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日本経済は、ただ今、構造改革のまっただ中。急激な経済のグローバル化と情報化の進展

によって、戦後五〇年間、経験したことのない事態が次から次へと起こり、バブル崩壊の

大きなツケの処理も重なって、日本企業の社長は、ほっとする間もない。 

当面の最大の仕事は、言うまでもなく、抜本的な大改革である。 

こういう仕事に過去の経験則は通じない。 

そこで、数々の改革を手がけてきたプロフェッショナルにこの大仕事のマニュアルを作っ

てもらった。まず、社内の各事業の実力を正確に評価するところから始めるが、それとて

も理に叶ったやり方がある。 

どんな基準で、どう分類すればいいか。 

分類した後、どんな目標を設定すればいいか。さらにどんな荒療治が必要か。まずはご一

読いただきたい。そして勇気を出して一歩を踏み出していただきたい。 

 

①各事業を厳しく評価し、青、黄、赤の三つの事業に色分けしてみよう 
②社内外に数値目標を公表しよう 
③事業の撤退は一気呵成に実施し、同時に明るいビジョンを発表しよう 
④人材の発掘と抜擢は自らの手で 

 

孤独な社長の大いなる悩みを解決します 

 今どきの社長業ほど辛い仕事はない。未曾有の危機の連続、改革に次ぐ改革で、ほっと

する間もない。業績の下方修正で、株主総会やアナリストへの説明会ではひやひやの思い

をするし、組合に「なぜ去年よりボーナスが少ないのか」を説明するのも苦渋のときであ

る。さらに最近は、連結決算だの、時価会計基準の導入だの、新しいルールが適用され、

厄介だ。 

 しかも、社長が「右だ左だ」と言っても、皆、なかなか言うことを聞かない。役員以下、

事業部員にいたるまで、「ハイハイ、わかりました」と言うものの、日本の会社では現場や

事業部が実権を握っている。そもそも現場に対峙する社長や株主の「経営権」の概念が希

薄なのだ。 

 しかも、事業部は、事業のことは自分たちがいちばんよく知っていると信じ切っている。

一方、管理部門は、単なる職人集団になりがちだ。例えば、経理屋はテクニックの研鑚に

は熱心だが、事業の収益性を見極めるだけの眼力や度胸はない。かくして、社内のすべて

が決められた仕事だけを淡々とこなし、社長からの問題提起を真摯に受け止め、抜本改革



をやってみようと考える人はなかなか現れない。「全面的に変える」とか「抜本改革をする」

という概念自体が、巨大な現場オペレーション集団である日本の企業には欠けている。役

員にしても、営業一筋あるいは工場一筋という人が多い。役員になったからといって急に

大所高所からの経営判断ができるものではない。経営会議でも、どこの工場の原単位（製

品の一定量を生産するために必要な原材料やエネルギーの基準量）がどうしたこうしたと

か、あそこのプラントはそろそろ建て替えなくてはいけないといった、現場への思いが抜

けない。無理もないが、「株主価値の最大化」とか、「事業キャッシュフローの最大化」と

いった観点でものを考えている人は、稀なのである。 

 片や、社長はつねに株価の動きや株主からのプレッシャーに晒される。社長自らが証券

アナリスト向けに、鮮やかで大胆なビジョンを語れば、株価は即座に好感を示すし、反対

に業績低迷の言い訳をめそめそやろうものなら、急落する。社長の一挙手一投足を資本市

場は見ている。 

 また、多くの社長は、難問の解決を安心して任せられる人材がなかなかいない、という

悩みも抱えている。古参の役員は、もう役に立たない。多くは、右肩上がりのいい時代に

エネルギーを使い果たした「出し殻」（失礼！）のような状態で、口を開けば「もっとみん

なで頑張ろう」としか言わない。困ったことに、役員人事も年功序列なので、この人材不

足は、急には解決しない。また、優秀と目される若手社員がいて抜擢しても、本格的な事

業の再構築やＭ＆Ａ（企業の売却や買収）をやった経験自体は乏しい。かくして、社長の

悩みは尽きない。 

 考えてみれば、右肩上がりの時代の社長は楽だった。訪問客と銀行の接受が主な仕事で、

あとは会議で鎮座していればよかった。ところが、大改革の時代の社長業は打って変わっ

て激務である。しかも、多くの社長はこの激務に、ある日突然、就任する。「ＯＪＴ（オン・

ザ・ジョブ・トレーニング」でやっているうちに身につくよ」と先輩社長は言うが、昔と

は仕事の中身があまりに違う。そもそも、先代からの引き継ぎ事項の中にも、「大改革のや

り方」などという項目はない。 

 このような社長の悩みに応えて、前向きの構造改革を手伝うのが、私の仕事である。い

わば、「プロの改革屋」である。過酷な社長業を傍らで見ていて思うのは、大改革の時代の

社長業にはマニュアルのようなものが必要ではないか、ということである。 

改革の青写真はこう作る 

 よく、「改革にはトップのリーダーシップが大事」といった当たり前のこと経営コンサル

タントは口にする。かくいう私も、そんな一人だが、リーダーシップを発揮するには、数

字に裏打ちされた説得力のある改革の青写真をまず見せないとだめだ。これはどのように

して作るのか。これは「改革屋」の企業秘密に属するが、社長業にマニュアルが必要と言

った手前、少しここで披露してみよう。 

 改革の青写真は四段階で描く。まず第一には、社内の各事業の実力を評価する。第二段

階では、評価に基づき、いつまでにどれだけの収益を各事業が挙げるのか、という目標設



定をトップダウンで決めてしまう。第三段階では、各部門に任せておくと絶対にやれない

ような事業の買収や撤退などの荒業をやる。第四段階では、各職制部門に任せていては決

して解けない課題を括り出し、社長直轄の特別プロジェクトチームを編成する。そこに次

世代のリーダーの人材を抜擢して据える。以上の四つの段取りを経て、改革の青写真が出

来上がるのである。 

 

リストラに成功している企業は一気呵成に事業の整理と人員削減を断行 
社名 事業・人員整理の規模 削減に要した期間 
アイワ 人員 50％（1500 人）削減 0.5 年 
日立化成 人員 400 人削減 2 年 
ＨＯＹＡ 人員 32％（939 人）削減 1 年 
ＩＣＩ（イギリス） 約 6000 億円の事業売却 1 年 
ＩＢＭ（アメリカ） 人員 27％（８万人）削減 2 年 
出典はすべて公表資料（アニュアルレポート、新聞、雑誌記事） 

 

●社長の仕事その一 

各事業の実力を厳しく評価する 

 つい最近まで、「御社の戦略は」と聞くと、「社会に貢献する総合××産業のパイオニア

として、二〇〇二年に一兆円の売り上げを目指す」などといったアバウトなお題目しかな

い会社があった。しかし、今どき、よほどの成長産業でもないかぎり、事業のメリハリ付

けと不採算分野からの撤退は避けられない。まずは、今やっているすべての事業の意義と

将来性を厳しく点検し直そう。 

 どこの会社にも年次の計画や中長期の計画がある。事業部制を採っている会社ならば、

各事業部から、来年は「こうしたい、ああしたい」というプランが上がってくる。それな

りに議論を重ねて作ったものなので、一見、よくまとまっている。だが、こうしたプラン

をすべて積み上げてみると、業績予測のほうは不況にもめげず増収増益、一方、その業績

を挙げるために必要な投資の要求額は利益の見込みを大きく上回っていたりする。 

 事業部から上がってくるこうした計画を取りまとめ、評価するのが、企画部門の仕事で

ある。かつての経営企画部門はよく「ホッチキス」と揶揄された。事業部から上がってき

た数字を単に足して、まとめて全社の計画にする。事業部からの提出書類を「ホッチキス」

で綴じて、経営会議に出すだけだったからだ。だが、今どき事業部のガンバリズムや願望

の集積でしかない積み上げの数字を信用していては、経営はおぼつかない。特に社長は、

株主の利益への貢献という視点から、各事業の将来性を厳しく評価しなければならない。 

 株主の利益への貢献とは何か。これは、例えば一億円をＡ社に投資したとすると、それ

が数年後には金利相当分以上の利益を生むということである。これが最近よく耳にする株

主資本利益率（Return on Equity）という指標である。例えば資本調達コスト（金利）が

七・三％で、ＲＯＥが八％であるならば、その会社は一応合格点といえる。だが、たくさ



んの資金を集め、株価も上げたいなら、ＲＯＥは一〇～十五％は必要だ。社長はつねに、

こうした資本市場からのプレッシャーに晒されている。ここで社長がすべき作業は、きわ

めて明快である。会社全体と各事業それぞれのＲＯＥが何％かを見るとともに、次の三つ

の基準で各事業を色分けするのである（三二九ページ図参照）。 

一 青色の事業 

 現在のＲＯＥが将来の目標値をすでに上回っている順調な事業である。仮に数年後の全

社のＲＯＥの目標値が一〇％だとすると、一〇％をすでに達成している事業がこれにあて

はまる。 

二 黄色の事業 

 現在のＲＯＥが数年後の目標値、例えば一〇％と、資本調達コスト、例えば七･三％との

間にある事業である。 

三 赤色の事業 

 現在のＲＯＥが資本調達コストを下回っている事業である。理屈の上では、こういう事

業は商品を売れば売るほど赤字を生む。即刻レッドカードを突きつけられ、撤退あるいは

売却の検討に入ることになる（雇用の問題などはさておくが）。 

 このように、まず事業を資本家の視点から評価したあとはどうするか。各事業部に「あ

とは頑張れ」と言って下駄を預けてしまうのでは、社長としては失格。赤色の事業に関し

ては、やめるのか、やめないとしたらどう立て直すのか、を見極める。事業部の意見も参

考にするが、所詮は「もっと頑張るから何とかやらせてほしい」と言うに決まっている。

情にほだされてはならない。売れる事業ならさっさと売る、やめるならさっさとやめる。 

 一方、青色の事業は無罪放免かというと、そうでもない。稼ぎ頭の青色の事業には、も

っと大きく稼いでもらう。事業部長が出してくる計画は、概してスケールが小さい。毎年

新入社員が一〇人ずつしかもらえないから数年後もちょぼちょぼの規模、といった発想に

陥りがちだ。そこで社長としては、「思い切って毎年一〇〇人ずつ人をやる。投資も一〇〇

億円ずつしていいから大きくしろ」といった注文をつけて背中をどんと押す。 

 黄色の事業はどうか。経験則からいえば、しばらくは、事業部に任せておくのがよい。

そして、どうすればＲＯＥ一〇％が達成できるのか、期限を切って、戦略案を事業部長に

描かせる。 

●社長の仕事その二 

社外と社内に数値目標を公言する 

 事業を赤、青、黄色の三色に選別しただけでは、組織はなかなか発奮しない。いつまで

に、いくらのＲＯＥを達成しろ、それは固定費でいうといくらの削減、売上高で見ると最

低これぐらい、といったような数値目標を設定しないと、現場のオペレーション部隊は決

して大胆な改革に手をつけない。 

 改革とは、日々の営みを否定することであり、目先の危機回避とは全く違う。危機回避

ならば、今までやってきたことをもっと頑張ってやってもなんとかなるが、改革は自己否



定を要求する。したがって、改革にあたって社長は、現場の感覚では到底実行不可能な数

値目標を社内に示されなければならない。よく言われる話だが、五％のコストダウンはな

かなかできないものだが、三〇％のコストダウンを強要されると、かえってできてしまう。

現状否定の中から、創造的なアイデアが泉のように湧いてきて、仕事のやり方ががらりと

変わる。つまり、理不尽なまでの高い目標を与えるのが社長の仕事である。 

 さらに社長は、高い数値目標を社外に宣言し、周りを巻き添えにしつつ、自らをいっそ

う厳しい立場に追い込む。例えば、四半期の業績発表の記者会見の場や証券アナリスト向

けの説明で、「かくかくしかじかの計画をもって、二〇〇三年までにＲＯＥ一五％を達成し

たい」というようなことをさっさと言ってのける。言ってしまった社長本人も後に引けな

くなるが、「できない」「難しい」という社内の言い訳も一瞬にして失せる。また、社長の

決意が新聞に前向きのトーンで書かれると、不思議と社内も改革ムードになり、引き締ま

ってくる。これは、外のエネルギーを閉塞状況の社内に取り込んで改革を加速する一つの

改革手法だが、社長以外の人にはとてもできないウルトラＣなのである。 

●社長の仕事その三 

リストラは俊敏に、そして同時に明るいビジョンを早く打ち出す 

 米国ＩＢＭは一九九三年のガースナー氏のＣＥＯ就任以来、九三年から九四年にかけて

一気に事業構造の転換を進めた。大型のメーンフレーム事業中心の会社から、システムイ

ンテグレーションなどのサービス業の会社へと転換を図った。現在では売り上げの三五％

がサービス部門から稼ぎ出される構造に変わった。株価も、九三年から九八年の間に、五

倍以上に上昇した。このプロセスを見ると、いわゆるトップダウンのリーダーシップの威

力がつぶさにわかる。 

 改革を成功させる第一の原則は、人員の削減や事業の撤退などを一気呵成にやるという

ことである。ＩＢＭの場合は二年間に八万人（全体の二七％に相当）もの人員削減を一気

にやってのけたが、そのあとはロータスグループの買収など、むしろ事業の拡大に転じて

いる。これに対して日本企業のだめなパターンは、「第××次合理化計画」などと称して、

毎年じわじわ人を減らす手法を採ることである。次年は自分が首を切られるかもしれない、

といった雰囲気を何年も温存してよくない。人員整理をするなら一気に整理し、残った人

たちは気分を新たに次の課題に取り組む、というけじめが大切だ。 

 成功の第二の原則は、リストラの先にどういう事業構造を目指すのかということを、わ

くわくするビジョンのかたちで見せるということである。ＩＢＭの場合は、リストラの一

方で、「サービス業への転換」を機軸に、新分野への投資も果敢に進めた。方や、だめな会

社の改革では、将来の明るいビジョンを掲げずに、単に今は我慢のしどきと言って、削減

のみをやる。 

 例えば、ある電機メーカーの場合は、社長が自ら株主に対する説明会で詳細なリストラ

プランを説明したにもかかわらず、翌日株価が急落した。なぜか。リストラの先にどうい

う分野に投資をして、将来どういう会社になりたいのかという夢や熱意を、ほとんど示せ



なかったからである。 

 もちろん、大きな会社の事業構造の転換の姿などというものは、やる前から言い切れる

ものではない。だが、社長以外は、誰もその将来像を語ることはできない。鰯の頭も信心

から。企業にも信心が大事である。リストラのさなかにあってこそ、社長は「うちの会社

を五年後にああしてみせる、こうしてみせる」と、明るいビジョンを無邪気に語り続ける

べきである。 

●社長の仕事その四 

改革ができる人材の発掘と抜擢 

 事業の三色評価をやり、目標数値を決め、将来の方向性が明らかになってくると、現実

と将来像のギャップの大きさに、社長は愕然とする。 

 例えば、ある自動車部品会社の例。アメリカとヨーロッパのそれぞれで競合会社を買収

した。だが、日本の自動車メーカー向けの部品を優先して作れという指示をしても、現地

で上場しているから現地メーカー向けのほうが大事だと主張する。当初もくろんでいた日

本車向けの生産を優先してくれない。こういう頑固な外国人の子会社社長をどうやってコ

ントロールするか。これは難しい仕事だ。 

 ある食材メーカーの社長は、代理店問題で悩む。パフォーマンスの悪い古くからの代理

店を切って、コールセンター（電話による受注センター）による直接営業に切り替えたい。

だが、代理店に一斉にそっぽを向かれては売り上げが激減する。いかにして円滑に移行さ

せるか。 

 こうした超難問の経営課題をこなせる器用な人材はあまりいない。本来は経験豊かな役

員が集まって知恵を出し、事業部の若手の人材を自由に使いこなして、プロジェクトチー

ムで問題解決すべきだ。だが、こういう場合、役員の経験は、かえって邪魔になる。また

フットワークのいい若者はいても、リーダー格の人材を欠くことが多い。そこで、社長は

人事部長を呼び、難問が解けそうな優秀な中堅の人材の発掘を頼む。しかし、人事部の目

に留まっている優秀な人材の中には得てして、単に大学の研究室を首席で卒業した技術オ

タクとか、お客や上司に受けがいいだけのトップ営業マンとか、リーダーには向かない人

材も多い。 

 それもそのはず、真の改革の担い手はふつうは、旧体制の組織の中枢にはいない。明治

維新の例でも、薩摩や長州の、しかも下級武士という、江戸幕府の中枢から見ればおよそ

辺境の極めつけの場所に改革のうってつけの人材がいた。 

 例えば、先ほどの食材メーカーの社長は、アメリカ工場の立ち上げで実力をつけ一段落

ついている技術屋を抜擢し、営業改革のリーダーにした。 

 だが、主力事業の改革は、逸材を一人投入したくらいでは難しい。あたかも「隠れキリ

シタン」のようにあちこちに埋もれている改革派を発掘し、要職につけていかなければな

らない。 

 実は、改革派と目される人材は各階層にいる。部長クラスにも、課長クラスにもいるし、



その下には、志を一にする人材がたくさん、部門の枠を超えてつながっている。一人見つ

ければその周りには一〇人はいる。 

 こういう改革人脈をどうやって発掘し、信用を得るかがカギだ。実は、現役の社長とい

うだけで、改革派の連中は、「仮想敵」視している。社長自らが改革への熱情や真意を打ち

明け「ひとつ助けてやってくれ」と言っても簡単に信用してくれない。 

 社長としては、組織の辺境の人間に注目し、自らあるいは、側近の何人かを使い、こう

した本物の人材を見つけ、一人一人くどき落とすしかない。改革の青写真は、こうした人

材を得て、やっと描けたといえる。 

改革の真の敵は現在の組織の常識だ 

 さて、青写真を描いて改革派のリーダーを枢要な地位に据えたあとの社長の仕事は、わ

りあいシンプルである。第一に、改革派のリーダーたちを徹底的に側面支援すること。第

二に、改革の邪魔をする組織風土や制度を自ら率先して打ち壊すこと。第三に、それこそ

「火達磨になってもやり遂げる」と社内外に言い続けることである。 

 つまり、この段階になると、社長は自ら改革をやるというよりも、実際に改革の仕事に

取り組む次世代のリーダーたちをオーケストレートし、彼らの行く手の邪魔を取り除く役

割を担う。英語でこれを「デボトルネッキング」という。社長が登場しないと取り除けな

いほどの改革のボトルネックというのは、組織の業
ごう

のことである。社内の組織の「常識」

がことごとく敵なのである。 

●改革の敵その一 

できることから着実にやろう症候群 

 日本人は「まずできることからやろう」とか、「明日への着実な一歩」といった標語が大

好きだ。であるがゆえに、工場現場の生産性の向上やドブ板営業では、抜群の成果を挙げ

る。一日頑張り、夜になっては反省し、翌日また工夫し、そして一年三六五日がたってみ

ると、結構なレベルに達している。これが日本人の好きな「日々是改善」の世界である。 

 だが、これは正しい畑を耕している場合、つまり基本戦略が合っている場合にのみ成果

を生む。一方、改革とは、基本戦略を見直すことであり、耕す畑そのものを変えようとい

うものである。「日々是改善」とは視点が違う。 

 とかく、日本の組織の中では「石にかじりついても頑張る」というカルチャーが強い。

この手の帝国陸軍以来のガンバリズムを一掃するのは、並大抵のことではない。何しろ本

人は、生真面目に「俺は死ぬまで頑張る。おまえは怠け者だ」とのたまわり、しかも、本

気なのだから始末が悪い。こういう輩
やから

は社長が引き取るしかない。 
●改革の敵その二 

あれもやった、これもやった症候群 

 現場の担当者は決して愚かではない。コスト構造が問題だといえば、外注先まで走り回

ってコスト改善プログラムを立てる。また代理店が末端価格を崩している、という噂を聞

きつければ、代理店管理のプロジェクトチームを発足させる。危機に直面すると、アイデ



アが次々と出され、優秀な人材が続々と投入される。 

 だが、多くは、もぐら叩きの連続に終わる。例えば、代理店を締め上げて末端価格を統

制すれば、代理店は売りやすい他社製品に注力して、自社の売り上げが減る。売り上げが

減れば、固定費の負担が大きくなり、せっかくやった人員整理の効果も水泡に帰す。そこ

でさらに人を減らそうということになると、「二年前にやったから、もう限界」などと工場

長に泣きつかれる。かくして、もぐら叩きをやっているうちに、結局、何がなんだかわか

らなくなる。全体像の冷静な分析と、将来のあるべき姿の設計ができていない。 

 ここにおいて重要なのは、正しい質問を正しい順序で事業部に対して発することだ。こ

の能力が、社長の力量を決める。社長は答えを自分で見つける必要はない。例えば、混乱

に陥りパニックになってしまっている事業部長に対して、まず落ち着くように諭し、「価格

の変化はどうなのか」「売り上げが落ち出したのはいつからか」「コストの中身を分解して

みると固定費と変動費のどちらが問題なのか」といった基本的な質問から説き起こす。そ

して「そう言えば、どうも、あれとこれとがつながって、構造的な赤字要因になっている」

といった仮説を一緒につくる。これこそが社長の仕事である。 

 事業部長は、日常の細かな戦線の動きに一喜一憂していて全体感を見失っている。改革

時において、海外子会社の社長経験者や社内の傍流出身の社長が力量を発揮することが多

いが、まさにこれがためである。例えば、ブリヂストンの海崎洋一郎社長はタイヤではな

く化成品の出身だし、ソニーの出井伸之社長はヨーロッパ、トヨタ自動車の奥田碩社長は

フィリピンの子会社の経験がある。だが、傍流出身であったり、国内の常識がまったく通

用しない海外で悪戦苦闘してきた人だからこそ、素朴で、しかし痛烈な質問を「帝国陸軍

化」した主力部隊に対して発することができるわけである。 

●改革の敵その三 

相手のある話ですから症候群 

 抜本的な改革に取り組もうとすると、必ず取引先や代理店、原料の購買先などとの厳し

い折衝に直面する。このような場合、誰かが「相手のあることだから、もうしばらく様子

を見よう」と言い出し、万事休することがある。だが、相手のある話で、こちらの目論見

どおりに実行できないのは当然だ。座して死を待つよりは、早速当たって砕けてみて、そ

れから攻め方の糸口を見つけていく、というのも正攻法でなないか。 

 ところが、これをスタッフに任せておくとなかなか進まない。「早々に相手の懐に飛び込

むと、痛くもない腹を探られる」とか、できない理由を並べ立てる。そして機を逸する。

社長は「相手がある話」を見つけたら、自らさっさと引き取ってトップ交渉に臨むべきで

ある。先方としては、社長が懐に飛び込んできて、好感を持つことはあっても嫌悪感を持

つことはない。ここで当方をバカにするような相手であれば、そもそも付き合う必要もな

い。社長のカードはあとから切る、などという発想は、この際捨てる。トップ交渉で電光

石火のごとく決めるからこそ改革なのだ。特に、企業提携や買収・合併はそうだ。 

●改革の敵その四 



雇用問題への配慮という症候群 

 事業の撤退を嫌がる現場の事業部長の逃げ口上は、若い人の夢を叶えてやりたい」とい

うひと言である。これを聞いた瞬間、心優しい社長は、研究所で夜遅くまで実験をしてい

る研究員の姿を思い浮かべ、ひるむ。あるいは、「本人があと一年だけやらせてくださいと

言っている」といったような側近のひと言に心が動く。そして最後の決め打ちは、「一〇〇

人の社員とその家族の生活がかかっています。撤退は慎重に」という古参役員のアドバイ

スである。 

 人への配慮はたしかに大事だが、よく考えてみると、将来、花咲く望みもない事業を少々

延命したところで、担当役員にしろ、どうもおもしろくない。所詮、先がないのであれば、

塩漬けにしないでさっさとよそに転向させたほうが、本人のためでもあり会社のためでも

ある。日本企業は、株主のためではなく社員のためにある、とよく言う。だが、本当に社

員のことを思うのであれば、望みのない事業に大事な人材を張り付けていてよいのか。社

長は一時の情にほだされてはいけない。 

大変革期における真のリーダーの条件 

 以上述べてきたような社長業の辛さは、古今東西問わず、改革期に共通するものだろう。

だが、現代の日本の社長は、さらにグローバルキャピタリズムの圧力と日本型経営の狭間

で艱難辛苦に晒される。株主からはＲＯＥの追求が、組合からは、雇用の確保が至上命令

として出てくる。高いＲＯＥ目標を達成するためのリストラに、聖域はない。だが組合は、

雇用だけは何とか、と嘆願してくる。 

 しかし、グローバルキャピタリズムの荒波は、例外なく日本企業を襲う。二〇〇〇年三

月期からは、連結決算が義務付けられ、さらに二〇〇一年三月期から短期保有株式が時価

評価され、また、年金・退職金の積み立て不足分の開示が義務付けられる。こうなってく

ると、株式の評価損や年金・退職金の積み立て不足の総計で、実質上、債務超過となる企

業が出てくる。 

 一方、資本は少しでも有利な投資先を求めて世界中を駆け巡っている。二〇〇二年頃に

ＲＯＥ一〇％程度を達成していない企業は、資金調達も、企業としての存続そのものも危

うくなってくる。残された時間は限られている。不採算事業や資産を整理し、固定費を下

げ、余剰資金で成長分野の買収を仕掛け、といった大変な荒業をわずか三、四年のうちに

やることが求められている。 

 片や、社内の組織はこれほど急には変われない。長年培ってきた終身雇用、年功序列、

労使協調の三点セットは、磨き込まれたガラス細工のようなものであり、どこか一つを崩

しても現場のたがが大きく緩む。 

 いったいどうすべきなのか。 

 ここは難しい芸当だが、当面は、二枚舌を使うしかない。投資家には事業の明るい将来

構想と日本型雇用慣行の難しさを切々と訴える。片や組合に対してはグローバルスタンダ

ードの時代だと説き、欧米の格付け機関の容赦ない評価基準を説明するのである。 



 ここで思い浮かぶのが吉田茂である。今にしてみれば、吉田茂という人は二枚舌外交で

戦後改革をやった。ＧＨＱ（連合国最高司令官総司令部）に対しては、共産化の恐れを盾

に急進的な改革プランを拒んだ。一方で、国民に対しては、「戦争で負けて外交で勝った歴

史はある」と公言し、GHQ の指令に盾突くなとなだめすかした。古来、優秀な外交官とは

こういうものなのだろう。今どきの社長は、吉田茂なみの外交能力が要求されているので

ある。 

 欧州の小国、例えばベルギーやスウェーデン、スイスなどの経営者は、このような二枚

舌を実にスマートにやってのける。ドイツの子会社に行っては、パン・ヨーロピアニズム

（汎欧州主義）でヨーロッパは一つと訴え、スイスの本国に帰ると、わが社はスイスの企

業であり雇用は絶対に守る、と堂々と言ってのける。 

 真のリーダーシップとは最後はこうした気迫であり、巧みな外交能力である。つまり、

企業改革とは、社長の人間性のすべて、あるいは全人格を懸けた壮絶な戦いにほかならな

い 

（うえやま・しんいち） 


