第 11 回：先頭集団についていけば良かった時代
情報化 社会に おいて は、欧 米諸国 はもち ろん 、発展途 上国も 含め、 世界の すべて の国が 、
一つの塊 になっ て走っ ている 時代な のです 。イ ンターネ ットの 普及は 「時間 と空間 」の壁 を
すべて取 り払っ てしま ったの です。 グロー バル ・ネット ワーキ ングが 構築さ れた企 業間に お
いては、 情報の やりと りは国 境を意 識する こと はまった くなく なりま した。 必要な 書類の や
りとりは もちろ ん、プ ロジェ クトの 進捗管 理も 、すべて 電子メ ールや ファイ ル転送 システ ム
で瞬時に 行われ るよう になり ました 。国 際電話 という概 念もな くなり ました 。IP 電話 の普及
により、 同一事 業所間 、もし くは同 一事業 所内 における 通話コ ストは ゼロ円 の時代 です。 テ
レビ会議 システ ムもひ と昔前 のシス テムと は比 較できな いほど 進化し ました 。イニ シャル コ
ストも、 ランニ ングコ ストも 圧倒的 にダウ ンし ました。
ある企業 の研究 開発プ ロジェ クトに おいて は、 研究開発 チーム を東京 と、サ ンフラ ンシス
コと、ロン ドン の 3 カ所に 設置し ていま す。東 京の開発 チーム が定時 になっ て終了 した時 点
で、サン フラン シスコ の開発 チーム が始業 時を 迎えて、 その進 捗を引 き継ぎ ます。 サンフ ラ
ンシスコ の開発 チーム が定時 になっ て終了 した 時点で、 ロンド ンの開 発チー ムが始 業時を 迎
えて、そ の進捗 を引き 継ぎま す。そ して、 ロン ドンの開 発チー ムが定 時にな って終 了した 時
点で、今 度は、 東京の 開発チ ームが 始業時 を迎 えてその 進捗を 引き継 ぐ、と いうよ うに時 差
の壁を利 用して のシー ムレス な 24 時 間・365 日開発環 境を実 現して います。当然の ように 、
それぞれ の開発 チーム は、プ ロジェ クトの アウ トソーシ ングを 、必要 なスキ ルと実 績を有 す
る国内外 企業に 発注し ていま す。
重化学 工業に 代表さ れる機 械制工 場の建 設に は莫大な 資金と 人材育 成のた めの時 間を必 要
とします が、情 報産業 に代表 される 知識制 工場 の建設に は、莫 大な資 金を必 要とし ないの で
す。そも そも工 場その ものが 不要な のです 。必 要なコン ピュー タの設 置スペ ースが あれば 、
あとはコ ンピュ ータを 運用す るため のオフ ィス スペース を確保 すれば 済んで しまい ます。 技
術移転は 瞬間的 に行わ れます 。人材 育成も 1 年 単位で育 成して 供給で きるの です。
いまやイ ンドや 中国は 、IT 産業の 先進国に な りつつあ ります 。韓国 や台湾 は、すで にわが
国を脅か すライ バルで あり、 同時に 、欧米 諸国 を脅かす ライバ ルです 。ゼロ から起 業して 、
わずか数 年で上 場して 覇者と なりう る可能 性が あるのが IT 産 業の特 長です 。
国家とし ての規 模で基 幹産業 の育成 を考え る必 要はまっ たくな いので す。会 社単位 、個人
単位の規 模の集 合体が 、国の 基幹産 業とし ての 規模なの です。 グロー バル・ ネット ワーキ ン
グの時代 では、「 分散と 自由と 自発性 」が三 種 の神器と して鎮 座して いるの です。
もはや、
「 集中と 規制と 権力」を三種 の神器 とし て君臨さ せてい く時代 ではな くなっ ている
のです。 この事 実は、 会社経 営にお いても まっ たく同じ 状況に あると 言えま す。
経営の主 体は、事業部 別経営 から、課 別経営 、そして社 員別経 営へ、と変化 しつつ あります 。
同時に、成果の 主体も 法人成 果から 個人成 果へ 、と変化 しつつ ありま す。
「社 員別経 営シス テ
ムの導入 」の是 非が問 われて いるの です。
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かつて、 ある有 名なマ ラソン 選手が 、トッ プの 後にぴっ たりと ついて 、最後 の最後 に抜き
去って優 勝を手 にした 姿を見 て、欧 米諸国 の人 たちは、 決して 賞賛の 拍手を 送るこ とはな か
ったので した。日本人 の多く も、心 の中で は、
「 フェアじ ゃない な」と 思った に違い ないの で
す。経営 者に必 要な「 胆力」 は、こ のトッ プを 走りきる 資質で す。優 勝のテ ープを 自らが 手
を挙げて 切る栄 光を手 にする ことが できる 可能 性と引き 替えに 、とき には風 よけに なり、 と
きにはペ ースメ ーカー となり 、孤独 な走り を見 せなけれ ばなら ないの です。
先頭集団 につい ていけ ば良か った時 代は、 すで に終焉を 迎えて いるの です。

※ 次回 掲載 予定 ・・ ・第 12回： 税金 って 何？
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