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最新の世界情勢とこの国の
進むべき道
―アジアにおける存在感の充実に向けて―

経営は「時代認識」

私の話は時代認識にかかわる話で、要するに

今、我々がどういう時代を生きているのかという

ことについて、発信していくつもりです。

私は常に経営というのは、時代認識だと思っ

ており、今自分たちが生きている時代を的確に認

識することなくして、舵取りなどできるわけがな

いと確信しています。

言葉ではまことに簡単ですが、今自分が生き

ている時代を認識する作業ぐらい難しいことはあ

りません。

10 年ぐらい経つと、「俺が生きていた時代、結

局お釈迦様の手のひらだったんだな」ということ

に気がついたりしますが、今生きている時は無我

夢中ですので、激流に揉み潰されそうになりなが

ら平衡感覚を保つとか、日常性にだらだら流され

ながら物事の本質を考えるというのがいかに難し

いか、我々は常日頃感じているわけです。

であるがゆえに、時には色々な話を聞いてみ

たり、現場にフィールドワークしてみたり、様々

な努力を積み上げて、今自分が生きている時代を

認識しなければいけないというわけなのです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
東レ経営研究所では、去る 2006 年 11 月 20 日、

経団連会館にて「東レ経営研究所2006年度特別講演
会」を開催しました。ここでは、株式会社三井物産戦
略研究所所長寺島実郎氏、弊社代表取締役社長佐々木
常夫の講演をご紹介します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

特別講演会抄録

日本の進むべき道
－政治・社会・経済・企業・家族・個人それぞれの行き方とは－

寺島 実郎（てらしまじつろう） 氏
株式会社三井物産戦略研究所所長

財団法人日本総合研究所会長

1972 年早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了、三井物産
入社。調査部、業務部を経て、1983 年ブルッキングス研究所に
2年間出向。1991 年米国三井物産ワシントン事務所長。1997 年
三井物産業務部総合情報室長。1999 年株式会社三井物産戦略研
究所所長。2001 年財団法人日本総合研究所理事長。2006 年、
会長。2003 年三井物産の執行役員、2006 年、常務執行役員、
現在に至る。早稲田大学アジア太平洋研究センター客員教授。
明快なロジックと分かりやすいコメントで数多くのメディアに
登場。著書多数。高感度な情報を発信することで定評があり、
政治経済における東アジア統合を唱えている。リベラル、護憲
派としても知られる。
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究極的にはアジアの中での日本の立ち位置の

ような話をしていくことになると思います。皆様

方はビジネスの現場におられるので、むしろ経済

に近いところの話から、我々が今生きている時代

の時代認識の難しさ、そういう話からしていきた

いと思います。

日本経済の状況認識
－「川上インフレ、川下デフレ」

お手元に、講演するときに新しい数字に入れ

替えた「世界潮流と日本の進路を考える基本資料」

をお配りしています。

これはレジュメというよりはデータ集のよう

なもので、数字の裏付けを取りながら話を聞いて

いただきたいということです。

まず、我々の日常的活動、経済活動の中でい

かに今、時代認識が難しいのかということですが、

日本経済もようやく 2％台の成長軌道を取り戻し

たという状況にあります。

しかも、外需依存型から内需依存型への変化

が見られるとか、はたまた、その経済も再び減速

局面に入っているのではないかとか、色々なこと

が言われていますが、今、我々が生きている時代

の日本経済を議論する上で一番になる数字は、私

はこれだなと思っています。「企業物価指数」で

す。これは何を語りたいかというと、エコノミス

トの話がなぜ説得力がないのかということを裏返

して話しているようなものです。「川上インフ

レ・川下デフレ」ということについて、かなり的

確に認識しておかないと、今生きている時代が見

えてこないと思います。

「企業物価指数」とは、「日本企業が今取り扱

っているものの価格」という意味です。2000 年

を 100 として、まず 05 年の 12 月末の水準という

のが出ています。「素材原料 158.9」という象徴的

な数字があります。つまり、素材原料を生産した

り取引したりしている企業の価格体系は、2000

年から 05 年 12 月までの間に約 6割高騰したとい

うことです。

中間財を取り扱っている企業の価格体系が

105.7 ということで、ようやく水面上に出たとい

うところです。

川下の消費財、つまり消費者と向き合った商

売で飯を食っている企業、小売に代表されるよう

な企業の価格体系は 91.7 ということで、未だに

水面下だという状況で 05 年を年越ししていった

わけです。

直近の 06 年 9 月の数字があります。これが

我々が生きている状況にたいへん近いシンボリッ

クな数字ですが、素材原料がいよいよ 186.3 とい

うところまで来ました。つまり、原材料・資材の

商売をしている人たちは、自分の人生を振り返っ

ても記憶にないぐらいのインフレの時代が来てい

るというふうに実は思っているはずです。中間財

111.6 ということで、水面上に出ていた 05 年から

さらに少しは上がりました。しかし、まだ 1割強

の価格の高騰でしかない。最終財に至っては、ま

だ 92.1 ということですね。若干は上がったけど、

まだ水面下のままです。

川下で商売している方たち、つまり消費者に

向き合った商売で飯を食っている人たちは「もの

が売れない」「価格が引き上げられない」「こんな

デフレ見たことない」という感覚を引きずって生

きているはずです。

さらにブレークダウンして、耐久消費財はま

だ 80.0 ですね。これは例えば車でも家電でも、

技術革新という要素とそれから競争という要素が

絡み合うと、ものの価格は一気に下がるというふ

うに、よくドラッカーが言っていました。まさに

この 80.0 ということで、まだ 2000 年を起点にし

ても 2割も水面下にあるわけです。非耐久消費財

が 103.1 ということで、ようやく水面上に出たと

いうことになっています。

したがって、ここに今、足元を見たときの日

本企業の経営というものを議論する上で非常に難

しい部分があります。

日銀がゼロ金利解除という局面を迎えた時に、

デフレを脱却しつつある日本経済という表現があ
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りましたけれど、いったいどこに視点を置いて議

論するかによって、今我々が生きている時代をデ

フレと見るのか、インフレと見るのかさえ定かで

はないという状況の中をこのように生きていま

す。

エコノミストの講演会を聞きに行くと、イン

フレとデフレの同時進行の時代という話を聞かさ

れて、頭が混乱して帰るということになりますが、

理論的にそんなことがあるのかという話です。何

のことはない、この「川上インフレ・川下デフレ」

ということを言い換えているに過ぎないのです。

「失われた10年」
－分配格差の拡大

消費が出るわけがありません。「『失われた 10

年』での社会構造の変化」を見ると分かりますが、

「都市中間層の生活も劣化」ということで、要す

るにサラリーマンの「勤労者家計可処分所得」が

この 5年間で 7％も減っています。なぜかと言う

と、右肩上がりの分配の時代は終わりました。年

功序列・終身雇用で分配している会社はほとんど

なくなった。総人件費管理で一人ひとりの月収も

減りました。

加えて公的負担の増大もあります。日本人に

とって、これらがばらばらに来ているから認識が

ないけれども、この 5 年間を振り返っても、年

金・保険の料率が上がったとか、例えば介護保険

ができたとか、主婦の控除が終わったとか、様々

な形で手を変え、品を変えして公的負担の増大が

来ています。

したがって、気がついてみると、実際に使え

る可処分所得は 7％減っているわけですから、消

費が出るわけがない。

春闘という言葉はもう死語になりましたが、

ようやく少し給料が上がったかとか、ボーナスが

少しは上がったかということになっていますけれ

ども、企業業績ほどいわゆる都市中間層の分配と

いうのは増えていないということで消費が出な

い。

したがって、この極端な状況になっていると

いうことなのです。原材料・資材価格の爆発的な

高騰と、最終材の水面下のもがきというのが同居

していますから、一体どこに視点を置いて経済を

議論するのだという話になってしまうわけです。

世界経済の状況認識
－「高成長の同時化」の持続

そこで、その背景にある要因というもっと大

きな話ですが、今我々が生きている時代、この

「世界経済について」の話につながっていきます。

「世界経済について」という説明書き、これは

05 年もいくつもの講演会で言い続けてきたので

すが、「世界経済は同時好況の局面」にあります。

世界 GDP 実質成長率推移の数字が 21 世紀に

入って 5 年経ったということで、2001 年から 06

年予測まであります。

9.11 の事件が起こった 2001 年は前年比 1.6 ％

だった実質成長率。これは地球全体の成長率と考

えたら分かりやすいと思いますが、世界全体の実

質成長率が 1.6 ％だったということです。そこか

らスーッと上がっていますね。2004 年にはつい

に 3.8 ％ということで、4 ％前後の成長軌道とな

っている。

05 年、「景気なんていうのは、上がるときもあ

れば、下がるときもあるから」と言って、世界の

エコノミストが減速局面に入るのではないかと予

測しましたが、意外に持ちこたえて前年比 3.4 ％

と成長を続けました。

06 年予測は 3.6 ％となっていますが、これは

私の予測ではありません。世界のエコノミストの

平均的な予測値だと考えてください。「コンセン

サス」という機関が発表している数字です。

したがって、今我々が生きている時代、より

大きなお釈迦様の手のひらということで言うと、

04 年 3.8 ％、05 年 3.4 ％、06 年（予測）3.6 ％と

いう 3％台の成長を続ける世界経済という中を生

きているということを、まず認識しておかないと

いけません。
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「エコノミストの中にはこういう表現をする人

が出ています」ということをよく言うのですが、

「今我々は人類の歴史始まって以来と言われる高

成長の同時化局面の中にある」という表現が出て

きています。「やけに誇張した表現だな」と思う

かもしれません。日本経済がまだら模様で何やら

まだ景況感がすっきりしない中を生きている人間

からすれば、「人類の歴史始まって以来の高成長

の同時化局面にある」なんて言われてもピンとこ

ないというのがたぶん本音だと思います。ただ、

あながち誇張とも言えません。

つまり 30 年ぐらい前に瞬間風速で 3 ％以上だ

ったこともありましたが、アメリカと日本だけが

引っ張っているという状態の 3 ％台だったので

す。今我々が生きている時代というのは、マイナ

ス成長ゾーンがないという不気味な状況になって

います。

その象徴が BRICs という言葉ですね。これは

もう経済ジャーナリズムに気を配っている方は

「またその話か」というぐらい出てくる言葉です。

最後の Sは複数形の Sでしたが、最近は複数の S

ではなく、サウスアフリカの Sだと言う人もいる

ぐらいで、とにかく世界おしなべてマイナス成長

ゾーンがないという状況になっています。

この種の流行言葉を作るのが得意なのはアメ

リカの金融機関です。「もはや BRICs は古い」と

言い始めています。ネクストイレブン（Next11）、

エヌイレブン（N11）というキーワードがこれか

ら必ず登場してきます。あのパキスタンとか、エ

ジプトとか、イランでさえ、次なる有望ゾーンと

いうことで、盛り上げています。

ここまでが 05 年までの時代認識です。世界経

済が異様なまでの高成長の同時化局面にありま

す。

同時好況の持続要因

そこで、2006 年はどうか。我々の立ち位置を

より深く考える上で重要な設問というのが「なぜ、

同時好況が持続するのか？」ということです。何

でこんなに景気が続くのか、色々な議論がありま

す。

要因として 5 項目あります。①グローバル化

と IT 革命要因、②世界人口の持続的拡大、③戦

争経済という要素（戦時経済下の米国）、④世界

的低金利、⑤オイルマネー（06 年 5,000 億ドル）。

ああだこうだ、色々な議論があるという意味です。

よく皆さんも耳にする議論が①だろうと思い

ます。冷戦が終わって 15 年経ちました。いっと

き、大前研一がぶちあげたキーワードを思い出し

ていただきたいのですが、大競争の時代が来たな

んて、つまり、かつて東側と言われたような地域、

ソ連、中国という地域が市場経済に参入してきま

した。

世界はフラット化した。つまり、国境を越え

てヒト・モノ・カネ・技術・情報がより自由に動

き回る時代に向けて変わっている。いわゆる、グ

ローバル化です。それを促す要素としての IT 革

命、オンライン情報ネットワーク技術革命が世界

のフラット化を加速しています。

であるがゆえに、世界経済の持続的拡大とい

う基調の中にあるという説明がよく出てきます。

分かったような、分からないような話です。「そ

う言われてみれば、そういうものですかな」とし

か言いようがないような説明ですが、まあ、あな

がち嘘とも言えません。その証拠に世界貿易伸び

率を見ると、世界の GDP が 3 ％台で伸びている

のに、貿易は 05 年 7 ％、06 年 8 ％も伸びていま

す。

では貿易はどうしてそんなに増えているのか

という中身について、増加寄与率分析というもの

を見ると、IT 関連の機器部材、例えば、半導体

と電子部品だとか、そういうものが世界経済、世

界貿易を押し上げているという数字が出てきます

から、「うん、IT 革命説というのもあながち間違

いとも言えないのかな」という、たぶん認識だろ

うと思います。

それから 2 つ目の「世界人口の持続的拡大」

は、人口論的説明というものですが、最近、よく
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耳にします。まずその前提として、日本の人口構

造の成熟化と書いてあります。言うまでもありま

せんが、日本の人口は 05 年に 1 億 2,800 万人を

目前にして、ピークアウトしました。

1900年当時の日本の人口は4,400万人
－2100年、6,400万人

私の本の中に『一九〇〇年への旅』という本

があります。今から 100 年前の 1900 年、日本の

人口は 4,400 万人でした。つまり、20 世紀初頭に、

4,400 万人でスタートした人口を 1 億 2,800 万人

にして、21 世紀の初頭を迎えたということです

から、日本にとって 20 世紀はいったい何だった

のかということをざっくり言うと、戦争を挟んで

ダッチロールして、人口を 3倍にして、この国を

アジアの産業大国に押し上げた 100 年だったとも

言えます。

2006 年、三井物産創業 130 年ということで、

その関連でとりまとめの作業をしています。1900

年、新渡戸稲造が『武士道』という本を英文で書

いて出版した年でもあるし、岡倉天心や内村鑑三

などが世界に向けて英文で「日本とは」とか「ア

ジアとは」というメッセージを発信していた頃で

すが、明治維新から 30 年ぐらい経った 20 世紀を

迎える瞬間。その年の三井物産の輸出主力品目第

5 位にマッチが出てきます。つまり、マッチを売

って外貨を稼いでいた国だったということが見え

てきます。日本全体の輸出主力品目は、生糸、綿

糸、石炭という順番です。だから絹織物だとか、

綿織物というような近代工業製品さえまだ、輸出

の主力品目ではなかった 100 年前です。

人口がとにかく 2005 年にピークアウトしまし

た。ここの数字はすごく重くて 2050 年 1 億人を

割るとなっています。2100 年には 6,400 万人に

収斂する（中位予測）。要するに元の木阿弥とい

う言葉はこのためにあるので、100 年前 4,400 万

人でスタートした国が、100 年後には 6,400 万人

にまた戻っているだろうというわけです。しか

もこの話、「中位予測」とあります。「中位予測」

というのは、悲観的な予測ではないということ

です。しかも、人口予測だけは当たります。エ

コノミストの経済予測は話半分に聞いて居眠り

してればいいのですが、人口予測だけはよほど

の変更要素がない限り当たると受け止めなけれ

ばいけない。「よほどの変更予想とは何ですか」

というと、「極端な移民政策の転換」などのよほ

どのことをやらない限り、まず、2050 年 1 億人

は避けられません。今、中教審、国土形成計画

とか国土審議会の委員として日本の人口の成熟

化にどう向き合うかという課題に色々な形で参

画していますが、今から女性が子どもを産みや

すくする環境を作ろうとどんなに努力しても

2050 年の 1 億人は避けられません。1 億人を静

止人口にするぐらいの気迫で立ち向かって、100

年後の 6,400 万人が回避できるかどうかという状

況だろうと思います。

いずれにしても日本の人口はピークアウトし

ました。06 年から年平均 60 万人ずつ人口が減る

というサイクルに入ったのだと腹をくくらないと

いけません。今までの 50 年は日本の人口が 5,000

万人増えたことを前提に成り立ったビジネスモデ

ルで我々は飯を食ってきたのです。どんな分野だ

ろうと、製造業だろうが、流通だろうが、金融だ

ろうが、これからの 45 年というのは、日本の人

口が少なくとも 2,800 万人は減ることを視界に入

れたビジネスモデルでなければ飯が食えないとい

うことです。しかもそのビジネスモデルが日本国

内にクローズドに閉ざされている限り、よりいっ

そうくっきりとします。

もう 1つ、「65 歳以上人口の比重」とあります。

05 年の数字が発表になって、21 ％を超えたとい

うことです。日本の人口に占める 65 歳以上の人

たちの比重が 2割を超えたと騒いでいます。世に

言う高齢化です。さきほど話題にした 1900 年、

日本の人口が 4,400 万人だった頃、人口に占める

65 歳以上の比率はわずか 5％でした。100 人のう

ち、5人しか 65 歳以上の人はいませんでした。

私は昭和 22 年生まれです。団塊の世代と言わ
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れている世代で、私の生まれた年に教育基本法が

できていますが、さてどんな年だったのかなと調

べ直して、びっくりしました。昭和 22 年でも人

口に占める 65 歳以上の人口比重は 5 ％と 100 年

前と同じでした。20 世紀の前半は変わっていな

かったのです。ところが、その変化が今一気に来

てついに 2割を超えたという意味です。

団塊の世代があと 10 年以内で 65 歳以上に仲

間入りします。となると、2050 年に 65 歳以上人

口比重 36 ％という予測が出ています。つまり

我々は、今後あらゆる経営を議論するときに

2050 年 1 億人、65 歳人口 36 ％という数字を頭の

中に置いて、立ち向かわないといけないというこ

とです。日本については人口構造の急速な成熟化

が進んでいるということなのです。

増え続ける世界人口と同時好況

視点を反転させてみると、「世界の人口」は増

え続けています。今世界人口は年が明けるごとに

1 億人ずつ増えていると考えれば分かりやすい。

21 世紀を迎えた時に 60 億人と言っていたのです

が、今年の 2月の推定人口が 65 億人を超えた。5

年後の 2010 年には 70 億人を超えているだろうと

あります。

この間、国連が 2050 年の予測を出してきまし

た。91 億人というのです。日本の人口が 1 億人

を割ると言われる 2050 年に、世界人口は 91 億人

に達しているだろうということなのです。

この人口論的説明の臍
へそ
ですが、基盤需要の拡

大というものです。要するに、人口が増えるとい

うことは、人間が生きていくために必要な「基盤

需要を拡大させる」という言い方があります。例

えばと言うと、水、エネルギー、食料などが挙げ

られます。

しかも今人口が増えている地域と成長ゾーン

がかぶさってきています。インドや中国に代表さ

れるように、基盤需要の拡大が加速しています。

したがって、先程の「原材料・資材価格の高騰」

に横たわっている要因というものも、ここに非常

にリンクしてくるのですが、この世界人口の持続

的拡大がその種の潜在需要を押し上げています。

しかもこれからますます加速するということが背

景に横たわっていることは、一つの要素として否

定しがたいのです。

それが世界の好況を持続させて、あのシンク

ロナイゼーションという現象を起こしているのだ

という説明が最近よく出てきます。

21世紀初頭は戦時体制下

それから、③「戦争経済という要素」ですが、

日本人には今、自分たちが戦争経済の中を生きて

いるという認識を持っている人は甚だ少ないので

すが、10 年ぐらい経って振り返ったら、結局、

21 世紀の初頭というのは、戦争経済だったとい

うことに気付くと思います。

さて、「米国について」というところに「ブッ

シュ政権による産軍複合体への回帰」という項目

があります。これは一体何かと言うと米国の軍事

費です。

2000 年に 2,945 億ドルだった米国の軍事費が

07 年見込みで 5,604 億ドルとなっています。これ

はイラク戦争泥沼化の中で補正を組まざるを得な

くなると思いますが、今回の中間選挙であのよう

な議会の構成になって、果たして補正が組めるの

かというぐらい、危うい状況になっています。い

ずれにしても、倍増に近いほど軍事費を増やして

います。これはある意味では当然です。9.11 が起

こって衝撃を受けて、アフガン攻撃からイラク戦

争へと逆上するアメリカなるものの目撃してきた

5 年間だったとも言えるわけですが、そのために

アメリカの軍事費を倍増させた。

「産軍複合体」という言葉はアイゼンハワー大

統領が退任演説で使った象徴的な言葉です。要す

るに、「このまま行ったらアメリカの産業構造は

戦争を前提にしなければ成り立たないような軍事

産業主力の産業構造の国になってしまうぞ」とい

うことを警告の意味で使った言葉が「産軍複合体」

だったということです。まさにその言葉を思い出
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さざるを得ないほど、この 5年間で一気にまたア

メリカの産業構造が変わったというのが、私の申

し上げたいことです。

日本－金融破綻、米国－軍事産業破綻

この話は結構重要で、歴史観の中で自分たち

の立っているところを捉える必要があるので、深

めて議論しておきたいと思います。「冷戦が終わ

ってからの 15 年間に日本の産業に激震が走った

とすればそれはいったい何だったと思います

か？」という設問を皆さんに投げかけたら、もの

を深く考えている方なら色々思い巡らすでしょう

が、はたと気付くのは金融セクターの合従連衡の

嵐だったという思いがこみ上げてくると思いま

す。

日本がバブルのピークだったころ 1989 年とい

う年、つまりベルリンの壁が崩れた年です。忘れ

もしませんが、89 年、世界の銀行のトップラン

キング、総資産ベーストップ 10 行のうち 9 行を

日本の銀行が占めていました。今海外でそんな話

をしたら、悪い冗談を言っていると思われますが、

それから 10 数年日本の銀行に進行したことを思

い出していただきたい。

マネー敗戦という言葉が登場してくるくらい、

みじめなまでの金融セクターの崩壊でした。時代

の先が見えるということを自負している人でも、

天下の興銀と第一勧銀と富士銀行が合併する時代

が来ることを予測した人がいるでしょうか。三井

と住友が合併するようなことになった。三菱東京

UFJ に至っては、もともとどういう銀行だったか

説明できる人は相当な人です。

それぐらい複雑怪奇な金融セクターの合従連

衡の嵐を余儀なくされるほど、金融という世界に

大きな激震が走ったのです。これは、グローバル

スタンダードなるもの、BIS 規制なるものに揉み

潰されるようなことも一つの要因で、日本の金融

セクターは一気に変わっていった。

では同じような文脈で、「アメリカの産業構造

に冷戦後の例えば 10 年間でいったい何が最も大

きな激震だったと思いますか？」という設問を投

げかけたならば、軍事産業だったのです。アメリ

カに日本の金融セクターと同じようなことが進行

したのです。

私が三井物産のワシントン所長だったときに、

ある日、仰天して飛び起きましたが、三井物産が

日本への輸入代行権を持っていたマクドナルドダ

グラスがボーイングに吸収されてしまいました。

ロッキードとマーチン・マリエッタが合併してロ

ッキード・マーチンになり、グラマン、人類の月

着陸船を作った栄光のブランドと言われていまし

たけど、ノースロップに吸収されて、消えていっ

た。ジェネラル・ダイナミックスも消えていきま

した。

要するに、あのアメリカの冷戦期を支えた軍

事産業が、ガタガタになっていったのですね。な

ぜなら、3 分の 1 も軍事予算が削減されて、登場

してきた言葉は「平和の配当」「Peace dividend」

それから「Defense conversion」です。軍民転換、

軍事技術の民生転換ということが盛んに言われま

した。

80年代末には「衰亡するアメリカ論」一色でし

た。冷戦が終わる直前までは。例えばソニーがコ

ロンビア映画を買ったとか、三菱地所がマンハッ

タンのロックフェラーセンターを買ったとか、「ア

メリカを買い占める日本」ということが言われて、

「ジャパンバッシング」という言葉が登場してくる

瞬間だったわけですが、要はもうアメリカはだめ

だという議論が全面的に支配していました。

「ITによって蘇ったアメリカ」

ところがそれから 10 数年。我々がこの冷戦が

終わってからの 10 数年間目撃したものはアメリ

カの衰亡だったかと言うと、そうではない。「蘇

るアメリカ」というものを目撃したわけです。

登場してきたキーワードが IT 革命でした。「IT

革命によって蘇るアメリカ」ということが盛んに

言われ始めたのです。そこで、今我々が生きてい

る時代の産業論的認識ですが、IT 革命とは何だ
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ったのかということについて的確な認識なしに、

自分の立ち位置が見えないと言いますか、私が

1990 年代に書いていた本の中にもそういう表現

をとっていました。「やがて技術の知識に明るい

歴史家が登場してきたら、猫も杓子も IT、IT と

興奮しているけれども、IT 革命を次のように総

括する時代がくるでしょう。IT 革命とはアメリ

カが主導した軍事技術のパラダイム転換だったの

だということに愕然と気付く時代が来るでしょ

う」ということを書いていましたが、まさにその

通りになっています。

今我々が生きている時代の IT 革命の際立った

特色は何かと言うと、そのネットワークというと

ころにキーワードがあるわけです。情報ネットワ

ーク技術革命です。その象徴がインターネットの

登場でした。

それではインターネットとは何かということ

です。インターネットの基盤技術の研究開発がス

タートしたのは 1962 年です。誰が何のために？

と言うと、ペンタゴンの要請を受けたランド・コ

ーポレーションのパール・バランという研究者が

中心になって、今日我々がインターネットと呼ん

でいるパケット交換方式情報ネットワーク技術の

研究開発がスタートしたのです。もう今から 44

年も前の話です。

何のために？と言うと冷戦期の産物です。つ

まり、冷戦の時代に中央制御の大型コンピュータ

で防衛システムを管理していたとすれば、ソ連か

ら核攻撃を受けて、中央コンピュータがダウンし

たらすべての防衛システムがシャットダウンする

から、開放系・分散系という、つまり、「一つの

回路が遮断されても、多様な回路から情報が伝わ

る仕組みを作っておこう」ということからインタ

ーネットの基盤技術の研究開発がスタートしたの

です。それが 69 年にアーパネット、つまりペン

タゴンの情報システムとなって完成しました。

冷戦が終わったということがいかに重かった

かということです。80 年代末にアカデミズムの

情報ネットワークとリンクし、93 年、わずか 13

年前に技術の開放というのが行われて、商業ネッ

トワークとアーパネットがリンクした。今からわ

ずか 13 年前です。この 13 年で世界が一変したわ

けです。今から 13 年前、私は先程からそういう

言い方をよくしていますが、よほどの勉強家とい

う人でも、インターネットということの持つ意味

を正確に理解している人はほとんどいませんでし

た。

ところが、今や猫も杓子もインターネットの

時代ですから、ユビキタスなどということさえ言

われるような時代が来て、あっと言う間にパラダ

イムが変わったということです。世界が変わった。

つまり、アメリカが主導した軍事技術のパラダイ

ム転換だったと言えます。

そのプロセスの中で、蘇るアメリカというの

が創造されてきたことがよく分かっていただける

と思います。

「情報の管理高地を高くとる」

やろうと思えばできるという仕組みの中に囲

い込んでおくということを、潜在技術可能性と言

います。「情報の管理高地を高くとる」という言

い方があります。つまり、自分の情報の管理高地、

コマンディングハイツを高くとって、それに依存

しなければ生きていけない仕組みの中に囲い込ん

でいって、その仕組みをいじくらせないというの

が情報戦略上一番重要なのです。

米国民の税金で作った国防予算で開発したシ

ステムを世界中に水や空気のように無料で開放し

て定着させて、それを自分にとって最も優位な形

で運用しようという判断をとるというのは、アメ

リカの立場から言えば当然のことです。問題は

「当然ですよね」なんて言っていられないような

立場の我々なのです。

さて、その IT 革命で蘇るアメリカの中にスー

ッと巻き込まれるような渦巻きの中、我々は生き

てきたわけです。そのアメリカが 9.11 という途

方もない事件にぶつかって、一気に再び産軍複合

体の回帰ということで、軍事予算を拡大させてし
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まったというのが昨今の情勢です。ペンタゴンシ

ティーに 3週間ぐらい前に行って、さきほど話題

にしたインターネットの基盤技術を作ったランド

の連中と会って色々議論して実感として感ずるの

ですが、軍事関係の R&D がものすごい勢いで伸

びていることです。

だけど、致死兵器、つまり人を殺戮する兵器

の分野の研究開発だけが進んでいるわけではあり

ません。例えば、9.11 のような事件を受けると、

ものすごく強靭で軽量な新素材を開発しなければ

いけないと、新素材の研究開発に国防予算の名前

で研究開発が向かっていったり、それからセンサ

ー、例えば、炭素菌のような事件を受けて、炭素

菌に感応するようなセンサー、つまり、空港で金

属探知機でもって、刃物を持っているか爆弾を持

っているかを探知していますが、プラスチック爆

弾だと金属探知機も役に立たないわけです。した

がって、今爆薬に感応するセンサーだとか、炭素

菌に反応するセンサー技術にものすごい金がつい

ていきます。

例えばそういう研究開発の裾野からまた新し

い技術のパラダイムというのが見えてきますか

ら、またここで新しい産業のうねりみたいのが出

てくるのではないかなと、つまり、IT 革命に相

当するようなものが見えてくるのではないのかな

という部分もあります。いずれにしても、とにか

く、IT で蘇るアメリカということの 10 年が反転

して、「軍事産業に依存して飯を食うアメリカ」

という姿にまた一気に回帰した。

戦争というものはたいへん不幸な要素で巨大

な消耗ですけれども、景気という視点から言えば、

ポジティブに働くわけです。アメリカは、本当は

どんなにエコノミストが理論的に分析してみて

も、もっともっと失速していても不思議ではあり

ません。双子の赤字を抱えてのた打ち回っている

はずですが、「戦時経済下」という局面にあると

いうことをやはり重く受け止めなければいけない

というのがこの「戦争経済という要素」という意

味なのです。

この5年間で一番得した人－イラン
それから④「世界的低金利」とあります。

これは要するに、金融関係の方がよく言う要

素ですが、アメリカはグリーンスパンが辞めてか

ら、FRB は金利をじわじわ上げて、05 年 1 年間

だけでも 2.25 ％から 4.25 ％まで FF レートを上

げています。

ところが、世界的には低金利が続いています。

日本でゼロ金利解除などと言っていますが、相対

的には世界的に低金利です。

金融的に言うとジャブジャブですね。それが

世界景気を持続的に押し上げているという説明が

この世界的低金利という言葉の意味するところで

す。

それから⑤に「オイルマネー」というのが書

いてあります。これは石油価格の高騰を背景にし

て、例えば中東の産油国だとかですね、ロシアが

たいへんに潤っています。

9.11 から 5 年経って、アメリカの中間選挙が

その 1 つのシンボル的な表れですけれども、「脱

9.11」という状況に今世界が入りつつあるという

ふうに私は言っているわけです。この 5年間でで

すよ。

よくアメリカでの講演だと、議論を単純化し

て分かりやすくするために「この 5年間で一番得

した人と、一番損した人は誰でしょう」というよ

うな“WINNER”と“LOSER”という言い方を

して、議論を明快にする手法というのがあります

が、この 5年間で一番得した人、それは誰か。

これはあとでの話にもつながるのですが、私

はシーア派イスラムの台頭という一つの視点から

見たら、この 5年間で一番得したのはイランだと

思います。

棚からぼた餅のように、アメリカがイラクに

進軍してきてイラクの政権を打倒した。イラクの

民主化が実現したら、人口比で言えば当然シーア

派主導のイラクになるわけです。もしアメリカが

イラクから引いていったら、イラン・イラク戦争

で対決し合ったイラクがシーア派主導のイラク、
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つまりイランの影響力を限りなく受けるイラクへ

と変質してくれたというのです。

そのことがイランを増長させて、現在我々が

見ているような一連のゲーム、すなわち、ヒズボ

ラに援助をして北からイスラエルを揺さぶると

か、イスラエルにしてみれば、北からヒズボラ、

パレスチナにはハマス政権ができて、今になって

みるとアラファトが懐かしいというか、とにかく

アラファトの生きていた時代には対話ぐらいはで

きた。

ところが、イスラエルにとっても、死ぬほど

武力闘争を仕掛けてくるハマスがパレスチナの政

権を取って、要するに、中東和平どころの状況で

はなくなってしまった。サダム・フセインを排除

するのがイスラエルにとってもプラスだという思

惑があったから、アメリカのイラク戦争を懸命に

支援したのだけれど、サダム・フセインを排除し

てみたら、遥かに恐ろしいモンスターが後ろから

出てきてしまったというのが、シーア派イスラム

の台頭ということです。中東がまったく変わって

しまった。

したたかな中国の対途上国外交

香港、シンガポールをラウンドしてきました。

日本のメディアが的確に報道しないことにむしろ

首をかしげますけれど、11 月 4、5 日に北京でア

フリカサミットをやっていました。これには何と

アフリカ 53 カ国のうち、台湾を承認している

5 カ国を除いて 48 カ国を北京に招いており、う

ち 40 カ国は元首が招聘されました。人民大会堂

で繰り広げられている会議に 3,500 人もアフリカ

から呼んだ。2,500 人の民族芸能の人たちを呼ん

で、中国の民族芸能とアフリカの民族芸能を織り

まぜながら、延々と英語で 24 時間放映し続けて

いました。

初めは「くだらないな」と思っていましたが、

じっと見ていると、結構面白いと思うような部分

もあります。

さらには、北京にやってきた元首に 1 人 1 時

間ずつ時間をとって、これからの中国とアフリカ

との関係とかをインタビューして盛り上げていま

した。

つまり去年日本があの常任理事国問題でもめ

ていた時に、このアフリカ票がまったく日本に向

かわなかったことが、一敗地にまみれた大きな要

因だったということをご記憶だと思いますが、今

中国がアフリカを抱え込んでいるのです。戦略的

にしたたかですね。一つは国連票ともう一つは資

源。それからもう一つは台湾問題で、中国の立場

を支持させるというゲームでこのアフリカの 53

票を中国に向かわせるために戦略的に引き込んで

います。

日本の外交の置かれている局面とコントラス

トですね。日本人はそういうことは誰かの責任を

問うことになるし、1 億総懺悔の国ですから、み

んなが悪かったということにして、とにかく話を

うやむやにしてしまおうという傾向にあります。

しつこく塩を塗りこむような会話をすると嫌われ

ますが、ごまかしなく言うと、今日本の立ち位置

を象徴している出来事が 05 年のあの常任理事国

問題だったのです。

日本がインド、ドイツとブラジルと連携して

G4 案を出して、一気に国連改革に踏み切ろうと

走りました。いったいアジアの国であの G4 案を

支持してくれた国はどこだったのか。モルジブと

ブータンだけでした。

隣の韓国、中国が過去の歴史、わだかまりを

背負って、日本の足を引っ張ってくるのは日本人

として不愉快だけれど、コンテキストとして理解

できなくもないが、ASEAN の国々が一票も入れ

てくれなかったのはいったいなぜなのかという話

なのです。

これはフランスの外交団の人などがよく言い

ますが、「日本人はかわいそうだ。ドイツはフラ

ンスも支援したし、隣のポーランドも支援した。

日本はアジアからの支持がゼロだった」と。

モルジブ、ブータンが支持を表明したのはイ

ンドに配慮したからであって、日本に配慮したか
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らではない。つまり日本はアジアからの支持がゼ

ロだった。

そのことをごまかしてはいけません。なぜそ

うなってしまったのか。実は 5年前まで東南アジ

アの国々はほとんど日本の常任理事国入りを支持

していました。韓国でさえ支持していた時代があ

るわけです。

日本にしてみると、ここへ来て切ないことに

なっていますが、日本の常任理事国入りの足を

引っ張った当事者だった韓国の播基文外交通商

相が何と次の事務総長になるという状況を迎え

て、腹の中では大反対だけれども、支持せざる

を得ないようなところに追い込まれた。この間、

WHOのトップの選挙に至っては、あれほど必死

になってキャンペーンをしたにもかかわらず、

日本は 9 票しか取れなかった。中国に敗れたの

です。要するに、なぜ今、国際社会の中で日本

はかくも孤立感を深めているのかということに

ついて、被害妄想的な話、自虐的な話ではなく

て、冷静で戦略的な視点というのが問われてい

ます。そこで、日本人は今自分たちは国際協調

主義の中を生きている、開かれた国だと思いた

いし、思いがちですが、あながちそうでもない

のです。これが私はものすごく重要だと思いま

す。

世界における日本の役割
－対米、対中、対アジア

話を集約すると、今後の日本の一つの役割と

して、アメリカをアジアから孤立させない役割と

いうのと、それから、中国を国際社会の建設的な

関与者に招き込んでいくという二つのテーマをし

っかり見つめながら、国際社会のいわゆる枠組み

作り、ルール作りに 1歩も 2歩も踏み込んでいく

日本というものを作っていかないと、さきほどの

常任理事国の問題などで、アジアや世界の国々の

理解や支援が得られることにはならないというこ

とです。

例えば、安倍さんが APEC に出掛けていって、

拉致問題と核の問題で北朝鮮を追い詰めるってい

うことに一生懸命力を入れています。間違いでは

ありません。日本人の気持ちからすれば、そうで

もしてくれなければ、いたたまれないというよう

な気持ちはあります。しかし、その話と同時並行

でやらなければいけないことがあるのです。それ

は、核不拡散の世界ルールを突き付けて、アメリ

カ自身にも迫り、中国の胡錦濤主席との会談だっ

て、北朝鮮に圧力かけて核放棄させるのに協力し

てくださいよという話をしている流れは間違いじ

ゃないけれど、同時に中国自身の核の放棄なり、

廃絶なりに向けて日本の主張を正面から言ってい

ないとおかしい。

思わせぶりに、ひょっとしたら日本も核保有

を議論してもいいじゃないかなんてたぐいの話

をしている場合ではありません。なぜなら、日

本の国際社会に置かれている位置付けというの

がどれほど微妙かということです。今、55 基の

原発が日本で動いています。六ヶ所村の核燃料

サイクルです。核を持っていない国で、核燃料

サイクルを許されているのは、唯一日本だけで

す。つまり、日本は原子力の平和利用について

は世界の優等生と言われてきて、その実績を積

み上げてきた国です。ところがこの間、IAEA で

エルバラダイ事務局長のナンバー 2 の人と議論

していてぎょっとなりました。「世界の核査察予

算の 3 割は日本の六ヶ所村で使っているのです

よ」という説明を聞かされたのです。実際に六

ヶ所村を見に行って、本当にそうだなと思いま

した。

IAEAから 6人の核査察官が来ています。つまり

世界は日本の核装備を疑っているのです。そうい

う中で、バランスよく核の平和利用だけに徹して、

その核の平和利用のルール作りには正面に出て行

く国・日本ということを貫かないと。思わせぶり

に「いや、ひょっとしたら俺も持っても悪くない

んだよな」みたいなたぐいの話をしていると、世

界の空気が反転すると、例えば今イランに向けら

れている目線とか、北朝鮮に向けられている目線
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が日本に向かってこないという保障はありません、

このゲームの流れによっては。というのは、「日本

なんかに核燃料サイクルなんかやらせていいのか」

とか、日本に 55基の原発を許していていいのかと

いう話になりかねません。そんな議論を誘発する

ぐらい愚かなことはありません。

むしろ、核の廃絶だとか、それから原子力の

平和利用だけは世界に冠たる技術を蓄積してい

て、核を持とうとする潜在的な実力はどこの国よ

りも持っているけれども、断じてそういう世界に

踏み込まないという一線をむしろ武器にして、国

際社会に対して発信していくほうが、はるかに重

要です。

ですから、日本が今発信している空気、残念

ながら、眦
まなじり
を決して自分の利害にかかわること

にだけは真っ赤な目になって興奮して、主張する

外交などと言っているけれども、世界のシステム

作りとか、ルール作りということになると、ぐっ

と腰が引けて、発言がなくなってしまうというの

が、日本が今与えている印象です。

ですから我々が今どれほど思慮深い対応を迫

られているのかということを考えないといけな

いということだけ申し上げて、本日の話を終わ

りたいと思います。どうもありがとうございま

した。

（文責：編集部）

ワークライフバランス
―私にとっての会社・仕事・家庭―

はじめに

東レ経営研究所の佐々木です。本日は、「ワー

クライフバランス―私にとっての会社・仕事・家

庭―」というテーマでお話しいたします。昨年 6

月に『ビッグツリー―私は仕事も家族もあきらめ

ない―』という本を出版しました。今から一年半

くらい前『AERA』という週刊誌に私の紹介記事

が出まして、それを見た WAVE 出版の社長が

「世の中で重い荷物を担いでいる多くの人達に、

勇気と希望を与えるために本を書いてほしい」と

依頼に来られました。私はそれまで本を書いたこ

ともなければ、その当時書く気もありませんでし

た。それに、自分の個人生活を公にすることにも

いささか抵抗がありましたのでOKはしませんで

した。それでもなお、熱心に何度も私のところに

来られて、最後にその出版社の社長が言ったのは、

「あなたの家族のために書いてはどうですか」と

いう説得の言葉でした。彼の言う「家族のために

書いてほしい、ぜひ書いてみては」という意味が、

当初私にはよく分からなかったのですが、ただ自

分の家族の歴史を整理し記録しておくのもそれな

佐々木 常夫（ささきつねお）
株式会社東レ経営研究所代表取締役社長

1969年東京大学経済学部卒業、東洋レーヨン（現東レ）株式会社
に入社。事業管理を中心に、企業の再建や海外子会社設立などに
従事。この間、大阪と東京の間を6回転勤。2001年東レの取締役
就任。経営企画室長。2003 年東レ経営研究所社長、現在に至る。
2005年経団連理事・統計部会長、内閣府物価審議会委員、総務省
統計審議会委員、神戸大学経営学部講師などを務める。2006年 6
月にWAVE出版から「ビッグツリー－私は仕事も家族も決してあ
きらめない－」を出版。ワークライフバランスの格好の実践例と
して注目を浴びる。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
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りに意味があるのでは、と思いましたので、古い

日記、家族間で交わした手紙などの記録や家族一

人一人の記憶などを整理しながら、少しずつ文章

に綴っていきました。

この間、古い日記や手紙を出してみて、なぜこ

の時、こういうふうに書いたのか互いに話し合っ

てみたり、自分で考えてみたりしました。その時

妻や子供たちからは、「お父さんは会社の仕事が忙

しくて何も分かっていなかったんだよね」などと

言われたりしましたが、その過程で、少し大げさ

に言いますと、家族の絆が強まっていったのです。

それを実感した時に、出版社の社長が「家族のた

めに書きなさい」と言った意味が分かったような

気がしました。当初反対だった子供の一人も妻も

賛成してくれて、本を出すことになったのです。

出版後は、NHK、テレビ朝日、日本テレビ、

読売新聞、朝日新聞、日経ビジネスなど、色々な

ところから取材を受けやや戸惑っていますが、お

そらく親が子を殺し、子が親を殺し、学校でのい

じめ、ドメスティックバイオレンスなど様々な社

会問題や事件が起こっているこのような世の中だ

からこそ、メディアがこういう話を取り上げたが

るのだろうと思います。

それでは、レジメの最初の項目「私の会社で

の生活」からお話を始めます。

1．私の会社生活（図表 1、2参照）
私の経歴は図表１の通りです。様々な部署を

ほぼ 2～ 3年ごとに異動していますが、役員改選

時期である 6 月に異動することが多かったです。

入社も 6月です。普通は 3月で卒業し 4月に入社

するのですが、私の卒業した年は大学紛争があり、

学生運動家たちに大学を占拠され、4 年生の時は

5 月から翌年 1 月まで授業がありませんでした。

警察、機動隊が占拠学生を追い出し授業の再開は

2 月となり、2 月から 6 月まで 1 年分の講義を 5

カ月集中して行い、6 月卒業となったのです。東

大 100 年の歴史の中で、はじめて入学試験ができ

なかった年でした。

卒業後東レに入社し繊維部門のスタッフ（企

画管理）の仕事からスタートしました。30 歳を

少し過ぎた頃に倒産しかけた会社の再建のため 3

年半ほど出向しました。当初私は、この会社の再

建はおそらく無理であろうと思ったほど会社の実

態は悪かったのですが、東レからの出向者 14 名

の血のにじむような努力の結果、徹底的なリスト

ラをしてなんとか再建し、優良企業に生まれ変わ

りました。このときのメンバーのうち 6名が本社

に戻って東レの取締役になっていますから、会社

としても苦労した人に（もちろんある程度の力が

なくてはいけませんが）報いようとしたのだと思

います。

1969年（昭和44年） 6月 東レ入社　3部署を経て 

1978年（昭和53年） 1月 関係会社（一村産業）再建のため出向 

1981年（昭和56年） 3月 出向先から戻る 

1984年（昭和59年） 4月 繊維企画管理部の課長 

1987年（昭和62年） 6月 前田新社長のスタッフとして経営企画室へ 

1989年（平成元年） 6月 繊維事業の営業課長（産業資材部水産資材課長） 

1991年（平成  3年） 7月 新設のマーケティング企画室へ 

1993年（平成  5年） 6月 プラスチック事業企画管理部長 

1996年（平成  8年） 6月 繊維事業企画管理部長 

1997年（平成  9年） 6月 平井新社長のスタッフとして経営企画室へ 

2001年（平成13年） 6月  取締役　経営企画室長 

2003年（平成15年） 6月  東レ経営研究所　社長 

 

図表１　めまぐるしく職場が変わった会社生活

出所：筆者作成
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私が東レで課長になった頃、東レの主力事業

である繊維事業が創業以来初めて赤字になりまし

た。そこで私が事務局になって Action Program

for Survival というプランを策定し、思い切った

リストラと体質強化を実施しました。その結果、

繊維事業は 2年目には 300 億円の黒字に転換でき

ました。

そのプランを果敢に実行したリーダーである

前田常務（当時）が 15 人抜きで社長に就任しま

したが、その直後に、私は社長のスタッフとして

経営企画室へ異動することになりました。

その2年後、今度は漁網と釣糸（テグス）を販売

する営業の仕事をすることになりました。その中

の釣糸ビジネスについてですが、それまでは、東

レが生産した釣糸を何段階かの問屋流通を経て小

売店に販売する多段階なルートになっていました。

私はそれを小売直販するシンプルな仕組みに、即

ち流通ルートの改革を断行しました。この流通改

革に対しては、当然ながら大きな抵抗があり難渋

を極めましたが、2年弱でなんとかやり遂げました。

その後、マーケティング企画室を経て、プラ

スチック（樹脂フィルム）事業の企画管理部長に

なりましたが、この事業は繊維と違って成長事業

でもあったので、私は逆に拡大策をとりました。

マレーシア、タイ、インドネシアでの増設に続き

アメリカで 2カ所増設をし、フランスの会社を買

収し、中国で 4工場を建設しました。2年間で 12

のプロジェクトにざっと 1,000 億円の投資をしま

した。

この後、また繊維事業に戻りますが、そのと

きの事業本部長の平井専務（当時）が社長に就任

したため、再び経営企画室に異動することになり、

取締役経営企画室長となりました。その時（2001

年）の決算では営業利益がわずか 188 億円という

低収益となったため、東レ全体の再構築（プロジ

ェクト New Toray 21）に着手することになりま

した。これは役員が全員で考えて作り上げていっ

たプランですが、私は事務局として、それをまと

めていく仕事をやりました。このプランの実行に

より体質強化が進み、連結営業利益ベースで、

2002 年には 330 億円、次が 568 億円、2004 年は

811 億円、2005 年が 930 億、今年の予想は 1,000

億円を超えることになっています。そして、私は

3年前に東レ経営研究所の社長に就きました。

以上が私の会社での仕事の紹介ですが、これ

からは私の家族の話です。

2．自閉症の長男のこと（図表 3、4参照）
まず、自閉症の長男の話をします。アメリカの

映画で「レインマン」という自閉症者の物語が大

1．関係会社（一村産業）の再建　（’78～’81年）　　　 

　　　倒産寸前　事業の選択と集中　資産売却　要員削減――　優良会社へ転換 
 

2．繊維事業赤字からの脱却・再構築（’86～’87年）　　「Action Program for Survival」 

　　　初めての赤字　生産体制の整備　要員・費用の削減――　2年後300億円の黒字に 
 

3．釣糸（テグス）の流通改革　（’90～’91年） 

　　　末端大手量販店の台頭　新会社の設立　問屋（卸商）を飛ばして小売直販 
 

4．プラスチック事業のグローバリゼーション　（’93年～’96年） 

　　　アメリカ・フランス・インドネシア・マレーシア・タイ・中国に12件の生産拠点　約1,000億円の投資 
 

5．東レの再構築　（’01～’03年）　「プロジェクト　New Toray 21」 

　　　意識改革、営業改革、グローバル生産改革、トータルコストの削減、事業構造改革 

　　　営業利益   ’01年188億円   ’02年330億円   ’03年568億円   ’04年811億円   ’05年930億円   ’06年（予想）1,040億円 

図表２　私が東レで経験した事業改革
――事業改革は経営者（責任者）の強い意志とリーダーシップで

出所：筆者作成
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ヒットしました。主演のダスティン・ホフマンは、

この役を演ずるに当たって 2年間にわたりアメリ

カ中の自閉症者の施設を見て回ったといいます。

ダスティン・ホフマンの演ずるあのレイモン

ドという自閉症者の話し方や歩き方などはまさし

く自閉症者そのものです。私はこの映画に大変感

動し 3回も見ました。

私の長男は、赤ん坊の時に親が居なくても一

人で平気でした。ある私立の幼稚園に通うことに

なりましたが、皆と一緒にお遊戯ができない、歌

を歌えない、つまり集団生活ができないというこ

とで退園させられました。その頃あちこちの病院

を回りましたが原因がなかなか分からなかったの

です。今でこそ自閉症の存在をほとんどの人が知

っていますが、その当時は自閉症という言葉すら

一般的ではなかったのです。最後に大阪小児セン

ターというところで、自閉症らしいという診断を

受けました。

72年（昭和47年） 長男俊介誕生　　表面的には全く普通　　言葉の遅れ 

 親がいなくても一人で平気　　車に異常な関心 

76年（昭和51年） 私立の幼稚園へ　集団生活ができず退園　あちこちの病院巡りをするが原因不明 

 大阪小児センターで自閉症と診断　 

77年（昭和52年） 小学校入学　　going my way　　 辞書・地図・車などにこだわり 

 辞書は1ページから覚えていく　　人口・川・地名・国旗なども 

79年（昭和54年） 指導員の勧めでスイミングと山登りを始める　　毎週家族で山登り 

 六甲山は自分の庭同様　学校生活はトラブル続き　父親はしばしば学校へ 

83年（昭和58年） 中学校入学　相変わらず人との交流は無く一人の世界 

 いじめに会い不登校　クラスの生徒を自宅に呼び説明を　　成績は2と3ばかり 

86年（昭和61年） 高校入学　急に授業に興味、教科書丸暗記　成績はクラスのトップへ 

 高校3年の時、幻聴が聞こえ出し混乱　大学受験をあきらめる 

91年（平成  3年） 東京へ引っ越し　　新聞配達のアルバイト　毎日本を読み部屋中本だらけ　 

92年（平成  4年） 横浜へ引っ越し　自閉症者の会・自閉症者の施設を知る 

 読んだ本などの話を2、3時間聞いてあげないと済まない 

 自閉症者の山登りの会「ヤッホークラブ」に入る 

94年（平成  6年） 幻聴のため時々暴れる　母親は近くに部屋を借り避難　一時閉鎖病院に入院 

 退院後一人でアパート生活　週末帰宅　自閉症者親の会の副会長に 

96年（平成  8年） 父親大阪に転勤　父親は毎週金曜に戻り日曜は彼のアパートへ泊まり月曜は朝一番の新幹線 

97年（平成  9年） 父親再び東京へ　　 

 このころから母親は頻繁に入退院を繰り返す 

03年（平成15年） 食生活不規則のため肥満がひどく自宅に戻る 

 

図表３　我が家のレインマンは本と山が大好き（自閉症の長男）
――レインマン： 1988 年のアメリカ映画　ダスティン・ホフマン演ずるレイモンド（レインマン）

出所：筆者作成

1．言葉の発達の遅れ 

2．対人関係の困難さ 

3．アンバランスな感覚、アンバランスな知的機能 

4．活動や興味の範囲が狭い 

5．変化に対する不安や抵抗 
 

原因は脳の機能障害と推定されている。狭い意味での（典型的）自閉症は1,000人に3人 

広い意味では100人に1人　80％は男性 

 

図表４　自閉症の特徴

出所：筆者作成
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小学校に入りましても、彼はゴーイングマイ

ウェイで、辞書や地図や車などにこだわる生活で

した。あのダスティン・ホフマンが「レインマン」

の中で弟と一緒にホテルに泊まって、夜、電話帳

を 1 頁ずつ丹念に A から G まで繰っていく、次

の日レストランに行って、対応したウエイトレス

の名札を見て、あなたの家の電話番号は何番でし

ょうと正確に言い当てるシーンがあります。その

ウエイトレスはびっくりして、「なぜ私の電話番

号を知っているの？」、「いや、昨日ホテルの電話

帳で見たよ」とレインマンは答えます。要するに

自分に関心のあるものについては正確に記憶する

能力があります。私の長男も小 2の時に、中学生

向けの漢和辞典を 1ページ目から順番に読んでい

き、2 カ月ほどで中 3 までの漢字をすべて覚えて

しまったことがありました。国や都市の人口とか

川の長さとか地名とか国旗などを地図帳で順番に

覚えていきました。しかもアメリカの人口は 2億

3,648 万 3,644 …人というふうに何人、川の長さ

は何mの単位まで覚えます。

そうこうするうちに、指導員の勧めでスイミ

ングと山登りを始めました。彼はこれが大好きな

ので毎週家族で山登りをしました。お陰で六甲山

は自分の家の庭同様に知り尽くしましたが、依然

学校生活はトラブル続きです。妻は先生と話をす

るのがやや苦手なものですから、私が全部対応す

ることになり、長男が小 1の時から卒業するまで

ずっと月に最低 1回は担任の先生と面談をしてい

ました。

中学生になりましたが、通信簿の成績は 2と 3

ばかりで最低でしたが、よく観察すると問題の意

味を取り違えていることが多く、そのまま自分の

思い込みで解答を書いているのが分かりました。

先生から志望の高校への進学は無理だと言われま

したが、私は彼に対して受験直前に問題の意味を

正しく理解するための特訓をして、何とか志望校

に合格することができました。高校に入ってから

は、どういうわけか急に勉強に興味を持ちはじめ

得意の丸暗記、彼は片っ端から教科書を暗記して

いきました。その結果 2年生の時には成績がクラ

スのトップになりました。ところが 3年生の時に

幻聴が聞こえ出したのですね。この幻聴というの

は自閉症の 15 ％くらいの人にでるそうです。そ

していまだに幻聴が聞こえているようです。

91 年に東京に引っ越した頃、彼は新聞配達を

始めました。この仕事は人と接する必要はなく自

分のペースでできる仕事で彼には合っていまし

た。あとの時間は毎日ひたすら本を読む生活です。

ですから彼の部屋は本だらけです。92 年に横浜

に引っ越しまして、そこで初めて私は「自閉症者

の会」や自閉症者のための施設を知りました。そ

の頃彼が読んだ本について話をするのを 2時間か

3 時間聞いてあげないと済まないという状況が長

く続きました。ちょうどその頃彼は幻聴がひどく

て時々暴れました。20 歳前後の一番多感な時期

で暴れ方がひどかったですね。またうちにはペッ

トとして犬と猫を飼っているのですが、猫は大好

きで毎晩猫と寝ています。かわいらしいシーズー

犬もいますが、彼は犬には全く見向きもしません。

ここで自閉症の特徴を挙げますと、言語発達の

遅れの他には、対人関係の困難さがあります。例

えば、よその家で食事をした後、食事を作ってく

れたその家の奥さんが「おいしかった？」と聞き

ますと、彼は平気で「おいしくなかった」とスト

レートに言ってしまいます。自閉症の人は正直で、

料理を作ってくれた相手の気持ちなどはあまり考

えません。また、活動や興味の範囲が狭く、私の

長男は、ある特定分野の本、ミニカー、水道やプ

ールの水、山登りなど少ない関心事に集中します。

本は好きでよく買いに行きますが、こだわりがあ

って行く本屋は新宿の紀伊国屋と東京駅前の八重

洲ブックセンターの 2つに決まっています。現在

横浜に住んでいるので横浜近辺の本屋で買えばよ

いのにと思いますが、どういうわけか長い移動時

間をかけて都心の 2つの本屋へ行きます。

また、変化に対する不安や抵抗感があり、小

さい頃などスケジュールを突然変更するとパニッ

クになったりします。そして着替えの手順や歩く
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道順などはいつも同じです。

彼は明らかに社会的障害者なのですが、IQ テス

トの結果が 100 をかなり超えますので障害と認め

てもらえませんでした。ですから、障害者がもら

えるバスや地下鉄が無料になる「愛の手帳」をも

らえません。アメリカやヨーロッパでは全部認め

られていますけれどね、日本はそういう意味では

まだまだ遅れていますね。彼は高機能自閉症なの

ですが、最近では、ノーベル賞受賞者や世界的に

高名な大学教授が自閉症であったことなどが複数

報告され、いわゆる高機能自閉症の存在がクロー

ズアップされており、そこまで含めると、自閉症

者の数は100人に 1人という説もあります。

長男は、私に向かって暴れることはせず妻に

向かうのです。妻は怖がって、当初私が帰るまで

横浜の駅あたりでうろうろ時間をつぶして駅で私

と待ち合せて一緒に自宅に戻るということを繰り

返していましたが、そのうち近くに部屋を借りて

避難させることにしました。最後は彼を一時期閉

鎖病院に入院させざるをえませんでした。退院後

は一人でアパート生活をさせて、週末の金曜日に

実家に戻って来るという生活に切りかえました。

この頃、私は「自閉症親の会」の副会長を引き受

けることになります。その頃仕事も家庭も大変だ

ったのですが、引き受けたのは、親の会の多くが

母親であり、国や県などの行政との折衝役を男で

ある私にどうしてもやってほしいと頼まれたから

です。その頃自閉症者の山登りの会「ヤッホーク

ラブ」に入りました。どういうわけか自閉症者の

約 8割は男性です。だから「ヤッホークラブ」に

参加する自閉症の子たちもほとんどが男の子で

す。一方付き添い役はほとんど母親です。子供と

はいっても男だから身体も大きく力も強いから、

女の身では付き添い役も大変です。一体父親は何

をしているのでしょうね。

96 年に私は大阪に転勤になりました。その頃

の私の生活パターンは、月曜日から金曜日までは

大阪で働き、毎週金曜日に横浜の自宅に戻って土

曜日は自宅で家事をはじめとした用事を済ませま

す。翌日曜の昼頃長男のアパートに彼と一緒に行

き、掃除、洗濯、買い物をします。それから一番

大事なのは、彼が一週間読んだ本についての話を

聞いてあげることです。これがいつも夜まで続く

わけです。日曜日の夜は彼の部屋に泊まって、翌

月曜日朝一番の新幹線で大阪へ行く。つまり月曜

日から木曜日まで大阪の単身赴任寮で寝て、金曜

日と土曜日の夜は自宅、日曜日の夜は彼のアパー

ト、一週間で三回寝床を変えるっていうのは結構

つらいものがありました。

次に私の妻の病気に関する話をします。

3．ちょっと重荷を担いでしまったパートナー（図表5参照）
実は 78 年に妻が肝炎の B型キャリアというこ

とが判明しました。どうして B 型になったのか

よく分かりませんが、医者によると、おそらく昔

受けた予防注射で他人のキャリアをもらったんじ

ゃないかと言われました。肝臓には特に気をつけ

なきゃいけないと言われていた矢先に、84 年急

性肝炎で入院、3 年間で 5 回入院しましたが、最

後の入院は半年以上の長期入院でした。退院して

きた時に私は東京への転勤が決まっていました。

で、どうしようかなと悩みましたが、とりあえず

単身で赴任しました。その間妻はなんとかがんば

っていたようです。

家族を東京に引きまとめたのは 92 年です。95

年に妻は精神不安定のために精神科を受診してい

ます。このことを当時私は知りませんでした。本

人が誰にも相談せずに一人で病院に行ったので

す。97 年には妻は肝臓が相当悪くなって急性肝

炎から肝硬変になりました。相前後して、うつ病

を併発し 3 回入院、98 年には 5 回、99 年には 4

回、翌年 5回、翌々年 8回、次の年に 6回、さら

にその次の年に 5 回、これを全部あわせますと

43 回入院しています。1回の入院が約 1カ月半で

すから、この頃妻は 1年間の半分くらいを入院し

ていたことになります。そして 2000 年には一度

自殺未遂をしています。この時は軽いためらい傷

でおなかを切ったのですが、これを機に私は家庭



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2007.3 経営センサー
21

特別講演会抄録

21

の事情を職場にオープンにすることにしました。

いざという時に連絡の遅れで下手すると死に目に

も会えないということが起こりかねないと判断し

たからです。職場の同僚には「病院か本人からな

にか電話あったら必ず直ぐ私に連絡してくれ」と

お願いしました。そのあと妻は自殺未遂を 2回や

りまして計 3 回やったのですが、最後の自殺は、

普通ならもう死んでしまうくらいの傷でしたが、

たまたま娘が早く見つけ一命を取り留めました。

本当に運よく見つけて私に電話してきたので、救

急車ですぐ慶応病院に運ぶよう娘に頼み、私は直

接慶応病院に向かったのですが、待てど暮らせど

搬送されてこないのです。あとで聞いたら、リス

トカットの止血にすごく手間取って運ぶのが遅く

なったそうです。救急治療室に入って昼の 3時半

ぐらいから夜の 10 時半までの大手術をやりまし

た。私はその間ずっと手術室の前でひたすら終る

のを待ち続けていましたが、この時は本当に切な

く絶望的な気持ちに陥りました。

なぜ妻がうつ病になったかその原因を考えま

すと、一つは自閉症の子供をもった母親としての

自責で、自分の責任で自閉症の子供が生まれたの

じゃないかという負い目をずっと持っていたよう

です。二つ目は、彼女の血液型は A 型ですが、

自分で何でも几帳面に完璧にやりたがる人なので

す。ところが入院している間、自分で家事や子育

てなどができない。旦那が本来妻である自分がや

らねばならないことを全部やってしまう、掃除、

洗濯、食事作り、子供の世話。そんな不甲斐ない

自分をさらに責める。当時の私には分からなかっ

たことですが、この時期誰が一番辛かったかとい

うと、おそらく私よりも彼女の方が辛かったので

すね。自分なんかこの世にいない方がいいのでは、

離婚した方が家族のためにいいのではないかなど

と、妻は自分自身を責めていたようです。三つ目

は、私との性格の違いやズレです。夫は自分を理

解してくれないという思いなどで妻は悲観し絶望

的になっていたようです。うつ病というのは 7人

に 1人罹ると言われ、常時人口の 3～ 5％、つま

り、日本では 350 万人から 600 万人ぐらいのうつ

病患者がいるということになります。しかも女性

が男性の 2倍です。初発の年齢は 10 代から 20 代

です。50 歳ぐらいになってからうつ病だと診断

される人がよくいますが、あれは 50 歳になって

初めて発症したというより、おそらく 10 代か 20

代に見つからなかったか気づかなかったのが、50

歳ぐらいになって初めて診断がついたのではと私

は思っています。

78年（昭和53年） B型キャリア判明 

84年（昭和59年） 急性肝炎で入院　以降3年で5回入院 

87年（昭和62年） 夫の転勤　（単身赴任）  

 自閉症の息子を含め3人の子供と自分の母親の世話などで孤軍奮闘 

92年（平成  4年） 大阪から東京へ引っ越し　　次男と娘の問題も 

95年（平成  7年） 精神不安定のため精神科受診　　不甲斐ない自分を責める 

97年（平成  9年） 肝硬変とうつ病のため　3回入院 

98年（平成10年） 5回入院 

99年（平成11年） 4回入院 

00年（平成12年） 5回入院　　自殺未遂　　夫は家庭の事情を職場でオープンに 

01年（平成13年） 8回入院　　自殺未遂　2回 

02年（平成14年） 6回入院 

03年（平成15年） 5回入院 

04年（平成16年） やや回復傾向 

 

図表 5 ちょっと重荷を担いでしまったパートナー（病気に魅入られた妻）

出所：筆者作成
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大阪、東京、大阪、東京、大阪、東京と計 6

回転勤し、この間妻は計 43 回入退院を繰り返し

ていますが、長男もこの間 2 回入院しています。

長男と妻が一緒に入院している時期もあり、休日

は午前中長男のいる横浜の病院に見舞いに、午後

は虎ノ門病院へという具合で、この頃の私は、病

院のはしごをしていました。

そこで、この苦境を私がどうやって乗り切っ

たかということです。

4．この苦境をどうやって乗り切ったか（図表6参照）
まず第 1期というか、84 年から 87 年の時期で

すが、妻は肝炎のために 3年間で 5回入院し、子

供は中 2、小 6、小 5 の 3 人。私は仕事も家事も

すべて戦略的にというか計画的に効率的にこなし

ました。その頃私は普段朝 5 時半に起き、子供 3

人の朝食と 3人分の弁当を作ります。で、子供を

送り出してから出勤します。私は一般の社員より

も早く 8時には出社していました。8時から 9時、

みんなが出てくる 9時までの 1時間、これが私の

勝負時です。この間に私は午前中の仕事を全部片

付ける意気込みでやりました。夕方 6時には帰ら

なければいけないので、一日中死に物狂いで集中

して仕事を次々片付けます。それで夕刻 6時に会

社を出て 7時に帰宅。着替えもそこそこに夕食の

準備。今はいいですよ、コンビニでもスーパーで

もできあいの食品や半製品がいくらでもあります

から。当時はそういうものはあまりなく、材料を

買ってきて一から作らなきゃいけなかった。食べ

終わると、その後片付けをして、その後夜 9時ぐ

らいから会社で一部やり残した仕事に取り掛かり

ます。土曜日は 1週間ぶりですから妻の病院にで

きるだけ長くいてやるようにしました。彼女もい

ろいろ寂しいこともあるでしょうから。で、日曜

日は家で 1週間分の掃除と洗濯と買い物を纏めて

やります。これが大変でしたね。もちろん座った

（１）’84年～’87年　 

 パートナー肝炎のため3年で5回入院　子供は中2、小6、小5の3人 
 

 ①仕事も家事もすべて計画的戦略的に 

 　1週間分の食事の献立作成　5時半起床　7時までに朝食と弁当作り　8時出社 

 　眦を決し業務を遂行　　　　仕事は18時まで　　　  
 

 ②会社では仕事の計画性効率性の徹底、結論先行、会議時間の半減、資料の簡素化、何事も常に先を 

 　読む仕事のやり方（ビジネスは予測のゲーム） 
 

 ③趣味、交友範囲などの削減、絞込み――テニス、推理小説との一時決別 

 

（２）’97年～’03年　 

 パートナーの繰り返す入退院　自分を責めるパートナー　アパート暮らしのレインマンのサポート 

 まさに毎日戦時下、クレイマークレイマーの緊急体制 

 戦友である娘の戦線離脱（母親の対応に疲れ家を出る） 
 

 ①計画的戦略的行動の徹底――だが相手は経営ボードメンバー、また時々海外出張 
 

 ②仕事と家事以外は極力排除――だが付き合いはある程度必要 
 

 ③いつかきっと良い日が来ると信じて――大きかった経済的負担 

 

（３）最近パートナーは少し回復　　なぜパートナーは回復したのか 

 そろそろ直る時期？――少し長男が落ち着いた？ 

 夫の生活に余裕ができたから？――東レを離れたから？ 

 

 

 

まなじり 

図表６　この苦境をどうやって乗り切ったか

出所：筆者作成



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2007.3 経営センサー
23

特別講演会抄録

23

り寛いだりする暇などありません。時間との競争

で目が回るような忙しさです。

会社では、幸いなことにちょうどその頃私は

課長になっていました。課長というのは、ほぼ自

己完結的に自分の考え方で仕事ができます。担当

レベルではそうはいきません。当時私の担当した

課は作成する資料が非常に多く、とりわけ残業の

多い忙しい課と言われていましたが、私は、例え

ば会議の数と会議時間はこれまでの半分にすると

ともに、作成する資料の思い切った簡素化や会議

用資料の事前配布を原則にするなど徹底した仕事

の効率化を進めました。会議は参加者が資料を事

前に十分読んできたという前提で進行させます。

何事も重点度、優先度、緊急度を踏まえて、常に

先々を読む効率的で計画的な仕事のやり方を部下

にも徹底しました。その結果、常態化していた土

日出勤もほとんどなくなり、週日の残業も 1 ／ 3

から 1／ 4 に減りました。ビジネスは予測のゲー

ムであると私はいつも言っていますが、常に上位

者の視点でしっかりしたビジョンを描きその中で

目標を的確に見極めること、その基本目標を踏ま

えてプロジェクトごとに目的と対象を見据えてブ

レないで遂行すること、そして目標達成のための

最短の道筋を見極めること、阻害要因を予知し先

手を打って防衛策を講じること、そういったこと

をいつも考えながらやっていました。会社の仕事

のほとんどは、その気になってちょっと工夫する

だけで、驚くほどレベルと効率は上がるものです

よ。

それでも、私の持ち時間には絶対的な制限が

あるので、自分の趣味と交友関係に振り向ける時

間は大幅に減らさざるをえませんでした。好きだ

ったテニスは止め、推理小説を読む時間も相当減

らしました。ただ当時小 6の娘が、そういう私を

みかねて料理を手伝うようになりました。私は彼

女を「人生の戦友」と呼んでいます。私の料理は、

スピードはありますが決して美味しいものではあ

りません。それに比べて、娘の料理は、美味しく

飾り付けも上手い。焼き物、揚げ物、煮物など何

でも上手にできる。料理に興味を持っていたこと

もあり上達が早く、中 1の頃にはもうその辺の主

婦が敵わないぐらいの腕になっていて、私は大い

に助かりました。

つまり、この時期（第 1期）の苦境を私が乗り

越えられたのは、課長として仕事をある程度自己

完結的にコントロールできたことに加えて、戦友

としての娘の存在が大きかったと思っています。

その次の苦境は、妻が97年からひんぱんに入退

院を繰り返した頃です。私自身の仕事が忙しい上に、

アパート暮らしのレインマン（長男）のサポートも

しなければいけなかったからです。毎朝彼は施設に

出向き、そこで私が予め預けておいたお金を受け取

り、それでその日の弁当やジュースを自分で買わせ

るようにしていました。ただ、放っておくと彼は戸

外に一歩も出ないので、今日施設に行ったか、食事

はしたか、お風呂に入ったか、着替えをしたか、薬

は飲んだか、などの確認のために私は彼に一日に少

なくとも 3回電話をしていました。そして、土曜、

日曜日は、妻の病院と彼のアパートの掛け持ちです。

自宅だけでなく彼のアパートのものも含めて洗濯や

掃除をやらなければいけなかったからですね。この

時期での問題はこれまで私をずっとサポートしてく

れていた娘が、母親の対応に疲れてこの少し前に家

を出てしまったことです。この時、まだ妻は入退院

を頻繁に繰り返していなかったこともあって、私は

娘が大阪に行くことをあっさりと認めたのですが、

これが実は大失敗だったのです。

97 年というのは、また東京の経営企画室に戻

った年です。経営企画室は経営トップのサポート

部署ですから、社長も会長も副社長も専務も含め

て上司が 8人ぐらいいるようなもので、その方々

からさまざまな照会や指示がきますし、各部門間

の調整もしなければいけないというので、課長み

たいに自己完結的な仕事の進め方はできません。

会議を削減しようと思っても自分の裁量で会社の

重要会議を減らすわけにもいきません。それとア

フター 6の付き合いは極力排除しましたが、それ

でも最低限必要なものが少なくありませんでし
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た。自分では計画的かつ効率的行動の徹底をしま

したが、それでもトップの意向やスケジュール次

第で自分のペースを大幅に変更せざるをえないの

は職務上致し方ありません。この頃から妻は頻繁

に入退院を繰り返しますが、彼女は病院にいると

安心して調子もよくなるものの、退院して家に戻

ってくると、うつ状態が悪化し、夜遅くまで同じ

話を何回も繰り返す、不眠を訴えるなど調子が悪

くなります。多忙な仕事と病気の妻の世話で結構

しんどい日々を送っていたわけですが、当時私は

毎日毎日連続的にしんどかったわけではありませ

ん。というのは、妻が病院に入っている間は医者

や看護婦さんが面倒をみてくれているので、心配

しないで済みます。だから、妻の入院の間私は自

分の仕事に没入できるわけです。

つまり、私自身たまに気を抜ける日があった

ことも、何とかこの時期を乗り切れた一因だった

と思っています。それと、私は親に感謝しなけれ

ばいけないと思っていますが、私の性格、つまり

DNA が常に楽観的というか、いつかきっと良い

日が来る、必ずいい日がくる、今の苦境も神様が

ちょっと悪戯をしただけで、その神様もいつかそ

れにも飽きて、どっかへ行っちゃう、と信じて、

この間を過ごしていました。

そして、最近、妻は回復しつつあります。43回

も入退院を繰り返していた妻が 2003 年以降一度も

入院していません。このことを私自身なぜかなと考

えていましたら、友人がこう言ってくれました、

「それは君が東レを離れたからだよ」。私は、2003

年から東レ経営研究所の社長ですからね。社長とい

うのは基本的には自分のやり方で仕事をコントロー

ルできるのです。自分の思う通りのスタイルで経営

や事業運営ができる。会議だって必要ないと思えば

「やらない」と言ったら終わりです。資料も「要ら

ない」と言えばそれでおしまいです。そういうこと

もあって、妻からの訴えや相談があったらすぐ帰る

ことも可能です。そういった状況が妻を安心させ、

精神的にもいい状態に向かわせているようです。妻

にとっては、何かあったときすぐ対応してくれると

いう安心感こそが大切だったようです。

5．誰もが仕事と私生活・家庭を充実させるこ

とを求めている。（図表 7、8参照）
私のように、家族に病気や障害がない人でも、

誰もが私生活を充実することを求めています。例え

ば音楽を聴きたいとか、好きな映画を見たいとか、

ジムに通いたい、家族との時間をもう少し長く持ち

たい。それができない最大の障害は、長時間労働と

非効率的な労働です。仕事の成果と長時間労働は必

ずしも直結しません。仕事に取り組むに際して、計

画性、効率性、ムダを排除して合理化する工夫など、

もっと頭を使う必要があります。アガサ・クリステ

ィの推理小説にエルキュール・ポアロというベルギ

ー人の探偵が登場します。彼の口癖は「もっと灰色

の脳細胞を使え」という台詞ですが、彼の説による

と一般の人は自分の脳の6％しか使っていないそう

です。もっと頭を使って仕事を計画的に効率的にや

るべきです。その結果として、より質の高い仕事を

する時間を新たに生み出すとともに、人生をもっと

エンジョイできると思います。

本日は時間もあまりないので、私の仕事の進

め方の基本原則については詳細にお話ししません

が、後日レジメに添付しました図表 8「（補）仕

事の進め方の基本」をご覧下さい。

また、私たちの周りには、重荷を背負った人は

案外多いのです。まず身体障害者は日本に350万人

います。自閉症は約100万人いると言われています。

うつ病と診断された人は 170万人です。うつ病は、

病院に行かない人も含めますと350万人から600万

人いるのですよ。年間3万人自殺者が出ますが、そ

のうち2万人はうつ病です。それに、妻みたいに自

殺未遂をした人は、おそらく 10万人以上いるでし

ょう。みなさんの周りにはうつ病やうつ気味の人だ

らけと思ったほうがよいのかもしれません。他にア

ルコール依存症が80万人、ダウン症が10万人、ひ

きこもり・不登校120万人、認知症160万人、これ

にニートの 60万人、などすべてを足すと、日本に

は信じられないほどの数の障害や病気を持った人が
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いるということです。

ところが、そんな状況を皆さんの職場ではあま

り分からない、それは自分の家族の障害とか病気に

ついてみんな職場で言わないからです。私の本のこ

とをうちの娘は「佐々木家の暴露本」と言いました

が、同じようなことを体験している人が他にもたく

さんいるにもかかわらず、会社では大抵の人は言い

ません。何かそういうことを言うと不利になると思

っているからですが、私の経験からそんなことはな

いと思います。現代の日本社会は、いわゆるストレ

ス社会と言えます。企業での人員削減、成果主義、

高度情報化、核家族化、女性の社会進出、コミュニ

ケーション能力の低下など、さまざまな要因で、う

つ病にかかる人が多くなっています。このような社

会的弱者をきちんとフォローできるかどうかが、そ

の国の文化レベルとも言えます。

（１）それができない最大の障害の一つが長時間労働と非効率労働 

 仕事の成果と長時間労働とは必ずしも関係はない 

 仕事に取り組むときの計画性、効率性、工夫など脳細胞をもっと使う必要がある 

 

（２）周りには重荷を背負った人は案外多い 

 身体障害者、精神障害者、要介護父母、引きこもり者 

 ちょっと手を差しのべてやることが大きな救い　　大きい不幸も小さい不幸もその人にとっては深刻な

もの　　 

 

（３）チームで仕事をしていく上で、ある程度、メンバーのそれぞれの事情を把握し、配慮することがチーム

の活力・成果を高める　 

 社員が充実した私生活や家庭との健全なバランスをとりながら能力を最大限に発揮できれば企業の競争

力強化に繋がる 

 

 

 

図表７　誰もが仕事と私生活・家庭を充実させることを求めている

出所：筆者作成

1．計画主義と重点主義 －仕事の計画策定と重要度を評価する。すぐ走り出してはいけない。 

2．効率主義 －最短コースを選ぶこと。通常の仕事は拙速を尊ぶ。 

3．フォローアップの徹底 －自らの業務遂行の冷静な評価を行うと共に次のレベルアップにつなげる。 

4．結果主義 －仕事はそのプロセスでの努力も理解するが、その結果で評価される。 

5．シンプル主義 －事務処理、管理、制度、資料はシンプルを持って秀とする。 

 
事例研究 

（１）中期計画などの策定のケースはスケジュールと目次が大事 

（２）上司とのつきあい方は最重要課題－Don’t surprise your boss 

（３）書類管理の工夫などでスピードは2倍 

（４）信頼される人付き合いの仕方 

 
長時間の残業問題について 

1．労働に対する世の基準（法の遵守）に逆らう常識の欠如 

2．採算意識、バランス感覚の欠如 

3．プロ意識の欠如 

4．創造力の欠如 

5．向上心の欠落 

6．羞恥心の欠如　　　　　［最大の理由はマネジメントの欠如］ 

 

図表８　（補）仕事の進め方の基本

出所：筆者作成
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6．最後に付け加えること
（１）「正直な人間になる」「まじめに仕事をする」

とはどういうことか

なぜ「正直な人間になる」ことが重要なのか。

その答えは実に簡単で、自分が幸せになる近道だ

からです。「嘘を言わない」「正直である」という

ことは人間同士の付き合いにおいて相手から信頼

されることに通じます。家族の関係においては、

このことは決定的です。家族はほとんど裸の付き

合いでもあり、互いにガラス張りの生活をしてい

ます。親子関係、夫婦関係においていつも正直で

あることは家族の絆を深め、信頼感を高めます。

疑心暗鬼であったうつ病の妻には正直に対応する

ことこそが、彼女の病気の回復に大いに貢献した

と思っています。

私は企業の経営戦略について、しばしば講義

を頼まれますが、私の経営戦略論の第 1条は「ま

じめに仕事をすること」です。そして第 2 条が

「ゆるぎなき倫理、金もうけがすべてではない。

世のため人のためという志を持つこと」です。

日本は中国の圧倒的生産力に押し倒されそう

になりながら、付加価値のある製品を生み出す努

力の中でその勝機を求めています。

その存在を世界に示すには、まじめに仕事を

しつつ日本が珠玉のごとき製品を作り続けられる

かどうかに懸かっています。

「ゆるぎない倫理」について言えば、企業はそれ

をしなければ倒産するリスクをいつも負っている

からです。最近の日本では倫理観を持たずに会社

がつぶれた例、つぶれそうになった例としてカネ

ボウ、雪印乳業、三菱自動車などがあります。会

社が存続し続けるためには、嘘を言ってはいけま

せん。

（２）なぜ家族と仕事の両立ができたか

障害を持つ子供と病気の妻をサポートするた

めには、どうしても時間が必要であり、そのため

家庭のことも仕事についても徹底した計画的効率

的な仕事の進め方をしました。

そのやり方は先ほど説明した通りですが、精

神面で大きかったことは「決して負けるまい、決

してあきらめない、いつか必ず良い日が来る」と

信じたこと。そして、もう 1つの原動力は会社の

仕事でビジネスマンとして人に認められるきちん

とした成果を上げたい、という自己実現に対する

強い欲求でした。自分の家庭の問題を理由に中途

半端な仕事にはしたくないという自分に対するプ

ライドでもありました。

（３）夢を実現するには何が必要か

人によってそれは強い自己規制力であったり、

努力や高い目標設定であったりします。私の場合

は、強い自己愛で自分を愛することがそのベース

にあります。自分がより快適な生活をしたい、よ

り信頼される人間関係を持ちたい、仕事で自己実

現をしたい、そういう気持ちを満足させるために

は、どうしたらよいかを考え抜きました。

そのためには、なんといっても家族や会社の

人たちから信頼される人、そして仕事のできる

人として認められることがまず重要なのではな

いでしょうか。そのためには、嘘は言わない。

相手の目線に合わせて考えるなど、周囲の人た

ちへの配慮を十分にすると共に仕事については、

どうしたらいいのか徹底的に考え抜き、戦略的

に行動することによって、結果を残すことが大

事です。

他人を大事にすることや良い仕事をすること

を通して、家族、上司、部下が自分を愛し高く評

価してくれていること、結局それが、また自分の

幸福につながっていくのではないでしょうか。

長い人生では、病気、事故、仕事問題、人間

関係など、いつ何が起きるか分かりません。私

の歩んできた道が、私に似た境遇の方々のみな

らず、そうでない方々にとっても少しでも力に

なることができれば、これほど幸いなことはあ

りません。

本日は、ご清聴ありがとうございました。


