない。その要諦を12にまとめたも

のが「経営12ヵ条」である。

事業の目的・意義を明確にする

―公明正大で大義名分のある高い目的を立てる―

具体的な目標を立てる

―立てた目標は常に社員と共有する―

強烈な願望を心に抱く

―潜在意識に透徹するほどの強く持続した願望を持つこと―

誰にも負けない努力をする

―地味な努力を一歩一歩堅実に、たゆまぬ努力を続ける―

売上を最大限に伸ばし、経費を最小限に抑える

―入るを量って、出ずるを制する。利益を追うのではない。

利益は後からついてくる―

値決めは経営

―値決めはトップの仕事。お客さまも喜び、自分も儲か

るポイントは一点である―

経営は強い意志で決まる

―経営には岩をもうがつ強い意志が必要―
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燃える闘魂

―経営にはいかなる格闘技にも優る激しい闘争心が必要―

勇気をもってことに当たる

―卑怯な振る舞いがあってはならない―

常に創造的な仕事をする

―今日よりは明日、明日よりは明後日と常に改良改善を

絶え間なく続ける。創意工夫を重ねる―

思いやりの心で誠実に

―商いには相手がある。相手を含めて、ハッピーである

こと。皆が喜ぶこと―

常に明るく前向きに、夢と希望を抱いて素直な心で

稲盛和夫

1932年、鹿児島市生まれ。55年、鹿児島大学工学部を卒

業、京都で就職。59年、京都セラミックス（現在の京セ

ラ）を設立し、社長、会長を経て、97年から名誉会長。

84年、DDIを設立し、会長に就任。2000年、KDD、DDI、

IDOの合併によりKDDIを設立、名誉会長に就任。01年

より最高顧問。84年に私財を投じて稲盛財団を設立し理

事長に就任。国際賞「京都賞」を創設し、毎年、人類社

会の進歩発展に功績のあった人々を顕彰している。また

ボランティアで、国内海外57ヵ所、3623名の若手経営者

の集まりである経営塾「盛和塾」の塾長を務め、経営者

の育成に心血を注いでいる。97年、臨済宗妙心寺派円福

寺で得度を受ける。


