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持ち味　語録　　【経営者・経済人】	

!  松下幸之助（松下電器産業創業者）	

"  偉人のやり方をそのまま真似るというのではなく、それにヒントを得て自分の持ち味に合わせたあり方を生み出さねばなら
ないと思う。	

"  長所も短所も天与の個性、持ち味の一面。うぬぼれず嘆かず大らかにそれらを活かす道を考えたい　	

"  万物は全部違うもので、みな持ち味が違う。それをお互いに認め合わないといけない。 

"  人間はみな持ち味が違う。枠をはめたらその人の持ち味が消える。	
"  人間というものは、自分の天分、持ち味を生かし切るとき、初めてほんとうの生きがいや幸せというものが味わえる。 

"  人間としての生き方はみな異なるものだと思いますが、自分に与えられた「持ち味」(天分)を生かし、自分が責任をもって果

たさなければならないつとめ(使命)を自覚し、やり遂げること。これこそが人間としての成功と呼べるものではないでしょか。
つまり、人間として成功かどうかの基準は、社会的な地位や名誉や財産ではなく、自分に与えられた「持ち味」(天分)、使命
を十分に生かすか、生かさないかというところにあると思います。 

　　地位や名誉や財産はどんなに努力しても全員がえられるものではないでしょう。しかし、自分の「持ち味」(天分)を生かそう　　	

　　として、人生を生きることは考え方によっては全員が可能だと思います。自分の「持ち味」(天分)を生かそうとして生きている	
　　人は、地位や財産があろうとなかろうと、いつもいきいきと、自分の喜びはここにあるのだという自信と誇りをもって、充実し	
　　た人生を送ることができると思います。そういう人が多ければ、豊かな活力が生まれ、力強い発展がもたらされるのではな	

　　いでしょうか。 

　　最近は、昔に比べれば生活が豊かになったにもかかわらず、不平や不満、不安に悩む人が多くなったと言われます。 
　　その原因として、人間の成功をどのように思うかが関係しているように思います。地位や名誉や財産に重きを置き過ぎて、　	
　　自分の独自の「持ち味」(天分)を生かし、使命に生きることの大切さが忘れられている傾向があります。それが不満や悩み	

　　を増やしているのではないかと思います。 

　　人生や人間としての成功を、自分の「持ち味」(天分)を生かすことにあると考え、それを求めていくことによって、不満や悩み　	
　　の解消に役立ち、個人としての生きる喜びも、社会全体の発展や繁栄も、より高いものになると思います。	

"  適材適所を実現していくためには、やはり個々の人の持ち味というものをあるがままに見るところから始めなくてはならな
い。	
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持ち味　語録　　【経営者・経済人】	

!  松下幸之助（松下電器産業創業者）	

"  家康は日本の歴史上最もすぐれた指導者の一人であり、その考え方なり、業績に学ぶべきものは多々ある。しかしだから
と言って他の人が家康の通りにやったらうまくいくかというとそうではない。むしろ失敗する場合が多いと思う。と言うのは、

家康のやり方は家康という人にしてはじめて成功するのであって、家康とはいろいろな意味で持ち味の違う別の人がやっ
ても、それはうまくいかないものである。	

!  本田　宗一郎（ホンダ創業者）　	

"  一人ひとりの力は、よその企業と変わりはないが、一人ひとりの得手や持ち味を出し合い、それが一つになって、これだけ
伸びてきたと思うんです。	

"  人生は“得手に帆あげて”生きるのが最上だと信じている。 

!  ＰＨＰ総合研究所主任研究員 佐藤悌二郎 
"  人は性格も考え方も能力もさまざまである。なかにはどうしてもソリの合わないということもある。そうなると、楽しく仕事が

できない。必然的に能率も上がらないし、人も活かされないということになる。また、頭のいい人ばかり集まっても必ずしもう
まくいかない例もある。よって、社員の採用や配置に当たっては、さまざまな才能、持ち味を持った人を採用し、組み合わ

せに配慮しつつ、適材を適所に配置していくよう心がけねばならない。いろいろなものの考え方や能力を持つ人間が集まり、
それぞれの個性がうまくかみ合ってこそ、各人の持ち味が発揮され、組織は活性化し、創造性も高まってくるのである。 

!  中鉢良治（ソニー株式会社社長）	

"  相手への好奇心を持ち、相手の持ち味も認めるだけの拡張性を持つことで、そこに新たな連結点が生まれる。個人と個人
の連結点が多ければ多いほど、組織としての可能性が広がっていくのだと思います。	

!  岡野雅行（岡野工業代表） 
"  一芸に徹して、ずばぬけてる人は必ず成功するよ。あれもこれもできる必要はない。計算が得意、語学ができる、記憶力に

優れてるとか、自分の持ち味を一つだけ徹底して磨くことが大事だね。	

!  伊原 信夫（社会福祉法人新生福祉会　理 事長） 　 
"  個性ある個人として、人間として一人一人が尊厳と自覚を持ち、お互いの善意、持ち味、技・才能などを謙虚に認め合

い、”真こころ、思いやり、助け合い（我が楽生苑訓）”の精神でストレスを限りなく少なくする人間関係を構築することが必
要でしょう。  
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!  里見秋介（小説家） 

"  会社勤めをしていれば、毎日大勢の人に会います。その中には背の高い人、低い人、太った人、痩せた人、メガネを掛
けている人、ほくろの多い人、足の不自由な人、ゴルフのうまい人、巨人ファン、阪神ファンといろいろな人がいます。し

かしそれはその人の特徴というか個性というべきもので、それによって相手の人間的な評価が変わるということはあり
ません。まったく同じ容貌の人が２人といないように、人にはそれぞれに違う持ち味があって、それだからこそ人の世界
は面白いのです。　 	

!  宮本辰彦（随筆家） 
"  自分のない、自分を愛せない人は、他人からの評価をとても気にします。自分を正当に評価できないからです。しかも

自分を見つめず人目ばかりを気にしているから、自分の個性や持ち味を発揮することもできません。それがさらに悪循
環を起こしてしまうのです。 

!  羽田登喜男（友禅染織作家） 

"  最初から上手な人なんておりません。地味な練習の繰り返しのなかでキラリと光る持ち味を見つけ出し、それを伸ばし
育てる。才能なんて言葉にまどわされてはいけません。才能には限りがあるが努力には限りがない、一生懸命にもの

ごとに取り組めば必ず誰かが見ているものです。	

!  鎌田實（作家・医師） 
"  暗い人が無理に明るく振る舞う必要なんてない。それぞれの持ち味を出せばいい。自分の色をもっている人こそ精神

健康度が高い。	

!  内田樹（思想家・エッセイスト） 

"  欠点というのは、その人の持ち味なんですから、除去することなんかできない。それよりは自分の一番いいところを風
船をふくらませるように伸ばしていく。すると欠点も独特の模様というか、いい「味」に見えてくるんです。 

!  張九齢（中国唐代中期の政治家・詩人） 

"  生まれつき授かっている自分の持ち味や、潜在能力を出しきることができたら、どんな人生であっても、満足することが
できます。	

持ち味　語録　　【作家など】	



4 

!  水口貴博（執筆家） 
"  ありのままの自分を生かすということだけ考えていればいいのです。 

花で考えてみましょう。バラとユリの花があります。どちらの花も、美しい花ですよね。ただ、その美の表現はまったく異

なります。バラにはバラの美の表現があり、ユリにはユリの美の表現があります。もし、バラがユリになろうとしても、無
理です。 
理由はいうまでもありませんね。そもそも、個体として異なるからです。 

一方、ユリがバラになろうとしても、それも不可能です。そもそも自分は、自分にしかなれないのです。花は「あのように

なりたい」とは考えません。「そのままの自分を生かしたい」という生き方をしています。 

自分の持ち味を曲げず、折らず、むしろ素直にそのままを表現しようとします。最初からバラはバラなのですから、バラ

として生きることが最も自分を生かした生き方です。ユリは最初からユリなのですから、ユリとして生きることが最も自分
を生かした生き方です。ゆえに、バラにはバラの美しさがあり、ユリにはユリの美しさがあるのです。 

見た目、香りは異なりますが、どちらも素晴らしい花ですね。この「ありのままを生かすこと」を自然は間違えません。 
しかし、人間は間違うのです。人間は「欲」で物事を考えるからです。「このようになりたい」という生き方をしていません

か。そもそも、あなたは最初から持っている自分があるのですから、その自然に反してはいけないのです。そもそもでき
ないのです。 

バラがどんなに頑張ってもユリにはなれないように、あなたはあなた以外にはなれないのです。「このようになりたい」と
いうのは欲の表現です。自分がこうなりたい思いは、欲が先行しています。生き方上手な人は「なりたい」という生き方

はしません。「そのままの自分を生かしたい！」と考えます。花がそうであるように、自分を知り、自分を生かした生き方
が、一番の幸せになります。	

持ち味　語録　　【作家など】	
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!  幸 伊知郎　（教師） 

"  皆さん、自分の持ち味は何だと思いますか。どんな人にもその人なりの持ち味があり、魅力があります。でも、その良さ
が気付かれていないこともあります。	

　　　　　Ａさんはあまり器用ではなく、いろんなことが要領よくできません。失敗もよくします。周りの人から「そんなこともできな	
　　　　　いのか」などと、きついことを言われるときも多く、くよくよと考え込んでしまいます。ところで、Ａさんと話していると、同じ	

　　　　　年代の人が考えないような深いことも考えていて、時々人をハッとさせるような鋭いことを言います。これはＡさんが物	
　　　　　事を割り切って考えられず、いつも考え込んだり悩んだりすることとつながっているのでしょう。要領がいい方がよいとい	

　　　　　う常識的な価値観だけで評価すると、Ａさんの持ち味は見えません。 

　　　　　Ｂ君は、学校の授業に全くついていけず、「勉強は全然ダメ」と言っています。よく聞いてみると、彼は疑問を持つとそれ	

　　　　　が解決するまで先に進めない性格なのです。授業で先生の話を聞いていると、「なんでだろう」と疑問が湧いてきます。	
　　　　　そして、そのことを一人で考え込んでしまって、気が付くと授業は先に進み、おいてきぼりになっているのです。でもＢ君	

　　　　　は面白い発想をしていて、彼が疑問に思うことをしゃべると、周りの子も考えさせられます。 

　　　　　Ｃ君は、学校でいつも叱られてばかりです。勉強を嫌がる、掃除道具を振り回して物を壊す、真面目な子をからかうなど	

　　　　　常に羽目を外します。一方で、周りの子の間で気まずい雰囲気が生まれると、わざとバカなことをやってみんなを笑わ	
　　　　　せたり、孤立している子には声をかけたりもします。 

　　　　　ここに挙げたような人たちは、世間一般が子どもに期待することと少し違う所に持ち味を持っています。このため、その	
　　　　　持ち味を生かすようには励まされず、そんなことではダメだと否定されることの方が多いのです。でも、それぞれが魅力	

　　　　　を持っているし、社会にとって必要な人たちです。	

　　　　　周りの期待や評価を基準にした見方で、自分という人間の独特さや持ち味を見失ってはいませんか。皆さんには、自分	
　　　　　の持ち味とずれたことを追い求めるのではなく、自分の個性をよく知り、どうすればそれを生かせるかを考えてほしいと	
　　　　　思っています。	

持ち味　語録　　【思想家・教育者など】	
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!  安岡正篤（思想家・教育者） 

"  全世界にたった一人しかいないあなたに、神様は誰にもないあなただけの持ち味を与えてくださっている。その持ち味
を最大限に生かすことで、自分を生かし切ることができ、社会に貢献することができる。 

!  伊與田 覺（陽明学者）	

"  自分の持ち味を十分に発揮し、息を引き取る時が最も円熟した時、完成された時でありたい。	

!  二宮尊徳（農政家・思想家）　　大貫章『二宮尊徳の道徳と実践』より　　2015.1.23	

"  尊徳は、物や人に備わる良さ、取り柄、持ち味のことを「徳」と名づけ、それを活かして社会に役立てていくことを「報徳」
と呼びました。 

"  尊徳は、「徳」という言葉を普通の意味とは少し違う意味で使っています。物や人に備わる良さ、取り柄、持ち味、長所、
美点、可能性などという意味を含めた広い意味で使っています。そして、「報いる」とは、これらの徳を活かし、発揚させ
ることです。別の言い方をすれば、物や人が持つ潜在的な可能性を実現し顕現することです。ひらたくいえば、物の取

り柄を引き出し、人の取り柄を育て伸ばし、自分の取り柄を提供して、それらの取り柄や持ち味をさらに活かしていくこと
です。活かすとは、世のため人のために役立てることであり、社会的経済的に有用な価値を産出することです。そして、

そのことが、その物や人の徳に報いることになるのです。	

!  P.F.ドラッカー（経営思想家）	

"  山あれば谷あり。人も、強みがあれば弱みもあります。逆に、弱みがなければ強みもないということです。残念ながら、

弱みもない代わりに強みもないという人は、掃いて捨てるほどいます。必要なことは、強みを見つけ、その強みを発揮さ
せることです。ものづくりに秀でた人がいたとしましょう。売る力はまったくない。経理の力はもっとない。そのような人が

自らの強みをフルに発揮し、弱みを無視できる程度のものにする。それが組織の役割なのです。人は誰でも限界を持
ち、弱みを抱えています。しかし、それらのものからは何も得ることはできません。いかに動機づけを図ろうとも、それは
無駄な試みと言えます。つまり、上司として成果を上げるには、部下の一人ひとりの強みを考え抜き、その強みを仕事

に適用し、最高の貢献を行えるようにしなければならないということです。 

"  「自らの強み（持ち味）に集中すべきである。無能を並みの水準にするには、一流を超一流にするよりも、はるかに多く
のエネルギーと努力を必要とする。」	

持ち味　語録　　【思想家・教育者など】	
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!  フランス料理界の重鎮・故アラン・シャペル 

"  料理人はその素材の持ち味を大切にし、何を食べているのか分かる料理を作ること…。	

!  エディ・ファッチ（プロボクシング・トレーナー） 

"  聞く耳を持つボクサーが良いボクサーだ。ボクサーの本質を変える事など出来はしない。我々は彼の持ち味を引き出し、
それを磨くだけだ。 

!  野村克也（野球評論家） 

"  自分の持ち味を発揮するために大切なこと。自分の持ち味は何なのか、自分は何ができるのか、自分の長所を誰にも
負けない武器にするには何をすればいいのか、何をすべきなのか、徹底的に考え、磨いていく。その中から自分を活

かす道が拓けてくる。	

!  マギー司郎 
"  長所と短所は紙一重…。自分の短所を長所とする工夫をした時、短所もまた自分の持味として武器となる！	

!  石川香（銀座の名物ママ） 
"  いかに「自分の持ち味を生かすか」が成功の秘訣。それは特別に何か新しいものを自分に付け加えることではなく、欠

点を含めたいまの自分をフルに生かすこと。 

!  『sanmarie*com』ペンネーム：　阿月まり 
"  スティングもいろんな語録を残している人だが、私が一番好きな言葉は、「オレより上手に歌うやつはたくさんいるが、オ

レのように歌えるやつはいない」 これが『自尊心』。 本当の意味での『自信』というものです。 歌に限らず、絵でも、ダン
スでも、仕事でも、恋愛でも、自分より優れた人間はたくさんいるもの。──にもかかわらず、自分の持ち味を自分自身

で理解し、それを「何ものにも恥じない」気持ち、それが生涯を貫く自信 。	

!  範馬勇次郎（板垣恵介の漫画作品『グラップラー刃牙』シリーズに登場する架空の人物） 
"  競うな！ 持ち味をいかせッ！	

持ち味　語録　　【その他】	
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!  『自分を動かす言葉』（横浜Fマリノス所属 中澤佑二・著、ベスト新書）（p.138～p.141） 

　　「人からもらった言葉を実践して大きなパフォーマンス向上につながったことが何度かある。一番記憶にあることは、僕がまっ

たくサッカーに自信が持てなかった、プロに入って4年目の出来事だ。　2002年にヴェルディから横浜Fマリノスに移籍し、運
命の人ともいえる岡田武史監督と出会い、ある言葉をかけられるのだ。 
それまでの僕は、どこか不安を抱えながらプレーしてきた。	

　　 ･･･（中略）･･･	

　　岡田さんが横浜Fマリノスに来てから間もなくして、僕に声をかけてきた。	
　　『佑二、お前は足元の技術とか何か他のことをするんじゃなくて、ヘディングが得意なんだから、まずそれを思い切ってやれ。

そうすれば、他の部分は自然とうまくなるんだ。だから自分の持ち味を忘れるな』	

　　 ･･･（中略）･･･ 

プロに入って以降、僕はミスを散々叱られながら育ってきたし、技術的な部分ではいつまで経っても劣等感が消えなかった。 
どうやったら自分の短所を補えるんだろう。どうやったらミスを減らせるんだろう。ずっとそんなふうに考えてきた。 
だけど、岡田さんの言葉で、僕は吹っ切れていくような感覚があった。 

持ち味を忘れるな。岡田さんが言うのだから、僕はその指示に従えばいい。　『自分の長所に自信を持とう』『試合の間は短
所のことは考えないでいこう』 

そう心に言い聞かせるとどうだろう。試合では自分の長所を生かすようになり、パスを出すときもミスを恐れなくなった。する
と不思議なもので、自分のプレーにどんどん自信が持てるようになっていったのだ。	

!  『 「いい会社」とは何か 』　（古野庸一、小野泉・著、講談社現代新書、2010年7月）	

　　「 経営が一人ひとりと向き合い、一人ひとりの持ち味を把握し、その持ち味が発揮できるよう、仕事をデザインしていく。	

　　 互いの意見の違いを尊重し合い、よりよい問題解決、新しいアイデアを出させていく。そういう場をつくれることが、経営に 
求められている。」　（p.209）	

持ち味　語録　　【番外編】	
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!  『企業経営入門』（遠藤功・著、日本経済新聞出版社）　＊人ではなく企業の持ち味 

　　トマトケチャップやトマトジュースで知られるカゴメでは、20年以上前に「総合食品メーカー」を目指す戦略を打ち出し、事業の

多角化を志向したことがあるそうです。消費者ニーズの多様化に合わせ、多面的、総合的な食品メーカーへ脱皮するのが
戦略の狙いでした。が、この戦略によって売上高の増加はもたらしたものの、収益力の低下を招き、ブランドイメージも拡散
し、「カゴメらしさ」が消失するという最悪の結果に終わったとのこと。	

　　この戦略は、トマトやにんじんを育種し、栽培するという泥臭い仕事を誇りを持ってやってきた現場において、自らの「持ち

味」を軽視し、資源分散につながるとして、納得性が生まれなかったといいます。	

　　カゴメは、その後、本来の「持ち味」を活かした「農業食品メーカー」へ回帰し、商品ラインを半数近くに削減するとともに、「カ

ゴメらしさの追求」という判断基準を明確に打ち出して、絞り込んだ商品を一品一品大切にしながら、手作りで育てていくこと
に、全社の力を結集させていきました。「持ち味」を軸にした原点回帰という名の戦略転換です。	

　　その結果、キャロットジュースや野菜ジュース、六条麦茶などのカゴメらしいヒット商品が生まれ、トマトケチャップなどの定番
商品もさらにシェアを上げることに成功し、農業食品メーカーとしてのカゴメブランドも復活したとか。	

　　自らの「持ち味」を徹底的に極め、ユニークな価値を生み出せば、自らの手で市場を活性化させることが可能だということを

示した好例です。	

!  「和食がユネスコの無形文化遺産に登録される見通し」（2013年10月23日付朝日新聞一面）	

　　　農林水産省のホームページ掲載の「和食の特徴」として以下の四点が挙げられている。 

　・多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重　 
　・栄養バランスに優れた健康的な食生活 
　・自然の美しさや季節の移ろいの表現 

　・正月などの年中行事との密接な関わり	

持ち味　語録　　【番外編】	
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!  珈琲ライフ贅沢倶楽部／運営 : 株式会社　土居珈琲	

　　　結論から言うと、コーヒーの焙煎技術とは、美味しさを作り出すことではなく、その銘柄の持ち味をどれだけ引き出すことが

できるかということです。 たとえば日本で知名度の高い「ブルーマウンテン」という銘柄があります。ジャマイカから産出され
るこの銘柄の特徴は、柑橘系のフルーツを感じさせる酸味とコーヒー独特の甘みにあります。 

　　「ブルーマウンテン」といっても品質ランクの低い生豆はこの酸味と甘みを表現する味の成分が少ない。こうした品質の低い
生豆は 「ブルーマウンテン」らしさがありません。そうした品質の低いブルーマウンテンは名前だけしか値打ちがないことに

なります。  

　　品質の高いブルーマウンテンの生豆を手に入れることが出来たのあれば、焙煎において重要なことは、その持ち味である酸

味と甘みがもっとも引き出される焙煎度合いに仕上げるということです。 

　　 酸味と甘みをもっとも引き出す焙煎度合いとは、あまり焙煎時間を長くかけない浅煎り、つまりミディアムローストもしくはハ
イローストです。最高峰のブルーマウンテンでも、焙煎時間を長くかけた深煎りの焙煎度合いであるフレンチロースト、イタリ
アンローストに仕上げてしまえば、その銘柄の持ち味を殺してしまうことになります。	
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