
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年１２月２２日 

日 本 商 工 会 議 所 

広 報 部 (編 集 担 当 ) 
 

【問い合わせ先】ＴＥＬ０３－３２８３－７９１３ E-mail：ccinews3@jcci.or.jp 

 

 

 

 

日本商工会議所（岡村正会頭）は、全国５１４の商工会議所会頭を対象にアンケートを

実施した。アンケートでは、①トップ（経営者・会頭）に求められる能力、②経営へのヒ

ントを得るため、または心の支えとして愛読している本、③健康維持のための取り組み（心

掛け）を聞いた。調査期間は平成２２年１１月５日～３０日。３０４人から回答を得、回

答率は５９．１％（回答者の平均年齢６７歳）。

【アンケートの概要】 

１．調査期間：平成２２年１１月５日～３０日 

２．調査対象：全国５１４の商工会議所会頭 

３．回 答 数：３０４人 

４．回 答 率：５９．１％ 

５．調査方法：商工会議所イントラネットを通じて調査用紙を送付、ＦＡＸにて回収 

全国商工会議所会頭アンケート結果 
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わが国経済は、昨年前半に持ち直しの動きが見られたものの、デフレの進行や欧米諸国

の景気低迷、円高の長期化などで、現在、先行きへの不透明感が拡大している。特に、中

小企業や地域経済の状況は深刻となっており、各地からは、取引先からのコストダウン要

請や海外移転の加速による受注の減尐、消費者の低価格指向を意識した値下げ競争の激化

などにより、収益確保が一層困難との声が多く寄せられている。 

そこで、今回の調査では、こうした厳しい時代を迎えている中、経営者や会頭という地

域経済・雇用を支える組織のトップとして、特に求められる能力を３つ選んでもらった。

その結果、１位が「決断力」（１９３人）、２位が「行動力」（１８０人）、３位が「先見力」

（１４３人）となり、以下「指導力」（１２２人）、「発想力」（８０人）、「情報力」（７６人）、

「洞察力」（６５人）、「調整力」（２９人）と続いた。 

※設問は３つ選択としていたが、２つ以下の回答者もあり、回答総数は全回答者が３つ選択した場合の数を

下回っている。 

 

【決断力】～変化の激しい時代には、特に求められるもの～ 

 最も多かった「決断力」は、回答者の６割強が選択。「社会が激しく変化する時代、閉塞

感を打開する新たな取り組みを速やかに実行することが必要」「急速に変化する経済環境に

適合した決断が最も必要」など、刻々と変わる社会情勢の中、スピード感を持った的確な

判断に最も重点を置く姿勢が明らかになった。 

このほか、「決断はトップの仕事」との認識を多くが提示。「決断することは責任を負う

こと。トップは最終責任を負わなくてはならない」「苦難や危機を迎えたときも、新たな産

業に取り組む際も着実に歩を進めていくには大胆な決断が必要」など、どんなときも自ら

が決断していくという強い心構えが読み取れる。 

 

【行動力】～実行に移してこそ意味がある～ 

 決断に基づき、迅速に行動していくことも求められる。「行動力」を選んだ回答者もほぼ

６割。「実行なしに成果に結び付くことはない」とのコメントをはじめ、戦略を立てた上で、

それを実行に移していくことこそが必要と多くの経営者が考えている。 

さらに、行動した上で、「結果が非であれば、時代の変化や手法を考え、修正し再挑戦す

ることが『実り』に結び付く」など、繰り返し挑戦していくことの重要性も挙げられた。

また、「トップが自ら行動していくことで、組織に活力を与え、全体のモチベーション向上

につながる」など、人を動かしていくためにはトップが範を示し行動していくべきとする

コメントも見られた。 

 

ＱＱ１１．．厳厳ししいい時時代代をを迎迎ええてていいるる今今、、トトッッププ（（経経営営者者・・

会会頭頭））にに求求めめらられれてていいるる能能力力はは？？＜＜３３つつ回回答答＞＞ 

もらいたいと思う歴史上の人物は？((複複数数回回答答あありり))  
トトッッププ３３はは「「決決断断力力」」「「行行動動力力」」「「先先見見力力」」  

～～求求めめらられれるるののはは、、先先をを見見通通ししななががらら迅迅速速にに決決断断しし、、行行動動へへととつつななげげるる能能力力～～  
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【先見力】～先を読み、適切な方針を打ち立てていく～ 

 先を読むことが難しい時代だからこそ、と「先見力」も挙げられた。「目まぐるしく変化

していく時代を読み、新たなビジョンや方向性を打ち立てる必要がある」など、変動する

状況の中で適切な指針を策定していくことが不可欠と考えられている。中には、「環境に対

応する先見力がないと企業も地域も衰退してしまう」と指摘するコメントも。そのほか、

「時代（次代）を見通す力が無ければ、決断も行動も起こせない」といった、決断や行動

の前提として必要なものという声もあった。 

 

【指導力】～目標実現に向け、組織の力をまとめる～ 

「大志の実現は一人ではできない。そのための同志が必要」といった理由を挙げ、同志

（部下）を育てる「指導力」を重視するとの回答も寄せられた。また、「組織の在るべき姿、

向かうべき方向を分かりやすく指示し、構成員が自らの意思で働くよう仕向ける」など、

目標に向かって力を集結させていくための指導力を強調する意見もあった。さらに、「しっ

かりとした指導力をもって若い人を育てることが今後の日本再生の第一である」との見方

も示された。 

 

【発想力】～時代の変化に合わせた新たな視点が必要～ 

企業や地域の発展の原動力となるものとして、「発想力」も多く選ばれた。コメントでは、

「従来の発想では十分な対応ができない、構造的改革を必要とする時代に入っている」と

いった問題意識も示され、新たな発想で将来を切り開いていくことなどを提案している。

さらに、事業を継続・発展させるには、現在の事業を土台に、「絶えず新しい分野の開発が

重要」として、企業が独自色を強め、差別化していく必要性を訴える声もあった。 

 

厳しい時代を迎えている今、トップに求められている能力は？ 

                                

1位 決断力 193 人 

2位 行動力 180 人 

3位 先見力  143 人 

4位 指導力 122 人 

5位 発想力 80人 

6位 情報力 76人 

7位 洞察力 65人 

8位 調整力 29人 

9位 その他 5 人 
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（敬称略） 

「会社経営のヒントを探る」「人としての生き方を学ぶ」「リーダーとして歩むべき道を

示してくれる」などのコメントとともに寄せられた愛読書は、歴史・時代小説をはじめ、

自己啓発やビジネス書、経済・社会小説、古典など多彩なジャンルからとなった。 

これらを著者別に集計したところ、最も多い２０人から支持を得たのが「司馬遼太郎」

作品。続いて、「Ｐ．Ｆ．ドラッカー」（１５人）、「松下幸之助」（８人）、「稲盛和夫」（８

人）、「安岡正篤」（６人）、「山岡荘八」（５人）、「渋沢栄一」（４人）、の順となった。また、

書籍だけでなく、タイムリーな情報を得られるとの理由で、「プレジデント」「日経ビジネ

ス」といったビジネス情報誌を愛読するとの声も寄せられた。 

 

【司馬遼太郎】～偉人の熱い思いに感銘～ 

わが国の歴史を題材にした数多くの名作を残した作家・司馬遼太郎。その作品の中から、

今回、最多の１６人から支持を集めたのは、松山（愛媛県）出身の歌人・正岡子規と軍人

の秋山好古・真之兄弟の３人を軸に、明治維新から日露戦争で勝利に至るまでの日本の姿

を描いた長編小説『坂の上の雲』（文藝春秋）となった。まさに「坂の上の雲」を目指し駆

け上がっていく時代を描いた同作品には、「無私の精神、公への貢献、友愛など読むと勇気

が出る」「決断力・行動力・先見力を磨く本」といった声が寄せられた。  

そのほかにも、坂本竜馬の生涯をつづった『竜馬がゆく』（文藝春秋）や、関ヶ原に結集

した武将の人間群像を描く『関ヶ原』（新潮社）などの代表作が並んだ。 

 

【Ｐ.Ｆ.ドラッカー】～実践的な経営理論に多数の支持～ 

 「マネジメントの父」と称される経営学者、Ｐ.Ｆ.ドラッカー。数々のベストセラーの

中から最も人気を集めたのは、ドラッカーが独自の経営論を体系化した『マネジメント』

（ダイヤモンド社）となった。「経済を社会の中で客観的にとらえ、経営者の在るべき姿を

示している」「組織として成果を上げるための物事の見方や考え方、行動を説いており、組

織で働く者のバイブル」などのコメントが寄せられた。また、最晩年に日本の未来や人間

の生き方などを明快に語ったインタビューをまとめた『ドラッカー最後の言葉』（講談社）

のほか、『経営者の条件』（ダイヤモンド社）なども挙げられた。 

 

【松下幸之助・稲盛和夫】～経営者視点の哲学を心のよりどころに～ 

世界的な総合家電メーカーである松下電器産業（現・パナソニック）を一代で築いた人

物として、戦後日本を代表する実業家の一人、松下幸之助。多くの著書の中から挙がった

のは、自らの体験から得た心得をまとめた「心得帖シリーズ」の中の『経営心得帖』（ＰＨ

司司馬馬遼遼太太郎郎作作品品がが１１位位にに輝輝くく  

 

ＱＱ２２．．経経営営へへののヒヒンントトをを得得るるたためめ、、ままたたはは心心のの支支

ええととししてて愛愛読読ししてていいるる本本はは？？ 

もらいたいと思う歴史上の人物は？((複複数数回回答答あありり))  

http://www.sophia-it.com/content/%E6%9D%BE%E4%B8%8B%E9%9B%BB%E5%99%A8
http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE
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Ｐ研究所）、『商売心得帖』（ＰＨＰ研究所）をはじめ、『道をひらく』（ＰＨＰ研究所）など

となった。「経営者としての基本的な考え方を実践することの重要性を認識できる」「短い

文章の中に、心に響く教訓がある」とのコメントが寄せられた。 

また、創業した京セラや第二電電（現・ＫＤＤＩ）を世界的大企業へと導き、さらに京

都商工会議所の会頭も務めた稲盛和夫も同票でランクイン。その成功の礎となった人生哲

学を余すところなく語った『心を高める、経営を伸ばす』（ＰＨＰ研究所）が、「経営は技

術でなく哲学であることが理解できる」「経営哲学の原点の書として何度も読んでいる」と

のコメントとともに支持を集めた。このほか『生き方』（サンマーク出版）などの著書を挙

げる声もあった。 

経営へのヒントを得るための愛読書は？ 

                            

1位 

司馬 遼太郎 

『坂の上の雲』(文藝春秋）、『竜馬がゆく』（同）、『関ヶ原』（新潮社）など 20人 

2位 

Ｐ.Ｆ.ドラッカー 

『マネジメント』（ダイヤモンド社）、『経営者の条件』（同）、『ドラッカー

全集』（同）、『プロフェッショナルの原点』（同）、『ドラッカー最後の言葉』

（講談社）、『ドラッカーの遺言』（同）など 15人 

3位 

松下 幸之助 

『経営心得帖』（ＰＨＰ研究所）、『商売心得帖』（同）、『指導者の条件』（同）、

『道をひらく』（同）、『社長になる人に知っておいてほしいこと』（同）など 8 人 

3位 

稲盛 和夫 

『心を高める、経営を伸ばす』（ＰＨＰ研究所）、『稲盛和夫の実践経営塾』（同）、

『生き方』（サンマーク出版） 8 人 

5位 

安岡 正篤 

『安岡正篤一日一言』（致知出版社）、『運命を創る』（プレジデント社）、『運

命を開く』（同）、『論語の活学』（同） 6 人 

6位 

山岡 荘八 

『徳川家康』（講談社）など 5 人 

7位 

渋沢 栄一 

『論語と算盤』（国書刊行会）、『論語講義』（講談社）など 4 人 

７位 

Ｊ・Ｃ・コリンズ  

『ビジョナリー・カンパニー』（日経ＢＰ社） 4 人 

※このほか、新渡戸稲造『武士道』（岩波書店）、伊藤肇『現代の帝王学』（プレジデント社）・

『人間学』（ＰＨＰ研究所）、坂本光司『日本でいちばん大切にしたい会社』（あさ出版）・『経

営者の手帳』（同）、塩野七生『日本人へ』（文藝春秋）・『ローマ人の物語』（新潮社）、吉川

英治『新書太閤記』（新潮社）・『宮本武蔵』（講談社）、佐藤一斎『誰でもわかる重職心得箇

条』（平凡社）・『言志四録』（講談社）、藤原正彦『この国のけじめ』（文藝春秋）・『国家の

品格』（新潮社）、福沢諭吉『学問のすすめ』（日本評論社）・『福翁自伝』（岩波書店）など

の回答があった。 

※出版社は、アンケートで挙げられた社名などを明記 
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 経営者として社員の健康に気を配ることも重要な経営管理の一つだが、トップとして

日々忙しく働き続けるためには、自身の健康管理も大切。そこで、日ごろから健康を維持

するために取り組んでいる（心掛けている）ことは何かを聞いた。 

その結果、１位が「運動」（１９５人）、２位が「食事」（１６４人）、３位が「ストレス

をためこまない」（１２４人）となり、以下「睡眠」（１２２人）、「飲酒量」（１０１人）、

「禁煙・減煙」（６８人）と続いた。また、このほかに「人間ドックを受ける」といった声

もあり、さまざまな方法で健康に気を配っていることが分かった。 

※設問は、２つ選択としていたが、３つ以上の回答者もあり、回答総数は全回答者が２つ選択した場合の数

を上回っている。 

 

【運動】～ウオーキングやゴルフが人気～ 

 体力維持につながるとして、多くの人が取り組んでいるのが「運動」。特に、昨今ブーム

にもなっており、手軽に始めることのできる「ウオーキング」が一番人気となった。「毎朝

の日課」との回答のほか、中には、「毎朝歩き続け、今年１０回目のホノルルマラソンを完

走した」といったコメントも見られた。 

次いで挙げられたのが、「ゴルフ」。「ゴルフ場ではカートに乗らない」という意見も見ら

れ、単に娯楽としてではなく「健康のため」と考え、楽しんでいる人が目立った。 

 このほか、「週３回ジムに行く」「毎日プールで４０分間ウオーキングする」「月に１回山

に登る」というように積極的に体を動かす機会を設けている人や、「自宅で軽い筋トレをし

ている」「毎朝ラジオ体操をしている」といった身近なことから始めている人など、ライフ

スタイルに合った取り組み方が明らかになった。 

 

【食事】～規則正しく、ヘルシーに～ 

 トップゆえ、外で食事をする機会が多くなりがちだが、そうした中、「腹八分目」「定時

に１日３食」「栄養バランスを考慮」といった、忙しいながらも「規則正しい食事」に気を

使っている姿勢が見られる結果となった。また、「よくかむ」「カロリーを計算しながら食

べる」「塩分を尐なめに摂取」「油料理やプリン体は避ける」との具体的な方法を挙げるコ

メントも。さらに、「野菜や魚を中心にし、肉を控える」「玄米を食べている」との回答も

あり、ヘルシー志向が健康の源となっていることが分かった。また、「気の合った仲間との

会話を楽しみながらの食事がストレス解消」といった、食事を一緒に取る相手に焦点を置

いている意見もあった。 

 

【ストレスをためこまない】～無心に打ち込める趣味を持つ～  

健康に大きな影響を及ぼす「ストレス」。その対抗策として、「趣味に没頭できる時間を

「「運運動動」」「「食食事事」」「「スストトレレススををたためめここままなないいこことと」」ががカカギギ  

 

 

ＱＱ３３．．日日ごごろろかからら健健康康をを維維持持すするるたためめにに取取りり組組

んんででいいるる（（心心掛掛けけてていいるる））ここととはは？？＜＜２２つつ回回答答＞＞ 

もらいたいと思う歴史上の人物は？((複複数数回回答答あありり))  
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持つ」「無心になれることをやる」といった意見が多かった。具体的には、ゴルフや釣りと

いった運動をはじめ、ドライブやスポーツ観戦、旅行、カラオケ、温泉療法、農作業など、

多岐にわたった。さらに、「いろいろな人々との会話を楽しむ」という、人とのコミュニケ

ーションでストレスをためないといった方法も挙げられた。 

また、「明るく前向きな発想を持つ」「問題を明日に持ち越さない」「小さな用件はすぐ片

付ける」といった不安材料は速やかに取り除くとの意見や、「常に自然体で物事を考え、行

動するように心掛けている」という柔軟な姿勢を貫くことの大切さを訴える回答もあった。 

 

【睡眠】～適切な質と量を確保～ 

明日への原動力となる「睡眠」。「疲労を残さないよう、十分な睡眠時間を確保する」と

いった回答が目立った。平均的な睡眠時間は６・７時間とする意見が多い一方で、「早寝早

起き」「午後○時には就寝」というように、起床・就寝時間に気を使っているとのコメント

もあった。加えて、「疲労を感じたら仮眠を取る」という意見もあり、昼間のちょっとした

時間を睡眠に充て、午後へ向けてリセットしている姿も見受けられた。さらに、「最近、枕

を変えた」など、睡眠環境の改善に気を配る意見も寄せられた。 

 

【飲酒量】～休肝日の設定や自宅禁酒を心掛ける～ 

「食事」と同じく、仕事の関係上、多くなりがちな「飲酒」。こうした中、「休肝日を設

けている」「自宅での禁酒を始めた」など、自らの工夫により、飲酒量をセーブし、健康を

維持しようとしている回答が見られた。 

 

健康を維持するために取り組んでいる（心掛けている）ことは？ 

 

1位   運動 195 人 

2位   食事 164 人 

3位   ストレスをためこまない 124 人 

4位   睡眠 122 人 

5位   飲酒量 101 人 

6位   禁煙・減煙 68人 

7位   その他 30人 

 

 

 

 


