
経営センサー　2020.7・8
2626

　「令和 2 年」が始まるとともにビジネス界は、過
去の経験が役立たない新型コロナウイルスの感染
対策に取り組むことになった。「密閉」「密集」「密
接」という「三密」を避けることが対策だという。
サービス業に限らず、今までの人と人とが直接交
流するビジネスのやり方ができなくなった。突然、
テレワークで仕事をすることが強要された。大変
なイノベーション課題が、業種業態を問わずそれ
ぞれの仕事に与えられ、それぞれが工夫して対応
することになった。
　今回のコロナ問題では、さまざまな仕事の場面
で社会変革を自ら作り、対策し、その変革の波に
乗ったと言えるのではないか。波に乗らない限り、
自らの雇用を守ることはできないし、生き残るこ
とはできないからである。
　ふと、日本が 30 年間、なぜ低成長であったか
を思い起こした。
　コロナで改革の波に乗れるなら、改めて日本の

現状の特質を理解した上で、いかなる変革ができ
るのかの可能性を考えるべきであると思った。日
本人が持つ底力が発揮できる環境を設定できれば、
日本企業の成長を阻害している原因を取り除き、
変革のチャンスとすることができるのではない
か。今回のコロナが、日本改革の好機にできるか
を想い巡らせた。

長期的な視点での研究開発体制の再構築
　今の経済状況を「失われた 30 年」といわれる。
1990 年から 2020 年までの間の日本の低成長をい
う言葉である。日本の多くの企業は守りの経営に
終始し、長期間にわたって変革ができずに、ここ
まで来てしまった。その間、成長を続けた中国に
後
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に児玉文雄と『戦略転換　数値でも裏付け　－「失
われた 15 年」と企業経営－』と題する論文を書
いた。そこで、90 年代から研究開発投資を減額し
てきたことは、危険であることを警告した。
　「研究開発のリストラは、事業リストラとは本質
的に異なるという点だ。研究開発のリストラのダ
メージはボディーブローのように表れ、短期的に
は顕著ではないが、景気が回復し業績を上げる状
況になったとき、再生への推進力を失わせること
になり得る」と指摘した。2020 年を迎え、「失わ
れた 30 年」となってしまった。
　10 年先を見据えた、長期的な視点での研究開発
体制の再構築が必要であると思う。

正規社員が IoTを活用した現場をつくる
　30 年の間に日本は、「日本の製造業を守る」と
の狙いで、「非正規労働者」を制度化している。「非
正規労働者」は、「日本の製造業を守る」などとい
い、低賃金労働者階級を創り出した。「非正規」な
どという、「正規ではない」ことを許容する労働法
にしてしまった。
　改めて、昔の日本のモノづくりの強みとは何だっ
たかを考えてみたい。当時、日本人の現場力は、
レベルが高いといわれた。小集団活動などに取り
組み、現場改善力を発揮することができた。日本
企業が、海外の工場でのモノづくりで成功したの
は、海外の工場労働者を日本の工場に行かせ、日
本人の働きぶりを見せることで実現したとの報告
がある。当時、それができたのは、会社のために
働く正規社員が工場を運営していたからだと思う。
　今日的日本の課題は、IoT（Internet of Things）
技術などを使う第 4 次産業革命の波に乗ることで
ある。従来のすり合わせ型のボトムアップ型に頼っ
たビジネスモデルだけでは、変革の流れをつくれ
ない。組織のトップが戦略を示し、従業員の事業
マインドを変えるとともに、予算化して、全社員
をデジタル化の波に乗せることが必要となる。
　工場での IoT 化、それは、イノベーション課題
の塊である。高い視点で長期的な取り組みが必要

であり、短期雇用の非正規従業員では、現場改革
のグループの一員となる人財として育成すること
はできない。正規社員として雇用して、その人財
を育成し、日本の企業が IoT 戦略実行リーダーと
なって、世界の工場の見本になってほしい。

モノづくりとコトづくりの融合で世界の「つく
り」をリードする
　日本の産業の遅れの原因に DX（デジタルトラ
ンスフォーメーション）問題がある。経済産業省
が 2018 年に出した『DX レポート』の中でも、ソ
フト開発におけるユーザー企業とベンダー企業の
関係と、ベンダー企業への要求定義からの丸投げ
を問題にしている。「そもそも何を開発するかをベ
ンダー企業に決めてくれと言っていることと同じ
である」と指摘している。IoT を導入する現場で
も同じようなことが起きていないか。
　IoT は工場のデジタル化であり、そのデジタル
データと全社システムとをつなぐ必要がある。ベ
ンダー企業に丸投げしては、理想の工場はつくれ
ない。モノづくりが分かる人間が、デジタル化の
コトづくりを実践し、改良に改良を重ねることで
強みが生まれる。そのコト（処理）を行うのがソ
フトウェアである。モノづくりとコトづくりの融
合化は、日本の現場力の復権の礎となる。
　ハードウェアからソフトウェアまでを、主体を
持ってモノづくりの流れをつくれるようにする。

「つくり」の統合である。「コトづくり」と「モノ
づくり」の両方の「つくり」ができる人財を育成
する必要がある。ここでいうコトづくりとは、IoT
導入にあたってのシステム化構想であり、デジタ
ルデータの扱いであり、モノづくりの自動化を含
むロボット化とソフトウェアの開発である。自社
内の人財で開発できる力を育成しなければならな
い。コトづくりは、ノウハウの塊だからである。
　コロナ対策もまた、長期的な取り組みとなる。
生産現場もまた濃密な環境をつくってはならな
い。IoT 技術を使ってロボットに任せることで、
人への感染の恐れはなくなる。さらには、デジタ

2020年を「失われた30年」終焉の年にする



経営センサー　2020.7・8
2828

ルデータを全社で活用することで、省力化につな
がり、生産性も向上する。

年率5％以上賃上げし、日本の成長を支える
　春になると「春闘」という威勢の良い言葉があっ
たが、横並びで賃上げを抑制する機能を果たして
きた。「失われた 30 年」の原因の一つであるとい
える。日本経済を良くするには、賃上げができる
会社は、他社に遠慮せずに賃上げをすることだ。
　日本的企業が取り組んできた従業員重視の経営
を実行するには、経営戦略の基本に従業員をおい
て、年率 5％程度の昇給を行うことだ。企業の独
自性を生かし、従業員を豊かにして、購買力を高
める。たくさん給与を支払い、企業忠誠心を高め、
意識改革に取り組む。
　現状のまま低成長を続けると、10 年後に東南ア
ジア諸国に所得水準で抜かれてしまう。外国人労
働者が、日本に来てくれなくなる時代が来る。賃
金の水準を上昇させなければ、日本の未来はない。
　イノベーション、イノベーションと叫ばれる中、
5％程度の昇給は、成長軌道に乗る企業にとって、
微々たる変化である。全社一丸となって真

しん

摯
し

に仕
事に取り組めば、できないことでもない。企業の
成長をつくる。今こそ初心に戻って、日本を豊か
にするため、実践し役立つ技術経営に取り組みた
い。所得を増やすことで、お金が回り、経済は成
長する。

時間の管理から仕事の成果を評価する
　コロナで、非常事態宣言が出され、移動規制が
打ち出され、突然、テレワークで在宅勤務となっ
た。コロナ問題が発生し、働き方の変革が突然、
半ば強制的に起きた。自由な働き方が許されるテ
レワークで、時間の管理をすること自体に無理が
ある。時間管理を入れると管理のための管理となっ
て、そこに時間をとられて非効率となる。
　時間管理を全くしない、仕事の成果のみを管理
するやり方に変えるイノベーションを起こさない
と、テレワークの強みが生まれない。例えば、子

供が寝静まってから仕事する、子育てと仕事の両
立を許容する制度にしても良いと思う。自宅が騒々
しければ、近くの喫茶店で仕事をしても良いと思
う。テレワークの働き方も、在宅もあれば住居近
くでのサテライトオフィスやシェアオフィスでの
勤務でも良い。混雑した電車に乗って、長距離を
通勤することはない。テレワークは、「いつでも、
どこでも仕事ができる」である。高いオフィスを
首都に広く持つ必要はなくなる。事務所経費と交
通費が削減される。その浮いた経費は、従業員に
給与として支払ったら良い。
　組織を可能な限りフラットにし、どこからでも
アクセスできる情報を一定のルールのもと共有化
し、社内の透明性を高める。必要のない部門を廃
止し、統合する。日本の生産性は、これを契機に
飛躍的に改善される。テレワークでの効率性を実
感すると、昔のシステムに戻ることはできなくな
る。
　情報通信革命が 20 年前から起きているのに、日
本の多くの企業は昔のままの働き方で、仕事をし
てきた。時間管理を前提としていたので、「遅れず、
休まず、働かず」でも良い評価を受けてきた。日
本のビジネス生産性を悪化させてきた一因ともい
える。労働時間を管理するのではなく、仕事の成
果を評価するようにしたい。
　また、電子会議、遠隔講座、ペーパーレス化、
デジタルデータの状態で決裁を可能とする押印の
省略など、コロナが日本の DX を飛躍的に推進し
た。後戻りがあってはならない。

エンジニアリング・ブランド構築のすすめ
　経営者は、これからの社会がどうなるかという
未来を予測して中長期計画を立案する。しかし、
未来を読み切ることは難しい。そこで未来は、自
ら描き、自ら創生するものだと考えたい。受け身
では後追いになるが、未来を描く先頭にいる限り、
常に先手を打てるようになる。そのやり方が確実
であるし、現場、現物、現実の「3 現主義」で行
動すれば、軌道修正は素早くできるようになる。
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　日本の遅れは、30 年という長期にわたっての結
果である。その対策は、5 年、10 年の長期で再生
シナリオを組み立てるのが良い。変革は、自ら作
るものである。そのとき、仮想の顧客とも議論し、
顧客とともにつくり上げるという考え方が大切 
である。

　「3密」を避ける顧客とのコミュニケーショ
ンの手段の一つにブランドがある
　その中でも、技術のブランドの構築に取り組ん
でほしい。企業のトップが、次世代に通用するエ
ンジニアリング・ブランドづくりを全社一丸と
なって取り組んだら良い。技術と市場をつなぐブ
ランドづくりである。企業の強みと、考えている
エンジニアリングの棚卸しを行う。新たな時代に
通用する企業となるための道筋づくりを考える。
　次に取り組むのが、企業理念から始まるコーポ
レートブランド、プロダクトブランド、エンジニ
アリング・ブランドの三つのブランドづくりであ
る。新たな時代の企業のコンセプトを、社員も顧
客も理解できるようになる。その企業のイノベー
ション力が、平易な言葉から伝えられ、見えてく

る。長期的な視点での社長の方針、商品づくりの
コンセプト、技術開発方針が、社員から顧客まで
浸透されることになる。
　三つのブランドで、素直に、平易に、語れる言
葉で、企業の姿があぶり出される。技術経営戦略
に基づく企業づくりが、継続的にできるといえる。
エンジニアリング・ブランドが要である。未来を
描く経営リーダーの指導力が、問われる。
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