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インタビュー 田村耕三 株式会社タムラテコ 代表取締役

後を継ぐつもりで入った父の会社が破綻。壮絶な体験をした。苦しい状況の中で新たに会社を立ち上げ、オゾン水を生成す

る装置に再起を懸けた。顧客の要望に応える中でオゾンを制御する方法を確立し、事業は成長軌道に乗り始めた。驚くのは

緻密に計算された経営計画を熱い情熱と根性で行動に移し、周りの信頼を集めていく田村社長のエネルギーの強さ。その

エネルギーを生み出すものはいったい何なのか。レイマックの豊田が迫った。（取材・文＝豊田礼人）

田村耕三 たむらこうぞう
株式会社タムラテコ 代表取締役
1971年 大阪府生まれ

大阪市立大学商学部卒業後、シャープに入社。その後父が経
営する会社に転ずるも会社が破綻。2003年にタムラテコを設
立し、オゾン装置の開発・製造・販売を手掛ける。現在までに
牛丼チェーンの松屋フーズや東京消防庁など多数の導入実
績を持つ。
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経営者がコミットすれば、必ず活路は開ける。

―小さい頃はどんな子供だったんですか？

おじいちゃん子であり、おばあちゃん子でもありました。祖父

は会社を経営していて、人格者であり、私をとてもかわいがっ

てくれました。とても恵まれた環境で育ったと思います。小学

生のころから水泳をやっていて、バタフライでジュニアオリン

ピックに出場するなど結構活躍していました。

―すごいですね。活発な子供だったんですか？

そうですね。勉強はあまりやらず、ひたすら水泳に一生懸命で。

中学・高校・大学とずっと水泳をやっていましたね。

―高校進学はすんなりと？

まあ、結果的にはすんなりと入りましたが、やんちゃ坊主で聞

かん坊でしたから大変でした。反抗期もありましたし（笑）。

それでも無事に、偏差値が高すぎず低すぎずの地元の公立高校

に進みました。高校でも引き続き水泳に明け暮れて。その頃は

全体的には自由気ままに楽しく生きていましたね（笑）。

―（笑）。で、大学受験に挑むわけですね。受験時代はどうだったん

ですか？

実力も無いのに高望みをして、受けた大学は全部落ちました。1

年間浪人して、大阪市立大学の商学部に入りました。大学でも

水泳中心で、あとはアルバイトをして、という生活でした。わ

りと地味です（笑）。仲間の間では「お山の大将」という立ち

位置で、高校でも大学でも水泳部のキャプテンでした。

―なるほど。就職については？

シャープに入りました。当時はシャープの採用にうちの大学か

らの枠が数名分あって、割とすんなりと入ることができました。

入ってからは、ザウルスという電子手帳の事業部に配属されま

した。でも、入社後しばらくすると、ザウルスの事業部とワー

プロの事業部が廃止されることになって。その後、ワープロも

スケジュール管理ソフトもすべて一体となったパソコン中心の

時代になっていきました。それから液晶。あとは白物家電、電

池、ソーラーに資源を集中していくという方針になりました。

そんなこんなで、組織の再編成が行われていた時期に、シャー

プを辞めて、父親が経営する会社に入ったんです。28歳の時で
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した。

―何をする会社だったんですか？

石油給湯器のボイラーを作る会社で、OEMを中心としていま

した。TOTO、INAX、朝日ソーラーなどがOEM先です。当時朝

日ソーラーはすごく勢いがありまして、売上の構成比も高

かったんです。しかし朝日ソーラーが色々と訪問販売の面

で問題を起こしまして、売上が極端に減りました。リスト

ラクチャリングしたのですが、なかなか追いつきませんで

した。会社は設備投資を借入金で賄っていたのですが、当

時の小泉内閣の竹中平蔵氏が、10年以内に回収できない債

権はすべて不良債権とみなすという方針を出したことによ

り、うちの借入金が不良債権とみなされてしまうという事

態が起きました。それで残念ながら、10年前の4月に父の会

社は破綻したんです。社員数は200人超、売上高も100億を

超える規模の会社でした。取引していた２つの銀行が合併

し、メインバンクが一つになってしまっていたことも不幸

でした。

―その当時の田村さんは会社内でどんなポジションだったので

すか？

東京営業所の所長という立場でした。営業の司令塔です。

破綻する1か月くらい前に父に呼ばれて、銀行の動きが慌た

だしく、もしかするともしかするかもしれないから覚悟し

ておけ、と言われました。父母の家が取られるかもしれな

い。その家には体の自由がきかない祖母も住んでいる。ど

うなるのかと不安でいっぱいでした。父も母も個人的なお

金を会社に入れていたので、これからの生活のために何と

かそれだけでも返してもらうことはできないかと奔走しま

したが、叶いませんでした。強引に実行すると法に触れて

しまう恐れがあると弁護士から言われました。それでいよ

いよ4月を迎え、会社は破綻しました。

―破綻後、田村さん自身はどうしようと思っていたのですか？

今までの顧客を相手に給湯器のメンテナンス事業で起業す

るつもりでした。給湯器の中に紫外線のランプがあるので

すが、このランプを交換する事業です。顧客とのつながり

はあるので、売上を作りやすいだろうと見込んでいました。

ただ、この事業をやるためにランプの在庫を父の会社の倉

庫から持ち出したのですが、これに待ったがかかりました。

すぐにその在庫を返さないと逮捕されるぞというのです。

泣く泣く当時住んでいた千葉から2トントラックに乗って、

返しに行きました。それが無いとビジネスを始められない

から返したくありません。でも仕方がない。悔しかったで

すね。結果的には、支援者が現れてその在庫を買い戻すこ

とができ、3，4人で給湯器のランプ交換をする事業で会社

をスタートさせることができました。

―なるほど。そこから経営者として再出発するんですね。

そうですね。何とか新会社を始めることができました。そ

の新会社をやりながらあることに気が付いたんです。今ま

で給湯器の中で水を浄化するために紫外線を使っていまし

た。給湯器というのはお湯を作るものですが、我々は生活

の中でそのお湯を使って殺菌するということをやっている。

お客さんの中にもお湯で器具などを殺菌消毒している会社

がありました。お湯は殺菌能力がある、という当たり前の

ことに、ここで改めて気づいたんです。しかし、お湯を使

うということは、水を熱するために石油などの燃料が必要

になる。環境問題が騒がれている世の中で、熱湯殺菌のた

めに化石燃料をたくさん消費するということは好ましくあ

りません。そこで「オゾンで殺菌する」という発想が出て

きたんです。自分の中でのブレイクスルーです。我々が以

前から扱っていた紫外線によって、オゾンを作り出し、そ

のオゾンを使えば石油を消費せずに殺菌することができま

す。我々の技術を使って、お客様の環境負荷を減らすこと

ができるぞ、と考えたんです。

―オゾンによる殺菌で、環境負荷を減らせるぞ、と。

そうです。またオゾンを使えばアルコールなどの薬品を使

わなくても殺菌することができます。オゾンというのはO3と

表され、酸素O2にもう一つOがくっついてできています。O2

として安定しているところに新たにOをくっつけようとする

と、安定が崩れ、飛びだそうとするんです。この時のエネ

ルギーというのはすごく強い。我々はこのエネルギーを利

用して殺菌する装置を開発したのです。

―なるほど。石油も薬品も使わずに殺菌できれば、食品工場な

どでは安心安全ですね。コストも下がりますね？

そうです。これで勢いづいた我々は、次はオゾン水を作り

出す装置を開発しました。オゾンを水に混ぜ込んでオゾン

水を作り、それで殺菌すれば非常に環境に優しい。なぜな

らオゾンは役目を果たした後は酸素に戻るからです。でも、

オゾン水というのは貯蓄しておくことができません。20分

経つとただの水に戻ってしまうんです。とういうことは、

オゾン水を必要な時にその場で作り出す機械が必要で、か

つコンパクトなものでないと顧客に受け入れられません。

それで開発したのが「Lくりん」という装置です。これは当
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社の独自技術を使ってオゾンの濃度を一定に保つことがで

きます。これは飲食店で義務付けられている従業員の手洗

いの手間を軽減し、また薬品を使わずに食材を除菌できる

ということで注目を集め、日経MJにも記事として取り上げ

られました。

―日経MJの記事を拝見しましたが、かなり大きく取り上げられ

ていました。

そうですね。とてもありがたいです。我々はいつもお客様

と対話しながら、お客様が必要としているものを見極め、

自分たちに足りないものを埋めていく作業を繰り返します。

つまりお客様の用途に応じて開発していく「用途開発」の

スタイルなのです。オゾンの活用というのは幅が広いので、

顧客が求めている用途を見極めて開発をしていった方が確

実に需要に結び付けられます。このやり方というのは、靴

底をすり減らして機動的に動き回れる我々のような中小ベ

ンチャーの方が有利です。またオゾンはある用途にどれく

らいまで使ったら良いのかという基準がまだまだ曖昧な分

野です。こういう曖昧な分野は大手は参入しにくいという

事情があります。だから大手との競合が少ない。さらに、

このビジネスをする上でこだわっているのは、設計・開

発・製造・販売・メンテナンスまで、つまり川上から川下

まですべてのプロセスで自分たちが関与するということで

す。小さな川でもいいので、源流から海に出るまですべて

に関わりたい。こうすることで、ユーザーの生の声をタイ

ムリーに開発に取り込めます。顧客の用途に合わせてどん

どん良い製品を作ることができます。

―装置を小型化することが必須になったということですが、開

発資金はあったのですか？

小型化はもちろん、メーカーとしては常に開発資金は必要

です。ある時、開発資金を確保するために信用保証協会に

融資のお願いをしました。銀行からはOKが出たのですが保

証協会がOKしてくれません。その理由は父の会社の破綻に

よる1億数千万円の保証協会付の債務が整理し終わってい

ないから、というものでした。確かに過去私は父の会社に

在籍していましたが、私と父は別人格だし、会社もまった

くの別法人です。だからこれはおかしいと思いましたが決

定は覆りません。悔しかったですね。それで、国の経営革

新計画の承認を受ける方針に変更し、承認を受けた上で申

請したところ国から860万円の補助金を得ることができま

した。それを元手にして小型のオゾン装置の開発に成功し

たのです。これをお客様に使って頂いて、いろんな要望を

聞きだし、さらに改良していきます。これを何度も繰り返

していくことで本当に顧客に認められる装置を開発するこ

とができました。限られた予算の中で良い製品を開発する

ノウハウも会社の中に積み上がっていきました。

―なるほど。資金が少ないことが会社を鍛えるという面もある

んですね。その後の資金繰りは回っていたんですか？

経営者として資金の確保は重要な仕事です。金融機関から

融資を受けるに当たっては、経営計画をしっかり作りまし

た。現在の顧客と需要の状況、今後の見込み、商品ライン

ナップ、月次の業績もしっかり把握していたので、1年後2

年後の数値予測、将来性などかなり詳細に作りました。こ

れは癖になりました（笑）。過去3期分の業績を並べて、利

益率をこのくらい改善したい、売上をここまで上げたい、

と計画を立てます。そのためには原価率をこの方法で圧縮

する、売上についてはこのマーケットにこの商品を投入す

るからここまで伸ばす。マーケットについても、業界別に

細かく分けて計画を立てます。そして、この計画について

コミットするんです。

―経営計画が具体的だと金融機関も融資しやすいんですね。財

務戦略についてはいかがですか？

私はメーカーでありながら、商社的なバランスシート（貸

借対照表）にしたいと思っています。つまり、なるべく固

定資産を持たないということです。私の父が失敗したのは

固定資産を大きく持ちすぎたということです。いざという

時に売却して現金化しようと思っても、土地や建物なんて

簡単に売却できません。ここで経営を見誤る恐れがあると

思うんです。ですから私はできるだけすっきりしたバラン

スシートにすることにこだわっています。土地・建物の他

にも、金型とか開発費用などを固定資産として計上するこ

とがありますが、当社ではしていません。売却できないで

すからね。資産でありながら売却できないものを資産とし

て置いておくことはおかしい、というのが私のスタンスで

す。できるだけ身軽にして、お金の出入りがシンプルで分

かりやすい状況にしておくことが重要だと思っています。

だから今、会社のお金の動きがすごく分かりやすくなって

います。

―お金の動きが見えると経営判断がしやすい、と。

そうです。すごく大事なことだと思います。それから資金

繰りに時間を取られたくないので、早め早めに手を打ちま

す。投資したいときに素早く投資したいので、資金計画は

年度の初めにやってしまいます。9月の決算が終わったらす

ぐに来期の数字を立て、10月、11月で社員と金融機関に決
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算報告とコミットした計画の説明をします。遅くとも12月

までには終わらせます。その間は金融機関と金利などにつ

いて交渉しますが、その後はしません。あとはコミットし

た数字を達成するために社員と一丸になって率先してやっ

ていくのみです。ビジョンを示して、それに向かって努力

し、結果報告をしっかりする。結果に対しては潔く責任を

取る。これを繰り返すだけで社員からも金融機関からも信

頼を得ることができると思います。

―計画がしっかり立てられていて経営者が強くコミットしていれ

ば、利害関係者も安心しますね。さて少し話題を変えますが、今

後はどのように売上を拡大していくのですか。

今後はオゾンを制御する方法をさらに強化していきます。

オゾンを制御するためにはお客様の状況に応じて、どれだ

けの濃度のオゾンをどれだけの時間当てれば十分な殺菌が

できるかを可視化することが必要です。具体的にはCT値

（注：Cは濃度、Tは時間）と呼ばれる数値で管理します。

顧客の状況に応じて適正なCT値は異なりますから、状況別

にCT値を適正に制御できれば企業は無駄なコストを使わな

く済みます。だからこそ我々はここに経営資源を投下しよ

うと判断しました。オゾンの濃度計は競合会社が作ってい

ましたが、価格が高い。この会社の製品を徹底研究し、当

社独自の濃度計を開発しました。濃度計の次はCT計です。

CT計を世界で初めて当社が作りました。これでオゾンの可

視化ができます。これらの開発には2000万円くらいの資金

が必要でした。我々のような小さな会社とっては大きなお

金です。しかしオゾンを可視化せずにオゾンを制御するこ

とはできないので、ここにはしっかり資金をかけました。

CT計の開発により、オゾンの可視化が可能になったので、

お客様の用途に応じて適正にオゾンを制御していくことで

きます。

―今までアバウトだったオゾンの使い方がCT計でより適正にな

る、と。

そうですね。たとえばある配管の洗浄を薬剤からオゾンに

切り替えるとき、CT値が分からなければどれだけの濃度の

オゾンをどのくらいの時間当てればいいのか分かりません。

するとどれくらいのコストがかかるのかも事前に計算でき

ません。こうなると我々もお客様もお互い無駄な時間やお

金を使ってしまうことになります。CT値で可視化すること

で、こういう無駄が劇的に減らせます。CT値という客観的

な基準をお客様と共有することで、用途開発をさらに進め

やすくなります。

―東京消防庁にもタムラテコの装置が導入されているんですね。

そうです。たとえば救急車で鳥インフルエンザの患者など

を運んだ際、その車両内の器具や隊員の衣服についた細菌

を除染するために、うちの製品が採用されました。従来の

アルコールによる除染よりも低コストで迅速、かつ確実に

除染できるということが決め手になりました。この実績で

他の官公庁からの引き合いも増えています。

【会社プロフィール】

会社名：株式会社タムラテコ

本社所在地：大阪府東大阪市長田東1-2-27

ＴＥＬ：06-4309-1350

ＵＲＬ：http://www.teco.co.jp/

―なるほど。オゾンの可視化をすることで顧客はコストを抑え

ることができる。それが顧客に支持されているんですね。さて、

最後になりますが、中小企業の経営者にメッセージを頂けます

か。

そうですね。そんなに偉そうなことは言えませんが・・。

とにかく勇気と情熱と根性を持って経営をしてほしいです

ね。あと自分に自信を持つこと。ビビっちゃダメです。今、

仮に苦しい状態にあるとしても必ず活路はあります。父の

会社が破たんして、落ち込んでいる私に、ある配管業者の

方が言ってくれたんです、「何をやっても必ず活路はあ

る」って。この言葉にどれだけ勇気づけられたか分かりま

せん。でも本当です。川上から川下までのどこかに自社の

強みを見出し、そこを磨き続ければ必ず活路はあるのです。

金融機関にビビっていたらダメです。世の中、赤字の会社

が大半ですが、みんなそこから這い上がっていくんです。

それから根性も必要です。根性なしが一番だめです。父の

会社が破たんし、倉庫から持ち出した在庫を返しに行くと

き、社員は身の危険を感じて、誰も私に同行してくれな

かったんです。そのことをあるお客さんに愚痴ったらこう

言われました。「お前、バカか、会社の社長のくせに。そ

んなに根性が無くてどうするんだ。一人で何でもやれ。そ

んな気持ちじゃ、お前の会社なんか半年ももたんぞ」と。

それからですね、腹をくくったのは。

―田村社長のパワーの源は何なんですか？

コミットしていることだと思います。本当にこうするんだ

と決めてしまえば、不思議なんですけど、そこに近づいて

いきます。全てのことが運命なのだ、縁なのだ、とプラス

に捉えることができます。コミットが弱いということは、

最初の時点で経営者自身に迷いがあるんだと思います。経

営者の意志が強ければ、会社経営は必ずうまくいくと思い

ます。私は体の自由がきかない祖母が住んでいた実家を取

り戻したくて、起業し、ここまで来ました。絶対にやるの

だと決めて走り続ければ、必ず活路は開けると思います。

―本日はたくさんの学びが

ありました。本当にありがと

うございました！
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豊田礼人の経営コラム「愛される会社への道」

なぜ俺のイタリアンと
丸亀製麺は急成長しているのか？

今回は急成長中の「俺のイタリアン」と「丸亀製麺」に共

通する成功ポイントについて考えてみようと思います。

■飛ぶ鳥を落とす勢いの外食店

「俺のイタリアン」「俺のフレンチ」といえば、今外食業

界で大注目されている急成長のレストラングループです。

特長は、一流シェフが高級食材を使って作る料理が驚くほ

ど安い価格で提供されること。ミシュランガイドの星付き

レストランで働いた経験がある一流シェフが作るイタリア

ンやフレンチが、3分の1以下の価格で食べられます。当然

原価率は高くなるわけですが、客席を立ち飲み形式にする

ことで客の高回転化を図り、大きな利益を出しています。

一方の丸亀製麺はトリドールという会社が展開する讃岐う

どんのチェーンです。この会社は粟田貴也社長が焼き鳥店

を開いたことから始まるのですが、鳥インフルエンザの流

行で焼き鳥店が行き詰ったため、小さく始めていた「丸亀

製麺」に経営資源をシフトし、今では全国に700店舗以上

を展開するまでに成長しています。丸亀製麺も本物にこだ

わったモチモチの讃岐うどんが280円、天ぷらやおにぎり

などのサイドメニューをつけてもワンコインで収まるとい

う低価格がサラリーマンや主婦層・高齢者などにうけ、お

昼時には行列ができるお店として大人気になっています。

■非効率・高コストなはずなのに低価格
この「俺のイタリアン」と「丸亀製麺」の共通点とは何か

。まず一つは低価格であること。それも単なる低価格では

なく、「一見高コストに見えるのに低価格」。俺のイタリ

アン、丸亀製麺ともセントラルキッチンを持たず、店内で

調理をしています。俺のイタリアンでは、すべての料理を

星付きのシェフたちが、新鮮かつ高級な食材を使って調理

しています、冷凍食品や調理済み食品は使わない。メニュ

ーはそれぞれの店のシェフたちが独自の工夫を加えながら

オリジナリティを出す。一般的なチェーン店では、セント

ラルキッチンを採用することで効率化を図りますが、その

ことで味が落ちたり、料理人のモチベーションが下がるな

どして、競合店に付け入るスキを与えてしまうのですが、

俺のイタリアンはその意味でスキがない。一方の丸亀製麺

も料理はすべて店内調理が基本。麺さえも粉から練って生

地にし、茹でる直前に麺状にカットします。つゆもだしを

煮出して作り、天ぷらに使う野菜も店内でカットします。

これによって本当に出来たてのうどんをお客に出すことが

でき、他店を圧倒する美味しさを実現しているのです。

■圧倒的な来店動機が必要
チェーン飲食店の常套手段であるセントラルキッチンを使

わないことで、本当に美味しい料理を実現している両店で

すが、それゆえに高コストになります。すべて店内調理す

ることで人件費はかさみますし、店舗ごとに調理器具をそ

ろえる必要もあります。俺のイタリアンなどはそもそも食

材費も高い。この高コストを吸収して利益を出すためには、

高い集客能力が必要です。常に行列ができるほどお客様を

集め、高回転率を実現することで初めて成り立つビジネス

モデルです。両店が成功しているのは、集客に困らないく

らい圧倒的な来店動機をお客様に持たせられているからで

す。というより、圧倒的な来店動機を作り出せる前提のう

えで、高コストなオペレーションのモデルを構築している

のだと思います。

両店の圧倒的な来店動機は、「めちゃくちゃ美味しいのに、

めちゃくちゃ安い」という点です。この、「～なのに、

but（しかし）○○だ」というのは、顧客を引き寄せるの

にすごく重要な式です。たとえば古着店で店舗数を増やし

ているジャンブルストアは「古着店なのに、but店内がめ

ちゃくちゃキレイ」ということで客を寄せています。この

ギャップが強烈であればあるほど、来店動機は高まります。

さらに集客するうえで「楽しそうな雰囲気」は欠かせない

要素です。両店は、オープンキッチンにすることで、調理

風景をひとつの見せ物として活用しています。調理風景っ

て、見ているだけで楽しいし、食べたい欲求を高める効果

豊田礼人（とよたあやと）
コンサルティング事務所レイマック代表

「クライアントの成功が私の成功である」
がモットー。
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るというのは、とても嬉しいことなのだ、と。モノづくり

というのはそういう効果を人間に与えるのですね。俺のイ

タリアンのシェフたちも同じような気持ちをきっと持って

いるのだと思います。

そして、高いモチベーションを持った人たちは、自分たち

の仕事をさらにレベルアップさせるために絶えず考え、さ

まざまなカイゼン活動を自ら行います。すると仕事の生産

性が上がったり、顧客満足が上がったりする効果が積み上

がっていきます。この少しずつ積み上げたカイゼンの蓄積

こそが、傍目からは分かりにくい競争優位を生み出し、参

入障壁を築いていきます。経営者がビジネスモデルを築き、

そのビジネスモデルを実行しながらスタッフが高いモチ

ベーションでカイゼンを続ければ、競争優位性がグングン

高まっていくのです。

さて、今回のテーマで取り上げた俺のイタリアンと丸亀製

麺。彼らから学べることは、私たち中小企業にもたくさん

あるはずです。非効率で高コストなことが顧客を喜ばせる、

圧倒的な来店動機を起点にビジネスを組み立てる、そして

高モチベーションスタッフによるカイゼン活動が競争優位

を生み出すことなど。自分の仕事に取り込めることはない

か。ぜひ、考えてみてください。

あなたの読書時間を大幅短縮 ベストセラー１分解説
巷で話題のベストセラーを豊田礼人が読み、その要点をズバッとお伝えします

『これだけ！ＰＤＣＡ』 川原慎也 著

■オススメ度★★ ■読むべき人 大企業の組織運営に悩んでいる人

ポイント１

早く成果を出すこと
計画が計画倒れになるのは、なかなか成果が出ず、モチベーションを維持でき
ず、実行を辞めてしまうことに大きな原因がある。たとえばダイエットが続かな
いのは、なかなか体重が減らず、モチベーションが下がってしまうから。小さくて
もよいので早く成果を出すことで継続させることが重要である。

ポイント２

目標達成は計画の作りこみ次第で決まる
目標が達成できないのは、計画が「計画らしきもの」に終わっており、具体的に誰
が何をすればよいのかが不明確だからである。立てた計画がビジョンに添い、か
つ実行に値するものかどうかをチェックすべき。

ポイント３

Ｃ（評価）を早く実行し、早く改善を実施すること
評価するタイミングを早くすることで、早く改善することができる。たとえば、年間
計画に対し、半期で評価して改善策を立てるよりも、四半期で評価して改善に着
手した方が達成できる可能性は高まるということ。その際ＫＰＩ（重要業績評価指
標）を使うと評価しやすくなる。

結 論

船井総研のコンサルタントが書いたもので、売れている。ただ、これを読
んだだけでＰＤＣＡが上手く回るかどうかは分からない。タイトルからはＰＤ
ＣＡを成功させる具体的な内容を期待するが、ＰＤＣＡとはあまり関係のな
い経営理論などにもページが割かれ、やや、モヤッとした印象を全体に受
けてしまった。裏を返せばＰＤＣＡを上手く回すことに画期的な方法という
ものはなく、愚直に・地道に・コツコツと取り組む以外に方法はない、とい
う当たり前のことに気づかせてくれた一冊であった。

★★★★★読まないと損をする

★★★★ 読み応えたっぷり、お薦め

★★★ 読み応えあり

★★ 価格の価値はあり

★ 人気作だがピンとこなかった

があります。これがお客様を魅了して引き寄せる仕掛けに

なっているのです。

■スタッフの高モチベーションが競争優位生む
両店のもうひとつの共通点は、スタッフが高いモチベー

ションを保ち、イキイキと働いている点です。なぜスタッ

フのモチベーションが高いのか？俺のイタリアンのシェフ

たちの場合、彼らがかつて在籍していた歴史ある有名店や

ホテルでは、決められたルールの中での調理が求められ、

自分の好きなように作るわけにはいきませんでした。しか

し俺のイタリアンでは思う存分自分の能力を発揮できる自

由さがある。さらに自分たちが店と会社を引っ張り、新し

いムーブメントを起こしているのだという実感もある。モ

チベーションは否が応でも高まります。

一方の丸亀製麺でも、中高年のパートさんたちが明るい笑

顔を振りまきながらイキイキと働いています。パートさん

でも認められれば店長になることができ、店長になれば裁

量権が与えられます。この丸亀製麺の粟田社長がテレビ番

組で言っていたことで興味深かったのは、店で「手作り」

をしていることがモチベーションアップにつながる、とい

うことです。毎日モノを作っていると誰しも上達を実感で

きます。上達して出来た料理をお客様が喜んで食べてくれ
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信念と行動を結びつける方法とは （2011年10月7日発行第338号）

■ノーベル賞を取るためには？
テレビである心理学者が言っていました。

「信念と行動を結びつける決定的な方法を見つけ出したら、

ノーベル賞が獲れる。」と。それくらい難しいことなのだ

というわけです。確かに、「あれをやりたいこれをやりた

い」とは思うものの、なかなか行動に移せないということ

はよくあります。しかし、当たり前ですが、行動に移さな

ければ、いつまで経っても望む成果は得られません。

多くの人がこの「やりたいことを行動に移せない」症候群

に陥っているように感じます。

■先送りしている本当の原因
やりたいことのはずなのに、なぜ行動に移せないのか？

その原因を突き詰めて考えると、「資金がない」か「時間

がない」に行き着きます。しかし、金も時間も無くても、

本当にやりたいことであれば人間、なんとかしてやるはず

です。先送りにする根本的な原因は、実は「やりたいけど

面倒くさい」「やりたいけど疲れそう」「やりたいけど恥

ずかしい」という意外と怠惰なものだったりするのです。

ただ、怠惰な自分をさらけ出したくないために、お金や時

間の問題にすり替えているわけです。心当たりありません

か？

■制約を外したら、飛びつくのか？
言い訳ばかりして先送りばかりしている人（自分も含め

て）に、本当にやる気があるかを確かめる方法があります。

それは、「今、あなたの行動を制約している条件が全てク

リアされたとしたら、今すぐそれに飛びついて実行する

か？」という質問をするのです。

このとき、すぐに手を伸ばしてつかむのか、それとも躊躇

してしまうのか。もし躊躇してしまうのであれば、それは

本当にやりたいことではなかったのだ、ということになり

ます。

■自分レベルの視点で
さて、自分レベルではどうでしょう？自分は信念を持って

仕事をしているか？その信念は本物か？

昨日亡くなったと伝えられたスティーブ･ジョブズ氏のス

タンフォード大で行った伝説のスピーチで、こんな話が紹

介されています。

「私は１７歳の時、こんな感じの言葉を本で読みました。

『毎日を人生最後の日だと思って生きてみなさい。そうす

ればいつかあなたが正しいとわかるはずです。』これには

強烈な印象を受けました。それから３３年間毎朝私は鏡に

映る自分に問いかけてきました。『もし今日が自分の人生

最後の日だしたら今日やる予定のことは私は本当にやりた

いことだろうか？』それに対する答えが『ノー』の日が

何日も続くと私は『何かを変える必要がある』と自覚する

わけです。」

「自分がもうすぐ死ぬ状況を想像することは最も大切な方

法です。私は人生で大きな決断をするときに随分と助けら

れてきました。なぜなら、他人からの期待、自分のプラ

イド、失敗への恐れなど、ほとんど全てのものは…死に直

面すれば吹き飛んでしまう程度のもので、そこに残るもの

だけが本当に大切なことなのです。自分もいつかは死ぬ

と思っていれば、何か失うのではかないかと危惧する必要

はなくなるので、私の知る限りの最善策です。失うものは

何もない。思うままに生きてはいけない理由はないので

す。」

もし明日自分が死ぬとしたら、やりたいことを先送りにす

ることはできない。信念と行動を結びつける有効な方法の

ひとつは、自分の死を具体的に意識することなのかもしれ

ません。

ジョブズ氏は信念を貫き、やりたいことをやりきったので

しょうか？それは本人と神のみぞ知ることです。

偉大な経営者は、死をもって僕たちに強烈なメッセージを

残したように思えてなりません。

連続400週間以上、毎週金曜日に発行しているメールマガジン「愛される会社の法則」の
バックナンバーから、特に好評だったものをピックアップしてお届けします。

メルマガ
バックナンバー

無料メルマガ「愛される会社の法則」は毎週金曜日の朝８時
に配信しています。配信希望の方はレイマックのホームペー
ジから配信の申し込みをしてくださるようお願い申し上げます。
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後藤剛のいまさら聞けない人事労務 秘密の相談室
企業の発展に欠かせない人事労務の知識。特に近年その重要性が日に日に増してきています。しかし、分かって
いるようでも結構勘違いをされていることが多い分野でもあります。そこで、今さら人に聞くこともできない人事労務
に関するトピックを毎回取り上げ、わかりやすく解説します。

「ユニクロ」流の採用と労務管理を考える。

定期購読をご希望の方は、愛
される会社プロジェクトにご入
会ください。詳細は当方のＨＰ
（レイマックで検索）にアクセス
して頂き、ご確認ください。

■Ａ１会員 ５２５円
■Ａ２会員 ９８０円
■Ｂ会員 ４２００円
■Ｃ会員 １２６００円

(すべて月額）

発行元／経営コンサルティング事務所レイマック 発行人／豊田礼人 〒466-0051 名古屋市昭和区御器所2-9-27-305 http://www.raymac.jp

後藤剛 人事コンサルタント会社にて活躍中。採用・労務管理に特に強く、多くの企
業で相談に応じ、会社と従業員との労使関係の向上を果たしてきた。昨年から介
護・医療系の転職・就職支援並びに採用支援に取り組んでいる。その、手間を惜し
まないスタイルにより一人、また一人と地道にマッチングを成功させている。今後の
活躍が非常に楽しみな一人家族は妻・子２人。日進市在住。４５歳。血液型O型。

先月、「世界同一の賃金体系を目指す」ことを発表した

ファーストリテイリング（以下ファストリ）。皆さん良くご

存じの柳井会長兼社長の率いるグローバル企業です。その

ファストリ、峻烈極まる労務管理体質によって近年、「ブ

ラック企業」の最右翼のような言われ方をしていますが、そ

の「ユニクロ流」の採用・労務管理について、今回は少し考

えてみたいと思います。

■「泳げない者は沈めばいい」
ファストリの柳井会長は徹底した『完全実力主義』の経営で

知られます。05年7月には当時の玉塚社長（日本ＩＢＭ出

身・現ローソン副社長）を、わずか３年で更迭し、自らの要

求する水準に満たないと判断した役員も情け容赦なく降格さ

せ、さらに自らの掲げる「圧倒的スピードでの急成長」と

「絶え間のない変革」を、全社員に求めるスタイルを貫き、

そしてそのスピードに必死で食らいついてくる者を重用して

いっているようです。

■確かに労務リスクは高そうだが・・・
新卒者も大量に採用するが、実力主義を徹底し、社員を「ふ

るい」にかけるやり方なので、当然残るのはほんの一握りの

社員。大半は組織からこぼれ落ち、中には鬱になって辞めて

いく社員も多く、その辞めさせ方にもリスクが残っている可

能性があります。さらに、柳井会長の著書を見る限り、そし

てマスコミを通じた発言を耳にする限りでは、確かに少し労

働法規を軽視しているような印象です（それだけストレート

かつ極めて直截的な物言いが柳井会長最大の特徴ですね）。

従って、たとえば「サービス残業」や「名ばかり管理職」、

「パワハラ」等の労務リスクが内在されている可能性が極め

て高い会社であると言えると思います。

■「合う、合わない」がハッキリしている
確かに、余りにも適性に欠け本来採用すべきでない者まで採

用してしまっている可能性があるように感じますし、採用は

もう少し慎重にした方が良いのではないかと正直思いますが、

【愛される会社プロジェクト セミナーのお知らせ】
26回目となるセミナーは、「ストーリーで顧客を引き寄せる」と題して、

ストーリーを使って顧客の感情に訴え、引き寄せる方法を解説いたします。

「ストーリーで顧客を引き寄せるマーケティング」セミナー
日時：2013年6月25日（火） 19:00～20:45

場所：ウインクあいち1205会議室 定員：30名
料金：３０００円 愛P会員は割引または無料
講師：レイマック 代表 豊田礼人（中小企業診断士）
【友割】お友達をお誘い頂きますと、本人様・お友達様とも1000円割引いたします。但し初参加の方のみ。
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私は、柳井会長は非常に分かりやすいメッセージを発してい

ると思うんです。

そうです。「泳げない者は沈めばいい」という考え方なのだ

ということを、前からはっきりと発言しています。そして、

「わが社は情け容赦は全くしませんよ」、「一切の安定志向

は許しませんよ」「グローバル競争は、まさに『成長か、さ

もなければ死か』の戦いです。その考え方を一社員であるあ

なたにも、わが社は徹底して求めていきますよ」などという

言葉を、繰り返し公の場で話していますから。

ファストリの場合には、「泳げないものは沈むべし」とい

う『完全実力主義』に心から共感し、安定を嫌悪し、「飽く

なき急成長の追求」「絶え間なき変革」という組織の風土に

ゾクゾクするような感覚を覚える者であれば、きっと活躍で

きるでしょう。でも逆に言えば、そのような風土に共感しな

い、合わない者は、「絶対に」入社してはダメだ、というこ

とですよ。それが非常にはっきりしていると思います。

■柳井会長、これは「甘え」でしょうか？
柳井会長の考え方は一理あるし、「2020年に5兆円企業に」

という目標達成のためには当然、「成長か、さもなくば死

か」くらいの覚悟で取り組まねば到底無理でしょう。でも少

なくとも、私は絶対に入社しません（というより採用されま

せんが・・・）。

私は、もう少し寛容な会社が好きです。敗者にも優しいまな

ざしを向け、社員同士助け合い、そして顧客のために社員全

員が力を合わせて日々努力する、そんな風土の企業が好きで

す。でも、柳井会長からすれば、きっと、「甘えるな」とい

うことなのでしょうね。


