
■同一労働同一賃金
　「働き方改革」のもうひとつの目玉が、「同一労働同一賃金」。労働
によって同じ付加価値をもたらしている人に対しては同じ賃金を支払
うという論拠に立てば、「同一価値同一賃金」と表すこともできる。
また、政府は、賃金だけでなく、福利厚生や教育機会なども視野に入
れて改革を目指しているので、「同一労働同一待遇」ともいえる。短
期的には非正規社員の待遇改善、長期的には非正規という区分そのも
のを無くし、ライフステージに合わせた働き方を選べる雇用のあり方
を創出する狙いがある。このような改革に対応するためには、企業は
どのような職務がいくらの賃金に対応するのかを決めなければいけな
い。つまり、職務分析と職務評価が重要になる。しかし、同一労働同
一賃金にするなら、職務・職責の内容と待遇を結びつけた定義が必要
になる。

■課題は中小企業の生産性向上
　政府側では、長時間労働の是正と非正規社員の待遇改善が、ゆくゆ
くは生産性の向上をもたらすと説いているが、果たして長時間労働
の是正と非正規社員の待遇改善が生産性の向上をもたらすだろうか。
むしろ中小企業側からすれば話が逆で、まず生産性が向上してから、
労働時間の短縮や非正規社員を含めた賃上げができると考えるのが普
通だ。また、評価基準に関しては、日本では職務・職責と賃金を結
びつけた評価制度が行き渡っているとはいえない。企業は公表された

正規・非正規の待遇差に関する
ガイドラインに照らし、もし自
社が合理的な理由のない待遇の
差をつけているという実情があ
るのなら、改めなくてはいけな
い。適切な評価制度で社員が担
う職務の難度、職責の重さ、そ
れをこなす能力、目指すべき職
責（キャリアパス）などがきち
んと測定できてこそ、合理的な
待遇差がつけられる。透明な評
価制度は、生産性向上にも資す
ると考えられている。

■最終的には仕事と会社への誇り
　やりがいを感じる仕事や自分が積極的に好きな仕事、興味のある仕
事に対しては、時間の観念が薄れる。一生懸命集中して取り組んでい
ると、時間が経つのも忘れる。気が付けば、もうこんな時間だという
ことが多くある。食事の時間も忘れて好きな仕事に没頭していると、
疲れるが非常に心地よい疲労感と充実感を味わう。そういうケースで
は、時間外勤務や残業手当などという概念は、どこかに飛んで行って
いる。我々自分で起業した者は、毎日がそういう時間を創り、利害関
係者のために役に立つことを一生懸命やっている。そういう場合は、
非常にモチベーションが高い。中小企業の経営者は、従業員にいか
にこの「仕事への誇り」「会社への誇り」を持たすことができるのか
が、非常に重要だ。そういう意識をもち続けていられる従業員は、会
社に来るのが楽しい。いかにこのような環境を作るのかが、経営者の
最大のミッションだ。
� 2017年度版はたらき方改革白書より著者一部改編
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　昨年の10月号でも取りあげたが、現在の安倍政権の目玉「働き方
改革」。最近は国会でのいろいろと議論もあるが、いったい中小企業
における「働き方改革」とは、どういうことをするのだろうか？　ま
た、経営的にはどういうことを考えるべきなのだろうか？　いまい
ち、よく分からないこの問題を今月号では再度取り上げた。

■中小企業における「働き方改革」とは
　一般的に世間で言わ
れているのは、「働き方
改革」には２種類あっ
て、「長時間労働の是正」
と「非正規社員の待遇改
善」だ。この２つの課
題は相互に関係があり、
正社員は無理難題に応
じてくれて経営側からみれば非常に使い勝手がいいのだが、厳しい解
雇制限がある。いったん正社員になると費用＝給与がほぼ固定化され
るので、繁忙期と閑散期の落差の大きい企業では、正社員を増やすこ
とを避ける傾向にある。そこで業務の繁閑の調節弁として非正規社
員を増加さすことになるのだが、非正規社員の割合が増えるにつれ、
正社員の責任の増大と労働の長時間化が進み、非正規社員は「正社員
がそこまで働くことを求められるのなら、いまの待遇でも仕方がない
か」と諦めてしまうことになる。

■長時間労働の是正
　日本ではフルタイム社員についてみれば、労働時間は2,000時間前
後でここ20年間、ほぼ横ばいだ。正社員の長時間労働の是正につい
ては、本来なら１日８時間、週40時間を上限とするいわゆる三六協
定が必要だが、延長できる労働時間には上限となる基準が定められて
いる。しかし、特別条項と呼ばれる条件を労使協定に付け加えること
で、延長の理由や回数に制限はあるが、無制限に労働時間を延長する
ことができる。いま、この特別条項が問題視されており、これに上限
を設けることが検討されている。

■非正規社員の待遇改善
　「働き方改革」では、非正規社員の
賃金格差をいまの６割から、欧州諸国
並みに８割の水準へ引き上げる目標
を掲げている。これを実行するには、
最低賃金が企業に対して大きな強制
力を持っているため、政府は最低賃
金の引き上げに意欲的だ。2016年10
月に改訂された最低賃金は、近年で
最大の上げ幅となり全国平均で798円
から823円へと25円上昇した。また、
非正規社員の無期雇用への転換を奨励
している。2012年の労働契約法改正
では、2013年４月以降に締結する有期労働契約については、契約更
新によって通算契約期間が５年を超える場合、労働者の申入れによっ
て、無期契約に転換されることになった（労契法18条）。多くの対象
者が発生するのは最短で2018年４月と見込まれている。

同一労働同一賃金のイメージ図

GPTWの働き甲斐の定義

政府の働きかた改革スケジュール

成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

中小企業の「働き方改革」を考える
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■はじめに
　21世紀のビジネスに必要なのは、創造的問題解決によるイノベーショ
ンと言われるようになって、従来型の単なるモノの製造・販売からオー
プンイノベーションによる新しい事業の枠組みが広がってきました。エ
ンジニア的な発想からの製品・事業戦略の限界も感じられ、デザイナー
の発想、その考え方をビジネスに取り入れて新しいものを生み出してい
こうと「デザイン思考（Design�Thinking）」という考えが数年前から注目
されるようになってきました。本稿ではその流れと今後の方向性につい
て一考したいと思います。

■「デザイン思考」の歴史
　1960年代、コンピュータープログラムの開発の動きの中でデザインの
「科学化」ということが着目され、20世紀後半からデザインを科学におけ
る思考方法として捉える見方が広がってきました。21世紀に入ってビジ
ネス書に取り上げられるようになり、「デザイン思考」に対する関心が非
常に高まりました。
　デザインファームIDEO（アイディオ）の創業者であったDavid�Kellyと
その後を継いだTim�Blownによってビジネスにも適用され広められてい
きました。2005年David�Kellyがスタンフォード大学にd.schoolを設立
し、工学系の学生向けに「デザイン思考」を教え始め、その後イリノイ
工科大学、ノースウェスタン大学などが続き、現在では世界のMBAトッ
プスクールが「デザイン思考」を教えるようになってきました。

■なぜいま「デザイン思考」か
　思考法というとロジカ
ルシンキング、クリティカ
ルシンキングなど左脳に
よる論理思考が有名です
が、デザイナーの思考ス
タイルは左脳と右脳の両
方を活用したハイブリッ
ドな思考です。「デザイ
ン思考」は優秀なデザイ
ナーたちの思考法をベー
スにしてシステム化され
た、社会をよりよくする
ためのイノベーション技
法です。既存の延長ではなく新しい問題を発見しゼロベースから発想す
るのに向いています。今はなにが問題なのかを考え、解決策を探す方向
にデザイナーの仕事が広がってきました。
　日本でもデザイン思考の手法を採用する企業が増え、社内の各部門だ
けでなく顧客やパートナー企業も含めて様々な人達が集まり、課題の解
決を図るための「共創の場」が生み出されています。ワークショップ形
式で自由に議論して新しい発想に繋げ、新規開発やサービスに結びつけ
ようとする動きです。

■「デザイン思考」の手法
　デザイナーの思考法を普遍化するために考えられた、「デザイン思考」
の手法をプロセス化したものが羅針盤としていくつかあります。ここで
はスタンフォード大学d-schoolの提供するモデルをとりあげます。
STEP１：共感Empathize　「意味あるイノベーションを起こすには、

ユーザーを理解し、彼らの生活に関心を持つ必要がある」
人々の気持ちに共感することで、彼らが本当に求めているものは何か
明らかにしていきます。
STEP２：問題定義Define　「正しい問題設定こそが、正しい解決策を
生み出す唯一の方法」
人々の欲求が満たされていない現状を明らかにし、どのような状態を
目指すべきかを定めます。
STEP３：創造Ideate　「正しいアイデアを見つけるためだけではなく、
可能性を最大限に広げるために行う」
理想の状態にたどり着くことを支援するアイデアを生み出します。
STEP４：プロトタイプPrototype　「考えるために作り、学ぶために
試す」
生み出したアイデアを実際に形にすることで、うまくいきそうな部分
を確認したり、アイデアを得るきっかけにします。
STEP５：検証Test　「テストは、自分の解決策とユーザーについて学
ぶための機会」
本当に目的を達成できるのかどうか、ユーザーの声をもとにアイデア
を検証します。

（※詳しくは（一社）デザイン思考研究会より　無料教材としてダウンロード
可能です。）

■「デザイン思考」の可能性
　論理と言語をつかさどる左脳だけで深く脚本づけられた人は、高度な創
造力がなければ解決できない問題にぶつかったとき、自分の思考スタイル
の物足りなさを痛感します。直感的・創造的・視覚的な右脳、論理的・
言語的な左脳、この両方を使いこなせば、脳全体をフルに働かせることが
できます。これからは均質な個人を足し合わせた組織力ではなく、より
個人の力が流れを左右する時代になってきます。均質なスキルは、AIや
アルバイト、海外の労働者に取って代わられるような時代になりました。
21世紀のビジネスに必要なのは、創造的問題解決によるイノベーション。
デザイナーのように課題を独自の視点で発見し、創造的に解決する「デ
ザイン思考」の実践が、デザインとビジネスを繋げ、デザイナーでない
普通のビジネスパーソンにも大きな力となるでしょう。
（参考文献）
『クリエイティブ・マインドセット』トム・ケリー＆デイヴィッド・ケリー�著　
千葉敏夫�訳

『21世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由』佐宗邦威�著
『デザイン思考５つのステップ』スタンフォードd.scool　『デザイン思考のポ
ケットガイド』柏野尊徳�著
一般社団法人デザイン思考研究会https://designthinking.or.jp/　
他、デザイン思考　Wikipedia

IDEOのデザイン思考

「共創の場」：ソニー「クリエイティブラウンジ」／ダイキン「フューチャーラボ」

デザイン思考の５つのステップ

藤井 健志
藤井コミュニケーション・デザイン研究所 代表
一級建築士・中小企業診断士・ITコーディネータ
〒606-8107
京都市左京区高野東開町1-23-22-505
TEL�090-5160-2939�/�FAX�075-722-9060
kenjif@mtg.biglobe.ne.jp
経営とITとデザインを繋いでまちづくりに貢献し
ます。

デスクから
診断士の デザインとビジネスを繋げる

「デザイン思考」〜観察と共感から　　 イノベーションへ〜
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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
（JASDAQ上場　コード8462）

ベンチャーキャピタリスト
木村美都

から

への起 業 家 アドバイス

　「経営者に一番必要な資質は何ですか？」とベンチャーキャピタ
リスト志望の若者に聞かれたことがあります。「人を動かせるこ
と」が私の答えです。
　あらゆる企業活動は人を動かすことで成り立ちます。買い手を動
かし、売り手を動かします。動かし方は人それぞれの流儀があっ
て良いと思いますが、人と人との関係において企業は成立します。
単に従業員を動かすことだけではなく、お客様から仕入れ先、外注
先や関係業者、金融機関も株主も社長は動かさなければなりませ
ん。人をスムーズに動かせない人が経営者になった時に悲劇が始
まります。大企業の出身者が落ち入りがちなことですが、大きな

組織ではその人の地位のヒエラルキーに基づいて指示命令が通じ
ていたという事実を思い知らされます。軍隊式の会社でもファン
クラブのような会社でも、スタートアップの小さな会社では、そ
の人のパーソナルパワー（個人の魅力）に頼らなければなりませ
ん。決して騙すのではなく、真剣に分かりやすく自分の思いを伝
えられるか。人を動かせる人は、自分に不足するものをカバーし
てもらうことができ、学習し、さらに成長するチャンスを得ます。
　さて、初めて社員を採用し、その人の給与を決めた時、ああ経
営者になったなと感じます。また、給与体系は経営思想を現わす
と私は思っています。すし屋の大将が小僧さんを雇った時から、
大企業の総帥が幹部の体制を構想する時まで、人事は経営の根幹
です。

その12 人を動かすこと、雇うこと

京
都
の
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京都大学（吉田キャンパス）
　東山通りの百万遍から近衛通り付近までの一帯は、京都大学のキャンパス、京
大病院など、京都大学の関連施設で埋め尽くされている。昔に比べると随分様変
わりした地区もあるが、依然として40年前の面影を残している懐かしい場所も多
い。今回は、一般の方でも気楽に利用できる京都大学吉田キャンパス付近の施設
やイベントをご紹介する。

第16回

●百周年記念時計台記念館
　1925（大正14）年に誕生した時計台は、80年近くにわたって
京都大学のシンボルとして親しまれ続けてきたが、2003（平成
15）年12月、創立百周年記念事業の一環として最新の免震構法
を取り入れた改修工事を終え、外観や内装の雰囲気はそのままに、
「百周年記念ホール」や「国際交流ホール」などを備えた学術交流
の場へ、さらには京都大学から社会への情報発信の場へと再生し
た。館内のレストランは大好評で、終日賑わっている。

●総合博物館
　京都大学総合博物館は、京都大学の学内共同教育研究施設で、
1997年に過去100年にわたり蓄積されてきた学術標本、教育資料
260万点を分類登録し、その基礎研究を行うと共に、それをデー
タベース化し、また広く教育に活用すると共に一般にも公開する
という目的で設置された。

●西部キャンパス生協
　昔は西部講堂と言って、きたない？怪しげな？部室が多くあっ
た西部地区も、きれいに建て直され、２階にあるカフェテリア
「ルネ」は、平日はもとより、土曜日・日曜日も含めキャンパスの
「食べる」を支える拠点になっている。結構、安くておいしい。

●11月祭
　毎年11月下旬の勤労感謝の祭日前後に吉田キャンパスを中心に
開催される。

京都大学の象徴時計台

京都大学ロゴマーク

西部キャンパス生協

総合博物館

2016年の11月祭風景

時計台内レストラン



第145回
日　時：�04月18日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です
会　場：�大阪産業創造館６F-D会議室
� � � �（�地下鉄堺筋本町駅徒歩３分）
講　師：�今仲　清氏（税理士法人今仲清事務所　所長）
テーマ：�平成29年度の税制改正の解説
� � � � 〜知らないと損をする中小企業に関連の税制改正を解説〜�
�

第146回
日　時：�05月16日（火）�19：00〜21：00…第３火曜日です
会　場：�大阪産業創造館６F-D会議室
� � � �（�地下鉄堺筋本町駅徒歩３分）
講　師：�中井　忍氏（京都中央信用金庫　営業第一推進部）…予定
テーマ：�地域経済分析システム　RESASを活用する
� � � � 〜地方創生に活かせる貴重なデータがてんこ盛り〜

第184回
日　時：�04月13日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
会　場：�COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
� � � � http://www.citylabo-ino.com/
� � � � （�市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車�/�阪急京都線「烏丸駅」

下車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）
講　師：�久乗　哲氏（税理士法人りたっくす�代表）
テーマ：�平成29年度の税制改正の解説
� � � � 〜知らないと損をする中小企業に関連の税制改正を解説〜
第185回
日　時：�05月11日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
会　場：�COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
� � � � http://www.citylabo-ino.com/
� � � � （�市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車�/�阪急京都線「烏丸駅」

下車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）
講　師：�中井　忍氏（京都中央信用金庫　営業第一推進部）…予定
テーマ：�地域経済分析システム　RESASを活用する
� � � � 〜地方創生に活かせる貴重なデータがてんこ盛り〜
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勉強会の様子や講演活動の記録など掲載しています。
メールマガジンのお申し込みもこちらからどうぞ。

発行人：成岡秀夫
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成岡マネジメント 検 索

編集後記
いよいよ平成28年度が終わって、平成29年度が始まる。入学、異動、転勤、就
職など、この時期は人生の新しいドラマが始まる方が多い。成岡も、思い返せば昭
和49年の４月に社会人生活の第一歩を踏み出した。しかし、その時期は第一次オ
イルショックで日本全体が沈没していた時期だった。大変なときに就職したものだ
と思ったが、仕事がしばらく少なかったおかげで、独身寮の横のテニスコートで思
い切りテニスができて、うまくなった。人生、何が幸いするかわからない。（な）

4月度・5月度 勉強会のご案内 ● いずれも参加費1,000円

N M O 勉強会 京都例会 N M O 勉強会 大阪例会
http://www.nmo.ne.jp/business/it-osk.htmlhttp://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

今月の
推薦図書

書　名：京都ぎらい
著　者：井上　章一
発　行：朝日新聞出版
発行日：�初版2015年�

09月30日
定　価：760円＋税
ページ数：220ページ
版　型：新書版

書　名：京女の嘘
著　者：井上　章一
発　行：PHP研究所
発行日：2017年01月20日
定　価：800円＋税
ページ数：195ページ
版　型：新書版

京都ぎらい・京女の嘘
　ベストセラーになった「京都ぎらい」
と、その姉妹編「京女の嘘」の２冊を一
緒に読まれると、京都人の特性が手に取
るように理解できる。1000年以上都の
あった京都の人の性格、性質、対人関係
性、趣味趣向、ものの考え方など、独特
のものがあるというが、その原点などは
この２冊を読むと、相当よく理解できる
のではないだろうか。多分に、自虐的に
書かれている部分もあるが、それはそれ
で我々京都人が妙に納得するところがあ
る。京都人を京都人以外の方が理解する
のには、格好の書籍だ。

【目 次】
京都ぎらい

洛外を生きる／お坊さんと舞子さん／仏教のある側面／
歴史のなかから、見えること／平安京の副都心／あとが
き　七は「ひち」である

【目 次】
京女の嘘

第１章：京女の嘘
　　　　�京都弁の女たち／美しい女子大生はどこにいる

／秋田、新潟、そして京都／常盤
第２章：「美人」今昔物語
第３章：「美人」東西物語
第４章：「美人」という言葉にまどわされ
第５章：誰が一番きれいなの
第６章：かしこい女、それともきれいな女

時間　13：30〜17：00
場所　�京都市下京区烏丸四条COCON烏丸ビル４階シティラボ内� �

セミナールームにて
形式　成岡からの講義形式／毎回自由参加
費用　�毎回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）� �

※６回すべて受講される方は25,000円（ただし前納ください）
定員　10名で先着順／申込後のキャンセルはできません
申込　��ホームページ、Eメール、FAX、電話にてお申込みください

 スケジュールと内容 
講座番号 開講日 曜日 課　　　　題

21-1 2017/4/16 日曜日 決算書・試算表を理解する
～貸借対照表～

21-2 2017/5/14 日曜日 決算書・試算表を理解する
～損益計算書～

21-3 2017/6/18 日曜日 決算書・試算表を分析する
～キャッシュフロー計算書～

21-4 2017/7/23 日曜日 設備投資と資金繰りの基本
～投資判断基準と現実の資金繰り～

21-5 2017/8/20 日曜日 管理会計と財務会計の違いと活用
～収益管理の方法～

21-6 2017/9/10 日曜日 経営計画を作成する
～中期計画を作成する際のポイント～

成岡秀夫経営塾　
マネジメント基本講座シリーズ
第21期（2017年度前期）


