
2014 年 1～6 月の主な論文・記事 

 

１．論文・執筆記事  

 

（1）「超高齢化時代に向けての新潟市の戦略を考える」  

（『地方行政』2014 年 3 月 17 日、3 月 31 日、4 月 7 日、時事通信社） 

 

（2）「日経 BP ガバメントテクノロジー」連載：『上山信一の続・自治体改革の突破口』 

・「在宅医療は、県任せにせず、市町村で取り組むべし」（2014 年 1 月 10 日） 

・「医療は、コストか成長産業か？」（2014 年 2 月 10 日） 

・「存在意義を問われる市議会―難航する橋下改革」（2014 年 3 月 10 日） 

・「米国で進行する等身大の行政改革―スマートガバメントとは何か―」（2014 年 4 月 10 日） 

・「真価の「見える化」を迫られる ODA と公共事業」（2014 年 5 月 12 日） 

・「変貌する世界の都市経営―世界都市サミットからの報告」（2014 年 6 月 10 日） 

 

（3）「日経ビジネスオンライン」連載：『上山信一の“あまのじゃく”改革談義』 

・「国の成長戦略はオジサン官僚のロマンに過ぎない」（2014 年 1 月 17 日） 

・「成果主義は上司を管理するための道具だ！」（2014 年 1 月 31 日） 

・「グローバル人材なんか育成したって育たない！」（2014 年 2 月 21 日） 

・「世の中を悪くするお受験メンタリティ」（2014 年 3 月 7 日） 

・「中高一貫校は、廃止せよ」（2014 年 3 月 28 日） 

・「もう臭いものにフタはできない」（2014 年 4 月 11 日） 

・「もうすぐに来る？“0 円スマホ”時代」（2014 年 4 月 25 日） 

・「ビッグデータはヒトを家畜化する」 （2014 年 5 月 23 日） 

・「“長寿破産”を避ける 4 つの方策」（2014 年 6 月 6 日） 

・「虫歯は治せば治すほど老後がつらい」 （2014 年 6 月 20 日） 

・「歯科治療で始まるコペルニクス的転換」 （2014 年 6 月 27 日） 

 

(4) その他の執筆記事 

・「コンサルティングっていったい何なのか？－マッキンゼーでの経験を手がかりに」 

（富士通イントラネット『Qfinity のひろば』、2014 年 5 月） 



・「ODA の真価は物語で伝えよう」（『mundi』2014 年 6 月号、JICA 国際協力機構） 

 

 

2．インタビュー記事  

・「分権・自立に地方自治法の抜本改正が必要」（月刊『ガバナンス』2014 年 6 月号、ぎょうせい） 

・「上山信一研究会」（『KEIO SFC Review』53 号、2014 年 1 月 15 日） 

 

 

3．コメント引用  

 ・「見かけの成長を超えて」（朝日新聞、2014 年 1 月 5 日） 

・「大阪府立中之島図書館」（毎日新聞、2014 年 1 月 30 日） 

・「文化人我が街にぎわす」（日経新聞、2014 年 3 月 5 日） 

・「大阪都構想と橋下改革を検証する」（月刊『WEDGE』2014 年 4 月号、ウェッジ社） 

・「富山県立美術館」（読売新聞、2014 年 4 月 24 日） 

・「維新分党」（毎日新聞、2014 年 5 月 30 日） 

 

 

4．名前のみ掲載  

・「医療戦略会議提言」（朝日・産経・日経・毎日新聞、2014 年 1 月 11 日） 

・「新潟市が都市政策研究所廃止」（新潟日報、2014 年 2 月 7 日） 

・「河村市長橋下氏を応援」（読売新聞、2014 年 2 月 23 日）） 

・「政策改革本部を新設 新潟市」（読売新聞社 2014 年 4 月 8 日） 

・「府立図書館と市公会堂連携へ」（MBS毎日放送ニュース、2014 年 6 月 18 日） 

 

 

5. 書評 

・『組織がみるみる変わる 改革力』（月刊『ガバナンス』2014 年 4 月号、ぎょうせい） 
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( 2 )日経 B P ガバメントテクノロジー連 載  

 

 

 

 

 

 

 



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2014-1-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第142回 在宅医療は、県任せにせず、市町村で取り組むべし 

     ――千葉・柏市役所の例に学ぶ 

 

 医療も福祉も「在宅化」の時代である。高齢化の進展でだんだん施設が足りなくなるという

事情に加え、プライバシーを求める団塊世代のニーズに応えるためだ。厚生労働省も在宅

化へと誘導する。だが現場の現実は厳しい。体制整備がなかなか進まない地域が多い。そ

んな中、筆者は先日、大阪府の医療戦略会議の議長として千葉県柏市の例をヒアリングし、

数多くの示唆を得たので紹介したい。 

 

●なぜ「在宅医療」が進まないのか。 

 

 各地で在宅医療が進まない原因はいくつもある。医師の数が足りない、開業医が訪問を

嫌がる、かかりつけ医を持ちたがらない患者の存在、そして医師会が消極的などだ。 

 

 医療政策を担う県庁は、市町村レベルの開業医や訪問医の実態までは目が届かない。県

は大病院との関係は深いが、市町村単位の医師会や個々の開業医との関係は限定的だ。

一方、医療、介護の現場の専門家たちは、個別の患者への対応に追われており、在宅医療

の体制整備に意見を述べる余裕はない。また、多機関、多職種の複雑な業界の中の調整を

やれる人はなかなかいない。 

 

 市役所はどうか。多くの場合、「医療は県庁の仕事」と考え、介護提供の領域にとどまって

いる。かくして、ほとんどの自治体では、在宅医療の仕組みを作る主体が地域に存在しな

い。 

 

●柏市役所の挑戦 

 

 ところが柏市では、市役所が主体的に医師会と連携して在宅医療の仕組みづくりに取り組

むと決めた。そして2010年度（平成22年度）から保健福祉部（介護保険部局）に専属の部署

（福祉政策室）を設置して、当初 4人を配置した。2012年度（平成 24年度）には 8人になり、

さらに 2014年度からは 11人に拡充される予定だ。 

 

 在宅医療を推進する戦略は明確だ。まず、医師会とタイアップし、現場の医師の懸念を払

拭する仕組みを作った。 

 

 例えば、かかりつけ医がグループを形成し（主治医、副主治医体制）、また市内の病院に



よるバックアップの体制も作った。こうして訪問医だけに負担がかかるという懸念を払拭す

る体制を用意した。その結果、一部の地元の開業医が週に半日の訪問医療を始めるといっ

た変化がでてきている。また、市役所の声がけで、市内の 10 病院の院長会議を始めた。そ

して、在宅医療機関と病院が、「在宅患者の急性増悪時には原則、退院元の病院が受け入

れる」といったきめ細かな合意を作っていった。 

 

 さらに市役所は、東京大学の協力を得て、医師や介護ヘルパー、看護師などが個々の患

者の状態を共有化する IT システムを開発して提供した。また、医師をはじめとするさまざま

な職種の医療と介護の関係者を在宅医療研修に招いた。また「顔の見える関係会議」といわ

れる会合を企画した。これは、医療介護関係者が一堂に会してお互い顔の見える関係を作

る場だが、2013年から 7回実施し、市内の延べ 1100人が参加した。 

 

●なぜ市役所の仕事なのか 

 

 柏市役所は、こうした仕組みを約 3 年で作りあげた。真価が問われるのはこれからだが、

よそにはない充実ぶりである。背景には、東大の高齢社会総合研究機構の協力を得たこと、

都市部で医師が比較的多いといったことも作用しているだろう。 

 

 しかし、ヒアリングを通じて痛感したのは、やはり市役所がその気になれば、多種多様な

専門家を連携させ、また事業者間の壁を越えた協力関係が作れるという事実だった。いうま

でもなく市役所はすべての事業者から中立だ。そして介護事業を通じて地域の高齢化の実

態に精通している。高齢化が進めば、医療ニーズが増えるのは明らかであり、医療と介護

の連携は必須である。その現実を直視し、「医療は県の仕事」という固定観念から脱して市

役所が率先してここまでやっているというのは賞賛に値する。 

 

 よその地域に成功例がないわけではない。だが「たまたますばらしい医師がいた」「たま

たますばらしい医師会長がいた」といった「たまたま事例」ばかりだ。そんな中で柏市の事例

は、市役所が組織力を使って成果を出しつつある事例として注目したい。「超高齢化社会」

の到来を目の前にして途方にくれる自治体関係者も多いだろう。しかし、本気で“市役所力”

を発揮すれば、ここまでできる。柏市の動きに引き続き、注目していきたい。 

 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第143回 医療は、コストか成長産業か？ 

 

 先日、大阪府市が合同で運営してきた医療戦略会議の最終提言をまとめた。医療関連の

政策検討委員会の座長は初めてだったが、松井知事から“業界外”の視点で成長産業の視

点からも見てほしいと言われ、勉強しながら何とかまとめた。作業を終えてみるとずいぶん

チャンスの大きな業界だと気がついた。 

  （大阪府市医療戦略会議 提言） http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/iryosenryakukaigi/ 

 

●コスト増のリスクをビジネス戦略に転換する 

 

 今回は、最終的に大阪の官民が連携して全部で 7 つの戦略を実施すべきと提言したが、

医療には一見すると矛盾する戦略目標が多数ある。そのため当初は整理に苦労した。 

 

 まず医療の性格だが、人命を助ける重要な社会サービスであり、コストや収益が先に立つ

ものではない（典型が“赤ひげ”先生や医の倫理論）。しかし現実には公的資金の投入には

限度があり、医療機関も民営だから利益を出さずにやっていけない。効率化や競争と無縁

でありえない。また医療コストは抑制すべき対象である。 

 

 ところが医療は成長産業でもある。医薬品や再生医療の技術革新も進む。GDP（国内総生

産）拡大、経済政策という意味では限られた期待分野である。 

 

 したがってここにジレンマが生まれる。医療の充実と発展は、個人の健康長寿に貢献し、

経済的にも成長の糧となる。しかし財政的には負担増の原因であり、財源不足を招くリスク

でもある。 

 

 となると理想は、予防あるいは先制医療の充実である。予防産業、つまり運動、睡眠、食

事の充実や検査など健康保険や公的負担が生じない前段階のサービス系の産業を育てる。

それが新しい産業となり、健康寿命を延ばして医療費の抑制にもつながる。そして病院など

の医療資源と公的資金は、より重度、高度の医療に振り向けていく。それと同時に医療機関

の生産性も上げていく。そのためには規模の集約や経営スキルの高度化、在宅診療などの

新しいサービスを充実させる。 

 

 ここまでが提言前半の医療部分の基本思想である。こういう発想に立って提言書では予防

戦略、レセプト（診療報酬明細書）分析、民間医療機関の経営高度化支援などを提案してい

る。 



 

●介護サービスの先行モデルを探る 

 

 提言の後半では主に介護のあり方を考えた。医療と介護の連携において市町村が果たす

べき役割、また生活支援の産業群の育成、泉北ニュータウンや森之宮（大阪市）地区での

「スマートエイジング・シティ構想」などを提案した。企業を呼び込み、超高齢化社会に向けた

実験をやっていくというプランである。 

 

 提言の具体戦略は、大阪府のホームページで公開されている（上記アドレス）ので参照い

ただきたい。また、ご意見、ご質問があれば遠慮なく、担当課もしくは筆者にご連絡いただき

たい。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第144回 存在意義を問われる市議会――難航する橋下改革 

 

 橋下大阪市長が辞任、再出馬する。市議会の既成政党は「候補者は出さない」という。マス

コミは双方に対し批判的だ。橋下氏には、「（どうせ再選されるなら）6億円もかけて選挙する

のは無駄」「市長選をしても議会の勢力図は変わらない」と批判する。既成政党に対しては

「候補者を立てずにアンチ橋下を主張するのは不見識」「不戦敗を認めるなら橋下と協議し

ろ」という。 

 

● なぜ、もめる？ 

 

 全国を見渡すと、首長が改革の是非を住民に問うために辞職、再選を目指す事例は多くな

い（基地問題の沖縄、名古屋市の河村市長など少数）。議会とは是々非々の協議で実をとっ

たほうがいい。議会も首長が再選復活すると立場が弱くなる。だから、ふつうはそこまでい

かない。 

 

 しかし大阪市では 2005年、前任の関市長も同じ手法で改革に対する議会の反発を退けた。

それでもその次の 2007年の選挙では、労組の支援を受けた平松市長が選ばれ、地下鉄民

営化などの改革案を掲げた関氏は敗れた。 

 

 なぜ、こうも大阪市議会は市長と対立するのか。また、なぜ大阪では、抜本改革を切望す

る市長が出現し激しく既存政党と対立するのか？ さらに、大阪都構想はそれほど重要なも

のなのか？ 答えは単純ではない。しかし私は大阪生まれの大阪育ち。加えて2005年以降、

府の特別顧問、市の改革会議の委員長や特別顧問を歴任してきた。それらの経験、そして

地元の人たちとの対話から得た私的な仮説を紹介したい。 

 

●わずかな票で当選 

 

 大阪市の改革が進まない原因はいろいろある。そのひとつは、市議会の選挙区が24の中

選挙区に分かれていることだろう。都構想では 24の区を 5区に集約するという。つまり都構

想とは選挙区改革そのものである。既存政党の激しい反発はこの辺に由来する。 

 

 大阪市の各区の人口は、最小の区で約6万人強、最大の区で約20万人弱である。それに

対して議員は各区で2人から6人選ばれる。一部の区では、わずか4000票ほどで当選する。

大阪市は大都会であるにもかかわらず、区民のごく一部の支持を得ただけで当選できる珍

しい自治体である。となると当落線上の候補者は、特定団体や地元の有力者の支持で票を



固めて当選しようとする。 

 

 そんな彼らにとっては、都構想で選挙区が集約されるのは不安だろう。なぜなら市議会が

なくなり府議会と統合されると、市議枠の定数は減るだろう。おまけに大阪維新の会は、府

議会の定数を強行採決してまで 2割削減した。そんな連中に選挙区の設計を任せるわけに

はいかない。そして区長と区議会が公選で選ばれるとなると、地元への利益配分の仕事が

なくなる。 

 

 かくして既存政党は、自民党から共産党までがこぞって都構想に反対する。しかし行政改

革や二重行政の打破を掲げた都構想の目的には大義がある。頭ごなしに否定はできない。

そこで「もう少し検討しよう」「そのうち橋下はいなくなるに違いない」--。ざっとこんなところ

が既存政党の本音ではないか。 

 

● なんでも反対？ 

 

 ところで市議会の既成政党は、都構想については、時間切れ作戦（牛歩戦術）を展開する

ほか、主な改革案件にも、最近は軒並み反対している。たとえば、 

（1）地下鉄民営化 

（2）バスの合理化、民営化 

（3）市立病院の独立行政法人化 

（4）大阪府立大学と大阪市立大学の統合と再編 

（5）府立公衆衛生研究所と市立環境科学研究所の統合と再編 

（6）水道民営化 

などが代表事例である。 

 

 要するに、「民間に仕事を委ね、公務員を減らす」「大阪府と大阪市の重複する仕事を統合

して再編合理化する」といった抜本改革にはすべて反対である。となると「今の大阪市役所

の組織を守りたい」「府との事業の再編なんてまっぴらごめん」というスタンスかと市民から

批判されても致し方ないだろう。 

 

 彼らにしてみれば、大阪市の組織が小さくなり、あるいは民営化されて市役所とは別の法

人になると個別の事業や予算に口出しする余地が小さくなる。地元支持者から見てわかり

やすい地下鉄、バス、病院などのサービスのあり方も議員の手の届かないところにいってし

まうという焦りがあるのではないか。そうした気持ちはわからなくもない。しかし大義の前に

はそうした私心を捨ててこそ議員ではないか。 

 

● タイタニック号の上のイス並べ 

 

 抵抗勢力に対して、改革する側が浴びせかける言葉に「タイタニック号の上のイス並べ」と

いうのがある。「船はもうすぐ氷山に当たる。それを回避するのが最優先なのに、いまさら

甲板でイスを並べてどうする？」という揶揄（やゆ）である。今の大阪市議会を見ていると、

そんな言葉が浮かんでくる。だが、彼らにしてみれば、見解の相違は状況認識の違いでし



かない。 

 

 既存政党の議員たちには危機感はない。彼らは「大阪市役所にはまだまだ財政的な余裕

があり、府との事業統合のようなプライドを損なうことをやる必要はない」と考える。しかも地

元の支持者は「市内の辺境地域に地下鉄を延ばせ」と言う。こまごまとした支持者の要望を

まとめて市長や市役所にぶつけるのが自分たちの仕事であり、それがなくなるのは耐えら

れない。 

 

 そもそも市長が言う「子供たちの世代のため」とか「アジアの都市間競争」「財政再建」など

は、身の周りの高齢の支持者の関心事ではない。それでは次の選挙に勝てない。何が何で

も議席を守りたい議員の心理はよくわかる。なにしろ既得権益勢力だけが頼りである。だか

ら、維新の会との対立は収まらない。 

 

● 市長選挙を繰り返すしかない？ 

 

 こうした現状を第三者的に見ると、つくづく嫌になる。だからマスコミも識者もこぞって「市長

と議員がよく対話しろ」と批評する。 

 

 だが、意外なのは旧自治省 OBたちの意見である。彼らに言わせると「大阪市は全国で最

大級の難治の土地」だそうだ。とりわけ大阪市議会はなかなかたいへんなものらしい。だか

ら、大阪市では市長選挙が頻繁に、かつ劇的に起こる。だから大阪維新の会は、大阪市（ア

ンド大阪市議会）の解体を叫ぶのだろうという。 

 

 どうやら大阪市がさえない原因は、市役所、そして市役所に改革をさせない市議会にある

ようだ。都構想の是非は、選挙区のあり方を巡る権力闘争である。これは既存の地方政治

の秩序を覆そうとする、一種の革命運動である。 

 

 そもそも革命は、きちんとした手順を踏んで起こるものではない。既存の秩序を破壊する

のが革命だ。大阪維新の会はそういう意味では革命政党だ。たしかに彼らの手法は斬新で

ある。府議会で過半数を得るやいなや定数を削減し、市議会議員が市役所の解体を叫ぶ。

知事が辞任し、市長選に出る。ダブル選挙で圧勝し、知事と市長を同時に獲得したかと思え

ば、いつの間にか国政政党まで“傘下”に従えてしまった。 

 

 だから、大阪維新の会は、既存政党から嫌われ憎まれる。だから都構想の実現は、既存

政党にとっては悪夢に見え、今の議員たちが都構想をすんなり可決するのはありえないの

ではないか。 

 

 だが、今の日本で武力による革命はありえない。だとすれば大阪市議会選挙で反対派が

過半数を割らない限り、改革も革命も全く進まない。 

 

 それを実現するためにどうするか。いまさら対話なんてありえないだろう。普通でない手段

でもって議会の議席数を変えていくしかない。つまり 2015 年春の統一地方選挙が最大かつ



唯一のチャンスではないか。そこに向けて今年もまた、8年ぶりに市長は辞任した。8年前、

関市長が改革に賛成か反対かと、市民に信を問うた。それで力を得て少し改革が進んだ。し

かし 2年後、関氏は落選し政界を去った。 

 

 だが、また代わりが出てきた。それが橋下氏である。大阪市では改革を断行しようとすれ

ば、市長は必ず既存政党と対立する。そして市民に改革の是非を問い、辞任し憤死をも辞さ

ない。それが大阪の改革にかかわるリーダーに求められる品格ある覚悟というものであろ

う。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第145回 米国で進行する等身大の行政改革 ―スマートガバメントとは何か― 

 

 米国行政学会に行ってきた（3 月 14－18 日、ワシントン DC、American Society for Public 

Administration）。学会とはいっても公務員、コンサルタント、記者などが 3 割ほどいるので、

テーマはきわめて実践的で事例と理論のバランスがとれている。海外からの参加者も多く、

毎年のテーマを追っていくと世界の都市問題の全体の潮流がわかる。 

 

●等身大のテーマに注目 

 

 5日間にわたってたくさんのセッションが開かれた。今年の大会の特徴をキーワードでまと

めると 3つある。第 1に「スマートガバメント」、第 2に「公務員のプロ倫理」、第 3に「市民協

働による危機管理」である。いずれも等身大の生身の人間の視点から行政サービスのあり

方を考えようというもので、日本人にとってはとても新鮮だった。 

 

 ここ数年のテーマは、政府のあり方を大上段に構えたものが多かった。たとえば「ガバナ

ンス」「PPP（パブリックプライベートパートナーシップ）」「首長のリーダーシップ」などが目立

った（このあたり、日本とあまり変わらない）。ところが、今年のテーマは全体的に「今の世の

中では目に見えないところで目に見えない変化が起きていて（ビッグデータ、個々人の意識

など）、それをどう制御するかが大事だ」という心構えを感じるのである。私は行政学の役割

をしばしば医療にたとえる（病気を治す）。その伝でいくと、かつてのテーマは「整形外科手

術」だった。それが今年はまるで「腸内の微生物の役割に注目」といった感じで、まるで様変

わりである。 

 

●スマートガバメント 

 

 第 1 の「スマートガバメント」は、一種の流行語になりつつある。定義は「まだあいまい」と

登壇者は口をそろえていた。しかし、スマートとは小さくて機敏な動きをする政府という意味

と、スマートフォンを持った市民と政府の距離を近づけるという 2つの意味を兼ねているよう

だ。たとえば、スマホで電子装備された市民に、いつでもどこでも必要な行政情報を伝えら

れる体制をつくる。そのためにモバイルサイトを構築して広報をする。スポーツ施設や図書

の貸し出し予約をスマホでできるようにするなどが入門編（機動性）。 

 

 さらに、市民が道路の穴やごみの不法投棄の写真を撮ってメールで市役所に通報するの

が応用編（双方向性）、そして市役所が市内のトイレの所在地や人口動態などの情報を企業

に提供し、市民向けのアプリを開発してもらうといったレベルが上級編である（オープンガバ



メント）。 

 

 なお、地域の健康・検診情報をビッグデータ分析できるのかといった質問が相次いでいた

が、実務レベルではまだそこまでいっていないようだった。しかし、健康行政は射程に入る

大きなテーマらしい。 

 

 こうやって市民と行政がスマホ対応をしていくと、相互の距離が縮まっていく。それを「m-

ガバメント（モバイル・ガバメント）」ともいう。先進例としてはボストン、ソウル、バーミンガム

（アラバマ州）などが紹介されていた。 

 

●個人レベルの公共意識に期待 

 

 あと 2 つのキーワード、「公務員のプロ倫理」と「市民協働による危機管理」はいずれも官

や組織の動き方ではなく、個人の動き方に公共の役割の担保を期待するという点が面白

い。 

 

 「公務員のプロ倫理」というのは、日本ではあまり議論されないテーマだ。汚職や勤怠の話

ではない。暴走する政治家に対抗して、プロとしてやるべきことをちゃんとやり続けるか（持

続可能性）という話である。ひたすら「政治主導」が語られる日本から出かけてきて、こういう

セッションを聞くとは思わなかった。 

 

 まるで 80 年代の霞が関、国士官僚の話を聞いているような気すらしたのだが、米国の公

務員のプロ意識、そして政治から中立であるべきという意識は、日本で言われるよりもはる

かに高い。ちなみにこうした学会で有名な政治家を招いて、そういうことを堂々とパネル討

議すること自体にも政治的、実益的な意義があるようだった。 

 

 3 つ目の「市民協働による危機管理」が話題になるきっかけは、ハリケーン「カトリーナ」へ

の対応での国家的失敗の自覚である。日本でも3.11以後、危機管理の議論が盛んだが同じ

だ。だが、米国では行政機関の緊急対応やその組織の話よりも、むしろ気ままな個人や

NPO団体に政府がどう歩調を合わせるかといったテーマに関心があるようだった。 

 

 総じて彼らの関心は「そのとき個人が公共の利益に向けて勇気をもってどう動くか」という

ところにある。まさに、公共性は最後は個人の中にある。それを明示的にダイナミックな観

点から語る姿に、米国人のスピリットを感じた。 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第146回 真価の「見える化」を迫られるODAと公共事業 

                   ――数字を超えた政策評価が必要 

 

 私は大学で「公共政策論」を教えている。介護、医療、教育、空港など対象は広い。そんな

中でもODA（政府開発援助）と公共事業は似ていると感じることが多い。 

 

 国内の地方の道路建設もタイでの建設も本質は同じである。ともに豊かな地域の資金を周

辺に振り向け、格差を是正し、地域の安定を図る。国境を越えるか否かの違いだけというと

乱暴だが、まあそんなものである。「公共事業は形を変えた仕送りだ」という学者もいる。ち

なみに ODA の対象はインフラだけではないが、内容は病院建設や水道整備などソフトなイ

ンフラ的な事業が多い。だからODA案件は実質的には公共事業的なのだ。 

 

●本音と建前のずれが大きい 

 

 ODA と公共事業は政策評価の難しさという点でも似ている。特に事業をやる建前と本音の

ずれという点で似ている。公共事業ではしばしば雇用創出が主目的なのに、地域の発展を

前面に掲げる。ODAの場合も外交戦略に触れずに、人道援助だと言い張ったりする。 

 

 もちろんゼロか百かでは割り切れない。だが、しばしば建前が事業目的とされ、それだけ

で政策評価がされがちである。だからどちらも事情を知らない国民から誤解され、野党勢力

から「無駄遣い」「ばらまき」と揶揄（やゆ）される。 

 

 かくして学生たちの間ではODAも公共事業も決してよいイメージをもたれていないのだが、

個人的には残念だ。なぜなら私は大学を卒業してすぐに公共事業官庁の運輸省に勤務した。

外務省にも出向してODAを担当した。加えて私は 90年代末に「わが国も政策評価制度を導

入すべき」と提唱した一人である。 

 

 ところがこの 2分野は、政策評価による「見える化」の要請に十分には応えきれていない。

ふがいなくも残念である。 

 

●政策評価 

 

 その後、私は役所を辞めて、コンサルティングや学術の立場から国土交通省、総務省、国

際協力銀行ほか、多数の自治体の政策評価の作業に参加してきた。評価者になって、ます

ます公共事業とODAの政策評価は難しいと思う。 



 

 ODAも公共事業も、政策評価は階層別に行う。基本は個別プロジェクトの評価（例「08年度

の○○鉄道の建設プロジェクトの意義は？」）だ。その上位に施策評価がある（「過去 10 年

の○○国（県）の公共交通分野での援助（公共事業投資）の成果は？」）。そして最上位が

「これまで（数十年）の○○国（県）への ODA（あるいは公共事業）の意義」といったものにな

る。 

 

 やり方だけ聞くと難しくない。だが、やってみると評価結果がまとめにくい。 

 

 第 1に、ODA も公共事業も受益者（カスタマー）のほかに発注者（クライアント）がいて、両

者の意向が必ずしも一致しない。高速道路の場合、中央の人間は全国ネットワークを完成さ

せたい。しかし地元の一部の方々は騒音を恐れて反対したりする。 

 

 ODA の場合は、さらに複雑だ。ステークホルダー（利害関係者）が多い。まずクライアント

の日本政府の考え方と受益者（カスタマー）である現地の人たちや政府の考え方にずれが

あることが多い。現地で人気のパンの配給よりも、農地改善や人材育成を優先といった場面

はざらである。加えて政府は日本国民の理解を得、さらに現地企業、国際機関、日本企業、

NGO（非政府組織）の意向にも配慮しなければならない。 

 

 第2に目的が多義的、つまり二兎（と）も三兎も追ううちにプロジェクトの意義がわかりにくく

なってしまう。外交上の配慮だの人道面だの費用対効果だのを並べ、すべてを満たすもの

は何かとか議論しているうちに奇妙な妥協案になったりする。こういうものは評価しにくい。 

 

 第3にこれは深遠な問題だが、そもそもODAや公共事業が建前としている自律発展の促

進という大義名分が怪しくなってきている。自律発展のためには地元の人材育成や制度の

整備など地道な工夫が必要だ。ところが昨今はよそから機械や資本を入れれば、一見、何

でもすぐできる。世界中どこでも道路はいいし、車もきれいで、銀行ATMから携帯、Wi-Fiま

で便利に使える。 

 

 だが域外資本頼みでは内発力は弱い。優秀なワーカーは育っても起業家や経営者は生ま

れにくい。外からの援助がかえって自律発展を妨げている。過保護、あるいは新たな植民

地化と言えなくもない（国内公共事業もODAも）。 

 

●まずは、本当の意義を説明するべき 

 

 ODA も公共事業もともに“贈与”の要素が含まれている点がややこしい。プロジェクト自体

は、わかりやすい。「ダムが洪水を防ぐ」「職業訓練で人材を育てる」などだ。だがそれ以外

の目的――公共事業では地元雇用創出、ODAでは外交戦略――などが大きい。 

 

 だから公共事業の場合、「タヌキしか通らない国道」と揶揄され、ODA では「財政難のわが

国に他国を援助する余裕はない」と批判される。しかし真の目的を体系的にきちんと説明す

ることは政治的に難しい。確かに「おたくの地方は貧しいから支援する」などとあけすけに言

えるものではない。あるいは真の狙いは決して口にしないのが外交のルールだ。プレゼン



トを贈るのに「もしかしたら将来、○○してもらえるかなと思って」と口に出す人はいないのと

同じだ。 

 

 だから本質的に ODAも公共事業も、資金額が大きい割に関係者は寡黙である。だが税金

を使う限りは、すべてを説明しなければならない。かくして費用対効果の話に収れんしがち

だ。するとまた非効率だという印象を与え、ますます批判されるという悪循環に入る。 

 

●物語を伝える重要性  

 

 どうすればいいのか。ヒントは“ストーリーテリング”である。これは、最近、数字一辺倒だ

った経営学の世界で、物語で事業の本質や価値を説明する手法として出てきたものである

（例：楠木健著「ストーリーとしての競争戦略 ―優れた戦略の条件」など）。 

 

 企業の事業戦略は、かつては収益一辺倒だったが、最近は提携戦略（一種の外交だ）や

持続可能性を追求するために目先の収益を犠牲にする戦略が出てきた。たとえばマクドナ

ルドは、数年前に黒字の店舗を「企業イメージに合わない」という理由で数十店も閉鎖した。

この事例などは物語として説明しない限り、本質が内外に伝わらない。なぜ企業イメージが

大事か、なぜ目先の収益よりも持続可能性なのかは、目先の業績数字だけでは伝えられな

い。 

 

 ODA の政策評価や価値の伝達も同じだ。目先の効率性や費用対効果の説明に逃げては

ならない。現地でも、日本でも奥の深いこの世界の本質を、数字だけでなく物語も駆使しな

がら説明していく。そうした努力がますます必要になるだろう。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2014-6-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
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第147回 変貌する世界の都市経営――世界都市サミットからの報告 

 

 先週6月1日～4日に、シンガポールで開かれた「世界都市サミット（World Cities Summit 

2014）」に出席した。アジアのほか中東、欧州など各国の市長や議員、幹部公務員、コンサ

ルタントなどの事業者、研究者などが集まり、4日間に様々なセッションが開かれた。 

 

 テーマは多岐で、古典的な水とごみの問題のほか、環境対策（green strategy）、交通問題

（mobility）、スマートシティ（ICT活用）などへの言及が多かった。都市経営のベストプラクティ

スの表彰もあった。今回の受賞はコロンビアのメデリン（Medellin）市と横浜市。横浜市はみ

なとみらい 21や港北ニュータウンの開発などが評価されたようだ。 

 

●都市もスピード経営の時代 

 

 たくさんのセッションのエッセンスをまとめると次の 5つになるように思う。 

なお、「→（矢印）」以降は私の感想である。 

 

（1）都市は 21世紀の成長産業 

 現在、地球上には 70億の人がいて 4割が都市に住む。これが 2050年には 90億人となり

5 割が都市に住むと予測される。拡張、発展する都市に合わせた建物、水道などのインフラ

建設の需要は膨大である。 

 

→途上国の都市は日本と同様に人口密度が高い。日本の水道、電気、鉄道などは欧米より

も途上国向きである。インフラの運営ノウハウや技術を輸出するチャンスである。 

 

（2）バランスと成長管理 

 都市化がもたらす不均衡は多々あるが、最大の課題が経済格差だという。都市は経済成

長の舞台であるがゆえに富裕層と貧困層の格差の拡大や摩擦が避けられない。それを避

けるために早くからスラム地区に文化施設や大学、公園、住民センターを置くなど先行投資

が必要だという。 

 

→途上国のリーダーたちは、米国の都市が 80年代から 2000年代に衰退過程で経験したこ

とを発展段階から先取りしようとしている。 

 

（3）ビジョンとリーダーシップ 

 企業経営と同様に都市経営にも明確なビジョンとリーダーシップが重要になる。市長が将



来展望を示し、少々の反対を押し切っても施設の建設や廃止、住民参加の仕組みなどを決

める。その有無が 10年後、20年後に大きな差になるという。 

 

→都市の将来ビジョンの提示は、住民合意の形成のためだけでなく、企業の誘致や移民の

獲得にも必要。企業の IR（投資家向け広報）に匹敵する重要な活動だ。日本の都市も「総合

計画」を提示しているが、総花的で役所の予算の優先順位付けが目的だ。もっと視野を広げ、

役所の外に訴えかけるビジョンにするべきだろう。 

 

（4）スピード 

 従来は、都市は有機体であり、栄枯盛衰は時間をかけて起こるとされてきた。しかし、21

世紀の都市は猛スピードで発展し、あるいは衰退する。5年、10年といった単位の将来計画

ではなく、3 年程度で目に見える成果を出し、モメンタムを作る。短期で課題を解決すべきだ

し、今はプレハブ工法（インフラの場合）や ICT技術を使ってそれができるという。 

 

→日本では中国の都市の意思決定を見て「共産党の独裁政治だから迅速だ」と説明しがち

だが、その他の国でも決定、実行は早い。日本のように財源不足を理由に何年もかけて工

事をするのを当たり前と考える発想は海外にない。 

 

（5）ICT 

 ビッグデータや ICTは、都市の成長管理のために使うのは当たり前という識者が多かった。

なぜなら都市は複雑である。緑を増やすと地価は上がるがビルの収容人口は減るなど、あ

ちらを立てればこちらが立たずとなりやすい。その矛盾を解決するにはロードプライシング

や CO2排出権の売買などの市場メカニズムが便利だが、設定はきめ細かく（混雑状況に合

わせた道路使用料の変動など）チューニングをする。そこでの ICTの活用は当然となるが、

利用者向けのスマホアプリなどと同時に、都市経営の参考データをリアルタイムで提供する

仕組み（制御システム）の導入も必要だという意見が多かった。なお、車の自動運転につい

ては否定的意見が多かった。 

 

→昔、「シムシティ」というファミコンソフトがあった。道路を引いたり、発電所を造ったりして

成長を促すと渋滞が発生するといった芸の細かさが面白かったが、そうしたシミュレーショ

ンが実用化されつつある。 

 

 次回の世界都市サミットは再来年である。行政関係者や研究者であれば参加可能だから

出かけてみることを勧める。 

 

 （注）世界都市サミットの詳細は、以下を参照。 

    http://www.worldcitiessummit.com.sg/ 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 



 

 

 

 

 

( 3 )日経 ビジネスオンライン連 載  



 

 

国の成長戦略はオジサン官僚のロマンに

過ぎない 

「祝詞」は流し聞きするだけでいい 

2014年 1月 17日（金）  上山 信一  

 

 

 この連載では世の中の常識、権威アリとされるモノを俎上にのせ、斜めからヨコから眺めな

おしてみる。そこから次へのヒントを探っていく（なお、昨年 6月から半年間、計 25回お読みい

ただいた「上山信一ゼミのすぐそこにあるブルーオーシャン戦略」は年末で完結しました）。 

 さて、初回は政府の「成長戦略」を俎上に載せてみた。最近は、自民党も民主党も新政権に

なると「成長戦略」を最大の政策課題に掲げる。だが、日本はどうみても成熟国家である。「ア

ジアに負けるな」だの、「新たな成長」だの、ちょっと無理があるのではないか？ 

 私は、政府がかかげる成長戦略とは、いわゆる祝詞（のりと）か、雨乞いの呪文のようなも

のだと思う。それ以上でもそれ以下でもない。 

 もちろん資本主義国家を経営するなら、企業と同じく将来への期待を抱かせるビジョンを内

外に示す必要がある。またそのシナリオ、つまり国家戦略は成長を前提にしなければならな

い。 

 ゼロ成長やマイナス成長を前提にしたら、その時点で「資本主義国家なんかもうやめたら？」

となってしまう。だから GDP（国内総生産）の拡大は無理かもしれないと思っていても、歯を食

いしばって成長戦略を掲げる。それが資本主義国家の運命（さだめ）なのである。 

成長分野（ターゲット）なんか決めてもムダ 



 しかし、だからといって「経済成長が大事です」とか「これから成長する分野はこれです！」と

政府が先導する必要はないだろう。なぜなら、成長する産業分野は、政府なんかに担がれな

くても勝手に成長する。もともとニーズがあるのだから。 

 たとえば、医療や科学技術が成長分野に掲げられている。しかし、科学技術とは本質的に

進化し成長するものであり、もともと停滞しない。医療も、技術の進歩と人口の高齢化で放っ

ておいても拡大する。要するに、政府の方針と関係なく伸びる。そして、成長しない産業は国

家がどれだけ笛を吹いても成長しない。「そうか。わが○○業界は政府の“成長分野”に指定

された。よし、頑張ろう」と思う経営者なんかめったにいない。 

 子供たちに、勉強しろとうるさく言うとますます勉強しなくなる。しつこく言われるとやる気が

なくなる。しかも、子供は意外に賢くて、勉強ができたら幸せな人生が送れるものではないと

分かっている。これと同じだ。政府があれこれ言っても、国民は親の小言並みの受け止め方

しかしない。 

 それなのにマスコミは政府の成長戦略をまるで世の中を変える大方針のように報じる。彼ら

は大丈夫だろうか（経済誌を除く）。 

 ところで “成長”“成長”と言うのは主に経済産業省である。財務省と厚生労働省は、“少子

高齢化”の大合唱だ。彼らは「労働力不足＝市場縮小＝GDP減少＝税収減＝財政赤字」と

いうとびきり暗いシナリオを毎日まき散らしている。経産省がアクセルを踏めと言う横で、彼ら

はブレーキを踏めと言うようなものである。そして残念なことに、少子高齢化は成長戦略より

もはるかに確実で説得力がある。だから我々は、「成長していく日本」という経産省型の幻想

（いや失礼、シナリオ）を、ついつい覚めた目で眺めてしまう。 

膨大なストックの流動化こそ国家戦略 

 ではいったい、どうしたらいいのか。 

 まずは、何か特定の分野を定めて成長を期待するターゲットポリシーはやめる。そして滞っ

ているものの流れを良くして、経済を活性化する方がいいだろう。だから規制緩和が大事なの

だが、私はむしろ膨大なストックの流動化に着目したい。 

 ストックとは、第一に中高年の資産、第二に自治体の不動産、第三に既婚女性の可処分時

間だ。これらがうまく使われていない。これらのストックをぐいぐい動かし、フローに転じれば

GDPは拡大する。もちろん企業も膨大なストックを持っている。しかし企業の投資は海外に向

かっている。だから流動化させるべきターゲットは、個人のストック（個人金融資産 1598兆円、

2013年 9月末）、とりわけ中高年のそれだ。 



 ところが現実には中高年はひたすらお金を銀行や郵貯に預ける。それが国債となって資金

が政府に流れる。さらに彼らが亡くなると、再び相続税が政府に流れる。かくして個人の金融

資産はどんどん政府に集まる。 

 しかしそういう資金は市場に戻ってこない。だから財政赤字はちょっと減るものの、GDP も税

収も拡大しない。つまり経済も財政もちっとも好転しない。 

中高年を遊ばせろ 

 中高年の日本人が貯金に熱心な理由は、将来が不安だからだ。だから 80歳になってもな

お、将来が（つまり老後が…）不安でせっせと貯金に励む。だから政府は中高年の不安を払し

ょくする政策を打つべきだ。たとえば、余っている住宅を安く借り上げてタダでお年寄り全員に

提供する。今からそうすると約束してきちんと実行すればいい。死ぬまで家賃は払わなくてよ

い、終の棲家を政府が保障してくれるとなると、あとは食費と光熱費くらいだ。それくらいなら

年金でまかなえる。そうとわかれば、中高年は老後のための貯金に汲々としなくなる。 

 中高年には楽しく消費生活を送ってほしい。老後のための貯金なんかせずに、じゃんじゃん

使ってフローに回していただきたい。だから政府が練るべき戦略は成長戦略ではない。流動

化戦略こそが国家戦略なのだ。 

自治体の土地と建物を使い倒す 

 流動化させるべき第二の分野は、自治体の土地・建物である。特に都市部に多い。大阪市

や名古屋市では市の面積の実に４分の１超が市役所の所有地である。これら公有地にはた

いてい老朽化した設備が赤茶けたまま放置されている。市バスの操車場、浄水場、低層の公

民館、年季の入った公営住宅など。これらは思い切って全部民間に格安で払い下げる。ある

いは格安で貸す。 

 用途は高齢者向けのサービス付き住宅や託児所のほか、商業施設など、人々の不安を消

し、消費につながるものなら何でもいい。市役所の資産は減る。だがそれで何かまずいの

か？町が元気になればそれでよいではないか。 

 ところで、日本人は 20～30代でも貯金に熱心だ。理由は子どもの教育費だ。そのために彼

らは貯金する。ここでも将来への不安が消費を削いでいる。ならば教育費を無料化する。もち

ろん増税が必要になる。しかし、それで安心した人々の財布の紐は緩む。教育はサービス業

などの生産性を上げる。プラスマイナス両にらみで考えれば、プラスの方が多いのではない

か。 



 流動化させるべきは、資金や不動産だけではない。“可処分時間”も流動化させるべきだ。

特に都市部の中高年の女性の可処分時間は、もっと流動化させるべきだ。 

 かつては、ランチにディナーにカルチャーセンターと、女性たちは時間と金の消費に極めて

積極的だった。ところが昨今のような経済状況で彼女たちは家に閉じこもりがちだ。 

 そこで、彼女たちには、むしろ働いてもらう。女性の就業率が上がれば、世帯収入は増え、

消費は拡大する。教育費への不安も消えるので子供を 2人、3人と産む女性が増える。 

 以上は極めて単純な話だ。しかし、なぜ国はこのような流動化戦略を国の政策の主軸に据

えないのか。なぜ、ひたすらに成長分野を定めたがるのか。それは、経済産業省がすべて悪

い。 

成長産業＝おじさん官僚のロマン 

 経済産業省はかつて、通商産業省という名前だった。「通商」と「産業」だけを専門としてい

たのである。ところが、経済産業省になってしまった。「経済」という重い二文字を背負ってしま

った。おまけに「経済企画庁」というライバル官庁をつぶしてしまった。 

 それで経産官僚たちは内閣府という事実上の出先（本省の方がエライので官邸に近くても

あくまでも“出先”である）をも支配下に入れた。そしてそこで“成長”、“成長”と言い始めた。だ

が言っているのは、学生時代の 70年代後半から 80年代前半に『官僚たちの夏』（城山三郎

著、1975年刊）を読んで役所に憧れ、入った連中である（ちなみに私も 1980年旧運輸省に入

省したから同世代だ）。 

 あの時代の“官僚”はカッコよかった。当時、日本はまだまだ成長していた。自動車、半導体、

工作機械など通産省が成長させた（とされる）産業が目白押しだった。“成長産業”という考え

方は、あの頃の“成功体験”に由来する。だが、もはやそんなものは古い世代のロマンであり、

もっと言うとただのノスタルジーなのだ。 

 このグローバル化の中で、そもそも一国の一官庁が特定の産業を育てられるわけがない。

ちまちまとした補助金や官製ファンドの資金をもらっても、その手続きに要す時間の方がもっ

たいない。まともなベンチャーはそんなものには見向きもしない。 

 ところがそういう上司のもとで羊のように従順な若手官僚たち（といっても実はあまり若くな

い 30代）は、「経済成長するぞ」「成長分野はこれだぞ」「畏み畏み申す」と祝詞を上げ続ける

のである。 



 彼らがひたすら祝詞を上げ続ける理由はもうひとつある。それだけが彼らの仕事だからだ。

成長戦略路線がなくなると、経産省の仕事自体がなくなってしまう。 

 要するにわが国の成長戦略とは、もしかして、ひょっとして、国民のためではなく、あれは経

産官僚たちのための成長戦略、いや失業対策事業なのかもしれない。 

 ちなみに、アベノミクスだの何だので、日本がもしも本当に力強く成長し始めると、彼らは内

心困るのではないか（意地の悪い見方だが、あまのじゃくのエッセーなのでお許しを・・・）。 

成長戦略は行革の裏返し 

 ところで、わが国にはかつてもうひとつの祝詞があった。「行革」である。70～80年代、政府

もマスコミも行革の大合唱だった。当時、行革はいついつまでも続くかのように見えた。行政

管理庁という役所まであって（1984年に廃止）、そこの大臣は仕事のできる男の登竜門だとさ

れた（中曽根氏、後藤田氏などが就任）。 

 ところが、90年代に入って不景気になり、税収が落ち込むと行革コールはすっかり消えた。

財政赤字がひどくなると予算はばっさり削られ、官僚組織は増殖をやめざるをえなくなったか

らだ。 

 つまり、行革は不景気になったとたんに不要になった。だから成長戦略も、もしかして本当

に成長が始まってしまうと不要になる。すると経産省も不要になるのではないか。 

 だが、心配はいらない。少子高齢化の国が新興国のように成長することはない。故に、わが

国の成長戦略はなくならない。何年経っても、成長戦略という祝詞は上げられ続けるだろう。

だから、幸か不幸か経産省はなくならないだろう。 

 このように国のいう成長戦略は単なる祝詞であり、何の役にも立たない。しかし、政治とは

祭りごとであり、人々の期待もある。だから政府はあの種の祝詞（干照りの村の雨乞い）をや

めるわけにはいかない。神主には祝詞を上げてもらっていてよい。だが、問題は、祝詞を聞い

てじっと座って雨が降るのを待っている我々の方である。もう祝詞に期待するのはやめよう。

自分たちのアタマでしっかり考えようではないか。 

（構成：片瀬京子） 

 

 

 



上山信一の“あまのじゃく”改革談義 

 この連載では、“改革屋”の元マッキンゼー共同経営者である上山信一・慶応義塾大学総合

政策学部教授が、世間の本音を代弁し、世の中に転がっているおかしなことを次々と斬って

いきます。 

 



 

 

成果主義は、上司を管理するための道具

だ！ 

草食系の日本企業には、いらない 

2014 年 1 月 31 日（金）  上山 信一  

 

 

 米国式の成果主義は、与えられた仕事をみんなでこつこつこなす“草食系企業”、つまり、た

いていの日本企業にはそぐわない。あれは上司が理不尽でもバリバリ成長していくダイナミッ

クな“肉食系会社”にしかなじまない。 

A 君か B 君か・・・理不尽な選択 

 『ソフィーの選択』（ウィリアム・スタイロン作）という小説がある。映画にもなった。ユダヤ人の

女性にナチスの軍医が迫る。2 人の子供のうち 1 人を選べ、その子の命だけ助けてやる、と。 

 当然、彼女は選べない。そんな選択は絶対にしたくない…。悲惨さの度合いはこれとは全く

比べものにならないが、理屈の上ではこれと同様の理不尽な“選択”が現代日本の大企業で

起きている。そう、あの“成果主義”を入れてからである。 

 ある工作機械メーカーで営業担当がA君からB君に代わったとたんに大口の注文が取れた。

さて、成果は A 君、B 君、どちらのものか。直接的には B 君の頑張りによる。だが、A 君の地

道な努力が今になって花咲いたとみることもできる。 

 いやいや、単に景気が良くなったせいかもしれない。たいていの場合、決定的な理由は分

からない。物事はいろいろな要素が作用して決まっていく。しかし理不尽なのは、理由が分か

らなくても、上司の営業課長は甲乙を付けねばならないという現実である。 



 そしてA君もB君もその結果に甘んじなければならない。イマドキの日本企業の成果主義に

は、どうしても、公平あるいは根拠薄弱というイメージがつきまとう。おまけに、近年は市場が

縮み、多くの会社が成長できず業績がさえない。普通に頑張っていても、成果が出せないこと

もある。そんな人たちにマイナス評価がつけられるケースを仄聞するにつけ、「これはちょっと

違うな」と思うのである。 

昔はみんなで成果を出した 

 多くの人が誤解しているが、高度成長期の日本企業にも成果主義はあった。ただし、あの

頃は放っておいても企業は成長した。みんなで頑張っていれば成果が保証された。だから頑

張りの象徴である勤続年数や「営業（あるいは研究、製造など）ひと筋何十年」といった分かり

やすい指標が成果指標に代用され、人事や給与を決めてきた。 

 あの頃はひとところに長く務め、日付が変わるまで残業したり、日曜も朝 4時に起きてゴルフ

に行くなどの努力を重ねる我慢大会を勝ち抜くことが、出世の近道だった。なにしろ高度成長

期である。机を並べて同じような仕事をせっせとしていれば、出てくる成果には大差はなかっ

た。 

 そもそも会社全体が成長しているのだから、そこそこ頑張ってさえいれば、「A さんと B さん

のどっちがより多くの成果を出したか」なんてみみっちいことを判断する必要はなかった。そん

なことをして険悪な気分になるよりも、みんなで仲良く頑張る雰囲気を作った方がよかった。そ

してそれで業績は良かったのだから。 

空気による評価、衆目の一致 

 ところで昔の日本企業の成果主義では、いったい誰が評価者だったのか。  

 あの頃の評価者は、「空気」、つまり衆目の一致というヤツだった。「あいつは軽口たたいて

いるようで、見えないところで努力している…」「あいつは問題点の指摘がうまいだけ。大抵サ

ボってる…」などなど。 

 要するに、みんなが評価者だった。だから、抜擢人事も、まあ、順当だった。理不尽な上司

が一人で勝手に人を評価したり、エコヒイキする余地はあまりなかった。衆目の一致というヤ

ツで、結構正しい評価ができていた。 



 高度成長期をご存知ない 20～30 代の読者の方はぜひ東海林さだお氏の『もっとコロッケな

日本語を』（文春文庫）の中にある「野菜株式会社 リストラ篇」をご一読いただきたい。あの

頃のテキトーきわまりない日本企業の人事評定の様子がとてもよく分かる。 

 そもそも、伝統的な日本企業はムラのようなものだ。上司だって空気を無視したエコヒイキな

んかしたら、みんなから嫌われて居づらくなる。終身雇用時代に村八分になったら外では生き

ていけないので、上司はまじめに厳正に“空気を読んで”評価をした。かくして「幸い業績は伸

びている。幸いみんな仲良しでがんばっている。どうみてもこれはチームワークの賜物だ。だ

としたら成果主義を徹底し、ここは全員 A 評価とする…」となることが多かった。 

 えっ？これでいったい何が悪い？ 

右肩下がりの終焉とともに米国式 

 ところが 90 年代に入り、右肩上がりの時代は終わった。リストラやヘッドハンティングが始ま

り、終身雇用制が崩れ始める。そして同じ会社にずっといると能力が開発されないとか、チー

ム全員を等しく処遇するのは悪平等だとか言われ始めた。ダメになったのは日本経済なのだ

が、日本企業の経営のやり方はもとより、日本企業の成果主義ではダメだという烙印が押さ

れてしまった。 

 そこで、経営者の視線は（いつものように）太平洋の向こう、米国に注がれた。そこには

「PDCA」という言葉があった。目標を設定し、それをどれくらい達成したかで評価を下す。プラ

ン、ドゥ、チェック、アクションのサイクルで仕事を管理し、人を評価する。 

 何とダイナミックな仕組みだろう。ついでに、「結果が全て」「とにかくたくさん稼いだ奴が偉い」

というルールも、シンプルで潔くて分かりやすく思えた。かくして、多くの日本企業がこの 2 つ

の原則、つまり米国式の成果主義に飛びついた。 

米国式の成果主義はボスを制御する仕組み 

 ところが、ひとつ見落としがあった。それは、いったい誰が成果を評価するのか、という問題

だ。かつての日本式の成果主義では評価の主役は“空気”、つまり衆目だった。今度はいった

い誰なのか？それはボスである（上司ではない、ボスだ）。 

 米国企業におけるボスの存在は大きい。まあ、何というか、神に近い。ボスの一言がすべて

である。実力があろうがなかろうが、ボスがひと言「あいつの笑顔はミリオンダラー」「彼女に

は経営者のポテンシャルがある」とつぶやけば、それで生き残れてしまう。こうなるとどうした



ってコネとエコヒイキが横行する（もちろん日本企業と比べての話だが）。アメリカ企業の成果

主義はそんな土壌で生まれたのである。 

 一言でいうと、米国式の成果主義の眼目は、本人を PDCA に沿って管理することよりも、ボ

スを制御することにある。成果主義は勝手で横暴なボスに対して、「なぜアイツにそのような

評価を下すのか」をきちんと説明させることにある。つまり米国式の評価主義は組織内ガバ

ナンスの視点から生まれたものなのだ。 

評価シートで身を守る 

 したがって、成果主義の主役は評価される側ではなく、する側である。評価シートは、ボスが

評価される人に対して「なぜあなたはそのように評価されたのか」を説明する（つまり、説明さ

せる）ためのツールなのである。 

 要するに米国式の成果主義とは、社員が理不尽なボスから身を守る安全装置なのだ。だか

らシートは必ず文字で詳しく書かれなければならない。本人にも見せ、人事部や第三者のメン

ターもそれを見る。 

 あとで見られるとなると、ボスは冷静になって部下を評価する。「ん？あいつは“すごくできる”

ってオレはいつも言ってきたが、今期、いったいどんな業績があったっけ？」と。 

 であるからして、米国式の成果主義は、日本企業の中でも、理不尽なワンマン経営者や乱

暴な上司が君臨するような肉食系ベンチャー企業にはオススメである。そんな会社は、一刻

も早く米国式の成果主義を導入すべきだ。 

いきなり個人を市場に対峙させる日本の成果主義 

 ところが、こんな米国式の成果主義を草食系のフツーの日本企業にいきなり当てはめるとど

うなるか。もともとこういう会社には、あらかじめきちんとした目標を設定して達成度を厳しく測

り、信賞必罰を徹底する習慣がない。そんな中で社員はいきなり「結果がすべて」と通告され、

売上げ責任や利益責任を問われるようになる。つまり個人が市場といきなり対峙させられる。 

 ボスの支援も予算の妥当性もさておいて、である。しかし組織に所属する個人だけを、いき

なり残酷な市場原理主義にさらしていいのか？理不尽極まりない。会社全体がユルい草食

系企業で、個人に対してだけ厳しく成果を問うのは的外れだ。 



 ちなみに米国企業ではもちろん売上げや利益をとても気にする。そして、成果と給与の関係

は極めてシビアだ。しかし、業績の良し悪しは、基本的には部署部門単位で問われる。この

部門は前年比で利益を 2 割増やした。だから成果給は 5 割くらいアップといった具合で、数字

がはじき出される。つまり、個人ではなく、部署が市場と対峙させられる。 

 これがうまくいくのは、基本給の割合が低く、成果給の割合が高いからだ。基本給を低くした

分を、数字を伸ばした部署の給与をアップする原資にあてる仕組みである。 

 だから日本企業は人件費の原資が増やせないなら、いきなり米国式の成果主義を導入しな

い方がよい。どうしてもやりたいなら、会社全体の業績をまずは大きく伸ばしてからだ。そうし

ないと、基本給を大きく下げることとなり、つじつまが合わなくなる。あるいはそれでも成果主

義をやりたいのなら、給与についてはボーナスの一部にちょっと反映するくらいに留めるべき

だ。 

評価する能力へのギモン 

 そもそも、米国式の成果主義を導入した日本企業の評価者たちの多くは、右肩上がりの時

代に育った。ご本人たちには米国式の成果主義によってシビアーに評価された経験がない。

だから成果主義でシビアーに人を評価しろと言われても、どうしていいかよく分からない。 

 頑張ってはいるが成果が出ていないヤツをマイナス評価にするという勇気がない。そこで、

とにかく業績が下がったら、目立った失点のあるヤツの給与を下げる。その結果、成果主義

のはずが減点主義に流れてしまう。かくして社員は委縮し、コトナカレ主義が横行する。 

新日本式を模索しよう 

 草食系フツーの日本企業には、米国式の成果主義はフィットしない。現に米国式の評価主

義をいったん導入したものの、やはり元に戻す企業（富士通ショックが有名な例）が出始めて

いる。 

 さりとて、高度成長は終わってしまい、旧来の成果主義も成立しない。草食系の普通の日本

企業は、評価シートをさっさと社内のヤギ（？）に食べさせるべきである。そうしたら社内が明

るくなる。あのシートの奴隷になった状態からみんなを解放しよう。一番明るい顔になるのは

上司だろう。 



 しかし、それで業績もあの頃に戻るわけではない。のんびり草をはむ草食動物の集団はオ

オカミの群れにはなれない。だが、みんなで勢いよく走らないと生き残れない。再び米国式を

やるわけにはいかない。オオカミを連れてきてみんなを追い込むわけにはいかないのだ。 

 さらば米国式！さらば昔の日本！ 

 確かな正解はない。会社により業界により、置かれた環境も違いすぎる。目の前の現実を

見据えた手作りの評価制度を各社が自分で作るしかない時代なのだ。 

（構成：片瀬京子） 
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「グローバル人材」なんか育成したって育

たない！ 

今の「グローバル」ブームは高度成長へのノスタルジー 

2014年 2月 21日（金）  上山 信一  

 

 

 「アジアの成長を我が社の成長に取り込む」というフレーズは、もはや経営者のあいさつの

常套句になりつつある。確かにそうだ。日本企業の売上高、そして営業利益における海外比

率は、もはやそれぞれ 5割を超える。日本企業は続々と海外で積極展開しているように見え

る。しかし、個々の企業の戦略をつぶさに見ていくと、確かに海外には行っているが、あくまで

国内の補完の位置付けのままだ。 

 国内市場はすべて耕し終えた。頭打ち、いやそれどころか右肩下がりだ。そこで新天地たる

ベトナム、ミャンマー、中国内陸部に市場を求める。しかし、これは国内ビジネスの海外展開

でしかない。グローバル、つまり地球全体を競争市場ととらえた戦略展開とは根っ子の発想

が違う。 

日本の成功体験の輸出はもう通用しない 

 日本企業の幹部たち（昭和 20～30年代生まれのオジサンたち）は、アジアの田舎町に行く

と、とても上機嫌になる（私もそうだ）。なぜなら、とても懐かしい。自分の少年時代を思い出す

からだ。まだ村は貧しいけれど、子どもたちは元気いっぱい。まっすぐ将来を見つめる瞳は希

望に燃えている。 

 「このパワーがあれば、きっとこの国は伸びる。だから僕はこの国の発展の一助になりたい。

ここに工場を建てて、現地のみんなと仲良く働き、日本の高度成長の経験を惜しげなく教えた



い」…なんていう男のロマンをかきたてられる。しかし残念ながら今頃そんな気概で海外進出

するような会社には勝ち目はない（ちょっと意地悪で申し訳ないが、この連載は“天邪鬼”を標

榜しているのでお許しいただきたい）。 

 確かに「かつて日本が経験したこと」を教えることで、国際競争に勝てた時代があった。1980

年代である。きめ細やかな日本の生産管理や礼儀正しい接客、そして労使一体の日本型経

営などは多くの途上国で受け入れられ、欧米型経営を凌駕し、また尊敬もされた。日本型経

営はタイ、インドネシア、そして中国でも浸透していった。 

 また、その頃は、まだ「僕の少年時代」のような田舎町、つまり手つかずの市場がアジアの

あちこちにあった。まさに日本の昭和 30年代の経験がそのまま使えた。 

 だが今は違う。世界中にインターネットが行き渡り、また、隅々まで資本主義の世知辛いゲ

ームのルールが席巻している。何をするにも「ショー・ミー・ザ・マネー」と言われ、ROI（投資収

益率）がどうだのと、途上国でも目先の数字にうるさい。 

 ナイーブな僕ら日本人が浪花節的グローバル化（いや国際貢献！）を夢見ている間に、欧

米系のコングロマリットや韓国財閥が、ここもあそこもがっつりと押さえてしまった。どこもかし

こも海外資本が入っている。日本発の「三丁目の夕日」がダッカ（バングラデシュ）やヤンゴン

（ミャンマー）を照らす日はもはやなさそうな気配なのだ。 

 これだけ世界は変わってしまったのに、なぜ、多くの日本企業は“昭和 30年代の経験”に御

執心なのか。なぜ彼らの「グローバル化」、いや国際化のモデルは 30 年前と変わらないのか。

それはおそらく、1980年代高度成長期に海外で成功体験をしたかつてのモーレツビジネスマ

ンたちが、後輩社員にも同じ栄華を体験させたい、いやもう一度自分もそれを見たいと考えて

いるからだ。 

 「1982年頃、アップルもサムスンも敵ではなかった。当時、うちの商品はダントツ世界一だっ

た。つまり我が社は世界一だった。だから今でも我が社のブランドは広く知られている。 

 “目に見えない資産”（Intangible Asset）を活かすのだ。さあ、第二の新興国群を、桃源郷を、

アジアにアフリカに探しに行こう。特にアジアはいい。ミャンマー、ラオス、カンボジア、そして

スリランカ…どこも人は優しく食べ物はうまい。同じ仏教国だ。そこで現地の人たちと共に汗を

流して仕事をして、電気のなかった村で我が社の商品が使われる日の喜びといったら…ぜひ

キミたちにも、体験してもらいたい――」。 

 こんなことを言われた若手社員はいい迷惑である。株主もいい迷惑だ。なんで今さら 30年

前の追体験をしなければならないのか。社会貢献、国際親善はもちろん大事だが、それはま



ずは ODA（政府開発援助）に任せておけばいい。企業が求めるべきは、収益であり、感動で

はないはずだ。 

 そもそも輸出営業やら現地に工場を建ててとかいう時代じゃない。M&A（合併・買収）で現地

企業を買って技術注入をする、あるいは隣国から部品を運んで地元企業に組み立ててもらう

などいろんな戦略があるはずだ。 

海外進出、国際化とグローバル戦略は違う 

 ここで参考にすべきは、ひと足早くに国内市場がシュリンクし、早くから本気で全世界（グロ

ーバル）をひとつの市場ととらえ、既にグローバルカンパニー化しつつある企業の経験である。

例えば、ブリヂストン（76％）、信越化学工業（61％）、旭硝子（63％）、ユニデン（87％）、ホンダ

（82％）などがそうだろう（カッコ内は海外売上高比率、2009年）。 

 これらの企業が海外市場を目指したとき、社内にいわゆる“グローバル人材”はいなかった。

慌てて育成か、採用したわけでもない。日本人を派遣して何とかしのぎながら、思い切って現

地の人を登用した。 

 こうした企業では、今や現地では地元の人たちが頑張っていて、日本人はあまりいない。社

員を留学させて、グローバル人材として育てて派遣して経験値を積ませて…なんてやってい

る余裕のなかった企業が、結果として、グローバル化に成功している。 

 これら先発組に続く会社は、恐らくもっと急いで会社をグローバル化させなければならない。

そうなると、社員のグローバル化はこの際、二の次とすべきだ。なぜなら、多くのビジネスはも

はや世界（グローバル）レベルの陣地取りの最終戦争の局面に入っている。例えて言うと、関

ヶ原の戦いは終わり、大坂の陣の前くらいの感じだ。 

「とにかくつばをつけておく」のが鉄則 

 今や大概の業界では、アフリカであれ、中東であれ、世界の果てまで先発企業が陣地として

押さえている。押さえられた側は、あとから物量の力でそれをはがしていく。すさまじいゲーム

である。おっとり刀でアジアののどかな農村に工場を建て、日本式の TQC（総合的品質管理）

やラジオ体操なんか教えていては間に合わない。これでは点のゲームに終わる。伸びそうな

現地の会社はとにかく買っておく。競合に押さえられないように、拠点には先につばを付け、

面を取っていく。これがイマドキのグローバル戦略である。 



 その 1つのやり方は買収だ。例えば自動車部品なら、ボロボロの現地の自動車部品会社を

買収してしまう。赤字でも、多少技術力に欠けていても、とにかく買う。急速に立ち上がる市場

を押さえるためには、現地工場を確保するのが定石だ。 

 まず場所を押さえれば、少なくとも敵に先を越されない。それから戦略を考える。こうして押

さえた各地の拠点をつなぐ世界制覇の戦略だ。原料はロシアから、部品のAはチェコで、Bは

ドイツから調達し、ポーランドで組み立てる…なんていうプランを立てていく。 

 こうした面取りの戦略こそ真のグローバル化への道である。現在、多くの日本企業のグロー

バル化は、輸出代替としての現地生産に過ぎない。つまり面取りというより好きな国を選んで

点を打ち、その国の中をひたすら押さえることを考える。しかし、これでは単なる海外進出（点

打ち）でしかない。グローバル化（面取り）とは呼べない。 

グローバル人材と社内で出世する人材は全然違う 

 このようなホンモノのグローバル化と単なる海外進出の違いに気付かないような企業には、

最近はやりの「真のグローバル人材」とやらが育成などできるはずがない。グローバル戦略を

やり抜く人材に必要な条件となると、語学力・交渉力・財務の知識・MBA という箔…、などいろ

いろあるだろう。しかし、箔以外の大半は、海外の実践での OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニン

グ）でしか身に付かないのではないか。 

 であるからして、日本の本社で公用語を英語にしたくらいで、あるいは社会人大学院でMBA

（経営学修士号）を取ったくらいで、グローバル人材など育つわけはない。だから武田薬品工

業は買収したスイスのナイコメッドをコントロールするため差し迫ってそういう人材が必要にな

り、フランス人を COO（最高執行責任者）で招いた。 

 武田のような例は今後も続くに違いない。しかし、そうやって調達したグローバル人材も、そ

の多くは日本の企業には長く居つかないだろう。なぜなら日本企業の社内で出世する能力と

グローバル人材に求められる能力は、ほとんど一致しないからだ。 

 それでは日本企業を真のグローバル企業にするにはどうしたらいいのか？ 答えはシンプ

ルだ。最善の方法は、海外の大手企業と経営統合することだ。最近、半導体製造の東京エレ

クトロンはライバルの米アプライド・マテリアルと経営統合すると決めた。 

 こうなるともはや日本企業ではなくなるだろう。もうひとつが、武田のように経営者の座をグ

ローバル人材に譲ることである。国籍、人種、性別は不問。そして海外の競合大手との提携、

他社の買収やその逆も OK と伝える。要は、グローバル化を手段のひとつとドライに捉え、ひ

たすら会社を成長させることに集中できる人物に経営を任せる。 



 突然やってきた外国人経営者はイヤな奴に見えるかもしれない。うっかり騙され、会社を乗

っ取られそうになるかもしれない。しかし、仕事のできるグローバル人材は、勝つための手段

を選ばない。それでいいのだ。そういうキツイ人の下で日本人の社員はしばらく不遇の日々を

過ごすかもしれない。だが、そうした経験を経て、彼らは次第にグローバル人材になっていく。 

 グローバル化する世界に住むとはそういうことだ。 

騙されて、騙されて、騙されて強くなろう 

 日本からグローバル人材を輩出したいのなら、ホンワカした日本企業に、グローバル市場で

の戦い方を知っている外国人をどんどん受け入れることだ。それも上層部に入れる。 

 会社も社員も、騙されて、騙されて、騙されて、強くなるしかない。子供たちも小学校の低学

年から海外のサマーキャンプや留学に送り出そう。そこでも騙されて、騙されて、騙されて彼

らは次第に強くなる。 

 まるで楽しくない。しかし、それがグローバル化した世界で生きていくということなのである。 

 

 

 

上山信一の“あまのじゃく”改革談義 

 この連載では、“改革屋”の元マッキンゼー共同経営者である上山信一・慶応義塾大学総合

政策学部教授が、世間の本音を代弁し、世の中に転がっているおかしなことを次々と斬って

いきます。 

 



 

 

世の中を悪くする「お受験」メンタリティ 

就活はキャリアデザインよりもコネ！ 

2014年 3月 7日（金）  上山 信一  

 

 

 先頃、東北大学で大学入試に親が付いてきてバスが満員となり、受験生が乗りきれず、試

験開始時刻を遅らせたというニュースがあった。心配する親御さんたちの気持ちはわからなく

もないが、やりすぎだろう。しかしもっと不思議なのは受験生の心理だ。 

 昔なら、親に「みっともないから絶対に来ないでくれ」と言ったはずだ。大学受験だけではな

い。最近は一部の会社説明会にも親が来るらしい。それどころかネットサーフィンをしてみた

ら、「母親を 遠隔操作 ウェブ予約」という川柳があった。説明会の予約を母親に頼む学生も

いるようだ。 

幼稚園も就活も「お受験化」 

 私は、日本の就活は「お受験化」しつつあると思う。有名私立幼稚園の入園も「お受験化」し

ているが、あれと同じだ。わが国の「お受験」は低年齢化と高齢化が同時に起きている。お受

験とは、「今さえ我慢して頑張り抜けば、楽しい生活が待っている」という幻想に基づく努力で

ある。今の学生たちの多くは、私立の小中学校の受験を経験している。その成功（失敗）体験

の延長で、「就活さえクリアして一流企業に潜り込めば、一生、きっと安泰に違いない」という

幻想が蔓延しているようだ。 

 もちろん実際の人生はそんなもんじゃない。確かに有名私立の中高に行けばいい大学に行

ける確率は高くなる。しかし職業選びはそんなものではない。だが「お受験」メンタリティに侵さ

れてしまうと、誰かに聞いた勝利の方程式やマニュアルを信じやすい。 



 かくして、ノウハウさえ駆使すれば、ほかの学生はともかく自分だけはなんとかいい会社に

もぐり込み、楽な人生を生き延びられるはず…というギャンブル的願望を秘かに抱く。かくして

彼らは今日もエントリーシートをせっせと書き、リクルートスーツに袖を通し、次から次へと面

接をこなすのである。 

 誤解しないでいただきたいが、私は若者たちのこうした努力を否定するわけではない。何事

にも十分に調査して臨み、先達の助言を乞い、目一杯の努力をする。そうした姿勢は人生に

対する真摯さの表れであり、仕事にも生きてくる。立派なものだ。そういう真面目な若者をきっ

と企業も採りたいだろう。そのこと自体に何らいちゃもんをつける気はない。 

ありえない幻想を求めて 

 しかし、しかしである。現実を直視すれば、一流企業幻想は過去何度かに渡って崩壊してき

た。そして終身雇用もどんどん崩れている。書類で学生をふるいに掛け、面接でさらにふるい

に掛ける側も、本音では、もはや今の新入社員を定年退職まで面倒見切れるなんて思ってい

ない。なかには、転職活動をしながら面接官を務めている人すらいるだろう。それでも「うちは

いい会社。就職こそは人生の一大事。ウチに入りたいなら理由を説明しろ、誠意を示せ」と要

求する。 

 受ける側の学生もしたたかだ。同じ舞台に立つオーディションを受けるが如く、朝は「僕は、

食品こそが人の命に直結する尊い仕事と考えて志望しました」といい、昼には「メーカーよりも

流通業で生活者の味方になりたい」とのたまい、夕方になると「建設業が日本の未来を支え

ます」と断言するのである。まあいずれも決してうそではないが、そんなことをまだ何も知らな

い学生に言わせる企業の方もちょっとおかしいのではないか。 

 学生は、内心、「何となく〇〇産業に興味はある。だけど入ってみないとよくわからないなぁ。

まあ、何業でもいいからとにかく一流企業に入りたい。いや、どこでもいいから正社員になりた

い」といったものである。つまり、就活とは、キツネ（会社）とタヌキ（学生）の化かし合いである。

こんなのはおかしい。 

 ところで、就活は昔からあった。早くも戦前の 1929年に、就職活動のために卒業年次の成

績が悪くなるという批判が書物に記されている。また、就職協定は同じく 1929年の卒業生か

ら始まったらしい。「内定」という言葉もこの頃生まれた。 

 戦後は好況で企業訪問の時期がともすれば早くなり、就職協定が何度も形骸化し、見直し

された。いささか喜劇的に見える現在の就活の姿は、実は今に始まったことではない。しかし

それにしても、最近はエスカレートし過ぎだ。一人で50も60もエントリーシートを書いて提出す



るとか、半年間毎日走り回ってやっとの思いでこぎつけた最終面接でばっさり落とされた悲劇

とか、あまりにも熾烈な競争である。 

ネットによる「見える化」がよくない 

 就活の競争激化の背景には、もちろん不況がある。だがそれだけではない。ネットのおかげ

（せい）で誰でもどこでも興味ある会社を受けられるようになった。つまり就活の「見える化」が

進んだことが大きい。ネットで簡単にエントリーできるから、倍率が 50 とか 100 とかにもなる。 

 しかし、学生に「自分に向いた会社」を自由に探させるのは無理である。彼らは業種や職種

についてのイメージが描けない。幼稚園児に「将来何になりたい？」と聞くと、ケーキ屋さん、

花屋さん、そして電車の運転手や医者と言う。あれはほかの仕事を知らないからだが、大学

生も同じだ。見た目は大人でも、彼らは生活の身近にある産業（コンビニ、家電、食品など）か、

親兄弟の仕事か、自分の専攻分野に関連するものくらいしか仕事というもののイメージがな

い。だから昔は、「どうせよくわからない」とあきらめて、先生が推薦する会社や専攻分野の先

輩が多くいる会社に行った。それで世の中も人生も廻っていた。 

 ところが、この 30年ほどの間にリクルートという企業のサービスがじわじわと普及した。さら

にインターネットの普及で、世の中にはごまんと職業があること、豊富な選択肢があることが

「見える化」されてしまった。これはマクロ的にはいいことかもしれない。しかし、見なくてもいい

夢を多くの学生が見てしまうという現象をも招いた。 

 さらに罪作りなことに、畑違いの就職をしたけれど成功したという先輩たちの物語が巷にあ

ふれている。「バイオを研究していたんですが、金融に興味がわいて商品開発をやったらうま

くいきました」とか「文学部ですがコンピューターをいじっているうちにソフトの開発エンジニア

になりました」とかいうサクセスストーリーである。 

 こういう存在は珍しいからこそ取材されて記事になっている。だが、読む側の学生たちはそ

うは思わない。「ボクもワタシもこういう風になれるかも」「いや、たぶんなれる」というギャンブ

ル的願望をまたまたかき立ててしまう。かくして、頑張った先輩の事例が、成就しないミスマッ

チな願望を多発させている。 

 罪作りなのはメディアだけではない。企業もウソつきである。「ウチの門戸はフルオープンで

す。大学名や専門分野、性別での差別は一切ありません」という本音とは異なるスタンスをと

るのもよろしくない。いまどきは、どこもコンプライアンスを遵守するが故に、かえって世の中

が不透明になっている。この際、企業は「ウチは文系のオンナは要らない」「ウチは体育会重

視」などとはっきり言うべきだ。 



だから、コネ！ 

 さて、こんな複雑でややこしい就活の森に彷徨う若者を見ると、私は軽く肩を叩きたくなる。

「もういい、休め。そしてコネで就職しろ」と。 

 “コネ”とは何か？日経新聞の『私の履歴書』などを紐解くと、叔父の口利きでとか、野球部

の先輩に紹介されてとか、ノリ、流れ、はずみとしか言いようのないご縁で就職先を決めたと

いう話がよく出てくる。いずれも功成り名を遂げた人たちである。 

 彼らはおよそキャリアデザインなどというものとは無縁の流れで就職先を決めた。それでい

いのだ。なぜなら親戚のオジさんはその若者を子供のころから見てきている。その上で「あい

つは営業向きだ」とか「あの子は昔から算数が得意だから経理屋がいい」とか考えている。面

接で騙し合いの演技合戦をするより、このほうがよほど精度の高いマッチングができる。 

 ところでコネには 2種類ある。ひとつは「どうしようもない奴なんだけれど、なんとか引き取っ

てくださいな。その見返りはあとでこっそりご期待下さい」というやつであり、もうひとつは「こい

つはオススメ。オレの眼には間違いがない。絶対ウィンウィンだから」というものである。私の

言う“コネ”とは、もちろん後者である。 

 自分にはコネなんかないという若者も心配無用だ。興味のある会社でアルバイトやインター

ンをして、「これは違う」「これはいい」という大人たちの助言と手応えを得よ。あるいは知人を

紹介してもらえばよい。アルバイトやインターンは、エントリーシートの提出に比べると時間も

体力も使う。だから、あれもこれもいろいろ体験はできない。しかしそうやって実地体験を重ね、

大人たちの批評を聞きながら、人脈を広げながら、本当にやりたいこと、向いていることを探

る。 

就活より学びの多い、本気のインターン 

 ちなみに、アメリカの大学生は日本のような全員揃っての就活をしない。学生時代から思い

思いの企業でインターンをする。そこでお互いが気に入ったら就職に及ぶ。多くの人は、卒業

直後にすぐ就職しない。インターンを数か月やった上で本当の就職をする。しかもこの場合の

「就職」とは、中途採用の人の転職と同じ枠をめぐるポスト争いである。 

 要するに“新卒一括採用”という概念がない。このアメリカの仕組みは、学生に対して一見、

厳しいように思える。だが、何もわかっていない大学生にいきなり一生の決断をせよ、と迫る

日本式よりもずっと思いやりのある仕組みではないか。アメリカ式は、一見、厳しいようでいて、

実はあたたかい。お試し期間を経て、仕事というもの、社会というもののイメージを得てから勝



負に入る。日本の就活は逆だ。学生時代には広く門戸を開き、キャリア形成には一見やさし

いように見える。だが一回きりだ。実は冷たい。日本式の方が入ってから後悔する人は多い

だろう。 

 ちなみに日本企業にも最近は数日間の“なんちゃってインターン”がある。だがあれは面接

とほとんど変わらない。だましあいプレイの延長戦でしかない。お互いに化けの皮が剥がれる

くらいの時間を共にしないとダメだ。 

プランド・ハプンスタンス理論の教訓 

 ところで大学にも最近、キャリアデザインの授業やそういう名前の学部まである。しかし、大

学でそんなことを考えさせるよりも、大多数の学生は、アルバイトやインターンにいそしんだ方

がいいのではないか。 

 人事分野にはプランド・ハプンスタンス理論というものがある。これはいろいろ努力している

うちに、当初とは違った方向だが何とかキャリアが見えてくる、就職先が見つかるというもので、

なかなか奥深い。しかし、「当初とは違った方向」だからデザインのしようがない。 

 キャリアとは本質的には行き当たりばったりのものだ。だとしたらむしろ「行き当たりばったり」

でもなんとかやっていける力（白を黒といいくるめるプレゼン能力とかＩＴスキルとか大きな声と

か…）を付けてやるべきではないか。 

 もう一つ人事分野で大事な言葉に「人事は秘め事」というものがある。この言葉の反対語は

何か。いわずと知れた「いつでも、どこでも、誰でも」というインターネットの本質である。オープ

ンだの透明だのというネット時代の常識は人事や就職の世界には全く向かない。先ほどのよ

うなコネや行き当たりばったりと遭遇、成り行きに任せるのが一番だ。 

 適性試験だの自己分析だのを手掛かりにがんばって就活をして、たまたまいい会社に入社

したところで、その企業や職種の隆盛が何十年も続く保障は全くない。透明性の高い開かれ

た就職試験をクリアして一生の安泰を得る…なんて、しょせんは幻なのである。 

（構成：片瀬京子） 
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中高一貫校は、廃止せよ 

荒れた“公立”こそ、実社会の鑑 

2014年 3月 28日（金）  上山 信一  

 

 

 最近、中高一貫校が増えている。今では全国に 900校以上ある。1999年からは公立校もで

きて（宮崎、岡山、三重）、その数は今や 184校にもなる。中高一貫校が増えるのは、大学受

験で実績をあげているからだ。高校受験に惑わされずに、6年後に向けて腰を落ち着けて勉

強できる。また学力レベルのそろったクラスで効率的に勉強できる。中学受験目指して小学

生のころから勉強に励むようになるというメリットがある。 

 また、全寮制については、エリートの卵に全人格的教育を施すということへの期待もある。

年配の政治家や財界人の中には、こういう考え方が根強い。「日本がだらしないのは社会を

リードするエリート養成の学校がないからだ」「戦前は旧制高校があって人格見識の高い人

間を創っていた。欧米にもボーディングスクールがある。全寮制の中高一貫校をもっと作るべ

きだ」。 

 しかし、私は大いに疑問だ。私の周りには中高一貫校、特に有名私学の出身者がたくさん

いる。職業は医者、官僚、学者、銀行マンなど社会の中心にいる人が多い。立派に活躍され、

人柄、能力ともに申し分ない人がほとんどだ。だが、こと「政治」や「改革」となると彼らは驚く

ほどに不調法である。それはもう信じられないくらいどんくさい。何と比べてか。そりゃあ、あの

橋下徹や不肖、この私（一応「改革」を専門としている。今月、朝日新書から『組織がみるみる

変わる 改革力』を出したのでぜひご一読いただきたい）なんかと比べてである。 

 彼らとボクらはいったい何が違うのか。それは「荒れた公立中学校に通っていた」という点で

ある。おかげで私たちはケンカに強い。ちょっとやそっとのことでは驚かない。 



荒れた公立中学校こそが人間を鍛える 

 荒れた公立中学校では、毎日がサバイバルである。 

 まず椅子に座る前には必ず押しピン（画鋲）が立てられていないことを確認しなくてはならな

い。体育のある日には、体育着と運動靴が入った袋を椅子にかけていたらすぐになくなる。机

の脚にちゃんとくくりつけておく（おかげで今もイタリア旅行でモノを盗まれないのだ）。 

 そして、教室に入るときには、必ず引き戸の頭上にチョークまみれの黒板消しがセットされて

いないことを目視チェックしなくてはならない。…とにかく忙しい。片時も心が休まらない。 

 公立中学校でたまたま勉強ができたりすると大変だ。先生と番長の間を取り持つ外交官的

な役回りになる。番長が教室を飛び出したら、瞬時について行くか否かを判断しなければなら

ない。 

 ついていくときは、先生に目配せを忘れない。番長に追いついたら、一緒に授業をサボって

たこ焼きを食べる。機嫌がいい時は番長がおごってくれる。しかし帰り道には決まって彼は機

嫌が悪くなる。そして「お前、チェリオ買え」とささやかなカツアゲにあう。だがこんなことで番長

のガス抜きができる。おかげでクラスの平和が保てる。ついには番長の恋愛相談にのったり

もする関係を構築するに至る。これはまさにささやかな「政治力」ではないか。 

 それなのに、クラスに戻るとみんなの前でなぜか自分だけが先生に叱られる。 

 理不尽だ。理不尽に他ならない。しかし、小さな理不尽の連続は、まだ幼気な中学生に、人

生の無情について、そして社会や政治について深く考えさせる。そしてこうも考えさせる。「か

わいいあの娘はボクの板挟みの悩みをわかってくれてるかな」「こんな毎日でいいのだろうか」

「ここから抜け出すにはどうしたらいいんだろうか」などなど…。 

抜け出したいあまり必死に頑張る 

 やがて目覚める。必死に勉強をする。県立トップ高に行く。そしてついに理不尽な世界の脱

出に成功する。その達成感は何物にも変えがたく、親のカネで塾に行って「お受験」に合格す

ることに比べ、なんてすごいことではないか。 

 公立の小中学校の面白さは、ありとあらゆる境遇の同級生が同じクラスにいて、一緒に机

を並べるという環境にある。たまたま学区内に住んでいるという以外、何ら共通点のない児

童・生徒が 1つ屋根の下で深く付き合う。クラスは社会の縮図である。 



 社会のリーダーたる筆頭条件は、自分とは全く違うタイプの人たちともちゃんとやっていける

ことだろう。危険を察してヤバイ連中とは深く関わらない術も欠かせない。それを強く実感でき

るのが、公立の小中学校なのである。 

 ちなみに、番長と先生の板挟みという任侠映画的な状態には、後の人生でしばしば遭遇す

る。外資系企業の日本法人の社長がそうだ。日本支社のみんなの不満をなだめつつ、米国

本社のごきげんを伺いながら要求をのませていく。あるいは総理もそうだろう。国内の不満を

背負ってワシントンに赴く。 

 その意味で、公立中学は素晴らしい。社会の理不尽の渦中に放り込まれ、板挟みの連続の

中で人生の意味とか世の中のドメインを意識するようになる（社会の本質の理解）。そしてど

んな環境に置かれても、自分がとるべき立ち位置が瞬時に考えられるようになる（主体性の

獲得）。これこそまさに社会に出たときに必要とされる「生きる力」ではないか。 

 こういう生存能力は、ものわかりのよい同級生、ごもっともな先生しかいない（恐らく？）私立

の中高一貫校では磨かれない。 

 ちなみに公立の小学校も既に社会の縮図だが、みんな子供で単に仲良しだ。ところが、公

立中学になるといろいろな境遇が表に出てくる。しかもまだまだ子供な分、考え方や行動がか

なりストレートで残酷だ。 

 だから私は公立中学こそが人を鍛えると思う。もちろん、荒れている方がいいとは思わない。

また、いじめやそれがもたらす自殺などの問題は絶対に正当化できない。しかし、少々の理

不尽さの体験は、むしろ人生の足しになるような気がする。 

理不尽さへの耐性をつくる 

 なぜここまで言うのか。筆者のまわりでは私立の中高一貫校で育ったエリートの挫折が多

い。彼らは頭もよくて人柄もよい。人を疑うことを知らず、使命感もある。だから官僚や医者を

辞めて政治家になったりする。しかし、そこで思い切り伸び悩む。 

 ビジネスマンになっても一定のところまではいくが、あまりトップにならない。おそらく世の中

に対する見方が甘すぎる。たとえば「どんな人でも真摯に話せばわかってもらえる」なんてナ

イーブなことを平気で言う。だが、公立中学出身の私は「話せばすぐにわかる」ような人はもと

もとトラブルメーカーになっていないことを知っている。そしてそういうことはそもそも口にしな

いのが大事だと知っている。 



 今の若い政治家を見ていると、なんとも打たれ弱い。そして歯の浮くような理想論をぶち上

げたがる。「そんなもんもともと無理だろう」と言いたくなるような理想論やきれい事ばかりだ。

得てしてその手の政治家は、いいとこ育ちで、例の私立の中高一貫校育ちである。理不尽を

経験していないからきれい事で世の中が動くと勘違いしている。そしてそれができないと知る

と、大きく絶望する。 

 残念なことに、凶悪犯罪はなくならない。どんな時代にも小さな子供を殺したり、お年寄りを

騙したりして金を巻上げるような卑劣な輩が存在する。なぜだと悩み、やめろと叫んでも、こう

した犯罪はなくならない。世の中には金の為なら平気でウソをつく、あるいは言い訳ばかりし

て信用ゼロの奴がウヨウヨいる。倫理観のない人間もたくさんいる。それがリアル・ワールドな

のだ。 

 指導者になるつもりなら、こうした当たり前のことを、小中学校のうちに体で覚えておくべき

だ。何度か痛い目にあわされて理不尽を学ぶ。そしてそれを消化する。そこでやっとリーダー

になる入口に到達する。若くて柔軟なうちに体得させる。 

 こういう話をすると「世の中は理不尽だからこそ社会を変えるエリートが必要だ。エリートを

育てて彼らが人々を導くべきだ」とのたまう人がいる。まだ分からないノー天気なやつらだ。楽

観的にすぎる。世界を見渡すと、ならず者国家は決してなくならず、ギャングも根絶されてい

ない。 

 そもそも、中高一貫校が、本当の意味のエリートを輩出しているのか。主に受験秀才やテク

ノクラートを育てているのではないか（例外もあるが）。中高一貫校はもっともっと規模を縮小

していい。ましてや公立が税金を使って中高一貫校をつくる意味はない。 

強くなりたいなら、小中の教育は官に戻せ！ 

 日本人がひ弱な理由として、しばしば兵役のないことがあげられる。あれも理不尽を体験す

るいい場所だ。社会の縮図の中でプライバシーもなく、インテリも慣れない訓練を強いられる。

だがそれが韓国やイスラエルのモーレツビジネスマンを育てている。 

 あるいは中国では大学の 1年生は全員が 6人部屋（留学生を除く）での共同生活を強いら

れるそうだ。自宅通学や下宿は認めない。こうした経験こそがリーダーを創るのではないか。 

 官から民へと言われて久しい。だが小中学校の義務教育については、民から官へと戻して、

すべての人間がある程度理不尽な小中学校時代を経験するべきだ。私立の中高一貫校はこ

れ以上増やさない。そうすれば日本人はもっとタフになれるのではないか。そしていくらかは

政治家の胆力も上がるはずだ。 



（構成：片瀬京子） 

 

 

 

上山信一の“あまのじゃく”改革談義 

 この連載では、“改革屋”の元マッキンゼー共同経営者である上山信一・慶応義塾大学総合

政策学部教授が、世間の本音を代弁し、世の中に転がっているおかしなことを次々と斬って
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もう臭いものにフタはできない 

相次ぐ怪事件と“見える化”時代の読み方 

2014年 4月 11日（金）  上山 信一  

 

 

 最近、“見える化”という言葉をよく耳にするが、もともとこれは経営管理用語だ（日経ビジネ

スオンラインの読者なら当然ご存知だろう）。「作業工程をジャスト・イン・タイムの流れ作業に

変えて余剰在庫や工程の不具合を“見える化”する」とか「ビッグデータ分析で顧客の潜在ニ

ーズを“見える化”する」といった具合だ。 

 要するに、企業経営上の課題を、客観的視点からいち早く発見し、数値や色で可視化する。

問題点を“公表”することで是正を促す意味もある。“見える化”は最近はコーポレート・ガバナ

ンスやコンプライアンス関連でも使われる。それで、会社経営の“見える化”、という表現も出

てきた。そこで今回、私はさらに対象を広げ、社会や政治の“見える化”について考えてみる。 

相次ぐ怪事件 

 今年に入ってから奇妙な謎めいた事件が相次いでいる。いずれも政府や公的機関の権威

を揺るがす大事件である。 

〈事件 1 内閣府職員＠響灘〉 

 1月 20日、福岡・響灘沖でゴムボートに乗った男性の遺体が発見された。身元は何と米ミネ

ソタ大学大学院留学中の内閣府の30歳職員だった。その後、なぜか報道は途絶えた。しかし

韓国に出張したあとボートで日本に密入国しようとした、とか見せしめのために殺されてボー

トに乗せられた、とか眉唾なものを含めて諸説が漂っている。朝鮮半島、内閣府、米国、ゴム

ボート…まるでスパイ小説である。 



〈事件 2 STAP細胞＠理研〉 

 1月 29日、理化学研究所は STAP細胞の作成に成功したと発表した。主役は早稲田大学

で博士号を取得し、米ハーバード大学でも研究してきた 30歳女性だった。快挙だと世界が沸

いたが、その後の論文の不備と理研 vs本人のバトルという奇怪な展開は、読者がよくご存じ

の通りである。 

〈事件 3 天才作曲家問題〉 

 2月 6日発売の週刊文春に、天才とうたわれた耳の不自由な作曲家は、実は耳が聞こえる

上に作曲はゴーストライターがやっていたという記事が載った。この人の業績はNHKスペシャ

ルなどでも絶賛、紹介されていた。世間はすっかりだまされていた。 

〈事件 4 クリミア侵攻〉 

 2月 27日、ロシアがクリミアに侵攻した。もちろん国際的に批難を浴びたが、侵攻だけならよ

くある事件である。ところが驚いたことに、ロシア政府系の英語衛星テレビ「ロシア・トゥデー」

のキャスター2人が番組中に相次いでプーチン大統領や政府の軍事介入を公然と批判したう

えで、辞職を発表した。 

 2人のうち 1人は米国育ち、もう 1人のキャスターは米ワシントン D.C.のスタジオ勤務という

事情はあるものの、かつてのソ連の鉄の統制ぶりからは想像もつかない事件だった。 

〈事件 5 MH370便〉 

 3月 8日、マレーシア航空 370便が消息を絶った。驚いたのは、何日たっても行方が分から

なかったことだ。各国のレーダーによる防空網も、軍事衛星も GPS（全地球測位システム）も

全く頼りにならず、米国も中国も航跡すら捕捉できない。なんとマレーシア政府に至っては一

時期、祈祷師に墜落場所を探し当てさせようとまでした。 

怪事件に共通すること 

 このように、今年は謎めいた事件が立て続けに起きているが、よく考えると、これらには共

通項があるように思う。それは、もはやだれにも臭いものにフタができないという事実である。  

 最初の事件。もし日本が情報統制の完璧な国家なら、「内閣府の職員が変死」などというニ

ュースは全く表に出なかっただろう。普通の国ならこの手のヤバイ事件は報じられず、特権階

級の間だけでささやかれ、完全にもみ消されたはずだ。特定秘密保護法が問題になっている

が、少なくとも今のところは（幸か不幸か）我が国はまだまだ脇が甘いようだ。 



 背景にはおそらく官庁のタテ割問題がある。警察、海保、内閣府、外務省、人事院の間の連

携ができていない。ちなみに、第一報は出たものの続報がない。このあたり、日本国も“ちゃ

んと”しようという努力が始まっていることの証明かもしれない。 

 2つ目、STAP細胞の件。もしインターネットがなければ、あの論文の不自然な部分への批

判と疑惑は、これほどまでにきわどく暴かれ、流布されなかっただろう。なお本件は研究者本

人の信用だけでなく、理研、ハーバード大学、ネイチャー誌、早稲田大学などの権威も大きく

揺らいだ。 

 そしてこの事件のせいで、博士号の値打ちはもとより、バイオとか先端研究とかの花形でエ

ラソーだった業界全体の権威まで揺らいでしまった（ちなみに私は論文に不備があっても

STAP細胞が本当にできている可能性はまだ否定すべきではないと考えている）。 

 3つ目の作曲家の件。もしゴーストライターだった告発者が勇気を振り絞らなければ、現代

のベートーベンはやがて叙勲され、園遊会にも招かれていただろう。この事件の場合、だまし

た本人よりもだまされた“芸術業界”やメディアのダメージの方が大きい。 

 ちなみに、美術の世界も同じだ。2013年 10月 30日、朝日新聞は日展の不正問題を大きく

報じた。プロにしか分からない、あがめ奉らなくてはならない才能で権威を保ってきた芸術の

世界も、最近は、悲しいことにかなり身近に感じられる。 

 第 4の事件。もしロシアが今も旧ソ連時代並みに完璧な情報統制国家だったなら、政府系

テレビのキャスターは大本営発表だけを語り、口を閉ざしていたはずだ。何らかの“粛清”や

“報復”など身の危険を恐れてである。しかし、今回はキャスターが 2人も公然とロシア政府の

批判をした。この事実は重い。ちなみに、このニュースの読み方だが、2通りある。 

 ひとつは、「冷戦終結後約 20年を経てロシアの民主化が本当に進んでいることを示した」と

いう読み方。もうひとつは「この2人のキャスターは米国や西欧の勢力に影響されていた」とい

う見方である。だが、どちらにしても、ロシア政府の権威が損なわれたのは間違いない。ちな

みに、最近、政府の失態が世界中に流れ出す事件がよく起きる。マンデラ氏の葬儀でのニセ

手話通訳事件（南ア）とか、北京五輪の開会式での女の子の口パク唱歌事件（中国）など、情

報統制が厳しい国々ですら事実を隠蔽できなくなっている。そして我が国にも死刑の冤罪、袴

田事件がある。 

 第 5のMH370便問題。これまで俗説では、各国の衛星は地球上を 30～60センチ平方単位

のきめの細かさで監視できるとされてきた。そして現に 2013年 1月のアルジェリア日揮人質

事件では、我が国の内閣衛星情報センターの光学衛星がプラントの映像を映し出し、政府の

対策立案に使われたそうだ。 



 衛星だけではない。各国の地上レーダーも周辺ミサイルや飛行機の動きをもれなく捕捉す

ると信じられてきた。しかし、今回はこれらの装置が意外にダメだと分かった。マレーシア航空

だけでなく、各国の軍の権威も失墜したのではないか（そして今や私は UFOや空飛ぶ円盤の

実在を本気で信じ始めている…）。 

 このように、世界はどんどん“見える化”している。これら一連の事件は、軍、警察、諜報機

関、国営放送、国立研究機関などの国家権力や権威（大学・芸術団体など）が実はそれほど

完璧なものではなく、また、誰しも不始末を今までのように口先八丁や強権でごまかせなくな

ってきていることを象徴する。つまりいずれも「世界の見える化」を報じたニュースなのだ。 

 見えてしまったのは統制の甘い国家であり、大したことなかった権威であり、思ったほどで

はなかった技術である。この現象は企業でも同じだ。一流企業の不正や不祥事、事件の内部

告発が各国で相次いでいる（食材表示問題、宅配便の温度管理問題など）。今や、世界中の

虎が張子であり、王様は裸であることがどんどん明らかになっていく。こうした“見える化”は

権力のチェックであり、改善へのきっかけであり、歓迎すべきことだろう。 

“見える化”時代は後発者に不利 

 だがあまのじゃくとしては、ここで一石を投じたい。即ち、「果たして、何でも“見える化”しても

いいのか？」という疑問である。特にベンチャーや新人などの挑戦者にとって不公平になって

いないか。なぜなら、今、成功している先行者の多くは、今、起きているような“見える化”への

対応を免れて大きくなってきた。 

 例えば、英国はアフリカや中東の財宝を略奪して大英博物館を作り、今は涼しい顔をしてい

る。アメリカはハワイやカリフォルニアをだまし取ったのに、今や世界に平和と民主主義を布

教している。ところが新興国のロシアや中国が今の時代に同じことをやると、先進国から寄っ

てたかって「非民主的だ」とたたかれる。気の毒ではないか？そもそも私たちの日本も同じよ

うな悔しい想いをしてここまでやってきた。 

 個人レベルでもそうだ。はるか遠くを振り返って見ると、明治の元勲はもとより、戦後の政治

家の多くは、ばりばり仕事をこなす一方で、私腹も肥やし、第 2、第 3の家庭をあちこちに作っ

ていた。企業も同じで、今や一流といわれる大企業でも、創業期には今ならさんざんブラック

とたたかれる悪行を経てきた例も多い。そんな彼らがいまは1も2もなく、社会貢献だのコンプ

ライアンスだのと唱えている。 

かくしていかがわしき資本主義は去れり？ 



 そもそも資本主義は、（泥の中から美しいハスの花が咲くように）いかがわしいところ、私利

私欲から成長していく。また国家の発展プロセスにおいてもいわゆる開発独裁のステージと

いうものがあって、民主主義をある程度犠牲にしながら、特定の分野、地域、企業を優遇して

全体の牽引を図るやり方がある。 

 そうした歴史上の現実に照らすと（正しいか否かはさておき）、現代の何でも“見える化”した

時代に頭角を現そうとするベンチャー、個人、新興国はちょっとかわいそうだ。いかがわしさや

乱暴さをテコに強引に成長するパターンは、だんだんとりにくくなってきた。 

 だがそれが今の世の定めであり、ゲームのルールなのだ。ルールが変わった以上、“見え

る化”は避けられない。だとすれば発想を変えて、今後はどうやって先手を打って「“見せたい

こと”を見せる化”するか」を考えるべきだろう。かくして、今後は“見せる化戦略”が経営課題

になるに違いない。 
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もうすぐに来る？“0円スマホ”時代 

誰が「格安スマホ」で消費者の懐に入り込めるか 

2014年 4月 25日（金）  上山 信一  

 

 

 今月 4日、イオンが月額 2980円の格安スマホを売り始めた。2週間後、ビッグカメラが 2830

円で追随し、ヨドバシカメラも計画中らしい。おそらく、もっといろいろ出てくるだろう。 

 こうした格安スマホは、流通業者による「PB（プライベート・ブランド）商品」、つまり「大手ブラ

ンドより品質は劣るけどすごく安い」、というお買い得商品の一種と考えられる。 

 流通の PB商品は、当初はお菓子やサラダオイルから始まり、最近は自転車や家電製品な

どに広がった。それがついにスマホに及んだといえる。だから売るほうも買うほうも、“安さ”に

着目する。マスコミも既存の大手携帯 3社に与える価格破壊の可能性をしきりに解説する。 

 確かに格安スマホの出現は、大手携帯 3社の寡占構造や高値安定の構図を変えて行くだ

ろう。だが、私は格安スマホが流通業にもたらす衝撃は、それ以上に大きいとみている。なぜ

なら電子取引の約 4割（年間 1.3兆円）がスマホ経由になっている。スマホは人々のポケット

の中の店舗である。流通業にとってスマホ戦略は、街中店舗の出店戦略と同等の、いやそれ

以上の重要な戦略課題になると思う。 

 流通業にとって、格安スマホとは、もはや“商材”、つまり売り物ではなく、“売り場”である。

つまり、生き残りに不可欠な新業態（流通チャネル）、なのだ。 

“0円スマホ”の予感 



 なぜスマホは、“売り場”なのか。通常は一人が一台の端末機材を持ち、それと長く付き合う。

その端末経由で電子取引もメールもする。だからスマホは、行きつけの近所のモールや最寄

り駅にも似た安定的な地位を得る。 

 ただし、今のところスマホは、どの機種、どのキャリア（携帯会社）でも、画面の構成は同じだ。

どのサイトにも自由にいける。機種やキャリアで特定の電子モールに誘導されることも、勝手

に CMが出てくることもない。きわめて中立的な存在である（コンテンツ・フリー）。しかし、これ

からは違ってくるかもしれない。消費者が納得しさえすれば、流通業者がスマホの料金を超

格安、あるいは“0円”にするのと引き換えに、自社サイトや CMに優先的に誘導する仕組み

が作れる。 

 たとえば、“0 円スマホ”の電源を入れると自動的に流通企業のポータルサイト（電子モール）

が立ち上がる。あるいはポータルが初めからヤフーと流通業者の共同サイトになっている。グ

ーグルなど他社のブラウザーやヤフーやアマゾンのサイトにはそこを経由して入る・・・といっ

たことが起こりうる（筆者の勝手な想定でしかないが）。もちろんアマゾンや楽天などのサイト

でもモノは買える。だが電子取引のサイトの事業者は必ず電子モールにコミッションを払う・・

といったビジネスモデルが成立しうる（細かいところはさておき）。 

 もし、これが実現したらすごい。顧客一人ひとりのポケットの中に自社のショッピングモール

を建設するのに等しいのだから。 

ガラケーは、ついに絶滅か？ 

 たとえば、流通各社が「端末価格＝0円、月額データ通信料＝0円、個人負担＝電話代だけ」

というスマホを無料で貸し出し始めたとする。ガラケーはいまだに全国で 47％のシェアを保つ

が、ついに激減し、かなりの人がスマホを使うのではないか。 

 “0円スマホ”を戦略的に使えば、国民の大部分を自社の顧客に囲い込むことすら夢ではな

くなるだろう。現在、ガラケーを使う消費者の多くは、ネットに興味や必要性をあまり感じてい

ない。あるいはスマホ化の追加コストを負担したくない人たちだ。ところがその層を一気にスマ

ホ化させるとともに、顧客として囲い込めるのだ。 

 彼らの多くは休日に家族みんなで大型モールに出かける。イオンモールなど大手の流通事

業者は、もともとリアルの世界で培ったブランドと信用を誇る。彼らがモールの店頭で“0円ス

マホ”を貸し出せば、圧勝できるのではないか。 

 ところで、流通業者は、どうやってスマホを無料で貸し出せるのか。無料化の原資は、第 1

にスマホ経由の電子取引のコミッションである。またリアル店舗でも、その会社のスマホを見



せたら会員料金を適用といった仕組みで顧客を囲いこむ。第 2には電波のまとめ買いによる

仕入れコストの縮減である。そして、第 3には顧客動向に関するビッグデータの収集と活用で

ある。“0円スマホ”を貸し出す際には、ビッグデータ収集に協力することを約束してもらう。そ

してプライバシーを損なわない範囲でどういう属性の消費者がどういうモノを買う前にスマホ

で何を調べたか、といった情報を蓄積してマーケティングに使っていく。そこから自社の将来

の収益改善の余地が洞察でき、そこから得た知見は他社にも外販できるのだ。 

“O2Oマーケティング”への正攻法 

 最近、“O2Oマーケティング（オンライン・トゥー・オフライン）”という言葉をよくきく。これは、オ

ンからオフへの誘導、つまり「ネットで見たことがきっかけで実店舗への来店につながり、お買

い上げに至る」という消費者行動を期待した言葉である。誰がはやらせているのか？流通業

界向けのコンサルタントやメディア、学者たちである。だが現実はまったく逆で極めて厳しい。

家電量販店などではオフからオン、つまり来店したが商品だけ確かめ、モノは自宅でネットで

買う（ショールーミング）消費者の増加に悩む。 

 それに対して「逆もあるから一緒に実現の方法を考えよう」というのが O2Oマーケティングな

のだが、現実は全然甘くない（既存の顧客に寄り添うコンサルタント業としては正しいマーケ

ティングなのだが・・）。こうした現実に苦しむ流通事業者にとって“0円スマホ”という現物デバ

イスを使って消費者の懐に入り込む作戦は、正攻法、かつ起死回生策になるのではないか。 

 消費者は忙しい。モノは溢れている。流通業者が、消費者の気持ちをモノの購買に向けさ

せるのはたいへんだ。そのひとつの手段がスマホという身近な生活用品を支配することなの

だ。 

 考えてみるとネットの時代といえども近所の老舗スーパーはなかなか廃れず、居間の真ん

中のテレビの CMはいまだに影響力を発揮している。要は消費者の家の中に入り込み、ある

いは日常生活に密着する存在はしぶとい。スマホはその中核になる。 

 スマホ戦略の展開においてとりわけ見習うべきは投げ込みチラシ（ポスティング）である。同

じ紙媒体の新聞や雑誌は苦戦し、きれいな DM も封筒ごとゴミ箱に直行する時代である。とこ

ろが投げ込みチラシはかえって好調である。ポストに入れられると必ず家に連れていってもら

い、広げられ、一瞥されてからゴミ箱に行く。わずかな時間だが認知度という意味ではたいへ

んな影響力である。“0円スマホ”も、投げ込みチラシを全戸配布するくらいの勢いで各戸に配

ってもいいのかもしれない。 



 “0円スマホ”は、最初にやった事業者が機種交代までの間は一人勝ちする。スマホを制す

るものは、流通を支配する。誰かこの可能性に気がつき、“0円スマホ”に挑戦してもらえない

だろうか。 

 

 

 

上山信一の“あまのじゃく”改革談義 
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ビッグデータはヒトを家畜化する 

人畜管理社会の予感 

2014年 5月 23日（金）  上山 信一  

 

 

 ビッグデータの活用でバラ色の未来が来るといわれるが、本当か。 

 ビッグデータと聞くたびに、私は幼い頃に読んでドキドキした宮沢賢治の『注文の多い料理

店』や、高校の英語の副読本で読んだジョージ・オーウェルの『アニマル・ファーム』を思い出

す。 

 これらの小説ではヒトは家畜として扱われ、またそれこそが人間の本質だと教える。ビッグ

データという技術は、便利な社会をつくる半面、小説に描かれていたヒトが家畜化した世界を

現実化させるような気がする。 

まずはモノや動物のチェックから 

 ホンモノの家畜の世界では、新型インフルエンザなど疫病の管理が大きな課題になってい

る。鳥インフルエンザにしろ、BSE（牛海綿状脳症）にしろ、家畜の病気はやっかいだ。なにし

ろ飼い主の人間も家畜の親戚である。病気が移れば、ニワトリ 1匹から始まって、何百万もの

人が死亡しかねない。 

 ところが、家畜は食べ物であり、量産の対象だ。予防や治療に人間のようなコストはかけら

れない。定期検診もやっておれない。一方で、家畜は「今日は朝から熱っぽくて」とか言ってく

れないから厄介だ。そこでどうするか。ここでビッグデータの登場である。 



 1頭 1頭、1匹 1匹にセンサーをつけ、体温や息遣いなどを定点観測する。群れの中に一定

割合で異常を感知したら、即、隔離といった手段をとる。いずれは集団のデータの経時変化

に気象情報を組み合わせることで、流行のタイミングや確率、伝染ルートなども予見できるよ

うになるだろう。 

 センサーはすでにモノの監視と遠隔制御に使われている。中国電力は、原発の機器類に各

種センサーを付け、異常値を見つけることで故障発生の予測をしている。先進各国では老朽

化が進んだ橋にセンサーが付けられ、劣化の状況や崩落のリスクを監視する仕組みが出来

つつある。 

 そして、コマツは建機に取り付けたセンサーと発信機から、車両の位置や稼働状況などの

情報を収集、分析し、建機の「健康状態」と「稼働状態」を把握している（すでに有名な

“KOMTRAX”である）。さらに、鉱山などで無人でダンプを働かせるシステムまで完成させてい

て、この映像は驚異的だ。 

 “馬力”という言葉が象徴する通り、建機は牛や馬など家畜の成れの果てである。センサー

と IT（情報技術）がカウボーイや羊飼いの仕事に取って代わりつつある。 

 さて、こうして家畜にもモノにもセンサーが付けられる昨今、人間だけが特別扱いというわけ

にはいかないだろう。 

スマホと車が人を管理する時代 

 実は、すでに我々は好んでセンサーを身につけている。携帯電話と車である。持ち主がだ

いたいどのあたりにいるかは、携帯電話と基地局の交信状況からわかる。個人は特定せずと

も、今日の京都駅は新幹線との乗り換え通路がかなり混んでいるとか、大阪御堂筋はすごい

人出だが、車は少なく、人は 8割方が北に向かって歩いている、といったことが把握できる。 

 この延長線上では、ヒトの集団を家畜的にとらえて群集管理ができる。例えば、これ以上新

宿駅のホームに人が集まったら危険だとコンピュータが判断すれば、権限やら指示系統は別

として、JR東日本、小田急、東京メトロ、京王の各線の列車を止め、改札規制をして駅構内へ

の人の流入を止められたりする。 

 さらに、人々が腕時計とウェアラブルセンサーが一体化した機器を身につけるようになれば、

インフルエンザの流行期に高熱の人が見つかった地域への人の流入を制限し、蔓延を防ぐと

いったこともできるだろう。あるいは駅の改札でそういう人を見つけたら、拉致（隔離）して病院

に送り込んでしまう…といったことも起こりうる。 



 車の動きもヒトの動きを測るセンサーとなる。既に道路の渋滞状況はリアルタイムで分かる

し、例年のパターンやお天気から渋滞予報が出されている。空いている駐車場への誘導など

ももうすぐ始まるだろう。 

 そして将来的には、一般車両も KOMTRAX並みに管理するようになると、自動運転が実現

する。さらに突き進めると「渋滞のないところを 1時間半通ってどこか海の見えるレストランに

連れてって」とハンドルに語りかければ、適当に見繕って車がドライブに連れて行ってくれる…

という世界もあり得るだろう。 

 そんな馬鹿な…と思う方もいるかもしれない。だが、我々は既にスマホに予算や目的を入力

して今夜の会食のレストランを選ばせ、スマホの先導に従って道を歩いている。スマホや車に

休日の行き先や人生の航路を握られる日はもうすぐそこに来ている。 

 ちなみに、私たちを支配するのはスマホと車だけではない。私たちはすでにテレビに脳を支

配されている。そしてテレビが政治を動かしている。ビッグデータを使った事前予測でなじみ

が深いのは、選挙速報である。開票率わずか 3％などで当確が出たりする。あれなどはまさ

に標準偏差から外れる人が少ないこと（ユニークな候補者に票は集まらない）をよりどころに

している。この意味で、選挙速報が精度を上げれば上げるほど、私たちは選挙に行く気がし

なくなるのではないか。これも実はデータによる支配といえる。 

資本主義はビックデータと相性がいい 

 ビッグデータはヒトの生産性を飛躍的に上げるだろう。ドラッカーも、20世紀は機械と石油の

おかげでブルーカラーの生産性が上がった。21世紀はパソコンとビッグデータがホワイトカラ

ーの生産性を上げるだろうと予言していた。 

 面白いのは、この場合のデータの位置付けだ。石油は使えば枯渇していくが、データは枯

渇しない。データは使えば使うほど蓄積され（ますますビッグになっていく）、精度が上がり、蓄

積した量がますます質の向上を導く。そして資本主義は右肩上がりの成長曲線を好み、ひた

すらデータ量を増やしていく。この意味で資本主義とビッグデータは親和性が高い。 

標準偏差を外れるリスク 

 ビッグデータによるヒトの管理が進むと、効率の高い管理社会が訪れる。そして標準偏差か

ら外れる行動が、未然にチェックされるようになるのではないか。すでに韓国では 13歳未満

の児童に性犯罪を犯した者に対してセンサー（電子足輪）を付けているし、米国のニュージャ

ージー州でも性犯罪者の住所を公開している（ミーガン法）。 



 日本では、ビックデータを使わずとも、標準偏差から外れる人のチェックが始まっている。メ

タボ健診で腹囲が何センチだから食事制限をしろと会社から言われたり、企業の健保が社員

の健康指導をしたりするというのはどこにでもある話だ。パナソニックなどでは上司経由で健

診、保健指導の連絡が来る仕組みが運用されているらしい。 

 メタボ健診の例は、過去の数多くの事例から出した因果関係が証明され、本人にとってもメ

リットがあるからいい。しかし、いずれセンサーの情報だけを手掛かりに、「公序良俗を乱しそ

う」、「病気になって健保会計に負担を与えそう」という理由で特定の人々の行動を予測し、そ

れを未然に抑制する社会になるかもしれない。 

 例えば、ある人が何度も飲み過ぎて終電間際の駅で暴れて電車を遅延させたとする。その

記録を SUICA（スイカ）やパスモ、ピタパが把握して、改札を通ると駅の非常ベルが鳴り、駅員

が出てくるとか、さらに将来はスマホにヨッパライのマーカーセンサーが埋め込まれ、居酒屋

に入った途端にアラームが鳴って「もうお客様にはお酒をお出しできません。ルールですから」

と言われたりするのではないか。 

 そんなものには騙されない、オレはデータなんぞには振り回されない、と拳を固める方々も

いらっしゃるだろう。しかし我々は、日々知らないうちに自ら管理されることに馴れていってい

る。iPhoneの Siri、Google Nowに面白味を感じている人は、すでに危ない。私などはアマゾン

のお薦め本のリストを見るのが楽しみになり、感心してたまに本当に買ってしまう。Google 

Nowに「雨が降るから早く帰ろう」と言われたら、日本人の多くは何も疑わずそれに従うので

はないか。 

機械に考えてもらう気楽さ 

 こういう人が増えるのは、管理する側にとっては素晴らしい社会だ。だが、管理される側も、

意外に居心地がいいのではないか。なぜなら「安心・安全」が保障されるうえに、難しいことを

考える必要がなくなる。 

 もともと日本人は与えられたルールや制度、システムに身体を合わせるのが得意だ。パフォ

ーマンス集団の「WORLD ORDER」もびっくりするくらい、システムの要求に沿うに違いない。 

 こうしてシステムに管理され、もともと清く正しくおとなしい日本人はますますそうなる。つまり

日本人の均質家畜化（人畜無害化）が進み、やがて非常に高効率で、あたかも共産主義のよ

うな社会が実現する。 

 あわせて、生産性は極致にまで高まり、人々はついに労働から解放されるかもしれない。そ

して人々はシステムや政府が用意した暇つぶしのための娯楽メニューを淡々とこなし日々を



過ごす。こうして共産主義は階級闘争によってではなく、ITによって実現されるのではない

か。 

システムの家畜と化す 

 ところで IT社会において国民を管理するのは誰か。独裁者や官僚ではない。主役はシステ

ムである。確かに官僚は効率が大好きで、国民を管理することが好きだ。しかし、彼らは自ら

管理されることにも快感を覚えるのである。 

 つまり国民が羊だとしたら、官僚は牧羊犬でしかない。彼らは決して本当の支配者、羊飼い

にはなれない。システムが彼らを手足として使う。ところで、システムは何を糧に仕事をするの

か。それこそがビッグデータなのだ。このようにして村上春樹の『IQ84』ではなく、ジョージ・オ

ーウェルの方の『1984年』が、ついに実現するのである。 

（構成：片瀬京子） 
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政策学部教授が、世間の本音を代弁し、世の中に転がっているおかしなことを次々と斬って

いきます。 

 



 

 

“長寿破産”を避ける 4つの方策 

もう政府には頼れない 

2014年 6月 6日（金）  上山 信一  

 

 

 「豊作貧乏」という言葉がある。農産物が採れ過ぎて価格が暴落する。それで採れ過ぎた野

菜をブルドーザーで土に埋めたりするのだが、最近は見かけなくなった。代わりにこれに似た

現象として、今後は高齢者たちの「長寿破産」、つまり予想外に長生きし過ぎて資産を使い果

たす人が出てくる気がする。 

 すでに“長生きは人生のリスクのひとつ”とされ、それに備えるために年金制度がある。しか

し、今のベースで掛金の不払いが続くと（全体の 4割、若年層では半分以上が払っていない）

先行きはわからない（政府は大丈夫だと言うが…）。そこで今回は「長生き」の是非（!？）につ

いて考えてみたい。 

長寿による財政破たん 

 実はわが国の財政は、人口の高齢化による“長寿破たん”のリスクにさらされている。言わ

れ尽くしたことだが、高齢化が進むと社会保障費、とりわけ医療費が増え、財政を圧迫する。

自治体も同じだ。大阪府の場合、現在、約 1.55兆円もの公費が医療費に投入されている。そ

れが 2025年には 1.7倍の 2.6兆円になる見込みだ。介護保険も同様で、公費の投入はこの

間に約 2倍（2982億円から 6365億円へ）に膨れ上がると予測される。 

 医療費は会社が負担しているし、自分でも払っているはず、と思われるかもしれない。だが

実は、国民医療費の 4割は税金でまかなわれている。 

 国民の長寿で財政が破たんする・・・それが 21世紀の現実である。 



長生きはよくない？ 

 しかし「国民が長生きすると国家が困る」というのは妙な話だ。なぜなら世間では還暦だの

米寿だの長寿の人を囲んでお祝いをしているではないか。各地の市町村も最近まで長生きし

たら敬老の祝い金を出していた。そろそろシニアの仲間入りをする私（56才）としては、年を重

ねて何が悪いと言いたくもなる。 

 しかし、長生き自体は個人や家族にとっては良いことでも、マクロでみると国や社会にとって

（あるいは会社にとっても？）必ずしもよいことではないようだ。なぜなら仏教では「人の一生

は生老病死」と言うとおり、人は長生きすると病気になりやすい。それでお金がかかる。 

 国民全体が長寿化すると、マクロでみた医療費や介護費が増える。一方で、生産年齢人口

が減ると、税収減とダブルパンチだ（相続税が増えても一時的でしかない）。 

 そこで長寿破たんを回避する財政戦略が必要となるのだが、それは理屈の上では次の 2つ

しかない。 

オプション 1．国民には現役時代はせっせと働いてもらい、リタイアしたらさっさと死んでもらう 

オプション 2．リタイアしても病気にならず元気で長生きしてもらう 

 言うまでもなく、1より 2がいい。年をとっても元気で医者にかからずにいてもらうのが上策で

ある。しかし、そうならない場合、つまり病気の老人がどんどん増えて、しかも寝たきりのまま

長生きをされると、財政破たんの要因になる（あらかじめお断りしておくが、ここでは善悪の議

論をしているのではない。財政に関する事実を述べているに過ぎない）。 

 長寿だが不健康、特に寝たきり状態というのは、本人が幸せでない。医療と介護の費用が

かさむし、家族の負担も大きい。その上、国家の財政も圧迫するのだからよくない。 

 さて、オプション 2が無理なら、論理的には、オプション 1、つまり長寿化自体をストップさせ

てコストのかかる老人を作らないという考え方になる（ちなみに私は決して「年寄りは早く死ね」

と言っているわけではない。国家財政の都合だけについての話なので、冷静にご理解いただ

きたい）。 

酒、煙草の威力はすごかった 

 実は、我が国を含む先進各国は、これまではどちらかというと、オプション 1でやってきた。

昔はもともと国民が長寿でない上に、国家が率先して酒と煙草を売って税収を得てきた。昔



は今よりも肉体労働が多くて過酷だった。それを忘れるために労働者は酒と煙草を愛し、同

時に国家はこれらを専売事業として育て、煙草税や酒税という安定収入を得た。 

 だからどこの国も政府が飲んだくれと喫煙者を育ててきたとも言える。そして、労働者たちは、

酒と煙草のせいで寿命を縮め、仕事から引退するとわりと早くに亡くなった。オプション 1を周

到に狙ったわけではないが、財政の都合だけからいうと、実に効率的な仕組み（ビジネスモデ

ル！）だった。 

 ところが最近は違ってきた。ホワイトカラーが増え、誰もが健康に気を使う。それで人々は酒

と煙草から離れてしまった。税収は減る一方で、医療、介護費がかさむ。もはやオプション 1

のビジネスモデルは成り立たない。となると、これからは国家戦略をオプション 2にシフトする

しかない。 

元気で長生きの決め手となる 4つのタイミング 

 病気にならずに長生きする国民を育成するには（なんだか家畜を育てるみたいな言い方だ

が）、人生の各ステージでタイムリーな策を施さなければならない。専門家の話を聞くと、75才

以降の健康長寿の決め手となる大事なタイミングが、それより前の人生で 4回あるそうだ。 

 1回目は幼児の頃である。永久歯を虫歯にさせず、歯並びを早めに矯正する。そのことで一

生虫歯を防ぎ、入れ歯なしで人生を全うさせる基礎を作る。ちなみに今の日本人は、65～74

才の 40％、75才以上になると 50％が入れ歯をしているが、これは異常に高い。 

 ヒトが最終的に死ぬ要因の一つは、食べられなくなることだ。 

 これについていうと、入れ歯よりも自分の歯の方が硬いものを噛めるし、快適だ。だから、年

を取って歯の具合が悪くなって食が細るのを避けるには、自分の歯を残すのがよい。入れ歯

の回避策は、実に幼児の頃の歯の手入れから始まるのである。なお、矯正も大事だ。見た目

の問題だけでなく、歯と歯の間に食べかすをためないという意味もある（詳細は次号の歯科

医との対談で詳しく紹介する）。 

40代の節制が鍵 

 2回目は、40代、働き盛りの頃の摂生である。糖尿病が生活習慣病と呼び改められて久し

いが、アルコール、煙草、食べ過ぎ、運動不足、睡眠不足などの生活習慣が元で罹患する病

気は、高血圧をはじめ脳卒中、心臓病など数多い。ガンの確率も上がる。 



 病死の原因を分析すると、第 1位はガン、第 2位は心疾患、次いで肺炎、脳血管疾患…と

続く。また、これらの病気の原因を調べると、図のとおり生活習慣によるものが多い。男性の

場合、危険因子の筆頭は煙草である。次は高血圧と運動不足、飲酒の順だ。ちなみに睡眠

不足も肥満につながり、よくない。 

 

（注）上位９番目までを掲載 

出典： 大阪府市医療戦略会議提言（2014.1.31） 

セデンタリーに注目 

 ところで最近の研究によると、体を動かす時間を 1日 10分増やすだけで、かなり体にいいら

しい。ずっと一日一万歩と言われてきたが、それにこだわる必要はないようだ。キーワードは

セデンタリー（Sedentary＝じっとしている時間）である。これが 1日 10時間を超えると死亡リス

クが 3割上がるらしい。 

 走らなくてもよい。単にじっとしている時間を減らせばよい、というのはデスクワーカーや運

動嫌いにとって朗報ではないか。ともかく、生活習慣しだいで防げる病気は多いのだ（セデン

タリーのほか健康増進の新しい発見やアイディアの詳細については、慶応大学のヘルスサイ

エンスラボのニュースレターで詳しく紹介（誰でも登録購読可能）している）。 

 このように、「メタボ検診や健康診断を受け、腹八分目、寝る前 2時間は何も食べず、よく歩

き、よく眠る…」ことが健康長寿には必須となる。 



 しかし、こんな聖人みたいな生活を徹底するのは難しい。多くの人は、忙しいだの面倒だの

と言い、そして最後の最後には仕事の都合という名のもとに健診を回避し、不摂生を続ける。

まだ若いつもりの 30～40代も問題だ。将来のリスクはこの頃から蓄積されていく。不摂生とい

う私たちの性根をどうコントロールするかは国家戦略課題である。 

 ちなみに「ランニングブームが日本人を健康にする」といった夢を見てはならない。ランナー

の大半は健康オタクである。ランニングブームは、もともと健康な人をますます健康にするだ

けであり、国家戦略としての健康長寿にはほとんど貢献しない。 

機械に管理させる 

 取り組むべきは、健康に無関心な人たちの意識を根底から変え、将来の病気を未然に防ぐ

ことだ（だから「未病対策」とも言われる）。しかし、ヒトの意識や動機づけは極めて難しい。何

らかの強制力を使うしかない。1つは金銭的圧力である。例えば、健保組合が健康診断を受

けない人には罰則を課し、保険料を値上げする。あるいは健診や健康指導を受けずに発病し

たら治療費は保険適用外にする、というくらいのルール作りが必要だろう。 

 もう 1つは前号でもふれたウェアラブルセンサーとビッグデータの活用である。孫悟空のアタ

マには鉄の輪がかぶさっていて、三蔵法師が指示すると頭を絞めつけるという、あれ（緊箍

児・きんこじという）である。飲み過ぎるとパンツのヒモがギュッと絞まるとか、リストバンドがピ

コピコ言い出すといった実力行使がありえる。 

転ぶことの怖さ 

 タイミングの 3回目は、足が弱って、転んで足を痛めたときのリハビリだ。年を取ると頻尿に

なり、夜中によくトイレに行く。寝ぼけまなこで暗がりを歩き、つまずいて転ぶ。足やひざをくじ

いて、松葉づえや車椅子の世話になる。だが、そこで足をかばって病院で寝て過ごすと、危な

い。一気に足腰が弱って、寝たきりになる。優しい看護師さんの笑顔に囲まれて、病院に長居

してはならない。さっさと家に帰ろう。そして、毎日リハビリに通おう。 

 良心的な病院なら早いうちからリハビリを勧める。しかしそうでない病院は、単にベッドに寝

かせておく。看護師が不足しているから寝かせておいた方が楽だし儲かるのだ。そんな病院

にのんびり長居をすると、寝たきりになって足腰がますます弱り、一気に全身が衰えていく。 

 だから高齢者にとって夜中のトイレは鬼門である。転ぶリスクを考えたら、恥ずかしがらずに

部屋にシビンを置くべきだ。 



認知症も早期発見が大事 

 4回目は、認知症の症状が見えてきたときだ。厚労省の推計では、65歳以上の高齢者の

15％が発症する。これは、早期に発見できて正しく対応すれば、進行を遅らせることができる。

何度も同じ質問をする、物を置き忘れて探すことが多い、どこにしまったか分からない、など

本人や家族が違和感のある“物忘れ”を感じられるようになったら、認知症の専門医に早く相

談する。 

 というわけで、寝たきり防止にはリハビリが欠かせず、認知症の進行防止にも専門医が欠

かせない。ところが、どちらも足りない。また、医療機関と介護機関の連携ができていない。例

えば、退院後の老人の世話をするヘルパーに対する医師の助言が伝わる仕組みができてい

ない。 

 あるいは、認知症だとヘルパーが思っても、症状を医師に伝える仕組みがない。市町村に

は「医療介護連携パス」という制度が一応あるが、現実に機能している地域や病院は限られ

る。うまくいかないことの背景には、医療は都道府県の担当、介護は市町村の担当という行

政間の分断構造がある。だから治療も介護も、そしてリハビリも早めにしておけばいいのが、

他人任せだとどうしても遅れがちになる。 

 かくして現状では、介護者の気付きが遅いために重症化してからやっと治療を受けたり、ほ

とんど歩けなくなってからやっとリハビリが始まったり…というちぐはぐが起きている。こうした

初動の遅れが各地で重なる中で長寿化が進むと、医療費はますます増加し続けるだろう。 

まずは両親のケアから 

 当面は、自分たちの身は自分で守るしかない。そして行政も医療機関も介護機関も驚くほど

タテ割りで連絡が悪いということを肝に銘じよう。その間のつなぎは本人や家族がやるしかな

い。 

 まずは両親のケアからだ。“早期発見”、“早期対策”は医者やヘルパーに任せていてはダ

メだ。また、本人が言う「大丈夫」というのも、即座に信じてはいけない。よくよく観察する。そし

て制度の間のヌケを補う。そしてまた、ご自身の経験をもとに、お住まいの自治体、そして国

の制度のおかしさにも問題提起をしていただきたい。 

 

上山信一の“あまのじゃく”改革談義 



 

 

虫歯は治せば治すほど老後がつらい 

「チョコレート歯科医院」の挑戦（上） 

2014年 6月 20日（金）  上山 信一  

 

 

上山：今日は栃木県鹿沼市にあるチョコレート歯科医院の加藤大明先生に来ていただきまし

た。今日はよろしくお願いいたします。 

加藤：こちらこそよろしくお願いいたします。 

（名刺交換） 

上山：加藤さんの名刺の裏にはクイズが載っていますね。「虫歯になりやすいのはどちらでし

ょうか？ A.大きなチョコをいっぺんに全部食べる、B.３つの小さなチョコを 1つずつ 3回食べ

る」 

 



なぜ「チョコレート歯科」なのか 

 

加藤大明（かとう・ひろあき） 

2003年：福岡県立九州歯科大学卒業、福岡県立九州歯科大

学大学院（予防歯科）。2006年：日吉歯科診療所（山形県酒田

市）勤務。2007年、学位取得（歯学博士）2012年：日吉歯科診

療所退職、チョコレート歯科医院開業。 

 

 

 

 

 

加藤：A と B、正解はどちらでしょう。 

上山：「大きな」「いっぺんに」「小さな」「3回」あたりがひっかけワードでしょう。虫歯は量より頻

度の問題だから、答えは Bですか。 

加藤：その通りです。でも、世の中ではまだまだ「チョコレートを“たくさん”食べると虫歯になる」

という言い方がされています。これに限らず間違った常識がいろいろ流布されてしまっている

のが、歯科の世界です。 

上山：常識にだまされないように注意喚起をしようということで、チョコレート歯科にされたんで

すね。しかしずいぶん思い切った名前ですね。 

加藤：私自身が鹿沼市に縁もゆかりもなかったので「おやっ」と思ってもらって認知度を高めた

いという思いと、治療より予防という、常識とは違うことをやっていることを示したいと思いまし

た。 

上山：それにしたって『放火消防署』みたいなネーミングですよ。 

加藤：ほかには、せんべい歯科医院とか、あわび歯科医院とかも候補に挙がりました。 

上山：ちなみに、地元の歯科医師会が「チョコレート歯科医院」という名前をよく許しましたね。 



加藤：許されませんでした。 

上山：え？ 

 

上山信一・慶応義塾大学教授 

 

 

 

 

 

 

 

加藤：なので、歯科医師会には入っていません。 

上山：患者がとまどう変わった名前は禁止なんて法規制はないですよね。 

加藤：はい。それでも、まず栃木県厚生局の許可を得てから歯科医師会に行きました。そうし

たら「名前をつける前にはホウレンソウしてもらいたかった」と言われました。 

上山：歯科医師会に入れていないことのデメリットは？ 

加藤：実は、特にありません。「あそこは、歯科医師会に入っていない」と言われるくらいです。 

圧倒的に予防で遅れる日本 

上山：今日の加藤さんと対談することになったきっかけは、昨年、日経ビジネスオンラインで

私がゼミ生と連載していた『すぐそこにあるブルーオーシャンを探せ』で「歯科医は、お口のだ

らだら治療をやめるべきだ」（第 3回、2013年 6月 20日）という記事を書いたところ、連絡をい

ただいたことです。あのときは、虫歯治療よりも予防にシフトせよ、今の日本の歯科医は、削

ったり埋めたり、まるで公共事業みたいだと批判しました。 

加藤：読んだときには本当に驚いて、誰がブレーンにいるんだろうと思いました。 



上山：加藤さんのチョコレート歯科医院は、予防専門医院ですか？ 

加藤：いえ、必要があればもちろん治療もします。しかし、歯科医はもっと予防に力を入れる

べきと常々、考えています。 

日本人はどんどん歯をなくしている 

上山：加藤さんは、日本では歯の予防が圧倒的に遅れていると主張されますが、どういうこと

か教えて下さい。 

加藤：はい。一言でいうと、日本人は子供の頃からせっせと虫歯の治療をする。しかし逆に言

うと、そういった補修を重ねるから、歯がなくなるんです。虫歯は、一度治療したあと、治療方

法にもよりますが、10年くらいで再治療が必要になります。歯科医師の治療時間の内訳を見

ると、65％が再治療を行っています。 

上山：つまり、虫歯を治しても補修をやり続けないといけない。 

加藤：そうです。昔を思い出していただきたいのですが、小学生の時に学校で歯科検診を受

けて、歯医者で虫歯の治療をしますよね。やがてその歯は 20代の頃に再治療が必要になり

ます。大人になってもいろいろとやって、場合によっては神経をとったりもします。そうやってい

るうちに、50歳、60歳になると、歯がなくなってしまう。 

上山：歯がなくなるのは、老化現象ではなくて度重なる再治療のせいなんですね。 

加藤：それを表した写真があります。 

 



一生かけて 28本からどんどん減っていく 

上山：これは分かりやすい。 

加藤：10代はほぼ無傷、20代になると詰め物が入り、30代になるとそれがかぶせるタイプに

変わります。40代になると奥歯にブリッジが入ったり、前歯が差し歯になったりする。そして 50

代になると、いよいよ、最初に治療した奥歯のあたりが壊れ出します。 

上山：壊れるっていうのは、抜けるってことですか。 

加藤：はい。割れることもあります。それから、歯周病で失う人もいます。そして 80 代になると、

平成 23年度の統計で、2人に 1人が総入れ歯です。 

 ちなみに、この80代の人たちは、歯科医院へ通うのをサボっていたわけではありません。む

しろ逆で、真面目に足繁く歯科医院へ通い、お金を払って痛い思いをして、その結果、こうな

っている。これが、歯科医業界の構造的な問題です。 

上山：なるほど。 

治療をすればするほど歯は減る 

加藤：DMF指数もそれを裏付けています。DMF歯数とは、虫歯になったまま未処置の歯（D）、

失われた歯（M）、治療された歯（F）を足した和のことです。 

上山：健康な歯以外の歯ということですね。 

加藤：年齢別のDMF歯数を見ると、1975年から 2011年まで、ほぼ同じ推移を見せています。

年齢があがるにつれて DMF歯数は増えていって、28に近付いていきます。 

上山：28 という数字にはどんな意味があるんですか。 

加藤：親知らず以外の歯の総数です。 

上山：本来あるべき歯の数ですね。 

加藤：ひとことで 28 といっても、人によっては総入れ歯だし、人によっては詰め物だらけです。

どういう人が増えているのかはここからはわかりませんが、年を取ると歯がなくなっていくとい

う傾向は、この 40年間変わっていないのです。 

「ドリル・フィル・ビル」をやめよう 



上山：その一方で、歯科医師は過剰と言われていますね。歯科医師が増えているのに、患者

の歯の状態は改善しない。 

加藤：そこが日本の歯科医療の問題なんです。歯科医師は削って詰めて、患者さんはお金を

払う。「ドリル、フィル、ビル（Drill, Fill, Bill）」という構造が出来上がっています。 

上山：しかし日本では歯科医師も患者も「ドリル、フィル、ビル」が当たり前で、いいと思ってい

る。 

加藤：だから、歯がぶっこわれているんです。現状は、水道の蛇口を閉めないまま歯科医師と

患者さんが一緒になって床を拭いているようなものです。 

「バイオフィルム」を除去せよ 

上山：蛇口を閉めるには、どうしたらいいんですか。 

加藤：歯がなくなる原因は、虫歯と歯周病が 9割です。ですから、それを防げばいいのです。 

上山：どうやって？ 

加藤：その人のリスクに応じたペースで、口腔からバイオフィルムを除去します。 

上山：バイオフィルムというのは、歯石とは何が違うんですか。 

加藤：バイオフィルムは、歯石の表面に固着するものです。歯科医の言う「定期的にクリーニ

ングしましょう」というのは、「バイオフィルムを除去しましょう」という意味です。 

口の中はお尻と同じくらい汚い 

上山：口の中って、相当汚いんでしょう？ 

加藤：汚いです。お尻と同じくらい汚いです。 

上山：えっ！ 

加藤：本当です。細菌の数は同じくらいですから。 

上山：昔、ウォシュレットの CMで「おしりだって洗ってほしい」というのがあったけど、口の中だ

ってそうだというか、それ以上に洗いたいですよね。 



加藤：口の中をきたないまま放っておくと、糖尿病や心疾患のリスクが高まったり、体全体の

健康状態が悪くなると言われています。誤嚥性肺炎などを防ぐ意味でも、口腔の健康は欠か

せないんです。多くの人が思っているよりも、口腔の健康は、大切なことなんです。 

上山：なるほど。バイオフィルムを定期的に除去すると、虫歯になりにくいということを証明した

データはありますか？ 

加藤：あります。ただ、メンテナンスをしている人としていない人を比較する研究は、最近は倫

理的にやりにくい。それで 1981年のものがよく参照されています。 

 それによると、新しい虫歯、再発の虫歯（一度詰めた歯）の両方とも、虫歯の発生率はメン

テナンスをした人たちの方が明らかに低く抑えられています。 

上山：全然違いますね。歯周病についてはどうですか。 

加藤：ほぼ同じ結果です。 

3か月に 1回でよい 

上山：となると、やはりバイオフィルムは定期的に除去した方がいいわけですね。どれくらいの

ペースで行ったらいいですか。 

加藤：一般的には、3カ月に 1回です。ただ、人によって異なります。つばや細菌の量、遺伝も

関係するので。 

上山：ということは、3 カ月に 1回、歯科医院にがりがり削ってもらう必要があるわけですか。 

加藤：最初に歯石を除去するのでがりがりとなりますが、2回目から後は、ブラシのようなもの

で掃除する感覚です。 

上山：普段の歯磨きではとれないんですか？ 

加藤：とれません。私は普段、電動歯ブラシを使っていますし、夜はデンタルフロスも使ってい

ます。しかし、それだけだと、半年に一度、プラークテスターを使うと歯と歯の間が真っ赤に染

まります。 

上山：あのみがき残しのところが赤くなるやつですね。プロの歯医者が磨いてもホームケアだ

とそこが限界なんですね。 



加藤：はい。だから、そここそが、僕らプロフェッショナルに残されているというか、任されてい

る部分だと思っています。 

上山：なるほど。しかし、バイオフィルムの除去のために歯科医院に通うとなると、保険適用

外ですよね。3カ月に 1回行くとして、年間にいくらくらいかかるのですか。 

年間 4万円の先行投資 

加藤：1回 1万円、年 4万円が目安です。 

上山：4人家族で通うとなると、年間 16万円。結構かかりますねえ。でも、年をとっても歯を失

うおそれがほとんどなくなると思えば安いですね。 

加藤：ですから、美容やエステ、お子さんの習い事にかけているお金を、少し歯にも向けて欲

しいです。例えば頭皮ケアができるというシャンプーには、年間で 2万 3400円使われていると

いうデータもあります。それが悪いとは言いませんが、年を取ってからインプラントや入れ歯に

お金を使うくらいなら、若いうちに、メンテナンスに使っていただきたい。 

学資保険と同じ 

上山：なるほど。積立預金か学資保険だと思えばいいわけですね。年間 4万円だと子供 1人

が成人するまでにトータルで 80万円。孫ができたらおじいちゃんおばあちゃんが 20歳までの

利用券をプレゼントする仕組みとかできたらいいですね。 

加藤：しかし、現状では保険診療と比べると高いと思われやすい。というのは虫歯の治療に来

る人は保険が使えますから自己負担額はたとえば 3000円くらいが多い。一方、予防の人は

全額自己負担で 1万円です。この差に躊躇する人も多いでしょう。 

上山：さらに、患者の側は、どの歯科医院に行けばいいかよく分からない。加藤さんみたいな

考えの人に診てもらいたくても、削って掘って埋めて、が大好きな歯科医師にあたってしまう

かもしれない。予防に協力的な歯科医はどうやって見分けたらいいですか。 

加藤：一概には言えませんが、歯科衛生士が多い医院は比較的予防志向の強い医院と言え

るかもしれません。 

上山：そもそも、日本の歯科医師はどうしてあんなに削りたがるんでしょうね。やっぱり削ると

仕事した感じがするんでしょうか。 



加藤：それが歯科医の仕事だと思っているし、そうしないと生計が成り立ちません。あと、もち

ろん削りたい。イギリスの歯科医も「虫歯ゼロの子が育つより、いい差し歯が入ったときに脳

から興奮物質が出る」というようなことを言っていました。 

今の保険制度は公共事業と同じ 

上山：なるほど（笑）。とにかく削りたがるんですよね。この辺は公共事業と同じで土木屋さん

がいる限りは、とにかく掘ったり削ったりが止まらない。歯学部で教わるのは、治療、つまり工

事の話が中心で予防は少ないのですか。 

加藤：ほとんどそうです。 

上山：加藤さんみたいに、削るより歯を守ることがプロの歯科医の任務だと思う人は少ないの

ですね。 

山形・酒田の熊谷先生の努力 

加藤：はい、海外では歯を守るのは当たり前のことで、国の制度もそうなっている。日本は削

ること、治療することのみに健保が適用されるので患者も歯医者も意識が遅れているのです。

しかしそんな中でも一部の歯科医は予防、メンテに力を入れようと努力しています。 

 その草分けが、私の師である、山形県酒田市の日吉歯科診療所の熊谷崇理事長です。彼

のところに、日本中から歯科医師や歯科衛生士がメンテナンスを学びに来ています。みんな

今の日本の歯科医業界がいびつになっていると気付いているのです。 

上山：それは素晴らしい。しかし、やはり歯科医師と我々の意識と共に、国の制度が変わらな

いとダメですね。どう変えるか、次号で引き続き考えていきます。 

（構成：片瀬京子） 
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上山：前回の話で、日本は歯のケア、特に予防についてはとんでもない後進国であることが

よく分かりましたが、海外ではどうなっているんですか。 
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加藤：テレビなどでアメリカの大統領と日本の総理大臣が並んだ時につい歯並びの違いを見

るのですが、雲泥の差です。あれは歯に対する価値観の違いの象徴です。ところで、以前、ア

メリカでこんな光景を見たことがあります。客待ちをしているタクシーの運転手が、デンタルフ

ロスを使っているんですよ。虫歯になるとえらくお金がかかるからなんです。 

上山：公的保険が効かないですからね。 

加藤：よく、宝くじが当たったら歯の治療をしたいという話を聞きます。 

上山：逆の言い方をすれば、日本では治療に保険がきくから、予防がないがしろにされがちで

すよね。でも、これからは、これまでのように何でも保険に頼れなくなってきている。 

スウェーデンやタイに学べ 

加藤：他国について言うと、日本のように治療が中心の国もありますが、多くは予防を中心に

据えています。例えばスウェーデンは子供の頃からしっかり予防の習慣を身につけさせようと

しています。そして子供のうちは歯科医療は無料ですが、大人になったら私費負担です。 

上山：子供の頃から予防を徹底し、虫歯も治してきれいな歯にしておくと、大人になってから

の治療コストも下がり、全体にうまく回ると分かっているわけですね。 

加藤：東南アジアでもタイでは、予防は無料です。それから、総入れ歯も無料です。あとは全

部、自費です。 

虫歯になってからの公的支援では遅い 

上山：それは理に叶っていますね。一方で日本は、虫歯になってからでないと保険が使えな

い。しかし、それは洪水になってから、やっと公共工事でダムを造るようなものです。洪水にな

る前に山に植林をしたりするのに予算を割くべきなのに。同じようなことが、口腔内でも起きて

いるのですね。 

加藤：そうなんです。しかも、そのダムにあたるものが歯に詰める金属なのですが、それすら

日本はしっかりしたものではない。今の保険の範囲で使える金属は、劣悪なモノなんです。 

パラジウム合金で良いのか 

上山：そうなんですか。金歯はいいけれど保険が使えずに高いというイメージですが。 



加藤：金は良いのですが、問題は保険が使えるパラジウム合金です。もはやほかの先進国で

は使われていません。そして、口腔粘膜病変との関連を示す論文が今も多数発表され続けて

います。 

上山：なんでいまだに日本で使われているんですか。 

加藤：最近はウクライナ情勢などの影響で値上がりしていますが、おおむねコストが安いから

です。保険の範囲で治療をするには、それを使わざるを得ない。でもほかの材料を使うべきだ

と批判している歯科医は多いのです。でも、私たちは、それ以前のところで、そもそも詰め物

を必要としない予防中心の歯科医療を進めましょうと言っています。 

上山：ところで従来の「削って埋めて」に固執し、予防中心の歯科医療を進めたくない人たち

はどんなことを言っているんですか。 

予防は弱者切り捨てか？ 

加藤：私たちがしようとしていることは、弱者の切り捨てだと言っています。 

上山：自費で予防ができる金持ちだけを相手にしようとしている、とかいう理屈ですか。 

加藤：そうです。 

上山：でも、今、加藤さんのチョコレート歯科医院には、特別裕福な人ばかりが来ているわけ

ではないでしょう。立地は東京山の手の高級住宅街ではなく、栃木県鹿沼市だし。 

加藤：普通の方が、口コミでいらっしゃいます。それから、治療に来られる方もいるので、治療

をし、保険でカバーできる歯石取り（歯ぐきの治療の一部）などをする間に予防の重要性をお

話しします。すると、自費でもメンテナンスを受けられる方が多いです。 

上山：予防こそが治療の始まりという考え方に立った保険制度の設計をしないとなりませんね。

結局、その方が虫歯も減って患者も幸せだし、保険の支出も減るわけですから。 

 それに、これだけ赤字が積もってくると、いつまで今の医療保険制度が保てるか分からない。

個人の自己防衛としても予防中心に切り替えた方がいいですね。 

加藤：予防へのシフトは弱者の切り捨てだと批判する人は、切替えにも反対です。ずっと治療

中心の歯科医療を受けてきて、もう歯周病が始まっていて、再治療も必要な人がかわいそう

ではないかと。そういう人にとっては、予防厚遇、治療冷遇は受け入れられない、と。 



治療中心の仕組みを残しつつ、予防重視に踏み出す 

上山：それはそうですね。しかし、だからと言って今の状態を続けていては、次の世代に申し

訳ない。今の仕組みを残しつつ、新しい仕組みを作り始めないと。 

加藤：まさにそうなんです。上山さんが最近書かれた朝日新書の『改革力』の中に書いてあり

ましたが、改革と改善は同時に進めないといけないんです。ある程度の年齢以上の患者さん

の中には「今さら予防医療と言われても困る。俺は安い保険治療を繰り返したい」という人も

いるでしょう。ですから、ある程度の期間は治療中心の仕組みを残してあげた方が良いでしょ

うね。 

上山：そういう方々のために、よりよく削って詰めるのが「改善」。子供たちのために予防治療

へ舵を切るのは「改革」というわけですね。 

歯科衛生士の増強を 

上山：ところで、歯科医院で歯石やバイオフィルムをとってくれるのは、歯科衛生士さんですよ

ね。歯科衛生士のなかには、治療より予防だという意識を持っている人はいるのですか。 

加藤：はい、歯科医師に比べるとはるかに多いです。しかし、そもそも旧態依然の歯科医師が

多いので、歯科衛生士が予防の勉強をして何か言うと、うるさがられるケースも多いようで

す。 

上山：なるほど。それなら、そんな歯科医師のところから独立して、メンテナンスに特化したり、

歯磨き指導をしたりというビジネスを立ち上げればよいのでは。 

加藤：実は、それをやろうとした歯科衛生士がいたんです。でも、今の法体系の中では、歯科

医師がいないと、そういうサロンのようなものは開けない。それで、余っている歯科医師を安く

雇って椅子に座らせておいて、そういうビジネスを広げた方がいいと言う人もいます。 

上山：歯科衛生士の数は足りているんですか？ 

加藤：数自体は足りていると言われています。ただ、実際に働いている数は少ない。 

上山：女性が多い薬剤師や看護師と同じですね。給与もあまり高くないから、結婚や出産を

機に辞めてしまうのですね。それにしても、専門家なのに給与が高くないのは、なぜでしょう。 



加藤：今の保険診療報酬制度が、歯科衛生士の役割をあまり高く評価していないからです。

だから、医院としてもたくさんは支払えません。 

上山：この点でも、やっぱり保険制度は変えないとならないですね。 

歯を残した方が医師も働ける 

上山：ところでこれからは高齢化が進むから、歯科のマーケットは広がる気もしますが、年をと

って歯がどんどん抜けるとなるとどうなんでしょう。市場縮小を食い止める意味でも、歯は、下

手に抜くより、残して置いた方がいいのではないでしょうか。 

加藤：まさにその通りです。今は、経営を成り立たせるためには削って詰めて、を繰り返す必

要があると思っている歯科医師が多い。しかし、そうやると結局、年をとるにつれて歯が抜け

ていく。まさに自分で自分の首を絞めている。一方、予防にシフトして年をとっても歯が残せる

ようになると、自ずと虫歯や調整などのニーズが残ります。 

 現にスウェーデンでは、予防治療を進めた結果、歯が残るようになりました。すると、歯科医

師の仕事が増えたんですよ。 

 

上山：でも、そういう状態への移行には時間がかかりますよね。歯科医は目の前の 1本を逡

巡せずにさっさと抜いた方が今日の自分の儲けになる。ここで残しておいても、次に自分が治



療できるかどうか保障されていないから。なんか漁業に似ていますね。乱獲すると来年魚が

いなくなる。それでみんなで操業期間を決めている。 

加藤：そうなんです。 

上山：この歯は私が担当している歯ですって、ちょっと削って名前でも入れておいたらいいん

じゃないですか（笑） 

加藤：冗談のような話ですが、そうしたくなる歯科医師は多いでしょう。というのも、もう、削ら

れまくって、詰められまくって、あとは抜くしかない状況になった患者さんを見ると、前に削った

り詰めたりした歯科医師に対して「やりたい放題にやりやがって」と言いたい気持ちになります

から。 

 それに、昔は、少し黒くなっていれば削って埋めるのが当たり前でしたが、今は、ある程度ま

では削らなくていいというのが分かっています。 

上山：ところで、私が子供の頃なんかは、学校の歯科検診で針のようなもので健康な歯をつ

つかれまくった。あれが原因で虫歯になるという説がありますがどうですか。まさか検診で故

意に虫歯を作っていたわけじゃないと思いますが。 

加藤：はい、意図的なものではなかったはずですが、確かにあれは良くなかった…。 

保険制度を変える 

上山：この問題はやはり保険制度の改革が必要ですね。まずは、予防に保険を適用するの

が第一段ですね。 

加藤：健康な歯を、健康なままに維持することに公的資金を使うということですね。 

上山：予防中心となると、子供や若い人たち向けに先行投資することになる。その分、少しお

金はかかるけれども、患者の側も保険組合も、その後の治療の出費が抑えられる。そして年

をとっても入れ歯にもならないで済む。歯科医の側にとっても、扱える歯の数が多くなるわけ

だから、そのメンテナンスで小さく息長く儲けられるわけですね。 

 今のように、数年に1回あるような大規模な虫歯治療を待っている歯科医はダメということで

すよね。あれは、いわば大型公共投資を待っている建設会社。このままの状態を続けていく

と、そもそも、工事ができる現場がなくなってしまう。 



上山：もしも、国全体としてすぐに予防中心にシフトするのが難しければ、特区のようなものを

つくったらどうでしょう。そこでは子供の予防歯科医療は無料にする。子供のケア意識が高く

なれば、自然と大人も引きずられるので一石二鳥かもしれない。 

 ちなみに、本当は保険がきかないのに、治療にからめて予防をなんとか保険適用範囲内に

収めようとする医師たちがいますよね。良心的なようですが、現行制度を悪用したフリーライ

ダーでもある。あれをやると、一部の意識の高い歯科医師と患者だけが得をすることになり、

それこそ、結果的に弱者切り捨てになる。 

 だから、全体としてきちんと治療から、指導、予防へと方向が変われるよう、制度を整える必

要がある。そしてもちろん治療が必要な場合は、ちゃんと治療をする。 

加藤：そうなんです。私たちも削ったり詰めたりするのをすべて否定しているわけではありま

せん。医療は宗教ではなく科学なので、それが必要だと判断すれば、削りもしますし、詰めも

します。 

歯のメンテをファッション化する 

上山：ところで、予防を当たり前にするには、制度変更もいいのですが、きちんと歯をメンテナ

ンスされている方を表彰するとか、ファッションとして流行らせる方法がないでしょうか。 

加藤：それはいいですね。 

上山：最近「男のネイルはかっこいい」とか「エステに行く男は仕事ができる」とか言われ始め

ています。その延長で「歯の手入れはエグゼグティブの嗜み」とかいった風潮を作る。ジョギン

グやワークアウトと同じ位置付けにすればいい。 

 その一方で保険制度の改革と改善をやる。 

加藤：そうです。ですから、30代以降の過去の歯科医療保険制度でたくさん治療をされている

人には、これまでの保険制度システムを適用し、それ以降の世代には、予防中心の新歯科

保険システムを適応すればいいと思います。 

上山：年齢、もしくは、現時点での詰め物の数が基準になりますね。 

加藤：そうですね。詰め物も、バカにならない。私たちの専門の範囲を超えますが、詰め物に

かかっているお金は、歯科医療にかかっているお金の 3％前後を占めているんです。 



上山：日本の歯科医療費は全体で約 2.7兆円。そのうちの約 800億円だから結構大きいです

ね。そんなにあったら、詰め物に消費せずに、新しい予防産業の育成に使った方がいいです

ね。たとえば、「口腔バイオフィルム産業」とでも言いますか。 

加藤：歯石に付着して虫歯や歯周病の原因となるバイオフィルムの除去のための、機材や薬

剤の開発に使うということですか？ 

口腔バイオフィルム産業？ 

上山：本質はそうだけれど、「口腔バイオフィルム産業」にして、歯科医療の所管を厚労省か

ら経産省に移すんです。すると、もっと歯科医師会とのしがらみもないから、効率の良い施策

がとれます。 

 それから、コウクウバイオフィルム産業というと、なんだか防衛産業の一部みたいで、政治

家が間違って大きな予算を付けてくれるかもしれない（笑）。加藤さん、今日はどうもありがとう

ございました。日本人の歯の未来、特に子供たちのためにがんばって下さい。 

加藤：こちらこそありがとうございました。 

- - - - - - - - - - - - - - -  

 今回は、私の書いた物を読んだ加藤さんから連絡をいただいたことで対談ができました。ほ

かにも、このテーマにしろ、ほかのテーマにしろ、ご意見をお持ちの専門家の方がいらしたら、

ぜひご連絡をいただき、現場の声をうかがいたいです。 

（構成：片瀬京子） 

 

 

 

上山信一の“あまのじゃく”改革談義 

 この連載では、“改革屋”の元マッキンゼー共同経営者である上山信一・慶応義塾大学総合

政策学部教授が、世間の本音を代弁し、世の中に転がっているおかしなことを次々と斬って

いきます。 

 



 

 

 

 

（４）その他 の執筆記 事   



富士通イントラネット「Qfinity のひろば」   

 

 

上山 信一（うえやま しんいち） 
 

 

 

慶応大学総合政策学部教授。1957年大阪市生まれ。京都大学法

学部卒。米プリンストン大学公共経営学修士。旧運輸省、マッキン

ゼー（共同経営者）を経て現職。 

専門は経営戦略と行政改革。大阪府・市特別顧問、愛知県政策顧

問、新潟市都市政策研究所長、国土交通省政策 評価会座長、九

州大学ビジネススクール客員教授等を兼務。 
 

 

 



コンサルティング、略してコンサルは、ずいぶん一般化した。富士通グループでも、富士通

総研はもとより、富士通本体、関連会社でコンサルティングサービスに携わる社員の方がたく

さんおられるだろう。そこで今回は、筆者が１４年間在籍したマッキンゼーでの経験を手掛か

りに、コンサルテイングビジネスについて考えてみたい。 

●医者と似ているようで違う 

 世の中にはコンサルタントがあふれ、書店にはいわゆるコンサル本が山積みになってい

る。とりわけマッキンゼーのＯＢＯＧたちは本を書くのが好きらしく"マッキンゼー"が書名や著

者名にある本は約５０冊もある。たいていはマッキンゼーの分析ノウハウや体験を紹介して

おり、若手ビジネスマンや学生向けに書かれている。 

 ところでコンサルタント業はどうやって成り立っているのか？また、どういう成果（『バリュー』

という）を出しているのか？検証はあまりされていない。また、コンサルタントの仕事のプロセ

スは当事者、つまり『クラインアント』とコンサルタントにしかわからない。外からは見えないの

で時折、"占い師"だの社長の"精神安定剤"だのと揶揄される。 

上品な言い方でもせいぜい「コンサルタントは企業のお医者さん」程度である（結婚式では、

私はそう紹介する）。確かに医者と同じく、企業の経営内容を診断し、改革の処方箋を出す。

だが人間の場合は病名が限られ、治療法もほぼ確立している。ところがコンサルティングで

は、クライントの状況は様々だ。しかも正常に戻す仕事よりも「もっと成長する」仕事のほうが

多い。ひっきょう、競合を出し抜く新戦略を提言することが多く、天邪鬼的な着想やひらめき

が求められる。 

●あちら立てれば、こちら立たず 

 コンサルティングの現場で最も苦労するのは「あちら立てればこちら立たず」のトレードオフ

の克服である。例えばクライアントのトップは、「君たちはプロなんだから目からうろこが落ち

る提案を出してくれ」という。一方で現場スタッフは「机上の空論。コンサルは言うだけだから

楽ですね」と愚痴られる。また、提言は実行されなければ効果が出ない。だが、クライアントの

実行部隊は実行を先延ばししがちだ。また、クライアントのトップは、しばしばコンサルタントに

対し、「何もしないリスク」を説明したうえで提言を実行せざるを得ない環境を作ってくれと依

頼する。ここでも我々は現場と経営陣の間で引き裂かれる。 

コンサルティングビジネスの難しい点は、作業を終えて『フィー』をいただく時点ではたいてい

の場合、成果がまだ出ていないという問題である。これに対し、私は「フィーは作業外注コスト

と考えず、間違った戦略の損失を防ぐための保険料と考えてください。提言が実行されれば

何年にもわたって収益が改善されます。改善総額を分子に、今回のフィーを分母に置いて費



用対効果を計算してください」と説明したものだ。 

 多くのクライアントはそれで納得するが、それでも渋い顔をする向きには「共同作業で御社

スタッフが育ったでしょう。フィーには彼らの教育投資費用が含まれると考えてください」と説

明、納得いただいた。 

●コンサルタントといってもさまざま 

 ところで、コンサルタントとひとくちに言うが、やっている内容は多彩だ。私は 3×3のマトリッ

クスに分類する。タテ軸は立ち位置、ヨコ軸は活動形態である。 

 立ち位置とはクライアントとの関係性だ。これは『グレーヘア』、専門家、第三者の３つある。

グレーヘアは、コンサルティングの対象業界の出身者が行うコンサルティングである。その業

界に何十年もいたベテランだから実務の詳細に通じている（中高年の白髪頭＝「グレーヘア」

という）。専門家とは、税理士、弁護士、広告・マーケティングの専門家、ＩＴアドバイザーなど

だ。多くはひとつの企業が自前で抱えるほどの仕事量がない。専門家たちもいろいろなクライ

アントを経験したい。そして第三者とは社外役員的な視点から監査や経営内容を診断・評価

したり経営陣に改善策を提案する立場である。大手の監査法人やマッキンゼー、ボストン・コ

ンサルティングなどがここに入る。 

 



 

 

●これから伸びるのはブティック・ファーム 

 ３つの中で成長性が高いのは「専門家×チーム」型のブティック・ファームだろう。コンサル

ティング内容は年々高度化し、個人の手に負えないプロジェクトが増えている。そこで人伝手

に仲間を探し、異分野の専門家とチーム（ＪＶ）を組む。 

スキルとは分野の知見と機能のノウハウのことだ。分野の知見とは食品、エレクトロニクス、

航空、医薬品などの特定業界の知見だ。特に規制業種ではその業界特有の儲かる仕組み

や規制・慣行がある。機能のノウハウとは、財務、マーケティング、ＩＴなどの専門ノウハウだ。 

 ちなみに大手コンサルティング企業でも、各コンサルタントは２つほどの分野と機能に精通

することが奨励されている。私はマッキンゼー時代には、分野としては重厚長大産業、素材

産業、メディア（新聞、テレビ、出版、広告）を、機能の方はチェンジ・マネジメント（組織改革）

とリストラクチャリングを専門とした。経験年数を積むうちにカバー領域はどんどん広がるの

で、あまり特化できなくなるが若いうちにいったん深めておくと広くなっても類推がきく。 

●グローバル・ファームの強み 

 グローバル・ファームは、どこが強いのか。いうまでもなく各国に拠点があるので、それぞれ

の国の事情（法制、税制、雇用慣行など）を踏まえた世界的な戦略が助言できる。これをマッ

キンゼーでは『ＧＯ戦略』と呼んでいた。これは"Global Opportunity"と囲碁の"碁"に由来す

る。つまり、グローバル規模の産業の大手企業ともなれば、まるで碁板に石を打つように将

来のゲームの展開を読んで投資国や分野を決め、あるいは競合の裏をかいて各国の大手と

提携したりする。グローバル・ファームでは、あたかも宇宙から（あるいは神の視点？）から見

ているかのように世界戦略を助言する。 

筆者も日本企業のクライアント向けにＧＯ戦略を構築した経験があるが、ドイツ、ベルギー、

米国のコンサルタントからなる 10人のチームを率いて世界中の市場と競合の動向分析をし

た。その結果、出てきた答えが、グローバル第 1位と第 2位の「最終戦争」のシナリオであり、

鳥肌が立つ思いがしたのを覚えている。 

 グローバル・ファームは現地の一流人材を揃え、地元の人脈にも精通する。組織をフル駆

動させると他を寄せつけない存在となれる。世界規模で事業を展開する企業は、多かれ少な

かれ、彼らのサービスを活用せざるをえなくなっているのが実態である（その分、彼らは各国

の国内オンリーの企業へのコミットを減らしているようだ）。 



●コンサルタントの雇い方 

 コンサルティングを頼むのは、物を買うようなわけにはいかない。例えていうと家庭教師選

びに似ている。つまり、雇う方に決意と学ぶ意欲が求められる。言うまでもなく、戦略はクライ

アントが実行して初めて成果につながる。マッキンゼーでは、「実行するのはクライアント」と

いう言葉があった。これは当たり前のことだが、仕事が佳境に入るとしばしば忘れられがち

だ。クライアントの実行能力を見極めない戦略はいくらいい内容でも価値がない。一方、クラ

イアントも下手をすると「金を出したから早く成果を出せ」と筋違いの期待を抱く。 この意味

で、コンサルティングの契約交渉は、お見合いに似ている。相性が合って、しかも双方が努力

するという約束があってはじめて成立し、かつ実際の成果が出る。 

●受注は問合せのわずか数％ 

 マッキンゼー時代の私の経験では、電話かメールで問い合わせのあった案件のうち実際に

会って交渉するのは６～８割。成約、キックオフに至るのはそのさらに１割くらいでしかない。

成約しない最大の原因は、打ち合わせの途中で「そもそもコンサルティングでは解けないイシ

ュー」と判明する場合である。次がクライアントの実行体制（人事）の不備。そして次にフィー

の価格問題だった。 

●イコールパートナーシップ 

 プロジェクトを成功させる上で最も大事なことは、クライアントとコンサルタントの『イコールパ

ートナーシップ』の関係作りだ。クライアントは、なぜかコンサルタントを"大先生"もしくは"出

入り業者"のどちらかとして扱いがちだ。しかし両者は対等でないとやっていけない。お互い

言いたいことは早く伝える。そして相手の意見はじっくり聞く。上下関係でやるのは絶対にうま

くいかない。 

●いいコンサルタントとは？ 

 いいコンサルタントとは言うまでもなく、成果を出すコンサルタントだ。そのためには分析力、

いわゆる『クール・ヘッド』が不可欠だ。だが、同時に『ウォーム・ハート』、つまり人を感動さ

せ、気持ちを動かす力がなければクライアントを説得しきれない。そして、もちろん成果につ

ながらない。 

 要するに経営者は、コンサルタントに相談し、十分に納得して決断したい。その心理は複雑

だが、床屋のオジサンに薦められ、ばっさり短く髪を切る。あるいはショップのお姉さんに薦め

られ、ちょっと派手なネクタイを買う心理に通じる。今までになかった戦略やアクションを実行



する際には、背中のひと押しがほしい。厳しく状況を分析し、厳しい提言を出す。しかし、やさ

しく、暖かく、実行を見守るのである。 

●コンサルティング業界の未来は？ 

 学生たちの就職人気ランキングでは、外資系コンサルティングが人気を集める。理由を聞く

と「各界で活躍する人には外資系コンサルタント出身者が多い。スキルが身に付く」という。半

分は当たっている。だが残念なことにコンサルティングはすでに斜陽産業になりかけている。 

 1960年代、優秀な若者は繊維業界を目指した。その後は日本経済の変遷とともに人気業

種が自動車、金融、ＩＴなどに変わっていった。そして、ほどなくこれらは順次、斜陽といわれる

業界のリストに名を連ねていった。最近は、外資・国内系を問わず、コンサルティング企業各

社が新卒生をたくさん採用する。それで就職人気ランキングの上位にあるわけだが、これは

即ち、斜陽産業の入り口に立ったということかもしれない。 

また筆者は、コンサルティングは本来、業界を形成するほどの産業（ビジネス）足りえないと

みている。コンサルティングは世の中の必需品ではない。国家資格を要するわけでもない。Ａ

氏がＢ氏に助言をするのがコンサルティングの原型であり、しばしば無償で行われる。 

 コンサルティング・ファームができて約 100年。これまで時間をかけてひとつのビジネスにな

ってきたが今後もそうあり続ける保証はない。コンサルティングとは、突き詰めて考えれば、"

第 3者性"というところにその価値の源泉と妙味がある。クライアントはコンサルタントに「自分

では気がつかない」「自分では変われない」、あるいは「自分では言い出せない」事柄につい

て第 3者の視点からの関与を求め、対価を払う。だがそれは物事の展開のスピードが速いほ

ど有利な世界での価値だった。これからの超高齢化社会、超成熟社会、そして本格的なＩＴ社

会においても第 3者の視点が同等の価値を持ち続けるかは、未知数である。 

 

 

 

【BackPage】はこちら・・・『今月のコラム』をご覧ください。 
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  ２ ． イ ン タ ビ ュ ー ・ 対 談 記 事  
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［焦点］近代美術館「最速」で新築 基本設計１年で 国交付金頼み＝富山 

 ◆「基本概念あいまい」の指摘 

 ＪＲ富山駅近くの富岩運河環水公園内（富山市木場町）に移転新築される県立近代美術館の概要が固まっ

た。今年秋には工事に入り、２０１６年秋の開館を目指す。昨年３月の検討委員会発足から基本設計が決まる

までわずか１年。計画は、国の交付金活用や北陸新幹線開業を見据えたまちづくり構想に後押しされる形で

異例の早さで進んでいるが、作品の展示などに関する基本概念に関しては議論不足を指摘する声もある。

（小川洋輔、堀内佑二） 

 ◆完成まで７年の例 

 「全国的にも例がないペースではないか」。県の担当者は移転新築に向け、奔走した１年間を振り返る。 

 議論が始まったのは昨年３月２８日に開かれた１回目の検討委。有識者からは、現在地（富山市西中野町）

が駅から離れていることなどから、建て替えではなく、移転新築を目指す声が大勢を占めた。半年間の議論を

経て、９月に環水公園での新築を進言する最終報告書を提出。これを受け、県は１０月に基本計画、今年４月

に基本設計を発表した。 

 美術館の基本設計がわずか１年で決まるのは異例だ。昨年９月開館した秋田県立美術館は、約２００メート

ルの移転新築に構想から７年を要した。同県教育庁生涯学習課によると、市民団体による反対の署名活動

や、約９億円の県負担を巡る県議会での紛糾などで関連予算が可決されるまでに約４年かかった。 

 ◆財源確保が狙い 

 富山県が計画を急いだ最大の理由は財源だ。移転新築の事業費は約７６億円。このうち５０億円弱は国の

「地域の元気臨時交付金」で賄い、残る約３０億円は県債発行などで賄う。ただ、交付金は１３年度に景気対

策として総額約１４６億円が配分され、原則として１３、１４年度で使い切る必要がある。県は国に対し、「継続

事業なので、（美術館の建物が完成する）１５年度まで使えないか」と求めている。 

 県議会では当初、高額な事業費を危惧する意見が相次ぎ、県幹部は連日、交付金活用などを説明し説得

に回った。 

 ◆知事の肝いり事業 

 美術館の移転新築は、石井知事が「長年の懸案」と語る肝いり事業だ。石井知事は９日の記者会見で、２０

分以上にわたり計画概要を説明し、「夢のある、希望の持てる明るい設計にしていただいた」と胸を張った。 

 県は、北陸新幹線開業を見据え、美術館を富山駅周辺の活性化の核としたい考えで、５～６月には開設準

備委員会を作り、県民や観光客に親しんでもらえるための運営方法を話し合う予定。文化振興課の竹野博和

課長は「計画の中身や県民への説明には十分時間をかけている」と強調する。 

 ◆「見せ方」どう詰める 

 ただ、建物の設計などが着々と決まる一方、展示内容など、美術館そのものの基本概念のあいまいさを指

摘する声もある。 

 ０４年１０月に開館した金沢２１世紀美術館（金沢市）は、検討開始から開館まで１０年近くを要した。同館の

担当者は、展示の概念などを巡る議論が必要なため、「これだけの期間はかかる」と話す。 

 全国各地で美術館の運営について助言している慶大の上山信一教授（公共経営）は、近代美術館の基本

設計について「場所や外観は素晴らしいが、中身のコンセプト（基本概念）があいまい。何をどう見せるのかを

もっと煮詰めないと、金沢のように個性的な美術館にはならない」と指摘する。 

 

 写真＝近代美術館の概要を説明する石井知事（９日、県庁で） 

 

[読売新聞社 2014年 4月 24日(木)] 
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