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“継続は力なり”が組織を動かす

韓国ウシオ株式会社

代表理事社長 土屋 純一

成熟期に入ったフラットパネルディスプレー（ＦＰ
Ｄ）市場にて、新規事業の立ち上げと組織改革を同時
並行で推し進めてきた韓国ウシオ株式会社の土屋社長
にお話を伺ってきました。在韓６年間で一貫して進め
てきた取り組みとは。それを支える経営哲学とは。 環
境変化への適応を目指した取り組み という視点で、
示唆に富む話が多くありました。
（聞き手：リブコンサ
ルティング香月）

結果だけでなくそこに至るプロセスが重要

【土屋社長】2012 年から駐在を始めて、今年の３月
で６年になります。当時はＦＰＤ市場に欧州の低価格
品が参入してきて、自社製品の競争力が弱まってきた
ため、既存事業の立て直しに加えて新規事業を立ち上
げることをミッションとして赴任してきました。
韓国に来たばかりの頃は、韓国のスピード感に驚き
ました。韓国では、顧客も社員も常に「早く、早く（韓
国語でパリパリ）」ですが、本社を含めた日本サイドは
時間を掛けて慎重に判断する姿勢が強く、その間の調
整に苦慮しました。
「早く、早く」は強みとなる一方で、場合によって
は基本的なステップを軽視し、すぐに結果を出そうと
する傾向がありました。例えば、事前の仮説と実際の
実験が異なる結果となった場合に、
「何故、仮説と違う
結果になったのか」の原因究明をせずに、すぐ他の方
法を試すことがありました。次も違った結果となって
失敗してしまうと、 今後に活かせること が何も残ら
なくなってしまったのです。そこで、商品開発の際に
は失敗した要因を把握して、１つずつ解決するように
意識付けました。新しいことに挑戦すれば多くの失敗
にも直面しますが、長期的な観点で見れば、失敗経験
を蓄積すれば改善の種にできます。赴任当初は、そう
した意識付けをすることから始めました。

【香月】ウシオグループと言えば、ランプのグロー
バルシェアトップの会社というイメージがありますが、 【香月】韓国で経営されるにあたって、日韓の違い
はどういったところにありましたか。また、それでご
韓国内も同様の事業を行っているのでしょうか。
苦労されている点などあれば教えてください。
【土屋社長】韓国でも主にＦＰＤ生産用の露光用紫
【土屋社長】日韓の違いについては、先ほどの話と
外線（ＵＶ）ランプやそれに関連する装置を販売して
います。これらが売上の約 80％を占めています。その も関連しますが、ビジネスを進める時に韓国企業や韓
他に、様々な新規事業を立ち上げて、多様な業界に特 国人社員はＨｏｗ（どのように）についての議論が多
殊光源を販売しています。売上構成では、エレクトロ くなる一方で、日本企業はＷｈｙ（なぜ）やＷｈａｔ
ニクス分野が 80〜85％、消費者向けが 10〜15％という （何を）を重視するという違いを感じます。例えば、社
内で企画書や提案書の確認をする時に、作成内容の曖
割合です。
昧な点を確認していくと、そもそもの目的やゴールが
【香月】土屋社長は駐在歴も長いですよね。初めて 曖昧というケースもありました。スピードを重視する
韓国にいらっしゃった時は、韓国でのビジネスに対し あまり、Ｈｏｗばかりに目が行ってしまい、当初の目
的からずれてしまうことが起きました。そこで、Ｗｈ
てどのような印象を持ちましたか。
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ｙやＷｈａｔを充分に確認した上で実行に移してもら
うように指導していきました。
その他にも、評価制度への関心度、社員同士の距離
感、上司と部下の関係などは日韓の違いを大きく感じ
ました。また、韓国は日本と比べて政治への関心度合
いが強いと思います。韓国内の政治について知見を深
めることで社員と話題を合わせられた経験もありま
す。
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組んできました。この時に決定した行動ルールへの実
践度合いは非常に強く、今でも全社員が続けています。
先ほどの日韓の違いの話にもつながりますが、一度決
めたことへの実行力が高いのは韓国社員の強みだと感
じます。

“継続は力なり”が組織を動かす

徹底的に話し合った幹部合宿が改善のきっかけ
【香月】ありがとうございます。このテーマは１日
では語り尽くせませんね。赴任されて数カ月経つと組
織の課題も見えてくるのではと思いますが、実際には
どのような取り組みをされたのですか。
【土屋社長】大きくは２つの課題に取り組みました。
１つ目は 新規事業開発 です。私が赴任した 12 年
には主力のＦＰＤ事業が成熟期に入っており、今後の
市場拡大が見込みにくい状況でした。そこで新たなビ
ジネスの柱を立てるべく、新規事業開発チームを作り
ました。新規事業は、本社の新製品を韓国で販売する
だけでなく、韓国市場でニーズがあれば、本社製品以
外でも独自製品を見つけてマーケティングをかけられ
るように動きました。さらには、韓国内の企業でも差
別化要素があればウシオグループのグローバルチャン
ネルを使って海外に販売したのです。特に、韓国企業
はベトナムと相性が良いこともあり、ベトナム展開の
サポートも積極的に行いました。韓国ウシオの弱みを
他国の拠点で補うだけでなく、韓国ウシオの強みを他
国拠点ルートでアジア展開することも目指して取り組
んできました。
２つ目は 一枚岩の組織作り です。まず、経営幹
部内での問題意識を合わせるために、13 年に幹部合宿
を実施しました。当時は、外部環境変化の影響で様々
な問題が社内に発生しつつも、何から手を付けて改善
すべきかが幹部内でも意見が分かれていたため、１泊
２日で幹部が一堂に会して徹底的に課題を議論したの
です。主に、 どのような問題が起きているのか 、 な
ぜそれが発生しているのか 、 最も優先順位の高い原
因は何か をすり合わせて、中長期的に取り組むべき
解決方針を議論しました。ここで分かったのは、駐在
員と現地幹部の間では見えている事実が違うというこ
とでした。駐在員からは分からないような現場の問題
が多数あるため、その事実を共有することで幹部内の
目線を合わせることができました。この合宿をきっか
けに、業務標準化・人材育成・営業改革・人事制度改
革が課題だという共通認識が得られ、それぞれに取り

【香月】確かに、同じ経営陣でも 駐在員 という
立場と 現地幹部 という立場だと、視点が大きく異
なり、そこから認識ギャップが生じやすいのかと思い
ます。その主な原因には、１）言語・文化上の壁、２）
時間軸上の壁、３）組織構造上の壁――などがあるの
ではないでしょうか。特に、２）の時間軸の壁は意外
と大きく、現地社員から駐在員を見ると「過去の経緯
を理解していない人」もしくは「３年後には帰国して
しまう人」と思われがちです。その点からも、幹部合
宿などで過去の経緯や未来のイメージをすり合わせる
のは効果的ですね。
それでは、現在はどのような活動に力を入れている
のですか。
【土屋社長】最近では、韓国独自の製品開発を進め
るために、京畿道水原市で開発拠点（水原技術センタ
ー）をオープンしました。徐々に仕組み作りを進めて
おり、ISO 9001 の認証や独自製品の特許取得に注力し
てきました。特に ISO9001 はウシオグループの販売拠
点の中では初めて認証を取得でき、画期的な動きにつ
ながっています。
また、韓国の事業環境に合わせた評価制度に改変し、
より公平な評価を実現するために、評価者研修に力を
入れています。先ほど説明したとおり、短期的な結果
だけでなく、きちんとしたプロセスを踏んで仕事を進
めることを評価する制度に変更したのですが、その際
に重要なのが、定性的な能力評価をできる限り公平に
行うことでした。制度自体は詳細に作成したので、そ
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れをきちんと運用できる評価者育成に注力していま
す。

【香月】非常に示唆に富む話をありがとうございま
した。土屋社長とは何度かお仕事をご一緒させて頂き
ましたが、 現場の意見をとことん聴く姿勢 や 決め
【香月】最後に、ご自身の信念や哲学などがあれば、 たことを継続的に実行するという雰囲気作り を通じ
教えてください。また、 在韓日系企業における駐在 て、社員の目の色が変わっていく場面を何度も拝見致
員 として最も重要な役割とはどのようなことだと考 しました。職場に 一度決めたことは止められない環
えていらっしゃいますか。
境 を作ることが、社員自らが改善する風土作りにも
つながっているように感じました。 悪い会議 の条件
【土屋社長】異文化の中で経営を着実に前に進めよ は 会して議せず 、 議して決せず 、 決して動か
うと考えた時に大事にしてきたのは、「継続は力なり」 ず 、 動いて続かず だと言われており、日系企業の
です。過去の歴史がある異文化の中で、何か新しいこ 経営管理でつまずくポイントを表しているように感じ
とを始めようとすると、簡単に実行できない、あるい ていましたが、御社はそうしたポイントをきちんと抑
は実行できても習慣化に至るまでには多大な労力が必 えて、継続されてきたのかと思います。貴重なお話を
有り難う御座いました。
要です。新しい試みをすると、必ず 現場からの反対
や 継続意識低下による実行力の弱体化 が起きます。
ですが、そこで止めずに継続させきることが重要だと
＜企業概要＞
思います。何度も何度も同じことを伝えて、それらが
当たり前の基準 になっていけば、自然と理解しても
会社名：韓国ウシオ株式会社（USHIO KOREA，INC.)
らえるはずです。
事業内容：産業用中間財及び再生材料貿易業、電気
駐在員の役割は、一言で言えば「日本の強みと韓国 用機械装備及び関連、機材財卸売業、電気電子及び通
の強みを融合して成果を出すこと」だと考えています。 信関連エンジニアサービス業など
日本の良い点を押し付けるのではなく、韓国の強みを
韓国参入時期：1996 年 3 月 15 日
吸収すること。例えば、実行力において考えると、日
社員数：50 名（駐在員 3 名）
本人は１つ１つの業務を着実に実行して継続的に推進
できることが強みですが、韓国人はコミットした仕事
に対して迅速に実行できることが強みだと感じます。
＜聞き手＞
両者の強みを上手く融合して成果につなげていくこと
リブコンサルティング エグゼクティブコンサルタ
が駐在員としての役割なのではないでしょうか。その ント 香月義嗣（かつき よしつぐ）
ためには、韓国人社員の考え方を良く聞くことが大事
東京大学工学部、同大学院修士課程卒。在韓歴 11
です。韓国人は自己主張が強い傾向があると思います 年。書籍「日本企業が韓国企業に勝つ４つの方法」
「経
が、これらを否定するのではなく、理解して話に耳を 営戦略としての営業」など。韓国経済ビジネスにてビ
傾けることがポイントだと感じます。
ジネスコラムを連載。
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