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向かう議論を起こした

10 月 7 日（木）、8日（金）の２日間、全国各生産

性本部主催による２１世紀全国生産性フォーラムが、

「『STOP！The 衰退』～新たなビジョンを探る～」を

テーマに東京都内（ベルサール神田）にて開催され

ましたので、その概要をご紹介します。 

 

今年度で４回目となる当フォーラムでは、全国各

地から約 290 名のご参加を得て、わが国のあるべき

ビジョンとその方策について、講演および６つの分

科会に分かれてのパネルディスカッションが行われ

ました。 

初日、メイン会場では、日本生産性本部牛尾治朗

会長による開会挨拶の後に、直嶋正行前経済産業大

臣による講話（「日本の産業構造ビジョン」）、大田弘

子政策研究大学院大学副学長（日本生産性本部副会

長）による基調講演（「日本経済の活力と生産性」）

が行われました。２日目には、大久保尚武積水化学

工業会長による特別講演（「企業活力の発揮と自律の

精神」）のほか、「いまを生きる力」と題した作家五

木寛之氏による記念講演が行われました。五木氏は

時折ユーモアを交えながらも「毎年３万人が自ら命

を絶つという『心のデフレ』『心の戦争状態』にある

今日、日本人はもっとこの現状の打破を希求しなけ

ればならない。その先にこそ明日が見えてくる」と

真摯に訴え、満員の聴衆を感動に包みました。 

また、両日にわたり行われた分科会でのパネルデ

ィスカッションにおいても、わが国を取り巻く諸課

題について、政治、経済、社会などさまざまな角度

から熱気を帯びた討論が繰り広げられました。初日

の午後に行われた第２分科会「低炭素化社会実現に

向けたロードマップ」では、冒頭、当分科会座長を

務める三浦勇一当本部副会長（株式会社トクヤマ相

談役）からの「わが国は地球温暖化問題が顕在化す

る以前から全力で省エ

ネに取り組み、日本の

産業界のエネルギー利

用効率は世界トップレ

ベルにあるが、低炭素

社会の実現に向けて、

国民各層が課題に立ち

い」旨の挨拶がありました。その

トで明治大学国際日本学部長の蟹

ィネートで、社会の低炭素化に向

課題、その打開への方策等につい

スト（並木正夫東芝副社長、柏木

教授、秋庭悦子あすかエネルギー

長・内閣府原子力委員会委員）に

交わされました。会場参加者からも

この問題に関する関心の高さをう

なりました。 

■２日間にわたる分科会テーマ 

分科会 テーマ

第１ 
メイド・イン・ジャパンの真価を

 ～日本の現場力強化は決め

第２ 
低炭素社会実現に向けたロー

～新たな成長への道筋とエコ

第３ 
激変する雇用環境下における労

～生産性運動の三原則の今日的

第４ 
新しいサービス産業における

～ﾊｲ･ｻｰﾋﾞｽ日本 300選受賞

第５ 
「グローバル化の新展開」 

 ～新たな成長戦略とグロー

第６ 
「21 世紀の“公益”を問う」 

 ～日本の新たな活力を生み

最後に、閉会にあたって、生産

と生産性運動の新たな展開を確認

され、２日間にわたる当フォーラム

お忙しい中ご参加いただきまし

厚く御礼を申し上げますとともに

ーラムへも多数のご来場を賜りま

し上げます。 
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ＨＯＴ情報 
平成 22年度第１回 ーダーシップ 

 
 

９月１０日(金)広島市において、平成２２年度１

回目となる時代の潮流とリーダーシップ講演会をシ

ンクタン

変化している。経営ト

間管理職

を廃止したフ

は、とても弱

リーダーとは、皆をその気にさせる人のことであ

のもとでは、一見、組織

の状態がルー

のやり方をやめる決断をする 
経営トップは、今、社内でやっていることが、本

永遠に終わり

リーダーの一番の大事な仕事は、何が正しいか間

違いかを決めると同時に、 することで

って、今までのやり方

をやめる決断

 

んのわずかな期間だけである。だから、普通に働

かったら成功

実な方法は、お客さん

選ぶということ。「このお客様のために…」と考え

自分を必要

としてくれて

いる。エネルギーが枯渇すると、ひた

すら安売りし

 

 時代の潮流とリ
～時局を的確に読み、未来を自ら切り拓く～

ク藤原事務所会長 藤原直哉氏をお招きし

て開催しました。 
●「縦型」と「横型」のリーダーシップ 
世の中は、縦型から横型に

ップが指示を出せば動く時代ではない。中

ラットな組織形態であったとしても、

経営トップに支配されている組織は縦型なのである。

横型組織では、嫌なことがあれば社員が平気で「や

めます」と言える。それでも、一緒にやっていける

のが横型のリーダーシップの組織である。 
縦型のリーダーシップの組織の上司は、威張って

恐怖で人を縛りつける。表面的には強そうだが、実

い組織になってしまう。なぜなら、弾

があたらないように社員はジッとしているだけなの

で、創造力とか協調性とかが出ず、パフォーマンス

も上がらないからである。要するに、上司が威張っ

たら、部下の心は逃げていく。縦型のリーダーシッ

プは、時代が安定している時には機能するが、新し

い変化への適応はできない。 
 
横型のリーダーとは ●

る。横型のリーダーシップ

ズに見えるかもしれない。しかし、い

ざとなったら、すごい力を発揮する。横型のリーダ

ーとは、サッカーの監督に似ている。試合に勝つた

めには、監督が一人一人の選手の潜在能力を発揮さ

せコーディネートするかどうかにかかっている。あ

の監督のもとなら勝てるという意識を選手がもった

ら付いてくる。監督も選手も、支配される関係では

なく、お互いに嫌ならやめていいのである。そのよ

うな、一見、希薄な関係であっても一緒にやってい

こうとする方が、強制されるよりも、大きな力を出

すことができる。 
 
リーダーは、今まで●

当に解決できる問題かどうかを考えるべきである。

がないと、社員はくたびれ果てる。そ

こに、未来は絶対にない。 

正しい質問を

あるが、さらにその手前に戻

をすることである。解決できない問題

を考えても仕方ないのである。これなら絶対に成功

するということを考えないといけない。リーダー自

身がダメだと思ったら、戻る勇気が必要なのである。

「これ以上、マンションを作ってもダメだ」と思っ

たら、無理押しすることをやめることが重要なのだ。

 
●リーダーは、努力させる場所を見極める 
人間は無理をすることはできる。しかし、それは、

ほ

いて、普通の努力の範囲で成功できるようにやらな

しない。無理にやらせば、危険な最後

に向かうことになる。だから、リーダーは、何に対

して努力するかを見極めなければいけない。これか

らは、企業においても、個人においても、地域にお

いても、努力する場所の見極めによって決まると言

っても過言ではない。努力する場所を間違えるとい

くらやっても報われない。 
 
●努力する場所を選ぶポイント 
努力する場所を選ぶ一番確

を

ていく。それは御用達の考え方である。

いる人のために頑張るということであ

る。 
考えてもわからない時は、自分のエネルギーが枯

渇している証拠。だから、他に対して働きかけがで

きなくなって

かしていないとか、型通りのことしか

していないということになる。そして、誰も魅力を

感じてもらえない存在になってしまう。一生懸命に

努力して、忙しくやっていればいるほど、疲れ果て

てエネルギーが抜けていく。結果、商品もサービス

も中途半端になっていく。そういう時は、自分の立

て直しから始めたら良い。どんな商売でも、自分が

やっていて元気が出てくれば、良い方向にたどり着

ける。まず、自分が意欲的に働けて、魅力を発揮で

きるように自分を変えていくことが大切なのである。
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中国生産性本部常任理事  

                     秋 山 進 彦 氏 
                   (倉敷化工㈱ 相談役) 
 
トヨタ品質問題と文化 
トヨタの米国品質問題について、日本で種々報道

されているが、今までの趣とは異なった点があるよ

うに思われる。そこで、米国ではどのように捕えら

れているのか今年６月の訪米時に、米国での見方を

探ってみた。総じて言えば、世界でトップに立った

トヨタに対して米系企業の方が厳しい捕らえ方をし

ているようであり、逆に日系企業からは‘トヨタが

GM・Fordと較べて品質が劣ると思いますか‘とい
う質問を受けた。マスコミ報道はトヨタ問題から４

月２０日に発生したＢＰ社の原油流出事故に移り、

関心が薄れてきているのが実態であった。そして、

ＮＹタイムズが‘トヨタで６ケ月も儲けさせてもら

った‘と言っていることが象徴的な表現であり、一

先ず大きな嵐は過ぎ去ったと言えそうである。然し

ながら、トヨタ品質問題を契機に、各メーカーが品

質やリコール問題に神経質になってきていることだ

けは間違いない。 
一方、日米の文化の違いによる見方にも大変興味

があった。特に、リーダーの違い・マスコミ対応の

違い・訴訟弁護士の存在が日米での認識の違いの要

素であると思われた。 
米国型のリーダーシップとは、自らが行くべき道

を示すことであり、決断の裏付けとなるデータや意

見を部下に求めることがあっても、決断を皆で相談

して行うことはないそうだ。従って、大きな問題が

発生した時には、最初にトップから説明を行うのが

常識である。トヨタの場合、最初に部下が説明をし、

その説明が充分ではなく、更に廻りがトップの出番

を遅らせてしまった。トヨタの会見は素直にマスコ

ミの質問に答えるだけであり、自らの説明や PR を
することを忘れていた。米国のトップはマスコミ対

応の訓練をしており、記者会見とは、企業側からＰ

Ｒや主張をする場でもあるのだ。この二つの観点か

ら見ても、トヨタの対応は米国式には適っていなか

ったようである。もう一つの厄介な問題は米国が訴

訟社会であり、多くの訴訟弁護士が和解金目当てに

問題を物色していることである。因みに、民主党議

員の多くは訴訟弁護士の出身であり、訴訟弁護士団

が民主党の支持母体にある。これらは勝訴が目当て

ではなく、和解をして高額の和解金を稼ぐのが目的

となってしまっている。一方被告側の弁護士も、裁

判が長期に亘れば費用が高額になるので、クライア

ントに和解を勧めることになり、双方とも最初から

100％和解を目指したものになる。又、和解金を沢
山獲得するには、できるだけトヨタのような‘鴨‘を

困らせて問題を大きくすればよい。この点からも、

必要以上に騒いだり、多くの演出もあったように思

われる。  
大きな嵐が過ぎ去り、和解に持ち込めたとしても、

解決には４～５年は要するといわれている。現在、

連邦地方裁判所への訴えは 300件以上、州裁判所へ
は 100件以上に上る。これから始まる具体的な原因
と責任の追及に対し、トヨタがどのように対応をす

るのか注目したい。何れにしても、日本企業もグロ

ーバル経済が進む中、リーダーのあり方、マスコミ・

リスク管理の対応力が問われているように思われる。 
◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆

 
 
 
１０月２２日(金)広島大学大学院社会科学研究科教

授 井上善海氏をお招きし、「経営品質実践セミナー

～人を大切にする経営は危機に強い～」を開催しま

した。講演の概要は次のとおりです。 

○戦略面での視点を変えることの重要性を知る 

 企業が戦略を策定するにあたって重要なことは、

3+3=｢6｣のように式があって答えを求めていくので

はなく、｢6｣=2×3,7-1…というように、まず答えが

あって、次にそれに見合う式をつくっていく、つま

り、戦略とはこの式の部分を指す。例えば、「5年後

に上場する」というのが答え（目的）の部分、次に、

上場するにはどうしていくかというのが式（戦略）

の部分。戦略を策定するにはこういった視点が必要

である。 

○事例で学ぶ人を大切にする経営 

 「社員の幸せ」→「顧客の満足」→「収益」をも

たらすという好循環を生み出している企業として、

愛知県にある工作機械メーカーの西島株式会社、福

岡県にある食品メーカーの株式会社ふくやの 2社の

企業事例について解説していただきました。 
 
井上先生は西日本生産性会議のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとして

みなさまご存知の方でございますが、先生は日本各

地のいろいろな企業に実際に足を運んで、生の企業

に触れて研究をすすめておられるとともに、ご自身

も経営コンサルタントとして、実際に経営に携わら

れていることから井上先生の講演は非常に説得力が

あり、かつ、とてもわかりやすいものでした。 

  

 役員リレー寄稿 

経営品質実践セミナー 
第１１期シリーズ第２弾 経営戦略編 開催
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・

 

 

経

２

～

日

場

会員参加料： 15,000円 

講 師：経済アナリスト シンクタンク藤原事務所 

会長 藤原 直哉氏 

ダーシップの基本的な考え方 

 ・量子力学から考える社会科学の常識 

 ・カオスとは、フラクタルとは 

国際会議場（広島市中区中島町1-5） 

会

ス発散法 

営幹部養成講座 

幹部の使命と実務～ 
 時：１１月１８日(木)１０：００～１７：００ 

  所：広島市文化交流会館[旧 広島厚生年金会館] 

（広島市中区加古町3-3） 

員参加料： 15,000円 

 師：株式会社経営エンジン研究所 代表 

   小笠原／河原事務所 代表税理士  

小笠原 士郎氏 

 容：  

．不況に動じず、企業の中枢となる経営幹部の姿 

．全社の判断軸となる企業理念を復興する 

．経営の意思は、経

が経営ビジョンをなし遂げるための７つの技 

．企業の未来を築くために 

代の潮流とリーダーシ

時代に 今 必要なこと～ 
時：１２月９日(木)１３：３０～１７：００ 

 所：広島国際会議場（広島市中区中島町1-5） 

 １名様まで無料(２名様以上8,500円) 

 師：経済アナリスト シンクタンク藤原事務所 

会長 藤原 直哉氏 

 容：  

 ・リーダーシップは、想念を形にすること 

 ・斬り役と斬られ役 

 ・ピラミッド型社会のリーダーとは 

 ・相乗効果と潜在効果の関係 

 ・横型リーダーシップの構造 

 ・カオスと秩序 

健全な組織をつくり進化し続けるために  

 ・リーダーシップとマネジメントの違い 

 ・数字と言葉 

 ・やる気の方程式 

 ・人の結び方 

 ・想いと行動の関係 

 ・失敗するパターン、成功するパターン 

 ・変化と進化 

 

 

感動の三部作（平成２２年度第３回） 

～潜在能力が顕在化すると仕事が変わる～ 
日 時：１月２７日(木)１３：３０～１７：００ 

場  所：広島

「

１部 激変する政治・経済のゆくえ    ～今まで、知らないうちに 
の経済・社会情勢を現場の

とに鋭く解説。 も

今、何が変化をはじめ、近い将来にどういうことが

起こるかを予測 

経営を成功に導く最新のリーダーシップ 

ネジメントだけでは、この環境変化を乗

り越えられない 

新しい時代のリーダーシップの真髄 

営品質実践セミナー（第３回） 

１世紀型リーダーシップの基本と真髄 

人のやる気を引き出し組織を調和させる新のリーダーの姿とは～ 

 時：１２月１０日(金)１０：００～１７：００ 

  所：広島商工会議所（広島市中区基町5－44） 

自分が失敗するように取り組んでいた～ 

４．ストレ

内 容： 

２１世紀型のリー

員参加料： 8,500円 

講 師：ハッピーライフ研究所  

所長 大久保 正剛氏 

内 容：  

１．言葉やイメージの大切さを体感 

   ～自分には、こんなすごい能力がある！！～ 

２．潜在意識の重要性をわかりやすく解説 

   ①潜在意識とは何か②潜在能力を引き出す秘訣 

３．普段、何気なく使っている言葉やイメージの重要性 

   ～潜在能力を発揮する前に、 

まず、心のシコリを解消～ 

５．仕事をして得られる喜びとは 

６．明確な目標を持つことの大切さ 

７．今日から自分でできるイメージトレーニング法の体験 

経営革新」講演会・セミナーのご案内 
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