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株式会社ロゴ 代表取締役副社長
酒井 昌昭（さかい まさあき）
ソニー株式会社で、民生用および放送局用VTRなど、商品開発プロジェクトや海外R&Dプロジェ
クトを推進。その後、事業本部の設計改革プロジェクトを担当。2003 年より現職。著書：『最
強のすり合わせ技術』（日刊工業新聞社　2017 年）、『仕事の 9割は「段取り」で決まる』（2014 
年　高橋書店）など。

［連載］わが国の無形の資源を活かす（第2回）
効率一辺倒ではない日本的資本主義の原点を見直す
̶ドイツ自動車、重ねての排ガス不正事件にみる利益一辺倒の暴走̶

株式会社ロゴ 代表取締役社長
津曲 公二（つまがり こうじ）
2003 年より現職。日産自動車にて鋳造工場技術者を振り出しに、生産技術、パワートレイ
ン商品企画などで多くのプロジェクトに参画。「CCPM/6 つのモジュール ®」を開発。著書：
『最強のすり合わせ技術』（日刊工業新聞社　2017 年）、『仕事は半分の時間で終わる！』（2013 
年ダイヤモンド社）など。

前回のあらすじ
❶  わが国には素晴らしい無形の資源が数多くある。深刻な働き手不足の時代を迎えている現在、チー
ム力を発揮するために「すり合わせ技術」が有効である。

❷  すり合わせ技術を活用するためには、見識と執念を持つ活動の核となるリーダーの存在や組織の風
通しの良さなど、人間中心に仕事を進める上での重要な前提条件が必要となる。

❸  開発期間短縮などの目的で導入されたコンカレント・エンジニアリングやフロント・ローディング
などについてすり合わせ技術の観点から見直すと、組織にとって新たな価値が見いだせる。

Point
❶  日本の労働生産性は低いと言われるが、効率のみを追求すれば、日本を壊すことになる。
❷  現在、世界を席巻しているグローバリズムは、効率一辺倒、つまり利益一辺倒の企業活動を強いて
いる。

❸  真摯な技術開発の努力を怠った結果として、ドイツ自動車メーカーの不祥事が繰り返し起きている。
❹  道徳と経済の融合を説いた、渋沢栄一の日本的資本主義の原点は、今日的な重要性を増している。
特に消費者や社会への利益還元が、企業の安定した発展という面からも必須である。

❺  平等でオープンなわが国、階層のないわが国において、「すり合わせ技術」と「おみこし経営」は
相性がよい。経営者としては、「どこでもリーダー」の発掘と任せる度量が求められる。
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労働生産性で最下位を続ける日本は、
ダメな国か？
わが国は平等でオープン、かつ階層のない社会

である。
大きな災害があっても略奪や暴動がおこらな

い、よほどのことでもないかぎり公共サービスが
マヒしない、極めて安定している社会である。
われわれ日本人には当たり前だが、世界的に見

ると理想的で素晴らしい国といえる。しかも人口
が1億を超える先進国にもかかわらず、このよう
な社会を実現しているのは日本だけである。
ところで、わが国の労働生産性は、統計データ

のある1970年以降、主要先進7カ国の中でずっ

と最下位である（図表1）。労働生産性は効率の指
標だが、効率を比べるなら似たものどうしでなけ
れば意味がない。
社会の安定を維持していること、想定外の事態

で安定が破られたとしても早期に復帰できること、
などの評価は労働生産性よりもはるかに大事なこ
とではないだろうか。そういう大事なことをそっ
ちのけにしている国と日本を同じように比較して
も、ほとんど意味がない。安定した社会を評価す
る指標がなければ、本当の国際比較はできないは
ずである。
効率だけを評価する指標を追求することにした

ら、日本を壊すことになるのではないか。

図表１　労働生産性の国際比較
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出所：（財）日本生産性本部「労働生産性の国際比較2016年版」

効率一辺倒ではない日本的資本主義の原点を見直す
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1．効率指標の功罪
労働生産性が40年以上ずっと最下位
図表1のグラフを見て何かおかしいと感じた。

生産性の低い国がものづくり大国になれるわけが
ない。測り方の尺度がわれわれと異なるのではな
いか。もう一つ別のグラフを見ていただきたい。
「IMD世界競争力ランキング（日本）の変遷」（図
表2）、日本のものづくりが世界的にもてはやされ
た時期は第1位を続けて、バブル崩壊を機に低下
の一途である。これは日本だけの推移だが、筆者
の実感と合っている。どういう尺度を使っている
かは別として説得力がある。
労働生産性の尺度は分子が付加価値、分母は労

働力投入時間である。
働き方改革が叫ばれている昨今、月刊誌 1に「さ

らば生産性後進国　解は効率化の先にある」とい
う記事が掲載された。焼鳥屋チェーン社長のイン
タビュー記事が印象に残る。「あえて非効率な作業
をすることも必要。お客様にとってプラスになら
なければ（効率化は）絶対に採用しない」。これは
効率化よりも品質、すなわち消費者の満足が優先
するということであろう。

効率は単なるひとつの評価指標にすぎない。例
えば、標語として「安全第一」や「品質第一」は
よくあるが、「効率第一」はあまり聞かない。安全
や品質はそれ自体で独自の価値を持っているが、
効率はこのような価値よりも低い位置にあるもの
と考えられる。

図表 2　「IMD世界競争力ランキング（日本）の変遷」

（注）工業化社会の最終段階では5年間（1988年～92年）1位をキープしたが直近では26位～27位。
IMD：スイス・IMD（国際経営開発研究所）ビジネススクール
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出所：（株）ロゴ作成

1    月刊誌 『ウエッジ』2017年 4月号P.23　株式会社鳥貴族 代表取締役社長 大倉忠司氏へのインタビュー記事
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最近、筆者は「効率一辺倒はもうやめよう」と
いう演題で講演した。1960年代の高度成長を担っ
た先輩ビジネスマンから「われわれは効率向上の
ためにがんばってきたのだ（なぜ、効率向上をや
めようと言うのか）」とほぼ叱責に近いコメントを
もらったことがある。
しかし、これはちょっと違うのではないか。新

幹線や高速道路の建設、需要拡大に対する供給能
力の増強など、すべては社会インフラの充実や豊
かな社会の建設という目的のために非常な努力を
されてきたのであり、後で振り返ってみると、結
果として極めて大きな生産性向上（効率向上）が
達成されていたということだろう。

イタリアよりも稼ぎが悪いのか
労働生産性の指標が示しているのはイタリアよ

りも稼ぎが悪いということである。イタリアは、
ポルトガル、ギリシア、スペインなどと共に 
PIGS と称されたこともあった。それらの国々よ
りも稼ぎが悪いと言われてもピンとこないが、思
い当たる節がないわけでもない。
われわれ日本人は無形のサービスは無料という

感覚がある。例えば、お中元でも送料無料が当た
り前という感覚がある。あおりを受けるのは宅配
業界であるが、ネット通販など増え続ける需要に
はさすがに追いつけない。業界首位のヤマト運輸
が労組の申し入れを受け入れ、料金の値上げに踏
み切ったのは英断である。
もうひとつ、随分前のことだが、近所の診療所

待合室に「電話でのお問い合わせには、健康保険
法に基づき診療費を請求させていただきます」と
貼り紙がしてあった。医師の診断サービスでさえ
無料と思っている患者がいたのであろう。そうい
う人は薬をたくさん処方してもらえば、有形の
サービスにいくら支払っても惜しくはないのかも
しれない。医師のアドバイスよりも薬をありがた
がるようでは、文明国の市民としては三流である。

効率指標の扱い方
世の中には効率指標があふれている。例えば、

学校教育での偏差値。便利な指標ではあるが、こ
れだけで子供の将来を決めるのは乱暴すぎるので
はないか。偏差値だけに頼る学校の先生や親は、
パソコン画面だけを見て患者を診断する医師と同
じである。近い将来、どちらもAI（人工知能）に
取って代わられる。
それでは、労働生産性の指標をどう扱うか。
指標の分子のほうは、売上（稼ぎ）である。こ

れを大きくするのはビジネスの本質的な課題であ
る。あらためて指摘されなくてもどの企業でも自
覚している必須課題である。
　
そもそも、わが国に合わない指標を気にする方

に問題がある。それほど指標やランキングにこだ
わるのなら、日本が高評価になる指標を作って提
案すべきだろう。

企業は利益一辺倒になる
企業活動での効率指標は、何といっても利益で

ある。今世界を席巻している、いわゆるグローバ
リズムは、利益一辺倒である。ヒト、モノ、カネ
が国境を越えて自由に移動できるグローバリズム
は、EUでのドイツ一人勝ちに代表されるだろう。
もともとドイツは工業製品で強みを持っていた。
EU域内無関税、共通の通貨であるユーロ導入国
は為替調整ができないことで、ドイツは抜群の競
争力を持つことになった。例えば自動車では、ほ
とんどがドイツ自動車メーカー 3社の傘下に組み
込まれた。残っているのは、フランスのルノー、
プジョー・シトロエングループくらいである。
そのような「一人勝ち」の状況で、ドイツ自動

車メーカーの排ガス不正事件が発覚した。

2．排ガス不正事件が示すもの
わが国自動車メーカーの排ガス規制対応
日本の自動車メーカーはこういうことをしなく

ても規制をクリアしている。2015年のフォルクス・

効率一辺倒ではない日本的資本主義の原点を見直す
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ワーゲン（以下VW）排ガス事件のあと、国土交
通省（以下、国交省）は販売中の各社のディーゼ
ル乗用車を使って公道を走行し、排ガスの状況を
調べた。（図表3）
排ガス浄化システムを無効化するソフトウエア

の有無、通常走行時の排ガスレベル、この2点を
調べたわけである。
VWは日本ではディーゼル車を販売していない

が、対象となった各社のクルマはどれも問題ない
レベルだった。国交省がこのような情報をオープ
ンにするのは素晴らしいことであるが、この図は
不親切である。大事なことが注釈に小さな字で書
いてある。つまりドライバーの運転に問題があっ
たらしいのである。このような大事なことなら
「（運転には問題があったが）車両に問題なし」で
さらりと済ませるのでなく、問題なしに修正した
図を掲載すべきである。自動車メーカー各社の成
績表なのだから、国交省は消費者が理解できるよ
うきちんと記述してもらいたい。

台上テストすらクリアできない技術レベルなのか
この図から分かるように、規制値はあくまで台

上テスト時のみで規定されており、通常走行時の
排ガスレベルについては規制の対象外である。
2015年のVW車事件当時、通常走行時の排ガスレ
ベルが規制値の40倍もあったと報道された。しか
し、この数値だけに限れば違法ではないだろう。
想像するに、排ガス浄化システムの耐久性などの
問題から台上テストすらクリアできる見通しがな
かったのだろう。従って、違法な無効化ソフトウ
エアを装着せざるを得なかったのだと思われる。

効率化と技術業の倫理
それにしても、違法な無効化ソフトウエア装着

は技術業の倫理上は問題にならなかったのだろう
か。根本には、2016年 1・2月号の本誌連載でも
述べたがドイツの「理論重視の理想主義」が災い
しているようである。トヨタが世界的に大ヒット
させたハイブリッド車は「理想的ではなく、将来

図表 3　日本国内ディーゼル車の排ガス状況

試験結果一覧（グラフ）

（1）ドライバーを変更した結果、台上での規制値以下となったため、車両に問題なし

(1) (1)

乗用 貨物

（2）測定日、気温・湿度、交通状況等が異なる

(2)

ディーゼル乗用車等排出ガス路上試験等結果一覧

出所：国土交通省ホームページ

マネジメント



2017.9　経営センサー
4141

の車にはならないからやらない」「ディーゼルエン
ジンこそが内燃機関の理想」として追究する姿勢
は立派であるが、努力は息切れしたようである。
息切れせずに、理想に近いエンジンをものにした
のは理想主義のドイツではなく、現実主義日本の
マツダだった。
また、マツダは本年8月、超希薄燃焼による画

期的なガソリンエンジンを開発したと発表した。
これでまた理想に一歩近づいたことになる。誠実
で真摯な努力を続ける日本のものづくりのお手本
である。
それでは、絶好調に見えるわが国の自動車業界

に死角はないのだろうか。

3．日本的資本主義の原則は社会への還元
わが国の資本主義の原点は『論語とそろばん』（渋

沢栄一）にあることを、本誌2016年 9月号で弊
社の香月秀文が述べた。
渋沢栄一を知って米国の経営学者ドラッカーや

ハーバード大学の教授陣も驚いたという世界に誇る
べきものである。道徳と経済の融合という今後の世
界の規範となる資本主義の実践であり、効率一辺
倒、つまり金儲け一辺倒の現在のグローバリズムと
は一線を画すものとして、ここで認識を新たにした
い。

金儲けより誰かの役に立ちたい
わが国では、昔から個人であれ企業であれ、金

儲けさえできればよい、という考えはなかったと
言ってもよい。江戸時代から創業が続いているお
店では、商売は、人様のお役に立つこと、そうす
ることが商売繁盛の秘訣だと考えて、商売の基本
に掲げているところは多い。つまり、社会の中の
一存在、人様に生かされている、という意識が強
かった。
『論語とそろばん』の著者渋沢栄一の考え方「道
徳と経済が融合する合本組織」があり、そこには
無制限な利益追求に厳しい歯止めがある。「利潤追
求は企業継続の限度内」とし、「道徳なき組織はや

がて自壊する」としている。（図表4）

図表 4　道徳と経済が融合する合本組織

利潤追求は企業継続の限度内

国の発展
国民の真の自立

武士道
そろばん

（ビジネス）
論語
（道徳）

道徳なき組織はやがて自壊する

出所：渋沢栄一著『論語とそろばん』を基に㈱ロゴ作成

社会に還元しない金儲け一辺倒のやり方
現在の代表的なグローバル企業は、金儲け一辺

倒の姿勢が目立つ。その国の社会インフラにただ
乗りする形で、利益を自社に集中させる。そして
違法ではないものの、巧妙な租税回避の仕組みで
その国には税金を納めない、納めたとしてもごく
わずかで済むシステムとなっている。独占的な立
場を持つグローバル企業では、公正な企業間競争
がないからさらにその金儲け一辺倒の傾向は激し
くなる。

わが国の自動車業界にある死角
ドイツの大手自動車企業は、不公正な談合疑惑

が報道されている。それに対して、わが国の自動
車業界は公正な企業間競争がなされていると思わ
れる。ただ、筆者の実感としてはこのデフレ下に
あってクルマの価格は高くなる一方である。物価
は下がり続けているのに逆行しているわけであ
る。メーカー各社の利益は高い水準を続けている
から、状況としては消費者への利益還元は無視さ
れている。いわゆる、「売り手良し・買い手良し・ 
世間良し」という「三方良し」の状況ではない。
ソニー創業者の井深大は設立趣意書で「不当な

る儲け主義を廃する」と言った。わが国の自動車
業界が「不当なる儲け主義」とは思わないが、自
社株買いや高配当が目立ち消費者向けには高価格
が続くようだと、そこに競争者の付け入る大きな
隙がある。

効率一辺倒ではない日本的資本主義の原点を見直す
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同業者の新規参入はないだろうが、例えば電気
自動車のカーシェアサービスの参入障壁は大変低
い状態と言える。自動車業界にとって、「今そこに
ある危機」だろう。

4．  「すり合わせ技術」と「おみこし経営」は相
性が良い
日本は歴史をみてもカリスマリーダーは極めて

少ない（いても長くは続けられない）。織田信長は
典型的なカリスマリーダーと言える。基本的な方
針はすべて自分で決めて、担当する武将に指示す
る。こういうシステムでは、指示されたことにつ
いてタテ方向のすり合わせ技術は必要だったかも
しれないが、武将どうしのヨコのすり合わせ技術
は不要だったろう。信長の政権は短命に終わった。
部下の意見はほとんど聞かずに、すべてを自分

の考えで進めていくトップリーダーよりも、部下
の意見をよく聞くタイプのほうが日本の組織では
なじむように思われる。
かつて、ソニーの副社長だった盛田昭夫から、

社内の定例講演会で、日本的経営とは「おみこし
経営」という話があった。その内容を少し長くな
るが、『新実力主義』（盛田昭夫著、文藝春秋、
1969年）から次に引用する。読みやすくするため、
小見出しなど一部変更した。

日本はおみこし経営　
日本の祭りは、おみこしを町内の人たちが担

ぐ。みんなで「わっしょい、わっしょい」と声を
かけ、町中をねり歩く。おみこしは、道の真ん中
を一直線に進むことはなく、道幅いっぱいにあっ
ちに動き、こっちに動き、ジグザグにねり歩く。
おみこしの先頭には、かじ取り役がおり、また

その前には、必ず先頭でリーダー（年長者）がウ
チワを手に指揮をとり、景気づけをする。でも、
ほとんど指揮らしい指揮をとることもない。それ
でもおみこしは進む。みんなはお祭りを楽しんで
おり、それ自体に活力がある。
考えてみれば、これは、スタートしてから目的

地に行きつくまでの行動は、非常に効率の悪い方
法ではある。
どうも日本人の経営者はどこもこのような経営

をしているように思う。つまり、経営者が最終的
な目標や方針を示すと、あとは社員に任せる。
かつぎ手の社員は、ああでもない、こうでもな

いと試行錯誤しながら、ジグザグであっても着実
に前に進む。効率は悪いかもしれないが、必ず目
的を達成してくれる。みんなで力を合わせること
も心得ている。
だから、経営者がいちいち細かいことまで口を

出さなくても、社員が一丸となって協力すること
を心得ている。

米国はボート経営
それに引き換え、強いリーダーに引っ張られて

急進する米国の会社は何に似ているかと考えてみ
た。ボートレースのボートのようではないかと私
は思う。
ボートのこぎ手は前を見せてもらえない。自分

の乗り組んだボートがどこへ向かうのかは、コッ
クスにまかせて、後向きに座ってただこぐことに
のみ専心させられる。コックスの命令に合わせて、
調子を合わせてこがねばならない。調子の合わな
いこぎ手はたちまちクルーからはずされる。少数
精鋭でなければならないボートでは、能率の上が
らない人を乗せておくことは許されない。
ボートをどちらへ向けるか、ピッチを上げるか

は、リーダーの考えしだい。1人のリーダーにす
べてを託して、こぎ手はただひたすらに力を集め
ていく。
能率の点からみればもっとも効果的であるし、

厳しいと言えばこれほど厳しいことはない。
強いリーダーシップに率いられ、能率の上がら

ぬメンバーはすぐにもはじき出されるアメリカの会
社は、このボートに似ているように思うのである。

どちらが良いか
おみこし式とボート式、どちらが良いかとなる
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と、これはそう簡単ではない。
メンバーのすべての力が能率よく集められると

いう点からは、ボート式が断然良いことは当たり
前だが、一つのボートの運命が1人のリーダーの
手に握られていることで危険度が高いということ
も考えられる。
今までとても調子よく大きな利益を上げていた

相当な会社が、突然大赤字を出したり、工場を閉
鎖したりするアメリカの会社をみると、1人のリー
ダーに運命を左右されることの恐ろしさを、まざ
まざと知らされるのである。
そこへいくと、大勢の人たちに担がれ、その結

合力で進んでいくおみこし式の日本の会社では、
それほど極端な変化が表れることもないような気
がする。
たとえ、1人や 2人が横向きの力を出しても、

それは大勢の力に打ち消されて多少はスピードを
落とすことにはなっても、大体の方向は間違わず
にゆらゆらと進んでいく。安全と言えばより安全
なのがこの方式であろう。
そして、上に乗っかるおみこしは何も言わずに

太っ腹に乗っかっていた方が良いのであって、な
まじ号令をかけるとボートのような過ちを犯す。
おみこし経営のボスは、ワンマンであるよりはハ
ラの太い、もの言わぬ大ボスであることがよりよ
いのであろう。（以上、引用終わり）

盛田昭夫は世界中の著名人と面識があり、この
話をしたときの背景には、米国の経営学者ドラッ
カーとは懇意にしていた。しばしば会って話す機
会があり、欧米の経営スタイルを聞くにつけ、日
本的経営の特徴を「おみこし経営」だと感じてい
たようである。

おみこし経営に求められる経営者の条件
前回の連載第1回で、すり合わせ技術を使いこ

なすための三つの条件を述べた。
①組織が機能している
②見識と執念を持つリーダーが活動の核となる
③組織の風通しがよい
経営者はこういう環境条件を整備する役割が求

められる。すり合わせ技術は協働の技術だから、
望ましくはないが組織間の壁は高くてもそれなりに
機能していることは絶対条件である。また、現在
のような変革期には「どこでもリーダー」が欠かせ
ない存在になる。組織の階層や役職に無関係に人
材を発掘し、任せる度量が経営者に求められる。
不正会計やリコール隠しなど組織の不祥事は風

通しの悪さが原因となる。情報の共有が進み、風
通しが良くなると、本業のレベルも上がる。つま
り、情報共有の進展・風通しの良さ・ビジネスの
レベルアップは同時進行するものである。
経営者や組織のトップリーダーには、わが国と

自組織の無形資源をうまく活かすことが求められ
ている。
　
おわりに
本稿の冒頭で紹介した外食産業の経営者大倉忠

司氏は、「外食産業は日本が世界に向けて発信でき
る代表的な産業の一つとして成長しつつあります」
として、自社の永遠の使命は「外食産業の社会的
地位向上」と述べておられる。
金儲け一辺倒の現在のグローバリズムとは、ま

さに一線を画す姿勢に感動するとともに、渋沢栄
一の日本的資本主義の典型を見る思いがするので
ある。

効率一辺倒ではない日本的資本主義の原点を見直す




