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損 して 「徳」 とれ
〜刺 し米 と絶品商品〜

2016/06/01

宮 下佳 廣

鎮守 の森 コ ミュニテ ィの活動 を一緒 に進 めて い る広井先生 (今 年 4月 か ら京都大学
と
住h∂ 亨 ユ朋協囲
こころの未来研究セ ンター教授 )か ら、 昧目互扶助 の経済 (Э■
")」
い う書籍 を薦 め られま した。今 回は、 この本 に紹介 されてい る昔 の商人 のエ ピソー ド
と現代 の小売業 の実践例 か らビジネ スの あ り方 について考 えてみたい と思 い ます
江戸時代後期、大阪 の商人 山片幡桃 が、財政悪化 の仙 台藩伊達家 の立て直 しに苦 心 し
ていた時 、そ の礼 金 につい て間 かれた折 に、「刺 し米 で よい」 と答 えま した。「刺 し米」
とは、江戸 に送 る米 を途 中で吟味す る際に、サ シ と呼ばれ る道具を用 いて抜 き取 る米 の
ことです。藩 の財政 が苦 しいことを承知 していた幡桃 は、多額 の礼金 を一 時金ではな く
「刺 し米」 の よ うな少量 で も長期 にわたる取引を重視 した ことが背景 にあ りま した。伊
達家 は、当時 の礼金 の相場 か ら百両近 い大金 を支払 う予定を していま したので、 わずか
ばか りの 「刺 し米」 で済む の な らと喜んで応諾 しま した。 そ の結果、山片幡桃 の店 は伊
達家 と長 い信頼関係 が築 かれ 、毎年続 く刺 し米 のおかげで繁盛 した と言われてお ります。
「
や がて幡桃 は学問 の道 に入 り、町人学者 として名声 を博 し、現在 では大阪府 が 山片幡
桃賞」 とい う国際文化賞 を設 けるまでにな っています。
現代 の小売業 の実践例 として 、中小 スーパ ー福 島屋 の事例 を紹介 します。 40年 前東
京 ・羽村市 で創業 した 「福 島屋」 は、二号店出店時 に経営不振 とな り、倒産 の危機 を迎
えま した。「今 までは、価格 を下げる、展示方法 を変 える、派手 なチ ラシを作 る等、 ど
うした らお客 が買 つて くれ るかばか りを考 えていた。 そ うではな く、お客 が喜 ぶ商品 を
そろえる ことが小売業 の原点 だ と発想 を切 り替 えた ことが復活 の第一歩だ った」 と、 の
ー
ちに社長 は述べ ています。 自ら年 間 120日 間全国を飛 びまわ り、メー カーや生産者 が価
値 を伝 えきれてい ない商 品を発掘 していきま した。 そ のため、店内 には、 1本 580円 の
高級牛乳や イ ワシの削 り節 な ど珍 しい商品がず らりと並 んで い ます。 さらに選び抜 かれ
た無農薬野菜や店 内の厨房 で調 理す る地方色豊 かな総菜 は東京 では見かけない 「絶 品商
品」 として評判 とな つています。大変な時間 とコス トをかけた仕入れ の知恵 と工夫が実
り、チ ラシを出 さず 、安売 りを しな くとも熱狂的な フ ァンが楽 しんで買 い物 をす る店 づ
くりに成功 しています。
この二つの例 は、何 よ りも相手 に感謝 され、かつ楽 しんで もらえるとい う、徳 の ある
行為 であることが共通 しています 。昔か ら商売 は損 して得 とれ といわれますが、本来は損
して 「徳」 とれ とい う意味だそ うです。千代 田の皆 さん の 日常業務 に置 き換 えてみれば、
日の前 の利 に飛びつ くことな く長期 にわたる信用 を第 一 に考 えることと、相手が,い の底
か ら満足す ることは何 かを考 え、そ の実現 のための労を惜 しまない事 が ビジネ スの基本
であることをこの事例 か ら学んでいただきたい と思 い ます。
感想・ ご意見な ど ym2041@axel.ocn.n9.‐ 迄、 ご連絡 いただけた ら幸 いです。
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今 に生 き るチ ャ ー チル の メモ
〜簡潔 に述 べ る訓練〜

宮下佳廣

現代社会は さま ざまな情報 があふれてお り、それ らの伝達 と収 集 が生 活 の一 部 とな
っています。 この情報伝 達 の心構 えについ て 、昨今 EUか らの離脱 を決 め世界 の注 目
を浴び てい る英 国 で 、今 か ら 76年 前首相 の座 につい た ウイ ンス トン・ チ ャーチルが 、
政府各部局 の長 に送 ったメモ を とりあげてみま した。 当時英 国 は第 二次世界大戦 の さ
なか、ナチ ス ドイ ツの攻撃 を受 け壊滅 の危機 に瀕 していま した。
「われ われ の職務 を遂行す るには大量 の書類 を読まね ばな らぬ。書類 のほ とん どす
べ てが長過 ぎる。時間が無駄 だ し、要点 をみ つ けるのに手間がかか る。報告書 をもつ
と短 くす るよ うに ご配意ね がいたい」 と始 ま ってい ます 。 そ のポイ ン トは、

(1)報 告書 は、要点 をそれぞれ短 い 、歯切れ のいい文章の節や段落 にま とめて書 け
(五 )複 雑 な要因 の分析や統計 に基 づ く報告では、分析や統計デ ー タは付録 とせ よ
(■ )見 出 しだ けを並 べ たメモ を用意 し、必要 に応 じて 口頭 で補 う報告 で良い
(市 )次 の よ うな言 い方 はや め る :「 次 の諸 ,像 を心 に留 めてお くことも重要 である」
「・ ・・・・ を実行す る可能性 を考慮す べ きである」、 この種 の持 って まわ つた言
いまわ しは埋 め草
髪勁 ※にす ぎない。省 くか、一 語 で言 い切れ。
私 のい うよ うに書 いた報告書 は、一 見、官庁用語 を並 べ立てた文章 と比 べ て荒 つぽ
いか も しれ ない。 しか し、時間は うん と節約 出来 る し、真 の要点だけを簡潔 に述 べ る
訓練 は考 えを明確 にす るに も役 立つ。
この よ うなチ ャー チル は、 1945年 5月 ドイ ツが降伏 した時 、 この重大 ニ ュース を
「本 日 ドイ ツ政府 は降伏 を申 し入れた。 したがって対独戦争 は これ をもつて終 了 し
た。 国王 陛下万歳

!」

と、最大級 の形容詞 をつ か うことな く、事実 のみ を淡 々 と伝 え

ま した。戦勝 を祝 う熱狂的な メ ッセー ジを期待 した多 くの英 国国民は憤慨 したそ うで
す。 ま さにチ ャー チル の面 目躍 如 とい えま しょ う。

(出 典 :自

由 と規律 1949)

チ ャー チル のメモは今 も色 あせ る こ とな く、現代 に生 きる私 たちに通用す る教 えで
点を簡潔 に述 べ る討1練 は考 えを明確 にす る こ とにつ なが
す。特 に重要なこ とは真 の要′
る とい う点 です。 そ の要点 を述 べ る際に、心掛 けてほ しい ことは、 「この よ うな事実
に基 づ き、私は こ う考 える」 と明確 に事 実 と意 見 を峻別 す るこ とです。 この考 え方 の
詳細 につい ては、次号 (8月 )で 述 べ る予定です。更 に留意点 を加 えれ ば、
・音読

(声

を出 して文章 を読む )で 違和感 があれ ば、文脈 に無理 がある と考 える。

・パ ソ コン使用時は、必 ず プ リン トア ウ ト (画 面 では気 づ かない ミス を発見 )。
これ らを繰 り返 し行 う中で 、考 えを明確 にす る ことが身 につ いてい きます。
※埋 め草 :城 攻めのとき、堀や溝を埋めるために用いる草やその他 の雑物。空いたところや、
欠けた部分を埋め補 うものか ら、雑誌・新聞などの余白を埋めるために使 う短 い記事。
感想 。ご意見な ど ym20410axel.ocn.ne.jp迄 、 ご連絡 い ただけた ら幸 いです。
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仕 事 の 文 書 の心 得
〜事実 と意見 の違 い〜

官下佳 廣

今月 は、 「事実 と意見 の峻別 Jに ついて 1981年 に出版 された『 理 科系 の作文技
術』 か らご紹介 します。 この本 は、学生や社会人 が研 究や仕事 の上で必要 とされ る レ
ポー ト、報告書、論文、説 明書、 プ レゼ ンな どの表 現技術 の コツをま とめた もので 、
著者 は元学 習院大学学長、物理学者 の木下是雄 です。今年 3月 には 81刷 とな り、 累
計発行部数 100万 部 を超 える隠れ たベ ス トセ ラー です 。
文書 で人 に何 かを伝 える際 に、私た ちが真 つ先 に考 えなけれ ばな らない ことは 、「必
要 な こ とを漏れ な く記述 し、必要でない事 は一つ も書かない 」 とい う大原則 です。 そ
の ためには、相手 の要求や予備知識 を勘案 しなが ら、「何 を、 ど う伝 えるか」 を考 えま
す。 この点 につい て 、前号 で紹介 したチャー チル は、 ドイツ降伏 時に熱狂的な戦勝 メ
ッセー ジ を期待す る国民 に対 し、「対独戦争終了、国王 陛下 万歳 !」 と、「事実 と意
見」 を峻別 して淡 々 と伝 えま した。
私た ちが、最 も陥 りやす い 注意点 として 、 自分 の意見 をあたか も事実 の よ うに伝 え
て しま う事実 と意見 の混同があ ります。事実 とは、 自然 に起 こる事象や 自然法則 、過
去 に起 こった 出来事や人 が 関与 した トラブル 、テ ス ト・調査 によつて真偽 を客観 的に
確認 出来 るもの、等 です。事実 の裏打 ちがあ つて初 めて意見 に説 得力 が生まれ ます。
それだ けに事実 の根拠 、出典 が重要 とな ります。事実 の記述 の留意点 としては、名詞
と動詞 で書 くこ とと文 中に 「す ぐれ たJ、 「便利 な」 とい うよ うな主観 に依存す る修 飾
語 を入れ ない ことです。 これ に対 して 、意見 とは、 自分 な りに考 え、感 じて到達 した
断 が含 まれ ます。例 えば 、彼 は汗 をか いてい るか ら暑 いにちがいな
結論 で 、推論や半」
い とい うよ うな推論や、彼 は優れ た営業 マ ンで あった とい うよ うな判断 がその例 にな
ります。意見 の記述 の留意点 としては、頭 (私 は)と 足

(と

考 える)を 省 かない こ と

がポイ ン トです。
「事実 と意 見」 が 峻別 され た記述 を文章 としてま とめる際 に心掛 ける ことは 、明
快 、簡潔 で順序 よい記述 です1明 快、簡潔 な記述 とは 、その表現が他 の意味に とられ
ないか を吟味す る、例 えば 、 〜 ではないか と思われ る等 のぼか した表現は避 け、は つ
き り言 える事 はズバ リと言 い切 るこ とです。順序 よい記述 とは、文章全体が論理 的な
順序 で組み 立て られて い る、す なわち一つ の文 と次 の文が連結 され ていて 、 そ の流れ
をた どつてい くと自然 に結論 が導 かれ るよ うな文章 です。相手 はまず何 を知 りた いの
か、情報 を ど うい う順序 にな らべ れ ば読み手 の期待 にそ えるか、 とい うこ とに配慮す
る ことが必 要 です。
以 上 の要点 を上司か ら部下へ の職場指導 で繰 り返 し訓練 してい くことか ら、仕事 の
文書 の心得 が身 につ いて ゆ くもの と思われ ます。
感想 ・ ご意見 な ど yl■ 20410axel.ocn.ne.jp迄 、 ご連絡 い ただけた ら幸 いです。
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アゲハ蝶誕 生
〜 一期一会 〜
!

宮下佳 廣

都会 のマ ンシ ョン生活 の楽 しみに、ベ ランダでの園芸 があ ります。初夏、ハイ ビス
カ ス が赤 い花 をつ け、「年 々歳歳 、花相似 た り」 を実感 していた ところ、今年 はある事
件 がお きま した。 それ は狭 いスペ ース におかれてい る鉢植 えの一つに鳥 の糞 のよ うな
ものが二つ付 いてい るのを家 内が発見 した事が始ま りで した。
鉢植 えの本は柑橘類 の橘 (た ちばな)で 、そ の葉 の上 の黒 い 固 ま りか ら毛虫が生ま
れ、や がて緑色 の青虫 にな ってい きま した。彼 らは葉 をむ しゃむ しゃ と食 べ 、近づ く
と音が聞 こえるほ どの旺盛 な食欲 で 、み るみ る大き くな ってい きま した。図鑑 による
と、蝶 は種 類 によつて食 べ る植 物 が違 うこと、例 えば柑橘類 を好む の はアゲハ蝶 で、
モ ンシロ蝶 はキャベ ツを食 べ るよ うです。 このことには、蝶 と植物 の長 い共進化 の歴
史 が 関係 しています。植物 は、蝶 の幼 虫に食 べ られな い よ うに 「毒」や 「まず い成
分」 を合成 し、それ に対 して蝶 はそ の化学物質 に抵抗力 をつ けてきた のです。
アゲハ蝶 の生存率 について 、 100個 の卵 か ら成虫になれ るのはわず か 0.6頭 とい
う研究結果 があ ります (動 物学上では、鳥 と魚 を
除 くす べ ての動物 は、一頭、 二頭 と 「頭」 を用 い
て数 えます )。 これ は、峰、 クモ 、 ア リ、鳥な どの
天敵 に さらされてい る こと、 い わば食 べ る 。 食 ベ
られ る関係 (食 物連鎖 )が あるか らです。 これに
よ り自然界 の生態系が維持 されてい るのです。私
たち ヒ トも、そ の生態系 とい うジグゾーパ ズルの
一片 とい えま しょ う。
今回 の二頭 のアゲハ蝶 の変態 (卵 、幼 虫、蛹、
成 虫 と体 の仕組みや形 を変え る)に 感 心 させ ら

早朝羽化 し、ベ ラ ンダ の網戸 で翅 を
乾 かす アゲハ蝶

れた ことは、捕食者 が少 ない と思われ る 7Fの
ベ ランダの一番端 にある柑橘類 を見つ けた こと、 さらに樹高 40 cmの 橘 の鉢植 えの葉 は
二頭 の成長 のためにギ リギ リまで活用 された ことで した。
こ うして、知恵 と運 に恵 まれた母蝶 のおかげで、二頭 のア ゲハ蝶 は無事誕生 しま し
た。数 週間、私たち夫婦 の話題 は このアゲハ で もちき りで したが 、誕 生に立ち会 えた こ
とは新鮮 な喜びで した。 ともす ると私たちは、パ ソコンや スマホか ら流れて くる大量 の
情報 に 目を奪われ、時間 を浪 費 しがちです。今回、身近 にある自然 との触れ合 いの大切
さをアゲハ蝶 に教 え られま した。千代 田のみな さんには、 この よ うな人 生 に彩 を添えて
くれ る一期 一会 の体験 を色 々 な場面 で数多 く見つ けて いただきた い と思 い ます。そ のこ
とが皆 さん の豊 かな人生 につ ながつてい くことで しょ う。
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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「無用 の用」 を発見す る
〜遠回 りす る時間〜

2016/10/01
官下佳廣

芸術 の秋 を迎 え、各 地で美術展が盛んに行 われて い ます。今年 は、4月 に行 われ た
伊藤若沖 生誕 300周 年展 (東 京都美術館 )が 大 きな話題 を集 めま した。 lヶ 月余 の 開
館 で 45万 人 が訪れ、最長待 ち時間 5時 間 20分 とい う記録的 な人気 で した。私 は、4
時間待 ちで何 とか鑑 賞 できま したが

(お

かげで長編 を一 冊読み終 えた)、 なぜ人 は、 こ

の よ うな 日常生活 に無用 と思 える ことに時間を費やす のだろ うか と考 えてみ ま した。
無用 について考 える際 に、 中国 の古典 を紐 解 いてみ ま した。 中国 には儒教 と道教 の
二つの教 えがあ ります。儒教 は人倫 の規範 (仁 ・ 義等 の徳 目)を 説 く社会 を背負 うエ リ
ー トの心得 を教 えた もので あ り、道教は民衆 の思想 ともい うべ き社会 の底辺 を支 える
教 えです。 それぞれ の始祖 は前者 が孔子 ・ 孟子、後者 は老子 ・荘子 です 。無用 につい
て 、老子は 「粘土をこねて器 を作 るが、器 の中に空洞 があることによつて器 としての働 き
があるcそ の空洞は無用 と言えるか」 と問いか けています。 そ して 、人 は明 らかに役 立
つ ものの価値 はわか るけれ ども、人生 にお いて真 に有用 なものは無用 に見 えることに
気 づ かない。 む しろ 「無用 の用」 を発見す ることが大切 である と諭 しています。
これ か ら紅葉 の季節 に向か い 、山登 りを計画 されて い る方 も多 いのではな いで しょ
うか。私 た ちは、高 い 山に登 り頂上 を極 めた快 感 とそ こか ら眺 める美 しい景色 を格別
な もの と感 じます。 この喜 び を味わ うた めには長 い 時間 をかけて 自分 の足 で登 らなけ
れ ばな りませ んが 、現代人 は多 くの人達 を一度 に運ぶ とい う 「有用」な ロー プ ウェイ
を作 り出 しま した。 山道 ですれ違 う際に交 わす 「こん にちは」 の挨拶、ふ と目にす る
小動物や植物 、そ して清冽 な谷川 での どを潤す、 これ らは、一 挙 に頂上 に到達す る時
間短縮 とい う 「有用」 さに比 して 「無用 Jと 言 い切れ るもので しょ うか。今 、私 たち
はあふれ る文明 の利器 か ら多 くの恩恵 を受 ける一 方、「無用 の用」 を置 き忘れ てい るの
ではないで しょ うか。
鎮守 の森 の活動 で 、現在 島根県 の飯南町 とい う人 口 5,000人 の町で地域創生 をサポー
トして い ます。 このプ ロジ ェ ク トは、千葉 大学 の後輩 の学生 か ら、飯南町主催 の森林療
法 シンポジ ウム にメイ ンゲ ス トではな く応援 の形 で参加 してほ しい との依頼 が き っか
けで した。そ の後 、懇親会 で居合 わせ た町長 と意気投合 し、小水力発電や バ イオガ ス発
電 のプ ロジェ ク トに進展 して い ます。当初、飯南 町行 きは遠 隔地 で もあ り、費用対効果
の面 か らも優先度 は低 く、若 い人 の要望 に応 えたい とい うそれ だけの気持 ちで臨ん でい
ま した。望外 の展 開 に驚 くと同時 に普段 目に見 える成果や効率 に 目を奪われ が ちであ る
こ とに気 づ きま した。千代 田の皆 さん も、「必要 な人にだけ会 う」 とい う日常業務 にあ
りがちな行動 パ ター ンか ら 「遠 回 りす る時間」を意識す る ことによ り、新 しい世界 に出
会 えることで しよ う。
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。

