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風 が樹木 を強 くす る
〜植物 に学ぶ 「真 の人の育て方」〜

2014/10/01

宮下佳廣
暑 い夏 が終 わ り、人間に とっては過 ごしやす い秋 を迎 えます。 しか し、自然界は優
しさばか りではあ りません 、毎年大きな被害をもた らす台風がや つて きます。台風 は名
前 の とお り、雨 とともに強 い風 を伴 つて きます。昨年 の植物 に学ぶ「強 い組織 の作 り方」
の続編 として、 この風 にちなんだ人 の育 て方 に通ず る話題 を紹介 します。
私 が学 んだ千葉大学園芸学部 の研究 で 、「風 に吹かれ る樹木 は ど うい う根 の張 り方 を
す るのか」をテーマ に した事例 があ りま した。この研究 では二種類 の実験 を行 つてお り、
まず 一 回 目の実験 では、高 さ lmぐ らいのケヤキの苗木 を コンテナに植 え、右側 か ら扇
点で コンテナ の土を出 し、根 の変化 を調 べ ま した。そ
風機 で風 を送 り、lヶ 月た つた時′
の結果、右 か ら吹 く風 にケヤキの苗木 はやや左側 に傾 い てい ま したが、根 の方 は樹木が
左側 に倒れない よ うに右側 に しつか り根 を張 つてい ま した。これ は強風 が吹 く海岸 の松
林 に見 られ る予想通 りの結果 とな りま した。次 に二回 目の実験では、同 じケヤキの苗木
に今度 は 「支柱」をつ けて、同様 に右側 か ら風 を送 る実験 を行 い ま した。 lヶ 月後結果
は どうな つたで しょ うか ?予 想 は支柱 をつ けて支 えてい るか ら、ほぼ真 っ直 ぐな根 にな
るだろ うと考 えてい ま したが、見事 に外れ ま した。そ の ケヤキは殆ん ど根 を張 つてい な
かった とい う意外 な結果で した。苗木 は支柱 を頼 り、自分 で根 を張 る努力 を していなか
ったのです。 この実験 は、樹木 は風に吹かれなが ら自力でそれ に耐 えることで、初 めて
根 を しっか り張 り強 い樹木 にな るとい うことを証明 して くれた ので した。
同 じことが人間にも言 えると思 い ます。先般 、友人 か ら、嫁 に行 つた娘がある トラブ
ルでお金が必 要 にな り、夫 に内緒 で送って欲 しい との連絡 があ り、す ぐにで も用 立て よ
うか と迷 ってい るとい う相談 があ りま した。私 は将来 を考 え、まず事実 を明 らかに し、
夫婦 で話 し合 うことを薦 めたため、結果 として送 ることを止 めることに した と聞きま し
た。そ の後、友人 か ら、当時は娘 に相 当恨 まれたが今では円満 で よ り強 い結 びつ きの あ
る家庭 生活 を送 つてい る との連絡があ り、ほ つ としてお ります。
現代 は、あ らゆる面で過保護 になってお ります。痛 さや辛 さといつた負荷 を避 ける風
潮 にあ ります。しか し、負荷 のかか るス トレスや トラブル に見舞 われ ることは 日常茶飯
事です。千代 田の皆 さんに とつて も、公私 にお いて 同様 の場面に直面す る ことが あると
思われます。本 当に人 を育 ててい くためには、親 も子 も、上司・先輩 と部下 。後輩 の関
係 にお い て も、日の前 の事象 に とらわれ な く、何 が本人 に とつて大切 かを見極 め、あ る
ときは 「耐 える力 」を求 めるこ とが重要です。昔 の人 も言 つてい ます 可愛 い子には旅
を させ ろ"

苦労は買 つてで も しろ"と 。

感想 。ご意見な ど ym2041@axel.ocn.ne.jp迄 、 ご連絡 いただけた ら幸 いです。
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宝物 を掘 り起 こす と、 また 、次 の宝物 に出会 え る
〜 現場 はカイ ゼ ンの宝庫 〜

宮下佳廣

日本 はモ ノづ くりの 国 と言われ ますが、これ を支 えて い る大 きな要因は、以前に紹介
した阿久悠 が言 う「日本人 の資質」の器用・ 勤勉・頭 のよ さにある と思われ ます。このモ
ノづ く りの製造業 の強 さに密接 な関係 が あるのが現場 の改善活動 です。この源流 は、第
二次世界大戦後に米 国で生まれた QC(Quality Control:品 質管理 )の 考 え方です が、
それ を 日本流 に工夫 し定着 させ た のが トヨタ式カイゼ ン活動や鉄鋼業 の 」K(自 主管理
活動)で す。そ の活動 は、今や海外 で も Kaizen(カ イゼ ン)と して通用 してお ります。
みな さんへ のひ とつの参考 として、今 回は、私 が 出光 で改善活動 を推進 していた当時 の
事例 を紹介 します。
石油製 品を作 る工場 の港 には長 く突 き出た桟橋 があ り、そ の手す りにカモ メが羽 をや
す めなが ら糞 をす るため、荷役作業す る社員 は手す りを掴 めず に桟 橋 を渡 るとい う危 険
な作業 と、手す りの腐食 に困 つてお りま した。そ こで、このカモ メを撃退す る対策 を海
上荷役 の担 当社員たちが考 えま した。まず、最初 にカモ メが手す りに止 ま らない よ うに、
田圃にある案 山子 の よ うなアイデ ィアがでま したが 、業務 に支障をきた さない、コス ト
や設置時間 がかか らない とい う制限条件 か ら外 されま した。そ の後、手す りの上 に針金
を張る とい うアイデ ィアが 出 され、短 い桟橋でテ ス トを行 つた結果、カモ メは近寄 らな
くな りま したが、場所 によつて は 50m〜 80mも の長 い桟橋があ り、作業 とコス トが大
変 であるとい う意見 が 出て、再度検討 を行 い ま した。今度 は、魚釣 りの趣味をもつ社員
か ら、針金 の代わ りに釣 り糸 のテ グス は ど うか とい う意見 が 出 ま した。結果 は上 々 で 、
作業 も コス トも大幅 に改善 され ま した。
これ らの事例か ら言 えることは、一つの改善 の 向 こ うにまた、次 の改善 の種 が見 えて
くるとい うこ とです。宝物 を掘 り起 こす とまた 、次 の宝物 に 出会 えるとい うま さに現場
は改善 の宝庫 であるとい うことが証 明 された ことです。千代 田のお客 の最前線 の現場 も
同様です。現在、皆 さんが取 り組 んでい る 「現場点検・課題発掘 シー ト」は改善 の第 一
歩 であ り、そ の 中か ら「お客 の問題 をお客 といっ しょに解決す るとい う宝物」を見つ け
る ことが 、大手商社や メーカー にで きない千代 田の強みです。そ して一度見 つ けた宝物
の 向 こ うに、また 、新 しい宝物が さらに見 つ かるはず です。 この も うひ とひね りしてみ
ることの積 み重ね が 、千代 田とい う会社 だけではな く、みな さん 自身 の大きな財産にな
ってい きます。
感想 。ご意見な ど ym2041@axel.ocn.ne.jp迄 、 ご連絡 いただけた ら幸 いです。
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よ し あ しの 中 を流 れ る清 水 の よ うな 会 社 を 目指 した い
〜『 海 賊 とよばれ た男 』 秘 話

(3)〜
宮下佳廣

以前 に、出光興産創業者 出光佐 三の半生 を描 い た 「海賊 とよばれた男 」のことを紹介
しま した。最近、 ビジネ ス雑誌 に天坊 さん (出 光興産相談役 )が 出光 の経営哲学 を語 る
記事 が紹介 されてお り、この内容は皆 さん も読まれ てい ることと思 い ます。私 も OBの
一人 として嬉 しく思 い なが ら、研修 で直接創業者 と対話 し、会社 の 目指す姿を聞か され
た思 い 出を皆 さんにお伝 え します。
創業者 は晩年店主 とい う呼称 で呼ばれ 、全国で の講演 の他 に中堅社員 と自ら対話す る
教育研修 を行 ってお りま した。そ の研修は店主室教育 と呼ばれ、全国か ら 20名 の社員
を選抜 し 3ヶ 月 もの長期研修 を行 うもので した。私 は、入社 6年 目の時に参加 しIJIの 中
では最 も若 い社員 で した。研修 も終わ りに近 づ き、店主 との最後 の座談会 に どうい うテ
ーマで臨むか とい う議論 が班 内で行 われま した。私 は、折角 の機会 であるか ら、皆 が一
番店主 に聞い てみた い ことをぶ つ け よ うと提案 しま した。座談会 当 日、私達 が質問 した
テーマ は 「これまで の研修 で、出光 の経営理念 を理 解 できたつ も りです。 しか し、現在
の職場 には必ず しも理想 と現実 が一 致 して い ない事象 が 見受 け られます。この辺の こと
について店 主は ど うお考 えで しょ うか ?」 とい うもので した。店 主は全 く動ず る ことな
く、柔和 な笑顔 を浮かべ なが ら、 「君たちは、仙圧 さん の

よ しあ しの

中を流れ て

清水 (し みず )か な"と 讃 が書 かれている禅画 を知 ってい るかい 、わ しはあの禅画 にあ
る清水 の よ うな会社 を 目指 したいん じゃ」と言われ、ま さに禅 問答 のよ うな一幕 でその
座談会 は終わ りま した。
す ぐに仙圧 の禅画 を所蔵 している出光美術館 で現物 を確認 しま した。両側 にあ しや よ
しが茂 ってい る中を一本 の川 が流れ ている画 にその讃 が書 かれてお りま した。解説 には、
悪 し)と (芦
葦は 「よ し」 とも読む し「あ し」 とも読む。 (善 し)と (葦 (よ し))、 〈
し))を 掛 ていて 、 (あ し)は 〈
悪 し)に 通 じるのを忌み嫌 い、逆 の意味 の (よ し〉
に言 い換 えた とされてい ます。人 の心の「善」と「悪」の両方 を知 つてい るものこそが、
(あ

善 し)と (悪 し)の 間を揺れ
清 い心 (悟 りの境地 )に 達す る ことがで きる。人 は皆、 〈
動 きなが ら、人 として成長 してい くのだ とあ りま した。
この禅 問答 のよ うな場面は、出光在勤中、常 に心 の どこかに残 つてお りま した。そ
れは現在 で も持 ち続 けてい るよ うな気 が してお ります:千 代 田の皆 さん も社会人 とし
て 、企業人 として、善 しと悪 し、理想 と現実、 さらには成功 と失敗 の両面を見 つ めな
が ら、清水 の よ うな生 き方 を 目指 していかれ ることを念願 してお ります。私 自身 もこ
の精神 を大切 に してい きた い と考 えてお ります。
感想 。ご意見な ど ym2041@axel.ocn.ne.jp迄 、 ご連絡 い ただけた ら幸 いです。
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あね はづ る

姉 羽 鶴 は ヒマ ラ ヤ を越 え て 飛 ぶ
〜 共 生 か ら共進 化 へ 〜
官下佳廣
千葉大学園芸学研究科在学 中の 2010年 10月 、名古屋 で 開かれた生物多様性条約締
約 国会議 (COP10)に 参加 しま した。 そ の会議 では、それ まで のパ ラダイ ムであ った
「持続可能 な発展」を改め 「人類 が 自然 と共生す る世界 を 2050年 までに達成す る」 と
い う 「愛知 ター ゲ ッ ト」 が設定 されま した。
共生 は、もともと生態系を形成す る基本的で重要な種 間関係 の一つで あ り、関係す る
生物相互 のバ ランス によつて双方 が利益 を得 る状態 (相 利共生)か ら、片方が利益 を得
て も う片方 が被害 を受 ける状態 (寄 生)ま で、す べ てを含 む上位概念 として捉 え られて
い ます (例 :イ ソギンチ ャク とクマ ノ ミの関係 )。 この共生 関係 にあるものが 、相手 の
変化 に対応 して さらに姿を変 えてい く現象 を共進化 といいます。例 えば、標高 8000m級
の ヒマ ラヤ 山脈 を越 えてモ ン ゴル か らイ ン ドヘ越冬 の旅 をす る姉羽鶴 は、地殻変動 か
ら今 も隆起 を続 けて い る ヒマ ラヤ 山脈 に合 わせ て高 く飛 ぶ 能力 を進 化 させ て い る と
言 われ てい ます 。 同様 の例 と して 、ランの花 が細長 くなるにつれてその密を吸 う蛾 の 口
器 が伸びるといつた、相互適応的な進化 が起こることを言 います。
最近 では 、経済 の分野 でも共生 とい う言葉 が用 い られ、企業 と企業、企業 と消 費者 の
間で、信頼 を最優先す る共生 マー ケテ イングとして使 われてお ります。 ビジネ ス用語 と
して定着 している WIN‐ WINの 関係 もま さに同 じ意味合 いが あると思われ ます。 グ ロ
ーバル 化 に伴 い、大企業 と共 に海外進 出す る関連 中小企業は共進化 の姿 があらわれてい
る実例 と考 えられます。一方で生物界 に絶滅種 があるよ うに、経済界 にお いて も時代環境
の変化 に対応 した進化 ができず、名 だたる企業が消えてい く厳 しい現実があ ります。
昨年 4月 に行われた全体会議で、若手社員 か ら新 しい経営 の柱 が必要では との意見 が
あ りま した。既 に千代 田も新 しい柱 づ くりに着手 してお りますが、このテー マ の実現 は
容易 な ことではあ りません。姉羽鶴 の集 団が 、毎年高 さを増 してい ると言われ る ヒマ ラ
ヤを越 えるためにそ の飛翔す る能力 を進化 させ ているよ うに、千代 田の皆 さん も知恵 と
汗 を結 集 して時代環境 の変化 とい う立 ちはだ か る山脈 を越 えて行 かな けれ ばな りませ
ん。そ こで 、新年 にふ さわ しく意 を新たにす る意味で、アメリカの第 16代 大統領 リンカ
ーンが南北戦争後 のグティスバー グ演説 で、奴隷解放 とい う困難 な課題 を乗 り越 える強い
決意を しめした言葉 をお くります。
Where thereゝ a will,theret a way." 一意 志あるところに道は開ける一

感想 。ご意見な ど ym2041@axel.ocn.ne.jp迄 、 ご連絡 いただ けた ら幸 いです。
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「 よそ 者 」「ば か 者 」「若 者 」 が壁 を突 き破 る
〜 千代 田だ か らこそ 、 で き る こ とが ある !〜

2015/02/01

官下佳廣

地方創生が話題になってお ります。私たちは千葉大廣井教授 と共に、昨年 か ら推進協
議会 を立ち上げ、鎮守 の森を中心 とした地域再生 の活動を進めています。この活動を通
して実感す ることは、依然 として保守的な考え方をす る人たちが多 く、人 口減少 に歯止
めがかか らない地域 がある一方で、活性化 し若者 が移住 して人 口が増 えてきてい る地域
も見 られます。 この違 いの要因の一つ として 「よそ者」 「ばか者」 「若者」の活躍 があ
ると思います。
あまちょう

そ の代表例 は、島根県 の北に浮 かぶ 隠岐諸 島 にある人 口 2,400人 足 らず の海 士 町です。
それは町長が発案 した 「よそ者 J「 ばか者 」 「若者」の登用 に影響 を受 け、島民達 が都
会 の便利 さはな くとも、海や 山か らの数 え切れない 「郷上 の恵み」があることに気 づい
た ことです。そ して生まれた のが 、島民 が肉の代わ りに、さざえを具 に してカ レー を食
べ るとい うところに 目をつ けた「島 じゃ常識 さざえカ レー」の販売 で 、年 間売 上げ 1,000
万円のブ ラン ド商品 となっています。この他 にもい くつ かの ヒッ ト商品が生まれてきて
お り、そ の原動力 が 「よそ者」 「ばか者」 「若者」な のです。
「よそ者」 とは、第 二者 の視点 を持 ち、地元 の人 々の気がつか ない地域資源 の価値 を
再発見 し、後押 しをす る人です。 「ばか者」は、い わ ゆ るアイデアマ ンで、誰 も気 がつ
かなか つた大胆な発想 をす る人です。 「若者」は、積極的 に活動 に取 り組む実働部隊で
あ り、年齢 に関係 な く前 向きに行動 できる人です。 「よそ者 」の活用例 としては、社外
取締役 の導入 によ り、コー ポ レー ト・ガバ ナ ンスの強化 をはかる企業活動 にお いてみ ら
れます。又、 「ばか者」 「若者」へ の期待 は、ア ップル の創業者 ステ ィー ブ 。ジ ョブス
が 、Stay hungry(現 状 に満足 しない),Stay foolish(好 奇 心を持 ち続 ける)と 述 べ た
ことに もつ ながる ことだ と思 い ます。
人間は他 の動物 と同 じよ うに、慣れ親 しんだ道 を通 り、す ぐに 自分 の城や壁 を 自ら作
る保守的な存在 とはよく言 われ ることです。 しか し、危機や災害 とい う非常事態 に直面
した時には、この壁 を突 き破 る知恵 をもつてい ます。前述 の例 のよ うに、海 士 町 の 島民
は人 口流 出・過疎化 とい う困難 な現状 を 「よそ者」 「ばか者」 「若者」 の力で、東京 の
「ここだか らこそ、できることがあるはず だ !」 という自信を持
ような大都会と比べるのではなく、
ち始めております 。千代 田のみな さん も、 「大企業 にはできない 、千代 田だ か らこそでき
る ことがあるはずだ」 と考 えてみ る ことです。そ して、 この ことが、1子 来 の危機 に備 え
た底力 を養 うことにつ なが つてい きます。今 の千代 田は 「若者」が社員 の 3割 を占める
までな つてお ります。真 面 目で素直 さに、好奇心 と行動力 を兼 ね備 えた 「ばか者」を育
成 してい くことこそ、千代 田の未来 を明るくす る道 といつて も過言 ではないで しょ う。
良き 「ばか者」 の登場 を期待 してやみませ ん。
感想 。ご意見な ど ym2041@axel.ocn.ne.jp迄 、 ご連絡 いただ けた ら幸 いです。

