Se r vant Le a d e r s h i p

サーバント・リーダーシップを

発揮する企業

ヤマト運輸の生みの親である
小倉昌男さんは、
﹁人にして欲しいと思うことをせよ﹂

ヤマト運輸の志

サーバント・リーダーシップの

根本は︑
﹁奉仕したい﹂
﹁支援した

い﹂という人への思いやりや人間

愛です︒東日本大震災後︑多くの

人が自然とサーバント・リーダー

シップを発揮しました︒個人だけ

でなく︑企業においても︑サーバ

ントな発想で行動している会社が

あります︒

先日︑ヤマト運輸の瀬戸会長の

講演を聞きました︒震災後の四月

に︑宅急便一個につき十円を寄付

することにしたのです︒十円と聞

という黄金律を
ビジネスの中で実践してきました。

くと︑わずかな金額だと思われま

すが︑今年の一月時点で一二〇億

それが時間別の配達であり、
クール宅急便なのです。

円という金額がすでに寄付されて

いるのです︒三月末までには一四

竹田嘉文＝イラストレーション

S i gns of the times 20 1 2 / 5 教養・人間関係

21

Vo l . 3

〇億円になるそうで︑これは︑な
んとグループの年間純利益の四〇
％にあたるというのです︒

的なことです︒

しかも︑こういった出来事がい

くつもの場所で同時多発していた

のです︒そして︑この時に社員た

〇億円が税金に取られてしまうの

す︒ただ普通に寄付をすると約五

業︑林業の復興に使われるそうで

経由して︑東北地方の農業や水産

った︒上司や本社への報告も皆無︒

﹁会社の機材を現場が勝手に使

が掲載されました︒

マト運輸に関して次のような記事

二月一九日の日経新聞には︑ヤ

まり涙を流したと告白しています︒

った木川社長は︑驚き︑感動のあ

当然タダ働きです︒このことを知

事ではなくボランティアですから︑

している状況ではありません︒仕

です︒もちろん上司や本社へ報告

ちは会社の機材を勝手に使ったの

です︒少しでも多くのお金を被災

タダ働きだから売り上げにもなら

当然︑厳罰どころか︑彼らを誇り

﹁何でもやる。
やらせてくれ﹂

地に届けたい︒そこで財務省と交

ない︒ふつうなら規則違反で厳罰﹂

ヤマト運輸がヤマト福祉財団を

渉をしたといいます︒

輸の志を知った応援団がどんどん

る一方でした︒しかし︑ヤマト運

法律だから何ともならない﹂と断

向き︑救援物資の配送をさせて欲

ではヤマトの社員が役所にまで出

話です︒震災発生の数日後︑地元

の支援に社員が自発的に行動した

のあるサイトのインタビューで︑

のでしょうか︒インターネット上

どうして︑こんなことができる

に思ったのです︒

増えてきたのです︒そういった人

しいと願いでたのです︒自分も被

木川社長は︑
﹁それはヤマト運輸

これは︑東日本大震災の被災地

たちの支援もあって︑寄付金をな

災者なのに︑
﹁何でもやる︒やらせ

のＤＮＡだ﹂と言います︒

当初︑財務省は︑
﹁志はわかるが︑

んと全額︑被災地に送る仕組みが

てくれ﹂と直談判したといいます︒

ＤＮＡ

できたのです︒これは本当に画期
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ヤマト運輸 社訓
一、ヤマトは我なり
一、運送行為は委託者の
意思の延長と知るべし
一、思想を堅実に礼節を
重んずべし

ないのです︒本社が現場を全部コ

ントロールをすることなど到底で

きません︒
﹁どんどん自発的に考

えてやりなさい﹂と現場に権限を

渡しているのです︒

自発的に動いた社員を支援する

ために︑会社もすぐに動きました︒

東日本大震災からわずか十二日後

の三月二十三日︑ヤマト運輸とし

て︑被災地支援の組織を作りまし

た︒トラック二〇〇台︑人員五〇

〇人の﹁救援物資輸送協力隊﹂を

ＤＮＡを発揮する社員を会社は

これがヤマト運輸の社訓です︒

我なり﹂とは﹁一人ひとりが会社

全力で支援したのです︒社員一人

編成し︑食糧や生活用品などの救

の代表である﹂という意味です︒

ひとりがサーバントであり︑会社

これが社員に浸透しＤＮＡとなっ

ヤマト運輸の従業員数はグループ

もサーバント・リーダーシップを

援物資を運んだのです︒

全体では一七万人です︒ところが

発揮していると言えます︒

ているというのです︒
﹁ヤマトは

本社の人員はわずか三〇〇人もい
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ができるような会社にすることを

小倉さんは﹁サービスが先︑利

﹁お客様へのサービスは第一線
はない︒社長は一円も稼がない︒

益は後﹂という考え方を徹底しま

考える﹂

こういったサーバントなＤＮＡ

だから︑第一線の社員が社長と同

した︒優先順位を明確にすること

の社員がやる︒社長がやるわけで

はどうやって生まれたのでしょう

じ考えで︻サービスが先︑利益が

源流

か︒私は故・小倉昌男さんに源流

的︑自立的な労働︼ってこ

い労働︼ってことは︻自発

﹁
︻命令しない︑監督しな

けです﹂

なきゃいけないと思ったわ

監督をしない労働を実現し

した︒そうしたら︑命令や

スの勝負が決まると考えま

こさないかで︑このビジネ

員がやる気を起こすか︑起

方法を考える︒第一線の社

﹁社員がやる気の起こる

ように支援したのです︒

で︑従業員が迷わずに行動 できる

密度の
向上

後︼って思ってくれるような労働

良い
サービス

があると思っています︒
二〇〇二年に︑私は小倉昌男さ
んの勉強会に参加しました︒小倉
さんは宅急便を生み出した現在の

荷物の
増加
利益の
増加

ヤマト運輸の生みの親です︒小倉
さんは宅急便を発明した後も︑宅
急便サービスをどんどん進化させ
ました︒
﹁人にして欲しいと思う
ことをせよ﹂という黄金律をビジ
ネスの中で実践してきました︒そ
れが時間別の配達であり︑クール
宅急便なのです︒
勉強会で小倉さんはこう語りま
した︒

良い循環はサービスから生まれる
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う言葉を考えました︒全員で経営

きるか？ 私は︻全員経営︼とい

とです︒では︑どうしたら実現で
もに︑社内のコミュ ニケーション

員の能力を重視かつ評価するとと

するために︑年功序列を排し︑社

た考え方です︒

義へのアンチテーゼとして生まれ

過度な利益至上主義・株主至上主

化を目的とすべきである﹂という

会社を社会的存在ととらえ︑株

が中間管理者によって阻害されな
いよう管理階層をフラットにして

するんです﹂
サービスを向上させて顧客満足

基本的に︑細かく指示されると不

解しておくべきことは︑
﹁人間は

なることが必要です︒その時に理

を入れました︒障害者によるパン

小倉さんは障害者支援にも大変力

ーシップは本業にとどまりません︒

小倉さんのサーバント・リーダ

これは︑企業におけるサーバント・

バランス良く重視する考え方です︒

会・国家など社会全体への貢献を

顧 客・取 引 先︑あ る い は 地 域 社

ではなく︑従業員の働きがいや︑

主への利益還元のみを優先するの

愉快になり︑任されて自主的にや

の製造販売の
﹁スワンベーカリー﹂

リーダーシップの精神の具現化で

いったのです︒

らせてもらうと気持ちが良い﹂と

を設立し︑障害者の雇用と自立支

度を上げるには︑社員がやる気に

いうことです︒ですから︑経営の

あり︑ヤマト運輸はその実践企業

さなだ しげと
株式会社レアリゼ代表取締役社長︒
NPO法人日本サーバント・リーダー
シップ協会理事長︒サーバント・リー
ダーシップの普及を通じ︑日本を再生
し︑グローバルに通用するリーダーの
育成に力を入れている︒

だと思います︒

援を促進しました︒

最近生まれた﹁公益資本主義﹂

公益資本主義

目的や目標は明確に示すが︑仕事
のやり方は基本的に社員に任せ︑
もって当たらせるという﹁全員経

という言葉があります︒これは近

自分の仕事には自分自身が責任を
営﹂の方針は理にかなっているの

年の﹁会社は株主のものであり︑
経営は企業価値・株主利益の最大

です︒
小倉さんは﹁全員経営﹂を遂行
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