
自己の存在価値を高める
天明塾長講話

第６回 平成 28 年11月5日（土）～ 6日（日） 青森公立大学国際交流ハウス日程 場所

　急に寒くなりました、それと同時に、もう第６回、最終回
になってちょっとびっくりしているところでございます。よろ
しくお願いします。

どこに自分の存在価値
があるのか

　今の会社や仕事を通して、どうやって貢献していくか、
そこのところをもう１回考え直してみようということで、今日
はこういうテーマにさせてもらいました。
　自己の存在価値、俺の存在価値って何だ、どうやって自分
の存在価値を実現していけるのかを考えてみたいと思います。
　どこに自分の存在価値があるのか考えた時に、４つ。
１つは、家族の生き甲斐を実現する。２つ目、会社等を通
じて社会的課題を解決する。３つ目、後輩のより良い人生
をサポートする。そして、４つ目に、所属する地域や団体
の発展に貢献をしていく。今日は会社、後輩、地域に焦点
を当てて考えていきたいと思います。

会社を通じ社会的課題
を解決する

　会社って株式会社だけではなくて、いろいろな協同組合
があったりするけれど、会社って何だろう。会社というのは、
社会的課題の解決をするのが、僕は会社だと思っている。
社会で困ったことがある、社会で未整備のところ、社会で
市民が満足できていないところ、そこを解決していくのが
会社の役割ですよね。
　だから、僕らは会社に勤めている、勤めているというのは
形であって、会社に勤めていることを通して僕らはどんな社
会的課題を解決していくのか。解決しているのかということ
を、しっかり理解しておかなくてはいけない。言葉を換えて
みると、会社はどんな社会的価値を提供しているのか、だよ
ね。うちの会社はどんな社会的価値を提供しているんだろう。
社会的価値を提供しているということと、社会的課題を解決
しているということは、私は同じだと理解をしていますがね。

　これがあって、このために自分はどのように関わっていく
か。役割はそれぞれだろうけど、その役割を通して、どん
な社会的課題の解決、社会的価値を提供しているのか、
そこをピシッと結びつけておいてほしい。そこの結びつき方
がはっきりしていると、これは何よりも、この会社を通じて
更に、一層、この会社が提供する社会的な価値を高めて
いくために、今、何をしていったらいいんだ、どうすること
がこの社会的な価値を高めることにつながるんだということ
が明確になってくる。
　私は立志の中味、一番現実的には会社を通じて社会的
課題を解決することかなと思っているのね。いろいろある、
まちおこしとか。けれど、一番現実的で、一番時間的にも
費やしているのはここだから。
　その価値を、今、これをさらに社会的価値を高めていく
ために、俺自身がやることは何なんだ、さらに何をしていっ
たらいいんだと、自分の仕事を単なる作業として捉えるじゃ
なくて、作業ではなくて仕事なんだよ。仕事って何？仕える
ことだから。誰に仕えているの？誰にどんな役立ちを果たし
ているの？そう、仕えるということだね。
　大体、飲み屋に行くと、「いや、今日も残業でさ」とか、「まっ
たく明日も出張だよ」と、そういう話ばっかりじゃない。飲
み屋であまり建設的な話をしているのは少ないな。飲み屋
で、「うちの社会的価値はさ、俺はこうやって高めていこう
と思うんだよ」ってなったら世の中が変わるよね。そうして
いこう、そうしていこうよ。
　そのために、「あなたの会社が果たしている社会的価値は
何ですか」と言ったら、「これです」と。「どうやってその価
値を一層高めようとしているんですか」「こうこう、こういう
仕事のやり方でさらに高めてくと考えています」と、出てきた
らいいですよね。ぜひ、一つ、そこは考えてほしいと思います。
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後輩を支援していく
　会社の中、あるいは地域の場で、後輩のより良い人生を
サポートする。
　そうだよね、会社に入って２年、３年経つと新しい人が入っ
てくる。５年、10 年経ったらもっと増えてくるんですね。そ
ういう中で、やっぱり、人が人を育てる。僕らだって先輩の
お陰で、ここまで大きくしていただいた。そうだね。先輩
がいなかったら、社長がいなかったら、ここまで育っただ
ろうかと考えた場合、自分が誰をどこまで育てていったら
いいか。育てるというのは、ちょっと口幅ったいかもしれな
いけれど、彼にここまで成長してほしいと、具体的に、彼
にはここまでいってほしいよなと。
　仕事は何ですかとよく聞かれるけど、「部下を育てること
です、人を成長させることです」と言うけれど、その育てる
とか成長というのは誰に、どこまで。彼の能力は、彼の人
間性は、それをどこまで。そのために自分は今、こういうこ
とに取り組んでいると。一層、彼にはこういう点をサポート
してあげたいな、あげなくちゃいけないなと、これをしっか
り捉えておくことが大事だと思うんですね。

地域や団体の発展に貢献する
　地域とか自分が属しているＮＰＯとかで、どう貢献をして
いくかと。地域の青年会だとか消防団だとか、いろいろあ
るよね。それで、その消防団というのは、誰にどんな役立
ちを提供しているんだと、そのＮＰＯは誰にどんな役立ちを
提供しているのか、常に常に原点に帰る。そこのところを
持っていないと、流れちゃう。
　今日の会議、休んじゃおうかなとか、たまに休むのもいい
んだけれど、そのＮＰＯ、その団体は誰にどんな役立ちを
提供しているのか、いつもそれが頭にあると、その中で自分
自身がその活動にどう関わっているのか、繋がりを見ておく。
　例えば会計、ただの会計ではなくて、会計を通してそのＮ
ＰＯがやっている活動を支えているんだから、自分がいなかっ
たら回っていかないんじゃないかと。そういう地点で仕事をし
ていると、だんだん会計も、あるいは単なる事務と言われる
ことであっても、本質的な視点から、こういうふうにいったら
もっと良くなるよとか、このお金の使い方はちょっとおかしい
よなとか、こんな使い方をしたらもっと役立つな、高まるなと。
　どうか一つ、地域や団体については、その団体と自分の
関わり、しっかりとマッチングをしておいてほしい。家庭、

職場、職場の中で後輩の問題が出てきたからね。それか
ら地域。存在、存在価値。

自分のアイデンティティを
文章化

　さあ、そうすると、そういうことの中でそういうことをやっ
ていく中で、私の絶対的優位性は何か。他の誰にも負けな
い絶対的強みを持とうよ、作ろうよ。
　あなたの絶対的強みは何ですかと言った時に、なかなか
出てこない。絶対的強みはこれ、笑顔ですとか、何か今い
ちだね。笑顔とか、ちょっと好奇心を持っていますとか、
いつもほがらかとか。
　自分のアイデンティティを３行程度で表現する。私の特
技って何だろうなと思った時に、誰でもある、よく考えてみ
れば。私の場合は初心者に管理会計を分かりやすく教える。
これは本当に負けないと思うんだ。ややこしい会計、特に
管理関係の領域を誰よりも分かりやすく教えられるというの
が私の取り柄。会計で言うと、「生活者会計」「企業会計」「公
会計」「環境会計」という４つの領域を専門的に教えること
ができる、日本でただ１人の公認会計士。
　私の場合、これを20 年くらい使っていた、「『目に見えない
世界が目に見える世界を司る』という会計の原理に則り、より
良い生き方と会社の繁栄に奉仕をする」というのが、私のアイ
デンティティ。前にちょっとお話をしたと思うけれど、目に見え
ない世界が目に見える世界を司るというのは会計の原理なんだ。
だけど、そんなことを言っている人は誰もいない。誰もいない
けれど、私は先生から、会計の原理はこれしかないんだと、
こうやって教わって、私はそれ以来、本当にそうだと考えてる。
　誰でもある、自分にしかできないこと。この地域の中で
俺が最高とか、この町内では俺の右に出るやつはいないと
か。ちょっと幅を狭めて見ると、必ずあるよ。だから、ま
ず小さなところで自分をしっかり見つめる。それを少し広げ
ていく。日本一、世界一。

第６回 天明塾長－講話
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講師講話 自分が変われば周りが変わる
～価値創造のパラダイム～

講師 高 野 　 登 氏

人とホスピタリティ研究所代表

　こんにちは。皆さん、元気いいですね。長野県の若者よ
りも元気がいいなと、さっき後ろから見ていまして、ちょっ
とジェラシーを感じていました。

可能性の蓋をとる
　今、いろんな大学に呼ばれるケースが増えてきました。大
学３年生に呼ばれても、私は行きません。手遅れですから。
大学２年までは、私、喜んで飛んでいきます。その時に、こ
れから先、３年、４年の間に何をすればあなたの人生が変
わるか、一緒に考えようという時間を可能な限り取っています。
　でも、その時に伝えるのは、「あなたの人生だから、最
終的にあなたが自分で企てようよ。自分で自分の上にハー
ドルを勝手に乗っけるのは止めよう」。
　ノミのサーカスの話って、知っている人は多いと思います。
世界に何カ所かあります。ロシアは有名ですよね。ガラス張
りの箱の中にノミを入れておきます。ノミというのは結構ジャ
ンプ力があるんですね、50㎝くらいピョンと飛ぶんですよ。
そこに蓋をします。箱の 30㎝くらいの高さのところに蓋をし
て、そこにノミを入れておきます。必死に飛び上がるんです
ね。でも、飛び上がってもそれを超えられないですよ、蓋
があるから。３週間ぐらいやって、ノミがぴょんぴょん跳ね
るのを見ている。３週間経った時にこの蓋を外してみるん
です。ノミは 30㎝しか飛ばないんです。飛べないと思って
いるんです。そこには蓋がないのにね。
　エレファントシンドロームと全く一緒です。全く一緒なんで
す。小さな象の時に足を杭に結わえつけられました。逃げよ
うとすると叩かれる。そしてその杭が抜けない。これをずっ
と何年か繰り返して、自分の体は十分に大きくなっても、も
うその杭を抜こうとすらしない。抜けるわけがないと思い込
んじゃっている。
　この思い込みの力はどれだけ強いか。「どうせ私にはで
きっこない」とか、「どうせそんなことを聞いたって、これ
ができる人ってこういう人だよね」と言って、自己正当化を
して自分の可能性に蓋をして諦めてしまう人を、私は山ほど
見てきました。囚われから離れて自分の大事にしているこだ
わりを広げていく。これはリッツ・カールトンのパーソナル
ブランドを創る時の１つの方法なんです。「あなたの笑顔は
最高に美しいよね。その笑顔を磨いていって、もっと自分

の笑顔にこだわったらいいよ。大事にした方がいいよ。徹
底的にこだわってごらん。」、と１年間、徹底的に笑顔を磨
かせます。見事なブランドが出来上がります。「日本一、私
の笑顔はきれいです、と言い切れるくらいにやってごらん」、
やっちゃうんですね、できちゃうんです、蓋が取れているから。

人生、ど真ん中タイム
　そして、そういう中で、リッツ・カールトンの中で我々がやっ
てきたことと、実はリンクすることがいっぱいあるんです。
これは物事の考え方とか捉え方というものの１つなんですけ
ど、社会の中で人は出会っていくわけです。どこで、どん
な出会いがあるかというのは、その人、その人の人生で分
かりません。
　誰もが持っている時間軸、１日 24 時間。そして、日本人
の平均寿命よりちょっと長いですが、90 まで皆さんが生き
るとします。そうすると、皆さんの人生面積というのは 24
時間× 90 年ですよね。今、この辺で皆さんがリタイアする、
この辺で皆さんが仕事につく、そして朝の大体９時くらいか
ら働いて夕方の５までと、平均的な働き方で考えてみましょう。
　そうすると、これができます、こういう四角が。これは何
か、人生の中で働く時間帯ですよね。自分が働く時間帯。
これ、よく見るとあることに気がつきません？自分の人生の
ど真ん中に入るんですよね。自分の人生のど真ん中タイム
に人は働くことができるということです。人のために価値を
創り出すことができるということです。社会貢献する時間を、
ここで生かすことができるということです。人生、ど真ん中
タイムです。
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そして日本一へ
　どう生きたいか？何をしたいか？死ぬ時にどういう思いで
死んでいきたいか？その時に向かって我々は 60 年なり、80
年なり、90 年なり、100 年の時間を過ごしていくわけです。
そして、その中のど真ん中タイムは働いているということで
す。この１分、１秒をどう捉えるか。これをリッツ・カールト
ンの 460 人と真剣にディスカッションしたんです。
　自分の中の働く当たり前のレベルを、他の人の当たり前の
レベルに合わせてどうする？自分の中の当たり前のレベルは
自分で決めよう。他のホテルマンがこれで当たり前だったら、
リッツ・カールトンホテルマンの働き方の当たり前のレベル
は、せめてここら辺に持って来ようよ。他のホテルマンから
見たら、とんでもない働きをしているのが、我々にとって当
たり前の働きにしよう。
　それを５年半やったらどうなったか。日本一になりました。
日本一の評価をもらいました。特別のことをやったわけでも
なく、すばらしい研修があったわけでもなく、とんでもない
教育の仕組みがあったわけではないんです。皆が自分の当
たり前のレベルをどこまで上げることができるかと、他のホ
テルマンはあまり考えていないことを、自分の人生のど真ん
中タイムでやってみただけなんです。お一人様、１回限りの
人生を作っていくことができるのは、唯一、本人だけです
から。他の人は自分の人生の設計図を書いてくれません。
設計図を書く環境は与えてくれます。でも、書くのは自分で
す。そうですよね。

「おもてなし」という概念
　リッツ・カールトンが最も畏れてるのは、自分の社員にビ
ジョンなき仕事をさせること。これはリッツ・カールトン創

業者から、耳にたこができるくらいずっと聞かされた言葉で
す。リーダーが犯しうる最大の罪は、自分の大事なスタッフ
にビジョンなき仕事をさせることだ。これを聞かされたんで
す。何十回、何百回となく。だから、常に目的を明確にする。
自分の人生のビジョンと会社のビジョンがピタッと合ったと
したならば、幸せな人生が送れるんじゃないかと。このこ
とをずっと考え続けてきました。
　これが今度は日本に来て、大阪にホテルを開業することに
なった時に、このビジョンをどう伝えようかと結構迷ったん
です。そこで考えついたのが日本独特の感性であるおもてな
しなんです。人をもてなす、おもてなしの感性。これは実は
幅が広いんですよ。会社の中でのおもてなしがあります。リー
ダーにできる社員に対するおもてなしがあります。社員にしか
できないその会社に対するおもてなしがあります。このおもて
なしという言葉を大阪開業の時の軸にしようと考えてみた。
　そして出来上がったリッツ・カールトンのおもてなしの概
念は、全ての人との出会いに感謝することをもって、その人
の心にワクワク、生き生きとした思いを届けることをなす、
これがリッツ・カールトンのもてなす、おもてなしの原点です。
まず感謝がありますよね。全ての人との出会いに感謝をす
ることをもって、その人の心にワクワク、生き生きとした思
いを届けることをなす。

センターピンを捉える
　難しいことは何もやっていません。極めて当たり前のこと
をやっているだけなんです。でも、この当たり前のことを当
たり前にやっていない人が世の中にとても多いんです。
　これもリッツ・カールトンホテルの中で常に我々が話し合
いをしている部分になります。
　なぜ方向がずれてしまうのか。ずれているという表現が
正しいか、見えていないという表現が正しいか、難しいと
ころですけれども。
　センターピンを捉える働き方が見えていない。ボウリング
というゲームがありますね。ストライクを取る条件というの
がありますよね。センターピンを外してはいけないということ
です。センターピンを外しちゃうと、３本だったり５本だった
り、一番当たっても９本ですよね、ストライクが取れないです。
　リッツ・カールトンが一番センターピンを見失ったのはい
つかというと、日本一になった後です。皆、鼻がピノキオに
なっちゃったんです。日本一の評価をもらっちゃった。俺達
のやっていることは全部正しい、みたいな。来たお客さんが、

第６回 高野　登氏－講話
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皆、すごい、すごいと言ってくれるわけですね。そうすると
少しくらい手を抜いても、初めて来たお客さんは分かりませ
んから、いやあ、さすがリッツだねと言ってもらっているう
ちに、どんどんレベルが下がっていった時期がありました。
　そこで何をしたか。一計を案じて私は本を書きました。

「サービスを超える瞬間」という本、お陰さまで、これは
52 刷までいったんですけれどもね。この「サービスを超え
る瞬間」という本を書いて、これをお客様が読んでくれる
というよりも社員に読ませたかったんです。世界中のリッツ・
カールトン、このレベルで仕事をしているんだよと、大阪は
この程度でほめられたぐらいでもう喜んでいるわけ？本社の
人間がいつも言っているだろう、あなたには喜ぶ資格があ
る。ただし、３秒まで。あなたが頑張ったんだから喜んで
いいよ。ただし３秒間だけ。３秒過ぎたら次の新しい目的
に進もうと、いつも言っていたじゃないかと言っても、もう
その言葉すら、皆、忘れていたんです。
　この本を書かせていただいたら、大阪のおばちゃん達が、
これを抱えてリッツ・カールトンにやってきて、社員のサービ
スを見て、「あんた、それちゃうんと違う？ここにこう書いて
あるよ」とか言い始めちゃったものだから、ものすごいプレッ
シャーになって、泣きの手前のモードに入りましたけれどもね。
　それから、少し立ち直って、また再び日本一になりました。
このセンターピンを取れるという働き方が、自分の中の物
事を考える時の１つの指標になるとしたならば、じゃあ、こ
のセンターピンを見抜いていくものは何かというと、自分の
中の哲学なんです。自分のあり方なんです。自分はどうし
たいのか、自分はどんな価値を創りたいのか、自分がいる
ことの意味って何だろうということを、やっぱり会社の中に
いる時だけでなくて日常的に考えるということが自分の中で
習慣的にできる人、そういうセンターピンが世の中にいっぱ
いあることに気がつくんです。
　仮説を立てる力、自分は右利きだから当たり前のように
改札を通る時に右で切符を入れている人は、世の中の
１５％の人は左にあったらいいなと思いながら日々暮らして
いることに気がつかない人がいます。世の中の仕組みはマ
ジョリティー側にできていますから。でも、そういう時に自
分にとって当たり前のことが、もしかしたら他の人にとって
は当たり前ではないという仮説を立てたら、見えてくる景色
は違いますよね。その人のセンターピンは何だということを
考える。そうすると自分の幅も広がっていく。
　リッツ・カールトンの中でやってきたことは、実はこれし
かなかったんです。

　本当に今日はこういうご縁をいただいたことに心から感謝
を申し上げまして、今日の私から皆さんへのメッセージとさ
せていただきたいと思います。
　以上です。ありがとうございました。

塾生とのやりとり
（塾生）
　リッツ・カールトンの経営理念について、同調できない、
できなくなったスタッフに対して、どのような対応をされて
いたか教えてください。
（高野講師）
　実は、全部１つの流れが出来上がっているんです。つまり、
一番最初に人を採用する時、リッツ・カールトンは１人に対
して５人が面接をします。その５人が自分達の会社の働き
方、理念はこうなんですよと、我々はこんな思いで仕事をし
ていますよと、こういう勝ちをつくるために我々は皆、集まっ
ているんですよと、一緒にやってみたいですか、この理念
に賛同できますか、ということを５人が違うような表現で聞
いていきます。
　つまり何を申し上げたいか、入社する前にその人達、自
分達の理念に本当に心から心酔してくれるかどうかをチェッ
クするんです。
　よく人を採用した後で、うちの理念はこうだよと言ってベ
クトルを揃えようとしますよね。どれだけ大変かということ
です。採用して１年掛けてベクトルを揃えるんだったら、採
用する前に１ヶ月掛けてベクトルの揃った人を採用した方が
いいということです。これがリッツ・カールトンの考え方の
根本的な部分なんです。最初の段階で、ある程度のベクト
ルを揃えてしまいます。
　そして、まだ揃ってなかった部分は、中に入ってから我々
が毎日のように語り続けながら、リッツ・カールトンの理念、
哲学、働き方という話を毎日のようにします。そうすると、
その足りなかった部分がだんだん埋まっていって、皆が同
じ方向を向いて仕事ができる１つのチームが出来上がる。

第２部
・グループディスカッション
テーマ

「 自己の存在意義を高め、あおもりを盛り
上げていくためには」

・ラーニングバー
・死亡公告作成
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第６回の様子
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