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『論語 』は 孔子の 言葉を 弟子 たち（ 顔 淵、子貢 、子 路等々 ）がま とめ
た書物で ある 。
現代で も通 じる、 示唆に 富んだ 言葉 が いくつも ある 。
いつ読 んで もいい し、い つまで も読 ん でいい。
孔子は 直裁 に教え を伝え るの ではな く 、例え話 や歴 史的逸 話や比 喩な
どで伝え るの を得意 とした 。
それは 孔子 の穏や かで慎 ましい 人柄 に よるもの だろ う。
【子いわ く、 孟之反 はほこ らず 。奔っ て 殿たり 。 将に 門に入 らんと して
その馬に むち うちて いう、 敢え ておく れ たるには 非ず 、馬進 まざる なり
と。】
（孟之反 は勇 士、殿 は「し んが り」の こ と。負け 戦で のしん がりは もっ
とも困難 で勇 気のい るもの 。実 際敵は 、 この必死 の抵 抗に恐 れをな して
逃げた。 孟之 反は手 柄を自 慢せ ず、あ え てしんが りを かって でたの では
なく、馬 が遅 いので しんが りを やるほ か はなかっ たと 冗談ま ぎれに 謙遜
したので ある 。）
これは 感動 的な逸 話では ある。
けれど も、 穿った 見方を する ならば 、 孟之反が あく までも 謙遜で そう
云ったこ とは みんな が（少 なく ともこ の 戦争の作 戦に 加わっ ていた 幹部
クラスは ）知 ってい るはず だ。
もしそ うで なけれ ば、孔 子の耳 にも 届 かなかっ たは ずだか ら。
となる と、 逆に考 えれば 、こ の「冗 談 まぎれ」 も、 結果論 で云う なら
「自慢」 に等 しいこ とにな る。
それな らば 、余計 なこと は云 わずに 、 黙ってい たほ うがよ いとい う意
見もある 。
あるい は直 裁に自 慢した ほう が、豪 傑 らしくて 面白 いとい う意見 もあ
る。
これは 遠い 昔の話 ではな く、 現代の 話 として引 きつ けると 案外興 味深
い問題を 孕ん でいる 。
会社内 にお けるこ の種の 問題 は、簡 単 そうにみ えて 、実は 簡単で はな

く、会社 内に 大き な 波紋を 広げる こと が 往々にし てあ る。
自分の 手柄 を自慢 する社 員が 必ず嫌 わ れるのは 、そ の社員 の自己 主張
（自己Ｐ Ｒ） の強い 性格が 嫌われ てい る のではな い。
会社の 仕事 はチー ムワー クが 基本だ か ら、その 社員 の上司 は「俺 が引
き立てて やっ たから 手柄を 立て られた 」 と思い込 んで いるだ ろうし 、そ
の社員の 部下 は「僕 が補佐 した から手 柄 を立てら れた 」と感 じてい るだ
ろうから 、ま ずはそ の連中 に嫌わ れる の である。
関係の ない 部署の 連中も 、
（自分 のこと ならとも かく ）他 人のこ ととな
れば、そ の上 司やそ の部下 と同 じ視点 に 立つから 、や はりそ の 社員 を嫌
うのであ る。
つまり 「俺 が俺が の、鼻 持ち ならぬ 最 低な社員 」と いうレ ッテル を貼
りつける 。
結局そ の上 司もそ の部下 も、 関係の な い部署の 連中 も、本 質的に はそ
の社員同 様（ もしか すると 内に 籠もっ て いるだけ 余計 に）自 己主張 の強
い性格だ とい うこと になる 。
それな らそ の社員 は、そ の手 柄を黙 し て語らず 、黙 々と仕 事をし てい
ればいい のか となる と、そ れこそ 経営 者 の思う壺 とな る。
日本に 限ら ず（現 代に限 らず ）一般 に 経営者と いう ものは （例外 はあ
るにして も確 率的に 云って ）社 員が黙 々 と仕事を して いれば 、給与 面で
も待遇面 でも 環境面 でも図 に乗 って締 め 付けてく るも の（少 なくと も改
善なんか しな いもの ）だか らであ る。
百歩譲 って も、
「こ れでい いのだ 」と 思 い込みた がる のが経 営者と いう
ものだ。
だから 社員 の（自 慢話は もち ろん） 自 己主張は 、己 の弱い 立場を 守る
手段の一 つな のであ る。
労働組 合な ど無い 、中小 の会社 の社 員 はなおさ らで ある。
社内に おい ては自 分を立 て、社 外に お いては上 司や 部下を 立てる 。
これが サラ リーマ ン道な のだ が、前 者 ばかりを 見て 後者を 見ない と、
その（人 間の 価値は ともか くと して） 会 社員とし ての 価値な んか解 らぬ
ものだ。
（自己 主張 が内に 籠もる タイ プでは な く外に表 出す るタイ プであ る）
その社員 は（ その上 司やそ の部 下とく ら べて、は るか に弁が 立つの だか

ら）それ くら いの要 領も心 得てい るは ず なのだ。
少なく とも その社 員は、 その 上司や そ の部下と くら べて、 会社に とっ
てはるか に必 要な人 材であ ること は間 違 いない。
昔から 「預 言者故 郷に入 れられ ず」 と 云う。
周りに すぐ に解っ てもら える 人物な ぞ 、たいし たこ とがな いとい う意
味だ。
（外に 表出 する） 自慢た らた らの人 間 は、最初 は、 付き合 ってい てた
しかに気 持ち のよい もので はない 。
しかし もし こち ら がそう いう 次元に 居 る人間で なか ったな ら、自 慢た
らたらを 茶化 して遊 ぶこと も容 易のは ず だから、 慣れ れば、 けっこ う面
白いつき あい ができ るはず だ。
けれど も（ 内に籠 もった ）自 慢たら た らの人間 は（ 本質的 に嫉妬 心と
僻み根性 の強 烈な人 種であ るか ら）付 き 合ってい て、 後で、 間違い なく
後悔する 。

