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歴史に学ぶ 21 世紀の経営学 

二宮尊徳に見る断行力 貧困根絶に燃えた豪腕農政家のリストラクチャリング 

                                          編著：07.3.5 渡邊  From Windom 

 二宮尊徳は１７８７（天明７）年、現在の神奈川県小田原市郊外､相模国足柄上郡栢山（かやま）村に

生まれた。１４歳で父を失い、母も亡くなって伯父の家に預けられ､労働と倹約の日々を強いられる。

薪を背負って読書する「二宮金次郎」の銅像はそのころの境遇をあらわす。しかし､尊徳は単に道徳

の模範としてだけ評価されるべき人物でなく､彼の本領は､農村や藩の財政建て直しに豪腕をふる

った改革者として発揮された。 

 

◎Introduction 貧困根絶に燃えた豪腕農政家のリストラクチャリング 

 苦難の末に生家を再興した尊徳は､小田原藩家老･服部十兵衛家の若党になり､服部家の財政建て 

直しを依頼され､倹約と借入金の運用で再建を成功させた。その功で小田原藩主から手腕を買われ､ 

貧困にあえぐ藩主の分家･下野国桜町領の復興に着手する。 

 尊徳は自分の復興策を「仕法」と云う。試練を乗り越え１０年間におよぶ「桜町仕法」を成功させた。 

再建策のモデルを確立させた尊徳は北関東各地の農村だけでなく大名や旗本から依頼を受けて建て 

直し事業も行い､晩年は幕臣に取り立てられ､利根川分水工事の検分をてがけた。 

 尊徳の農村と武家財政の再建策は､現代の単に従業員を解雇するだけの「リストラ」ではなく、真の意味

でリストラクチャリング（事業再構築）を断行したものであった。 

 二宮金次郎の銅像はか弱い少年の姿で､大人になった尊徳は身長１８５cm､体重９５㎏の巨漢で、割れ

鐘を鳴らすような大音声で指示を下すエネルギッシュな改革者だった。また､大名から再建依頼の使者が

来ても「やる気」を確認するまでは簡単に面会せず､信念をもって改革に挑んだ。尊徳の銅像は小学校の

片隅ではなく、むしろ現代企業の玄関にこそ飾られるべきものである。 

自らの経験と独学で得た知識を基礎に豪腕を発揮した尊徳の生涯から、リストラの極意を学ぶ。 

 

◎Chapter １ 二宮尊徳の事情に学ぶ 

＝episode 1：没落した家を再興する＝ 

二宮尊徳は江戸末期１７８７(天明７)年､相模国足柄上郡栢山村（現在の神奈川県小田原市）で農家の３人兄

弟の長男(幼名:金次郎)として生まれた。１８４２(天保１３)５６歳で幕臣に登用､尊徳(正しくは:たかのり)と名乗る。 

 二宮家は､祖父･銀右衛門の努力で財産にめぐまれた小地主:父・利右衛門は､困窮した人々に施しをし

て「栢山の善人」とよばれた。金次郎はそうした父の姿をみながら幸福な幼年期を過ごす。 ４歳の頃､ 

大暴風雨で､酒匂川が氾濫して二宮家の土地も土石流で埋もれ､一家は貧困の極みに陥る。 

 わずかに残った田地を売っても足りず借金を重ねた父は､金次郎が１４歳の時病死､２年後に母も急死。

金次郎は一人､伯父・萬兵衛に引き取られる。ここから金次郎の苦難がはじまった。 

 伯父の家で金次郎は、昼は農作業に精を出し、夜は熱心に学問に励んだ。しかし､伯父は隠れて読書

する金次郎を「行燈の油がもったいない」と怒鳴りつけた。伯父は一人前の百姓に育てるために倹約と勤

労を身につけさせようとしたが､金次郎は勉強を止めなかった。伝記『報徳記』:１８５６（安政３）年によれば､

金次郎は友人から菜種を借り､荒地にまいて収穫した種を菜種油と交換して､『論語』や『大学』を読んだ。 

また、捨てられた稲の苗を拾って廃田の水たまりに植え、一俵の収穫を得た。 

 苛酷な労働を終えた深夜に「四書五経」を読むとき、金次郎は錐（きり）を手にした。これは眠気覚ましに 

 



 2 

「腿を刺す」のでなく､書いてある内容に間違いを見つけると削り捨てるためだった。しかし､間違いはみつ

からず､金次郎は納得した。彼がいかに真剣に読書していたかがわかるエピソードだ。 

 懸命に働き､勉強した金次郎は､１９歳で伯父の家を出て他家を転々としながら荒れ地を開墾し､２０俵の

収穫を得るまでになった。２０歳で生まれ育った屋敷にもどり､荒れ果てた家を修理してようやく独立した。 

金次郎は、貯めていた金で質入れしていた田圃を請け出し､さらに働き続けて一町の地主に成長した。 

ついに金次郎は生家の再興を果たしたが､彼はそれだけで満足しなかった。 

 

＝episode 2：小田原藩に登用される＝ 

 尊徳は生家を再興して土地も手に入れたが､田地はすべて小作に出し､自分は収穫した米や薪などを

小田原城下で売りながら､武家に出入りして､小田原藩家老･服部十郎兵衛家の若党（従者）に加わる。 

 服部家は禄高１２００石の上級家臣ながら、藩財政の慢性的な逼迫から借金が千数百両もあり､行き詰

まっていた。当主の十郎兵衛は､艱難辛苦をへて家を再興した尊徳の能力と経験に着目し､若党という身

分にもかかわらず､尊徳に家政の建て直しを依頼する。身分制度が厳しい当時では､異例のことだった。 

それだけ服部家が窮していたのだが､十郎兵衛は尊徳の人物を見極め､その断行力に賭けた。 

 ただ､尊徳はそのころ栢山の家に帰る必要があり､すぐには引き受けず､建て直し策の「趣法書」を置い

て服部家を去った。その頃､尊徳は最初の妻をもらった。やがて服部家の財政はいよいよ危機的状況に

なり、尊徳は建て直しの指揮権を与えられ服部家へ戻った。 

 尊徳が打ち出した改革策は徹底的な倹約でした。「５年間､一切口出ししないこと」を要求し､衣食を倹

約して無駄な出費を止めることを家中に誓わせ､厳密な収支管理を行った。倹約は奉公人たちもおよん

だ。あるとき女中が尊徳に借金を申し込むと､尊徳が「返すあてはあるか」と聞くと女中は躊躇する。そこで

尊徳はこう言い渡す。「よろしい。それなら薪を倹約しなさい。５本のものを３本で炊いたら、残りの２本を主

人に言って買い上げてもらおう。それで払いなさい」 また､薪を節約する方法として「鍋底の炭を落として 

熱効率をあげること、煙が出ないように燃やし､炎をよく鍋底に当るようにして炊くことだ」とアドバイスした｡ 

薪の消費量が減るのは経費削減にも繋がり､なにより女中たちに費用と倹約の効用を悟らせ、積極的に 

協力させるようにした。 

 さらに尊徳は「五常講」を発案する。これは､薪などの節約でできた余剰金を積み立て､家中で困った者

がいたときに無利子で貸し付ける制度です。これはのちに「報徳金」という金融システムに発展した。 

 こうして５年が経ち､服部家の借金は完済し､３００両の益金が残ったほど成功した。 

 家老・服部家の財政再建が成功した経緯は、小田原藩主・大久保忠真の耳にも届いた。老中に昇進し

たばかりで意欲にあふれていた藩主・忠真は「栢山の金次郎」を呼んで、困難な藩財政建て直しの参考

意見を聞くことにした。尊徳の意見に耳を傾けた忠真は、すぐにでも登用したいと思ったが、封建制度の

もとでは､一介の百姓が藩政に関わるのは障害が大きすぎた。そこで、懸案だった分家の宇津家の桜町

領問題を尊徳に託す。ここからふたたび尊徳の手腕が発揮される。 

 

＝episode 3：北関東の農村復興＝ 

 尊徳が建て直しを依頼された桜町領は下野国芳賀郡（現在の栃木県真岡市）､大久保家の分家で公称４００

０石の上級旗本・宇津家の領地だった。 

 荒廃した桜町領は人心が乱れ、貧村では耕作放棄が相次ぎ、とても４０００石の年貢など集まらない。 

そのため宇津家は借金を重ね、本家・大久保家を頼って生活している状態だった。 
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 尊徳３５歳のとき、それまで資金を投入して､役人を送って復旧を試みても､ことごとく失敗してきた桜町

領の再興が尊徳の手にゆだねられた。 

 尊徳は、服部家と同じように宇津家でも生活費の限度を定めた。桜町領の年貢収納量は、それほどひ

どくなかった時期の過去１０年間の平均が２０３９俵で、実質は２０００石しかない。そこで、当面の目標とし

て年貢は１０００俵、それとは別に畑年貢を１２７両３分として、１０年間これを変更せずに生活し、これを超

える年貢収入があっても宇津家に入れず､農民に還元して､１０年後に２０００俵にする計画をたてた。 

 のちに尊徳は独自の再建事業のことを「仕法」と呼ぶ。「趣法」「仕方」などとも云う。これは武家の負債整

理や一村の復興、藩全体の財政建て直しを含むものです。 

 「桜町仕法」は、藩からの正式な命令をうけた１８２２（文政５）年にはじまった。服部家の場合と同様､一

切を任せてほしいと要求し、屋敷や田畑を処分して栢山から桜町へ引っ越した。 

 人心がすさんだ桜町を復興するため、まず尊徳が考えたのは、領民のやる気を引き出すことだった。 

尊徳は村々をまわり､赴任３日目に､懸命に働く者９人を表彰した。賞品は鍬や鎌。しかも､村民に投票さ

せて表彰者を選んだ。これは苦しいなかで支えあってきた農民たちにとっては驚きだった。尊徳は､競争

原理を持ち込むというより、これから改革しようとする自分に人々の気持ちをひきつけ、領民たちに問題を

投げかけようとしたものだったと思われる。 

 尊徳は貧しい農家を一軒々訪ね、仕法の目的と倹約を説いた。また、自費で肥料を調達して配ったり、

倒れかかった家の修繕や物置、炭小屋を新築してやったりして、多くの人々から信頼を勝ち取った。 

幼いころから人の数倍働いてきた尊徳は農民と接しながら努力の大切さを訴え､「懸命に働けばけっして

見捨てない」という言葉に説得力をもたせていった。 

 ただし、障害は数多く横たわっていた。いわれない嘲笑

や罵倒はまだしも、藩命でやってきた尊徳の仕法を快く思

わない役人の妨害で､せっかくおさまっていた喧嘩や争論

が巻き起こり､尊徳の仕事は停滞。万策つきてしった。 

 そこで尊徳がとった行動はじつに意外なものだった。 

仕法７年目の１８２９（文政１２）年､尊徳は強い決心のもと､

「江戸に用事がある」と告げて桜町を出ていった。 

 

＝episode 4：幕臣として奮闘する＝ 

 尊徳の復興策に期待していた領民は、肝心のリーダーが消えたことに動揺した。名主は急遽､江戸に使

者を送り､小田原藩邸に桜町仕法が停滞しないように願い出て尊徳を探した。案の定みつからない。 

反対していた役人や領民も尊徳なしでは復興は望めないことをここで悟った。 

 尊徳に心服して復興を願う人々は藩の役所に何度も「仕法続行」を嘆願し､懸命に尊徳を探した。 

そしてようやく、尊徳が成田不動尊で願掛けの断食修行をしているのを知った。じつはこれは尊徳の演出

で、自分から宿屋の主人に頼んで江戸屋敷に知らせたのでした。 

 実際に２１日間の断食修行を終え､仕法再開を望む領民に迎えられた尊徳は､全力で仕事を再開した。 

 桜町からの出奔はストライキで､領民に対するショック療法だが､万策つきた彼自身の思想にとって大き

な転機となった。より強い意志で荒れ地の開墾､ボロボロになった家の修理､荒廃の原因である水利の改

善などの復興策を進めていった。その間、領民を積極的にさせるための報奨金も惜しまなかった。 

 こうして復興を成功させた尊徳は「桜町仕法」をモデルに､常陸国青木村､谷田部藩､茂木藩､宇津家の

一族である烏山藩､下館藩､真岡・東郷代官所の幕府直轄領など､北関東各地で仕法を手掛けた。 
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 その過程で身につけた土木工事の手腕に磨きがかかり、水利工事指導者としての名声も高まって、仕

法を依頼する一日の来訪者は１００人を超えるようになる。５６歳の時､天保の改革を進める老中・水野忠

邦から声がかかり､幕府から「利根川分水路工事見分目論見御用」を命じられ､御普請役格として２０俵２

人扶持の幕臣に取り立てられる。 

 ペリー来航で世情が騒然とするなか､尊徳は相変わらず農村救済に情熱を傾けていたが､６０代なかば

を過ぎると頑健だった身体はさすがに衰え、病気がちになった。幕命で日光領の仕法をてがけることにな

った尊徳は､今市に建設された仕法役所に一家をあげて移住した。 

 病床に伏せながらも息子の弥太郎を指導して日光仕法に意欲をみなぎらせていた尊徳は、１８５６（安

政３）年、御普請役３０俵３人扶持へと昇進する。しかし､同年１０月、ついに病没､享年

は７０歳。 

 

◎Chapter２ 二宮尊徳に学ぶ事業債権の極意 

綿密な事前調査 

 尊徳は再建を依頼されても､すぐに仕法を始めない。事前に十分な情報収集と分析を行う。 

 尊徳が服部家から財政建て直しを依頼されたとき､すぐに引き受けなかったのは､栢山の家に帰る必要

があったからでもあったが、「私のような者にお任せいただけるとは」と喜び勇んで渦中に飛び込んでも、

すぐに失敗すると悟っていたからだった。 

 まず状況を分析し､どこに問題があるか､現状把握して具体的な数値目標が見えるまでは着手しない。 

分析を終えて方針を決めたら､強い意志で、それをやり遂げるとのが､尊徳の手法。これは読書で培った

知識と洞察力とともに尊徳自身が二宮家を再興したときの経験から導き出した方法論である。 

 桜町仕法を小田原藩から依頼されたときも、尊徳は１８２１（文政５）年から翌年にかけ､８回も桜町を訪れ、

綿密に調査している。 

 その方法は､まず土地の資料を調べ､各農家の生計､宇津家の元禄以来の収支状況まで調べ上げた。 

徹底的に状況を洗い出した調査の結果を､『古今盛衰平均土台帳』としてまとめている。 

 藩主・忠真から桜町領の復興を依頼されたとき、尊徳は断り続けたが、この調査で「自分がやってもい

い」と思うになり、「自分にしかできない」と考えるようになった。 

 桜町仕法の後､改革手腕が評判になり､各地から依頼の使者が訪れても､尊徳はすぐに会はなかった。 

これは相手が本気かどうかを試すためだった。また、どんな大身の武家からの使者でも､無理に頼もうとす

れば割れ鐘のような大音声で叱咤したと云う。 

 尊徳は「改革に特効薬はない」と考えていた。十分な準備と計画、それを断行する意志が「改革される

側」にもないと、実現できない。尊徳の姿勢は､財政再建は的確で詳細な現状分析からはじまるのだ。  

準備という点では飢饉対策にも敏感でした。夏前にナスを食べたところ、秋茄子の味がしたことから冷夏と

なることを予測し、冷害に強いヒエを植えさせ､天保の大飢饉でも桜町では餓死者が出なかった。 

 

自己の実力を知る 

 尊徳が再建策でもっとも重視したのは、収入と支出のバランス。 これを尊徳は「分度」と呼んでいる。 

 分度とは、武家でも農村でも､収入に応じて一定の限度をもうけ、その範囲内で生活すれば、余剰金を

積み重ねていくことができるという尊徳の教えのことである。 

 分度とともに、尊徳が基本としたのは「推譲」という考え方。つまり「今日のものを明日に譲り､今年のもの

を来年に譲る」、分度によって生まれた余剰金は確実に貯めていくという基本方針です。 
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 １８３６（天保７）年の大飢饉は､夏以降、雨が続き、８月になっても厚着をしなければならない程だった。 

尊徳は全ての民に１ｶ月分の食料を平等に用意させた。富裕者は貧困者に食料を譲るよう申し渡した。 

 復興の仕事に関しては優しく諭すというより､叱咤激励する厳しいリーダーぶりを発揮した。桜町領で､ 

冬に橋を架ける工事を監督したとき､作業員が寒がって川に入らないのをみて「そんな仕事があるか」と 

一人を水に蹴り落とし､堰の普請では作業員に飲ませようとしたお湯の釜を川に投げ込んだ。 

 事務方の役人がこんなことをすれば反発を買うのは当然だが､村人たちは尊徳に従った。調査の段階

から長期間に渡り尊徳の人柄に接してきた村人は､彼がどんな艱難辛苦を味わってきたかを知っていた。 

だからこそ尊徳は「どん底から這い上がるには､それだけの覚悟がいる」ことを、あえて厳しく示したのだ。 

 桜町領の宇津家は､名目は旗本でも大身の４０００石なので江戸に大きな邸宅を構え､本家の小田原藩

主から援助を受けていたが旗本としての格式を重んじていた。 

尊徳は仕法にかかる前に､「４０００石ではなく実質石高の２０００石に

復興するが､それでもいいか」と注文をつけ､さらに「むこう１０年間は１

００５石しか宇津家には入れない」と宣言した。 

 綿密な事前調査で､桜町領の１０年間の平均生産高は２０３９俵と 

明らかになっていた。それ以上の復興を望むのは領地の実情から 

無謀であると宇津家に釘を刺した。つまり、尊徳は宇津家にも分度と

推譲を守るように要請したのだ。 

 

 勤労意欲を引き出す 

 尊徳は服部家建て直しに着手したとき、徹底的な無駄の排除と生活の合理化を実行した。しかし、それ

だけでは窮屈でやる気がなくなってしまう。そこで奉公人も働く喜びと倹約の楽しさを教えた。 

 たとえば、誤って皿を割ってしまうと､それまでは叱られて弁償させられたが､尊徳は、正直に申し出れば

かえって褒めてやる心遣いをみせた。また､奉公人が髪油などの日用品を買うとき､代金を預かって１ラン

ク落とした品を買ってやり､余った分を貯金して､彼らが辞めるときにまとめて渡した。こうした尊徳の行動か

ら、奉公人たちは進んで倹約するようになった。 

 桜町仕法では､数々の妨害があったが､尊徳はみずから村々を回って「まじめに働けば見捨てはしない」

と説得し､報奨を贈り､貧しい農民たちの信頼を勝ち取った。 

 領民のすべてが倹約し、懸命に働く環境をつくりだすのが仕法の根幹。もともと桜町領は鬼怒川流域の

沖積地なので、土地は農耕に適していた。ただ、開墾の資金や人員を確保できる体力が宇津家にない。 

しかも、離農者が相次いで年貢の負担ばかりが増加して､村々の勤労意欲は希薄でした。 

 尊徳の仕法は、貧困と絶望に覆われた農村を建て直すための勤労意欲を領民自身が積極的にかきた

てることを、最初の目標とした。 

 勤労者の表彰はその手始めで、領民の信頼をえた尊徳はのちに「報徳金」という無利子の金融システム

をつくり、農民に資金を提供しました。「貧すれば鈍す」というように、やはり経済的に救われなければ意欲

は失われてしまう。まず信頼関係を築き、援助しつつ方向性を示すことで人々の労働意欲をかきたてた。 
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後継者を育てる 

 尊徳には富田高慶､吉良八郎､斎藤高行･高教､久保田周助､荒専八､伊東発身のすぐれた弟子がいた。

尊徳は分度と推譲を基礎とした「報徳思想」を説いたが､弟子にそれを学問として教えるのでなく､あくまで

仕法のなかでの実践によって教育した。 

 尊徳は後継者を育てるために手取り足取り教えたわけではない。仕法を推進するなかで自分の仕事を

弟子にみせ、実践のなかで伝授していった。彼は「ただの本読みになるな」と言っている。自分自身､少年

時代は読書に熱中したが､その後は実践の場で経験を積み､改革リーダーとして自己を高めていった。 

机上の学問だけでは成長できないことを早くから悟っていたのだ。 

 弟子たちも、そうした尊徳の背中から学び、彼の思想を伝え広めようと努力した。 

なかでも富田高慶は一番弟子の人物で､二度目の妻［なみ〕との間に生まれた娘の婿でもある。学問に通

じ、その知識は尊徳でさえ一目置いていた。 入門を志した富田は､はじめ尊徳から門前払いを食らうが､

４ｶ月間も粘り強く待ち､やっと門下に入りした。彼は尊徳のすべてを吸収しようと努力し､着物は粗末な木

綿､食事も飯と汁だけと日常生活までを模倣した。富田は相馬藩の仕法調査を任され、江戸と相馬を往復

して尊徳も驚くほどの報告書をまとめた。 

 開始された相馬仕法は１２年間を要したが､厳密な分度と､家老らの

協力で多額の余剰金をうむ大成功となった。幕末維新の動乱で相

馬藩は小藩の苦悩を味わったまま明治の廃藩置県を迎える。そのこ

ろ富田は家老の末席に加わり､廃藩によって放り出された士族に､ 

土地を１町歩ずつ与え、帰農を奨励して混乱を防いだ。 

 富田は明治政府の重鎮・西郷隆盛に面会して尊徳の仕法を説き、

政府に農村救済の実施を要望した。しかし､それが叶わないと知ると、

１８７７（明治１０）年、みずから「興復社」を結成して社長をつとめ､尊徳

の孫・尊親を副社長とした。旧報徳金の返還分と政府からの借金を

もとに荒れ地開墾助成を手がけ、後に政府から従四位を贈られた。 

 富田は尊徳の伝記『報徳記』を著す。のちに尊徳の実績が語られ

るようになったのは、富田の功績である。 

 また、尊徳の思想を実践した「報徳社」の運動は､尊徳５７歳の頃から各地に結社が組織化発展し明治

初期には全国で１０００社を超えた。１９２４（大正１３）年､それらを糾合した「大日本報徳社」が設立された。 

 尊徳の改革が一代で終わらず継承されたのは､彼が単に思想を説く学者でなく､あくまで実践家だった

からで､そこに共鳴し心酔した富田などの弟子たちが､自らすすんで尊徳の後継者となっていったのだ。 

 

 

参考文献／『二宮尊徳』（奈良本辰也著・岩波新書） 

『二宮尊徳』 （守田志郎著・朝日新聞社）   他 
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◎ ビジネスの視点から リストラ（リストラクチャリング）    ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｽﾀｰ：西村克己 

１．リストラとは 

リストラ（restructuring）は､「事業の再構築」です。ここ 10 数年、多くの日本企業はリストラを人員削減

の意味で使ってきが､本来のリストラは、事業の再構築、事業を抜本的に立て直すと意味である。 

 なぜリストラが必要なのか？ 今まで通りのやり方を守っていてはなぜいけないのか？ 

 企業を取り巻く経営環境は常に変化している。マクロ環境（法規制、技術動向、経済環境）の変化､市場動向

や顧客ニーズ変化､競合との競争激化など､経営環境は常に変化している。 

 たとえば、数年前に音楽ＣＤ（ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｨｽｸ）のﾐﾘｵﾝｾﾗｰ（１００万部超）は､一時期､年間５０ﾀｲﾄﾙを超えた。 

しかし現在は､ｱｯﾌﾟﾙｉＰｏｄの出現で､ＣＤからｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる音楽配信に急速に移行している。その結果、

ﾐﾘｵﾝｾﾗｰは年間１０ﾀｲﾄﾙを下回り､ＣＤの売上が激減している。今までのようにＣＤ販売だけに頼った経

営では､売上低下で､投資対効果が低下する。ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを使った音楽著作権ﾋﾞｼﾞﾈｽなど､新しい収益源

を確保する事業の再構築、すなわちリストラが必要になる。 

 経営は､投資対効果の最大化である。投資対効果を最大化して利益を確保しなければ､企業経営を存

続することができない。また、利益を確保するために､継続的な競争優位を確立し、成長戦略を実現する

ことが必要。成長戦略は､利益を伴う事業の成長を意味する。 

 経営が継続的に利益を確保するためには､企業の陳腐化防止が不可欠。企業の陳腐化防止は､既存

事業の撤退・縮小と新規事業による新陳代謝の継続により可能になる。 

 既存事業の撤退・縮小によって捻出した経営資源(人･物･金･情報)は、将来性ある既存事業､新規事業開

発に重点投資し､将来の成長基盤の強化が必要。 

 

２．リストラのいろいろ 

リストラを「再構築」という面で広くとらえると、事業リストラ､資産リストラ､人件費リストラがある。 

事業リストラは､不採算事業の縮小･撤退。資産リストラは遊休資産の売却･遊休地の再開発による遊休

資産活用がある。人件費リストラは人員削減､正社員の仕事を派遣やﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰへの置換えがある。 

（１）事業のリストラ 

 今までの事業の市場規模が永遠に拡大するなら､リストラは必要ないかもしれなお。しかし､市場の奪

い合い､値下げ要求の激化で､もうかる事業ともうからない事業の明暗が分かれる。また､アジア諸国の

台頭で､国内生産では採算が合わない事業も増えてきた。 

 今後も赤字脱却が困難な事業は､時には完全撤退の意思決定が必要な場合がある。撤退しない場合

も、大幅な規模の拡大､徹底したコストダウンの推進が必要になる場合もある。また､国内生産拠点を思

いきって縮小して､新しい海外拠点にシフトすることも効果的かもしれない。 

 事業のリストラで撤退・縮小する場合､事業売却する選択肢もある。買取り企業は､Ｍ＆Ａ（合併・買収）。

不採算事業を抱え赤字を垂れ流すより､事業売却して売却資金を手に入れ､身軽になるのも選択肢であ

る。 

（２）資産のリストラ 

 遊休資産を売却､ないしは有効活用して資産再構築を行うのが､資産リストラ。ここ数年､遊休地の売却

が積極的にすすめられ､企業のｷｬｯｼｭﾌﾛｰ改善に貢献してきた。土地の価格が下落するデフレ経済では、

遊休資産で使用する予定のないものは､現金化して借金返済し健全な財務体質に転換することが推進

されてきた。空き家が多い社宅､海外移転した工場跡地の遊休資産の有効活用や売却もすすんだ。 
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 駅から近く交通の便がいい都心の工場跡地の再開発が盛ん。たとえば､石川島播磨工業は、豊洲地

区の工場跡地を売却した。 豊洲地区の再開発が進行中で､２００店舗を有する商業施設の建設､新橋

から台場方面に伸びる路線「ゆりかもめ」の延長による豊洲開通､芝浦工業大学の移転（０６年４月）､高層

マンション建設ラッシュがはじまっている。 

 また電線大手のフジクラ（本社：東京都江東区木場）は､東西線木場駅２分の工場跡地を再開発している。 

ｲﾄｰﾖｰｶ堂､ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ､ｵﾌｨｽﾋﾞﾙを併設して､集客力が高い商業･ﾋﾞｼﾞﾈｽ拠点を形成している。 

 また､多くの企業で株式の持合いを解消し､保有株式の売却で､ｷｬｯｼｭﾌﾛｰの改善をすすめている。 

一方､株式持ち合いの解消を機に､Ｍ＆Ａ､株買占めによる企業支配が活発化している。 

（３）人件費のリストラ 

 かつて電気メーカーを中心に､早期退職制度による人員削減が行われた。本来の経営は､事業の撤

退・縮小と同時に新規事業や既存の成長分野への先行投資を加速する必要がある。それにより､新雇

用の創出が経営者の役割期待の１つでもある。 

 派遣社員やﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰの活用も､人件費リストラの１つ。ﾏﾆｭｱﾙ化できる仕事､ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを標準化でき

る仕事は、正社員から派遣社員やﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰに仕事を移管している企業が増えている。金融機関の窓

口も､例外でなく､移管しているところが増えている。 

 

３．物流部門を子会社化した事例 

事業部を自社から切り離し､子会社化するリストラもある。比較的切り離しが容易な､物流部門や情報シ

ステム部門を子会社化する場合が多い。子会社化で人事給与体系の自由度を高め､子会社化で､他社 

からの仕事を受注し､売上拡大をめざすこともしばしばある。 

 ある大手食品会社は､長年赤字経営が続き､抜本的なリストラが求められていた。 コスト構造を分析 

すると､物流費が極めて高い。物流部門だけで５００名超の正社員と､５００台超のトラックを有していた。 

本業はメーカーなのに､物流人員が社員の約２０％も占めていた。 

 そこで経営者は、物流部門を子会社化することを意思決定した。雇用を保障し､一度退職して新しい物

流子会社を作り全員を再雇用した。退職金が支払われ､子会社の給与体系に刷新した。また、子会社と

なった物流会社は、競合他社を含む、他社の物流業務を積極的に請負って､売上を拡大した。 

 人件費の削減を中心とした物流費の削減と､新しい仕事を外部から請負うことで､２年後、その会社は

慢性化した赤字から脱却できた。物流部門の子会社化で、その食品会社は経営危機を回避した。 

 

４．リストラ導入の進め方 

 リストラは中長期レンジで事業領域をいかに再構築するかが重要。目先のコストダウンにリストラを乱 

用したら､将来の成長力を失うことになりかねない。中長期視点で､将来の事業を考える必要がある。 

リストラの真の目的は､中長期の収益構造改革で､単なるコストダウンや事業規模の縮小でない。  

リストラは､事業領域の再定義からはじめる必要がある。そもそも自社のドメイン（事業領域）が何かを､明

確化する必要がある。ドメインは企業がどの事業で戦うのか､事業領域に関わる重要な部分。 

戦略なきコストダウン優先のリストラは失敗する。リストラは一貫した経営戦略に基づいて行わないと､組

織が混乱し､リストラは失敗する。まず本業の中核事業は何か、本業の関連事業は何かを明確にする。 

本業強化は経営戦略の定石で､多角化は本業を中心に進めることで成功率が高まる。本業の強みを活

かし､本業とシナジー（相乗効果）を引き出すことで他社に競争優位に立つことができる。 
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 ドメインの事業でも､将来性がない事業は縮小・撤退する。またドメイン以外分野は､シナジーが活かし

難く､競争力維持が困難。赤字事業は､早期撤退を視野に入れるべきである。 

 

 事業領域を明確にしたら、自社のコアコンピタンス（競争力となる強み）を明確にする必要がある。 

コアコンピタンスをさらに強化することで､競争力

が高まる。限られた経営資源を､コアコンピタン

スを活かせる分野に配分すれ良いのだ。 

 一方、コアコンピタンスでない業務はアウトソ

ーシング（専門企業に外部委託）を考える。他社と差

別化しにくい業務は､自社より専門性が高い企

業にアウトソーシングすれば、競争力を維持し

たままのリストラが可能。 

 ドメインとアウトソーシングの方針が決まったら、

リストラの具体的な実行計画を作成する。リスト

ラの目的、対象部門、規模、スケジュール、推進

体制などの実行計画を明確にする。リストラに

は多大な費用も必要になる。投資対効果の見

極めも必要。 

 

 

 

 ５．リストラ推進上の留意点 

 リストラの推進上の留意点をいくつか挙げる。 

 【１つ目】：コアコンピタンスを守り抜くこと。コアコンピタンスを自覚しておかなければ､気がついたら自社

の強みを失っているかもしれない。自社の強みは何か､利益を生み出す源泉は何かを明確に､守り抜く

覚悟が出発点になる。今まで築いた強み･ノウハウを失わないよう､コアコンピタンスを大切にする。 

 【２つ目】：中長期視点でリストラを考えること。目先の赤字決算に翻弄され､場当たり的なリストラは､社

員の活力を失い逆効果。中長期で成長する事業か､ある程度成熟した事業なのか､見極めが重要。 

成長余力が高いなら､さらなる先行投資が必要となる。目先のコストダウンに暴走するのでなく､将来の

成長力とコストダウンのバランスを見極める必要がある。 

 【３つ目】：本来のリストラは、新規事業の立ち上げ､将来性のある事業に経営資源の投入､あることを

忘れてはいけない。顧客ニーズや市場構造は絶えず変化する。したがって新しいニーズや市場が生ま

れる反面、陳腐化､縮小する市場も多い。既存事業は経営効率を高める、そして捻出した人材などの経

営資源を､将来の収益向上のために投入するのが､企業の中長期的な成長を支える。 

 【４つ目】：コスト優先から魅力ある企業作りをめざす。魅力ある企業作りをめざすのが経営者の仕事。 

社員が堂々と胸を張って仕事ができる環境でないと､社員､組織は真の力を発揮することができない。 

社員が会社に帰属意識を持ち、活力となる企業風土作りめざすことを、多くの社員は願っている。 

 

         以上     


