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外国のビジネスマンが見た日本社会                 08 年 11 月 12 日 

   ＜ 其の二 ＞                       山 本 利 久 

第一回(其の一、HP に掲載済み)は本年 7 月 9 日に行なわれた。従って今回の分はページが

前回分と連続している。念のため、｢はじめに｣を繰り返し記載した。 

はじめに 

このレポートは昨年 5 月スマイル会で発表した｢体験的日本人・日本社会論｣の姉妹編であ

る。今回は日本人・日本社会を海外のビジネスマンが日常業務を通してどのように観察し

ているかについて調べ、合わせて私見を述べたものである。使用した資料は日本経済新聞

に掲載されている『Nippon ビジネス戦記』で、今回は 1998 年分から選別した。計画では

更にその後も同様な手法で、グローバリゼーションの進展する中、世界的座標軸の中で日

本人・日本社会の在り様を追求する予定である。 

レポートの方法は暦年毎に或いは 2,3 年をまとめて主なテーマを絞り、彼等の考察を紹介

し、コメントを付けることにした。そうすることでその期間に起きた事柄も再確認できる

よう配慮した。スマイル会での活発な議論を期待したい。 

1998 年 

３．背徳の責任は誰が負うか；イザベラ・ユペルツ、ベルギージェネラールグループジャ

パン社長 

 ｢出るくいは打たれる｣と言う言葉に象徴されるように、日本では団体行動を乱さないこ

とが尊重されるようです。社会人としての評判は仕事上の人間関係と共に築き上げられ、

人の価値は如何に人々の賛同を得るかにかかってくるのではないかと思います。 

 我々外国人が日本企業の莫大な接待費や交際費について驚く時、何時もこう言われます。

｢外国では昇給の形で表れる仕事の成功は、日本の年功序列の給与体系の下では、地位や

肩書きなどに表れます。昇給に代わるものとして、仕事の付き合いに必要なハイヤーや

ゴルフ接待、国内外の旅行などの費用を会社が負担するのは日本のビジネスのやり方で

す｣ と言うことで、皆が不景気と言いながら、こういう予算を当たり前のように使うの

を、経営者の立場にある者として、いつも不思議に思っていました。 

 その背景の中で、最近の企業及び官僚スキャンダルに際して、今度は急に個人が責任者

にされています。行過ぎた接待や醜聞隠しのための総会屋との取引で、会社のために役

割を果たした個人が結局、攻撃されています。もし断れば、所属する組織から自動的に

拒絶されることになります。社会からはじき出され、家族も辛い目に会います。彼等に

他の選択はあったのでしょうか。 

 それとは反対に、公的な謝罪の後で責任を取って辞任した幹部が、後に脚光を浴びて再

登場するのを何度も目にしました。それについては、だれも議論しません。 

 逆に｢公務員の一件当り 5000 円以上の接待･贈与について報告義務を課す｣といった、極

端な規制に走っています。妙ですね。 

 日本の報道関係者や世論は、なぜもっと根本的な問題点に目を向けないのでしょうか。 
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 コメント；鋭い観察です。ただその後事情は急速に変わりつつあります。接待費、交際

費は大企業のケースでは損金算入限度が大幅に引き下げられています。それでも課税対

象となる交際費・接待費はあります。タクシー代、遊興費なども過分なものは、例え営

業用であっても、個人所得に計上される恐れも出てきました。80 年代このことが国際的

な批判を受けた際、日本の特異性をして挙げた識者もいました。いわく、｢日本社会は交

際費・接待費を設け客先等との折衝をしているから厄介な問題が表面化することもなく、

全てスムースに行く。米国などでは、それが無いからどうしても社外弁護士を高い報酬

で雇うことになる。日米がこの面で使う金額はほぼ拮抗している｣と。ただこうした説は

とても国際社会では受け入れられません。次に｢出るくいは打たれる｣日本社会も変化が

少しずつ進んでいます。終身雇用、年功序列に代わり成果主義、能力主義が徐々に定着

した結果です。ただ日本の場合、多くの不正行為や贈収賄は個人の資産を増やすためと

言うよりは、会社の利益のために行なわれることが多い。この点欧米の事情とは逆の関

係にある。また欧米ではセックススキャンダルの比率がかなり高い。公的謝罪をして辞

任した会社幹部が復権するケースは少なくなっているが、これもやはり、会社のために

犠牲になったとの認識から、その救済を考える日本的仲間意識が強く背景にある。 

 最近の企業、専門家、役人に絡むスキャンダルの特徴として、消費者、ユーザー、納税

者との利害に絡むものが内外で急増している。更に発覚の原因も多くが内部告発による

ことも共通した現象である。そのため米国の厳しい企業改革法(エンロン事件に端を発し

た)の導入以降各国で内部統制の機運が一段と高まってきた。 

 最近話題となった中央省庁の役人によるタクシー利用に絡む不祥事は、筆者の指摘する

ごとくわが国では依然として根本問題が未だ解決されていない証と言うことか。 

４．危機意識乏しい日本；同上 

 久し振りに日本に戻り、海外から見た日本と、現実の日本が余りにもかけ離れているこ

とに、愕然としました。海外の主要紙が、金融危機と不況の波に飲まれた日本、沈みか

けたタイタニックなどと報道する一方で、当の日本では、危機意識が全く感じられない

のです。私はこの認識のギャップで、日本が孤立して行くことを危惧しています。 

 今両極端な二つの日本のイメージがあります。一つは、成長率こそ低いものの、世界の

GDP の 16％を占め、輸出競争力、貿易黒字、外貨準備高のいずれも強固な、世界第二位

の経済大国です。高い教育水準を誇る保守的な有権者らは、先日の参院選で少し変化が

見られたものの、依然として危機意識が希薄です。急激な変化よりは寧ろ穏やかな改革

を望み、何とか日本が勢いを回復し、21 世紀を迎えるだろうという楽観的な将来像を描

いています。 

 他方海外のマスコミはリーダーシップの弱体化と政治制度の行詰りから深刻な日本の現

状を強調し、重い税負担や医療費負担、低金利や年金制度への不安を抱え、ますます貯

蓄の殻にこもる日本の有権者達を描いています。 

 しかし 1991 年以来、7 つ目の景気刺激策を打ち出したにも拘わらず、いずれのシナリオ
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をとっても、国内外の信頼を得るには至っていません。この状況にあって、官僚や政治

家の結果に対する責任は何処にあるのでしょうか。具体的な行動計画が日本国民及び世

界に伝わらない限り、この不安はいつまでも残るでしょう。 

 一体いつ、日本が成熟した経済大国としてアカウンタビリティー(説明責任)を示すので

しょうか。このグローバル化の時代、他のアジア諸国が必死で日本のリーダーシップと

支援を求めているのに、沈黙するときではありません。 

 コメント；10 年経った今の日本の現状と基本姿勢に変化が見られないのに驚かされる。 

 ①当時の現状に関し、日本の内外の認識に大きなギャップが存在することはすでによく 

知られたことです。これだけ国際化が進んで人の交流が活発となり、外国メディアの

報道があるにも拘わらずどうしてこのようなことが起きるのか。一つは日本国、日本

人が傲慢になり、今や諸外国に学ぼうとする姿勢を失ってしまったこと。経済成長に

息切れを感じつつも、現在の生活、生き方に満足する現状肯定派が過半数を占めるに

至ったこと。日本の将来像を自ら描けなくなってしまったこと(創造的思考の欠落)、

これまでの反動が出てきたことなどがその原因として考えられる。 

 ②相次ぐ不毛な景気刺激策と政治家、官僚の結果責任 

  日本社会に結果責任を追及する土壌がない。欧米では、政策の失敗などは当然、選挙

の洗礼を受ける形で実現する。ところが保守化した日本社会の選挙民は総じて実に寛

大だ。政党ベースの政権交代を好まない。このような例は先進諸国にはあまり例を見

ない。その上政治家より実質的権力と情報を持つ官僚は選挙民のコントロール外にあ

る。本来国民の代表であるべき国会議員(地方議員を含む)は派閥を形成し、特定の権

益と結びつき、真に国民のための立法、行政を疎かにしている。そして本来行政府(国

民の)の代行機関であるべき官僚機構がいつの間にかあたかも主権者の如く振舞って

いる。 

  その上に不可解なことは、洋の東西を問わず近代社会においても、政策の失敗や愚策

があっても責任を問われていないのだ。 

 ③成熟社会への道 

  社会を構成する選挙民が自我に目覚め、自ら思考・判断し、責任ある社会人として行

動しうる見識、教養、プライドを持つことこそ肝要である。そのための人材育成投資

が必要。現状は個々人が経済大国世界第二位のレベルにまで達していないことであろ

う。 

５．起業家は好まれない？；テリー・ロイド、リンクメディア社長 

  近年日本では多くの起業家が生まれている。例えば全財産をなげうってインターネッ

トプロヴァイダーを始めた若者達だ。しかし、今の日本、設立間もない企業の財政難

は深刻だ。起業家は銀行から敬遠され、ベンチャーキャピタルは、設立から 3－5年た

ってあまり助けが必要でない企業にしか投資しない。 

  米国では起業家はヒーローだ。ゲイツやデルに憧れて起業家を目指す人も多い。彼等
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のエネルギーが雇用創出に繋がり、斬新なアイデアや技術力が国の活力となっている。

米政府もそのことをよく知っており、97 年には設立間もない企業向けに 5 万件の融資

を行なっている。 

  一方日本では政府や銀行は”アンチ起業家”だと思えるような経験ばかりだ。資金不

足、M&A に不利な税制、画一的な教育が生み出すリスクを恐れる社員など、全ての障害

作りに彼等が関わっているのではないかと言いたくなる。 

  83 年に 25 歳で来日して以来、私は日本で 4社設立したが、3社目は外資系企業のため

にシステムインテグレーション業務を請け負う会社だった。設立時 7 人で始めた会社

は急成長し 5 年後には従業員 150 名になった。多くの有名企業を顧客としていたが、

成長に見合う運転資金を確保するには何時も苦労した。 

  私は外国人で何んの担保も持たず、新しい会社だったため銀行の融資を受けるのが非

常に難しかったのだ。結局米国の大企業から買収の話があり、応じた。売却によって

えた利益で私は新しい企業を興し、従業員は大企業に職を得た。 

  だが、日本では、会社売却は志半ばで挫折したと言う否定的なイメージで受取られる

のには驚いた。その一方で、最近は仲間の起業家の間でも真剣に売却を考える人達が

出て来て助言を求められることも多くなった。日本では起業家は好かれないようだ。

他の起業家以外には。 

  コメント；10 年経っても日本の状況に大きな変化はなさそうだ。 

① 設立間もない企業の資金調達が日本では当事者にとって大変な問題だ。各種成功例

やベンチャーキャピタルの出現にも拘らず、日本には決定的にリスクマネーが少な

く、そのシステムが出来上がっていない。つまり発想の転換(担保主義からの脱却)

が無いため、名前は変わっても伝統的な資金ソースに頼らざるを得ないのだ。商社、

企業或いは金融機関などの設立したベンチャーキャピタルでもシードマネーはお

ろか初期段階の資金の提供にはなかなか応じようとしない。公的基金の提供も米国

並みには行かない。 

② 行政、金融機関の基本的姿勢は石橋を叩いて渡るもの。日本の風土はなかなか変わ

ろうとしない。これには教育も関わっている。逆に米国では企業を一種のコモディ

ティと見るところがある。従って、M&A による企業買収もある種の商品取引だ。更

に起業は新商品の研究開発とみて、極めてシンプルに考える。商品が良ければ、直

ぐ買い付けを行なう。最近でも残念なことに日本では廃業の数が起業を上回る事態

が続く。 

米国の例を見ると、多くのケースで起業段階、育成段階、拡大段階と企業の成長に合

わせて経営者、投資家などが変わる。日本では伝統的に起業家は株式の公開時までは

当然、更にその後も可能な限りその会社の経営者であり続けたいと考え、世間もそう

期待する。こうしたエトスは簡単には変わらない。だから日本システムは悪いとは言

い切れないが、起業の絶対数が少ないとなると再考せざるをえないだろう。 
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６．手続き減らし活性化；マシュー・グッドマン前掲 

 優秀な社員に 2，3年東京で勤務するよう説得するのに苦労している外国企業が多い。東

京と言えば恐ろしく過密だし、生活費が高いという先入観が社員にも配偶者にもある。

東京に行くより、本国で勤務するか、欧州やアジアのもっと快適な都市で勤務する方が

良いと考えている。ところが東京に来てみると、本当に暮しやすく、働きやすい。社会

や文化に触れる機会はいくらでもある。犯罪はほとんどない。日本の人たちは皆親切だ。

ビジネスの面でも、これほど面白く、遣り甲斐のある都市は世界でも数少ない。 

 しかし、東京で働く外国人が苛立つ点も無い訳ではない。その一つは、官僚の力が強過

ぎることである。例を挙げよう。日本に来て 1 年経って、｢在留期間の更新｣許可が必要

だと言われて驚いた。日本に赴任する前に、ワシントンの日本大使館で 5 年間のビザを

取っていて、有効期間が後 4 年もある。区役所で期間 3 年の外国人登録証も取った。国

外出張に備えて、再入国許可も取っている。この上何故、｢在留期間の更新｣許可が必要

なのだろう。理由は未だに分からないが、規則とあらば仕方ない。入国管理事務所に行

って 1時間半ほど待たされ、ようやく許可を申請した。2週間後に、今度は 2時間以上待

たされて許可をもらい、4000 円を支払った。 

 入国手続きが厳しいのは、日本だけではない。問題はこういう重複した手続きは、日本

を｢官僚の天国｣とし、ここだけは｢外国人ビジネスマンの地獄｣にしてしまっている点だ。 

 日本は外国企業の直接投資が欧米に比べ極めて少なく、GDP 比で 1％に満たない。日本経

済の活性化が急務になっている今、不要な手続きを減らし、外国人ビジネスマンにとっ

ても日本人ビジネスマンにとっても日本が天国になるようにすることは、緊急の課題の

はずである。 

 コメント； 

① 東京の生活、ビジネス環境の実態が必ずしも正確且つ充分に海外で報道されていない

のはどうしてなのか不思議だ。外国メディアの問題もあろう。また公的乃至は民間に

よる日本の海外 PR が不十分なのかもしれない。この点は再検討が必要だ。面白いこ

とに先述した(4)コペルツさんの感想(危機意識に乏しい日本)を読むと、海外メディ

アは日本の抱える問題を突っ込んで取材し報道している点とのコントラストだ。 

② 外国人の対応については、各国で相当程度の差が出ていることは事実であろう。私の

体験に合わせてもそうしたことが歴然である。伝統的にも歴史的にも海外に開かれた

経済国家では外国人に対して比較的寛容である。ただここで指摘された日本の官僚機

構の縄張り争いの結果が外国人の対応にまで出ることが多いとすれば、これは国内問

題である。従って日本人であっても“役所仕事”として、同様な感じを持つ人も多い。

縦割り行政の改革は国際社会で行き抜くためにも避けて通れない問題である。 

③ マスメディアの役割：国際交流が進み、人の往来が活発化した昨今だが、多くの日本

人は諸外国の情報を依然として、日本語を媒体として入手している。それはそれで重

要な情報であるが、真相をリアルに、そしてその背景までよく理解して捉えるために
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は、もっと海外メディアの情報を直接摂取する必要がある。そのための語学教育が一

刻も早く確立されなければならない。最近ではテレビなどでも音声二重放送の時間帯

も増えてきているので、語学研修という点からも大変結構なことである。現状はしか

しながら、一般市民は間接的手段にほぼ 100％依存している。逆に日本に関する海外

向け情報は量、質いずれの面を取ってみても極めて貧弱で、今後国家プロジェクトと

して最大限の改善を図ることが求められる。 

７．｢無形商品｣質の差認めて；ブルース・ホルコム、前掲 

 日本ではサービスや抽象的な商品をあまり評価しない傾向がある。形のある工業製品以

外のもの、例えば、アイデアや情報などの価値設定に質の差を反映させるのは非常に難

しい。これは翻訳やコンサルティングなどのサービスを提供する会社を経営していて痛

感することである。 

 工業製品であれば、高級車は値段が高く、手軽な軽自動車は安いということが当然のこ

ととして受け入れられている。一方、本当に価値ある情報やサービスにお金を出し惜し

む。 

 某官庁が翻訳を業者に依頼する際、訳を印刷した紙の重さで価格を決めようとしたと言

う話を聞いたことがある。この話が本当かどうか分からないが、無形の商品に対する日

本人の考え方の一端を示している。 

 架空の相見積もりを作る習慣も、このことに関係がある。例えば、ある団体が英文のパ

ンフレットを製作するとしよう。正式に数社から見積もりを取ると、兎に角一番安い金

額を提示する業者を使わなければならない。決定を下す判断基準が値段しかないからだ。

だが価格は高めでもデザインや翻訳の質がよい特定の業者にどうしても発注したい場合、

懇意の取引先などに頼んで、その業者が提示するより高い金額の見積書を出してもらう。

価格だけで判断する経理部の承認を得るためである。 

 頼む側も頼まれる側も悪気は無いのだが、サービスの質に対する客観的な評価基準がな

いから、質の高い仕事をする業者を使うためにはそうするしかない。こうゆうことをす

るのは組織の体質が古く硬直的なところが多い。 

 この作業には相当の時間が掛かるだろうし、第一、使う業者を決めているのに相見積り

をとるなど無駄である。無形の商品に対して質の違いによる価格差を認め、効率が悪く

商業倫理にも反する架空の相見積り作成のような悪習慣をなくしてはどうだろうか。 

 コメント； 

① サービス、情報、アイデアなどに高い価値を認めず、一般的商行為に付帯するモノと

して無償を求める慣習は私も屡体験したことだ。通常こうしたものは無形である。た

だ日本の伝統が無形なものに価値を認めていないと言うわけでは決して無い。寧ろ眼

に見えないものにこそ真の価値があるとする考え方だ。信頼、信用、暖簾、人柄など。 

② 相見積りの慣行は今では減ってしまったと思うが、尚あるとすれば問題はその根本に

ある制度、組織から改革しなければならない。経理部が入札金額だけを見て、低い提
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示価格を出したところに落札させるとしたら問題だ。現在は先進国と同様、入札事業

に関わる全ての部門が初期段階から参加して審査するのが、官民を問わず当たり前と

なっている。ただそうは言っても部門間の力関係、人脈が依然として関与することは

ままある。ここに依然として癒着構造の温床がある。更に発注者の評価能力にも問題

がある。そこで最近では第三者に評価依頼をすることも起る。 

③ 入札の難しさが如実に出た進言だが、我が国では依然として評価の基準並びにプロセ

スに不透明さがある。更にフォローアップも不十分で、結果に対する責任追及や評価

は殆ど行なわれていない。これは民間企業でもあまり変わらない、今後の課題。 

８．今なお残る”鎖国“感情；ブルース・ホルコム、前掲 

 フリーで会議通訳の仕事をしていた 85 年、日本人の共同経営者と通訳・翻訳の仕事をす

る株式会社を設立、代表者になった。この時外国人に対する不公平な制度に直面した。 

 オーストラリアでは弁護士に頼めば 2 日もあれば会社を設立できるが、日本では発起人

や一定以上の資本金を集め、印鑑証明を取る必要もあってそれだけでも非常に面倒だっ

た。最も大変だったのが、ワーキングビザから経営者ビザへの切替えである。 

 商法に基づく会社の設立の条件をようやく整えたと思ったら、経営者ビザの取得には、

会社の資本金が 1億円以上、年商が 10 億円以上など別の条件があると言う。これでは海

外に本社のある大手企業の日本法人の社長にしか経営者ビザは取れない。私のように、

日本でゼロからビジネスを始める外国人は事実上、締め出される。 

 入国管理事務所に抗議して、すったもんだの揚げ句、｢日豪関係親睦のための会社である｣

という旨の駐日豪大使の手紙があれば、6 ヶ月有効の経営者ビザを発給すると言われた。

多くの日本企業が豪州で収益を上げているのに、豪州人が日本で事業をするには、利益

ではなく親睦が目的でなくては駄目だった。 

 こうした｢鎖国｣は、ビジネスを始めてからも相次いだ。例えば、FAX 機械のリース。私が

社長で株式の 70％を保有していたのに、リース契約には共同経営者である日本人の印鑑

が必要と言われた。この状態はずーと続き、4年前、彼が経営から手を引く時も、すんな

り私の印鑑では OK とならず、納得がいかなかった。 

 現在経営者ビザの取得手続きはかなり変わって、簡単になっているそうだ。速度こそ非

常にゆっくりだが、改善の方向に進んでいる。外国人経営者が日本人と同様に事業を展

開できる環境が更に整えられることを期待したい。 

 コメント； 

① この指摘は大変重大だ。各種改革が法規上、制度上なされても実施段階になると政府

の方針や法規の基本理念、精神が現場段階で欠落し、旧態依然とした対応しか取られ

ない事態も起きる可能性があることを示唆している。改革の実行がどうなっているか

を継続的にフォローし、評価されなければならないが、こうしたことが行なわれるこ

とは現実には極めて稀である。 

② 私の海外経験からも、同じような問題が発生したことがある。その時は更に事態は深
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刻で外国人の受け入れを積極的に行なう必要も無いし、実際していないとまで言いた

げな雰囲気であった。表面上はいざ知らず、先進国でも内国民待遇とは言ってみても、

どの国も実質的に外国人に対するバリアーがある。更に一般市民も外国からの居住者

に対して本音は平等とは認識していない。 

③ 経営者ビザを必要とする国があるが、更に現地語による専門分野の試験をパスするこ

とを求める国もある。日本人に取り現地語が英語であればある程度の時間を掛け、努

力すれば何とかなろうが、英語以外の現地語となると話は違う。ドイツはそうした国

の一つであった。外資系の金融機関の長はドイツ語による口頭試問にパスすることを

求められた。 

通常このような場合には双方でリシプロシティー・ルールに基づき、相手方にも日本で

同様の要求を行なえばよいのだが日本当局にはそれだけの見識も勇気もない。 

９．不可解な長時間残業；チップ・サンダース、デルコンピュータ社長 

 日本のビジネス慣習でどうしても理解できない点が一つあります。長時間残業するサラ

リーマンがかくも多いのはどうしてでしょう。たまに夜遅く社を出ると、駅に向かって

歩く人波みが延々と続き、オフィスビルの窓の中では人々が立ち働いているのが見えま

す。理由の一つは、日本のサラリーマン社会に独特の｢ノーライフ｣と呼ばれる時間感覚

でしょうか。私はもともと朝型で、ラッシュを避けて午前 7 時には出社、その分早く帰

って妻の料理を楽しむよう心掛けています。欧米のサラリーマンは、家族や自分の時間

を確保することで生活にバランスを持たせ、そのためには、限られた時間のやりくりに

大変な努力を払っています。勤勉な日本人もこの意味ではかなり怠慢です。 

 最近はもう一つ、リストラの結果、残った従業員一人当たりの仕事量が激増する現象が

あるようです。欧米企業のリストラと違い、日本では｢リストラ＝人員削減｣で、情報シ

ステムなど業務の効率化なしに人を減らしてしまうようです。これでは残された従業員

が疲れ果ててしまうのは当然です。不況下なればこそ、情報投資や業務プロセスに見直

しによる効率化と競争力強化が望まれるのです。 

 かく言うわが社でも、情報システムや業務の見直しは正に終わりなき戦いの様相を呈し

ています。そこで気付いたのは、システムの変革以上に社員の心構えを変えるのが一仕

事だと言うことです。 

 新しい業務プロセスは、その目的を正しく理解していない社員にとって新たな負担とし

か映りません。日頃から、経営方針や戦力等の情報を社員と共有する仕組みを作り、そ

れが顧客と社員の満足の向上に直接関わると言うことを教育することが大切です。そし

て初めて、どんな変化に対しても社員が即応するようになるのです。その鍵を握ってい

るのは、最前線のマネジャーの理解度だと言えるでしょう。 

 コメント 

① 日本の慣習化した長時間残業は、単に企業だけの問題に留まらず、今や大きな社会問

題だ。この問題の解決なくして健全でゆとりのある家庭、社会人生活、地域社会の構



 9

築はならず、そして日本は真の意味での一流の経済大国にはならない。サラリーマン

にとって、これはワークアンドライフ・バランスの問題だ。一日も速い解消が望まれ

る。 

② リストラに対する根本的理解とアプローチの彼我の差は大変興味がわく。日本の実情

は余りにも、非合理的で、個人に犠牲を強いるものであり、非生産的である。長時間

労働の慣習がやがてサービス残業を生み、延いては“過労死”、“家庭・地域社会の崩

壊”と言う社会問題に発展する恐れがある。ある意味でこの慣習は“村社会”の発想

から出たものであろうが、多くの場合残業をすることで勤務評価が上がるとした前近

代的考え方が一部に依然存在し、更に残業終了後の飲食・歓談が大変重要な非公式の

コミュニケーション場ともなっていて大変根が深い問題だ。異常な残業を発生させる

ことでマネージメントがその責任を問われることが無いのが如何にも日本的である。 

③ リストラとその後の対応措置を真に理解せしめるための経営者と従業員のコミュニ

ケーシャンは殆どない。更に人員整理を会社は特定な個人の仕事として強要し、問題

の真相を理解しようとしない。その上我が国では労働市場の流動性も米国などと比べ

著しく貧弱で、特に高齢者は再就職の機会は殆どない。また職業訓練の機会も限定的。

今やチームプレーに基づく伝統的日本のよさを欧米企業が横取りし、本家がその精神

を忘れかけていることが心配である。 

１０．｢終身雇用｣も一長一短；ジョン・スティック、日本 TI CMO 

   日本の伝統的な職場環境にはいろいろユニークなものがあり、それぞれ長所短所の両

面を持っていると思いますが、きこでは｢終身雇用制｣と｢合議制｣について取り上げて

みます。 

  先ず｢終身雇用制｣ですが、その概念は良いと思います。長期に渡り勤務する社員にと

って会社の成功は望ましいことで、そのために献身的に働きます。その結果、ずっと

一つの会社のために働くことになり、転職率は低くなります。ただ社員は勤勉に仕事

をし、多忙を極めますが、時として、あたかも忙しいこと自体が大切であるかのよう

に見えることがあります。それは、その仕事が果たして会社にとって意味のある重要

なことであるのかと言う以前の話です。 

  社員はそれぞれ、自分がやっている仕事の意味と誰がその仕事の成果の｢ユーザー｣で

あるのかを充分に理解しなければなりません。そしてユーザーは何を本当に必要とし

ているのかを知らなければなりません。その成果の最終ユーザーにとって意義のある

仕事となるよう努めるならば、職場全体の能力と効率は向上することでしょう。 

  一方、日本の[合議制]はグループの進むべき方向を確りと決めるものとなっているよ

うです。一旦こうと合意されれば、関係者全員が何故その仕事が必要で、何をしなけ

ればならないかを理解しているため、仕事は期日までに成し遂げられます。 

  しかしこの合意に達するまでに内部のコミュニケーションと時間が必要で、結果的に

煩雑で手間のかかる割には合意した方向に向かって少ししか進めないと言うこともあ



 10

るようです。その上、合意プロセスの間に、年長者が若く積極的な社員に批判的な立

場をとり、出鼻を挫いてしまうことも起こったりします。将来を担う若い社員の心意

気は大切です。その積極性によって、会社の未来が開けてくるのですから。 

  コメント； 

① 米国でも中小企業や地方企業では終身雇用制を採っているところも沢山ある。しか

しグローバルな大企業には原則としてありません。従ってそのよさは米国でも重々

承知されているわけです。ここでは取り上げられていないが、｢年功序列｣も日本企

業の経営システムの中で同様に重要な制度であった。その結果若年者の抜擢上、そ

れが障害の一つとなっていたことも事実である。 

② 合議制はあまり欧米企業では見かけない。責任の所在(特にチームより個人をター

ゲットとした)を明確にした組織、スピード経営に徹していること、効率性重視な

どの経営哲学が支配的なためである。我が国では役員に法律上意味を持たない役職

をやたらと付ける。一方個人責任の明確化を極力避け、集団での責任にしたがる。 

その為、CEO, CFO, COO,CMO などは人気が無い。 

１１．｢朝令暮改｣は当たり前；チップ・サンダース、前掲 

 ｢朝令暮改｣は一般に一貫性が無い、方針が定まらないと言ったネガティブな意味合いで

使われる言葉です。しかし、わが社では、この｢朝令暮改｣が当然のこととして認められ

ています。実は、私達はパソコン業界をはじめとする情報関連ビジネスの世界において、

ビジネスを展開していく上で、｢朝令暮改｣なくしてはこの業界の変化のスピードに対応

できないと考えているのです。例えは、実際に、私が米国にいる上司のデル会長と早朝

に電話会議として、その結果、これまでの方針をすぐその日のうちに変更する、と言っ

たことは日常茶飯事です。 

 ｢朝令暮改｣を苦痛に感じる方は情報化時代には不向きかもしれません。変化を当然のこ

ととして受け入れ、変化を自分の生活の一部として受け入れられる柔軟な発想の出来る

人たちがこれからの時代を先導していることでしょう。時代の流れと共に社会の価値観

が変わっていくように、ビジネス界でも情報化時代に見合う頭の切り替えが要求される

のです。 

 コメント；未だに伝統を守り、｢朝令暮改｣をする会社或いは人を節操の無い、座標軸の

無い会社、人と侮る面が日本社会にはある。最近では、しかしながらさすがにビジネス

の社会、特に情報産業のような変化の激しいところでは｢朝令暮改｣を実行している企業

もあるようだ。企業も製品も消費者動向もそのライフサイクルが急速に短くなってきた。

生き残るためには、経営理念、目標を頻繁に変えることは出来ないが、戦術、計画等に

ついては社会の変化、市場動向、競争相手の動向などを常に正確に捉え、迅速に対応す

る柔軟性がこれまで以上に求められる。社会人としても、芭蕉の言う｢不易流行｣の考え

方を持ちたいものである。 

１２．規則への盲従おかしい；ブルース・ホルコム、前掲 
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 設備のよく整ったその公園で子供たちがサイクリングコースで遊び始めた。すると職員

が来て自転車の持ち込みは禁止だと言う。公共の場である公園で、自転車を有料で貸し

出して商売をするとはとんでもなりと思った。 

 職員の注意を無視して子供たちをそのまま遊ばせておいたが、好奇心が働いて、自転車

の貸出し窓口に行ってみた。聞くとなんと貸出しは無料だとのこと。それで個人の自転

車を持ち込んでいけないとは、一体どういう根拠による決まりなのであろう。その上、

コースのコンディションは完璧なのに、雨上がり後、半日はコースを使用してはならな

いと言う。｢これが日本だ｣と思ってしまった。20 年以上この国に住んでいても、まだこ

うしたことで驚かされることがある。 

 忘れ物をしないように、ホームと電車の間が広いから注意するように、と言った事細か 

な電車のアナウンスは行き過ぎだし、プールで一斉に 1 時間ごとに休憩を取るのも、私

にとってはおかしなルールの一つに思える。保護的に規則のための規則を作り、例外な

く守らせると言うやり方を続けていては、個人の責任能力は育たない。 

 他方日本社会も急速に変わりつつあると感じることもある。顧客である、官庁の外郭団

体の担当者が交代したので、挨拶に行こうとしたら、新任の人に｢そういう時代ではない

ですね｣と断られてしまった。私達は前任者に挨拶に行かなかったことで叱られていたの

だが。 

 激動の時代、日本を本当に国際化するには、個を強くする必要がある。上からの一方的

なルールに無批判に従うという習慣を身近なところからでも考え直してみた方がよいか

もしれない。 

 コメント； 

 ご指摘は誠にごもっともと言うしかない。日本の民主主義の程度を反映したものと言え

なくもない。現に私も同様の批判を過去にも幾度と行なった経験がある。最初の引用事

例については、日本人はこうしたことを｢お役所仕事｣と嘆き、半ば諦めている。何を役

所に言っても始まらない。不愉快な想いをするだけだと考えてしまう。 

 電車のアナウンスは乗客を分別の無い大人と見ているのかと腹立たしくもなり、余計な

お世話だと言ってやりたい。最近では流石に私鉄でもこの種のアナウンスは減ってきた。 

 プールの話は市民プールなど公共の施設に多い。因みに私の通う民間のジムやプールで

はそうした休憩は無い。 

 最後の挨拶回りの話は面白い。私が現役時代には年末年始ともなると、よく中央官庁で

外国人ビジネスマンの挨拶回りに遭遇したものである。 

完 
 


