
安藤 本日は山口先生に遠方からお越しいただき、ありがと
うございます。
コロナ禍という厳しい経営環境にあって、おかげさまで
当社グループは業績が堅調である上、事業が拡大基調
にあります。一方で、中長期の持続的成長に向けた課
題があるのも事実です。特に、新たな成長に向けた挑
戦する社風の醸成や、組織が拡大する中でのコンプラ
イアンスやダイバーシティのあり方など、取り組むべき
課題があります。ここ数年、CSRレポートを発行する中
で、さまざまな課題を洗い出すとともに、解決に向けた
具体的な活動を進めてきました。こうした点を踏まえ
て、ニュータイプ時代における価値創造などに関する
著作を多数出されている山口先生から、当社グループ
のサステナビリティに対してご助言をいただけると幸
いです。
まずお尋ねしたいのは、コンプライアンスをはじめとし
て、企業として社会に対する責任を果たしていく上で、
組織が共有すべき価値とは何であろうかという点で
す。私が山口先生のお考えに関心を抱いたのは、『世界
のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』という著作
を拝読したことにあります。経営者である私の問題意
識として、組織が大きくなることで、コンプライアンスな
どの問題が避けて通れない点が挙げられます。規則を
厳しくすればそれで解決するわけでなく、組織として共
有すべき大きな価値観が必要ではないかと考えていた
際、「美意識」というキーワードに触れたことが新たな
視点を抱くきっかけとなりました。

山口 生物の増殖や経済の発展などを説明する上で、ロジス
ティックス曲線がよく用いられます。物事の成長の過程
では、最初はゆっくりで次第に加速するものの、一定の
段階に達すると漸減していくという、いわばS字の曲線
です。企業の成長に当てはめると、全員でがんばって事
業を拡大させたものの、安定的に利益が出るようにな
ると、その状態を維持させるべく日々の業務を続けるよ
うになりがちです。日々の業務を確実に継続することは
重要である反面、新たなことに挑戦する気概が次第に
薄れがちです。これによって、時代の変化への対応力が
乏しいものとなりかねません。
米国の経済学者、シュンペーターが「創造的破壊」とい
う言葉で経済成長の根源について説いていますが、時
代が変化する中で、新たな成長を呼び込むためには、
創造的破壊を通じて競争力を高め、生産性の高い分野
に移行していく必要があります。こうした挑戦は簡単で
はないのですが、組織として取り組んでいかないと、次
の成長ステージに上がるのは難しくなります。マラソン
や登山にたとえると、苦しくなったから一休みしてしま
うと、再度、始めたときが一番つらいものです。何かに
挑戦することも同様で、組織としてたゆまなく継続する
社風を醸成することが持続的成長に欠かせないものだ
と考えます。

安藤　当社としても新たな成長に向けて挑戦する社風の醸成
に努めているつもりですが、そうした社風を育てるため
に必要なことは何でしょうか？

山口 常に走り続けろと言うだけでは従業員はつらいと感じ
るばかりです。モチベーションを維持するための理想と
しては、一人ひとりが自ら挑戦したいと考えたことに取
り組める組織の構築だと考えます。トップダウンで無理
やり挑戦しろと命じても、好ましい成果に繋がる確率
は低いといえます。それよりも挑戦したいと自発的に
思った人が取り組む組織であることが大切なのです。

安藤　おっしゃる通りですね。当社としても、これからの時代
に向けて挑戦する人材を育てていくため、ひと言で言
えば、一人ひとりが面白いと思えることに取り組める組
織でありたいと考えます。特に研究開発ではこの点が
重要です。
世の中が大きく変わってきたと思うことの一つは、SNS
が世界中で普及する現在、一個人の取り組みが評価さ
れる、場合によってはあっという間に世界中にブレーク
する点です。SNSを通じた個人の活動と企業活動は同
一視できないのかもしれませんが、イノベーションの原
点は突き詰めると、一個人が面白いと感じたり、夢を抱
いたりすることにあるのではないでしょうか。当社とし
ては、個人の発想を大切にして、そこから新たな挑戦を
促進し、新たなビジネスの起点としていきたいのです。

山口 日本社会の現状で言うと、少子高齢化社会を背景にし
て企業のリーダーの高齢化が進んでいます。かつて明
治維新で新しい日本を築いた人たちの多くは20歳代
でした。太平洋戦争後の経済復興においても、50歳代
が軒並み公職追放となる中、若い世代が奮闘しまし
た。しかし、今日の日本では若い世代が活躍できる余地

が少なくなっていると言わざるを得ません。この状況で
挑戦しろといってもモチベーションは上がりにくいと
考えます。

安藤 若手の意欲をいかに高めるか、ここは当社にとっても大
きな課題です。化学の世界は素材が持つ潜在力はとて
つもなく大きいので、若い人たちがそれを生かして、早
いうちから成功体験を積むことができるように、社内の
環境を整えていくことが経営者の仕事であると考えます。
加えて言えば、大企業にはできないことを我々がやって
いくということです。ほかがやっていることを当社グ
ループが同じく追いかけても面白くない。もっと尖った
ことに挑戦することが我々の存在価値でなければなら
ないと考えます。若い世代にはその先頭に立つ意識で
挑戦してほしいです。
もっとも、面白いことといっても方向性を間違えては業
績に繋がりません。現代でいえば、環境をはじめとした
社会が求める課題の解決に取り組む姿勢が欠かせま
せん。現在、当社の開発プロジェクトでは、大きくはエ
ネルギーに関わる開発に取り組んでいます。たとえば、
何かを電気エネルギーに変える材料であるとか、化学
の力で物質の変換を可能にする材料ですね。こうした
分野に対する取り組みをさらに加速させていきます。

山口 新たな挑戦に関しては、一人ひとりの自発性とともに、
良質な経験をいかに積むかが大切だと考えます。これ
は何かというと、ある仮説を立てて取り組んだものの、
想定外の結果に直面するということです。一見、組織と
しては想定通りの結果が出た方が良いと考えがちです
が、これではイノベーションを望むべくもありません。と
ころが、残念なことに多くの企業においては、想定通り
の結果を出す人の方が仕事ができると評価されがちで

す。もちろん、短期的な業績の確保においてこうした人
材は重要であるものの、組織全体が予定調和で動いて
しまうと、いつの間にか成長が止まっているということ
になりかねません。この事態を回避するため、想定外の
結果をもたらすこと、すなわち失敗を許容する組織、失
敗した人を評価する組織であることが肝要なのです。
この点、安定配当を重視する株主還元の面からは、無
理に挑戦して失敗するよりも、今のままで安定して稼い
でくれという意識が強いため、挑戦のことばかり強調
するのも問題です。しかし、安定志向のままでは中長期
にわたる持続的成長には繋がりません。ここは安定と
挑戦に関して、経営者としてのバランス感覚が問われ
ます。

安藤　たしかに、失敗を許容する企業風土の醸成については、
経営者として覚悟が求められることですが、従業員一
人ひとりが面白いことに挑戦していくためには、失敗を
許容する組織づくりが重要と考えます。
現在、社内では先端プロジェクトを立ち上げたり、匠の
会といった組織を設けたりとさまざまな仕掛けに取り
組んでいます。それと、面白いこと、新しいことに挑戦す
る上で、社内が一つにまとまるイデオロギーが必要だ
と考えています。端的に言えば、「化学の力で明るい未
来を創る」ということです。こうした理念を共有できる
組織を目指したいのです。
それと、失敗の経験も大切ですが、失敗ばかりではだ
れもがやる気をなくしてしまいます。若い従業員には、
たとえ小さいことでもいいから成功体験を積んで自信
をつけさせることもまた必要だと考えます。それによっ
て、さらに高い目標に向かって挑戦したいという気持ち
に繋がっていくはずです。

対　談

新たな成長ステージに向けて、挑戦する社風の醸成とともに、
仕事のやりがいのある組織づくりを目指してまいります。

他社が手がけないことにあえて挑んでいく
意識をさらに高めていく取り組みが必要

CSR REPORT 2022 特集：大阪有機の強み G ガバナンス価値創造の歩みと強み サステナブル経営の推進トップメッセージ S 社会 第三者意見E 環境

05 06

株式会社ライプニッツ

山口 周 氏
当社 代表取締役社長

安藤 昌幸

山口 挑戦に向けた企業風土の醸成と併せて、組織として個
人の成長を促す支援体制が大切です。従業員に対する
支援の中には業務支援とキャリア支援、精神支援とあ
るのですが、上司や同僚との関係の中で三つのバラン
スが大切だと考えます。人材が育つ組織というのは、こ
れらの支援を組織の中で共有していて、業務に取り組
む上での厳しさと安心感を高い次元で両立している点
で共通しています。

安藤 当社が目指しているのは、ほかが真似のできない技術、
材料、ものづくりを可能にする企業です。しかも、大企
業と異なり、当社の規模だからこそ生み出せる独自の
化学技術を追求していきたいと考えます。
その意味では、おっしゃるように個人の取り組みを支
援する体制を通じて、従業員一人ひとりが個性を発揮
できる組織にしていきたいのです。多様な個性が集
まって、意見を自由闊達に述べ合える組織ですね。幸い
当社はまだ400名規模の組織であり、会社と従業員は
いわば運命共同体として経営に取り組んできました。こ
うした点から互いの意思疎通が円滑であり、個々の意
見が通りやすい会社だと思っています。
つまるところ、何か新しいことに挑戦しようとすると、
高い志が不可欠です。特に業務の中核を担う中間管理
職が高い志を抱いて仕事に取り組める会社でありたい
のです。これがひいては若い世代も高い志を引き継い
でくれると信じています。

山口 挑戦する意識を社内で喚起していくことの大切さに加
えて、今後、大阪有機化学工業グループが成長していく
中で、安藤社長から冒頭にお尋ねのあった美意識を含
めた従業員の考え方が重要になっていくはずです。私
はこれまで多数の企業でワークショップを開催した中
で、良い上司、悪い上司に関するヒアリングを行ってき
ました。この中で印象に残ったのは、悪い上司というの
は要するに部下からみて格好悪い人ですね。たとえば、
経費申請で少しばかり不正を働くとか。ところが、本人
は自覚していないことが少なくないものです。「ちょっと
ばかりならいいだろう」という感覚です。しかし、こうし
た人が仕事ができるということで、いつの間にか組織
の上に立つことで、コンプライアンス違反の芽となりか
ねません。犯罪学では割れ窓理論というのですが、建
物の窓が一つでも割れたままにしておくと、治安悪化
の原因となるといわれており、これは企業組織におい
ても同様と考えます。

安藤 ご指摘の点は今後、当社グループがサステナビリティ
を追求していく上で、重要な点です。コンプライアンス
の徹底に向けては、これまでも重視してきましたが、規
則を設けてそれに従ってくださいと指示するだけの組
織では、高い次元でのコンプライアンスは望めないと
考えます。人としての倫理観や正義感、美意識、品位と
いったことがこれからの時代においてますます重要に
なっていくと考えます。その中には、何かあったときに
立ち返るものとして、創業の原点である社是もありま
す。企業として利益を上げるのは使命でありますが、
正々堂々と業務に取り組み、適切な収益を上げられる
企業グループでありたいと願っています。本日は貴重な
お話をありがとうございました。
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当社グループの今後の成長に向けた提言を行っていただきました。

組織としてたゆまなく挑戦する社風を
醸成することが持続的成長に不可欠
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ネルギーに関わる開発に取り組んでいます。たとえば、
何かを電気エネルギーに変える材料であるとか、化学
の力で物質の変換を可能にする材料ですね。こうした
分野に対する取り組みをさらに加速させていきます。

山口　新たな挑戦に関しては、一人ひとりの自発性とともに、
良質な経験をいかに積むかが大切だと考えます。これ
は何かというと、ある仮説を立てて取り組んだものの、
想定外の結果に直面するということです。一見、組織と
しては想定通りの結果が出た方が良いと考えがちです
が、これではイノベーションを望むべくもありません。と
ころが、残念なことに多くの企業においては、想定通り
の結果を出す人の方が仕事ができると評価されがちで

す。もちろん、短期的な業績の確保においてこうした人
材は重要であるものの、組織全体が予定調和で動いて
しまうと、いつの間にか成長が止まっているということ
になりかねません。この事態を回避するため、想定外の
結果をもたらすこと、すなわち失敗を許容する組織、失
敗した人を評価する組織であることが肝要なのです。
この点、安定配当を重視する株主還元の面からは、無
理に挑戦して失敗するよりも、今のままで安定して稼い
でくれという意識が強いため、挑戦のことばかり強調
するのも問題です。しかし、安定志向のままでは中長期
にわたる持続的成長には繋がりません。ここは安定と
挑戦に関して、経営者としてのバランス感覚が問われ
ます。

安藤　たしかに、失敗を許容する企業風土の醸成については、
経営者として覚悟が求められることですが、従業員一
人ひとりが面白いことに挑戦していくためには、失敗を
許容する組織づくりが重要と考えます。
現在、社内では先端プロジェクトを立ち上げたり、匠の
会といった組織を設けたりとさまざまな仕掛けに取り
組んでいます。それと、面白いこと、新しいことに挑戦す
る上で、社内が一つにまとまるイデオロギーが必要だ
と考えています。端的に言えば、「化学の力で明るい未
来を創る」ということです。こうした理念を共有できる
組織を目指したいのです。
それと、失敗の経験も大切ですが、失敗ばかりではだ
れもがやる気をなくしてしまいます。若い従業員には、
たとえ小さいことでもいいから成功体験を積んで自信
をつけさせることもまた必要だと考えます。それによっ
て、さらに高い目標に向かって挑戦したいという気持ち
に繋がっていくはずです。
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山口　挑戦に向けた企業風土の醸成と併せて、組織として個
人の成長を促す支援体制が大切です。従業員に対する
支援の中には業務支援とキャリア支援、精神支援とあ
るのですが、上司や同僚との関係の中で三つのバラン
スが大切だと考えます。人材が育つ組織というのは、こ
れらの支援を組織の中で共有していて、業務に取り組
む上での厳しさと安心感を高い次元で両立している点
で共通しています。

安藤　当社が目指しているのは、ほかが真似のできない技術、
材料、ものづくりを可能にする企業です。しかも、大企
業と異なり、当社の規模だからこそ生み出せる独自の
化学技術を追求していきたいと考えます。
その意味では、おっしゃるように個人の取り組みを支
援する体制を通じて、従業員一人ひとりが個性を発揮
できる組織にしていきたいのです。多様な個性が集
まって、意見を自由闊達に述べ合える組織ですね。幸い
当社はまだ400名規模の組織であり、会社と従業員は
いわば運命共同体として経営に取り組んできました。こ
うした点から互いの意思疎通が円滑であり、個々の意
見が通りやすい会社だと思っています。
つまるところ、何か新しいことに挑戦しようとすると、
高い志が不可欠です。特に業務の中核を担う中間管理
職が高い志を抱いて仕事に取り組める会社でありたい
のです。これがひいては若い世代も高い志を引き継い
でくれると信じています。

山口　挑戦する意識を社内で喚起していくことの大切さに加
えて、今後、大阪有機化学工業グループが成長していく
中で、安藤社長から冒頭にお尋ねのあった美意識を含
めた従業員の考え方が重要になっていくはずです。私
はこれまで多数の企業でワークショップを開催した中
で、良い上司、悪い上司に関するヒアリングを行ってき
ました。この中で印象に残ったのは、悪い上司というの
は要するに部下からみて格好悪い人ですね。たとえば、
経費申請で少しばかり不正を働くとか。ところが、本人
は自覚していないことが少なくないものです。「ちょっと
ばかりならいいだろう」という感覚です。しかし、こうし
た人が仕事ができるということで、いつの間にか組織
の上に立つことで、コンプライアンス違反の芽となりか
ねません。犯罪学では割れ窓理論というのですが、建
物の窓が一つでも割れたままにしておくと、治安悪化
の原因となるといわれており、これは企業組織におい
ても同様と考えます。

安藤　ご指摘の点は今後、当社グループがサステナビリティ
を追求していく上で、重要な点です。コンプライアンス
の徹底に向けては、これまでも重視してきましたが、規
則を設けてそれに従ってくださいと指示するだけの組
織では、高い次元でのコンプライアンスは望めないと
考えます。人としての倫理観や正義感、美意識、品位と
いったことがこれからの時代においてますます重要に
なっていくと考えます。その中には、何かあったときに
立ち返るものとして、創業の原点である社是もありま
す。企業として利益を上げるのは使命でありますが、
正々堂々と業務に取り組み、適切な収益を上げられる
企業グループでありたいと願っています。本日は貴重な
お話をありがとうございました。

　

経営の安定を維持するとともに、
失敗を許容する企業風土の醸成に注力

従業員一人ひとりの努力を支援し、
それぞれの個性を発揮できる組織を目指す

倫理観や正義感、美意識、品位が
これからの時代においてますます重要に




