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◎合理化誌を社内で回読する際ご利用下さい。
　（ワク内に押印）
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未来へと続く扉から、希望や可能性とい
う光が差し込みその光によって変化して
いく大阪の街を表現しています。

表紙の説明
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〈我々のクリード〉
我々は価値ある繁栄をめざす

●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

〈2021年 年頭方針〉

どうなる・どうする
“中小企業の生き残る道”

ひろげよう創造と連帯

同一労働同一賃金について
昨年から、世の中は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に追われていますが、働き

方改革関連法案の２本柱の１つ、「同一労働同一賃金」の中小企業への施行が本年４月か
らスタートしました（大企業は既に2020年４月から施行されています）。新型コロナウイ
ルス感染拡大の混乱がなければ、間違いなく新聞紙面を賑わせていたはずですが、世の中
は完全にそれどころではない状況の中、静かな法施行となりました。とはいえ、騒がれて
はいないものの予定通り同法は施行されており、中小企業も対応が必須となっています。
昨年10月には「同一労働同一賃金」の行方や今後の指針となる幾つかの最高裁判決が出

て、これらの判決から、賃金制度や処遇の違いがどのように位置づけられるのか方向性が
出ましたので、指針を抑えた上で、実務上では対応をとっておく必要があります。
新型コロナ感染拡大が縮小したときには、これらのことが話題となってくると思います

ので、まだ対応が取れてない企業様は、まずは自社の現状把握・現状分析をきちんと実施
されることが大切です。
そして、我が国における「同一労働同一賃金」とは、文字通り「同一の仕事に対して同

一の賃金を支払う」ということが求められているのではなく、「不合理な待遇差の禁止」
ということを求めているものだという事を理解した上で、現実的で合理的、かつ納得性の
ある対応の実施をお願いしたいと思います。

社会保険労務士法人
大手前総合労務管理事務所

� 代表社員　太田　惠子
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巻 頭 言
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ピンチとチャンスは隣り合わせである。コロナ禍に見舞われたいま、日本的経営、日本型雇
用は最大のピンチを迎えている。しかし見方を変えれば、逆に反転攻勢のチャンスでもある。
日本企業における働き方の特徴はメンバーが集まること、接することにあったと言えよう。

ところがコロナ禍でそれが許されなくなり、テレワークに象徴されるように社員一人ひとりを
分けること、離すことが必要になった。そこで唱えられているのが、「メンバーシップ型」雇
用から「ジョブ型」雇用への転換である。
しかしジョブ型は、中小企業になじみにくい。中小企業の社員は特定のジョブ（職務）だけ

を受け持っていればよいというわけではなく、事務部門も製造やサービスの現場でも複数の業
務や、広い範囲の仕事をこなすことが求められる。また顧客や取引先からの要求に、臨機応変
で対応しなければならない。実際に経営者の話を聞いても、「ジョブ型は導入できない」とい
う声が大勢を占めている。
しかもジョブ型の原型である欧米の職務主義は、職務内容を細かく定義して契約するため柔

軟性に欠ける。したがって、経営環境の変化がいっそう激しくなるこれからの時代には不向き
な面がある。むしろ仕事の範囲も働き方も柔軟に動かせる、日本企業の強みが生かせるという
見方もできる。
そこで、いかに柔軟性を活かしながら仕事を分けるかがポイントになる。
その一つがメンバーシップ型でも、ジョブ型でもない「自営型」である。中国や台湾の中小

企業を訪ねると、社員でありながら半ば自営業のような働き方をしている姿を目にする。たと
えば商品の企画から制作、マーケティングまで一人で責任を持って担当したり、プロジェクト
を丸ごと受け持ったりする。インターネットの普及によって周辺業務を外注しやすくなるなど、
個人の守備範囲が広がったことが背景にある。
国内の中小企業の中にも、コロナ禍によるテレワーク導入を契機に開発や営業などの部門で、

このような「自営型」へ移行する動きが見られる。また製造部門でもIoTを取り入れて「一人
親方」システムを導入したり、VR（仮想現実）を使って遠隔で保守作業を行ったりする企業
が登場してきた。
わが国では歴史的に自営業者や職人が主力だった伝統があり、このような自営型の働き方が

なじみやすい。そして、これからは終身雇用にこだわらず、独立・起業して元の会社と協力関
係を保ちながら事業を営むケースも増えてくるだろう。
コロナ禍を奇貨として、わが国の強みを生かした経営と働き方が広がれば、まさに「災い転

じて福」となる。

同志社大学政策学部　教授　太　田　　　肇

日本の強みを活かす経営、働き方を
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代表取締役� �
� 岡本　充智

― 事例Ⅰ ―

㈱教育総研

所 在 地　〒541-0048 大阪市中央区瓦町4－3-7
Ｔ Ｅ Ｌ　06-6282-7596　　　Ｆ Ａ Ｘ　06-6282-7597
創　　業　平成7年（1995年）　　　　　　
事業内容　�ワークショップ形式による次世代リーダー育成研修、ベトナム

人材教育のためのオンライン教材開発
ホームページアドレス　https://eduosaka.com/

進化するインターネットの活用で、
社員教育の有効性を拡げる

雇用・採用・教育でどうなる・どうする
～オンライン教育・採用～

当社の前身は㈲ミック・ビジ
ネスデザインという会社で、1995
年４月の設立です。私は住友系
のコンサルティング会社に５年
間おりまして、そこでの経験を
生かしたコンサルティングおよ
び人材教育の会社を立ち上げよ
うとしてスタートさせ、現在27
期に入っています。2012年に商
号を現在の㈱教育総研に変え、
新入社員研修をはじめとした日
本企業への研修やコンサルティ
ングを25年に亘って行ってまい
りました。

現在は、ベトナムの大学やベ
トナムに進出している日系企業
に向けての、ベトナム人の人材
育成にも取り組んでおります。
きっかけは３年ほど前にベトナ
ムの大学から教育の依頼を受け
たことで、現地に行って１週間
ほど集中的に教えるというもの
でした。今はコロナ禍で現地へ
行けないので、オンラインで継
続して進めています。最初はベ
トナム人大学生が対象でした
が、現地に進出している日系企
業さんから「ベトナム人従業員
の教育を頼めないだろうか」と

いうお話があり、喜んでお引き
受けしました。

テキストは就職活動編、ビジ
ネスマナー編、日本的経営編の
３冊ができあがっています。そ
れぞれ10課で構成されているテ
キストをデジタル化するととも
に、１課をだいたい３分から５
分の動画にしました。当社には
２年目となるベトナム人社員が
１名いて、翻訳や、動画におけ
るベトナム語での説明などを任
せています。それを24時間好き
な時に、デジタルテキストも動
画も見て頂けるオンデマンドに
しました。今後の事業としては、
このような海外展開にシフトし
ていくといえましょうが、新規
事業であり、まだまだこれから
というところです。

■オンラインならではの 
利便性や機能を駆使して
現在、当社では、コンサルティ

ングをさせて頂いている会社と
のやりとりも、社内での営業会
議などもすべてオンラインで
行っています。会議室ならば上
座・下座がありますが、オンラ

インならそういうものがなく、
フラットです。これからの時代、
会社のトップ自らも日常的にオ
ンラインでミーティングできる
ことが大切ですし、オンライン
の場に上層部の人たちがぱっと
気軽に参加できる会社は良いな
あと思います。

当社で最近活用しているの
が、Googleにある無料アプリ
Jamboardです。オンラインに
参加している人が画面を共有し
ながら、意見交換や共同作業が
できるので、上層部が全員揃わ
なければ始まらない会議室での
会議よりも便利で有効です。こ
れ以外にもさまざまなツールを
使い、研修や営業会議、マネー
ジャーミーティングなどを行っ
ています。

社員教育については、入社10
年目までの方を対象に、「未来
のリーダーを育成する」をずっ
とテーマに掲げています。20代
や30代の方にお伝えしなければ
ならないことがいろいろあるの
ではないかと考え、研修を行っ
てきました。平たく言えばリー
ダーシップについてということ
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式」というものがありますが、
面倒ですし、移動している時間
がバタバタするという点が気に
なります。できるだけオンライ
ンの機能を生かした研修を行え
ば、「やって良かった！」とい
う満足につながり、効果が表れ
てきます。会議室でテレビ会議
的にいっせいに大きなモニター
を見ているだけ、というのでな
く、パソコンは一人一台という
環境で参加してこそ、オンライ
ンの機能が発揮されると私は考
えています。

■変化し続ける時代を見つめ、 
企業内で取り組むべきこと
この１年間で日本の企業も変

わってきているのではないかな
と強く感じます。対面でお話を
するのと、オンラインでお話を
するのとでは決定的に何かが違
うということがなくなり、違和
感もなくなってきているのでは
ないでしょうか。研修に関して
も、オンラインで研修がうまく
いかないというのが課題ではな
く、いかにオンラインで社員教
育を効果的にやるか、というふ
うに課題が移行しているのでは
ないかと思います。オンライン
がなかなかうまく進まない会社
もあるかと思いますが、食わず
嫌いにならず、携帯やスマホを
使うように、オンラインを日常
的に使う機会を増やしていくこ
とが大事です。社員教育もこれ
からはネットを使用するのだと
決断し、それならどのように
やっていけばいいのかを究めて
いくことです。

先ずは、会社のデータベース

になります。以前は、リーダー
シップとはこういうものという
範がありました。しかし、今の
時代、10人いれば10通りのリー
ダーシップがあるといっても過
言ではなく、「こうあるべき」
論よりも、その人なりのリー
ダーシップという考え方のほう
が若い人たちには受け入れやす
いようです。

オンラインでの新入社員研修
では、複数の会社が参加され、
オープンな形でさせて頂いた例
もあります。そのうちの１社は
会議室でいっせいにモニターを
見ている、もう１社は６名ぐら
いの方がそれぞれパソコンの前
にいて、リモートで自宅から参
加している方もいました。そう
いうさまざまな状況でしたが、
満足度は高かったようです。

また、オンラインで行う「ブ
レイクアウトセッション」機能
が効果的です。ブレイクアウト
セッションとは、例えばレク
チャーをした後、グループに分
かれてもらう、そしてテーマに
沿って15分間考えてから発表し
てもらうというものです。ベト

ナムの大学ではオンラインに
100名ほどの授業をしますので、
１グループ５名として20ぐらい
のグループに分かれてもらいま
す。ホスト（講師）は各グルー
プの部屋を訪れることができる
ので、それぞれの様子を見なが
ら、発表者を指名します。そし
て、発表をみんなで共有し、そ
れについて各自考え、「自分も
頑張らねば」とモチベーション
を上げることができます。それ
からまたグループに戻ってディ
スカッションし、再び発表させ、
レクチャーを少しした後、ディ
スカッション…ということを繰
り返します。オンライン上の
AIにより、グループを自由に
混ぜることもできますので、顔
ぶれが変わって新鮮なディス
カッションになります。

これはオンラインでしかでき
ないものです。リアルで、100
名を集めての定期的な研修やグ
ループを入れ替えるということ
はなかなか難しい。リアルでは、
各テーブルにホストが一人い
て、他の人が順番にテーブルを
回っていく「ワールドカフェ方

 ▲ Jamboardの画面
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を見直して頂きたい。フォルダ
がきちんと整理され、必要な
フォルダがさっさと出てくるよ
うにしてあれば、営業会議も実
にスムーズに進行します。また、
上司が部下に「あの資料を出し
てくれないか」と頼む必要もな
くなる、つまり自分で簡単に出
せるわけです。私自身も、欲し
い資料の場所がどうしてもわか
らなければ尋ねますが、基本的
には自分でデータベースにアク
セスして、必要な資料を自分で
あれこれ引っ張り出して考えを
まとめていくというスタイルに
なりました。そういう意味で、
仕事においては、従来の上下関
係にとらわれず、それぞれがそ
れぞれの役職や責任を果たすと
いう時代に入ってきたのではな
いかと思います。ですから、社
員教育のネット利用のベースと
して、会社の意識改革や風土改
革がなければ、ネットを有効に
利用することはできないかもし
れません。

オンラインを進めるにあたっ
て気づいたことがあります。若
いからネットを使うのが得意と
は限らず、年配の方でも考え方
がフラットな方はすっとこうい
う世界に入ってこられる、でも、
上下意識の強い方はなかなか入
りにくいという傾向がはっきり
表れるのです。また、論理的な
話ができる人、つまり「結論は
これで、そう考える理由はこれ
で、そのポイントは３つありま
す」というようなロジカルシン
キングができる人はオンライン
に向いていて非常にうまく使い
こなせます。

また、「エレベーターピッチ」
という言葉がありますが、ベン
チャー経営者がたまたまエレ
ベーターで出会った投資家に投
資をしてもらうためには、30秒
かそこらの短い時間で的確にビ
ジネスプランをアピールし、

「もっと話を聞きたい」と思わ
せるテクニックが必要です。こ
のような短い時間できちんと意
見を述べることができる人も、
オンラインをうまく使っていけ
ます。

今、シリコンバレーで流行っ
ている仕組みに、OKRというも
のがあり、Objectives and Key 
Results（目標と主要な結果）の
略称です。会社全体あるいは部
門、またチームや個人において
も、目標と成果を具体的にきち
んと数値で出します。すると、
会社OKR、部門OKR、チーム
OKR、個人OKRというOKRの
ピラミッド的なツリーができま
す。この仕組みが、日本の元気
の良い会社でも採用されている
ことが多いのですが、私は目標
を設定するための「目的」を重
要視します。会社の目的とは、
売上げを上げることではないの
です。会社の目的、部門の目的、
チームの目的、個人の目的を
はっきりさせないと、特に若い
人のモチベーションが上がりま
せん。

一方で、ストレッチの利いた
少し高めの具体的な「目標」を
会社にも個人にも与えることが
必要です。よほど深刻な状況で
ない限り、「現状維持」の目標
では、ストレッチが利いている
とはいえません。会社の目標は

経営陣で話し合う、部門目標は
部門長とメンバーに経営陣も参
加して話し合う、個人の目標は
個人とその上司で話し合い、き
ちんとした目標を設定します。
そして、ミッション性の高いも
のを入れ込んだ「目的」と、具
体的な「目標」の二本立てがしっ
かりできれば、それでみんなを
引っ張っていけるのではないか
と思います。

今の若い人たちは、若い頃の
我々と比べて、すごくいいなと
私は感じています。真面目で素
直ですし、知識も豊富です。た
だ、我々と違うのは、ずっと幸
せな環境で育ってきたせいか、
気持ちが早く折れやすいところ
です。OKRがはっきりしてい
れば、多少ハードなことがあっ
ても自分なりに消化していける
のですが、目的も成果もはっき
りしていない状況で仕事が忙し
くなってきたら、理不尽だと感
じるようです。その結果、心が
折れたり、辞めたりしてしまう。
若い人のやる気をどうやって内
面から突き動かしていくかが、
マネジメントのポイントになり
ます。ここ３年ぐらい、私は叱
ることがなくなりました。ミス
やトラブルが起きた場合、それ
をみんなで共有し、どうすれば
歯止めをかけられるか考えるの
です。

このような世代傾向も見つめ
ながら、未来を支えるリーダー
がたくましく育っていけるよ
う、オンラインを上手に効率よ
く活用して頂きたいと願ってお
ります。

（インタビュー取材・文責在編集部）
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代表取締役会長� �
� 森井　義雄

― 事例Ⅱ ―

㈱アスコット

所 在 地　〒540-0021 大阪市中央区大手通1-4-10 大手前フタバビル6F
Ｔ Ｅ Ｌ　06-6944-9211　　　Ｆ Ａ Ｘ　06-6944-3233
設　　立　平成5年（1993年）1月4日　　　資�本�金　5,000万円
従業員数　135名（正社員95名、契約社員40名）
事業内容　�1．パッケージの企画開発、2．情報システムコンサルティング

（SC）、3．システムの開発、4．情報機器・ソフトの販売、5．情報
化セミナーの実施

ホームページアドレス　https://www.ascot.co.jp/

コロナ禍における採用及び社員教育

雇用・採用・教育でどうなる・どうする
～オンライン教育・採用～

当社は1993（平成５）年の創業
以来、中堅中小企業向けの情報
システムの構築を行ってきまし
た。私は大学卒業後、富士通に
入社。当時、富士通はビジネス
の約95％が通信で、コンピュー
タの営業は５％程度。私が入社
して３年目の1967（昭和42）年、
富士通が初めてコンピュータの
小型機を出しました。この時期、
まさにコンピュータの黎明期で
した。私が大阪出身でしたので、
大阪における小型機のSE（シ
ステムエンジニア）部隊をつく
れという社命を受け、部下とな
るメンバーの採用等にも関わり
ました。

小型機からオフィスコンピュー
タに変わり、オフコンの統括本
部長を任じられたのは私が40歳
ぐらいのときで、部下は大阪だ
けで600名に膨らんでいました。
その後、東京に転勤しましたが、
Windows、インテルなどが登場
し、オフコンがいくら頑張って
も太刀打ちできないという状況
になっていました。

1992（平成４）年、大阪にいた

部下20名と共に富士通にはでき
ないことをやる新しい会社を立
ち上げようという話になり、翌
年１月、㈱アスコットをスター
トしました。創業のメンバーは
14名で、ほぼ全員現在も幹部と
して活躍してくれています。事
業内容は、①パッケージソフト
（ASPAC）の企画開発、②情報
システムコンサルティング（SC）、
③システムの開発、④情報機
器・ソフトの販売、⑤情報化セ
ミナーの実施です。

情報活用はすべての企業の生
き残り戦略です。日本には400
万社の企業がありますが、ご存
知の通り、そのうち98％は中小
企業で、わが国の経済の基盤を
支えています。大企業が積極的
に情報システムの開発に取り組
み、IoT、ビッグデータ、AI、
テレワークの推進などに力を入
れているなかで、中小企業も
ITによる経営課題解決に積極
的に取り組まないと生き残って
いけません。情報武装型企業へ
の変身が重要な課題となってい
るにも関わらず、ほとんどの中

小企業には情報システムスタッ
フがいません。そうした生き残
りをかける中小企業のお客様の
情報システム化に十分に貢献す
ることが当社の社会的使命で
す。そのことを採用活動時に 
は、学生にも説明しています。

私は毎年、学生に「大企業に
入るのもいいが、日本の大多数
を占める中小企業のために役に
立つ情報システムの構築にチャ
レンジしてほしい」と訴えてい
ます。

■大企業と闘える人材に、 
教育体制を確立
当社は、中途採用はほぼゼロ

です。一から当社で教育するた
め新卒採用に限定し、学部・性
別問わず５～10名を例年採用し
ています。富士通と同等レベル
の学生を採用しているのです
が、それは富士通や日本電気な
ど大企業と闘わなければならな
いからです。そういう素質を
持った学生に入社してもらい、
当社の教育システムで一人前の
SEに育て上げています。



－�7�－ 2021.夏号

の問題に対処するため、プログ
ラマー（PG）がプログラムの
開発とテストを行っているので
す。これを担っているのは、入
社後数年の若い社員、契約技術
者などです。

プログラムテストが終わった
ところで、「本番移行」となり
ます。マスター登録、データ移
行、運用指導、操作指導などで、
例えば、現場のハンディ端末の
使い方の指導等も含めて１、
２ヵ月かけ、「本番」となります。
その後、「システム保守」につ
ながり、ソフトメンテナンス、
システム評価を行います。この
プロセス全部が出来るソフト会
社だけが“システムインテグ
レーター”と呼ばれるのです。

システムインテグレーターは
お客様を開拓し、そのお客様の
トータルシステムの開発を行い
ますので、そのためには幅広い
経営管理の知識とITの技術の
習得が必要です。ですから、シ
ステムインテグレーターは業務
ソフト会社全体の５％で、95％
はプログラムの受託下請会社か
要員派遣会社です。

■座学とOJTで 
「スキルアップ研修制度」
今年は７名の新入社員を採用

しましたが、彼らが４月から取
り組んでいるのが入社１年目の
新人教育です。４、５月は机上
教育で、コンピュータの基礎、
プログラミングの基礎を勉強し
ます。６月からプログラミング
のOJTで、５年生から10年生ぐ

当社には95名の社員がいます
が、全員SEです。創業時に私
についてきてくれた14名をベー
スに、優秀な新卒の学生を採用
し続け、現在に至ります。ほか
に契約技術者が40名います。彼
らは当社の社員ではないのです
が、当社に常駐するプログラ
マーで、計135名の陣容でアス
コットは成り立っています。

採用については「リクルート
ナビ」（リクナビ）を活用して
います。３回生になった学生の
情報をリクナビで入手し、そこ
にダイレクトメールを打ち、 

「ワンデイ・インターンシップ」
を含め、会社紹介を行う日時を
知らせます。その会社紹介の場
で、２時間、SEの仕事から当
社の使命、研修制度まで詳しく
説明します。

採用基準は、論理的展開がわ
かるのであれば、微分積分が出
来なくても、あるいはITの勉
強をしたことがなくても構いま
せん。アスコットの適性検査を
クリアし、それぞれの大学の成
績証明書でＯＫとなった者を面
接します。大体、100～120名ぐ
らいの応募のなかから５～10名
が採用、という状況です。

研修については詳しく解説し
ますが、基本は座学とオン・
ザ・ジョブトレーニング（OJT）
方式で、座学についてはＪ（ジャ
ンル）1からＪ2、Ｊ3、Ｊ4まで
あり、「年間研修カレンダー」
に基づいて主に社内講師、一部
外部講師が教育を行います。

OJT方式についてはチーム制

で行っています。当社は、仕事
は単独ではなく必ず先輩と一緒
にさせています。SEに必要な
能力として、打ち合わせの場で
のヒアリングがあり、お客様の
要望をしっかりと聞き取って、
それをまとめ、わかりやすくお
客様にフィードバックできる能
力、そして当然、システムの設
計能力が必要です。当社では「シ
ステム打ち合わせ能力」と「シ
ステム設計能力」の育成をOJT
方式で行っています。

■“ システムインテグレーター ” 
アスコットの業務
当社の仕事の流れを簡単に説

明しますと、まず、お客様から
当社に「システムを考えてほし
い」という要請があった段階で
送り込むのはシステムコンサル
タントが出来るSEです。これ
は10～15年選手（SC）で、彼
らがコンサルタントとして相談
しながら、お客様に必要なソフ
トやコストなどを明示します。
これで受注ができると、５年生
ぐらいから上の中堅SEがお客
様のニーズを具体化していきま
す。彼らの役割は「情報システ
ム設計」で、①システム要件分
析と②システム設計があり、②
には入力画面、帳票の設計から、
データベース・ネットワーク・
プログラムそれぞれの設計が含
まれます。これがSEの仕事です。

当社には、パッケージソフト
（ASPAC）があるので、それを
使えば「プログラム開発」は必
要ないのですが、お客様の固有
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らいの先輩が新人一人に一人ず
つついて、各人のトレーナーを
務めます。その上に管理職がつ
きます。毎月、どのような技術
が身についたか、私も報告を受
けています。

こうした教育で、まったくコ
ンピュータのことを知らない者
も、翌年の３月末には立派なプ
ログラマーに成長します。それ
と、この間コンピュータの基本
構造の理解に努めます。そして、
この初年度の教育のなかに「簿
記３級合格」というものがあり
ます。企業の動きの基礎は数字
的なもの、簿記なので、技術系・
社会学部系のいずれを学んでい
ても、簿記３級を取って、会社
の構造を理解できるように教育
しています。

入社から１年が経つ４月に次
の新入社員が入ってきます。そ
の新入社員の前で、前年の１年
生がこの１年間でどのようなコ

ンピュータの技術が身についた
かを発表します。すると新入社
員がびっくりするのです。

前年の１年生、つまり２年生
はPG、プログラマーになりま
す。プログラム作業をしながら、
今度はSEになるためのOJTが
スタートします。４、５年で彼
らにシステム設計の能力が身に
つきます。SEになるわけです。
こうした教育もチーム制でずっ
と続けます。

SEの次はSC、システムコン
サルの業務を担うレベルになり
ます。お客様のトップに対して

「こうしたらいかがですか」と
いう提案を行います。さらに、
プロジェクトマネージャーとい
う役割があるのですが、これは
プロジェクト全体をどのように
進め、仕上げていくかというマ
ネージメントを担当します。
SEになると、SE作業をしなが
ら、SCとプロジェクトマネー

ジャーのOJTが始まります。こ
の時点は、およそ入社５年目以
降です。

入社７、８年目で、チーフ
SE＝SCとプロジェクトマネー
ジャーになります。私は、シス
テム設計能力やプログラム開発
技術において、アスコットの社
員は日本でトップクラスだと思っ
ています。

入社から10年を過ぎると、新
パッケージソフトの企画や新ビ
ジネスモデルの企画提案が出来
るようになり、管理職という立
場になります。

Ｊ（ジャンル）１から４まで
ある教育プログラムですが、J１
はITの基礎とITの最新技術に
ついて学びます。J２はプログ
ラム開発技法やシステム設計技
法で、高度な内容にどんどん進
んでいきます。J３は簿記だけ
の知識ではなく、在庫管理論、
マーケティング論、生産管理論、
財務会計論、人事管理論、原価
計算論、サプライチェーン論等、
経営管理の技法・知識を学ん
で、同時にASPACシリーズの
知識と導入手順を習得します。
J４はプロジェクトマネージメ
ント技法の勉強です。

こういう内容の教育計画を立
て、年間に20～30回の社員教育
を実施しています。以上がアス
コットの教育体制です。

■業種別パッケージ 
システムの開発

世の中には生産管理ソフトや
販売在庫管理ソフトがたくさん ▲ スキルアップ研修体系
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出回っていますが、それらはす
べての業種に対応できるわけで
はありません。例えば、食品・
菓子卸には合わない、医療材
料・機器卸に合わないなど、業
種によってカスタマイズしない
と使えないことが多いのです。

当社はきめ細かく対応するた
め、業種別、業態別の実態を各
企業の皆様と丁々発止、議論し
研究して、それぞれのビジネス
モデル強化支援型のパッケージ
ソフトとして開発しています。

ASPACシリーズは「消費財
卸」「食品・菓子卸」「理美容卸」

「生産財卸」「医療材料・機器卸」
「紙卸」「ねじ卸」「生産管理」
「AsPLAs（プラスチック製品
製造業向け販売・生産情報シス
テム）」「消費財メーカ」「会計」

「BIツール（大量売上・仕入実
績データの解析システム）」な
どがあります。

これらは数多くのお客様のご
協力を得て、長年の当社のSE
経験を生かして、より的確に、
お客様の経営課題解決に貢献す
るために開発したもので、これ
らをベースに、当社SEがシス
テム改善のご相談にのり、ご提
案を行い、お客様固有の機能に
ついてはカスタマイズ開発を
行って、お客様ごとに真に役に
立つ情報システムの構築に努め
てきました。それぞれがオン
リーワンソフトであるとご好評
いただいています。

当社の売上高（昨年12月末現
在）は16億円、総資本10億円、
流動資本が10億円ほどあり、売

上も従業員数も右肩上がりで伸
長してきました。

■コロナ禍における 
アスコットの対応

昨年の緊急事態宣言後、当社
は全面的にテレワーク体制に移
行、テレワーク率はその時点で
70％、現在は80％です。ありが
たいことに、ほぼオンライン

（Zoom）でアスコットのシステ
ム開発業務が出来ています。打
ち合わせも、システムのデモン
ストレーションもオンラインで
行っています。操作指導などで、
お客様のところに伺うことはあ
りますが、ほぼテレワークで対
応が可能なのです。

当社には営業の社員はいませ
ん。コロナ以前は、展示会と 
パッケージ別セミナーの実施、
ホームページでの広告（SEO）
が営業の３本柱でしたが、去年
は展示会がほぼ全滅でした。実
は、昨年２月に東京で３日間の
予定で500万円ほどの経費をか
けて開催したのですが、お客様
が来られないし、感染のリスク
もあり、１日で引きあげさせま
した。大阪、その他の展示会も
すべて出展していません。

SEO、ホームページはさらに
強化し、お客様の資料請求には
担当ＳＥが対応しています。セ
ミナーはオンラインで実施して
おり、これは非常にメリットが
ありました。オンラインでは移
動距離・時間の問題がないの
で、全国のお客様を対象に開催
が出来、新規の方にも参加して

いただけたため、去年は20社の
お客様を新たに獲得できまし
た。セミナー会場の必要もなく、
リアルでは東京のセミナーに大
阪のお客様に参加していただく
ことは出来ませんが、オンライ
ンなら東京も大阪も沖縄も関係
ありません。

コロナ禍で出張費等の経費は
2000万円ほど浮きました。旅費
交通費が80％ダウン。福利厚生
費、接待交際費は50％ダウン。
当社では、四半期ごとに社員 
を集め、ホテルで慰労会を開催
していましたが、コロナでそれ
が出来なくなり、経費削減には
なりました。ただし、給料（人
件費）は利益が出たものですか
ら10％アップしました。ほかに
テレワーク専用のサーバを導入
したため、その費用増はありま
した。

採用活動については、昨年は
「ワンデイ・インターンシップ」
と会社説明をオンラインで８回
実施しました。１回あたり10数
名、約120名の学生が登録。私
が当社の業務から教育体制、 
社会的使命まで説明しました。 

「ワンデイ・インターンシップ」
には実習があり、実習は社員 
が行いました。適性検査はオン
ラインというわけにはいきませ
んので、会社に来てもらって実
施しましたが、面接はオンライ
ンで行い、来年の内定者は10名
です。

入社後の新入社員教育につい
ては、講師が一方通行的に講義
をするものはオンラインで実施
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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。

＊ 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 ＊

Jack of all trades,   
 and master of none.

第25回
太陽シンクス㈱社長　北浦愼三（TEC幹事）

「合理化」 名言・格言集 ｛ 英和対比 ｝

「 多 芸 は 無 芸 」
AIの時代、人間の能力には限界があり、専門バカに陥らないこ
とだ。一方、何でも屋は結局、物事を極めることが出来ないも
のだ。一意専心を心掛けることである。

しています。しかし、講師対受
講生の対話型で行っているプロ
グラム開発教育はオンラインで
は難しく、受講生個々人の理解
状況を判断しなければならない
ので、会社で講習会を行ってい
ます。マスク着用、アクリル板
の設置、換気などの感染対策を
徹底して、対話型教育を続けて
います。毎週月曜日に理解度テ
ストを行っていますが、オンラ
インになっても、例年と同等程
度の理解が出来ています。

採用について、私にはいろい
ろなこだわりがあります。面接
は３回。すると、お互いのこと
が理解でき、相手を好きにもな
ります。採用は「縁」だと思っ
ているので、面接は相撲の仕切
りのようなもので、取り組みの

前に何回か仕切りを繰り返すの
です。オンラインでも学生たち
の表情がよくわかり、スムーズ
に行えました。

コロナとは関係がありません
が、会社説明会とは、学生に 
当社を理解してもらい、好きに
なってもらう機会で、語弊があ
るかもしれませんが、洗脳の
チャンスだと私は思っていま
す。この会社で一生頑張りたい
と思ってもらえるように、また、
情報処理の仕事は面白く、社会
的な意義があることも理解し 
てもらえるように、出来るだけ
わかりやすく語るようにしてい
ます。

最後に、当社は2018（平成30）
年、大阪府経営合理化協会の「第
１回学生に教えたい働きがいの

ある企業大賞」を受賞していま
す。19（令和元）年には経済産業
省・中小企業庁より「はばたく
中小企業・小規模事業者300社」
に選ばれました。そういうご縁
からだと思われるのですが、20

（令和２）年、秋の叙勲で私が「旭
日単光章」を受章しました。長
年、中小企業のお客様の情報シ
ステム開発に携わってきたこと
が評価されたものと自負してい
ますが、合理化協会の「働きが
いのある企業大賞」に選んでい
ただいたことがそもそものきっ
かけですので、心から感謝して
います。

これからも「働きがいがある
企業」であり続けるよう力を尽
くしたいと思います。

（インタビュー取材・文責在編集部）
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■調査期間　2021年５月中旬～下旬■調査期間　2021年５月中旬～下旬
■回答社数　製 造 業　29社■回答社数　製 造 業　29社

非製造業　非製造業　19社19社
全　　体　全　　体　4848社社

■調査期間　2021年５月中旬～下旬
■回答社数　製 造 業　29社

非製造業　19社
全　　体　48社

会員企業アンケート

新型コロナウイルス感染拡大による新型コロナウイルス感染拡大による
採用活動および社員教育への影響に関する調査採用活動および社員教育への影響に関する調査

　昨年来のコロナ禍でリモートワークが進みましたが、変異ウイルスの登場やワクチンの遅れなどからなか
なか収束に至りません。新入社員を迎えての入社式や集合研修、その後の現場教育も苦心されたことと存じ
ます。そこで、今回は「テレワーク下の採用・教育」について意見をお伺いしました。
　2021年度の見通しについて、売上げは売上げ増と横ばいで約80％、利益は利益増と横ばいで約70％と好転
が見られます。採用活動については、改善した企業が約40％と悪化した企業の８％を大きく上回り採用は順
調に推移しています。社員教育はオンラインやハイブリッド型を取り入れている企業も増えてはいますが、
まだまだ対応に苦慮されている企業が多いように見受けられます。コロナ禍の課題としてはコミュニケ－
ションが取りづらく、特にOJTは難しく、仕組みの構築や見直しの必要性を感じているようです。

	 	2021年の見通しについて		

自社の業績：売上

000 01000

自社の業績：利益

000 01000

業界の見通し 市場動向

000 01000 000 01000

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
29社

全　体
48 社

非製造業
19 社

10社
34.5％
10社
34.5％

11社
37.9％

8社
27.6％

8社
42.1％
8社

42.1％
9社

47.4％

18社
37.5％
18社
37.5％

20社
41.7％

9社
31.0％
9社

31.0％
12社
41.4％

7社
24.1％

6社
31.6％
6社

31.6％
2社

10.5％
2社

10.5％

1社 5.3％1社 5.3％
10社
52.6％

15社
31.3％
15社
31.3％

22社
45.8％

9社
18.8％

10社
20.8％

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
29社

全　体
48 社

非製造業
19 社

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
29社

全　体
48 社

非製造業
19 社

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
29社

全　体
48 社

非製造業
19 社

売上増 売上横ばい 売上低下 回答なし

好調 変わらない 回答なし 明るく活況感がある
少しどんよりして来た

それほど変化はない

売上増 売上横ばい 売上低下

1社 3.4％1社 3.4％

2社 10.5％2社 10.5％

2社 4.2％2社 4.2％

5社 10.4％5社 10.4％

14社
48.3％

11社
37.9％

3社
15.8％

14社
29.2％

15社
78.9％

29社
60.4％

6社 12.5％6社 12.5％

1社 5.3％1社 5.3％ 2社 10.5％2社 10.5％

15社
51.7％

9社
31.0％

11社
22.9％

16社
84.2％

31社
64.6％

1社 5.3％1社 5.3％

4社
13.8％
4社

13.8％
5社

17.2％
5社

17.2％
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	 	採用及び社員教育について（昨年及び今年度）		
採用状況について

000 01000 000 01000

採用活動について 採用方法について（2021年４月入社の方）
実施した選考方法　※複数回答

000 01000

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
29社

全　体
48 社

非製造業
19 社

22社
75.9％
22社
75.9％

6社
20.7％

14社
73.7％
14社
73.7％

5社
26.3％

36社
75.0％
36社
75.0％

11社
22.9％

21社
72.4％
21社
72.4％

7社
24.1％

14社
73.7％
14社
73.7％

1社 5.3％1社 5.3％

35社
72.9％
35社
72.9％

4社
21.1％

11社
22.9％

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
29社

全　体
48 社

非製造業
19 社

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
29社

全　体
48 社

非製造業
19 社

0 40社302010

筆記試験

個別面接
（対面）
個別面接

（オンライン）
グループ面接

（対面）
グループ面接
（オンライン）

その他

大きく改善した
悪化した 回答なし

少し改善した 変わらない

採用あり 採用なし 回答なし 採用あり 採用なし 回答なし

製造業 非製造業 全体

2社 4.2％2社 4.2％1社 2.1％1社 2.1％

5社 10.4％5社 10.4％ 2社 4.2％2社 4.2％

11社
37.9％

22社
45.8％

11社
57.9％

2社 10.5％2社 10.5％

1111
88

1919
2121

1414
3535

99
99

1818
11
11
22

11
22
33
44

22
66

2社 6.9％2社 6.9％

5社
26.3％
5社

26.3％

15社
31.3％
15社
31.3％

4社
8.3％
4社
8.3％

1社 5.3％1社 5.3％

4社
13.8％
4社

13.8％
10社
34.5％
10社
34.5％

1社 3.4％1社 3.4％ 1社 3.4％1社 3.4％

2社 6.9％2社 6.9％

その他の方法：書類選考、適性検査、適性検査（オンライン）、SPI、
　　　　　　　エントリー動画、グループディスカッション

2021年４月 2022年４月（予定）

採用人数（平均）　
　新 卒 者　全体13.4人（製造業12.6人、非製造業14.6人）　
　中途採用　全体 3.7人（製造業 3.9人、非製造業 3.4人）

採用予定人数（平均）　
　新 卒 者　全体11.6人（製造業11.8人、非製造業11.3人）　
　中途採用　全体 0.8人（製造業 1.3人、非製造業 0.1人）

	•	スケジュール調整、広報活動に苦労した。
	•	直接面接できない、面接しづらくなった。
	•	大手の説明会に参加しても学生の集りは悪い。
	•	合同説明会等が中止となり、対面で企業ＰＲをす
る機会が大幅に減少した為、急遽オンラインでの
対応に変更。

	•	合同説明会でのマスク着用やフェイスシールド着
用、消毒、衝立など様々な感染防止対策への対応
がスムーズな説明会の妨げとなった。

	•	選考会や説明会にオンラインで参加する学生が	
多く、遠方の学生が参加しやすくなったというメ
リットもあったが、会社の雰囲気を伝えることに
苦労した。

	•	インターンシップも多人数の受け入れは難しい。
	•	オンライン選考を取り入れているものの求職者に
よっては対面を望む声が多く、最低限、職場の雰
囲気をつかめる選考工程としている。

	•	オンライン採用は手応えがないため対面採用を実
施したが、学生の「対面」に関する考え方が会社
側と一致していたかが疑問。

コロナ下で苦心した点・困ったことや、工夫したこと
	•	オンライン面接は、若干会話が間延びしてしまう
ことがあったり、通信環境の問題等で聞き直すこ
とが増えたりと、スムーズなやり取りができない
ことがありました。
	•	筆記試験をオンラインで実施するため、Web入
力システムを活用した。
	•	大学内企業説明会が対面方式からWeb方式に変
更となり、対策としてWeb面接、Web適性検査
を第一次面接に導入した。
	•	Zoomを利用して役員との面接を最低でも３回実
施した。
	•	説明会は、オンラインにすることで集客数は伸び
た。
	•	感染防止対策（アクリル板、換気、消毒、検温）。
	•	会社説明会での換気、三密の防止、人数の制限	
など。
	•	SPI3（適性検査）導入。
	•	必要人材の応募がない。
	•	直接求人は諦めて、成功報酬型の人材紹介を利用
した。
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採用結果に対する満足度（採用ありと回答の企業）

新入社員教育の実施状況
（2021年４月の採用ありと回答の企業）� ※複数回答

社員教育について

コロナ下での社員教育において、困ったこと� ※複数回答

� 業態
項目

全　　体
36人

製 造 業
22人

非製造業
14人

例年通り実施した 22人 61.1％ 12人 54.5％ 10人 71.4％

対面で実施している 12人 33.3％ 7人 31.8％ 5人 35.7％

一部オンラインを
活用し実施 14人 38.9％ 8人 36.4％ 6人 42.9％

全てオンラインで実施 2人 5.6％ 0人 0.0％ 2人 14.3％

現場に任せている
（OJT他） 7人 19.4％ 5人 22.7％ 2人 14.3％

採用がなかった 5人 13.9％ 4人 18.2％ 1人 7.1％

� 業態
項目

全　　体
48人

製 造 業
29人

非製造業
19人

（延期などで）配属先の
決定に影響が出た 1人 2.1％ 1人 3.4％ 0人 0％

教育・育成に時間が
かかる 11人 22.9％ 8人 27.6％ 3人 15.8％

習熟度の確認が難しい 9人 18.8％ 9人 31.0％ 0人 0％

（テレワークで）
OJTができない 7人 14.6％ 4人 13.8％ 3人 15.8％

顔が覚えにくい 8人 16.7％ 5人 17.2％ 3人 15.8％

互いの面識が
浅くぎこちない 9人 18.8％ 5人 17.2％ 4人 21.1％

コミュニケーション（チー
ムワーク）が取りづらい 20人 41.7％ 12人 41.4％ 8人 42.1％

その他 13人 27.1％ 8人 27.6％ 5人 26.3％     

� 業態
項目

全　　体
48人

製 造 業
29人

非製造業
19人

対面で実施している 23人 47.9％ 15人 51.7％ 8人 42.1％

オンライン教育を
取り入れている 12人 25.0％ 5人 17.2％ 7人 36.8％

ハイブリッド型で
実施している 18人 37.5％ 10人 34.5％ 8人 42.1％

長期的な人材育成計
画を立てていない 3人 6.3％ 2人 6.9％ 1人 5.3％

　人数に対する満足度は全社平均で78％、人材（専門性やレベル）に対しては全社平均で72％、製造業と非
製造業での差はあまりなかった。

コロナ下での社員教育実施のため講じた
対策
	•	時間をかけることで解決
	•	研修日程内容の見直し（日数増等）を	
行った

	•	例年２週間の本社研修を１か月に延長
した

	•	毎朝ミーティングを行い情報交換する
	•	システムでグループ討議を多くしてコ
ミュニケーションを取らせている

	•	オンライン会議システムの充実、活用
（Teams、Zoom）
	•	助成金を活用してオンライン会議環境
を整備した

	•	オンライン化により、以前より会議の
回数を増やした

	•	対面だけでなくオンラインでの研修も
実施し、接点を増やした

	•	グループワークの時間を通常より多く
設定し、オンライン上でもコミュニケー
ションの機会を確保

	•	従来は集合型（対面）だったが、事業所
間での移動を極力制限し、オンライン
による研修運営を導入した

	•	主要拠点間でのテレビ会議システムの
導入

	•	外部研修を活用した
	•	「顔が覚えにくい」のはマスク着用に
よるものなので、特に問題なし

	•	社内外のオンライン会議に同席させ、
OJT教育を実施

	•	新入社員をテレワーク対象外として指
導員も出社してOJT研修を実施

	•	実習やOJTは感染対策をして実施
	•	現場での対面研修は延期しており、解
決に至っていない

	•	合宿研修と多人数による研修は今年度
は諦めた

	•	今年は反省し、対面型で多くの研修を
実施したい

	•	リモートセミナーに不慣れというとこ
ろが困った点で、マイク・カメラの設
定が不慣れなことと、Web回線のト
ラブルが目立つが、リモートの回数が
増え、慣れることで解決可能

	•	ミーティング時間の配分と実業務の	
配分の会議室利用に一定のルールを試
みた

社員教育に関して特に工夫したことや独
自の取り組み
	•	講義型で実施すると参加意識が低減さ
れることがあるので、各人ごとのPC
で参加させる形式を採用した

	•	社外研修等はWebで実施しており、従
来の訪問型より効率的であると思える

	•	オンライン商談システムを導入し、社
内教育用に使用

	•	テレワークでの研修参加
	•	誰でも社員が参加できる、Zoomによ
る社員研修を取り組んでくれる部署が
できた

	•	アウトプットをする回数を増やしまし
た。自分から発信することで「自覚」を
持って学習し、学びたい方にはeラー
ニングや通信教育、研修など学べる環
境を提供しています

	•	昨年は考える時間があったので、プロ
グラムを作り直した

	•	教育の短期集中およびグループワーク、
最低限の社会常識など教育内容の縮小
	•	年初の各人のスキルアップ計画・スキ
ルアップ目標を設定し、研修/OJTの成
果を確認し、フォローアップしている
	•	従来はOJT中心で組織的な教育体系
がなかったが、現在見直し中

	•	ものづくりへの理解を深めるため製造
ラインでのOJTの実施

	•	部署によっては在宅勤務を実施してお
りますので、状況に応じてオンライン
システムを活用した教育を実施してお
ります

	•	外部のオンラインセミナーも利用し、
在宅勤務時間に受講可能とした

	•	コンサルティング会社の定額制・分	
野別、階層別セミナーを契約実施して
いる

	•	特定テーマを設定し、社外講師を招き
研修を実施

	•	会社経費での外部セミナー、通信教育
を奨励しています

	•	社員教育のための講義内容をコンテン
ツ化することとなった

その他の内容
・	オンライン導入における工夫が都度必要となる
・	マスク着用により顔の表情がわかりにくい
・	外部活動を伴うOJT教育ができない
・	昨年の新入社員教育ではオンライン教育を多く取り入れた結果、同期の
人間関係の形成が上手くいかなかった
・従来の研修ができない
・合宿研修ができない
・多人数での研修ができない
・歓迎会ができない
※	テレワークを実施していない（もしくは積極的に行っていない）ので例
年通り、特に困ることはなかったとの回答が複数挙がった。
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社員教育への課題
	•	管理職研修の充実
	•	管理職者の教育が不十分
	•	教える側（社長含む）が未熟
	•	マネジメント層への教育（技術者が多
いため）

	•	管理職に対するマネジメント教育の充実
	•	リーダー教育
	•	リーダー育成に適した人物が減ってい
る（本人が希望しない等）

	•	幹部育成に難あり
	•	中間管理職の教育
	•	管理職としての認識
	•	教育者の不足
	•	コロナによりリーダー教育する時間が
取れなかった

	•	次世代の管理職育成（全体を俯瞰して
見られる視野など）

	•	次世代へ向けた教育・人材育成
	•	30歳代までの社員の力量があまり上	
がっていないように感じる

	•	新入社員教育を除く階層別教育の再構築
	•	入社年数に応じた教育の仕組み

	•	OJTができない
	•	部門ごとにOJTの温度差がある
	•	OJTの仕組みの構築がない→繁忙期、
教育時間がない

	•	OJTの仕組みの構築ができていない
→教える側のスキルも問題

	•	座学とOJTとがあり、座学はオンラ
インで実施できるがOJTに関しては
チーム制の作業もあり、コミュニケー
ションがとりづらく、以前より難しく
なっている

	•	全体研修後の各営業所におけるOJT
の指導

	•	オンライン教育を充実させたい
	•	eラーニングの活用ができていない
	•	ハイブリッドで行いたいが、環境が整
わない

	•	勉強したくない人のモチベーションを
上げるには？

	•	大人数での集合研修ができない
	•	ロールプレイングができない
	•	テレワーク等、感情やモチベーション
を把握しづらい

	•	理解度を把握しにくい
	•	コミュニケーションの難しさ
	•	研修後に食事や飲み会に行き交流を深
めたりすることができない

	•	社員教育の内容についての見直しの必
要性および留意点

	•	教育研修の体系化
	•	階層内でのレベルがまちまちである
	•	教育マニュアルの不備
	•	体系的な人材育成計画がない
	•	職種別スキル表がない、基準がない→
現在作成中

	•	キャリアマップの作成
	•	内製化への取り組みの加速
	•	変化のある教育が行えていない、方法
が見つからない

	•	専門知識、専門性レベルの教育方法
	•	技術継承の課題とモチベーションアップ
	•	問題解決力やコミュニケーション力
	•	若手社員のモチベーションアップ
	•	「知識を得ることで知恵に繋げる」と
いった個々のスキルアップ

	•	会社が考えた教育だけで良いか？新入
社員の希望をもっと聞くべきか？

	•	時間が作れない
	•	定期採用をしてこなかったので、素地
が固まっていない

	•	若年層の教育・育成プログラム
	•	継続した教育活動の実施ができていな
い部分がある

	•	教育に対する価値の理解不足
	•	知財に関する知識の教育

	•	部署内で仕事を共有するための教育
	•	ビジネスマナーや接客対応の実技研修
を実施

	•	内容の標準化
	•	新入社員の中長期教育計画の実施
	•	中堅社員教育する時間が取れなかった
	•	若手社員教育する時間が取れなかった

	•	採用に関する課題
		 多数ある採用方法の中で、如何に当社
に適したものを見つけ出すのか

		 採用に関するノウハウ、コネクション
の蓄積がない

		 専任担当者がおらず、活動へのマンパ
ワーがない

		 面接官の日程調整が困難でタイミング
を逸する

		 大学の新卒採用（定期的な）
		 中途の必要人材確保
		 初期の母集団の形成
		 教育ノウハウの保存

 

	•	選考に関して
		 採用基準が不明確
		 適性の見極めが難しい
		 募集部門内で求める人物像が統一され
ていない

		 学校に偏りがある
		 性別に偏りがある
		 国籍に偏りがある
		 多様性を発揮できる人材の採用
		 女性営業を増やしたいが、なかなか適
性のある方の採用が難しい

	•	広報活動に関して
		 会社のPRが充分であったか。タイミ
ングや内容は適切であったか

		 学生の情報入手ルートが変化してきた
		 SNSを活用した採用活動の取り組み
		 当社の魅力の伝え方

	•	技術系の確保に関して
		 技術系の採用が難しい
		 理工系の応募が少ない
		 製造現業職への希望者の減
		 大手メーカーとの知名度の差
		 高専採用の競争の激化

	•	オンライン面接・選考に関して
		 学生の本来の姿が見えづらい
		 企業訪問が少なくなることで、学生が
重視する「職場、会社の雰囲気」を感
じてもらいにくい

		 質問と回答に少し間延びがしてしまう
（一問一答のようなやり取りが中心に
なってしまう）

		 動作・しぐさ等を読み取りづらい
		 面接以外の部分（挨拶や気遣い）などが
見えにくい（選考に大きく影響するわ
けではありませんが）

		 手応えがない、印象に残りづらい
		 信頼性に疑問

	•	内定者の辞退回避
	•	５年未満での離職者の増
	•	単独の会社説明会を毎年行っている
が、優秀な学生を集めるためには、リ
クルートサイトを活用し、高額な資金
が必要となる

	•	高校生：１人１社制から複数応募制へ
の変更対応

	•	採用数よりも質の追求
	•	東京地域での採用
	•	コロナ禍での求人活動は、中小企業に
は困難

 
 

 
 

	 	採用および社員教育に関する課題について		

	•	当社独自で教育動画作成や資料を作成
し教育研修を実施

	•	自宅でのオンライン研修受講環境の整
備（Webカメラ、タブレット、ルーター

などの貸出）
	•	今年度より、社員教育の内製化に着手
している。まずは新入社員研修を全て
内製化し、新入社員だけでなく先任の

社員も知識や理解が深まったという
	•	オンラインで工夫しているが、充分で
ない
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講演録 2021年３月８日 TEC・JEC３月例会（マイドームおおさか）より

DXによる企業変革
～中小企業の生きる道～

（公財）ソフトピアジャパン理事長�
（一社）クラウドサービス推進機構理事長

  松島　桂樹 氏

本日は、中小企業のDX（デジタルトランスフォ
メーション）について楽しくお話をしたいと思い
ます。
私はソフトピアジャパンという岐阜県の100％

出資の組織で仕事をしておりますが、ここは中部
のIT拠点として前知事の梶原さんが「日本で最
高のIT先進県にする」という意気込みで1996年
に設立しました。25年前で、当時、全国にこうい
うものがつくられたのですが、現在、残っている
のはここだけと思います。主に、①産業の高度化
②人材の育成③新製品・新サービスの開発――と
いう３つの仕事をしています。昔風に言うとIT
推進、IT経営で、最近は「デジタル」、去年ぐら
いから「DX」ということでしょうね（笑）。何が
DXなのか？という話は置いておいて、ぜひ、悩
まないで言葉だけでも使っていただけばいいと思
います。
ソフトピアジャパンの総面積は12.64ha、おお

よそ東京ドーム３つ分ぐらい。集積企業・団体数
は147、就業者数・居住者数合わせて2088人、令
和元年度の年間エリア売上高は約476億円です。
ここではいろいろなことをしていますが、企業さ
ん同士が共同研究をして、県が大体４、５百万円
のお金を出し、その成果を年に１回発表してもら
うという仕組みになっています。一例を挙げます
と、「スマートフォン連動水栓金具の開発」は屋
外にある水道の盗水を防止するためのもので、ス
マホでお金を払うと、払った分だけ水道から水が
出てくるというシステムです。公共的な場所でも
使えるのではないかと期待されています。私がソ
フトピアジャパンに行ったときは、IoTの導入と
いうと５％程度の企業さんが取り組んでいるぐ�
らいでした。２年程経つと半分ぐらいは「まあ、�

やっているよ」となり、３～４年前はIoT、IoT
と叫んでいて、今はDXですね。皆さんが少しは
DXをやっておられるのかなという状況です。
まず、私が申し上げたいことは「私はアナログ

派なのでデジタルは苦手だよ」などと言っている
場合ではないということです。アナログかデジタ
ルか、どちらかではない。現に、スマホもパソコ
ンも使わないでは不便で仕方がない。とくに今は
店に来るな、電話するな、ネットでやれと言われ
ているような時代です。ネットも結構、不便です。
住所変更もネットでするとなると、本人かどうか、
なりすましを防止するために、生年月日だなんだ
と入れる情報が多くて最後まで行きつかない。
何が言いたいかというと、私たちの世界はアナ

ログです。皮膚感覚が数字で入ってくるわけでは
ない。暑い寒い、美味しい不味い、みんなアナロ
グです。人間としてのインターフェースはアナロ
グなのです。そこにデジタルでモノは来ない。ス
ピーカーから出る音もアナログですから。我々は
アナログの世界に住んでいるのだけれど、その向
こうの奥の院、我々から見えないところでデジタ
ルが活躍してくれるのはいい。ですから、こうい
う風に考えればいいのです。「デジタルがアナロ
グを包む」。我々はアナログの世界にいるのだけ
れど、その向こうにデジタルのいろいろな仕組み
があって、我々の生活が便利になったり楽しく
なったりする。だから、活用をする。
デジタルの良さは正確、迅速、そしてデータ量

が多いこと。一方、アナログは感じがいいとか、
対応がいいとか、美味しいとか不味いとか。アナ
ログのリアルの世界とデジタルを組み合わせて行
こう！というのがここ数年の傾向です。それは大
都会も地方も同じです。ですから、「どっちか」
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という話はやめましょう。デジタルとアナログ、
地方と大都市、福祉と産業振興、密集と過疎、地
域社会と企業経営…。これらを、対立／選択（違
いを強調）から多様性／融合（共通点を強調）へ
方向転換をしていきましょう。

■「デジタルとデジタルを�デジタルで
つなぐ」
ドラッカーさんは「企業の目的は顧客を創造す

ること」だと言っています。需要を創造する、新
しいニーズを創造することで、その結果として対
価（利益）を得るのだと。「企業の目的は利益を
あげること」ではない、ということですね。新し
い満足度を探していくことが、これからの企業の
仕事です。これをすれば市民・府民・県民の方々
が喜ぶのではないかということを考えて、生み出
していくことが企業の仕事で、それがイノベー
ションになります。
マイケル・ポーターという戦略の専門家が2000

年ごろから言い始めたことで、「社会的課題を解
決することが企業のミッションである」と。彼が
05年ごろから言っているのは「地域社会の課題を
企業が事業として解決＝社会的利益と企業利益の
融合」、すなわち、社会が得することと企業が得
することは一緒なのですと。例えば、コロナのワ
クチンをつくって売れば、社会が喜び、製薬会社
も儲かるというようなことですね。
企業と社会の関係は変わってきつつある。その

なかで「デジタル化」が必要というけれど、本当
にその意味がわかっているのかどうかです。DX
とはデジタル化ではありません。IT導入、オンラ
イン化でもない。デジタル技術を駆使してシステ
ムを変えることです。システムとはコンピューター
システムということではなく、会社の仕事のやり
方、経営のやり方で、それらを変えることです。

DXとは何かを皆さんと一緒に考えていきたい
と思います。例えば、皆さんがファックスを送る
とき、その文章はパソコンで入力をしていること
が多いですね。つまり、デジタルのデータはもと
もと活用していたのです。しかし、それを印刷し
て確認してファックスで送るということは、デジ
タルとデジタルをアナログでつないでいるので
す。このことが問題です。もちろん、必ずしも悪
いことではありません。出来上がったものが正し
いかどうか検証し、確認して次の工程にまわすと

いう習慣は悪くはない。ただ、人手がかかる、時
間がかかる。だから、新型コロナで、国民に10万
円ずつ支給しようとなったとき、３ヵ月もかかっ
てしまったのです。
ですから、すべてとは言いませんが、デジタル

でつくったデータが正しくて、そのまま次の工程
に渡るようにつなぎましょうよということです。
これがいまのデジタル化では出来ていないので
す。皆さんもパソコンを使い、インターネットも
見ているので、個別には結構、進んでいるのです
が、個別につくったもの同士がデジタルでつな
がっていないから、そこに多くの手間と時間がか
かっているのです。DXとは、そこを中心に考え
ませんか、というものです。「デジタルとデジタ
ルをデジタルでつなぐ」ということです。
私が会社に入ったとき、「デジタル」という言

葉が言われ始めたので、一生懸命、アナログとの
違いを勉強しました。アナログは伝送を重ねると
劣化します。パルス（波形）のデータがよれてく
るのです。ひずんできます。デジタルは波形を元
通りに復元できます。デジタルは基本的に０と１
しかなくて、0.5はありません。0.8だったら、１
にしてしまいます。波形が崩れて、0.2になったら、
０にしてしまう。受け取った側が「どっちだ、どっ
ちだ」とやって、数字を直してしまうのです。修
正機能があって、元に戻してくれるのがデジタル
です。従って、デジタルはデータが変わらない。
だから、最初の数字が正しくなくてはいけないの
ですが、年を経ても変わらない、その良さを使お
うではないですか。
デジタル化の入り口が、IoTです。ちなみに、

コロナの新規感染者数は保健所の人が「正」の字
を書いてカウントしているのだそうです。東京都
は午後の３時半ごろの発表ですので、厳密には�

「今日の感染者数」ではないですね。各保健所で
集計して、それを都が集めているのです。IoTで
はないのです。IoTは工場だけの話ではなく、お
店のレジも自動的にやるものはIoTです。コンビ
ニのレシートには膨大な情報が載っています。あ
のデータをレジがもっているのです。セブンイレ
ブンがもっているのです。nanaco（ナナコ）で
やれば、だれが何を買ったか、全部わかります。
レジのお兄さんが何もしなくても、ナナコカード
を通して、商品のバーコードをピッと読み取れば、
情報が全部取り込まれる。でも、必ずしも信頼で



－�17�－ 2021.�夏号

きるわけではないです。ときどき前の分が詰まっ
ていることがあるみたいです。特にプリンターが
一番のネックで、紙切れが起こったときなどにミ
スが生じることもある。IoTも万全ではないとい
うことです。数字が出たら「精度がある」と思い
込んでしまいますが、疑ってみることも必要です。

■経営・業務のからくり化がDX

会社の経営にデジタルを上手に使うことを考え
てみましょう。今は、「オフィスに行かない、工
場に行かない、顧客の所に行かない」の３つの�

“行かない”戦術で、それでも仕事がまわる、経
営が成り立つような仕組みを考えなければいけな
い。少し前まで「見積書をメールで送るなんて」
と非難されましたが、今は「メールでいい、来な
いでいい」と言われます。請求書や領収書をPDF
で送ることが当たり前になったのは、カラーで送
れるようになったからです。印鑑の部分が赤に
なったから実務でOKになったのです。お得意先
に行かずにモノが売れるのか、仕事が出来るのか
ではなくて、行かなくてもモノが売れ、仕事が出
来る仕組みを考えましょうということです。
飛騨の高山の神輿には「からくり人形」が乗っ

ています。からくり人形はご存知の通り、人の手
を使わずにお茶を運んで来たり、でんぐり返しを
することが出来ます。でも、そのからくり人形を
作るのは職人さんで、技能を尽くし、長い時間を
かけて作り上げたものです。だから自動化が出来
るのです。
私たちが目指しているのは経営のからくり化で

あり、業務のからくり化です。人がいらないので
はなく、その仕組みを考えるのは経験者、大ベテ
ランです。「俺たちが手を下さなくても、どうやっ
たら仕事が流れるのか」を考える。オペレーター
がロボットなら、人はからくりのデザイナーです。
経営のからくり化がDXなのです。ただ、いくら
ウチの会社だけ一生懸命やっても、注文を出して
くれる会社がファックスで送ってくる、ではダメ
なわけです。日本全体として、企業と企業の間を
デジタルでつなぐという仕事をこれからやるべき
だと10年ぐらい前から言ってきて、やっと去年、
経団連が「サプライチェーン委員会」をつくって
くれました。菅政権が今年の６月か７月ごろに方
針を打ち出すようですので、注目しています。

■日本の産業を強くする中小企業の
デジタル化

「進化するオートメーション」という本がありま
すが、その本のコアの部分は、観察、情勢判断、
意思決定、行動という流れのなかで、観察（情報
収集）はIoTが、情勢判断と意思決定は人間とコ
ミュニケーションをしながらAIがやってくれます。
行動（Act　意思決定の実行）は自動化システム
がやってくれます。これらを組み合わせることが、
私たちが今後トライすることなのです。
自動運転で考えてみますと、高齢者時代の買物

難民対策、移動確保には２つの需要があります。
オンデマンドビークル（行ける）とオンデマンド
配送（持って来てくれる）。前者は必要なときに、
クルマを呼べば、迎えに来て目的地に行ける。技
術的にはかなりいい線まできています。でも、こ
のときに運転者はいません。後者は「ウーバーイー
ツ」がいい例ですね。あれを自動化するわけです。
以前は、現金とモノの交換でしたが、そこにリス
クと手間がかかる。今は、クレジット決済などモ
ノの流れとお金の流れを分離できるようになっ
た。それが今の社会システムの大きな前進という
か特徴です。商売やサービスが変わります。車掌
さんだけいればバスが動き、ガイドさんだけの観
光バスなどというものも出現します。しかしなが
ら、自動運転、運転手のいない車が街中を走り回
るようになると危険です。そこで、セコムです。
安全監視センターで睨んでいて、危なくなったら
止める、危険を回避するというサービスがなけれ
ば、自動運転などという商売は成り立ちません。
セコムと損保が一緒になって、こういう新しい
サービスをつくろうとしています。自動運転は単
に自動車が変わるのではなく、社会のシステムを
変えようという動きです。トヨタさんが一生懸命、
富士山の麓でトライされています。
これからは企業間つまり発注企業と受注企業が

デジタルで連携していなければなりません。何か
トラブルが生じたときに、社長が頭を下げてすむ
時代ではありません。常々から検査データを集め
ておいて、いつでも見られる状態にしておかなけ
れば、日本の製品の品質は上がりません。当然、
検査データだけではなく、どういう風につくった
かというプロセスのデータも必要です。それをい
つでもWEBで見られるようにしておかなければ
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1948年静岡県出身。71年東京都立大学工学部電
気工学科卒、日本アイ・ビー・エム入社。製造
業担当営業部門、CIM主任スペシャリスト、エ
ンジニアリング・システム企画担当。95年岐阜
経済大学経営学部助教授、生産情報システム担
当。99年経営学博士（専修大学）。2001年より
武蔵大学経済学部。03年より岐阜経済大学経営
学部客員教授。14年武蔵大学退職。著書に『IT�
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『IT投資マネジメントの発展―IT投資効果の最
大化を目指して』（同、07年）他多数。

いけない。これが日本のこれからの大課題です。
技術・受発注・製造から決済まで、企業間は手作
業でつないでいるのです。だから効率が悪いので
す。とくに決済。電子インボイスを投げたら、す
ぐにお金をもらえる仕組みに変えようというの
が、私たちの大きな提言です。
例えば、惣菜メーカーと店舗間の受発注から決

済までの自動化、惣菜メーカーの入金・消込処理
の自動化などを行う「全銀ネット（ZEDI）」とい
うシステムがあります。また、西濃運輸さんがチャ
レンジしている「トラックシェアリング構想」は、
メーカーの出荷計画を１週間程前にもらい、自社
だけではなく他社とも連携して効率よく配送計画
を立てるというもの。これは「グリーン化」にも
つながります。
いずれにしてもセキュリティの問題が生じます

が、問題は弱いところから起こります。中小企業
のセキュリティの問題は、中小企業の問題ではな
く、サプライチェーンの問題だと我々は強く主張
しています。対応困難な中小企業を包含したサ
ポート体制が必要なのです。先ほど少し触れまし
たが、経団連が「セキュリティ5.0時代のサプラ
イチェーン」ということで、デジタル革新を活用
した将来のサプライチェーンの理想像という報告
書を出してくれています。これは、見える化によ
る生産性向上、品質、トレーサビリティ確保等に
よって従来の系列を超えた、対等のつながりを提
言しています。
中小企業をデジタルでつなぐには、ステップが

必要です。まず「カンタンデジタル」、着手です。
Zoomなどしなくても、データはとりあえず送れ
ます。最近は領収書や請求書の代行発行サービス
があります。これをやると、今後、電子インボイ
ス代行サービスにつながります。とにかく一歩踏
み込む。次が「カンタンファイル共有」。会社のデー
タを共有すること。これはほとんどタダです。次
が「カンタン情報共有」。ご存知の名刺管理サー
ビスのような、わかりやすいものからやりましょ
う。以上が情報基盤の整備です。ここから、経理
のような基幹系業務に進み、受発注と進みます。
つまり、まず安価で簡単な「バックオフィスの

デジタル化着手」から始まって、基幹系デジタル
ツールの導入、企業間EDI（受発注・品質・金融）
の導入など「基幹業務のデジタル改善」に進み、
最後にデジタルを組み込んだ新商品・サービス創

出など「経営のデジタル改革」に取り組むという
ステップです。
既に私たちは着々と進んできています。
IoTで工場の見える化が出来、３Dプリンター、

ロボット、人工知能、クラウドなどで、オフィス
に行かなくても、工場に行かなくても、取引先に
行かなくても仕事が円滑に出来るようになってき
ています。この延長線上に、テレワークという方
向性を見つけるだけなのです。
日本の中小企業の生産性が悪いのは、個別の中

小企業が悪いわけではありません。産業構造的に
中小企業にしわ寄せがいくようになっていて、中
小企業が儲からない仕組みになっているから、生
産性が悪いのです。企業の規模を大きくしたらい
いということではありません。IT投資は古い商
習慣が邪魔をしているのです。中小企業再編論は
リスク大です。地方都市は小規模企業ばかりです
から、再編論など持ち出したら、地方都市が衰退
します。日本のサプライチェーンは強いけれど、
末端のデジタル力が弱いためにトータルとしての
生産性が上がらない。末端のデジタル化の推進�
が、日本全体の生産性を上げるために絶対に必要
です。
大企業と中小企業が連携して、効率化出来る領

域を抽出して、実施すること、それを支援するこ
とも必要です。手を動かして、やって見せる支援
が望ましいと思います。
既に実践されている企業も多いと思いますが、

もしまだだったら、中小企業であってもデジタル
化に取り組み、最新のテクノロジーを会社の中に
取り入れていただきたいと思います。
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明るい合理化ニュース明るい合理化ニュース
取材▪竹原信夫取材▪竹原信夫（「日本一明るい経済新聞」編集長）（「日本一明るい経済新聞」編集長）

「日本一明るい経済新聞」は、『合理化』編集アドバイザーでもある竹原信夫氏が主宰する、中小企業に特化した月刊経済新聞。
竹原信夫編集長は、NHKテレビ「おはよう関西」元気な中小企業コーナーのリポーター、MBSラジオ「日本一明るい経済電波新聞」のパーソナリ
ティをはじめ、近畿経済産業局「ものづくり新撰」の審査委員、近畿財務局地域密着型金融に関する会議コーディネーターなどを務める。

セキセイ（06・6621・2331）は、コロナ禍で新商品
開発、既存品の拡販を進めてコロナの落ち込みをカ
バー。“なんでやねん”発想で経営の免疫力を高める。
「コロナ禍で表彰状などのイベント関連などはマ

イナス。でも、“なんでやねん”の問題意識で対応
しています」と、西川雅夫会長。2016年伊勢志摩サ
ミットでは自作の輪島塗ボールペン「雅風」が採用
されるなど、斬新な発想力を持つ。

昨年春からマスク、消毒液、飛沫防止板シキッター
をはじめ、新商品、拡販に力を入れる。「樹脂製収
納のシスボックスが売れ出し、“なんでやねん”と思っ
たら小中学校でのGIGAスクール構想でした」と。

ランドセルに入るPC・タブレット保護用クッ
ションケースを開発し、収納ラックやファイルボッ
クスを学校向けに拡販。おうち需要が増えると、「新

テクノ高槻（072・684・0805）は、エアポンプ技
術を活用し、スポーツや手術後の冷却療法用器具
「ICINGPRO（アイシングプロ）」を開発、本格販売
した。今後、医療市場で空気パワーを活かしたオン
リーワン商品の攻勢をかける。
業界初のダイアフラムブロワ「HIBLOW」を開発

したリニアポンプのパイオニア。低騒音、小型で耐
久性を武器にエアポンプで多彩な事業を展開。

環境分野では浄化槽に活用、世界70カ国以上に輸
出。家庭用では燃料電池、洗濯機など。産業用では
自動販売機、オゾン脱臭機、分析装置、ガスバーナー
などの製品に広く使われている。

中でも、医療分野に着目し、「ハイブローのきめ
細やかな制御能力を活かした医療・健康機器を�
開発しています」と川﨑望会長。家庭用エアマッ�

しい日常生活」シリーズとしてタブレットスタンド
などテレワークグッズなどを揃えた。

西川会長が考案したスマホが立てられる８ｇ超軽
量ボールペン「スマタテペン」が話題に。クリップ
の幅が11mmと広く、社名やQRコードも表記、大
手企業から注文が相次ぎ今年120万本を見込む。

また、表紙が２重構造でオリジナル表紙がつくれ
る写真カード収納ホルダー「パックンシリーズ」�
が、３倍の売れ行きに。西川会長は４月には吉村大
阪府知事より大阪府発明考案表彰を受賞。
「変化の兆しを“なんでやねん”で考えると、ビ
ジネスチャンスがいっぱい」と、コロナ禍を活かし
た攻めの経営を進める。

サージ機「MOMIMARO」は、血行促進効果があり、
累計１万台の販売実績を上げる。

神経痛の痛みの緩解、急性外傷の治療用など幅広
い症状に使用できる、急速冷却で長時間冷やす

「ICINGPRO」を開発。水道水でアイシングを実現、
運転時間はタイマーで８時間まで設定。保険治療で
も使用できる。

続いて、日本医療研究開発機構（AMED）の�
受託研究で来年をメドにリンパ浮腫専用の治療機�
器の開発を推進。この６月には医療の国際規格

「ISO13485」を取得、今後海外市場にも期待する。

会報『合理化』と『日本一明るい経済新聞』 広報戦略でコラボ企画

コロナ禍経営の免疫力を高める！
新商品開発、既存品の拡販
「スマタテペン」が話題に
“なんでやねん”発想のセキセイ

オンリーワン商品で攻勢
冷却療法用器具を開発
空気パワーを活かす！
リニアポンプのテクノ高槻
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― 御社の歴史についてお聞かせ頂けますか。
吉田 昨年、会社設立50周年を迎えさせて頂き
ましたが、創業は昭和35年で、私の祖父と先代
の現会長とで、六角ナットの製造を始めました。
昭和45年、会社組織にするとともに八尾市八尾
木に工場移転しました。現在地に本社工場を新
築移転したのは昭和59年ですが、やがてこれも
手狭になり、平成元年、新潟県上越市に新工場
を建設しました。元々は、ホームセンターなど
で売られている六角ナットやフランジナットな
どいわゆる規格品を製造していたのですが、海
外から安価な製品が多く入ってくるようにな
り、価格競争では勝てないなという見通しを立
てました。したがって、昭和60年、パーツフォー
マーBPF525という機械を導入し、規格品では
なく、冷間圧造部品の生産を強化していくこと
にしました。ただ、当時の業界内では、「売れ
るかどうかわからない製品のために、大阪の
ナット屋がそんな高価な設備投資をして…」と
揶揄するような目で見られていたようです。
― 思い切った決断だったのですね。
吉田 そうなんです。しかし、先代には先見の
明があったようで、これが、弊社の歴史におい
て一番の転換期となりました。以降、パーツ
フォーマーと呼ばれる、規格ナットではない製
品を生産できる設備をどんどん導入していきま
した。規格品を作っていれば安定して仕事を得
ることができますが、当社としては先細りして
いく規格品でなく、付加価値の高い規格外の製

環境の変化を的確にとらえ、
新技術への取り組みで活路を見出す

聞き手：�（一社）大阪府経営合理化協会　経営支援部課長　大西尚道

㈱吉則螺子製作所　代表取締役社長　吉　田　直　哉
所在地　�〒581-0822　八尾市高砂町3-55-3
ＴＥＬ　072-996-8880　　　ＦＡＸ　06-996-8479
創　業　昭和45年　　従業員数　140名　　資本金　2,000万円
事�業内容　�自動車用ねじ部品など冷間圧造加工による特殊ナット

の製造販売
ホームページアドレス　http://www.yoshinori.co.jp/

品に特化していこうと決断したのです。特殊品
への転換と、小ロットへの転換、ユーザーとの
直接取引を軸に取り組み、徐々にですが、受注
する製品アイテムも増えていきました。
― 社長は自社に入社されてからどのような
経験を積まれたのですか。
吉田 「今のままではダメだ、ユーザーさんに
近いほうへ近いほうへ」というようなことを、
私は入社当時から口を酸っぱくして言われ、「目
の前の仕事はしなくていいから、新しいものを
作りなさい」と、ほとんど現場の仕事を与えら
れませんでした。生産現場のことを知ることは
大切ですが、生産の苦しみなどを知り過ぎて厳
しいことが言えなくなっては困るという計らい
もあったようです。当時、従業員は現在の３分
の１程度。作ることに特化した少人数のメー
カーで、私は弱冠25歳でした。やがて、売るこ

 ▲ 当社製品
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とが専門の営業マンが加わり、そうなるとお客
様も商材も増えていき、私は生産管理という名
称の、いうなれば番頭の仕事なのですが、工場
への生産手配や、本社での出荷の管理などに携
わるようになりました。
― ものづくりにおける変化はありましたか。
吉田 その頃から、扱う品目として自動車向け
部品が多くなり、品質に対する評価が厳しく
なっていき、何かあった時に「次からは気をつ
けてくださいね」というようなレベルでは済ま
なくなってきました。建築現場など手作業でね
じを締めるのと違い、自動化でねじを締める工
程で不良品があると、ライン全体がダメになっ
てしまいます。不良品ゼロという品質管理が求
められたお蔭で、会社も私も鍛えられてきたの
ではないかと思います。そのように自動車部品
に特化していくのですが、転機がもう一つあり
ました。ナットの業界は、元々小さなサイズを
得意とします。一方で自動車部品の軽量化に
伴って部品の樹脂化が進み、小さなナットを部
品にインサートするという使われ方が多くなっ
てきたのです。つまり、樹脂だけでは強度に欠
けるので、樹脂の中にナットを埋め込んで強度
を上げるわけです。こうして当社はインサート
ナットに注力していくのですが、加えて、セン
サーや安全のためのブレーキなど、自動車でも
電子部品が増えていくという新たな状況が到来
します。私どもの製品は自動車の基幹部品に使
われるものではないので、ハイブリッドカーや
電気自動車の新しい潮流にも乗れているのでは
ないかと考えています。
― 業界の見通しと御社の強みは？
吉田 業界を取り巻く環境についていえば、各
メーカーはインサートナットなどの新しい分野
への参入に力を入れ始めています。六角ナット
なら、機械でねじを切るだけなのですが、イン
サートナットは精度を求められるとともに、二
次加工あるいは三次加工を要します。当社はそ
れも内部でできるというのが強みで、ノウハウ
の蓄積や、先行メーカーとしてのアドバンテー
ジがあるため、多少なりとも競合他社との差別
化が図れていると思っています。
 回り止めのローレット加工という技術を使っ

た製品を始めた時のこと。大阪ではだいたい分
業化されていて、ねじ切りはねじ切りの外注屋
さん、メッキはメッキの外注屋さんに発注する
のが普通ですが、この加工をやってくれるとこ
ろがなかなか見つかりませんでした。唯一やっ
てくれそうなところに依頼しましたが、手一杯
のようで、時間外にこちらの営業マンを派遣し
て機械を使わせてもらうという状況になり、そ
れなら自分のところでやったほうがいいと、機
械を導入しました。今まで他に頼んでいたもの
を苦肉の策として内部でやってみたら、意外と
できるものだと感じたのですが、内製できると
いうことは大きな力を与えてくれます。以降、
毎年機械を更新していますが、内製への転換が
なければ、当社はここまで大きくなっていな
かったでしょう。困った時こそ、何かしら勝機
が生まれるものだと思いました。
― お客様からの要望で、新しいことを始め
るケースも多いのですか。
吉田 そうですね。私はずっと見積もりにも携
わっているのですが、「見積もり上、それはで
きません」と断っていてはつまらないので、次
の機械を導入する時にはそのお客様の要望にも
対応できるものを選ぶことがあります。日頃か
ら、お客様のお困りごとに目を向けていくこと
が大切。儲かる仕事にはみんなが飛びつくけれ
ど、そうではない仕事は進んでやりたがらない
のが一般的ですが、どんな仕事にも誠実に取り
組んでいけるようにしたいと思います。また、
極端に長い製品が求められるなど、トレンドに
も気をつけています。
― コロナ禍においては、どのような取り組
みをしておられますか。
吉田 このコロナ禍で仕事が減って暇だったの
は、幸いなことに２か月ほどでしたが、休業す
るより、何か新しいことに取り組もうと思いま
した。昨年５月、コロナがいよいよ問題化して
先行きが不安になった時期、あえて困難に飛び
込もうという気持ちを込め、さまざまな改善や
新商品の開発などに力を入れようと決めました。
最初は、自己啓発という点から、違う部署の機
械を覚える社内研修なども行ったのですが、10
月頃になって中だるみが生まれ、「僕、何をした
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らいいかわかりません」という人も出てきまし
た。そこで、今さらながらで恥ずかしいのです
が、「掃除をしようか」ということになりました。
気分の晴れない時期に読んだ本の影響もあっ
て、技術開発などという大それたことよりも、
皆ができることをしようと考えたわけです。そ
れで半年ばかり掃除ばっかりしています。
― それによって、どんな効果がありましたか。
吉田 私自ら汗をかかねばならないと思い、率
先して掃除を始めましたが、雑巾を絞って拭き
掃除をすることで、機械も床もずいぶん汚れて
いたことに気づき、いろいろな発見がありまし
た。私がそのようなことをしているのを見て理
解してくれる人が増え、今では30分ぐらいかけ
ている人もいるし、皆本気で掃除しています。
しつけが守れない会社は、決まりやルールがな
い、あるいはあってもそれを維持しようとする
習慣がないのです。１年やそこらで会社が劇的
に変わるものではありませんが、３Ｓをまず守
ることで、しつけやメンタル的なことで少しは
良い影響が出てきたのではないでしょうか。コ
ロナの時期、休んでばかりいる人がいると不満
が生まれ、また、会社が暇になると人員整理さ
れるのではないかと、疑心暗鬼になりがちです。
社内の空気が悪くなり、だらけてしまうし、余
計なことを考えてしまう。それなら一所懸命体
を動かしていたほうがいいと考えました。職場
がきれいになるとやはり気持ちが良いし、余計
なシールが貼ってあったり、ペンキの塗り残し
があったりすると気になるという人も出てき
て、確かに意識の変化が見られます。それに、
皆で一緒に掃除をすることで、団結力やチーム
ワークも向上します。まだまだ道半ば、片足を
入れたところですが、やって良かったなと思っ
ています。
― 社員の変化を実感したのは、いつ頃ですか。
吉田 最初は土曜日に半日でも掃除しようとし
ましたが、無理やりやらされていると考える人
もいて、最初の頃はつい私も怒鳴り声をあげた
りしていました。掃除をしてきれいにしようと
しているのに、怒鳴り声はだめだなと後で思っ
たのですが、そうこうするうちに２、３か月た
つと、自主的に掃除をする者が増えてきました。

10年ぐらいかかったという企業のお話も聞くの
で、当社には素直な人が多いのかなあと嬉しく
感じています。
― 今後の展開についてはどのようにお考え
ですか。
吉田 ここ５年間は、展示会事業に力を入れ、
インテックス大阪や東京ビッグサイトなどで開
催されていた自動車の大規模展示会に、小さい
ながらもブースを設けて参加しました。お客様
がどんなものを求めておられるか、生の声が聞
けましたし、実際に新しいお客様を獲得するこ
ともできました。このコロナ禍では展示会が中止
になっているので、残念に思っています。今後、
インサート部品に他社さんがどんどん参入して
きて、競争が激化し、価格が安くなっていくこ
と、さらにはインサート部品そのものがなくな
るのではないかということも予想されます。自
動車に金属部品は要らなくなり、接着剤で済む
時代になってくるのではないかということも考
えています。とはいえ、インサート部品に代わ
るものがなかなかないのですが、次の手を考え
ておかねば、と頭を絞っているところです。
 当社では10年ごとに長期ビジョンを設定して
います。前回、「ちょっと無理かな」と思うよ
うなビジョンを掲げましたが、売上げや利益を
含めて、10年間で達成することができ、発信す
ることの大切さを感じました。『2030年のビジョ
ン』は、「業界内でもキラリと光る製品を作り、
社内は作る喜びに溢れる技術集団をつくる」で
す。オリジナル商品に限らず、ニッチトップを
めざし、機械の開発や製法の工夫なども視野に
入れて、新しいことに取り組んでいきたいので
す。家族や友達に「俺、こんな製品を作ってる
んだ」と自慢できるようなものを作って、働く
満足度を高めたいし、ものづくりを通して生き
る喜びを味わってもらえるような会社にしてゆ
きたい。そのためには、個人のスキルアップや
モチベーションだけでなく、今こそ全体のモ
ラール（士気）も大切なのではないかと私は思っ
ています。
― 本日は貴重なお話をたくさんお聞かせい
ただき、ありがとうございました。今後ますま
すのご発展を心よりお祈り申し上げます。
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『IT導入補助金 2021活用について』
　経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）」は、中小企業者等
におけるITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入費用の補助導入にかかる経費の一部
が補助される事業です。本事業を利用すると、システム導入費用の１/２（上限額：450万円　
下限額：30万円）が補助されます。2021年のIT導入補助金は、低感染リスク型ビジネス枠と
して申請類型や補助率が変更され、システム導入費用の２/３（上限額：450万円　下限額：30
万円）が補助されます。

　https://www.it-hojo.jp/　

　第１次締切り分が終了し、三千数百社の交付が決定しました。

≪ IT導入補助金2021の今後のスケジュール ≫

第２次締切分は、締切日：７月30日（金）　交付決定日：８月31日予定
第３次締切分は、締切日：９月中（予定）　交付決定日：10月中（予定）の予定です。
弊協会でも補助金申請支援をしていますので、お問い合わせ下さい（担当：高安）。
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編集メモ
　西日本の梅雨入りは例年より早く、暑い日が続いています。今号の特集テーマ
は「雇用・採用・教育でどうなる・どうする」～オンライン教育・採用～。コロ
ナ禍での各企業の採用ニーズは高く、採用予定人数もある程度確保されているよ
うです。オンラインを活用した採用や教育への取組み事例などテレワークが進む
中、より自立的な働き方やネットワーク活用が進むものと思われます。ワクチン
接種が進めば年内には収束の目が見えてくるでしょう。あと暫く我慢の経営を進
めて下さい。	 （高安）




