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東レ経営研究所 MOT 研修シリーズ（第 26 回）
全期合同同窓会「T-MOT マスターフォーラム（宮木塾）」例会

「イノベーションと経営リーダーの役割」
株式会社経営共創基盤 代表取締役 CEO　元株式会社産業再生機構 COO

冨山 和彦 氏　講演抄録
企　画：（株）東レ経営研究所 MOT チーフディレクター　宮木 宏尚
記　録：山崎 阿弥（フリーランス・ライター）

宮木 宏尚（みやき ひろひさ）
（株）東レ経営研究所 シニアリサーチフェロー MOT チーフディレクター 
東京農工大学大学院 技術経営研究科 ゲスト講師
1968年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年東レ（株）入社。合繊原料工場において設備の計画・管
理を担当、特に省エネルギープロジェクトを数多く手がける。81年より全社のエネルギー政策、R＆D戦略、新事
業開発、経営企画、情報化・EC推進など企画業務を担当。2002年 12月退社し、ミヤキ（株）（家業）を継承。03
年より東レ経営研究所特別研究員。MOT人材育成プログラム開発担当の後、「戦略的技術マネジメント研修」「MOT
名古屋経営塾」を立ち上げ、企画・運営を担当。06年〜12年東京農工大学大学院技術経営研究科非常勤講師、12
年〜同ゲスト講師。現在、ミヤキ（株）代表取締役社長、公益社団法人化学工学会経営システム研究委員会委員長、
同中国委員会副委員長、日本技術者教育認定機構（JABEE）審査員、国立音楽大学評議員、工学院大学孔子学院中国・
アジア研究センター客員研究員など。

（株）経営共創基盤（IGPI）代表取締役 CEO　元（株）産業再生機構専務取締役 COO
冨山 和彦（とやま かずひこ）
1960年生まれ、東京大学法学部卒、スタンフォード大学経営学修士（MBA）、司法試験合格。ボストンコンサルティ
ンググループ、コーポレイトディレクション代表取締役を経て、2003年に産業再生機構設立時に参画しCOOに就任。
解散後、IGPIを設立、数多くの企業の経営改革や成長支援に携わり、現在に至る。オムロン（株）、ぴあ（株）の社
外取締役。経済同友会副代表幹事／財務省・財政投融資に関する基本問題検討会委員／内閣府・税制調査会特別委員／
文部科学省・国立大学法人評価委員会「官民イノベーションプログラム部会」委員／経済産業省・「稼ぐ力」創出研
究会委員／金融庁・コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議メンバー／公正取引委員会・競争政
策と公的再生支援の在り方に関する研究会委員／内閣府・科学技術イノベーション会議基本計画専門調査会専門委
員／内閣官房・まち・ひと・しごと創生会議有識者他。近著：『なぜローカル経済から日本は甦るのか　GとLの経済
成長戦略』（PHP研究所）、『ビッグチャンス』（PHP研究所）、『IGPI 流　ビジネスプランニングのリアル・ノウハウ』
（PHPビジネス新書）、『選択と捨象』（朝日新聞出版）。

Point
❶	 		経営力とは「意思決定する力」と「実行する組織力（現場力）」の掛け算である。不連続なイノベー
ションが起きる昨今では、日本企業が得意とするボトムアップ・すり合わせの意思決定の底力とトッ
プダウンの意思決定力がうまくかみ合っていくことが必要である。

❷	 		日本経済は生産労働人口の減少という特異な問題が経済成長の制約条件になってきている。この一
つの解決策は欧米先進国に比べ低いといわれる非製造業の労働生産性を欧米並みに上げることであ
り、これができれば日本経済はまだまだ成長の余地がある。

❸	 	経営リーダーの要件としては、「What」の議論以上に「How」が重要である。経営者の力量は百
人百様だが、情理と合理のどちらにも偏らず、自分自身の哲学を持ち、背骨がしっかりしていること、
危機的状況下でも絶対にブレず逃げないことが肝要である。
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前回に引き続き、上級 MOT 短期集中研修の全期
合同同窓会「T-MOT マスターフォーラム（宮木塾）」
の研究会での講演を紹介します。

今回は、（株）経営共創基盤（IGPI）代表取締役
CEO の冨山和彦氏に「イノベーションと経営リー
ダーの役割」と題し講演をお願いいたしました。

（2015 年 5 月 16 日、東レ（株）本社、日本橋にて）
多くの企業再生を手掛けられた冨山和彦氏の経験

に基づく企業経営者の心構えなど、今後それぞれの
企業の経営を担うであろう参加メンバーには大いに
考えさせられる内容であったと思います。

また当日は、研修修了生 谷崎洋子氏（旭化成イー
マテリアルズ（株）：第 14 期生）による講演「女性
の働く環境から見えるもの」も行われました。

歴史は繰り返す
私はこれまでさまざまな経営者の栄枯盛衰の物

語に深く関わってきましたので、今日はその中で
私が感じたことをお話ししたいと思います。皆さ
んはこれから経営者になっていく方々です。まず
時代感を共有しておきましょう。

産業再生機構が活動していた 90 年代から 2000
年代前半の日本が不良債権問題に取り組んでいた
時代は、ちょうど現在ギリシャをはじめ南欧諸国
が陥っているような状況に近いと世界的には認識
されていました。

世界は同じようなことを繰り返しています。90
年代始めに日本で起きたバブル崩壊も決して特殊
な話ではなく、2008 年には欧米でほぼ同規模の金
融危機が起きました。洋の東西を問わず人間が歴
史を繰り返すことを鑑みると次は中国だろうか？
と考えてしまいます。市場経済を最も効率的なと
ころに導いてくれる、神の見えざる手（アダム・
スミス）など現実の世の中には存在しません。政
府か民間かを問わず、あるときは政府が失敗し、
またある時は市場が失敗をする─古今東西、未来
永劫変わらないでしょう。

金融危機はどのような時に起きるか？
人間に例えると、経済におけるお金は血液で

す。血液は絶対に必要な物ですが、血圧が慢性的
に高いと動脈硬化を起こし動脈瘤ができる。これ
が破裂するとくも膜下出血や大動脈剥離を起こし
ます。バブルなどはこういうものだと思ってくだ
さい。今日の世界経済では米国が大量にドルを刷
り日本も第 2 次安倍政権以降どんどん円を刷って
います。さらに中国、最も慎重だった欧州も同様
です。お金がジャブジャブあり、世界中が慢性高
血圧のような状態です。これからの 10 年、20 年
の間にバブルが崩壊する確率は起こらない確率よ
りも大きい。大事なのははじけてしまったときに
会社をつぶさないということです。

それには何が大事でしょうか？　リーマン
ショックでは、非常に代表的な産業で明暗が分か
れています。北米の自動車産業では GM とクライ
スラーはつぶれたけれどフォードは大丈夫だっ
た。北米市場を主力にしているトヨタも日産もつ
ぶれていません。日本国内では JAL はつぶれ
ANA はつぶれなかった。

この違いは何でしょうか？　それはいざという
ときのキャッシュの有無です。バブル崩壊や金融
危機が起こると市場では猛烈な信用収縮が起き、
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お金を借りようとしても誰も貸してくれなくなり
ます。企業は何らかの運転資金が必要です。自分
たちのもともとの利益のほか、コマーシャルペー
パーを発行したり銀行から流動枠をもらうなどし
ます。ある会社がコマーシャルペーパーを発行し
てマーケットからの資金調達だけに依存している
場合、金融危機のような局面では全く資金調達で
きず仕入れや給料を払えず倒産してしまいます。

大切なのは平常時における財務体質です。普段
からどれだけの現金・預金を持っているか、または
危機的な状況下で以前からの関係性によってちゃ
んとメインバンクから融資してもらえるか、いざと
いうときに頼りにできるキャッシュの有無、その力
をベースとして持っていることなのです。さらにも
ともとの自己資本の厚みも問われます。これで先
ほど挙げた企業の明暗は個々で分かれたといえる
でしょう。最近の金融危機はおおむね 5 年おきに
起きています。平時における基盤収益力と財務体
質、これは一朝一夕には得られないものです。ひ
とつひとつ積み上げていくしかありません。そして
何か起きた時のストレスに強くあることです。

最近 ROE（株主資本利益率）経営ということが
よく言われますが、負債を大きくして ROE を大
きく見せようとするのは粉飾です。基本的に ROE
を高めるためには R（利益）を増やすのが王道で、
分母をいじるのは邪道です。米国の会社はリーマ
ンショックの前後で負債比率をかなり下げ現状日
本とほとんど変わらないレベルになっています。

アジア経済圏で生き抜く
地理的な側面で見た場合、経済成長とは人口 1

人当たりの生産性に尽きます。1 人当たり GDP と
いうのはほとんど教育水準で説明がついてしまい
ます。例えば資源で持続的に経済発展した国はあ
りません。中東やロシアを想像すれば分かると思
います。ロシアは今年マイナス成長になることが
予想されます。あれだけ資源に依存していると油
価によって経済が伸び縮みしてしまうのです。

一方アジアは伸びています。日本もその恩恵を

受けてはいますが、この地域は北米や欧州に比べ
ケタ違いに品の悪い経済圏です。リスクの大きな
契約を交わす場合、紛争を解決する際の裁判管轄
をいずこにするかが問題になります。先進国かつ
使用言語が英語で中立的な立場を取れるシンガ
ポールが典型的な裁判管轄ですが、裏返せば安心
して裁判を受けられる場所は限られています。

日本では民法の文言に明確に反した判決は出ま
せん。しかしアジアはその逆で机の下のことや党
の方針、もろもろの要因でとんでもない判決が出
ます。そういう世界を批判しても何も始まりませ
ん。成長市場を逃すことになります。この現実を
生き抜かなければならないのです。

不連続な状況
経営者に求められる意思決定力

さて、イノベーションは一般的には良いことと
されています。原子力のように、その技術が正と
負の両側面を持っている場合もありますが、基本
的にはイノベーションは経済を成長させてきまし
た。ところが企業経営者の視点に立つと、競争上
必ずしも望ましくない。自分が起こせる確率が少
ないからです。他社、しかも新しい会社が起こす
場合が多い。さらにグローバリゼーションによっ
てどの国の企業が起こすかも分からない。イスラ
エルや東欧からイノベーションを起こせるような
企業が出てきています。例えばコマツの GPS 技
術はロシアのものです。自らイノベーションリー
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ダーになろうと努力を図ることは大事ですが世界
中どこからどんな企業がその発明で世界を変える
のか分からなくなってきています。

イノベーションというのは、日本人や日本の企
業が得意とする創意工夫の積み重ねによって起こ
す連続的でリニアなイノベーションと、不連続な
ものとがあり、産業史をさかのぼるとこの二つが
交互に繰り返しています。バイオの世界では DNA
の発見、電機関係ではデジタル革命が不連続な革
命を起こしています。

デジタル革命は第 1 期が 80 年代～のダウンサ
イズ、第 2 期は 90 年代～のインターネット、そ
して第 3 期が起こるとすれば人工知能（AI）やビッ
グデータのイノベーションです。

電機産業は水平分業化によって大きな変化を迎
えました。ファブレス（工場を持たない製造業）
を取り入れるならば連続的な意志決定などあり得
ず、モノづくりをするか・しないかのどちらかし
かないのです。両者をすり合わせすることなどで
きない。私も 80 年代の終わり頃からコンサル
ティングの仕事でこのテーマを扱っていました。

日本の半導体メーカーでファブレスの議論をす
るのは非常に大変なことでした。半導体部門はほ
とんど製造部門だからです。基本的に BtoB なの
で営業部隊は極端に少なく、商社直販なので部門
の 9 割が生産従事です。社内検討では絶対にファ
ブレスという結論に至らないでしょう。

日本のモノづくり企業の強みはすり合わせ力で
す。終身年功体制の下、お互いにできることを周
知し、あうんの呼吸のチームの力で進めていくこ

とができます。しかし問題はインテグラルアプ
ローチではファブレスのような意思決定ができな
いということなのです。すり合わせのモノづくり
力で戦えるところだけに自分の領域を絞り込んで
いくのか、そうでなければ思い切りファブレスに
転換して水平分業化していく、どちらも社内でも
めます。鮮烈な「アレかコレか」だからです。一
方すり合わせとは「アレもコレも」の思想なのです。

今後起こり得るだろう第 3 期デジタル革命は
MOT 的に課題になるでしょう。AI とビッグデー
タによるイノベーションがどういった不連続な状
況を起こしうるか、起きるとすれば重電、自動車、
医療、農業など幅広い産業が影響を受けるでしょ
う。第 1・2 期デジタル革命ではいわゆるスマイ
ルカーブ現象が共通して起きました。組み立て工
程、バリューチェーンの真ん中がもうからなく
なって川上側のキーコンポーネントあるいはキー
マテリアルサプライヤーとプラットフォーマーが
もうかるという現象です。

今までの第 1・2 期デジタル革命においては、
重電、自動車などの産業は決定的な影響を受けて
いません。ところが電機産業ではプレーヤーが一
変しました。携帯電話が普及しインターネットと
融合するという予測の元、従来ならばコンピュー
ターおよびコミュニケーションの技術に関わる
NEC や富士通、米国ならルーセントやモトローラ
が伸びると考えるのが妥当です。ところが 20 年
たってみて、インターネット革命で企業価値を高
めたのは Google、facebook、twitter、さらには一時
つぶれかかっていた Apple です。本当にラディカ
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ルなイノベーションが起きると産業構造が大転換
し顔ぶれが一変してしまうのです。

このような環境下では当然経営力が問われま
す。経営力とは「意思決定をする力」と「組織と
して実行する組織能力」の掛け算によってもたら
されます。全員が賛成できるような「落としどころ」
を見いだしていくことも一つの意思決定ですし、
日常的にはそちらの方が多いでしょう。しかしそ
れでは済まない意思決定、これこそが経営者の真
の仕事です。おおむね日本の組織はよくできてい
てトップに上がる頃にはほぼすり合わせが終わっ
ています。しかしトップが介入しないと解決しな
い問題、つまりすり合わせてはならない問題であ
る場合がトップの出番です。雌雄を決するような
局面では「アレかコレか」の決定ができないと典
型的な戦力の逐次投入の失敗を招きます。今後こ
のような意思決定を迫られる局面が増えていき 
ます。

ボトムアップですり合わせし意思決定していく
スタイルは今後も変わらない日本企業の DNA で
あり強さであると思います。しかし全ての問題は
それで解決できないのです。まずは「アレかコレ
か」の問題を嗅ぎとることが重要です。ボトムアッ
プの底力にトップダウンの意思決定力が上手にか
み合っていかないとこれからの経営は非常に困難
なものになると思ってください。

日本経済のパラドックス
ここで国内の状況を見てみましょう。現在の日

本の経済状況は世界史的に見ても非常に特徴的な
局面を呈しています。日本は人口減少社会ですか
ら教科書的に考えると国内市場は収縮していきま
す。しかし経済の観点から見るとそんなに単純な
話ではありません。

注目しなければならないのは生産労働人口で
す。生産労働人口（高校卒業～ 65 歳）はもっと先
に減ります。65 歳で仮に退職したとして、そこか
ら女性は 20 年、男性は 15 年ぐらい生きます。し
かし年金制度ができた昭和 35 年ごろの平均寿命は

60 歳程度でした。55 歳で退職しても年金をもらう
のは 5 年間程度。最近は皆さん長生きされますから
年金財政が破たんするのは当然です。

生産活動を終えてから亡くなるまでの間、退職
した方たちはもっぱら需要サイドになります。高
齢者が必要とする供給・サービスは、医療や介護、
スーパーでの買い物など、ほとんどが労働集約産
業です。団塊の世代の大量退職のあたりからサー
ビス産業の人手不足が顕著になってきています。
普通は経済が伸び、需要が伸び、好景気によって
人手が足りなくなります。地域的に見ても高度経
済成長期は東京で人手が足りず、地方から人が
やってきましたが、今は逆に地方から人手不足が
起きています。これは世界史的にも画期的なこと
で、パラドックスが起きています。東北のバス会
社では運転手の不足が最大の問題になっています。

アベノミクスにやや頭打ち感があるのはここに
問題があるのです。円安に誘導し、金融を緩和し、
デフレから脱却した。その結果需要サイドは押し
上がり、供給サイドの制約の問題が浮上しました。

求人動向が 2010 年から上がり続けているのは
非製造業、サービス産業の現場型人材であり、師
業と言われるような職業（看護師、介護士、医師、
弁護士）といった専門職です。ホワイトカラーの
求人は増えておりません。アベノミクスの恩恵が
隅々まで行きわたっていないという声をよく聞き
ますが、その恩恵を受けやすい人がいる職種は以
前から相対的に減ってきているのです。
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産業再生機構の手掛けた案件は、その多くが
ローカルな百貨店やバス会社、旅館などです。皆
さんが所属する大企業とは異なる世界だとは思い
ますが、日本人の大半はこちらで働いています。
それをきちんと認識しておかなければ社会を見
誤ってしまいます。

グローバルな経済圏で事業活動を行う製造業や
否対面型の IT 産業など貿易可能で国境を超えて
持ち運び可能な材を使っている会社と、対面でお
客さんの居るところでしか労働集約的に価値を提
供できない産業とではかなり特性が違います。プ
レーヤーの性格も事業の性格も働き方も違ってき
ます。現状日本の経済においては G の世界（グ
ローバル経済圏）が、GDP の 3 割、雇用者では約
20％。1 人当たり生産率が高いので賃金も高い。
もう一方の L の世界（ローカル経済圏）は GDP
の 7 割、雇用者の 80％です。独も同じく 3：7、
米国は 15：85 です。米国の経済はものすごくド
メスティックでもともと貿易依存率が低い国で
す。グローバル化が進むとむしろこういった傾向
に拍車がかかります。グローバル経済圏の企業は、
生産や営業や開発の立地を世界中で自由に選べて
しまうからです。グローバル化の最先端を行って
いるように見える先進国の方が相対的にローカル
経済圏に依存した経済になってしまいます。この
今日的なパラドックスが日本でも起きています。

8 割の人が働いている中小企業や零細企業は圧
倒的にサービス業で、製造業の従業者数はわずか
10% です。垂直的な産業連関がなく、サービス業
に金を落とすにも、人手が足りないために全体が
大きくならないという問題を抱えています。ここ
にこそ日本経済の実質成長率が一瞬上がった後、
それ以上には伸びていかない原因があります。輸
入型産業なので円安はマイナスに働きます。人手
不足・人件費アップ・コスト高という厳しい状況
によって供給制約を招いています。

しかし供給制約の状況は生産性の向上によって
解消できます。日本の非製造業の労働生産性は米
国の約半分、欧州の 3 分の 2。この数字は直接賃

金に跳ね返ります。もし欧米並みの生産性になり、
労働分配率がフェアであれば、日本の 8 割の人の
賃金が 1.5 倍になります。もともと賃金水準が低
く平均年収が 300 万円ほどですから、賃金が 1.5
倍になると非常に経済に効きます。ほとんどが消
費に回っていくからです。出生率にもプラスに働
きます。おそらく最も有効な成長戦略なのです。

現在私たちのグループでは東北のバス会社を 5
社買収し経営し全社黒字にしました。設備収益も
出ていますし、賃金も過去 5 年間継続して上げて
います。100m を 40 秒で走っている人を 15 秒レベ
ルまで引き上げるには、もともとそんなに素質が
無くても人並みに走ってくれれば実現できます。
それをやっただけの話です。生産性向上によって
日本の経済は成長の余地がまだまだあるのです。

かつてはフェアな労働環境で労働賃金が上がる
よう労使一体で生産性の向上を行ってきました。
高度成長や人手不足の時代においては経営者も労
働者も WIN-WIN の関係だったのです。ところが
需要が足りない時代、供給過剰下では生産性運動
は微妙になってしまいます。必然的に人手が余っ
てしまうので、3 人でやることを 2 人でできてし
まうと、後の 1 人は仕事にあぶれてしまい労使が
WIN-WIN にならなくなってしまいます。むしろ
生産性など高めないでやっていた方がみんなの雇
用を守れるというジレンマに陥っていきます。

世界経済では今でも供給過剰です。政策的、政
治的、社会的に雇用が一番の問題です。米国的選
択は失業を顕在化させ労働市場の機能を強化して
市場で解決しようとします（自助型）。欧州の社会
民主主義的な選択は公助です。失業は顕在化させ
るけれど上がった失業率を国で解決しようとしま
す。失業率は非常に高くリーマンショック後も
20％ぐらいになりました。日本はこの二十数年間、
ピークでも 7％以下の失業率です。共助型を選択し
税金も使って、いろいろな方法で会社を支えるこ
とによって失業の顕在化を日本は避けてきました。

保証協会融資はその方法の一つです。中小・零
細企業向けに協会が保証すると銀行がお金を貸し
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てくれます。担保は税金です。毎年この協会で銀
行の貸し倒れに対して、最近では 7,000 億円もの
税金がつぎ込まれ彼らを延命しています。もはや
市場経済的存在ではなくなっています。かつては
意義のあることでしたがこれ以上このような方法
を施すことが必要だとは思えません。

こういった方法を止めると廃業する会社も出て
きますが、働き手はその後すぐ吸収されるでしょ
う。例えば現在、地方の旅館において中居さんは
金の卵です。また、私たちの経営するバス会社の
最高齢ドライバーは 73 歳です。定年などあって
無いようなものです。こちらからお願いして働き
続けてもらっています。バスの運転手の生産性は、
事故率・燃費・定時運行率が指標となりますが、
最もパフォーマンスが高いのは 60 代です。高齢
者雇用が現実として合理的なんです。女性もパ
フォーマンスが高いです。

もちろんマネジメントも大事です。地方のバス
会社にびっくりするようなイノベーションなどあ
り得ません。路線の収支やバスごとの燃費など数
値や生産性を緻密に把握し地道な PDCA を回し続
けます。これをしぶとく執念深く継続できるかで
きないかで決まります。

日本のバス会社の 70％が赤字です。でも、私た
ちが経営しているバス会社は岩手県北部にあり、
地震の影響も大きく人口が激減しているにもかか
わらずきちんと黒字を出しています。

日本は優秀な人材が大都市に偏りすぎていま
す。そういった人たちが地方のこのような環境下
で活躍する余地があると思っています。その還流
を起こす取り組みも進めているところです。

リーダーの要件
昨今は、意思決定を次から次へと鮮烈に行わな

ければならない時代になってきました。リーダー
がリーダーとして固有の役割を果たすことが極め
て重要な時代です。皆さん自身がリーダーとして、
あるいはリーダーを補佐する立場として、皆さん
の今後の成長やパフォーマンスが会社の未来を決

めてしまうのです。
リーダーにはさまざまな要件があると思いま

す。経営論というのは多くが WHAT の議論で
す。現実の経営でリーダーが間違うのは WHAT
より HOW においてです。ある WHAT を現実の
企業行動として行わなければならないとき、それ
を現実化する HOW が重要なのです。HOW の問
題が組織の中のさまざまな人の人生や思い、今後
の将来にわたるもろもろの問題ときしみを生みま
す。そういった光と影、ストレスは全てリーダー
のところへ集まり、合理と情理の衝突が起きま
す。組織の情理を無視すれば組織は動きません。
組織能力はゼロになります。一番肝心なすり合わ
せ力が無くなります。しかし情理に流されて合理
を無視すれば今度は組織全体が滅びてしまいま
す。情理をよく理解し上手に折り合いを付けなが
らすり合わせしていかなければなりません。100
社 100 様、一般解がありません。それぞれの企業
の体質、極端には経営者の性格、組織の価値観や
タイミング、空気といったもの全てを上手に嗅ぎ
分けながらやっていくしかないのです。

安易に合理に走ると、ふと振り返ったとき誰も
付いてきません。安倍晋三首相が全国農業協同組
合中央会を解体したときの状況を思い出してみて
ください。自民党の足腰を担う人たちは農協に依
存して選挙をやっている人も多いですから、アベ
ノミクスは肯定できてもこのような政策に付いて
いけなければ、やがては首相の退陣を要求するよ
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うにもなります。
一方で情理に流されるとうまくいかないのがカ

ネボウのような事例です。同社は BtoC の展開に
おいて最も繊維業界で成功していました。思い
切って BtoC に絞り、繊維からは早めに撤退して
おけばあのようなことにならなかったのです。90
年代ごろから合成繊維・天然繊維を他社に売却す
るなり工場収縮するなりできたはずなのです。こ
ういった決断は景気の良いときには意外とできな
いものです。かといって景気が悪くなったときに
は当然買ってもらえません。タイミングを逸して
しまったのです。
「これが大事な命題だ」というようなことを私が

申し上げられるとすれば、皆さんがそれぞれにど
ういった相克を乗り越えていくか、その方法は各
自で見つけてください。そこにこそ経営者が獲得
するべき人間力があると思います。

ただ一つ言えるのは板挟みのシチュエーション
から逃げないことが大事だということです。それ
を避けてしまっては何も身につかないのです。経
営者は、相反することを進めていかなければなり
ません。正しいことをやっているのか、やってい
ないかが自分でも分からなくなってしまうことも
あるでしょう。

そんなとき最後に問われるのは皆さん自身の哲
学です。自分は人間として経営者として何を正し
いと考えるのか？に尽きると思います。さまざまな
選択肢の中からあえて自分が何かを選ぶときの根
拠は、自分自身が人間として正しいと思うかどう

かです。その背骨がしっかりしている経営者はい
ざというときに頼りになります。危機的状況で最
後に強いのはそういう人です。絶対にぶれません。

逃げないことが肝要です。情理と合理のどちら
かに偏ってしまうこと、流されていくことも逃げ
です。どちらにも行かずに頑張るというのは非常
につらいことです。しかしそのストレスに耐える
のはこれからのリーダーにとって最低条件です。
今後もぜひ頑張ってください。

ご清聴ありがとうございました。

【チーフディレクターより】
今回の講演会で、講師の冨山和彦氏はタイトな

スケジュールにもかかわらず予定時間を超えて参
加者の質問にも丁寧にお応えいただき、また懇親
会にも参加いただくなど、次の時代を担うことを
期待されている聴講者に、これだけは伝えておき
たいという講師の熱い思いが感じられました。　

わが国の経済環境の認識から、これからの経営
者に求められる意思決定力やリーダーの要件まで、
数多くの破綻企業の再生に直接取り組んでこられ
た冨山和彦氏ならではの迫力ある講演は、聴講者
の胸に強く響くものでした。

冨山和彦氏には、あらためてお礼申し上げます。
T-MOT マスターフォーラムでは、今後も MOT

研修では十分に学べなかった次世代の企業リー
ダーに求められる幅広い見識と実行力を養うプロ
グラムを企画してまいります。

（MOT チーフディレクター　宮木宏尚）

冨山和彦氏とMOT研修修了生
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