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開発製造担当は広い守備範囲、社内が競争相手

佐々木：ご多忙中にもかかわらず、お時間を頂戴

しありがとうございます。本日は企業の開発戦略、

女性の活用、ワークライフバランスなどを中心に

お話をうかがいたいと存じます。まず、お仕事の

内容についてお聞かせください。

内　永：現在、取締役専務執行役員開発製造担当

という肩書です。IBMの研究開発（R&D）といい

ますと、基礎研究所、ハードウェアの研究所、ソ

フトウェアの開発研究所、それからテクノロジー、

製造系とあります。日本にはハードウェアとソフ

トウェアの基礎研究、開発、エンジニアリングサ

ービス等を専門とするエンジニアが働いていま

す。私はその組織のリーダーです。

佐々木：守備範囲がとても広いですね。

内　永： IBM はそれぞれの拠点がグローバルな

展開になっています。例えばリサーチも世界中に

7カ所あり、そのうちの1つが東京基礎研究所です。

それから、ソフトウェアもハードウェアも世

界中に研究所が散らばっていまして、私は IBM

が持っている R&D 全部の仕組みのうち日本にあ

る組織を横串で見ています。そういう意味では、

日々の仕事というのは、そのグローバルのリサー

チやラボと、何を作るか、どう作るか、といった

戦略を検討しています。

佐々木：開発製造には何人くらいおられるのです

か。

内　永：おおよそ 2,300 人ほどのエンジニアがお

ります。IBM の製品開発というのはグローバル

にそれぞれの拠点同士でいかにいい製品を作る

か、競争力のあるソリューションを考えるかを競

います。当然社外にも強力な競争相手がたくさん

いますが、社内も結構厳しくて、最近は中国やイ

ンドにも開発研究所が出来ています。それらの地

域は労務費が圧倒的に安く、また、人材も豊富で

すので私たちも必死です。

佐々木：身内が最大のライバルなのですね。

ソフトウェア開発業務の委託
－半分の開発コスト

佐々木：ところで、ある製造メーカーが一部の自

社製品に組み込まれるソフトウェアの開発業務を日

本 IBMに全面委託し、開発コストを半分程度に抑

えるという新聞記事がありました。カスタマー・リ

レーションシップ・マネジメントと関係があるの

ですか。

2007年

内永ゆか子氏
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内　永：私が役員になったのが 1994 年ですが、

その頃からカスタマー・リレーションシップ・マ

ネジメント（CRM）として、それをアジア全体

に、ソリューションとして展開するということを

していました。

今回、新聞に記事として取り上げられたお客

様からの開発委託は、簡単に言うと私たちのやり

方、デザインを採用していただくと、お客様の開

発費が確実に従来の費用に比較して半分になると

いうことです。

佐々木：魔法みたいですね。

内　永： IT を組み込んだ製品開発は、ソフトウ

ェア開発が鍵と言っても過言ではありません。

1 カ月いくらだと安いからいいというのではな

く、どのくらい早く市場に製品を出せるかが大事

で、私たちは IT 開発の専門家として仕事をして

きていますので、これはどなたにも負けない。

今まで私たちエンジニアは、IBM の製品やソ

リューション専門に開発してきましたが、お客様

がひどく困っておられるので、お客様の製品開発

をサービスとして請け負うようになったのが最近

の流れです。

開発しながら教育、教育しながら開発

佐々木：テクノロジーの進展のスピードがものす

ごく速いとなると、その技術をマスターするとか、

継承するのも大変だと思います。人材育成とか教

育とかはどうされているのですか。

内　永：一言で言えば開発をしながら教育をす

る、教育をしながら開発をするということです。

どんなに年を取っていたり、どんなに経験を積ん

でいても、常に教育と新しい技術に挑戦するとい

うカルチャーは徹底しています。IT 技術はすぐ

陳腐化しますから。

佐々木：陳腐化ですか。

内　永：はい。私は IT について、昔はバリバリ

のアーキテクトでもあったのですが、今では全く

使い物になりません。

佐々木：そうすると、IBM では、仕事のスピー

ドについていけないということで退社する方も結

構多いということになりませんか。

内　永：そんなに多くはないですね。優秀な方に

来ていただいているということもありますが、

IBMの教育はどの企業にも負けないと思います。

常に色々な新しいものに対する教育とか、そ

れからOJT とか、これがわれわれの命ですから、

それで辞めていかれますと、今までの投資がみん

な無駄になってしまいます。

スキルがある方、技術力のある方に対しては、

それなりの処遇すなわち技術系のスペシャリスト

として究めるキャリア、そしていわゆる管理職と

して上がっていくキャリアと 2 つの道がありま

す。日本 IBM はこの 2 本の柱をどちらも優劣つ

けがたいくらい大事に運営しています。

人材育成
－メンタリング制度と「ギブバック」

佐々木：大したものですね。それはそうと、ある

雑誌に IBM の女性にはメンタリング（直属の上

司ではなく社長直下の役員、部長クラスの人が支

援者や師匠のような存在となって人材育成する）

システムがあるとありましたけど、なかなかしっ

かりした制度ですね。

内　永：メンタリングについては、男女を問わず

実施しており、技術者に対するメンタリングもあ

ります。

それぞれの技術者のプロフェッショナル、そ

の道を極めた人に対して、「ギブバック」（人を教

育する）という視点での評価制度があって、その

人がどんなに業績が素晴らしくてもどんなに技術

力が優れていても、「ギブバック」をしない人は
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上のクラスに昇進できないのです。

部長クラスから役員クラスに上がるときに世

界中の人が評価します。その人が「技術はすごい」

「論文もすごい」「製品開発で結果を残している」

といっても、「ギブバック」していない、きちん

とメンタリングしていないということになると、

かなりの減点になるのです。

佐々木：そういう例はほかの企業でもあるのでし

ょうか。多くの会社ではだいたい勝手に育ってこ

いという感じではないでしょうか。

先だって、大手の生命保険会社と鉄鋼メーカー

の人が当社に来られまして、社員の研修をしたい

ので、引き受けてくれと言われたのですが、聞い

てみたら、これまではとくに上級職の教育や研修

は何もしていないのですね。「それでどうやって

人が育つのですか」と言ったら、「勝手に育つの

です」と言っていました。

一流企業が教育研修プログラムを持っていな

いというのは驚愕ものでした。だから「あなたの

会社いずれ潰れますよ」と言ってやりました。企

業の一番の宝は人材ですから、人材の育成なくし

て企業の将来はないですからね。

内　永：そうです、人材がすべてです。人材育成

に熱心でない企業は女性に対しても冷たいと思い

ます。現代のようにイノベーションとかグローバ

リゼーションが重要な時代には、どこでビジネス

をやるかには関係なく、グローバルな競争が激し

くなるわけです。そういう中でやはりスピードと

人材が命です。

リサーチが企業戦略の方向を決める

佐々木：われわれも耳が痛い。

さて、企業の研究開発あるいは「日本の製造

業における研究開発のあり方」という視点でお話

しください。

内　永： 1993 年にルイス・ガースナーが IBMに

来て様々な変革をしましたが、そのうちの 1つが

研究開発（R&D）です。

昔の R&Dはともかく難しいことをやっていま

した。例えば、ノーベル賞をもらえたとかを評価

する。「よく分からないけど、予算をあげるから

その範囲でがんばってやってよ」といって素晴ら

しいことが出てくることもある。百に一つか千に

一つの確率に期待するというようなことが多かっ

たと思います。

21 世紀に入ると、製品開発は特にそうですが、

IBM の戦略を助けるのがリサーチだという方針

がとても明確になりました。

まず、リサーチから見たときにテクノロジー

は今後どうなっていくのかによって、IBM のビ

ジネスがどう変わるか。それから、IT がどう変

わるかによって、世の中のマーケットがどう変わ

るかという予測を毎年 1回報告させるのです。こ

れがリサーチの大きな役割の 1つです。

その報告に基づいて、トップが IBM の戦略を

考えます。例えばインターネットがすごく普及す

る。今まで距離とか様々な障害があったものがな

くなってくると、新しいビジネスモデルが生まれ

ると提唱したのが「eビジネス」です。

2つ目は、IBMの戦略としては「ハイバリュー

はやります、コモディティはやりません」として

います。

テクノロジーに関しては人より先に行って、

そこで IBM のバリューを出していきましょう。

今やっているものは、いつかはコモディティにな

る。それなら、まだバリューがあるうちに売って

しまいましょうとか、そのような経営判断のとて

も大事な要素をリサーチが提供しています。

3つ目が、色々な基礎研究をやっていますけれ

ど、日々の活動の中でどれだけ製品に結びついた

かということも評価するわけです。

最後に 4 つ目は、「ともかく、研究員は外に行

け」と言っているのですが、リサーチの人たちは

研究費の 6割しか会社からお金をもらえないので

す。4 割は自分で稼げ、自分のバリューをお客様
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に買ってもらえと言われるのです。

開発の絞り込みが大事

内　永：昔は開発がすごく力を持っていて、「俺

が作ったのだ、お前らは売ってこい」みたいな感

じがありましたが、今ではマーケットのニーズを

とても重視しています。それを徹底するためのマ

ネジメント・プロセスがありまして、これはイン

テグレーテッド・プロダクト・デベロップメント

（IPD）と言いますが、まず 3 つのグループに戦

略的に製品を分けます。①今のまま、もう投資は

十分やったから、リターンをもらう製品、②今一

番投資をして競争に勝たなければいけない製品、

③将来何かネタになりそうな製品、と 3つに分け

て、それぞれプロセスも別に作ります。昔は開発

のグループだけで、いいとか悪いとか言っていた

のですが、現在は、営業から財務、マーケティン

グ、製造系、それからサービスと全部入ってきて、

この製品は要るとか、要らないとかを検討します。

最初のフェーズ、2 番目のフェーズぐらいでグー

ッと絞り込みます。

昔はアイデアを取りあえず製品にしてから文

句を言うようなことをしていたのですが、このよ

うなプロセスを経ることによって無駄が 8 分の 1

に減りました。そういうマネジメント・プロセス

が徹底しているということです。

佐々木：今の話、大変参考になりますね。これだ

けで特集を組みたいぐらいです。多くの企業がそ

れに悩んでいると思います。そのやり方をどうす

るか。

内　永：だいたいトップの方の多くはリサーチで

何をやっているのかよく分からないけれど、何か

きっといいものが出てくるに違いないと思ってい

ます。

でも、今のように変化のスピードの激しい環

境では、そんな余裕はないのではないかと思い

ます。

男女共同参画の実態

佐々木：ちょっと話を変えまして、女性の問題

についてお伺いしたいと思います。日本経団連

で「少子高齢化・男女共同参画社会をどう生き

るか？」というシンポジウムがあったので聞き

に行きました。そこでフランス人女性が「フラ

ンスの男は家事育児にたった 2 時間半しか使わ

ない。だからフランス男性はダメなのだ」とい

うようなことを言いました。それに対して日本

では、男性が家事に参画する時間はたったの 25

分。（笑）

内　永：（笑）25 分ということは、ほとんどの

人がゼロで、たまにそうでない人がいて、平均す

ると 25 分ということですね。

佐々木：日本では、結婚して子どもができたら 7

割の女性が仕事を辞める。賃金格差は男が 100 と

すると、女性社員の正社員が 67 で、パートは 46

です。

しきりに強調されていたのが、フランスみた

いな支援、子育ての支援も大事だけれども、その

意識と言うか、夫婦の働き方の柔軟性（分担を含

め）、ライフスタイルの選択の多様性みたいなこ

とが重要なのです。ただ、徐々に変わってきてい

ると男女共同参画局長が言っていました。

内永さんは、政府の男女共同参画会議のメン

バーでしたね。
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内　永：はい、昨日も会議がありました。総理も

官房長官も出席されていました。高市早苗さんが

特命大臣になっていて、関係大臣もたくさん出席

されています。私たちが言いたいことを言って、

大臣が簡単に答弁するという感じで、だいたい

45 分の会議です。

佐々木：実質的な議論はどこでやるのですか。

内　永：実質的な議論は下の分科会でやってい

ます。

まあ、それでも 45 分ダーッと大臣を前にして

言いたいこと言います。「こういうことやってほ

しい、ああいうことやってほしい」と言いますと、

担当大臣が答えるという、なかなか格調の高い委

員会になっています。

佐々木：やはり日本はアメリカやヨーロッパなん

かに比べるとこういうことに対しての意識が低く

て遅れているのでしょうね。

内　永：女性の参加度を測るGEM（ジェンダー・

エンパワーメント指数）というのがありますが、

日本は 2005 年に 80 カ国中 43 番目で、すぐ上に

タンザニアがあるのです。いかに日本は女性の活

用が遅れているか数字を並べると、よりいっそう

確認できますが、数字を見なくても日々の状況か

ら分かります。

モノカルチャーの日本

佐々木：日本は欧米の色々ないいものを吸収しな

がら経済発展なり、国を作り上げてきたのに、ど

うしてそこの部分だけ遅れたのでしょうか。

内　永：韓国と日本はよく似ています。韓国は先

程の GEM で 50 番以内に入っておらず日本より

も悪い。儒教の影響があるという方がいらして、

それは確かに最初のステップとしてはかなり大き

な要因だと思います。

日本は単一民族、モノカルチャーですから、

違う人が入ってくることに対してとても抵抗感

があります。日本の企業は長い間、日本の男性

が作ってきたわけです。だから雇用機会均等法

とか色々な制度ができても、男性の作ってきた

企業カルチャーの中に異分子である女性を同じ

仲間としてはなかなか受け入れ難いのではない

でしょうか。これは別に日本だけではなくて、

アメリカでもWASP のコミュニティに黒人が入

っていけないとか、ヒスパニックが入れないと

か、ましてや女性が入れないというのがあるわ

けです。

ただ、そうは言ってもアメリカは社会がまだ

ダイバーシティというか、色々なカルチャーがあ

ります。日本の場合にはもう社会が本当に単一で

すから、この壁はものすごく厚いですね。その壁

をくぐり抜けて何とか男性社会に入っていった女

性たちは、男性化することによって受け入れても

らっているわけです。

佐々木：（笑）そうですか。

内　永：結局はそうなってしまうわけです。それ

がその人たちの本来の自分の能力を自由に活かせ

る状況かというと、決してそうではない。

どんな企業も女性活用とか育児支援とか様々

なことをやっていますが、一番根底にあるのはモ

ノカルチャーの壁だと思っています。

IBMの女性活用と「J-Win」

佐々木：これが「J -W i n（J a p a n  Women
,
s

Innovative Network）」を立ち上げたことと、どの

ようにつながるのですか。

内　永： IBM にガースナーが来て、女性活用は

企業戦略だと。それまでもイコール・オポチュ

ニティ、機会均等という考え方で差別的な制度

はいち早くなくしておりましたが、管理職は圧

倒的多数が白人男性でした。そこへガースナー
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が来て、「戦略としてやる。要するに私はトップ

ランクの人が欲しい。男女は関係ない、黒人白

人も関係ない」と言って始めました。日本もそ

れを受けて「ウィメンズ・カウンセル」という

のを始めて、5 年間で自分たちの立てた数値目標

を達成しました。

しばらくしてお客様からご相談のお声が掛かる

ようになりました。日本 IBMが「ウィメンズ・カ

ウンセル」で何とかここまでこられたのは、女性

同士のネットワークが作れたからなのですね。

ほとんどの企業の場合にはエグゼクティブに

女性はいない。課長か部長ぐらいで、みんなが

「がんばれ、がんばれ」と言っている状況だと、

これは当の女性たちもしんどいだろうと思い、企

業を越えてネットワークを作りましょうと「J-

Win」を始めたわけです。

そういう話をアメリカの IBM 本社に持って行

きましたら、「それはぜひやってほしい」という

ことで、予算をつけてくれました。特に企業で女

性活用に積極的なお客様に働きかけて、最初 30

社ぐらいだったのが、今は会員が 50 社まで増え

たというところですね。

佐々木：メンバーはこれからも増えますか。

内　永：「J-Win」を立ち上げた結果、これはと

っても有効だということが分かりましたが、いく

つか問題があります。まず、運営していくための

お金がない（笑）。今の「J-Win」というのは、

IBM がいくらかのお金を拠出してスタートした

のですが、様々な運営をメンバーの女性たちがボ

ランティアでやらないといけない。最初のうちは

いいのですが、やはり自分の仕事が忙しくなれば、

相当な負担になってきます。

この形式で運営を続けるのは厳しいので、例

えば NPO にして参加企業には応分の負担をして

いただくなどの方法を検討中です。

アメリカに「カタリスト」というダイバーシ

ティ推進の支援団体があり、50 年の歴史を持っ

ていまして、フォーチュン 500 社のうちの 300

社が入っています。そこが企業のダイバーシテ

ィのベンチマークをしたり、人事とか経営企画

の人に、ダイバーシティ推進のコンサルテーシ

ョン、リサーチをしたりとか、様々なことをや

っています。「J-Win」も将来的に「カタリスト」

とタイアップしてネットワークを作り、企業に

対して教育やコンサルもやれる NPO にしたいと

思っています。

佐々木：国のほうに支援を要請するということは

やらないのですか。

内　永：アメリカを見ていますと民間でそういう

動きがとても活発です。カタリストに「政府への働

きかけはどうしているの」と聞くと、「まあ、政府

もいいけれども、これは企業にとってメリットがあ

ることなのだ」と。政府に対しては、例えば保育所

の問題とか就業の仕組みとか、そういうインフラを

作ることはどんどん要求していきたいと考えていま

す。次期「J-Win」の活動そのものは、やはり企業

が、男女の関係なく人材を活用していけるようにノ

ウハウを提供し、サポートしていく団体を目指して

いきたいですね。

女性管理職を5年で5倍にする方法

佐々木：ある会社の社長が女性の管理職を 15 ％

にしたいと社内に言ったそうです。社員はみん

な「まだ 3 ％もないのにどうして 5 年後に 15 ％

になるのだ」と言う。それで社長は、「言ってし

まったので悩んでいるのですが、どうしたらい

いですか」と言うから、「そうしたらいいじゃな

いですか」と私は言いました。男と女と同じ能

力だったら女性を上げるというのではなくて、

能力が低くても女性だったら上げると。「本当に

あなたが会社を変えたいと思ったら、そのぐら

いのことやらなければいけないですよ」と。

「佐々木さん、それはちょっと…」と言っていま

したけれど。
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内　永：今すぐと言われたら無理ですが、5 年あ

ったらできます。私たちも同じようなことがあっ

て、男性と女性の社員比率と同じように管理職比

率をしましょうと提案しました。その当時は女性

の管理職比率は男性の 8分の 1でした。

それを同等の比率まで持っていきました。こ

れはどうやったかというと、まず、宣言すること

もあるし、同等だったら女性を選択するようにす

る。トップが女性の候補者について必ず聞くよう

にしています。例えば、部長の候補者があげられ

ると、「女性の候補者は？」と聞きます。「タスク

リーダーをこの人にしたい」と言うと、「女性の

候補者は？」と必ず聞きます。もう日々の生活の

中で繰り返されるわけです。

そうすると、とりあえず女性の候補者が出て

くるわけです。最初は「どう見ても能力差がある

からダメだよね」と言って、男性がなるわけです。

これを 3 回ぐらい繰り返されますと、「お前何や

っているんだ、女性を全然育てていないじゃない

か」と怒られるわけです。

そういうふうに、日々の生活の中で常に女性

を色々なところに出してやったり、チャンスをあ

げたり、引っ張り上げたりする。

佐々木：そうですね。やっぱりチャンスを与えな

いといけないですね。結局、伸びないのではなく

て、伸ばしていないということになっているわけ

ですね。入ったときには同じくらいの能力の人が

あるところに行って停滞してしまうのは、育てて

いないということになりますね。

内　永：おっしゃるとおりです。ある会合で出席

メンバーの方が、「女性は会社に入ったときは優

秀なのだが、ある程度行くとダメになって、やは

り女の子はなかなかだね」と言う。

あとは、女性一般論の話になってしまうので

すね。女性というのは、家事・育児など色々あっ

てと一般論の話になるのです。

ちゃんとお眼鏡に適った人を採って、あとう

まくいっていないというのは、それは教育してい

ないということです。

佐々木：もう 1 つ長時間労働の問題があります。

男は無理がきくと思っているわけです。女性は結

婚したり、子どもができたりすると無理がきかな

いから困ると言う。それは自分たちの仕事のやり

方がたぶん、就業時間の 6時で終われるように努

力していないのです。

内　永：おっしゃる通りです。

佐々木：だから女性にとってはハンディになりま

す。そりゃ 8 時、9 時までやるのであれば、家庭

があり子どもの世話をしなきゃいけない以上、無

理がききません。一方、男は家事をやらないわけ

です。だから、この辺が相当企業も努力が要ると

いうことですね。

内　永：日本 IBM ではそういうことへの対応策

として「e ワーク」という、家で仕事をする在宅

勤務を認めています。在宅勤務を選択している

社員の 6 割以上は男性で、残りの 4 割弱が女性

です。

ワークライフバランスは？

佐々木：会社に入られて、ハードワーカーでした

か？　仕事は面白かったですか？

内　永：体力に自身がありましたからハードワー

カーでした。仕事は面白いというよりは、やはり

自分に課す部分がありました。これをちゃんと達

成しなきゃみたいなところがあって。何かで褒め

られるということをいつも求めるような、半分未

熟なところがあって、だから何でも一生懸命やり

ました。

佐々木：内永さんの場合は、ワークライフバラン

スはどういう感じですか。
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内　永：みんなが私のことをハードワーカーで

くそ真面目だと言うのですが、本当のところ、

私は怠け者なのです。一方で強迫観念があって

一生懸命やります。ダメだと思われたくないと

いう強迫観念なのですが、本当はすごく怠け者

で、どうやったらさぼれるかといつも考えてい

ます。夏休みはしっかり取りますし、本当に身

を挺してすべてという感じではなくて、結構さ

ぼっていますね。

明快な人事評価

佐々木：さっき言われていた人材育成について、

心がけているとか、会社でこんな仕組みがあると

か、その辺をもう少し聞かせて下さい。

内　永：色々な仕組みがありますが、メンタリン

グ制にしても、その人を最終的にどういうレベル

の人に持って行きたいかというのをまずプランし

て、そのレベルに持っていくために、この人は今

どういうところが強くてどういうところが弱いか

を分析して、弱いところに対してそれを強くする

ようなキャリアパスを考えます。

一人ひとりやっていきますが、特にエグゼク

ティブになるとか、テクニカルなリーダーになる

人に関しては、日本人はその人を評価するとき、

ほとんどの人が素晴らしい点を羅列するのです。

そして「エグゼクティブにしたい」と本社に持っ

て行くと、「こんな人間がいるわけがない」と言

われるのです。

「少しは欠点を出せ。そうでないと成長させる

ことができない」と言われるのです。「あ、なる

ほど」と思い、そこからやはり「この人はこう

いうところが弱い、ああいうところが弱い」と

改めると、そこを補完するように教育していく

のです。

佐々木：日本人は褒めたら伸びるのだと思ってい

ます。怒るよりは褒めたほうが早いと言います。

それって評価を逃げているのですね。

内　永：私も、「内永さん、こういうところが弱

いよ」とか、「こういうふうにしたほうがいいよ」

と言われて、「あなたは一生懸命がんばったかも

しれないけど、こういう結果だったから評価はい

くつだよ」とはっきり言われると、「あ、そうい

うものか」と納得しますね。

佐々木：今の話を聞いていると、内永さんのとこ

ろは日本とアメリカと両方の経営手法が入ってき

て、有効に働いていますね。

日本企業はグローバルには展開していますけ

れど、多くの企業では現地の社長は日本人ですし、

日本文化の中でずーっとやっていますからね。今

の人材育成のお話を聞いていると、日本 IBM は

うらやましいというか、強くなる企業だと思いま

すね。

内　永：私は負けず嫌いなのですが、若いときは、

その負けたくないという気持ちが、ときに部下に

負けたくないとかいうことにもなったのです。あ

るとき自分より先輩の部下から「内永さん、もっ

と部下の人を好きになってくださいよ」と言われ

ました。これはもう、目からうろこでしたね。

それから「そうだ。わたしはこの人たちと競

争する必要はないのだ」「この人たちが気持ちよ

く仕事したら、私にプラスになるのだ」「それな

ら私はこの人たちを一生懸命に好きになろう」と

考えるようになりました。

女性の場合、昇進すると周りの反発が強く、

「あれは女だから上がったんだ」とか言われると、

「いやそんなことない。実力よ」と言いたくなる

わけです。そうすると、一番身近な部下にバカに

されたくないと、理屈をこねてがんがんとやるわ

けです。「部下を好きになる」ということは、私

にとって大事な言葉になっています。

変革をリードするのはマイノリティ

佐々木：最後に女性活用についてもう少しお考え

を聞きたいのですが。
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内　永：社員を男性だけに頼るのではなく、女性

も含めて考えると優秀な人材のリソースが大きく

なるわけです。それから外国の人にも広がるわけ

です。外国の企業は世界中から優秀な人材を集め

ています。にもかかわらず、日本企業はあくまで

も、日本人の男性ばかりというのは競争力に限界

が生まれます。

やはり企業がこれから生き残っていくのは

「人材」だというところが本当に腹に落ちていた

ら、たぶん女性の活用とか登用とかというところ

で変に考えるのは減ってくるのではないかと思い

ます。

佐々木：やはり今の日本の経営者はまだまだでは

ないでしょうか。

このようなことを議論もしていない、何の行

動にも移していない会社が山ほどあるわけです

よね。

内　永：そうですね。やはり、異分子が入ること

によって見方が変わる。ディスカッションでも、

アイデアでも、やはり新しい考え方、新しいアイ

デア、新しい価値観というのがあって、初めて企

業が活性化するのだと思います。

佐々木：女性の発想、行動力には目を見張るもの

があります。「J-Win」でお話したあと、講演を頼

まれた会社でのきっかけづくりはほとんど女性に

よるものです。ある会社では、中国人の女性が直

接社長に話しに行って、「こういう話を聞きまし

たので、社員にぜひ聞かせたい」「ぜひやりたま

え」で即決です。男はやらないですよ、そういう

ことは。

違った視点があるということは組織が強くな

るために重要です。女性は感じたことにすぐ反応

し行動する力があり、男性はじっと抱えて何もし

ないことが多いわけですから、そういう能力は女

性のほうがよほど優れていると思います。

内　永：そうですね。企業の何か停滞したものに

風穴を開けるのはたぶん女性だと思いますね。昔

からマジョリティは変化できないですから、変革

をリードするのはマイノリティだと思います。

佐々木：今日は貴重なお話を聞かせていただき、

ありがとうございました。


