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ひろげよう創造と連帯

〈我々のクリード〉

〈2021年 年頭方針〉

我々は価値ある繁栄をめざす

どうなる・どうする
“中小企業の生き残る道”

●人類社会への貢献
●人間信頼の経営
●変化に対応する競争力
●創造性の開発

片山チエン㈱
会長

片山

長昭
アフターコロナ期への転換

2021年の春節が過ぎて漸くコロナワクチンの導入の実行が行われることになりま
した。アフターコロナ期に入ったと認識しなければなりません。
昨年2020年の春節の頃は、企業にとれば新年度の経営企画の発表浸透の大切な時
期でした。
突然の、中国武漢に端を発するという面妖な疫病の登場が緊急事態の発生と受け
止められ、不慣れな緊急の疫病諸対策に追われることを苦々しく思い出されます。
正確な対策のない儘、パンデミックの脅威にさらされながらの一年でした。
米国大統領選挙問題、中国国際問題、いずれもコロナ絡みで生産性の低下、世界
的なGDPの大幅な低下を招いたのでありますが、またニーズ、シーズの変化も大
きな問題であります。
然し乍らこの中にありましても適した画期的な発想の転換と新しい技術開発、導
入による大きな成果を上げる企業も登場しております。
企業は新しい発想のもとに力強くアフターコロナ時代に大活躍できる経営方針を
新しく構築しなければなりません。

2021. 春号

－1－

巻 頭 言

ポストコロナの戦略と範囲の経済
神戸大学



社会システムイノベーションセンター
特命教授

加護野

忠

男




 コロナ禍でも順調な業績を上げている企業がある。そのような企業は、範囲の経済をうまく 


 利用している。範囲の経済には３つの経済効果がある。

 第１は事業の範囲を広げることによるリスク分散効果である。この効果は、多角化効果とも 


 呼ばれる。多角化効果は、事業の範囲を広げることによる効果のなかでも最もわかりやすい効 
 果である。株式投資で１銘柄の株だけを買うのではなく、複数の銘柄に分散投資すれば、株価 


 変動のリスクを軽減できる。これが多角化効果である。今回のコロナ禍で深刻な危機に陥った 
 のは、レストランなどの外食業界である。その中でも店内飲食だけをやっていた企業は苦労を 


 している。店内飲食だけでなく、持ち帰りや宅配などにサービスを多角化していたマクドナル 
 ドやピザの宅配チェーンは犠牲が少なかった。これは多角化効果によるものである。



 範囲の経済のもう一つの効果は、商品や顧客の範囲を広げることによって得られる集約効果 
 である。生産財で、個々の顧客の購買量が少ない場合は、ある業種の顧客だけに限られた商品 


 を販売していると、事業として成り立たせるのは難しいが、他の業種の顧客も対象にし、他の 
 品目も取り扱うことによって需要を集約すれば、事業を効率的に成り立たせることができる。 


 この集約効果で事業を成功させている典型例はトラスコ中山である。多様な業種の中小企業や 
 中小工場を対象に、部品、治工具など多様な商品を販売することによって集約効果を実現して 


 いる。同社の場合、集約効果が大きいので、顧客のもとへ短納期で商品を直配するというコス 
 トのかかるサービスを提供することができている。顧客価値が大きいので、値引きの必要はな 


 い。トラスコ中山は、分厚いカタログを発行することによって集約効果を実現している。

 神戸のフェリシモは限られた消費者にしかアピールしないユニーク商品を販売しているが、 


 多様な商品を多様な顧客に販売することによって集約効果を出している。そうすることによっ 
 てビジネスを成り立たせている。



 範囲の経済の第３の経済効果は、一歩進んだ要求を持つプロの顧客を対象に開発した商品を、 
 一般の顧客に適用することによって、顧客価値を高め需要を喚起することができるという経済 


 効果である。顧客の間にある要求の高低差を利用するという意味で、傾斜効果と呼ばれる。プ 
 ロのアスリート用のシューズを一般にも販売しているアシックスがこの例である。ワークマン 


 は、プロの職人や作業者をターゲットにして開発した機能衣料を一般顧客にとっても魅力の高 
 いものとしている。



 ポストコロナのハイリスク時代には、以上３つの範囲の経済がますます重要になっていくで 
 あろう。
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コロナでどうなる・どうする～リスク管理、ニューノーマル、働き方改革～
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愛知淑徳大学 ビジネス学部ビジネス研究科
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教授 真田
幸光
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本論では、ウイズコロナの現状と日本の企業の
在り方について論じることとする。

底そのものが変化する兆しを見せる中、
「価値観の変化」
の兆しが出始めており、その結果、
「人々の消費行動も変わる可能性がある。」
そして、更にその結果、ビジネスを仕掛ける側の、
「ビジネスモデルも変化させていかなくてはい
」
けないかもしれない。
という状況に世界はあり、そこで、これまでのビ
ジネスモデルの中で、既得権を得ていた、
「既得権益層」
と、
「新興勢力層」
の間に、水面下の駆け引きが見られる可能性も出
てきた。
それはまた、国際標準、現行の世界秩序を握る、
「英米」
と新しい秩序を世界に植え付けようとする、
「中国」
の水面下の駆け引きも激化させており、また一方
では、現行の世界秩序そのものをまずは破壊させ
てしまえとばかりに動いている、
「過激派」
の動きも織り込んで、今後を考えていかなくては
ならないという状況も作り出し、
「価値観の共有が出来るか否か⁈」
と言う議論ともなっている。
こうした中、具体的には、
１．現行の国際金融筋や宇宙航空産業とその延長
線上にある防衛産業筋に支えられる既得権益層
とGAFAに代表されるIT、AI、IOT技術を駆
使しながら、新たなビジネスモデルを構築しつ
つある新興勢力の駆け引き
２．英語、米ドル、英米法、ISOを中心としたも
のづくり基準、英米会計基準と言う世界秩序が、

■はじめに
新型コロナウイルスの拡散によって、世界は混
沌が深まり、先行きが不透明となった。
そして、世界では既に、
「価値観」
というキーワードが注目されてきており、
「価値観の共有ができるか否か？」
と言う視点から、英米と中国の正面衝突の兆しも
見られ、一方で、
「価値観の変化」
に伴う消費活動の変化の可能性から、
「ビジネスモデルの変化」
についての動きも見え始めている。
そして、そうした、
「価値観に関する対立と価値観の変化」
が顕在化すると、
「地域紛争、或いは国際紛争」
の拡大が導かれるかもしれない。
こうして、新型コロナウイルスの感染拡大は、
世界に様々な変化を齎す可能性がある。
そこで、以下、世界経済の見通しを概観し、そ
の上で、
「ピンチはチャンス」
を意識しつつ、日本が求めるべき理想の姿につい
ての私見を示すこととしたい。

■世界経済概観
2020年に突然発生した新型コロナウイルスの感
染発生とその世界的拡大を受け、人々の生活の根
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中国本土の標準、即ち、中国語、人民元、中国
法、中国本土のものづくり基準等に変化してい
くのか否か？
更には、新型コロナウイルス感染拡大の混乱
に乗じて動こうとする過激派の活動活発化をも
たらすのか？
「情報を制する者が世界を制する」との認識
３．
の下、
「情報覇権争い」はどうなるのか？その
前哨戦として行われる「通貨覇権争い」はどう
なるのか？特に、デジタル人民元が中華経済圏
に定着していくのか？
４．即ち、中国の宇宙開発の速度、ファーウェイ
を軸とする５Ｇ開発を巡る世界標準化競争、ア
リペイなどを意識した中国型デジタル人民元の
一帯一路国家での定着度などはどうなるのか？
５．アルカイダ、タリバン、ボコハラムなどの動き
６．イスラムの盟主争いに関わる、サウジアラビ
ア、イラン、トルコの相関関係
７．イスラエルとイスラム勢力の駆け引き、相関
関係
８．こうした世界情勢を睨むロシア・プーチン大
統領の出方とプーチン大統領自身の健康不安疑
惑⁈
９．朝鮮民族大国建国を目指し、南北融和に動く
朝鮮半島
10．そして、世界のリーダー国家、米国で見られ
る民主党バイデン政権の誕生とその政策運営に
よる世界の変化の可能性
などを慎重に注視しなくてはならなくなるであ
ろう。
もちろん、大航海時代以降の既得権益層が存在
する欧州情勢にも注意を払うべきであり、英国の
EU離脱問題やNATOの変遷についてもフォロー
しなくてはならない。
さて、こうした点を踏まえ、国際機関である経
済協力開発機構（OECD）が見る2021年の世界経
済に、筆者の私見を交えて概観すると以下の通り
となる。
世界的に信頼される国際機関である経済協力開
発機構（OECD）は、新型コロナウイルスの感染
再拡大が世界経済回復の道筋をより緩慢なものに
したと指摘し、各国政府が支援を尚早に引き揚げ
たり有効なワクチンが普及しなかったりすれば回
復ペースはさらに遅くなると警告している。
OECDは2021年の世界成長率見通しを4.2％と
2020年９月時点予想の５％から引き下げている。

新型コロナウイルスによるパンデミック（世界
的大流行）とロックダウン（都市封鎖）の繰り返
しという状況は当分続く可能性が高く、今後も暫
らくリスクが高まると分析した結果であると説明
している。
ユーロ圏と英国の成長見通しを特に大きく引き
下げ、英国は4.2％（従来予想7.6％）としている。
米国も3.2％と従来の４％から引き下げた。
また、OECDは、日本の2021年の経済成長率は
2.3％と予想、ユーロ圏は3.6％と予想している。
そして、
「政策にはまだすべきことが多くある」
とチーフエコノミストのブーン氏は述べた上で、
「公衆衛生か、財政政策か、いずれかがつまず
けば、信頼が失われ、経済成長見通しは更に
一層悪化するだろう。」
と厳しいコメントをしている。
また、
「新型コロナ治療普及の成功が回復の軌道を決
める決定的要因の１つとなる。
」
とも指摘、
「各国政府がロックダウンを終了し企業は業務
を再開、人々は仕事に戻れるという大きな期
待がそこにかかっていることから、遅延は深
刻な打撃を与えるだろう。」
として、
「経済へのコストは大きく、
それが脆弱な国家・
企業発の金融混乱と世界への波及のリスクを
高めるだろう。」
とも分析している。
また、地域間の乖離が世界経済の長期的な変化
に繋がるリスクが高まっているとOECDは指摘し
た上で、
「欧州と北米は2021年の成長にその経済規模ほ
どは寄与せず、中国が世界の成長の３分の１
余りを担うだろう。」
と予想している。
一方、各国政府はロックダウン措置解除後も経
済への支援を続け、緊急措置が期限切れとなった
時の「財政の崖」を回避するべきであるとも主張
しつつ、公的債務は増えているが、借り入れコス
トは低いとしてOECDは強い懸念を否定した。
ただ、支出の一部が有効に使われなかったとし、
「財政支援と結果としての経済パフォーマンス
の相関関係欠如がある。
」
と指摘した上で、
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「支援は破綻の恐れが大きい小規模企業やセー
フティーネットの不十分な低所得者や貧困家
庭、就学困難な子供など危機の影響が大きい
弱者を対象とすべきである。」
とも訴え、
「政 策による大規模な支援措置にも拘らず、良
好なシナリオに於いてすらパンデミックは世界
各国の社会経済的構造を損なうことになる。
」
とブーン氏は論じている。
OECD OUTLOOK
経済成長率見通し
出所：OECD 単位：％
2020年見通し
世界全体
－4.2
－3.8
G20
－7.5
ユーロ圏
1.8
中国本土
韓国
－1.1
－1.3
トルコ
－2.4
インドネシア
－3.7
米国
－3.8
オーストラリア
－4.3
ロシア
サウジアラビア
－5.1
－5.3
日本
－5.4
カナダ
－5.5
ドイツ
－6.0
ブラジル
－8.1
南アフリカ
フランス
－9.1
－9.1
イタリア
－9.2
メキシコ
－9.9
インド
－11.2
英国
－12.9
アルゼンチン

るものやサービスを提供するという心に繋がっ
ている。
☆こうした結果、日本には、世界が必要とするも
のやサービスを量と価格を安定させながら供給
していくという土壌がある。
☆幸いなことに、こうした特性を民族全体として
持ち合わせている国は世界にはない。そして、
日本人は、これを「おもてなし」の心、「三方
良し」の精神などと自らも認識し、誇りをも
持っている。
といえる。
従って、こうした現状、特性を意識すると、日
本が求めるべき理想の姿は、次のようになろう。

2021年見通し
4.2
4.7
3.6
8.0
2.8
2.9
4.0
3.2
3.2
2.8
3.2
2.3
3.5
2.8
2.6
3.1
6.0
4.3
3.6
7.9
4.2
3.7

「世界が強く必要としているものやサービスの中
で、日本人しか、日本企業しか、日本しか出来な
いようなものやサービスに出来る限り絞り込み、
それを正当に評価してくれる相手に対して、量と
価格を安定させながら供給していく。
その結果として、日本は世界に必要とされ、き
ちんと尊敬までされなくとも一定の評価を受けな
がら、存在していく国民、企業、国家となること
を目指す。
尚、この際に、意識的には、質を重視し、量を
第二順位とすることを前提とする。」

■日本が求めるべき理想の姿
少しずつ変化、敢えて厳しく表現すれば、悪化
しているとはいえ、日本人には、そして日本には、
総じて、
☆他者を思う優しい心がある。
☆その他者を思う優しい心が気配りを生み、人々
が使いやすいものやサービス、人々が安心出来
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具体的には、第一次産業も含めたものづくり、
きめ細かい心配りのある第三次産業を意識しつ
つ、可能な限り、大量生産大量販売型の「規模の
経済性」を追うビジネスを目指すものの、敢えて、
量には拘らず、先ずは量よりも質に拘るビジネス
を展開する。
ここに、日本の中小企業の生き方のベースが
ある。
上述したことが可能な分野は、核心部品、高度
の量産試作も含めた製造装置、高度素材、安心安
全の飲食料にあり、更にグローバルメンテナンス
の分野に日本の活路はある。
こうしたものやサービスのビジネスを展開する
に際して、日本は、マニュアル化出来ないものづ
くりやサービスの提供をむしろ大切にしつつ、し
かし、それらに対してマニュアル化していく努力
を加えながら、「産業」としてきちんと定着させ
ていく。マニュアル化出来ない技術を持つことが
日本の特性であるとともに、そのマニュアル化出
来ない技術をマニュアル化しようと努力する民族

であることが日本の最大の特徴であり、これを最
大限生かして、国際社会から一目置かれる国家と
なるべきである。
このようにすれば、日本人しか、日本企業しか、
日本しか出来ない技術をベースとしたものやサー
ビスの提供ということになり、それを提供する場
は日本になるはずである。
結果として、日本に居ながらにして外貨を稼ぐ
人、企業が日本を支え、ここに、日本国内にも雇
用が残り、そして稼ぎ、稼いだ上で適正な税金も
払い、その税金で日本国内を更に住み良い世界に
高度化し、その余剰資金がもし、生まれれば、更
にそれを海外の社会安定の為の基金として供出し
て行けば、日本は一層世界から尊敬される、少な
くとも評価をされる国となろう。
これらの根幹となるのは、人材育成であり、
以上の方針に合わせて、教育制度の抜本的改革を
図る。
そして、これらは、決して目立たず、粛々清々
と行い（即ち、覇権争いを決してしない‼）、謙
虚な中で日本の良さを世界に浸透させていくこと
がポイントとなる。
その具体策としては、
１．新・日英同盟の締結。これにより、表の秩序
の管理人は、歴史と経験、ノウハウを持ち、日
本が敵にしては決していけない国である英国に
任せ、日本は実体経済で、汗を流して世界にお
役に立つ立場を貫く。
２．見た目は小国ながらも技術力と資金力を持ち、
また、情報戦も含めた軍事力では世界有数の
国々である、スイス、イスラエル、シンガポー
ルと緩やかな連携を取り、ディールバイディー
ル、ケースバイケースでこれら３カ国のいずれ
か、或いは全てと連携をする。
３．米国や中国、或いはロシアと言った、所謂大
国とは決して戦わない。しかし、一定の距離を
保ちつつ、日本のアイデンティティを守る。
以上を基本としつつ、筆者は、
「仙（専）人国家を目指せ‼」
「必ずしも規模の経済性だけを追うな‼」
世界に貢献する為の高い専門性を持ったほんもの
のプロ＝一騎当千の職業人＝が結集する企業が各
種分野で多くの存在する国家となり、世界から「世
界に対して幸せを供給する対価」を得て、発展す
る日本を目指せ‼
日本が守るべきは技術力に支えられた「少量

（可能な限り大量）、変量・多品種・高品質・高利
潤」の中堅・中小企業であり、これら企業が日本
全国各地・一次産業も含めた様々な業種にパッチ
ワークのように存在する国家を目指していくべき
である。
そして、これら企業に外貨を獲得してもらい、
日本に不足する食糧やエネルギー資源、原材料を
輸入する体制を確保していくべきである。
大量生産・大量販売型のいわゆるマス・ビジネ
スを志向する大企業は生産最適地・ビジネス最適
地を求めて世界各地にビジネス展開する無国籍企
業化をしていく、従って、中堅・中小企業は日本
Originのそうした無国籍企業も含めて、自社の製
品を最も正当に評価してくれる企業に販売してい
くことを志向し、高利潤を確保していく努力をし
ていくべきである。
こうした戦略を具現化していく為の人材育成を
国家レベルで推進していく、即ち、俗に言う「金
太郎飴」型人材教育からの脱却を図らない限り、
日本の将来は見つからない‼
その上で、
「真のものづくり大国」
の維持を図る。そして、
「ものづくり奴隷大国」
とならぬ為の、資源、エネルギー確保の必要性、
川上から川下まで、一貫したものづくり大国を目
指すべきである。
その為にも、ひと、もの、金、情報の根幹を握
る国際戦略を、産官学金が力を合わせて打ち立て
ることが必要であろう。
今こそ、日本が立ち上がる時である。
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真田 幸光 氏
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1957年東京都生まれ。
慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、東京銀
行（現・三菱UFJ銀行）入行。1984年、韓国
延世大学留学後、ソウル支店、名古屋支店等
を経て、2002年より、愛知淑徳大学ビジネス・
コミュニケーション学部教授。
専門分野は韓国・台湾・中国・モンゴル・ベ
トナム・北朝鮮を中心とする東アジア地域経
済と国際金融。社会基盤研究所、日本格付研
究所、国際通貨研究所など客員研究員。
NHKクローズアップ現代等々、TV・ラジオ
出演。現在、BSTV8チャンネル“プライム
ニュース”に解説者として定期的に出演中。
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▪特集▪コロナでどうなる・どうする

▪

若手座談会

コロナ禍の新しい働き方
～仕事の変化は？ その功罪は？ 本音トーク～

司会 本日は企業の第一線で活躍する若手の皆さん
にお集まりいただき、この１年の働き方の変化につ
いてお伺いしたいと思います。
Ｋ 私の担当が海外ですので、実際に現地の方にお
会いするのは半年もしくは１年１回ぐらい、それ以
外はメールか電話でのやり取りが多かったので、コ
ロナ禍でリモートワークが始まりましたが、対外的
な仕事に関しては、ほぼほぼ変化がないといえま
す。ただ、コロナをきっかけにZoom（ズーム）な
どのサービスが一般的になり、そういうものを利用
して、画面上ですが、相手の顔を見ながらお話をす
るという機会が格段に増えました。特にありがたい
のは同じ資料を見ながら会話ができるというところ
です。
多分、Zoomのようなものは以前からあったと思
いますが、みんなの意識や雰囲気が変わったこと
で、一気に使われるようになり、大きく働き方が変
わったと思っています。
司会 ご自身の働き方は？
Ｋ 出社しているのは週に１日程度で、それ以外は
自宅で仕事をしています。リモートワークを導入す
る際、支障となったのはペーパーワークがたくさん
あって、それらをどうするかということでした。例
えば、社内で仕事をしているときは、抜け漏れ防止
のため受注書を印刷し、回覧してハンコを押しても
らうということをしていました。こうした確認業務
等の問題がありましたが、現在では、電子印を利用
するなどで解決しています。
Ｂ 私もＫさんと同じように、週に１回程度出社し
ています。去年の３月ごろから電車通勤が社用車通
勤に変わり、営業の訪問も減って、現在はZoomで
のオンライン営業が主体です。私共の業界は、職人
気質の人が多くて、オンラインなどを嫌う傾向が
あったのですが、今では７～８割が導入されていま
す。コロナ以前は、車で直接訪問していて、中国地
方の岡山、鳥取まで担当しています。四国の場合は
３泊４日位で回るという感じでした。
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私の場合、コロナが広がる前から、社内でオンラ
イン営業を率先してやろうとしていまして、そのこ
ろは取引先の若い方を中心にオンライン営業の話を
持ちかけるようにしていました。
Ｈ 去年の３月以降の仕事の変化ということです
が、システムの開発に関しては、事務所でなくても
自宅でもできるので、作業内容そのものは変わって
いません。私も週に１～２回の出社になっていま
す。大きく変わったのは、システムのあり方などを
お客様と決めていくとき、これまでは訪問して、お
客様の会社で打ち合わせをしていたのですが、それ
がほぼほぼなくなり、ZoomやTeams（チームス）
を使って打ち合わせをしています。とくに支障はな
いので、移動時間を削減できたことがよかったと
思っています。東京－大阪でも、行って帰れば６時
間、埼玉に行くことが多かったのですが、移動時間
９時間で、実際に仕事をする時間は３、４時間。出
張がなくなったことで、作業に集中できる時間が増
え、交通費も削減できてよかったのではないかと。
交通費は会社の経費ですが（笑）。
打ち合わせのほか、セミナーもオンラインにシフ
トし、これもよかったと思います。これまでは自社
開催で大阪あるいは東京の事務所に来ていただいて
いたのですが、移動時間がかかり、遠方のお客様は
来られないなどの問題がありましたが、オンライン
セミナーなら、どこからでもご参加いただけます。
コロナの少し前から、「働き方改革」ということ
で、リモートワークなどを推進しようとしていたと
思いますが、実際にはやれていなかった。それがコ
ロナの混乱に乗じて、一気に実現したという感じな
のかなと思っています。
Ｎ この流れでは言いにくいのですが
（笑）、私たち
は毎日のように出社しています。メールなどで発注
されたものを原稿として制作現場に流すのですが、
工務という中間部署に、さらに工場へという流れの
なかで、どうしても出力紙、紙が必要になってくる
場面が多くて、週に４、５日は出社しています。た
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だ、勤務時間はもともとの８時間が７時間に減り、
社用車を使っての通勤、直行直帰の推奨など、でき
るだけ事務所にいる時間を減らそうという取り組み
を行っています。以前だったら、小さな納品物でも
直接お届けして、ご様子を伺ったりしていたのです
が、お客様によっては「今は来られたら困る」とい
うことで発送にしたり、オンラインで打ち合わせと
いうことも増えています。
デザイン制作だけの場合は、名古屋や東京、北海
道のお客様もいらっしゃり、そちらとはメールでの
やり取りで、わかりにくいところを電話で聞いてい
ます。
コロナの感染対策ということでは、会社としての
取り組みはいろいろあり、制作部門は時差出勤をし
ています。８時から出勤のチーム、９時から、10時
半からと分けて、できるだけワークスペースにて皆
が揃う時間を削減しています。デザイン部門の一部
は完全にテレワークに移行しています。ですが、工
場はテレワークというわけにはいきません。私の在
籍している営業部ではお客様との対面打ち合わせの
アポや納品業務等の予定がない場合は全休もしくは
半休で会社内での感染防止に努めています。

■働き方としては「よかった」、
ただしこんな問題も
司会 コロナ禍での現在の働き方をどのように受け
止めておられますか。
Ｋ 働き方ということでは、よかったなと思う面の
方が正直多いです。ただ、当社の工場は海外にあ
り、ロックダウンで工場が止まってしまいました。
嬉しいことに市場での需要は止まらず同じように売
れ続け、しかし、モノが作れないという状況が長く
続きました。かなり改善はされていますが、今も影
響はあります。そういうわけで、実際の業務は納期
調整、納期調整で、本来の仕事を後回しにして、今
やらなければいけないことを、毎日こなしていると
いうような状況です。働き方が変わったこと自体は
非常によかったのですが、納期調整というような後
ろ向きの仕事内容が増えて、それを家で独りでこな
しているという苦しさはありました。
司会 それはかなりのストレスですね。
Ｋ 独りで、というのはまわりの仲間が見えない状
態で、という意味ですが。お客様からは厳しいお言
葉をいただくこともあり、やはりストレスはあった
かなと思います。これが納期調整というような仕事
ではなく、本来の自分の仕事に専念できるというタ

イミングであったら、本当によかったのですが。
司会 実際の勤務は、在宅でも９時－５時ですか？
Ｋ 当社は８時半出社、17時15分退社が定時です。
コロナ禍の前から１時間前後の時間をずらしてもよ
いというフレックス勤務になっていました。コロナ
以降、在宅勤務が始まってからは、会社も初めての
試みで、管理も大変なので、「在宅で仕事をすると
きは原則、残業をしてはいけない」というルールが
できました。できるだけ頑張って終わらせるように
していましたが、実際にはできないことも多くて。
ただ、出社したときは、残業をしても構わないとい
うルールでしたので、どうしてもというときは会社
に出て、残業をしてこなすということで対処してい
ます。
司会 海外事業の場合、時差がありますよね。
Ｋ そうなんです。例えば、アメリカの場合、向こ
うの夕方の５時・６時がこちらは朝の８時ごろです
ので、アメリカの人たちと電話会議をするときは少
し早めに出社し、欧州の場合は、こちらの午後３
時・４時に、向こうは仕事を始めますので、ヨー
ロッパとの対応という日は、少し時間をずらして出
社するようにしていました。
司会 自宅でもそんな感じですか？
Ｋ 時差に合わせるようにはしていますが、それは
残業をしているということではありません。
司会 在宅勤務で、ご自分の時間が充実したという
感じはありますか？
Ｋ そうですね。コロナ禍ですので、仕事が終わっ
たから出かける、ということもありませんので、家
事をしたり、リラックスする時間は以前より取れる
ようになりました。私は独り身なので、以前は会社
で残業して帰って来たら、洗濯も料理も面倒という
感じで、スーパーで出来合いのモノを買ってきて食
べて寝るという生活をしていました。それが今は、
自分の時間がある程度取れるようになって、健康的
な生活リズムを保てるようになりました。
司会 週に１回の出社で社内の人々とのコミュニ
ケーションは？
Ｋ LINE WORKS（ラインワークス）が導入され
ていますので、都度、お互いに遠慮せずにコミュニ
ケーションを取るようにしていますので、とくに問
題はないというのが実状です。逆に、会社では、あ
る人に話したいと思ったとき、たまたま席を外され
ていたりしたら、社内を探しまわったりして、時間
のロスがありましたが、ラインワークスではメッ
セージを１つ入れておくだけで、都合のよいときに
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返事がもらえます。それに口頭だと、言った言わな
いの問題が起きることもありますが、そういうこと
もありません。
司会 コロナ禍の対応はトップダウンで？
Ｋ そうだと思います。テレワークに踏み切ること
や出社日のことなどは決められた通りにしていま
す。ただし、出社日は週１日と強制されているわけ
ではなく、必要があれば出社してもよいことになっ
ていますから、全体では、半分ぐらいの出社になっ
ています。
司会 Ｂさんの率直な感想を聞かせて下さい。
Ｂ よい意味でも悪い意味でも会議が増えたように
感じています。会議が増えた分、コミュニケーショ
ンをとることができたとも言えますし、時間ができ
たからやっているという面もあるように思います。
私としては、リモートで顔を見ながらコミュニ
ケーションができることと、今までは、ほかの地域
の営業所の方たちと話す機会がほとんどなかったけ
れど、今は全国の営業マンとつながることができた
ことは、非常によかったと思います。
司会 会議が増えたのは、やはり皆さんが会えない
から？
B それもあるかと。Zoomを使えるようになってか
ら、毎週、決まった時刻に会議をするようになりま
した。１つには、組織が変わったこともあります。
これまでは担当地域で分けていたのですが、同じ地
域でも製作所、医療機関、子供の施設などグループ
分けしてまわるようになったので、例えば製作所グ
ループの会議が行われるようになっています。毎朝
９時からZoomで朝礼はしています。
司会 朝礼では何を？
Ｂ １ヵ月のミッションステートメントを読み合わ
せるのですが、今までは大阪の営業所だけでやって
いましたが、現在は全国で。Zoomでグループ分け
ができますので。
司会 在宅勤務だと、多少は時間に余裕ができるの
ではないかと思うのですが？
Ｂ 私は結婚して３年目で、妻と二人暮らしですの
で、自分の時間が増えたというより家事をする時間
が増えたという感じです（笑）。妻はアパレル関係
で、在宅勤務ではないので。
司会 では、Ｈさんはどのように感じておられます
か？
Ｈ 率直な感想としては、通勤時間がなくなったの
で、朝、ゆっくりできるようになりました。毎日出
社していたころは、子供より早く出て、帰って来た
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ときには寝ていることが多かったのですが、在宅勤
務になってから、朝は見送ることができ、帰って来
たら「お帰り」と顔を見て言うことができるように
なったことは、単純によかったなと思っています。
会議については、Ｂさんとは反対に当社は少なく
なっています。コロナになる前から、会議を開くの
に、人数が多くなり過ぎてはいけないと参加人数を
絞り込んで行うようになっていました。それが、リ
モートに移行してからも、少ない人数のまま継続さ
れました。以前は「あの人にもこの人にも」という
感じで、ざっくりと集めていたのが、リモートに変
わって、参加するメンバーの選定をみんながするよ
うになって、その結果、会議そのものが減ったとい
う状況です。
司会 それで社内のコミュニケーションは？
Ｈ メ ン バ ー と は、 メ ー ル は も ち ろ ん、 電 話 か
Zoomかでやり取りをしています。ただ、事務所で
横にいる人とちょっと雑談をするとか、たまに休憩
ゾーンに行って世間話をするといった機会がなく
なったことはやはり寂しいですね。業務に関するコ
ミュニケーションという面ではとくに問題はないと
思うのですが、それ以外のちょっとしたつながりと
いう部分がなくなっているような気がします。
司会 オンライン飲み会などは？
Ｈ プライベートではありますが、１、２回はよ
かったのですが、継続していないですね。やはり、
普通の飲み会とはなんか違いますので。
司会 システム開発のSEの方などは、どうしても
長時間勤務になると聞いています。
それが在宅勤務になると、ずっと仕事をしている
ような感じになるのでは？
Ｈ 作業の量そのものは変わっていないのですが、
在宅勤務の場合、家族と一緒に食事をする間は一旦
中断して、再び業務に戻るというやり方ができるの
で、そこは楽になったように思います。そのへんの
勤務時間をどうカウントしたらいいのか、ファジー
なところではありますが。
会社として、各作業者の評価をどうするかが難し
いのかなと思います。営業さんだったら、数字で判
断ができるかなと思いますが、我々はどう評価され
るのか。評価基準も少し変わるのではないかと思い
ます。
それと、ある程度、仕事を自分でこなせる年代に
なっていると問題ないかと思うのですが、まだ右も
左もわからない時期にコロナに遭遇してしまった若
い社員のフォローは必要だと思います。人によるか
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もしれませんが、寂しい思いをしている子たちもい
るのではないかと思います。
司会 その辺のフォローは？
Ｈ 社内で遅い時間などに残っていれば「今、何を
しているの？」と聞いたりできたのですが、今は、
それができないので。そういう面は大きく変えない
といけないところかなという気がします。
司会 Ｎさんはどのように？
Ｎ 働きやすくなったと感じているのは、残業時間
が大幅に減ったことです。お客様の所に行く移動時
間が減り、その分、事務処理ができますし、会社と
しても「早く帰る方がいい」という雰囲気になっ
て、過ごしやすくなりました。
以前は８時半から営業に出られるように、８時15
分から朝礼をしていたのですが、今は９時－５時の
勤務になり、午前中に営業部のチャットに担当者が
朝礼の内容を送るということで、朝礼に集まること
もなくなって、そこは気持ち的に楽になりました。
司会 チャットで何を送るのですか？
Ｎ 内容的には、朝礼で集まっていたときと変わら
ないのですが、今月の目標に対して、今どういう状
況かといったことや、共有しておきたい情報、現場
の話などです。
今までも、手書きの朝礼ノートはあったのです
が、チャットになってからは、自由に読み返すこと
もできますし、リアクションボタンで、
「全員が読
んだ」という確認もできるようになりました。
司会 コロナでダメージを受けた業界は多いのです
が、Ｎさんの業界も？
Ｎ そうですね。イベント関係が軒並み中止になっ
たことで折り込みチラシなどの需要がなくなり、大
学関係のオープンキャンパスの印刷物もストップす
るなど、厳しい状況ではありました。
一方で、社長が去年の早い時期から、コロナ対策
をしっかりと打ち出して、
「うつらない、うつさな
い」という方針で、３密を避けましょうというポス
ターを作ってお客様にお配りするなど、会社として
の姿勢ははっきりと打ち出されていると思います。
お客様のところに社員が３名以上で伺うときには、
打ち合わせの部屋の広さ、換気、座席の間隔、感染
予防対策などを社長に報告し承認してもらいます。
社内の会議でも、リアルで４人以上でやるなら15分
以内というルールを決め、冠婚葬祭など、人の集ま
る所に行くときは、そこの感染対策を報告するな
ど、感染予防を徹底しています。
司会 かなりキメ細かい決まりがあるんですね。

Ｎ 社長は全社員に「社員、そして社員のご家族と
ご家族の周りの安全を守る事が第一優先」とおっ
しゃっています。当社では印刷以外の企画などにも
力を入れてきているので、その点もよかったと思い
ます。企画部門は、進行しているプロジェクトごと
にチャットを使ったやり取りが増えていまして、
メールでの情報共有に比べて、フランクになってい
ます。LINEでのやり取りみたいな感じですね。
司会 チャットは何を？
Ｎ グーグルです。

■全員一致
「コロナ収束後も今の働き方で」
司会 今後のことを皆さんはどうお考えですか？
Ｋ コロナ収束後、会社がどういう風にしていくの
かはまだわからないのですが、「働き方改革」をや
めてしまうというのか、元に戻ってしまうのはもっ
たいないと思います。よいところ、悪いところはあ
りますが、できるだけ悪いところを改善して、この
状態を保っていければと思います。改善すべきは、
先ほどのＨさんのお話にもあったのですが、業務の
管理が在宅では見えにくいというところです。１人
の人間にどれだけの負荷がかかっているかわかりに
くい。だから、１人の能力に頼るのではなく、部署
であったり、チームであったり、そこが「これだけ
の業務をこなしていかないといけない」と決め、だ
れもがわかって、だれもがフォローできる状態で、
仕事をまわしていく仕組みをこれから作っていくべ
きかなと思っています。
司会 難しい課題ですが、システムである程度は対
応できるかもしれませんね。
Ｂ 私も働き方をコロナ以前の状態に戻すというの
は、あまりやりたくないですね。私がリモートワー
クを積極的にやっていこうと思ったのは、体力的に
も精神的にもラクだと思えたからなのですが、それ
が仕事の成果にどれだけつながるかが、まだわかっ
ていません。成果につなげることができれば、ムダ
な移動時間や経費を削減できるから、絶対によいは
ずなのですが。一方で、皆さんが指摘されている、
個人の業務の管理の難しさなどデメリットはありま
すが、デメリットよりメリットを数えて、ポジティ
ブに働き方改革を推進した方が得策だと思います。
例えば、実際にお会いした方がいいということは絶
対にありますから、それをすべてやめてオンライン
に、というのではなく、直接訪問するときもあれ
ば、オンラインで対応するときもある、というよう
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に、オンラインをプラスαで考えていけばよいので
はないかと思います。
司会 問題は成果ですね。コロナ禍では、そこが見
えにくいかもしれません。
Ｈ 私も今の働き方を今後も継続したらいいのでは
ないかと思います。弊社はコロナの影響をあまり受
けていないので、交通費などの削減分がそのまま利
益になるはずですので（笑）。問題は、先ほども申し
ましたが、若いメンバーの育成がしにくいのかなと
いうことで、これは何年も経ってからでないと表面
化せず、表面化したときは会社の大問題になる可能
性があるような気がします。それと、これまでは職
場で仕事をし、スイッチを切って、自宅に帰って
来ていたのですが、在宅だとずうっとスイッチが
入ったままで、今まで休める場所だった自宅で仕事
をし、お客さんからもキツイことを言われたりし
て
（笑）
、逃げ場がない状態で、精神的に追い込まれ
ていくというのはあると思います。精神的な面での
フォローは必要だと思います。冗談ですが、心拍数
と体温を測定する装置を付けて、両方の数値が上
がったら、
「あ、これはクレームを受けているな」
と会社が察知して、緊急アラームが鳴る、とか（笑）。
それから、通勤がいい運動になっていたのか、在宅

勤務になってから３キロ太り、体がなまってきて
いると痛感しています。これも会社で、ジムと契
約するなど対応していただけるとありがたいです
ね（笑）。
Ｎ 朝礼がチャットになったことなど、私も今の状
態が続けばいいなと思っています。今、業務フロー
の見直しを進めていまして、業務をデジタル化する
トライアルを重ねているので、うまくいけば今より
リモート化が進むかと思います。最終的にはお客様
からの修正が直接、現場に行くようにと考えていま
すので、そうなると営業がお客様の所に伺うのは、
原稿のやり取りではなく、ご提案というところにシ
フトして行けるのではないかと期待しています。
社長が常に新しいことへのチャレンジを考えてお
られるのを、私たちは身近でひしひしと感じるの
で、私たちもそこを一緒にやっていかなければ！と
思います。社長の意識の高さで全員一丸となって感
染予防に取り組んでいます。この緊張感はいつまで
続くのかわかりませんが、一日も早い収束を望み
ます。
司会 本日は、貴重なお話を聞かせていただきあり
がとうございました。ますますのご活躍を！

「合理化」名言・格言集｛ 英和対比 ｝
太陽シンクス㈱社長

北浦愼三（TEC幹事）

第24回

名言・格言の英和対比により、グローバルな視点でも日本の視点でも同じ意味の格言を掲載し、
古今東西不朽の名言に触れたいものです。

He cries wine 

and sells vinegar.
よう

とう

く

にく

「 羊 頭 狗 肉 」
「酒（羊肉）を呼び売りて、酢（犬肉）を売る」が原文。“看板
に偽りあり”――古今東西、偽者（物）横行は世の常。悪事は
長続きしない。正邪善悪の判別の力をつけよう。

＊ 会員の皆様方から英和対比の「名言・格言」を募集し、掲載します ＊
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講演録

2021年1月27日 年頭大会 特別講演より

経営戦略としての
働き方改革
～生産性で差をつけ、


コロナ時代を勝ち抜く～

㈱ワーク・ライフバランス
代表取締役社長

私はこれまで1000社以上の企業の働き方のお手
伝いをして参りました。成果として残業時間が
減ったのはもちろん業績が上がっています。
また、
結婚や出産をされる社員の方が約２倍になるとい
う変化が生じています。どうしてこういう変化が
出てくるのかということ、そもそも何故、働き方
改革が必要なのかということを大きな概念でご説
明したいと思います。
いま、新型コロナの襲来によって、非常に働き
方の変化を強いられています。コロナが収束すれ
ば、また元に戻ると思われているかもしれません
が、もう元には戻らず、このまま加速せざるを得
ない状況にあります。何故、働き方を変えないと
いけないのかという部分が、しっかり腹落ちして
いれば、コロナに押されて、ではなく自らもっと
もっと働き方を変化させていこうという経営判断
ができるはずですので、この先、日本の人口がど
うなっていくのかといったこともお話ししようと
思います。
弊 社 は 社 員30名 の 会 社 で す が、2009年 か ら
「ワーク・ライフバランスコンサルタント養成講
座」をスタートし、2000名以上の卒業生が全国で
コンサルタントとして活躍しています。働き方改
革をしっかり進めていくために、社内に詳しい人
材が２、３名いれば…と思われたら、この講座に
人事担当の方などを送り込んでいただければ、４
日間で私たちのノウハウのほとんどを学んでいた
だけます。
まず、私どもが関わった企業の事例を少しご紹
介します。15年に三重県の県庁からの依頼で、い
くつかの中小企業のコンサルティングを任され、
同時に県庁の働き方改革のお手伝いをしたのです
が、そのなかに、54人の社員さんがいる調剤薬局

小室

淑恵 氏

がありました。１店舗は４、５名。最初は薬剤師
の女性店長さんに、
「私は休みたいと思ったこと
もない。コンサルなど必要ない」と猛反発されま
した。しかし、最初の会議でメンバーの皆さんに
「もし有休が取れたら何をしたいか」を聞くと、
皆さんのやりたいことが出るわ、出るわ。店長さ
んは自分が休まないから、みんなも休めないのだ
と気づき、そのときから「自分にしかできない」
と思って抱え込んでいた業務を“見える化・共有
化”
、つまりマニュアルに書き、メンバーに教え
るようになったのです。その結果、売上高は40％
上がり、有休消化率は76％に、残業が大きく減っ
ただけではなく、なんと８ヵ月後、この店長さん
が結婚し、ハネムーンで２週間、休みを取りまし
たが、職場に支障は一切出ませんでした。仕事を
特定の個人しかできない、いわゆる属人化を排除
し、仕事のパス回しができる万全の体制に変わっ
ていたのです。しかも、結婚数が２倍、出産数が
2.5倍になりました。
これを翌年の会社説明会で、学生に話すと、マ
イナビ・エントリー数が５倍になり、11人に内定
を出したところ、全員が入社、内定辞退がゼロで
した。いま、学生にとって、働き方はそれほど重
要で、パワフルな魅力があるのだということが、
おわかりいただけるのではないでしょうか。
また、岩手県の空調設備の修理をする、社員35
名の会社では、若手とベテランの意識の乖離が問
題でした。若手の離職も多く、ベテランは持って
いる技術を教える意欲がなかった。そこで立ち上
がったのが事務の女性たちでした。ベテランたち
の現場に行き、そのすごい腕前、仕事ぶりを動画
に撮り、若手たちのLINEに流したのです。そこ
で見たベテランたちの技術に若手たちが感動し、
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「カッコいい！現場を見たい！」とベテランたちに
歩み寄っていったのです。ベテランたちも「それ
なら教えてやろう」という態度に変わり、若手の能
力はグンと伸びました。その結果、利益は273％、
売上高は124％伸長し、しかも残業時間を15％削
減しながら、有休取得率は2.3倍になりました。
こうした事例は枚挙にいとまがありません。

■働き方改革の対象は全従業員
皆様にお伝えしたいのは「ワーク・ライフバラ
ンス（WLB）」と「ワーク・ファミリーバランス
（WFB）」の違いです。後者は育児や介護など家
庭の事情がある人に配慮するという考え方です。
組織全体の働き方は何も変わっていないのに、一
部の人間には残業をさせられない、その仕事は独
身など事情のない人に振り分けられる。これでは
事情のある人とない人の間に対立構造が生まれ、
業績はマイナスになります。
取り組んでいただきたいのは、「WLB」
。すべ
ての人に、ライフはあるということを前提にして
いただきたいのです。育児や介護だけではなく、
社内では見えにくいものもあります。例えば、不
妊治療のようなこと、障害のあるお子様がいると
いったことも。若い世代は「WWW（ワークワー
クワーク）」でいいのかというと、そうでもなく
て自己研鑽が必要です。とくにAIについて学ぶ
必要があります。うかうかしていたら、ある日突
然、無職になる可能性があります。つまり全従業
員を対象に働き方を変えていく必要があるので
す。それによって、社員それぞれが自分の色のひ
きだしを持ち、話し合うからこそ、いろいろな色
が混じり合って化学反応が起き、これがイノベー
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ションにつながるわけです。その付加価値が業績
のプラスになります。ここまでやって、
「WLB」
は成功します。
「WLB」と「WFB」は似て非なるもの。本質
的な取り組みから逃げて、
「WFB」でお茶を濁せ
ば、コストばかりかかって業績につながりません
ので、ぜひ、組織全体の働き方を見直し、業績向
上につなげていただければと思います。

■イノベーションを起こして
「勝ちに行く」
人口ボーナス期と人口オーナス期の概念は日本
ではほとんど知られていませんが、何故働き方改
革が必要なのか、がこれでわかります。ボーナス
期は人口構造が経済のプラスになる時期。若い働
き手が多く、高齢者率が低いため社会保障費が嵩
まないので、インフラ投資が進み、経済が発展し
ます。オーナス期はその逆です。日本のボーナス
期は1960年代から90年代半ば。一度ボーナス期が
終わると二度ときません。中国はボーナス期がつ
いに終わり、インドは2040年まで続くそうです。
オーナスとは「重荷・負担」
。人口構造が経済
の重荷になる時期です。ボーナス期の手法は通用
しません。日本が抱える問題は、すべて人口オー
ナス期だからなのかというと、実はそうでもあり
ません。日本より先にオーナス期に入ったヨー
ロッパより日本の方が深刻な状況だからです。日
本では、少子化対策に失敗したことでボーナス期
を短く終わらせてしまい、オーナス期に突入して
しまったのです。
では、日本の経済は終わりなのかと思われそう
ですが、実はオーナス期になってからが本当の経
済成長なのだそうです。オーナス期に再浮上でき
るか否かは、その国のやり方次第。２
つのことを徹底してやっているかどう
かです。
１つ目は生産年齢人口を隅々まで労
働参画させること。生産年齢でありな
がら、労働参画できていない女性が多
いことがもったいないのです。女性の
就業比率が低い国は世界にはたくさん
ありますが、他国の場合は女子教育が
まだ行き届いていないからです。とこ
ろが日本は男女共に高学歴で、いまや
大学院に行くのは女性の方が多い大学
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もあります。経済界が活用する気になれば、明日
にでも使える未曾有の潜在労働力がひしめいてい
るのです。外国の人が「日本はウーマノミクスを」
と言うのは男女同権という話ではなく、既に教育
という投資をした人たちを活用しないのは損失
だ、ということなのです。
女性だけではなく、障害をもつ方や親の介護を
している方など、さまざまな方たちが働けるよう
にするだけで、大量の労働力を確保できるので
す。現在の労働力をマックスにするためには、働
き方を全体に大きく変えていくこと。これが１つ
目です。
しかし、１つ目を推進すると、問題が出てきま
す。夫婦で働くことで、出産・育児が難しくなり、
未来の労働力が減ってしまうということです。現
在、赤ちゃんが生まれていないと未来の労働力は
ないわけですから、夫婦共働きでも、２人以上の
子供が持てるような社会環境をいま同時につくっ
ていかなければならないのです。これが２つ目で
す。真に有効な少子化対策をワーキングペアレン
ツに提供することが切迫した課題なのです。
１人目の子供をもうけた夫婦が、２人目、３人
目と続けるかどうかが問題ですが、それは夫の育
児家事参画時間が少ない家庭ほど、２人目以降が
産まれていない、ということが11年間の追跡調査
などではっきりわかっているのです。産後の女性
の死因の１位は自殺です。10人に１人が産後うつ
になります。産後うつは、産後２週間から１ヵ月
がピークで、その時期に夫が家に居て育児に参画
することで、産後うつは解消できるのです。です
から、何としても男性も育児休業をこのタイミン
グで取っていただきたいのです。
何故ならば、うつ病を治すには７時間睡眠と、
朝日を浴びてウォーキングなどのリズム運動をす
ることによってセロトニンを増やすことの２点が
不可欠ですが、女性が一人で育児をしていたら絶
対にできないからです。夜、２時間置きに授乳を
するということは、飲ませて、哺乳瓶を煮沸消毒
して、汚れ物を洗って、次の授乳の準備をしてか
ら寝るわけですから、せいぜい30分睡眠を３回く
らいしか取れないわけですからフラフラです。
ですから、弊社では「男性育休100％宣言」と
いうサイトを設けていますので、皆様もぜひ宣言
をしていただきたいと思います（笑）。
男性が育休を取ることで、新しいコミュニティ

への参画や、価値観のパラダイムシフトが起き、
復帰した職場でのイノベーションや、生産性の高
い働き方につながると共に、将来の社会保障の担
い手確保となり、サステナブル社会の実現にもつ
ながります。
一時的に社員を休ませても会社は損をしませ
ん。給料を払わなくても、本人は手取りの８割以
上の給付金がもらえます。
デメリットがないのに、
育休も取らせないとなると、そんな会社に見切り
をつける社員が出たり、求人面で難儀をするなど
のリスクがあります。このリスクを見誤らないで
いただきたいと思います。
少子化対策とは女性や子供に何かをするので
はなく、男性の働き方を見直すことが突破口なの
です。
人口ボーナス期の成功体験は否定すべきもので
はなく、あの時期があったからこそ現在の日本が
あります。ただし、オーナス期には逆効果になり
ます。勇気をもって当時の戦略と決別し、オーナ
ス期のやり方に転換できた国や企業だけが勝てる
のです。
オーナス期に経済発展しやすい働き方は、「な
るべく男女ともに働く」
「なるべく短時間で働く」
「なるべく違う条件の人をそろえる」――の３つ
です。
これらが労働力を確保することにつながり、
多様な人材がフラットに議論ができ、イノベー
ションが生まれます。管理職はほとんど男性、多
様性とは程遠い均一な人材でいくら会議をしても
イノベーティブなモノは生まれません。画一的な
モノを欲しがる人はいませんから、経営者の方は
口を揃えて、
「イノベーションを」と声を大にさ
れますが、構造的に無理な組織なのです。
会社の仕事をがむしゃらに頑張ってきた優秀な
人材が管理職になるわけですが、彼らの問題は人
を登用するときに、自分と同じ条件を当てはめて
しまうことです。二人は同じ能力だけど、時間外
対応ができるのはＡ君、Ｂさんは育児中。ならば、
この仕事はＡ君に。こうやって毎回、働き方の門
前払いをすることで、多様性を排除してしまい、
イノベーションにたどりつけない企業になってし
まうのです。
肝心なことは時間外対応をしなくていい方法を
考えて実践することなのです。もうおわかりだと
思います。何で働き方改革なのか。それは、イノ
ベーションを起こして勝ちにいくためなのです。

－ 14 －
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イノベーションを起こすには多様性が不可欠
で、それを一番阻害しているのは、いまの働き方
です。だから改革をしなければいけないのです。
これまで普及しなかったのは、企業の方々が、
勝ちに行くことと働き方改革は相反するものだと
誤解をしてきたからです。
正しい認識で、みんなで勝ちに行くために働き
方改革をするのだという意識を組織の中で共有で
きれば、働き方改革はできたも同じです。
できなかったら大変なことになります。
「総人
口の将来推計」によると、現状のまま推移すると
日 本 の 人 口 は2110年 に4286万 人、 高 齢 化 率 は
41.3％です。財政破綻へ一直線です。しかし、出
生率が2.07程度に回復したとすると、9661万人に
下げ止まり、高齢化率は26.6％に上げ止まります。
いますぐに働きながら子育てができる社会をつく
らないと未来の日本は救えないのです。弊社には
「労働時間革命宣言」のサイトもありますので、
ぜひ宣言していただきたいと思います。

■手法は簡単、
朝夜メールとカエル会議
最後に弊社の手法をご紹介します。私たちは１
つの企業に８ヵ月ほどの単位でコンサルを行って
います。最近はリピートのご依頼が多く、３年、
５年と継続しているところもありますが、まずは
８ヵ月で、働き方の見直しを４つのステップでま
わすことに取り組んでいただきます。①は現在の
働き方を確認。②は業務の課題を抽出。③は会議
で働き方の見直し（カエル会議）。④見直し施策
の実施。①から④をぐるぐると何度も繰り返して
いただきます（「カエル会議」については「マン
ガでやさしくわかる ６時に帰るチーム術」
「働
き方改革」という本で詳しく解説しています）
。
①で使っていただくのが「朝夜メール」です。
まず朝は、自分の仕事を30分単位で組み立て、上
司を含めチーム全員に送ります。これでチームの
スケジュールがわかり、パスまわしが可能になり
ます。夜は、終わらなかった仕事の要因を振り返
り、頑張ったことなどもコメントします。この朝
夜メールで、コミュニケーションが図れるため、
コロナ下で全員がテレワークでも朝ワイワイ、夜
ワイワイと井戸端会議をしているように感じ、同
じ職場で働いている一体感がキープできます。
２週間程、朝夜メールを実施したら、自分の働
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き方をグラフ化していただきます。メイン業務に
何割の時間を使えているか、減らしたいムダは何
かを明らかにすると、業務の内容を向上させ、残
業時間を減らすことにもつながります。
次に、朝夜メールの課題を持ち寄って、
「カエ
ル会議」を開きます。これは、それぞれの意見を
付箋に書いて１枚の紙に貼っていくというやり方
をします。職場の課題をみんなで遠慮なく出し合
うというもので、無記名です。コロナ下で、密に
なるといけないという場合は、
「カエル会議オン
ライン」
という弊社のツールを利用してください。
これですと、だれかの意見に「いいね！」で同意
を表明できますので、
みんなの思いが可視化され、
短時間で真の課題が浮き彫りになります。紙でも
オンラインでも、こうしたことをやっていくこと
で、働き方改革のアイデア出しとその施策がどん
どん決まっていきます。
例えば、
「ウチは会議が長いからタイマーを
使って、タイマー会議をしよう」
、
「昼間、集中し
て仕事をしていないから残業が多い。集中室をつ
くったらどうか」等です。100社あれば100通りの実
現方法がありますから、やり方は全部チームに任
せて、チームの課題ごとにやり方を決めて、出て
きた成果を褒めて、社内に広げていくという「太
陽政策」で取り組んでいただきたいと思います。
もっと多数の成功事例をご紹介できないのが残
念ですが、沈みつつある「人口ボーナス山」から、
多くの人が健康で、幸せになれる「人口オーナス
山」に飛び移ってください。それは新しい仕事様
式に変えることです。勝てる組織と充実した人生
をつくっていくために、皆様にぜひ取り組んでい
ただきたいと思います。

小室 淑恵 氏

プロフィール

2006年、㈱ワーク・ライフバランスを設立。
企業・自治体などに働き方改革コンサルティング
を提供。全国各地で、年200回以上の講演を実
施。２児の母として子育てをしながら効率よく
成果を上げる働き方を実践。全社員が残業ゼロ、
有休取得100％で増収増益を達成し続けている。
14年から安倍内閣「産業競争力会議」民間議員、
15年より文部科学省「中央教育審議会」委員、
経済産業省「産業構造審議会」委員など内閣府
や各省庁の依頼を受け複数の公務を兼任。
著書多数「日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー」、
「ベストマザー賞（経済部門）」等受賞。

－ 15 －

時流の変化やコロナの影響を見つめ、
次代のために変革の扉を開ける

ハツラツ社長登場
（第63回）

㈱ケーエスアイ

代表取締役社長

南

貴

之

所在地 〒557-0063 大阪市西成区南津守7-15-16
ＴＥＬ 06-6652-8000
ＦＡＸ 06-6652-8894
創 業 昭和22年
従業員数 120名
資本金 9,180万円
事業内容 デ
 ジタルソリューション、商業印刷、マーケティング、
テクニカルドキュメント制作
ホームページアドレス https://www.ksinet.co.jp
聞き手：
（一社）
大阪府経営合理化協会

―

専務理事

南 多様な人種の人々とのコミュニケーション

御社の歴史からお話し頂けますか。

南

高安正美

当社は昭和22年の創業で、今年で74年目と

によって、ビジネスに対するさまざまな考え方

なります。事業を始めたのは私の祖父ですが、

を教えられました。当社は2013年にタイに進出

3年ほどたって事故で亡くなりました。現会長

しましたが、アメリカでの経験があったので、

である私の父は当時まだ大学生で大学卒業後に

他国へ出ていくことへの抵抗感をあまり感じず

入社しますが、すぐに社長に就くというわけに

に、タイにおけるビジネスをどうすべきかとい

はまいりません。そこで、祖父がもともと在籍

うことにフォーカスできたように思います。タ

していた会計事務所の社長さん方に、当社の社

イ拠点は、現地の日系企業をお客様とする印刷

長を歴任していただき、父は40歳のときに社長

の会社で、現在も継続して営業しております。

になりました。

― 社長になられた頃、印刷業界もかなり厳

私自身は大卒で入社したリース会社を退社

しくなってきたのではありませんか？

後、2002年に当社に入社しすぐに単身でアメリ

南

カへ渡りました。目的は、先端のビジネスモデ

後は8兆9,000億円というピークだったのが、こ

ルの研究と、コミュニケーションを含めた英語

の30年ほどで約半分になりました。
当社の場合、

の習得です。3年半ほどシアトルやロサンゼル

リーマンショックで急激に冷え込み、その後、

そうですね。業界全体で見ると、1990年前

スで過ごし、2006年4月にケーエ
スアイに戻ってきました。2011年
の8月に社長業を受け継ぎ、今年
でちょうど10年になります。取扱
説明書や冊子のほか、文字ものの
編集や印刷を得意としてきた会社
ですが、時代やお客さまのニーズ
の変化に合わせてカラーのデザイ
ンものを手掛けるとともに、web
制作やシステム開発にも取り組む
ようになりました。
―

アメリカでのご経験で得た

ものとは？

▲ ㈱ケーエスアイ

－ 16 －

本社
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徐々に戻ってきてはいたのですが、2011年の震

では「雇用が減っている」といわれますが、今

災で再びガクッと落ち込みました。今までの事

までに出会えなかった人材に会えるし、さまざ

業形態ではダメだと、我々も新しい時代に向け

まな人材を集めるのに良い機会だととらえる会

た会社のあり方を探ることにしたわけです。
“お

社様もあり、当社もそう思っています。

客様の想いをカタチにする、そして大事な想い

― 売上げの割合としてはどうですか？

をいかに伝えていくか”に焦点を当て、印刷物

南

の制作だけでなく、企画やクリエイティブな分

です。昨年のコロナ禍の状況下、人々の価値観

野にも取り組み始めました。今ではその取り組

や生活習慣が変わり、印刷メディアの役割や価

みがお客様にも認知されるようになってきたか

値を改めて見直していかねばならないと痛感し

なと思っております。

ました。印刷物が減り、市場が縮小し、危機感

―

を抱く印刷会社は変わっていかねばならないと

新しく加わった事業にはどんなものがあ

やはり、まだまだ売上げのベースは印刷物

りますか？

思いつつ、なかなか変われないというところが

南

3年ぐらい前から人材採用に関するお困り

ありました。変わっていくスパンは5年先かな

ごとが非常に多いと気づきました。特に中小企

と思っていたのですが、コロナ禍で、前倒しに

業さんにおいては、売り手市場といわれる中、

一気に変えていかねばならないと感じた一年で

いかにいい人材を採用できるかが課題となって

した。当社でも売上げが減り、世の中の様相で

いるため、今後の事業の柱にしていこうと考え

は、イベントが中止になり、チラシなどの広告

ています。もともとは採用関連のツールやメ

も緊急事態宣言中は全く見かけず、巣ごもりし

ディアを提供していこうとしていたのですが、

ている多くの人々が利用するのはwebでした。

その派生として、性格分析ができるサービスや

それまでも徐々にwebへの移行が見られました

スカウトメールを送るサービスを展開し、内容

が、一気に推移し、DXの取り組みも大きく作

についても我々がアドバイスできるようになっ

用したと思われます。

ています。おかげさまで、中小企業様だけでな

― コロナへの対策として、いろいろなこと

く、大手企業のグループ会社様からも良い評価

をされていますね。

をいただいており、企業規模に関わらず、ニー

南

ズがあるなという手応えを感じています。

さない」ために、手洗いやうがい、マスクの着

―

用、手指の消毒、ソーシャルディスタンスの確

このサービスは、新卒採用がメインです

うつ

保、3密の回避、換気などを徹底しています。

か？
南

「うつらない
特別なことではなく、

現在はそうですが、中途採用も含めた展開

会社としては、満員電車の混雑を避けるため、

を考えています。今後は人材戦略から、お客様

時差出勤や時短を行っています。時短では全社

に寄り添ってコンサルティングできるようにし

員1時間減らし、時差出勤は部署によって2交代

ていき、そこから採用につなげ、その先の教育

制にしたりしています。1時間の休憩を含めて8

と人づくりでもお役に立てるようなビジネスに

時～16時あるいは12時～20時という勤務のス

発展させていきたいと思っています。今の段階

タッフもいます。営業スタッフは営業車で出

では、社内における人材戦略と、社内にどうい

社・帰宅してもらい、その他の部署のスタッフ

う人材がいて、これからどういう人たちを採用

も、車・バイク・自転車での通勤が可能なら、

し、教育していくのかということを試験的に取

そうしてもらっています。また、テレワークを

り組んでおり、そのノウハウをお客様に提供で

推奨しており、昨年の統計では1日7、8名がテ

きればと思っております。採用に関しては、新

レワークをしていました。デザインなどの部署

規のお客様はもちろん、既存のお客様でも「ぜ

では毎日テレワークというスタッフもいます

ひ！」と言ってくださいます。コロナ禍の現状

し、
営業では直行・直帰という場合もあります。
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▲「うつらない

うつさない」啓蒙ポスター

仕事を効率化させ、
休めるのなら休んでもらい、

だけでした。しかしながら、2月28日にはマス

感染のリスクをできるだけ排除するという方針

ク義務化を伝えました。当時、マスクが手に入

です。緊急事態宣言の前後に、全管理職を呼ん

らないのに、なぜ会社は義務化するのかともい

で個別に面談し、会社の方針として、
「うつら

われましたが、趣旨をわかってもらい、何とか

ない

うつさない」を徹底し、その上で事業活

マスクを入手して全員に配ったこともありま

動を継続していくことを全社員に伝えました。

す。その後、コロナ対策はだんだんバージョン

社員とその家族の健康の維持という
「身の安全」

アップし、朝礼は廃止、会議も基本的に開かな

と雇用と収入の確保という「生活の安全」を両

い、もしくはリモート会議としました。コロナ

立させるためです。

対策は、現在のところ3月末まで延長して取り

―

組んでいます。

コロナ対策は企業によって千差万別です

が、かなり徹底されているようですね。

― コロナ禍によるお仕事への影響はどうで

南

すか。

まずは「うつらない」ことが大切。社内に

おいても3密を避け、空いている部屋を使うな

南

ど、ソーシャルディスタンスを確保した座席配

特に大手のお客様には不要不急の営業はでき

置にしています。最悪、感染者が出たとしても、

ず、リモートでの営業活動も増えています。営

濃厚接触者を出さないようにして事業活動を続

業活動をする上で、クリエイティブの担当者が

けられる「うつさない」環境を整えています。

営業スタッフに同行してお客様のところにお伺

最初に社員全員にコロナ対策について伝えたの

いすることがありますが、これも「うつらない

が昨年2月25日で、手洗い、うがい、体調管理

うつさない」の方針のため、社長の許可制にし

－ 18 －

お客様と会えない状況が増えていますね。
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ています。社員に対しいろいろな場面でいろい

を使ったイベントなどのデジタル関係、お客様

ろな人たちにこういう対策が大事だということ

の市場がどうなっているかを調査・提案する

を伝えたいという啓蒙の意味も含め、訪問先の

マーケティングなどを中心に新しい価値を提供

感染対策の状況を確認したりもします。そのほ

することです。お客様のニーズをいかにカタチ

か、社長の許可制にしているのは、会議や冠婚

にしていくかと考えると、印刷メディア以外の

葬祭、どうしても必要な場合の出張や会食など

分野にも挑戦していかねばなりません。実際、

です。感染対策さえきちんとできていれば、許

現在の営業部は「コンサル営業」をめざしてい

可を出すケースが多いのですが、会社のポリ

ます。従来は、こういう印刷物が何部必要だと

シーを伝える良い機会になっていると思いま

いうお客様のご要望をカタチにしていたのです

す。当社ではみんな真面目に徹底して取り組ん

が、それを作ることでどういう効果が得られる

でくれており、意識が高いなあと感じますし、

のか、効果を最大限に生かすには印刷メディア

おかげさまで社員とその家族も含め、誰一人感

なのか、webなのか、あるいは他のツールなの

染者を出していません。また、イラストを加え

かというところまで持っていきたいと考えてい

てわかりやすくした「新型コロナウイルス感染

ます。

症に対する職場マニュアル」をデータ化すると

― その事業のためには、専門的な人材も必

共に、QRコードによってマニュアルがいつでも

要ですね。

閲覧できるようにしました。社内には啓蒙のた

南

めのB3ポスターもあちこちに掲示しています。

なりません。コロナの時期は大変な時期であっ

―

た一方で、人の意識を変えるという点で非常に

今後の事業展開についてお聞かせくだ

確かに。人の教育にも力を注いでいかねば

さい。

大切な時期だったのではないかと思っていま

南

当社は本年1月から76期がスタートし、

す。業界としては、前年対比で10～15％ぐらい

「アフターコロナの変革に向けた準備の年」と

落ちているのではないかと予想されています

位置づけました。例年は全社員を集めて年頭に

が、その数字そのものが印刷メディアの価値

方針発表するのですが、
今年はリモートで行い、

だったのだろうと思うので、価値が変わってい

通常は参加されないパートさんにも見てもらえ

るなかで、お客様のニーズにどう応えていく

る良い機会となりました。
コロナが収束すれば、

か、が肝心です。新しい取り組みでカバーしな

明らかに社会的なニーズが変わっているはずで

がら、既存事業を強化し、より強固な利益体質

あり、我々が継続して事業活動を行っていくた

にしていきたいと思っています。当社では2年

めには、変わっていく社会に合わせて変わり続

に1度、顧客満足度調査を行っており、全体的

けていかねばなりません。変革の目的をみんな

に点数は良くなっているのですが、コミュニ

で共有しながら足元を見つめ直し、ケーエスア

ケーションや、お客様の今後のビジネスに役立

イとしての存在意義を考えていかねばならない

つ情報提供や提案のニーズが増えているようで

と思います。そこから、新しい価値づくりも生

す。それにお応えして、的確なアドバイスがで

まれてきます。取り組みのテーマとして「攻め

きる人づくりも大事だと思います。創業当時か

と守り」を掲げ、
「守り」とはDXを含めた既存

らの経営理念は「お客さまのこころを大切に」

事業の業務改善です。まだまだ紙原稿をもとに

「お客さまの経営のお役にたつために」
「お客さ

業務を行うケースが多いのですが、リモートで

まのお客さまによろこばれるように」というお

できる環境を整えていき、今の仕事の「見える

客さま視点の3つで、事業が変化しても、根底

化」を図ることで、ペーパーレスにつなげたい

にあるものは不変だと考えています。

と考えています。もう一つの「攻め」は、採用

― お忙しい中、貴重なお話をありがとうご

のビジネス、お客様のDXのお手伝いやアプリ

ざいました。
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新会員企業紹介
企 業 名
代表者名
所 在 地
電
話
Ｆ Ａ Ｘ
設
立
資 本 金
従業員数
業務内容
Ｕ Ｒ Ｌ

マリンフード株式会社
代表取締役社長 吉村 直樹
〒561-0814 大阪府豊中市豊南町東4-5-1
06-6333-2488
06-6336-3109
1957年3月15日
9,000万円
604人
マーガリン、チーズ、ホットケーキなどの製造加工及び販売
https://www.marinfood.co.jp/

企 業 名
代表者名
所 在 地
電
話
Ｆ Ａ Ｘ
設
立
資 本 金
従業員数
業務内容
Ｕ Ｒ Ｌ

アコーダー株式会社
代表取締役社長 山本 眞也
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16
06-6937-9800
06-6937-9700
1959年4月3日
1,000万円
30人
広告宣伝の企画、制作、実施（TVCM、ラジオ、インターネット）HP作成、会社案内等
https://www.accorder.co.jp/

企 業 名
代表者名
所 在 地
電
話
Ｆ Ａ Ｘ
設
立
資 本 金
従業員数
業務内容
Ｕ Ｒ Ｌ

株式会社デジタルソリューションズ
代表取締役 日原 偉
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-9
06-6232-3456
06-6232-3457
2003年12月25日
380万円
19人
受託開発ソフトウェア業
https://www.digitalsolutions.co.jp/
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•
当協会の理事である辻本弘志氏が、団体の活動を通じた納税道義の高揚に関する功績を認め •
•
•
• られ、令和２年度財務大臣納税表彰を受彰されました。
•
•
•
•
•
今後ますますのご活躍と、社業のご発展をお祈り申し上げます。
•
•
•
•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

東洋サクセス株式会社 名誉会長 辻本 弘志 氏
財務大臣納税表彰を受彰
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編集メモ
春うららかで草木が芽吹く陽気な季節が来ました。花見だ、と出かけたい気持
ちを抑えて暫くは自粛が続きます。さて、今号の特集テーマは「コロナでどうな
る・どうする」～リスク管理、ニューノーマル、働き方改革～。昨年４月の緊急
事態宣言から約１年、未だに収束が見えません。先行きが見えない中で経済は、
経営はどうなる、働き方はどうなる、そしてどうすればいいのか。特に、今号で
は、はじめての試みとして覆面座談会を企画しました。コロナ禍の働き方の実情
を中堅企業の若手社員にお聞きしています。誌面でお伝えするのは僅かですが、
少しでも経営のお役立てになれば幸いです。
（高安）

春号

（通巻547号）

（年間購読料 4,400円（消費税込）／年４回）
2021年４月１日発行 一般：定価 1,100円（消費税込）
会員：定価

編

集

880円（消費税込）
（年間購読料 3,520円（消費税込）／年４回）
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