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永守重信

売り上げ10兆円を目指す
働き方改革と人材育成の在り方

会社の規模や目指すもの、人材の

能 力によって働き方は変わってく

る。日本電産は、過去には国内大企

Photo= 北田正明

聞き手 = 村田晋一郎

業と伍して、世界的企業となるため

のハードワーキングで成長してきた。

そして、１兆円企業となった現在、

グローバル企 業として売り上げ

国の約半分でしたから、まず生産性

欧米、特にドイツなど生産性の高い

向上です。これまで日本の生産性は、

ロは手段であって、目的は生産性の

とばかり言われていますが、残業ゼ

とがあります。残業をゼロにするこ

と、時間をかけないといけない部分

き方改革には簡単に解決できる部分

かったので、４年目になります。働

永守 当社の働き方改革は実施が早

在の進捗は。

︱︱ まず働き方改革について、現

今後の鍵は慣習の打破

残業半減を早期に達成

ついて話を聞いた。

競争を勝ち抜くための人材育成に

方改革の進捗と、今後のグローバル

性 向 上を進めている。現 在の働き

着 手。残 業ゼロを可 能にする生 産

兆円を目指すために働き方改革に

10

14

特集

なぜ、あの人に
ついていくのか

求心力の秘密
どんなに有能な経営者であってもうまくいかない時はある。
株主に責められ、世間から批判されることもあるだろう。
そんな時に、部下であった社員や取引先からも手のひらを返したように
非難される経営者もいる。その一方で、地に墜ちた経営者を弁護し、
支え続けようとする社員が出てくる組織もある。
その差はなんであろうか。その人に付いて行きたくなるような経営者は何がすごいのか、
求心力の秘密ともいえる普段の行動や社員との接し方から、
その要因を探る。
19
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イラスト＝のり

18

総論

リーダーは「後ろ」にいる

写真提供＝ⓒSEIBU Lions

逆風下で見える
トップの人間力

ジにも書いてあるが、その手法はト

ップダウン方式。結果が出ていれば

良いが、結果が出ることなく、良く

ての責任をとったということであろ

退任という決断は、経営トップとし

ーを読んでいただきたいが、結局、

て伝えられた。詳しくはインタビュ

世間でもそのニュースは驚きをもっ

ほど後のこと。社内は当然だろうが、

は保っていたが自ら辞めた、求心力

合は、同じ辞め方にしても、求心力

ことを追っている。前出の２人の場

はどこから生まれてくるか、という

のか」
、つまり、リーダーの求心力

うに、
「なぜ、この人についていく

本特集では、タイトルにもあるよ

なる予感さえなければ、選手からの

う。カルビーの売り上げを倍にする

がなくなり解任されたと、全く違う。

カルビーの松本晃会長兼ＣＥＯが

など高い功績を残しながら、影響力

特集では、その趣旨からリーダー

支持を一気に失ってしまうのも無理

を残すこともなくスパッと辞めてい

として社員あるいは選手をどう束ね

辞任を発表したのは、次項から始ま

く。決して手腕が鈍ったわけではな

ていったかを追った。そういった意

はない。

い。その証拠に、株式市場は退任発

味では、恐らくカルビーのＣＥＯ職

るインタビューを行ってから一週間

表後、株価が 分で８％下落するな
ダーの存在感、重要性が認識される

ど露骨に反応した。あらためてリー

ーシップを発揮するか、といったと

監督の西野朗氏がどのようなリーダ

を引き継ぐ伊藤秀二社長、次期代表

なわれたこと。つまりは求心力が低

ったことと、選手との信頼関係が損

こちらは、思うような結果が出なか

カ月足らずというのに解任された。

ハリルホジッチ監督も本大会まで２

論よりも、意図の共有はできていた

チ監督のケースをみれば、実績や理

３つと言った。だが、ハリルホジッ

得させる理論」
、そして「人徳」の

素を、
「圧倒的な実績」
、
「相手を納

松本会長は、リーダーに必要な要

ころの興味は深まるばかりだ。

下したことが原因のようだ。 ペー

もうひとり、サッカー日本代表の

こととなった。
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