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１　課　題

日本人の働き方がおかしい。
おかしいままである。
おかしい働き方が変わらないままである。
なぜ、おかしいのか。
どうしたら、おかしい働き方を変えることができるのか。
これらについて考えることが、課題である。

日本の職場における働き方革命について考える

遠　藤　雄　二
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２　おかしい働き方：日本の20年

仮に、木星を周回軌道しながら、超高度望遠鏡で地球を20年間観察してみたら、何がわかるだろう
か？

20年観察してみて、地球には、色々な国があることが分かった。1960年に独立ラッシュだったアフ
リカの国々は、今では破たん国家だらけだ。もちろん、元気な国もある。最近、キャンパスで話した
博士課程の奨学金給付留学生は、ウガンダ共和国のカンパラ出身だ。中国とインドの長期経済成長は
誰が予測できただろうか。シンガポールやドーハやアブダビも素晴らしい。

ヨーロッパや北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国などを先進国というそ
うだ。その先進国の中で日本の働き方だけが、おかしい。2010年代になっても、この国では長時間働
く習慣が続き、1998年以降、この国は、人々が働いても、働いても、成長しないのだ。他の先進国よ
り長く働いても、経済が成長しないのだ。成長しないどころか、貧しくなっている。「成長しない国」、

「貧しくなった国」、それが日本だ。働き方が、おかしいのだ。
日本が成長しないのは賃金が増えないからである。増えないどころか、日本だけが減っている。主

要国の1997年を100とした2012年の実質賃金指数をみると、イギリス123、フランス120、ドイツ111、
アメリカ110、ひとり日本だけが減って92となっている 1）。1997年の日本人の賃金はお隣の韓国の２倍

1 ） 伊藤圭一「デフレ脱却の国民春闘を：賃上げは国民的課題」『経済』2013年12月号、17頁、参照。

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1997
2012

（出所）  厚生労働省『就業構造基本調査』「全国編」1997年版、表番号10602、01903；2012
年版、表番号02900。

（注）  1997年には「嘱託など」966千人、「人材派遣企業の派遣社員」257千人、「その他」1025
千人は含まない。データがないためである。（1997年版、表番号02900参照）。

図１　雇用者労働者の年収分布（1997年、2012年；単位、所得は万円、人数は千人）
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だった。それが今では、購買力平価で、この二つの国の賃金は肩を並べている。
総務省『就業構造基本調査』から雇用労働者の1997年と2012年の所得別人数を図示すると、図１の

ようになる。年収50万円未満層から50万円刻みで250～299万円層までのすべてで、1997年に比べて2012
年の人数が増加している。明瞭な貧困層の増大である。年収300万円から699万円層では減少し、中間
層が縮小していることがよく分かる。700万円から1499万円層でもかなり減少し、1500万円以上層でも
16万千人から15万３千人にわずかだが減少している。

国税庁『民間給与実態統計調査』から2015年までの民間の年収の推移を調べると、男性では1997年
の577万円から2015年には520万円へと約10％低下し、女性ではそこまでの落ち込みではないが、97年
の280万円から2015年の272万円へと約３％低下している。

どんなに働いても賃金が増えない。増えないどころか、低下して、働く人は貧しくなっている。
それは働き方がおかしいからである。どのように、おかしいのか。なぜ、おかしいのか。
考えていこう。

2－1　1997－2006年
私は、10年前、次のように考えていた。
  現在の日本列島は病んでいる。健康体とは思えない。国民が選んだ指導者は（2006年誕生の安倍
首相の場合は国民が信任したのではなく、選挙の洗礼なしの小泉内閣からの内閣禅譲）、日本を統治
する能力に欠け、日本列島と日本人を破壊し続けてきた。その結果、今の日本は日本人の「量」だ
けでなく「質」の再生産ができなくなってしまった 2）。2005年から人口減少社会に突入したが、人
口減だけでなく、日本は子どもの教育に失敗し、今では女子小学生が学校の体育館で女子同級生を
殺すほどまでになった（佐世保市）。学校にはいじめが蔓延し、小、中学生の自殺が続出した。大人
が働く職場でも、いじめが蔓延している。職場での鬱病が増え、過労死、過労自死が後を絶たない。
21世紀初頭の日本は、世界一の少子高齢化国となり、「自殺大国」 3）、「セックス小国」 4）となってし
まった。
  こうした中で、日本の大企業は収益増を続け、生産至上主義が列島を覆いつくし、何割かの国民
は消費主義にとらわれている。国民の中で経済格差が拡大し、多くの若者はフリーターとして働く
ことを余儀なくされ、結婚を先延ばしにしている。職場での男女差別は解決されることなく、日本
の男女賃金格差は、統計が取れる国の中で最大のままである。管理職のうち女性の割合はおどろく
ほど少ない。「職場における女性活用の点では日本は先進国の中で最も遅れて」 5）いる。だから、ト
フラー夫妻とともに言おう。
 「男女間の分業という古い考えは構造的な硬直性のひとつであり、日本経済が革命的な富の体制に

2 ） 正村公宏『人間を考える経済学－持続可能な社会をつくる』ＮＴＴ出版、2006年、参照。
3 ） 川人博『過労自殺と企業の責任』旬報社、2006年、参照。
4 ） 大橋希『セックスレスキュー』新潮社、2006年、参照。
5 ） 笹島芳雄「自立的労働時間制　慎重に」、『日経新聞』2006年12月13日付、「経済教室」。
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向けて前進する上で障害になっている。いま、知識社会を構築するために世界が競争しているなか
で、かつて世界経済のリーダーだった日本は、国内の頭脳の半分しか使っていない。これは聡明と
はいえない 6）」。
  日本の労働時間は先進国の中で異常に長い。女も男も企業の中で「活き活きと、効率よく、仲間
と楽しく」働くためには、労働時間短縮が不可欠である。サービス残業を企業から一掃し、ILO 第
１号条約を批准し、労働基準法36条を廃棄して、厳しい残業規制を行わなければならない。人は働
くために生きているのではない。生きるために働いているのである 7）。
  21世紀の日本は、労働時間を短縮したうえで、女性にも男性と同様の仕事を与えなければならな
い。企業の中で、女も男も「活き活きと、効率よく、仲間と楽しく」働けるようにしなければなら
ない。働く人々が、労働時間の短縮によって多くの自由時間を獲得し、その自由時間を地域のくら
しと教育を再生することに使い、さらに日本の「革命的な富」 8）をアジアやアフリカの人々に役立て
ていくならば、21世紀の日本と地球は明るい 9）。

2－2　2007年－2016年
この報告から９年たった今、日本はどうなったのか。指導者がコロコロとかわり、６年間に６人の

首相がでた。その間に民主党政権が誕生し、自民党と公明党が下野した。この民主党政権は散々だっ
た。民主党は2012年12月の総選挙の比例区で、得票数を2009年の2984万票から963万票まで2000万票以
上も減らし、自公政権に取って代わられた。現在の安倍政権はもう４年も続いている。この間に日本
人の中で格差が拡大した。階級的格差が拡大し、労働者階級内部の階層的格差も拡大した。階級的格
差は、雇用者報酬の減少、労働分配率の低下、法人企業経常利益の倍増となってあらわれた。労働者
階級内部の階層的格差の拡大は、非正規労働者の急増に明瞭に示されている。格差拡大の中で、同時
に日本人の貧困化が進行した 10）。

この貧困化は、ここ20年間の学生生活の激変のなかにも見ることができる。授業料があがり、親か
らの仕送りが減り 11）、学生はブラックバイトを余儀なくされている。奨学金も学生ローンだ。アルバ

6 ） Alvin and Heidi Toffler, Revolutionary Wealth: How it will be changed and how it will change our lives, Alfred A. Knopf, 2006, p. 
339.  アルビン・トフラー、ハイジ・トフラー『富の未来』（下）、講談社、2006年、245頁、改訳した。

7 ） 「ヨーロッパ人は働くために生きるのではなく、生きるために働く。仕事は彼らの生活に欠かせないが、彼らの存在を
定義するのに十分ではない。ヨーロッパ人は人間性の実現や社会的資本、社会的結束をキャリアに優先させる。」（Jeremy 
Rifkin, The European Dream: How Europe’s Vision of  the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream, the Penguin Group, 
2005,�p.383. ジェレミー・リフキン『ヨーロピアン・ドリーム』NHK 出版、2006年、498頁。

8 ） 「革命的な富」の、革命的とは、「産業革命によって『近代』が生まれたように、まったく新しい生活様式と文明が生
まれる」という意味であり、富とは、「金銭経済と非金銭経済を組み合わせたもの」つまり、人が生み出す全ての富のこ
とである（Alvin and Heidi Toffler, op. cit., p. Ⅷ；邦訳、21～２頁）。

9 ） 遠藤雄二「企業における人間らしい働き方と21世紀社会」『日本経営学会第81回大会報告要旨集（追手門大学）』2007
年、1-2頁。

10） 日本の格差は階級的格差と階層的格差の二重構造として把握しなければならない。二宮厚美『新自由主義の破局と決
着：格差社会から21世紀恐慌へ』新日本出版社、2009年、参照。

11） 大学生協連「学生生活実態調査2015年版」によると、親から下宿生への「６月以降の月平均仕送り額」は、1994年度
（仕送り額のピーク）の12万4900円から毎年、確実に減り続け、2015年度には８万6700円にまで減少している。
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イトを３つも掛け持ちしている学生も少なくない。だから、ゼミのコンパの日程を決めるのに一苦労
だ。バブル時代によくみられたマイカー通学の学生は、今ではほとんど見かけなくなった。バブル時
代には、平日のキャンパスの４時限開始前のわずか10分間に、キャンパス内の空地は４年生のマイカー
で埋め尽くされた。経済学部の４年生のほとんどは、授業は週１回、90分のゼミだけだった。もちろ
ん、週一のゼミすら出席しない学生もいたが、このころの就職率は非常によかった。「日経新聞」が読
めない、あるいは読んだこともない九州大学経済学部の学生でも都市銀行から内定をもらうことがで
きた。

学生が貧困化したのは、実は学生の親が貧困化したからだ。親の給料が減り、親も子も貧乏になっ
た。ベースアップは死語同然で、昇給もままならない。ひとり、トヨタ社員だけが潤っていると言え
ようか。野球部所属のゼミ生がここ３年続けて４名トヨタに入社したが、トヨタの入社２年目の昇給
額は５万円だ。しかし、多くの大企業の昇給額は１万円に及ばない。

日本の職場を観察してきて驚いたのは、先進国の中でこの国だけが異常なことだ。賃金が減少した
だけでなく、年間労働時間が長い。年休も取れない。日本人の年休取得率は50％を切っている。「正社
員の16％が有給休暇を１日も取得していない。」 12）残業時間も長いままである。ひどい例を上げると、
福岡市役所に働く九州大学法学部2013年卒の女性は、昨年９月の月間残業時間が180時間にものぼっ
た。厚生労働省で働く2014年九州大学大学院法学府修士卒の男性は、一昨年度の年平均月間残業時間
が160時間（年間3720時間労働）に及んだ。彼は昨年度配置替えとなり、係長に昇進して残業時間が
減ったが、それでも過労死ラインに届く月80時間である 13）。厚生労働省は国民に対して労働基準法を
遵守させるお役所であるはずなのに、いったい、この国はどうなっているのか。

この国では、働き方がおかしいのだ。おかしい働き方をどのようにしたら変えることができるのだ
ろうか。それを考えていくために、まず、リンダ・グラットンの話に耳を傾けよう。

３　リンダ・グラットンは語りかける

3－1　仕事は重要な要素
リンダ・グラットンは『ワーク・シフト』 14）の中で広範な読者を意識しながら、仕事の重要性につ

いて次のように語りかけてくる。
「仕事は、私たちの人生に大きな影響を及ぼす要素の一つだ。その点は、昔も今も変わりない。私た

ちは仕事を通じて友達と触れ合い、心の高ぶりを感じ、創造性とイノベーション精神を最も発揮する。
同時に、仕事の場ほど、苛立ち、疲労困憊し、自分がないがしろにされていると感じる場はほかにな
いかもしれない。私たち一人ひとりにとっても、家族や友人にとっても、私たちが住んでいる地域の

12） 『日経ビジネス』2016年10月17日、32頁。
13）  2016年10月、福岡市での聴取。
14） リンダ・グラットン『ワーク・シフト：孤独と貧困から自由になる働き方の未来図2015』、プレジデント社、2012年；

Lynda Gratton, The Shift : The Future of Work is already here, Collins, 2011.
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コミュニティや社会にとっても、仕事は重要な要素なのだ。」 15）

私たちは「仕事を通じて友達と触れ合い、心の高ぶりを感じ、創造性とイノベーション精神」を発
揮する。こうして、私たちは仕事を通じて人間的に成長していく。だが他方では、仕事は「苛立ち、
疲労困憊し、自分をないがしろにされていると感じる場」になることも多い。いわゆる労働の疎外で
ある。このように労働の肯定的側面と否定的側面の二面性を指摘し、私たちにとっての仕事の重要性
を確認したうえで、リンダはさらに語りかけてくる。

3－2　得体のしれない働き方の未来
「過去20年間の働き方や生き方の常識が多くの面で崩れようとしている。朝９時から夕方５時まで勤

務し、月曜から金曜まで働いて週末に休み、学校を卒業してから引退するまで一つの会社で勤め上げ、
親やきょうだいと同じ国で暮し、いつも同じ顔ぶれの同僚と一緒に仕事する―そんな日々が終わりを
告げ、得体のしれない （働き方の） 未来が訪れようとしている。

その得体のしれない （働き方の） 未来について、私は知る必要があった。それは、私に問を投げかけ
た人たちにも、そして、この本を読んでいるあなたたちにも必要なことだ。確かなことはわからなく
ても、（働き方の） 未来がどうなるかというおおよその方向を知り、自分の志向と価値観に沿った一貫
した視点を得る必要がある。あなたが、私が、私の息子 （子ども） たちが、私たちにとって大切なすべ
ての人たちが、働き方の未来を理解しなくてはならない。自分のために、そして大切な人たちの未来
に備えるうえで、それが不可欠なのだ。」 16）

これは、ヨーロッパやアメリカの話だ。ヨーロッパやアメリカでは、「過去20年間の働き方や生き方
の常識が多くの面で崩れようとしている。」だから、私たちすべてが、「働き方の未来を理解しなくて
はならない」というのだ。

しかし、日本ではどうだろうか。日本では、「過去20年間の働き方や生き方の常識が多くの面でくず
れようと」してはいない。なぜだろうか。もう少しリンダの話を聴こう。

3－3　精神的な幸福と経済的な豊かさをえられる働き方
「この先、私たちはとても大きな変化を経験するに違いない。『よい人生を』送るための条件につい

て、これまで漠然といだいていた常識の多くを問い直す必要があるだろう。変化に目を閉ざすのは無
謀で危険だし、過去にうまくいったやり方が未来に通用すると決めつけるのも楽天的すぎる。それは、
自分と大切な人たちの未来を危険にさらす態度と言わざるをえない。

働き方の未来を的確に予測し、精神的な幸福と経済的な豊かさを得られる働き方を見つけることは、
将来の自分と大切な人たちにあなたが贈れる素晴らしいプレゼントだ。」 17）

リンダは「精神的な幸福と経済的な豊かさを得られる働き方を見つけること」の重要性を説いてい

15）  Ibid.p.3. 同上、４頁、改訳した。
16）  Ibid.pp.3-4. 同、4-5頁、（　）の中は遠藤。
17）  Ibid.p.6. ８頁。
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る。過去20年間にわたり賃金が低下し、長時間労働で非効率な働き方をしてきた日本において、リン
ダのいうような「精神的な幸福と経済的な豊かさを得られる働き方」を実現することができるだろうか。

実は、日本においてもそのような働き方を行ってきた企業がある。未来工業である。

４　元祖ホワイト企業：未来工業 18）

岐阜県に本社のある未来工業は社員数約800名の電気設備資材メーカーであり、コンセントの裏側に
設置されるスイッチボックスでは、国内のシェアの８割を占めている 19）。未来工業の創業者である山
田昭男氏は、『カンブリア宮殿』等、ＴＶに約50回も出演したが、「日本一社員が幸せな会社」「元祖ホ
ワイト企業」として話題となった自社の職場環境の特徴について、次のものあげている 20）。

①就業時間は１日７時間15分で、残業は原則禁止
②年間休日は140日で、「日本一休みが多い会社」として表彰された
③終身雇用と年功序列型賃金で、育児休職は最大３年
④社員全員が正社員で、希望に応じて70歳定年制
⑤60歳過ぎての再雇用制はなく、60代のヒラ社員で年収700万円台が数名
これらはどれをとってもホワイト企業というしかない。ついで山田氏は、「普通の会社には『当たり

前』のものがウチにはない」として以下４つのものを挙げる。①会社全体と各部署に「売上目標」が
ない。②個々人の「営業ノルマ」がない。③「ホウレンソウ」（報告・連絡・相談）がない。④「成果
主義」がない 21）。

4－1　好業績と「常に考える」ということ
未来工業は、「売上目標」と「営業ノルマ」がなく、「ホウレンソウ」も「成果主義」もないが、「創

業から2014年３月期までの経常利益率は13％超で、赤字決算も創業以来50年間ゼロ」 22）の超優良企業
であり、2011年には第１回「日本で一番大切にしたい会社」大賞を受賞している。この好業績の秘密
は、徹底した製品の差別化にある。「よそと同じものを作らない、儲かっていない会社と同じことをし
ない、日本一にこだわる、常に考える仕組みづくり」 23）がモットーである。

売上目標、営業ノルマ、ホウレンソウ、成果主義がない理由を、山田氏は次のように語っている。
「それは社員たちを『管理する』のではなく、それぞれを信じて『仕事を任せて』いるからだ。そして

18） 山田昭男『日本一社員がしあわせなヘンなきまり』ぱる出版、2011年（以下、「日本一」）；同『稼ぎたければ、働くな』
サンマーク出版、2012年（「稼ぎ」）；同『ホウレンソウ禁止で１日７時間15分しか働かないから仕事が面白くなる』東洋
経済新報社、2012年（「ホウレンソウ禁止」）；同『山田昭男の仕事も人生も面白くなる働き方バイブル』東洋経済新報社、
2015年（「山田のバイブル」）、参照。

19） 「山田のバイブル」３頁、参照。
20） 同上書、４頁、参照。
21） 同、4-5頁。
22） 同、５頁。
23） 「日本一」７頁。
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なにより社員に『常に考える』ことを大切にしてほしいからだ。製品開発なら、既存商品や他社製品
との差別化を徹底的に考える必要がある。営業マンも、どうすれば製品が売れるかを、現場に足繁く
通いながらあの手この手で考えなければならない。事務職だって、日々の業務を効率化しようと思え
ば、『改善できる作業はないか』『ムダはないか』を考え続けることが求められる。経営陣の側も、ど
うすれば社員が少しでも働きやすい職場になるかを『常に考える』必要がある。……社員と経営陣の

『常に考える』が一体となって、『日本で一番大切にしたい会社』が、結果として、生まれたと考えて
いる。だから『ホウレンソウ』をはじめ、社員を管理するような制度や仕組みは一切禁止なのだ。」 24）

山田工業では、社員が「常に考える」ことを徹底しているので、社員は次々とアイデアを出し、年に
１千件の新商品が誕生している。毎年、一人が一つの製品を生み出していることになる。

４－２　年間労働時間は1341時間25分：「有休を使えば半年休める」 25）

未来工業の年間労働時間は短い。１日の労働時間は７時間15分。休日は年140日であり、その内訳は
土日に加え、５月連休が10日、夏季休暇が10日、年末年始が20日になる。そして、火曜日か木曜日が
祝日の場合は、火曜日の場合は月曜日を休みにして、木曜日の場合は金曜日を休みにして、４連休と
なる。有給休暇は入社初年度から40日である。これらすべての休みを合計すると年180日になり、年間
労働時間は1341時間で、日本一短い。この短い労働時間について、山田社長のおしゃべりを聞こう。
「アメリカの SNS（ソーシャルネットワークビジネス）大手フェイスブックの女性 COO（最高執行

責任者） 26）が、
『子どもたちと一緒に６時には夕食を食べられるように、毎日５時半にはオフィスを出るようにして
いる』 27）

と発言し、賛否両論を呼んだらしい。日本よりはるかに公私の区別が明確なアメリカの最先端ネット
企業であっても、それほどノー残業の壁は高くて厚い。

だが、わたしにいわせれば、まだまだ彼女も甘い。
未来工業は午前８時半始業で、午後４時45分退社。その女性 COOより45分も早い。１時間の昼休

みを除けば、就業時間は毎日きっかり７時間15分だ。残業は原則禁止。
社員約800名の岐阜県の中小企業が、世界一有名ともいわれる企業のさらに上をいっている。こんな

気分のいいことはない。
残業禁止の理由だが、ドケチで有名な私としては、残業手当は基本給の25％割増にもなるから、で

きる限り払いたくない。

24） 「山田のバイブル」、5-6頁。
25） 「日本一」143頁。
26） シェリル・サンドバーグのこと。彼女が書いた『LEAN IN: 女性、仕事、リーダーへの意欲』（日本経済新聞社、2013

年）を読むと、その半生がよく分かる。
27） 同上書で、彼女は次のように書いている。「断固として５時半にオフィスを出ることを自分に義務付けた。仕事人間の

ＤＮＡはオフィスにとどまれと金切り声をあげたが、よほど重要なことでもない限り、私は敢然と退社した。そして、
やってみればできたのである。……フェイスブックの今の仕事は出張がとても多い。だから、せめて出張していないと
きは家族と過ごせるよう、５時半帰りのルールを守っている。」（同、188頁）
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社員たちも心得たもので、退社時間になるといっせいに帰り支度を始め、10分後には職場に誰もい
なくなる。私もドケチだが、社員たちも相当なものだ。

ただし、定時に帰ることを奨励するようになったのは、残業代のせいだけではない。ほかの会社み
たいに仕事に始終追われ、一度きりの人生を棒に振るような人間になってほしくないからだ。」 28）

4－3　ワークライフバランス実現で家族もしあわせ
これだけ労働時間が短いとどうなるか。あたり前のことであるが、毎日家族と夕食をとれるように

なる。平日でも婚活ができるようになる。引き続き、山田社長のおしゃべりを聞こう。
「さきの『カンブリア宮殿』に私が出演した際、
『毎日、家族と夕食の食卓を囲めるのがとても幸せです』
と自宅の台所で奥さんと夕食の準備をしながら、ニコニコ顔で話している未来工業の社員が VTR で

登場していた。たしかにサービス残業で夜10時、11時の帰宅が当たり前なら、そんな夕食の団らんは
平日には望めない。

同じ VTR で、他社から転職してきた30代の男性社員が『婚活を考えるようになった』とも告白して
いた。

前職のころは深夜残業続きで、週末は心身ともに疲れ果て、寝てばかりいたらしい。とても婚活な
んて考える余裕もなかったが、ウチだと平日の夕方からデートもできるので、考え方が変わってきた
という。
家族そろって夕食をとれたり、平日の夕方から彼女とデートもできたりする。そんな日々への感動
が、いつか必ず仕事のやる気に結びつく。何かの間違いで、ウチの社員たちだって、ものすごくがん
ばって働きはじめるかもしれない。

しかし労働時間が短いことは、社員たちにとって、けっしていいことばかりではない。
７時間15分しかないのだから、毎日かなり効率的に働く必要がある。でないと、通常の仕事を到底

こなし切れない。読者のみなさんも、自分の仕事に置き換えてもらえば、たいがい察しがつくだろう。
日々の業務スケジュールを綿密に組み、それ以外でもあれこれと創意工夫をしないと、やり残した

仕事ばかりがどんどん積み上ってしまう。社員にとってはむしろつらいばかりで大変なことになる。
ここが７時間15分のミソ！
創業者の私から見れば、１日の勤務時間が７時間15分しかないということは、社員たちの残業代を
ケチりながら、仕事の効率も同時にグーンと高められるというわけだ。」 29）

労働時間は７時間15分で短いが、「毎日かなり効率的に働く必要が」ある。「日々の業務スケジュー
ルを綿密に組み、それ以外でもあれこれと創意工夫をしないと」いけないのである。要するに、生産
性が高いのである。「常に考える」をモットーに、短時間で効率よく働き、よその会社が作らない高付
加価値の製品を毎年１人が１つは生み出し、高い業績につなげる。それが未来工業である。

28） 「ホウレンソウ禁止」4-5頁、ゴシックは原文。
29） 同、5-7頁。
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4－4　年功序列賃金・終身雇用制度、70才定年制
未来工業では、賃金は年功序列型で、70才定年制である。「年齢とキャリア（勤続年数）だけで給料

を決める。成績でどれほど上司を上回ったとしても、社歴の浅い人間の給料がすくないのは、仕方が
ない。他方、70歳定年制だから、（他の会社のように）60才の定年を過ぎても給料は減らない」 30）。未
来工業には、賃金半減の再雇用制度はない。給料は県庁職員基準で、「65才社員の年収は700万円で、
かつ下がらない」 31）。

定年も65才ではなく、他社と差別化して70才にしている。山田社長は言う。「2006年に政府が法律を
変えて、サラリーマンの定年を65才にするということになった。今のところ罰則はないが、いずれ日
本はそうなっていくだろう。それならば、と常に差別化を考える未来工業としては『70才』を定年に
した。しかも『60才を過ぎたら再雇用で給料を半分にする』なんてことはしない。銭も下げず、同じ
給料で70才まで働いてもらうよ、と。今のところ、これは全国で未来工業だけだ。」 32）

4－5　ホウレンソウは禁止
未来工業では「ホウレンソウ」（報告、連絡、相談）は禁止である。山田社長はその理由を述べてい

る。「ほうれん草は身体にいいから食べたほうがいいが、報告、連絡、相談は会社にとっていいものと
は思えない。経営コンサルタントは『絶対に必要だ』というだろうな。たしかに、公務員とか、社員
の数がとても多い大企業では、組織の統制をとるために必要なのかもしれないが、うちのような中小
企業では、なぜホウレンソウをしなくっちゃいけないのか？ 上司にいちいち報告している時間も労力
も電話代ももったいない。情報は最低限のものを共有していればいい。社員は、自分で判断して、行
動すればいいんだよ。たとえば、出張だって自分が必要だと思ったら経理に請求して、勝手に出かけ
ればいい。上司への経過報告も相談もいらない。上司よりも多くの情報を持っていて、いいか悪いか
を最も的確に判断できるのは、その場にいる自分なんだから。他の会社では考えられないかもしれな
いが、うちはずっとそういう方針でやってきたし、そうやって業績を伸ばしてきた。」 33）

ホウレンソウは未来工業のモットーである「常に考える」ことと相いれない。だから、意図的に禁
止しているのである。山田社長にもう少し理由を聞いてみよう。
「ビジネスの世界では、みな口をそろえてホウレンソウ（報告、連絡、相談）が大事だ、という。新

卒が入社すると、まず教え込まれるのがホウレンソウだそうだ。私に言わせれば、実にくだらない。
未来工業ではホウレンソウは禁止だ。理由は簡単、いちいち上の指示や判断を仰いでいると、自分の
頭で考えなくなるからだ。何か困ったことがあれば、すぐ上に相談する。何でも上に連絡して報告さ
えしておけば、責任を負わずにすむ。そんなことをしているから、一つひとつに仕事に真剣に向き合
わない人間ばかりが育つのだ。どうやって上司にウケのいい報告書をまとめるか、そんなくだらんこ

30） 「ホウレンソウ禁止」126頁、後ろのほうの（　）は遠藤。
31） 「日本一」78頁。
32） 同上、ゴシックは遠藤。
33） 同上、54-5頁、ゴシックは遠藤。
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とに力を注ぐようになってはおしまいである。ホウレンソウに費やしている暇があるなら、頭を使っ
て、新しい価値を探し出そうと試行錯誤するほうがはるかに重要だ。未来工業の方針は『常に考える』
ことにある。常に考えて、差別化の方法を探っていく。自分のちっぽけな力を最大限に使って生き残っ
ていく道はそこにしかない。」 34）

4－6　なぜノルマがないのか
山田工業にはノルマもない。なぜないのか。山田社長から長話を聞いてみよう。

「営業に力を入れろというと、ノルマを設けてビシビシ売らせようとするバカがいる。ノルマを設け
れば、一時的には売上が伸びるかもしれないが、長い目で見れば会社が儲かるようにはならない。

営業はユーザーに一番近いところにいる。つまり、プラスアルファの差別化にもっとも気づきやす
い人種だ。そしてそれに気づけるように配慮してやるのが、上に立つ者の仕事である。
未来工業では営業にノルマがない。ノルマを設けると、どうしてもディーラーのところに行きがち

になるからだ。
実際に商品を買ってくれるのは、現場の職人ではなく、卸の販売店であるディーラーである。だか

ら、ノルマを意識するとついついディーラーばかり回って数字を稼ぎたくなる。
でも、実際の商品のヒントを持っているのは、それを使って仕事をする現場の人間だ。

『未来工業にはノルマがないよ。だからどんどん現場に行って、職人としゃべってくるといい。売上
なんか気にするな。職人の生の声を聞いて、プラスアルファになるヒントを探してくるほうが大事だ』

ここまで言ってやると、営業は安心して現場に足を運ぶようになる。未来工業で長きにわたって開
発を担当していた清水昭八という人間がいる。彼も営業にしつこく行くようにすすめたひとりだ。彼
は生前、次のように言っていた。
『営業はなるべく現場に行ったほうがいい。しつこく、「なんでや」と職人に聞いていくんや。すぐ

には教えてくれんよ。向こうも“答え屋さん”ではないんやから。でもしつこく聞いていくと、最後
にポツリと「〇〇がまがりやすいんや」などと問題点を言ってくれることがある。そこまで聞かない
かん』
この、最後の『ポツリ』を聞けるかどうかが、営業の成果、ひいては会社の命運にまで大きく関わっ
てくる。

ヒット商品のアイデアは現場の『ポツリ』から生まれるのだ。
たとえば以前、スイッチに使うスライドボックスについて、穴を斜めにすることで木ねじが落ちに

くくする、というアイデアがあった。この時も、現場で営業が職人から聞いた生の声がヒントになった。
木ねじをとりつける際、穴がまっすぐだとビスが落ちやすい。穴を少し斜めに傾けるだけで、作業

はぐっと楽になる。
そんな工夫は、現場に行って職人と直接話をしないと浮かんでこない。よその会社のように、営業

34） 「稼ぎ」32-33頁、ゴチックは原文。
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マンにノルマを課して数字を追い立てていては、現場の声など聞いている余裕はない。うちの場合は
職人としゃべっていても給料が出るのだから、安心して生の声に耳を傾けられる。

プラスアルファの価値はこうして生まれてくる。ノルマに追い立てられない『働かない時間』があ
るからこそ、可能なのである。」 35）

この通りである。説明を加える必要はあるまい。

５　残業をなくす：第一勧業銀行高田馬場支店

作家の江上剛は早稲田大学政治経済学部を卒業した後、第一勧業銀行に入行した。最初の配属先は
大阪市の梅田支店である。

5－1　メチャクチャ忙しい梅田支店
メチャクチャ忙しい梅田支店の働き方について江上剛は活写している。これから長い引用が続くが、

どうかお付合い願いたい。
「ホワイトカラーと呼ばれる人種はまともに残業手当をもらえない場合が多い。
少なくとも私は、銀行時代にまともに支給されたことはなかった。
労働組合がある会社は、組合との間に『三六協定』という労働基準法に基づいた協定を結び、時間

外労働に関するルールを定めている。第一勧銀もそうだった。だから一定時間を越えて残業を命じる
ことはできなかったはずなのだが、そんな協定はまったく関係がなかった。

苦い思い出がある。
入行して配属された梅田支店は、大阪駅そばの大型店でメチャクチャ忙しかった。
銀行員になりたての私は何もわからない。バタバタと１日が過ぎていく。午後５時、６時……。女

子行員たちはすでに帰宅した。残っているのは私と課長と係長だけだ。
午後10時になっても新入行員の私に『帰れ』の一言がない。何をやっていいか分からないから書類

を見たり、手続きの勉強をしたりしていた。もちろん残業手当はつかない。
私は思い余って『帰ります』と言い、午後10時過ぎに支店を出て帰る日が続いた。
独身寮に戻ると夕食はもうない。風呂に入ると垢がいっぱい浮いていてドロドロしているようで汚

い。他の同期入行者は、早く帰ってきて暖かい夕食を食べ、きれいな湯に浸かり、新入行員に課せら
れた勉強にいそしんでいた。私は、風呂から上がり、畳１畳ほどの狭い部屋で買ってきた１リットル
の牛乳を飲みながら寝るという毎日だった。

なぜこんなに残業をしているのか。課長や係長は、きっと不正をしているから、それを隠すために
最後まで残っているのだ―そんなことを思っていた。」 36）

若い独身男性にこんな非人間的な生活を強いる権利が支店にあるのだろうか、と思うのは私だけで

35） 「稼ぎ」78-80頁、ゴチックは原文。
36） 江上剛『会社という病』講談社＋ α新書、2015年、86-7頁。
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はあるまい。

5－2　無駄な残業を心の底から憎む
若い方はご存じないだろうが、1980年代の半ばごろまでは土曜日の午前中もみんな仕事をしていた。

大学でも土曜日の午前中に講義があった。この頃からいくつかの大企業では土曜日も休みとする週休
二日制が広がっていった。銀行では1983年から第２土曜日が休みとなり、89年１月から民間大企業の
週休二日制が立法化された。92年５月からは公務員にも完全週休二日制が導入された。小中学校では
もっと遅く、完全学校５日制になったのは、2002年度からである。第一勧業銀行梅田支店でも、ここ
の舞台になっている1970年代には土曜日の午前中も仕事をしていた。当然午後からは残業となるが、
夕方になっても残業はおわらない。1970年代後半の土曜日の梅田支店を覗いてみよう。
「ある土曜日のことだ（当時は土曜日も銀行は業務をしていた）。
この日も残業は午後10時に及んだ。

『あれ、まだいたの？ 新人だから帰っていいよ』
課長が私を見つけて言った。
なんという言い草だ！ ４月当初に配属されてからずっと遅くまで一緒に働いているじゃないか。今

日は土曜日だ。土曜日なのに午後10時までいるんだぜ！
私は『帰ります』と大声で叫ぶと、支店裏にある人気の大衆寿司店に飛び込んだ。ビールを飲み、

寿司を食べたところで、『土産を三つ作って』と頼んだ。
腹ごしらえの済んだ私は、その土産の寿司折を持って支店に戻った。帰ったはずなのに戻ってきた

私を見て、課長はちょっと驚いた顔をした。
『どうした？』
『死ぬまで働け！』
私は吐き捨てて、三つの寿司折の土産を突き出すようにして渡した。

『あ、ありがとう……』
課長は、部下の不躾な口調をとがめることもなく、呆然と寿司折を受け取った。
戸惑うのも無理はない。新人が赤ら顔で寿司折を持ってきて『死ぬまで働け』なのだから。私が立

ち去ってから、『この寿司毒でも盛ってあるのでは』と思ったかもしれない。
私はこの日を境に、無駄な残業を心底憎むようになった。
ただし、命じられれば残業をしなければならない。それ以降も残業残業の世界にどっぷり浸かって

いた。」 37）

この時代にはワークライフバランスなどという言葉はない。ハード・ロングワーク、ノーライフと
いったほうがよい働きぶりである。風呂も垢だらけ、晩御飯も牛乳のみ。およそ人間らしい生活とは
縁がない。

37） 同上書、87-8頁。
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5－3　課長に反発：江上はアカだという噂が広まる
江上剛氏の文章は続く。

「梅田支店で融資課にいた時のことだ。あまりにくだらない朝令暮改の指示ばかりする課長に反発
し、時間外記録票（手書きで自分の時間外勤務を適当に調整しつつ記入する）に正直に目いっぱいの
残業時間を記録した。すると１ヵ月200時間を超えてしまった。
『すげぇ！』と自分でも驚いたのを覚えている。
この書類を見た課長が私を呼び、小声で言った。

『言いにくいんだけど、これ、書き直してくれないかねぇ』
顔には明らかに困惑の色が浮かんでいる。

『だったら下らない指示をやめて残業を減らすように努めてください』
断固とした口調で反論すると、課長の表情が強張った。その場の空気が凍りつくのが私にもよくわ

かった。その後、梅田支店から芝支店に異動したが、その際に課長間で『江上に注意。彼は共産党か
も』という申し送りがなされていたことを後で知った。」 38）

5－4　本社業務本部総括部：朝から喫茶店で居眠り
江上剛氏はやがて本社勤務となり、場面は本社に移る。

「私が残業を憎むのは、時間外手当がまともに支払われないからではない。
無意味な残業をしていると、結局はダラダラ仕事になり、生産性が下がるばかりだからだ。
初めての本部勤務となった業務本部総括部は、支店の営業推進のための企画を行う要の部署だった。

当然、猛烈な残業部署である。深夜の２時、３時まで仕事をして、タクシーで帰宅。また、６時には
家を出るような生活を続けていた。

金融自由化の渦中だったから経営計画策定が大変だったという事情もあった。
毎晩、帰りが遅いと疲労が蓄積する。それでも、どうして過労死しなかったのだろうか。
実は、真面目に働いていなかったからだ。

『どうせ今日も残業だ』と思うと、朝はまず同僚と喫茶店に入り、そこで居眠りをしたりしていた。
朝からフル稼働せず、サボっていたからなんとか生きていられたのだ。そうでなければ睡眠不足で死
んでいただろう。実に馬鹿げた話だ。

ではなぜこんなに馬鹿げた残業が横行しているのか。答えは一つ。上司がバカだからだ。
上司が本気で残業を減らそうと思って、業務の効率化を真剣に考えていたら残業はなくなる。そう

すれば、部下は人生を二倍、三倍生きることができるのだ。
上司が……いつまでもぐずぐずしていたら部下は遠慮して帰れない。
馬鹿げた残業が多いもう一つの理由は、それは、時間をかければかけるほど、よく働いていると評
価するバカな上司が多いからだろう。

38） 同、88-89頁。
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休日出勤を強いる上司がいた。私は、どんなに忙しくても休みは休みという主義だった。
『江上君、みんな出勤して頑張っているよ。君も出勤したら？』
部長が言ったので、私は反論した。

『お言葉ですが、休日出勤して誰かが何か具体的にアウトプットしていますか？ 企画をあげていま
すか？ いないでしょう。部長は部下に「休日出勤なんかするな。そんなことよりアウトプットを増や
せ」と指示すべきです』

露骨に嫌な顔をされた。
………休日出勤のような不当な残業を強いるくらいなら、企画部門はアウトプットを競わせるべき

だ。一日中、朝から晩まで会社にいてよい企画が出るはずがない。土日にゆっくり休み、家族と触れ
合ったり、友人と遊んだりして、仕事モードでない、リラックスした頭にしてこそ魅力あるヒラメキ
がうまれるのだ。」 39）

5－5　高田馬場支店支店長：「残業なし」宣言
江上剛氏は、やがて支店長に昇格し、高田馬場支店に配属になる。

「年を重ね、支店長になった。高田馬場支店だ。大学や個人・中小企業取引で忙しい支店だ。
当然、残業ばかりなのだが、業績は最悪な状態が続いており、行内の業績優秀賞なんて取ったため

しがなかった。
そこに着任した私が最初にしたことは、『残業なし』宣言だった。
内部事務は５時に、営業は遅くとも７時に帰宅することとした。
支店の幹部連中は泡を食ったように反対した。『できません、無理です』を連呼した。

『やってみよう。何か問題が発生したら、それを潰していこう』
私は言った。そしてもう一つ提案したのだった。

『みんな、今年１年でやりたいことを言ってほしい。それを書いた紙を張り出して目標にしよう』
泡を食っていた幹部連中が、今度はキョトンとしはじめた。
それ以降、私は行員と全員面接し、意図を説明した。みんなから上がった目標は『ディズニーラン

ドで働く』『英語の資格を取る』『お花を習う』『新規開拓を実現する』などなど。仕事上の目標もあれ
ば自己啓発などもあり、盛りだくさんだった。

私は、彼らにこう言った。
『自分がやりたいことを実現するため、いま何をしたらいいか。それを自分で考えてほしい』
私は、彼らが目標を実現できるよう、サポート役に徹することにした。するとどうだろう。残業は

みるみる少なくなった。それだけではない。業績は向上し、最高評価を受け、優秀賞も受賞した。い
いことずくめだった。」 40）

39） 同、89-91頁、ゴシックは遠藤。
40） 同、91-3頁。
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5－6　自分の目標を達成するために、自分の仕事の仕方を工夫する
残業宣言が功を奏して、残業時間が急激に減り、「業績は向上し、最高評価を受け、優秀賞も受賞し

た」。なぜこのようになったのだろうか。江上氏はその内訳を解説している。
「行員たちは自分の目標を達成するためには、自分の時間を確保しなければならないということに気

づいたのだ。『自分の時間確保』→『残業を減らす』→『どうやって減らすか自分で考える』→『業務
プロセスを工夫する』→『残業が減り始める』……。このような循環が起き始めたのだ。

新規開拓のように、仕事上の目標を掲げた行員には私は一緒に新規開拓先を訪問した。彼は、どん
な取引がいいか、自分で勉強しながら取引先に提案するようになった。

内部事務で残業の原因になっていた報告書や会議を減らした。余計な仕事は排除し、誰もが自分の
ために効率化を意識した。言われてやるんじゃない。自分たちで進んでやりはじめたのだ。
『自分のために働く』という意識が、自分の頭で考える習慣を身につけさせた。上司が余計なことを

言わなくなれば、自然とそうなるものなのだ。
私は５時になったら支店を出るようにした。私がいると、先に帰るのを遠慮する者がいるかもしれ

ないからだ。こうしてできたアフター５の時間を利用して、私は朝日カルチャーセンターに通い、文
書の書き方を勉強した。それが、小説家になる基礎の基礎になったのである。つまり、私が残業を減
らす運動をしなければ、自分自身、作家になっていなかったかもしれない。……

私は、このやり方を次の築地支店でも採用した。やっぱり成功した。人間というものは、自分のた
めに働く時に生き生きとしてくる。それが証明された。」 41）

5－7　江上氏は「スーパーボス」の仕事ぶり
このような江上氏の支店長としての仕事ぶりは、シドニー・フィンケルシュタインのいう「スーパー

ボス」を彷彿とさせるものである。
フィンケルシュタインは、スーパーボスについて次のように定義している。「スーパーボスの共通項

を探る中で見えてきたのは、彼らのスタイルはさまざまだが、他人を評価し、やる気を出させ、指導
し、使うやり方には一貫性があり、しかも非常に独創的で強力であるということだ。スーパーボスは
普通の上司と違って、まったく独自の戦略で行動する。」 42）江上氏は第一勧業銀行の他の支店長がやら
なかったことをやり遂げた。まさしく、「普通の上司と違って、まったく独自の戦略で行動」し、残業
をなくし、優秀賞も獲得したのである。

フィンケルシュタインは続けて述べている。「スーパーボスは並々ならない情熱を持っており、寝て
も覚めても自分のビジネスのことを考えていて、まわりの人間もその行動をまねしたくなる。有能な
人材を求めて普通では考えられない場所にも目を向け、いざ見つけたら多彩な方法で面接する。仕事
のハードルをありえないほど高いところに設定し、部下に限界を超えさせようとする。教育指導法は

41） 同、93-4頁、ゴチックは遠藤。
42） シドニー・フィンケルシュタイン『スーパーボス：突出した人を見つけて育てる最高指導者の戦略』日経 BP 社、2016

年、８頁。
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一見すると気まぐれで法則性がなく、周囲の人間にはなかなか理解できない。リスクを恐れることな
く経験の浅い部下にも責任ある仕事を与える。」 43）これはまさしく、江上剛氏が高田馬場支店でやった
ことである。

６　生産性を上げる

未来工業のモットーは「常に考える」ことであった。高田馬場支店長の江上剛氏は支店の部下に、
自分のために働き、自分の仕事の仕方を工夫するように考えさせた。これらの仕事の仕方を「常に考
える」ことが大切であり、仕事の仕方の創意工夫は生産性の向上につながるのである。そこで伊賀泰
代『生産性』から学びながら、考えみよう。

6－1　誰もが一日に何度もリーダーシップを発揮する
伊賀泰代氏は、生産性について日米で定義があまりにも違うことを指摘し、アメリカではリーダー

シップとは「誰もが、一日に何度も発揮する」ものだと強調している。
第一に、リーダーシップとは、誰もが持つべきスキルである。そして、訓練すれば誰でも身につけ

ることができるものである。「米国の企業や大学では、リーダーシップとは新入社員も含めた全員が持
つべきスキルであり、そのスキルは学び、訓練をすることで、誰でも身につけられると教えていま
す。」 44）

日本では、「世の中にはリーダー資質をもつ一部の人と、リーダーには向かない“その他大勢”の人
がいる」とか、「組織には優れたリーダーがひとりいればよい。他のメンバーに必要なのはフォロワー
シップである。全員がリーダーシップなど発揮したら組織の和が乱れる」というふうに、リーダーシッ
プは理解されている。まさしく、アメリカでは「日本的な考え方と180度異な」っているのである 45）。

第二に、アメリカではリーダーシップは一日に何度でも発揮するものである。「米国的な環境では日
常的に（一日に何度も）リーダーシップを発揮するよう求められる」。それに対して、「日本でリーダー
シップが必要になるのは、緊急時やプロジェクトの立ち上げ期など特別な場合のみと考えられてい」
るのである 46）。

リーダーシップについての日米のこのような意識の差が、「日米の組織内における量と質に圧倒的な
格差を生み出し、ひいては、組織のパフォーマンスの差にも影響を与えて」 47）いると、伊賀氏は警告
している。実際、1990年のアメリカの GDP と日本の GDP を100として2014年までの推移をみると、日
本はたったの1.1倍で、アメリカは2.9倍にまで増加している 48）。アメリカはこれだけ成長し、日本は停

43） 同上、8-9頁。
44） 伊賀泰代『生産性：マッキンゼーが組織と人材に求め続けるもの』ダイヤモンド社、2016年、１頁。
45） 同上、参照。
46） 同、２頁、参照。
47） 伊賀泰代『生産性：マッキンゼーが組織と人材に求め続けるもの』ダイヤモンド社、2016年、1-2頁、ゴシックは遠藤。
48） デービッド・アトキンソン『新・所得倍増論』東洋経済新報社、2016年、84頁、参照。
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滞したままである。日米の差がこれだけ開いたのである。

6－2　少しでも生産性を高めようとする強い意志
①マッキンゼーの生産性の高さにビックリ

伊賀氏はマッキンゼーに入社した時のことを次のように述べている。
「マッキンゼー入社当初は、海外メンバーの圧倒的な生産性の高さに何度も驚かされました。それは

単に『頭がよい』『仕事が早い』という話ではありません。やるべきことの優先順位を明確にし、優先
順位の低いことは大胆に割り切ってしまう判断の潔さや、常に結論を先に表明し、無駄な説明時間や
誤解が生じる余地をそぎ落としてしまう直截なコミュニケーションスタイルなど、その働き方にはあ
らゆる場面において、少しでも生産性を高めようとする強い意志が感じられたのです。」 49）

このような働き方は、「上司が帰らないと自分も帰れないといった雰囲気や、一言も発言しないまま
メモを取るだけの会議参加者、そして、枝葉末節にこだわり延々と意思決定を引き延ばす生産性の低
い議論など」 50）が蔓延している日本の働き方と対照的なものである。
②既成概念を排し、ゼロベースで考える

マッキンゼーでは、リスクを取ることを躊躇せず、既成概念を排してゼロベースで考え、あらゆる
場面における判断基準として生産性を使用している。以下、引用する。
「リスクを取ることを躊躇しない姿勢の根底にも生産性の意識があります。彼らが既成概念を排して

ゼロベースで考えようとするのは、それによって生産性が大幅にあがると計算しているからです。
ビジネスにおけるリスクは、『できるだけ避ければよい』ものではありません。それによって得られ

る成果との比較において許容されるか否かで決まるのであり、もしきわめて大きなリターンが期待で
きるなら『積極的にとりにいくべきもの』として認識されます。つまり、『生産性が大幅に上がるなら
従来のやり方に固執する必要はない。リスクをとることも厭うべきではない』というように、生産性
を様々な場面における判断基準として使っているのです。」 51）

6－3　日本では生産性をあげること＝コスト削減
日本では製造現場の生産性だけが語られてきたので、「生産性という概念はまるで『工場のオペレー

ションの効率化の話』であるかのように捉えられて」きた。しかしながら、「日本のホワイトカラーや
サービス業の生産性は、欧米諸国に比べて著しく低いと何度も指摘されているにもかかわらず、その
状況はいまだ改善されること」はなかった。その理由は、生産性という概念が「本来の意味よりはる
かに狭い領域の中に閉じこまれており、『生産性をあげること＝コスト削減』という誤った認識も共有
されて」いたからである。

伊賀氏はこのように指摘してうえで、生産性をあげる二つの方法について述べていく。

49） 伊賀、前掲書、２頁、ゴシックは遠藤。
50） 同上、３頁。
51） 同上、３頁、ゴシックは遠藤。
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「付加価値額を投入資源量で割って計算される生産性を上げるには、いうまでもなく二つの方法があ
ります。ひとつはコスト削減、そしてもうひとつが付加価値額の向上です。

ふたつの方法のうち、一定のところで限界に達する（ゼロ以下にはできない）コスト削減とは異な
り、市場が高く評価する分野にリソースを集中して付加価値を上げていく方向での生産性向上には、
理論上の限界はありません。」 52）

日本では、生産性の向上とはコスト削減のことを意味し、「市場が高く評価する分野にリソースを集
中して付加価値を上げていく方向での生産性向上」の方は忘れられていたのである。

6－4　経営資源を生産性の高い分野に集中させて企業価値を高める
①高生産性部門に経営資源を集中させる
「欧米企業の多くは、事業ポートフォリオの組み替えなどの経営判断においても、また、商品やサー

ビスの取捨選択においても、付加価値の低いものは早めに切り捨て、高い付加価値が見込まれる分野
に資源を集中していきます。

こういった大胆な経営判断の背景にあるのも、『資金や人材などの経営資源を生産性の高い分野に集
中させて企業価値を高める』という基本的な考え方です。」 53）

日本の企業ではこの「高生産性部門への経営資源の集中」がないがしろにされてきたのである。
②人材育成とは生産性をあげること

人材育成の方法に関しても生産性概念が貫かれている。伊賀氏は述べている。「人材育成に関して
も、『成長するとは生産性をあげることである』というシンプルな信念が貫かれています。成長すると
は、新たな知識や技術を習得することでも、英語がうまくなることでもありません。それらを駆使し
て仕事の生産性をあげることができるかどうか。それがすべてなのです。」

ここには、「生産性をあげるとクリエイティビティが失われる」とか、「非効率の中にこそイノベー
ションのヒントが含まれている」「生産性の高い組織はギスギスしている」 54）などという日本で流行の
議論は入り込む余地はないのである。

6－5　安倍政権の「働き方改革」は労働投入型発想
伊賀氏は、自著『生産性』を書こうと思った動機を振り返りながら、日本における生産性意識の低

さに警告を発したうえで、安倍政権の「働き方改革」の問題点をも指摘 55） している。
「私が今回、生産性について本を書こうと思ったのは、日本における（工場以外での）生産性に関す

る意識の低さが、世界と戦う日本企業にとって、大きな足かせになっていると感じたからです。
『競争に勝つためには、より長く働く必要がある』という労働力投入型の発想では、人も組織も疲弊
してしまうし、新しい技術や仕組みを積極的に取り入れ、生産性をどんどん上げていこうとする生産

52） 同、４頁。
53） 同、５頁。
54） 同上、ゴシックは遠藤。



－90－

経　済　学　研　究　　第83巻　第５・６合併号

性重視型の企業に勝てるはずがありません。また最近よく耳にする『働き方改革』という言葉にも危
うさを感じます。経済成長には女性や高齢者、外国人など新たな働き手が不可欠と考えるのもまた、
労働投入型の発想だからです。長時間労働の是正に関しても、『低い生産性の仕事を長時間、社員に課
している企業』と『極めて高い生産性で朝から晩まで働き、圧倒的なスピードで世界を席巻していく
企業』の違いが理解されているようにはみえません。」 56）

6－6　リーダーシップと生産性の重要性を理解すれば、日本企業も伸びる
伊賀氏は、日本における生産性概念の「誤った認識」に警告を発してきたが、日本のビジネスパー

ソンの能力を低く見ているわけではない。
「勤勉さや規律性の高さはもちろん、分析力や論理思考力、そして技術力から想像力まで、日本のビ

ジネスパーソンの資質は極めてハイレベル」だと述べ、「日本と米国の組織を比べたとき、リーダー
シップと生産性以外には、その人材力組織力を左右する決定的な要因はなにもない」と評価している。
そのうえで、「リーダーシップと生産性の重要性をしっかりと理解し、真摯にその向上に取組めば、ス
タートアップ企業であれ大企業であれ、日本企業は今よりはるかに高い地点に到達できるはず」だと
日本企業に対してエールを送っている 57）。

6－7　管理職の使命はチームの生産性向上
「管理職の仕事とは、『チームの生産性向上のためにリーダーシップを発揮すること』に尽」 58）きる。

55） 越川慎司氏は「『働き方改革』を目指さないでください」と要望したうえで、次のように働き方改革の問題点を指摘し、
日本で本当に求められているのは「働き方の質の改善」であるとしている。

   「この間、私は『働き方改革』をうたう多くの日本企業の活動も見てきました。けれども、『働き方改革』を“目的”に
している企業の多くが、残念ながら成功していません。かえって社内にさまざまな軋轢が生じ、望んでいたのとは違う
結果になっている例は、いくらでも挙げることができます。

   『働き方改革』自体を目的にすると、育児・介護休業制度の充実や在宅勤務制度の整備などの仕組みづくりに終始し、
また、それらの制度の適用範囲が狭く、実際にはなかなか取得しづらいという精神的な壁もあって、結果として制度を
利用する人が限定されてしまいます。

    たしかに、今後の生産年齢人口の減少を考えると、育児や介護などをしていたり、その会社から離れて暮らしていた
りと、これまでは働きたくても働けなかった層にも参画してもらって、労働力を確保（維持）することが必要です。そ
のために、社内制度を整えることも大切です。ただそれは、日本の、日本企業の労働総量の低下を緩和させることが目
的であって、個人や企業の生産性を高めるものではありません。

    この部分に、日本における制度ありきの『働き方改革』の大きな勘違いがあります。
    いま、本当に求められているのは、“労働量の維持”だけではありません。効率的にアウトプットを出す働き方、つま

り“働き方の質の改善”です。
    英語に、『アチーブモア（achieve more）』という表現があります。『いまよりももっと』『より多くのことができるよう

に』といった意味合いが込められたフレーズですが、『働き方改革』の実施に際しては、この『アチーブモア』を目指し
たものであるか否かが非常に重要なポイントになるといえます。

    労働力を維持し、誰もが働きやすい環境を整えようというアプローチの『働き方改革』は、誤解を恐れずにいえば、福
利厚生的発想による労働環境整備にすぎません。今目指すべきは、時間・場所・個人の事情やハンディキャップを問わ
ず、それぞれが持てる能力をそれぞれに最大限発揮できる環境を企業が用意し、その中で一人ひとりが『アチーブモア』
を実現する、すなわち、より成果をあげ活躍する。これが本当の『働き方改革』です。」（越川慎司『新しい働き方：幸
せと成果を両立する「モダンワークスタイル」のすすめ』講談社、2016年、12-15頁）。

56） 同、６頁、ゴシックは遠藤。
57） 同、6-7頁。
58） 同、132頁。
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「部下のスキルアップが部門の成果を上げるための有効な手段だと認識されれば、『忙しくて部下の
育成に手が回らない』のではなく、『忙しいから部下を育成しなければ！』へと意識を変えることがで
きます。……仕事の成果は、自分や部下がより長い時間働くことで上げるものではなく、チームの生
産性を高めることで実現するものなのです。」 59）

このように、管理職の使命とは、チームの生産性を向上させるためにリーダーシップを発揮するこ
とである。ドラッカーも言うように、管理職の使命は「仕事を生産的なものにし、部下に成果を上げ
させる」 60）ことである。

もちろん、現実にはとんでもない管理職も多い。「マネージャーで最悪なのは、部下の成功を横取り
し、悪いうわさを流し、中傷するなど、理想とはほど遠い行いをして士気を下げ、成長を遅らせ、能
力をうまく発揮できなくさせるタイプだ」 61）。中には、管理職になるとバカになる人もいる。「管理職
になるからバカになるのか。そもそもバカだから管理職になると偉くなったと錯覚して、つい調子に
乗ってしまうのか」 62）、どちらでかであろう。

困った管理職も多い。責任逃れをする管理職、指導や助言をしない上司、能力を正しく評価しない
上司、部下の手柄を横取りする上司など、挙げればきりがない。管理職の役割は部下の管理ではない。
管理職がやるべきことは、部下の仕事の管理である。部下の仕事を管理し、部下への過剰な権限行使
をなくし、部下の仕事管理に徹することが重要である。

太田肇氏も言うように、「管理職の役割は部下を管理することだと思い込んでいる人が多いが、本来
は……仕事をうまく進めること、それによって担当部署の業務を遂行することが管理職の役割である。
部下の管理はその手段に過ぎないことを忘れてはならない。管理職の役割は人（部下）の管理ではな
く仕事の管理であるという原点に返ることで、必要な仕事と余分な仕事の仕分けができる。それによっ
て管理職の負担は減り、過剰な権限行使もなくなる」 63）

6－8　働き方革命とは、生産性をあげ、結果として労働時間を短縮すること
働き方革命とは何であろうか。日本の長時間労働はできるだけ早くなくさなければならないが、生

産性を上げることなく労働時間を短縮しても、どうなるかは先が見えている。業績の低下である。大
切なのは働き方の量ではなく、働き方の質を変えることである。高い生産性で働くようにすることで
ある。この点について、伊賀氏は明瞭に語っている。
「現在、長時間労働は企業にとっても社会にとっても大きな問題だと認識されています。たしかにそ

れは、『よいことではない』という意味では問題です。しかし、解くべき課題（イシュー）が長時間労
働なのかといえば、そうではありません。解くべき課題は長時間労働ではなく、働いている人の生産

59） 同、133-4頁。
60） Peter Druker, Management, Harper Business, 1993 （first published 1973）, p.167. ドラッカー『マネジメン』（上）ダイヤモ

ンド社、2008年、212頁。改訳している。
61） シドニー・フィンケルシュタイン、前掲書、９頁。
62） 「ホウレンソウ禁止」137-8頁。
63） 太田肇『社員の潜在能力を引き出す経営』中央経済社、2015年、80頁。
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性が低いまま放置されていることです。
もしくは、売り上げを伸ばす方法として、社員をより長く働かせること以外の方法を思いつかない

（生産性の意識を欠いた）前時代的な経営者の意識や、それ以外の方法では付加価値を生み出せない古
いビジネスモデルこそが、解くべき課題なのです。

少し考えれば誰でもわかることですが、生産性を上げないまま労働時間を短縮すると、企業は提供
商品やサービスの価値が低下し、売り上げが下がります。労働者も、生産性を高めないまま労働時間
を減らすと、収入が下がります。両者ともそれを望んでいないので、口でいくら労働時間短縮をとな
えても、なかなか実現できません。目指すべきは労働時間や残業時間の削減ではなく、『生産性の継続
的な向上』なのです。……
『「解くべき課題は生産性を上げることだ』と認識し、イノベーション（改革）と継続的なインプルー

ブメント（改善）を通して仕事の生産性を高めれば、結果として残業も労働時間も減少します。
生産性が向上すれば、労働時間が短くなっても今より質の高い商品やサービスが提供でき、企業は

売り上げを、労働者は収入を伸ばすことができます。そうでなければ企業側にも労働者側にも、労働
時間を短くしようという真摯なインセンティブは生まれません。」 64）
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