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「講演録集 No.２４」発行にあたって 

 

自治体職員は、常に時代の流れや新たな行政ニーズに対応し、柔軟かつ的確

に対応できるよう自らも、その資質の向上に努めなければなりません。 

 千葉県自治研修センターは、市町村職員として必要な広い視野と高度な見識

を身につけていただくことを目的に、公開セミナーや地区別研修会などの各種

講演会を開催しています。 

これは、本研修センターの研修機会の多様化のひとつとして行うものであり、

これらのセミナー等により、人材育成の基本である「自己啓発」を促すもので

す。 

令和元年度については、講師から了承を得られた講演の内容を書面で再現い

たしました。 

受講機会を逸した方はもちろん、受講された方々にも今一度講演内容に触れ

ていただき、本書が、職員の皆様の職務能力向上の一助となれば幸いです。 
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 今日はお招きをいただき、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。 

 文部科学省では 10年に 1回、教育指導要領を改訂します。昨年度は非常に大きな改訂が

行われたことを皆さんご存じでしょうか。従来と違う点は「高大接続」というのが１つのキ

ーワードです。通常の文部科学省の教育指導要領は高校生までなのですけれども、いくら高

校までの教育を改訂しても、それが大学にうまくつながっていかないといけない。あるいは、

大学入試のシステムとしっかりと整合しないと、本当の意味での高校の教育はうまくいか

ない。そういう問題意識がありまして、教育指導要領の大改訂と同時に、大学入試改革も１

つのキーワードですが、「高大接続」も一緒になされました。 

 私はそれの特別企画部会の委員でした。実はこれまでも指導要領にキーワードが入って

いたのですが、今回は「思考力」「判断力」「表現力」の３つのキーワードをとりわけ重視し

て、それが強化されるように全体的な教育改革をしようというのが１つの眼目でした。その

ためにアクティブラーニングなど、いろいろなキーワードが出てきたことはお聞き及びで

はないかと思います。 

 なぜそうなったかということを申し上げますと、まず根底にはＰＩＳＡという学力試験

があります。ＰＩＳＡとは、15 歳の段階でいろいろな国の基礎学力を含めた国際学力の比

較をするような試験です。ＰＩＳＡの問題をご覧になっていただくと分かると思いますが、

暗記で解けるような問題は１つもありません。かなり難しいです。記述を求め、かなり思考

を求める。では日本は何位だったか。ゆとり教育と言われていた時点で一時下がったのです

けれども、最近になりましてほぼ世界で一番です。もちろん、シンガポールや上海など、非

常に限られた地域だけに限定するともっと上の地域もあるのですが、１億ぐらいの人口の

非常に大きな国でいうと、日本はダントツで一番なのです。つまり 15歳の段階では、思考

力まで含めた非常に高い質の教育は既に達成されているのです。なぜそうかというと、実は

小中学校の先生方がものすごく努力されたからです。ＰＩＳＡショックというのがあって、

ＰＩＳＡを非常によく研究された。思考力を付けるためにはどうしたらいいかというので、

全国津々浦々、すごく努力された。 

 ところが、15 歳の次に何があるかというと、高校３年間があるわけです。そこに実は問

題があった。どういう問題があったか。センター試験を受ける方は約 50万人です。18歳人

口が約 100 万人。これからもう少し減っていきます。50 万人の中でバルクといって真ん中

の 30万人が一番重要なのですが、その部分の方々はどういう入学試験を受けているかとい

うと、大手私学を思い出してください。受験生が 10万人くらいになると、受験はマークシ

ートが中心になります。これら難関校に合格する方はセンター試験で９割ぐらいは取れま

す。その方を選別しないといけない。マークシートで選別しようとするとどうなりますか。

非常に重箱の隅を突っついたような問題を出さざるを得ないのです。ではなぜ記述にしな

いか。記述にすると受験生の数が減る、こういうことなのです。 

 そこを改革したい。なぜか。ほとんどの高校のベンチマークは、有名私学に何名通ったか、
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それが校長先生にとっても重要なベンチマークになるわけです。そうすると、せっかく 15

歳の段階で世界一のＰＩＳＡの思考力が付いているにもかかわらず、高校３年間のうちの

１年間はマークシートの練習をさせざるを得ない。かわいそうですよね。これが１つです。 

 ２つ目です。これから大学に入ろうという 18歳の年齢の方に「将来、あなたは何をやり

たいか。何をやって生きていきたいか」という国際調査をやります。その中で「いや、私は

何をやりたいのかが分かりません」という人の割合が、日本はダントツで多いことをご存じ

でしょうか。何をやりたいのか分からない。必ずしもそれは悪いことではないのですけども、

なぜ何をやりたいのかが分からないとみんな思うのかというと、18 歳になるまでに何かに

打ち込んだという経験が非常に少ないからです。だって打ち込まないと、何をやりたいかな

んて分かるわけがありません。実は一番重要な時期にマークシートの練習をひたすらやる

と、はっきり言って思考力は下がってしまいます。こういうことがあるために、「高大接続。

大学入試も変えます。その代わり高校の教育方法も変えます」ということが問題意識にあり

ます。 

 ３つ目です。皆さんご存じのように世界の激動の時代です。世界の主要な国で独裁的な政

権でない国が実はマイノリティーなのです。そういう意味では政治的にも非常に不安定で、

おそらく 10年後ぐらいに歴史家がここ数年間の時代を振り返ったときに、歴史の非常に大

きな転換点にあったというふうに認識される可能性がかなり高いです。われわれはそうい

う時代に生きています。日本にいるとなかなか意識しないですね。日本は非常に安定した平

和な社会、住み心地がいい社会ですけども、ひとたび日本の外に出ると非常に厳しい状況が

あります。そういう中で、では日本がどのように生き残っていかないといけないのかという

ことです。 

 高度成長期の時代は、実はあまりそういう深刻な問題を考える必要がなかったのです。な

ぜかというと、アメリカが一強で非常に強くて、グローバルの政治はある意味、力のバラン

スが明確であったからです。次に経済はどうかというと、日本は当時はまだ追いつけ追い越

せの時代です。目標があった。真似をすればよかった。そういう中で一番重要なスキルは何

かというと、マニュアル的な力です。何をやればいいかというのは上から与えられる。それ

を真面目にこなすことによって生産性は上がります。ところが、そういう非常に大きなルー

ルが変わりつつあるのがいまなのです。ということは、マニュアルに頼った思考に慣れてし

まうと、これだけ速いテンポで物事が動いていくときに、明らかにそれに付いていけません。

こういうかなり深刻な危機意識があります。 

 例えばこれから 10年後、子供さんたちが大学を出たときに世界がどうなっているかとい

うのは予測ができない。しかし、どういうふうになっていったとしても、その状況に対応で

きるような教育をしようではありませんかということが背景にあります。ですから、キーワ

ードは今までと全く違って第１に挙がったのが「思考力」。２番目が「判断力」。３番目が「表

現力」です。 
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 この中で一番重要なのが思考力です。判断力というのはものすごく難しい。表現力という

のは、実は思考力がないとできない。なぜか。思考力と表現力は何が違うかというと、思考

力というのは自分の頭だけで考えることができます。ところが、表現力というのは相手に伝

えて初めて成り立ちますから、相手の立場が理解できないといけないのでもっと高度なの

です。三つあるのですけれども、判断力というのは本当の意味でまだ問われていなくて、思

考力と表現力を鍛えましょうというのがおそらく趣旨ではないかと私は考えています。 

 今日はその中で思考力の部分、考える力をどう鍛えればいいかというお話をさせていた

だきます。これも一通りのマニュアルはありませんが、これからお話しすることを、皆さん

がそれぞれの思考力を鍛えるヒントにしていただければと思います。 

 マニュアル的なことをどうすればいいかというのは、日本は非常に得意ですけれども、実

は思考力をどう鍛えればいいかというのは盲点でした。私は東京大学で教えていますが、東

京大学ですら思考力をどう鍛えればいいかというシステマティックな教育はなされていま

せん。おそらく、日本のどの大学でもこういうことに関する基本的なアカデミックスキルは

教育していない。これは盲点なのです。その結果、どうなるか。思考力というのは生まれつ

きのものとか、才能とか、こういう考え方にどうしてもわれわれは引きずられてしまうわけ

です。でもそうではないというのがこれからお話しすることです。 

 伝えたいメッセージは、考える力は生まれつきの才能ではないということです。意識的か

つ不断の努力で鍛えられます。しかしながら、意識的かつ不断の努力で鍛える必要があると

いうことがポイントです。よく「思考力は簡単に付く」というような本がありますけど、そ

れは嘘です。思考力はどのように付くかというと、われわれの脳のニューロンが、考えるた

めに必要な最適化を行う。組み替えが行われて初めて思考力が付くわけです。しかし、ニュ

ーロンがそんなに簡単に組み替わるわけがないです。ですから、これは意識的に鍛えないと

いけない。どう鍛えればいいかというのはこれからお話しさせていただくことになります。 

 その前に、筋肉をどう鍛えるか。これを知らない人はいません。まず日々の鍛練を積み重

ねていけば鍛えられる。２つ目、基礎から段階的にレベルを上げることが極めて重要です。

ですから、トレーナーの正しい、適切な指導が非常に効果的です。例えば、私たちがいきな

りプロの人たちのやっているトレーニングをやると１日で体がつぶれます。だから、基礎か

ら段階的にレベルを上げていく。３つ目、これもかなり重要です。やめると衰えます。皆さ

んの中で若いころに運動をされていた方がいると思います。就職されて鉛筆しか持たなけ

れば衰えます。かつて運動をやっていた人は私も同じで、衰えていないと錯覚してしまう。

それにいつ気付くかというと、ぎっくり腰になったときです。「ああ、自分の体は衰えた」。

やめると衰えます。 

 ポイントは、「考える力」というのはイメージで言うと、いわば脳の筋肉を鍛えることな

のです。ですから、上と同じことが当てはまります。毎日の意識的な努力をやる。基礎から

だんだんと積み上げるということです。それから、やめると衰える。いくら若いころすごい
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と言われていた人でも、目的意識が失われて思考をしなくなると、あっと言う間に頭脳が衰

えてしまいます。 

 ２つ目は、運動で汗を流すと非常に気持ちがいい。爽快な気分になります。運動が習慣づ

くと体を動かす楽しさが実感できます。ジョギングをやっている方はなぜ毎日やるのか。い

ろいろな意味があると思いますが、毎日続けられている方は、実は走り出すときから楽しい

かというと必ずしもそうではありません。誰でも走り出す直前はちょっと物憂いのです。

「きょうはやめておこうか」という誘惑に引きずられます。しかし、毎日続けている方はそ

れを乗り越えて 30分ぐらい走ると、体が火照って気持ちよくなることを経験で知っている

わけです。だからやめられない。 

 実は、考えることも同じ効果があります。考えることが苦手だという方は、考え始めよう

とするとちょっと物憂い気分になります。でも何かに打ち込んでいて、急に気付いたら何か

に熱中していた経験は、皆さんお持ちだと思います。それはこの効果です。ある思考をある

一定のペースである期間続けると脳が活性化されてくるのです。そうすると爽快な気分に

なります。ですから、考える習慣を身に付けると考えること自身が楽しくなります。そうす

るとまた考えるようになって、私たちの思考力はどんどんとアップする。ですから、最初が

重要です。意識的に自分の思考を考える方向に向ける。そこから目を背けないということが

重要です。 

 そのためのヒントとして、優秀さの３段階という話をさせていただきます。これは何かと

いうと、私は大学で教鞭を執っていますけども、長年見ていますと一定のパターンがありま

す。本当は大学で伸びる人、社会で伸びる人を育てたい。大学に入ってきたときに一番の人

が欲しいわけではありません。しかし、本当に毎年同じです。いわゆる優秀と言われている

人は、高校まで優秀な人。大学、特に学部までで優秀な人。それから社会に出て、あるいは

大学院に入って優秀になる人。その層がガラッと変わります。 

 それはどうして分かるかというと、高校までは予備校がご丁寧に順番を１番から並べて

くれるわけです。大学も成績がありますから、その相関をちゃんと取ることができます。実

はほとんど相関がありません。あるいは、ある有名な中高一貫の高校が長年にわたって中学

１年生の入学試験のときの成績、それから高校３年生の卒業のときの成績の相関を取った

データを公表しています。結果は相関係数ゼロです。同じことが高校から大学に入ったとき

にも当てはまります。それから大学の学部から大学院に入ったとき、あるいは社会に出てか

らもかなりガラッと変わります。非常に面白いです。 

 唯一、実は大学院の成績と高校の成績で有意な相関のある科目があります。何か分かりま

すか。数学です。数学だけは明らかに有意の相関がある。ですから最近、文系科目といえど

も数学を取り入れる大学が増えていることをご存じですか。それはこういうデータに基づ

いています。 

 それはなぜなのかということです。もう一度繰り返しますと、私たちの目的は、社会に出
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てから伸びる人を育てたい。ですから、これがなぜかというメカニズムをよく理解しておく

ことがとても重要です。 

 よく言われるのはこういうことです。モチベーションは続きません。例えば東京大学に入

るにはすごく勉強しないといけないので、受験で疲れてしまって五月病になる。入ってきた

生徒さんたちの顔を見ると、これは間違いだったというのがすぐ分かります。１年生の人た

ちの授業を私も時々やりますが、みんな目がキラキラッと光っているのです。疲れたりモチ

ベーションがなくなったりした人はそんな目の輝きはありません。入ってきたときは目が

キラキラッと輝いているのですが、それが２カ月後になると変わる。実は答えはこれです。

人は何も変わらないのです。人というのは急に変わるわけがない。大学に入ったからといっ

て人は変わりません。「何が優秀か」の基準が人生の各段階で突然変化するわけです。高校

までで何が優秀か。大学で何が問われるか。大学院で何が問われるか。社会で何が問われる

か。全然違います。人は何も変わらない。問われる基準が変わるために評価される人の集団

がガラッと変わるのです。 

 重要なことは何かというと、このことを正しく理解する必要がある。各段階で何が評価さ

れるのか。何が重要なのか。それは何のためになぜ重要なのか。心の準備をすることがとて

も大切です。そのことによって、現在の努力が何のためにあるのかを理解して、動機付けに

なるということです。ここには研修の担当の方がたくさんいらっしゃると聞いています。研

修をするときに、何を研修すべきかというアイテムを提示するだけでは効果的ではありま

せん。いまなぜそれを研修するのか、それが将来のどういうことにつながってくるのか。そ

ういうストーリーをセットで提示して初めて、その人の頭の中にスポンと入るわけです。 

 では３段階とは何か。最初はマニュアル的な力、マニュアル力です。これは大学入試まで

最重要視された課題です。マニュアル力があると大抵、どこの大学にも入れます。２つ目、

大学に入った瞬間に「考えなさい」と言われます。教授が与えたテーマをじっくり考えて、

その解決にまで行く人は非常に優秀と高く評価されるわけです。社会に出ると今度は、「何

か課題を与えてください」と言うと「君、指示待ち力ですか」と言われます。大学院でもそ

うで、特に博士課程の人はテーマそのものを見つけないといけない。あるいは、社会でも課

題を自分で見つけて解決できる人はすごく高く評価されます。これが創造力です。これは社

会、あるいは大学院等でそれぞれ違うわけです。それぞれについて簡単に説明させていただ

きます。 

 まず、マニュアル力とは何か。答えが一通りに決まった問題を与えられた時間内にできる

だけ早く、正確に解く力です。まさにマニュアル。類型化された問題を正しい手順に従って

解くスキルと言うこともできます。これこそは偏差値で測ることができます。だから、偏差

値が良し悪しという議論はあまり意味がない。偏差値で何が測れるかということが重要で、

測れるものについては偏差値には意味があるのです。マニュアル力を測るときには偏差値

は意味があります。それ以外のものを測るときには偏差値は意味がない。こういうことです。 
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 では、社会でマニュアル力は重要ではないかというと、もちろん重要です。それは何かと

いうと、マニュアル通りなのでサプライズはありませんが、質が保証されているという安心

感を与えます。ですから、リピーターの確保につながります。社会の製品はあまり創造性が

あっては駄目なのです。例えば冷蔵庫があります。Ａ社は最先端のことをやっているわけで

はないけども、常に最先端にいるＢ社の８割ぐらいの最先端性を持っていた。しかも壊れな

い。Ｂ社、アイデアがキラキラ光っていて格好いい。最先端。ただ、時々壊れる。どちらを

買いますか、こういうことなのです。品質保証というのは非常に重要です。企業さんの中で

も、こういう企業はマニュアルが完璧に整っていて、完璧にマニュアルで社員を鍛え上げま

す。ですから、どこのマクドナルドに行っても同じ質のマクドナルドが出てくるのです。 

 マニュアルは本当にばかにできなくて、これが理想的な高みに達することもできます。そ

うするとどんなことができるかというと、夢が与えられるのです。ディズニーランドにマニ

ュアルを期待して行く人はいますか。いないですね。あんなに高いお金を払っても何か夢が

あるような気がするわけです。ところが、ディズニーランドにいるいろいろな夢を与えてく

れているキャラクターで、自分の意思で動いているキャラクターはありますか。自分の意思

で動いたりしゃべったりするとクビになります。絶対駄目です。あれは完璧にマニュアル通

り、お客さまがこう対応したらこういうしぐさをしなさいという完全なマニュアルがあり

ます。ですから、マニュアルが理想的な高みに達すると夢すら与えられます。 

 重要なのは、そういうマニュアルを作っている人がいるということです。マニュアルを作

るためにはものすごく高度な創造力が要ります。こういうしぐさをしたときにお客さまは

どう感じるか。それを非常に厳密な統計データに基づいて分析する。そしていろいろ不快な

要素とかをすべて入念にチェックし、削除して、気持ちがいい要素をエンハンスするために

はどうしたらいいかという、非常にサイエンスに近い分析をする人がいるわけです。ですか

ら、そういうマニュアルをつくるためには考える力と創造力が要ります。どちらも重要です。 

 では、学問はどうか。「学問は創造性が問われる」とすべての人が言います。ではマニュ

アルは害なのか。そんなことはありません。いくつかものすごく重要な部分があります。 

まず、言語を学ばないといけません。言語というのは、例えば語学であったり、あるいは

理科系の分野であれば数学。また、どんな分野でも専門用語があります。これはもうマニュ

アル通り理解しないと話になりません。あるいはこれを業界と読んでもいい。そうすると、

それぞれの業界にはそれぞれの言葉があります。考え方があります。それはマニュアルとし

て身に付けないと、その中に溶け込めません。 

２つ目は、型を学ぶということです。これは考え方の基本的なパターンで、それぞれの分

野にはそれぞれの考え方があります。数学には数学の考え方、物理学には物理学の考え方、

生物学には生物学の考え方があって、非常に独特なのですけども、それを身に付けないとそ

の分野に入っていけません。これを業界に置き換えていただいても同じです。それぞれの業

界には業界独自の考え方の基本的なパターンがあります。 
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 学問は何なのかというと、こういう基本的な、いろいろな型を論理で組み合わせて構成し

ていきます。例えば物理学でいくつかの自然の法則があります。それは型なのです。この法

則とこの法則を組み合わせるとどんな現象が出てくるか、それを論理の力で論理的に推論

していくのです。でも根底にあるのは基本的なパターン、あるいは法則で、それを踏みにじ

ると何もできません。そういう型を論理で組み合わせて構成したものを理論と言います。 

 では、独創性とは何か。実は独創性というのは型破りなのです。どういうことかというと、

独創性を発揮するためには、まず言語を学ばないといけません。それから、その分野のあら

ゆる考え方を完全に理解しないといけない。自然科学ではどうかというと、いろいろな実験

を見ていきます。そうすると熟練した研究者にとってはいろいろな実験が、「これはこの型

に当てはまる」「これはこの法則で進めていける」と大抵たちどころに分かります。ところ

が、非常にまれなのですけれども、時々どの型にも当てはまらないことが出てきます。この

ときにどの型にも当てはまらないことを 100パーセント自信をもって洞察できるかどうか、

それが独創性のポイントです。洞察できたとします。そうすると、これは新しい型をつくら

ないといけない。これを型破りと言います。 

 芸術でも同じです。亡くなってしまいましたが、例えばグレン・グールドというピアニス

トがいます。クラシックの音楽ではバッハが一番型があるとみんな考えています。本当かど

うかはやや怪しいのですが、バッハの「平均律クラヴィーア」はどう弾かないといけないと

いう形がある。ところが、グレン・グールドはそれと全く違ったような、びっくりするよう

な弾き方をしていきなり登場したわけです。普通、それをやるとばかにされます。「あ、彼

は勉強していないのだ」と。ところが、彼に限っては専門家が唸ったのです。それはなぜか

というと、彼が弾いているのを見ると、明らかにすべての型が分かっているということが分

かるからです。そのうえで型破りをして、新しい型をつくったことにみんなが納得したわけ

です。専門家が納得した。 

 あるいは、ピカソの絵は初めて見ると「えっ」と思います。なぜあんなデフォルメした絵

を描くのか。でも 20代のときの絵をご覧になっていただくと分かりますが、ピカソはもの

すごく精密な絵を描けます。おそらく彼は、20 代のときにすべての型は真似ができた。真

似ができたうえで、ある段階で彼は、自分の感じているものを表現するためには従来の型で

は表現できないという認識に到達して、キュービズムとか、ああいう新しいものを作ったの

です。 

 モーツァルト。彼は 16歳のときに、お父さんに「私はどんな音楽でも真似できる」と言

っていたのです。これは嘘でも何でもなくて、彼は 16歳のときに本当に真似ができた。真

似ができて音楽上の危機になったのです。自分の思っていることはどの型にも当てはまら

ないと思って、彼はモーツァルトという音楽を作った、こういうことなのです。ですから、

創造性を発揮するためには猛烈に勉強をしないといけません。型をちゃんとマスターしな

いといけない。これをしないでやる人は単なる型無しです。型破りなのか、型無しなのかは
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専門家が見ればすぐ分かります。 

 もちろん、そういう意味ではマニュアルはとても重要ですけれども、危険性もあるという

ことは同時に意識する必要があります。特に若い人にとって非常に重要です。教育者が若い

人にマニュアルを学んでいただくときにケアしないといけません。どういうことかという

と、生まれてから大学入試まで学業成績が唯一の基準です。100点を取って家に帰って、お

母さんに怒られた子はたぶんいないと思います。０点を取ると、大抵理由を聞かないで怒ら

れてしまう。ちなみに、大学入試までは何で評価されるかというと、平均点、総合点です。

そうすると予備校はどんなふうに教えるか。「まず問題をざっと見なさい。一番難しい問題

を捨てなさい」。それにとらわれると落ちてしまうからです。これが人間の心理に与える影

響は大きいでしょう。困難な問題は捨てるということなのです。それを一番若いころから 18

歳まで訓練を受けたらどうなるかということです。 

 実際、大学に入った瞬間にどう言われるかというと、平均点なんか誰も言いません。教授

は何か難しいテーマを与えて、「これを１年間で考えてレポートを書いてください」と言う

わけです。少なくとも３カ月ぐらい。そうするとそのギャップに戸惑うわけです。ほかのこ

とは何もできなくても、その問題を深く掘り下げた人がいきなり高く評価されます。つまり

高校までは「捨てなさい」と言われていた問題を解ける人が、いきなり高く評価される。そ

れは戸惑いますよね。 

 もう１つ、これも受験勉強をやりすぎた人に一部見られるパターンです。マニュアルに測

れるのは、最初に申し上げましたが一次元的ですね。点数で並べることができるから一列。

一次元的というのは一列です。そういうことを忘れてしまうわけです。何が言いたいかとい

うと、人間は一次元ではなく、いろいろな見方がある。そこが人間の魅力なのですが、そこ

が分からなくなってしまうという危険性もあります。問題には一通りの答えしかないと考

えるようになる。18 歳まではそういう例しか知らないからです。それで多角的・複眼的な

思考ができなくなり、心理的なバリアになって、創造性の面からいうと型破りが非常に難し

くなってくる。 

 考える力とはどういうことか。これまで述べたことは大学以降で問われる力ですが、これ

からはいきなり大学までに問いましょうと教育指導要領がなったために、最近、中学入試で

もかなり内容が変わってきました。やはり大学入試というのは大きいのです。ところが、大

学入試までどれぐらい長い時間考える訓練をするかというと、ある中学校進学予備校の塾

長の人に聞きますと、「問題を３分間考えて分からなければ答えを見なさいと指導していま

す」とおっしゃいます。別に非難しているわけではなく、これは合格するためには正しい指

導法です。なぜかというと、例えばある進学校の算数の問題があります。１時間でちょうど

20 問です。だから３分以上考えると落ちてしまう。こういうことなのです。高校入試にな

りますと、それが１時間で６題ぐらいになるから、考えるのは 10分。大学はいろいろあり

ます。マークシートのところもありますが、例えば東京大学はできる限り思考力を評価した
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いと思っているために昔から全記述です。全記述なのですが、１題 30分が限度です。これ

はなぜかというと、国立大学の入学試験は２日間でやらないといけません。２日間であれだ

けの科目をやるためには、数学でいうと 150分が限度ですから、５題なら 30分ということ

です。 

 そうするとどうなるかというと、脳が短時間思考に最適化されます。これは科学的にも根

拠があります。脳のニューロンはいろいろな刺激を受けてつながってきます。ある特定の刺

激が起きていればそのニューロンは太くなります。異なったニューロンがいかにうまくつ

ながるかで、いろいろな発想ができるかということになるわけです。ところが、短距離的な

思考に最適化されますと、例えば５時間考えなさいというとなかなか大変になります。つま

り短距離走型の選手に長距離走をさせたら駄目です。こういうことに似ている。なぜ駄目か

というと、筋肉が壊れてしまうからです。逆も駄目です。 

 ですから、考える力を鍛えるというのは長距離走型の脳をつくるということです。長い時

間考える訓練をしないといけない。それは楽しくないとできないですよね。苦痛の中で長時

間考えることは誰もできません。楽しくないとできない。でも、楽しくなるためには少し考

えないといけない。30 分ぐらい走らないと体が温まらない。こういうことなのです。でも

30 分ぐらい考える訓練をしていくと、気付くと夢中になって、長い時間考えるという経験

が生まれるわけです。こういう経験を 18歳までに積ませてあげるかどうかというのはとて

も大切です。その人のあとの人生に影響を与えるくらい重要です。「長く考えると楽しいん

だよ」ということです。ですから、夏休みの課題を最終日に仕上げるのはあまり勧められま

せん。私もやりましたけども、それは駄目です。 

 大学や社会では、１つの問題に数週間から数カ月も粘り強く取り組める人が高く評価さ

れます。高校までは捨ててきた、一番難しい問題に取り組める人が一番高く評価される。で

すから、高校生まではマニュアル的な問題があまり得意ではない、「あいつ、ちょっと鈍い

な」とか言われていたような人が、大学に入ると「彼、考えが深いねえ」というふうに急に

変わるわけです。でも繰り返しますが、人は何も変わらない、評価の仕方が変わるだけです。 

 こういうわけで、考える力というのはいわゆる頭の良さとは違います。ここで言う「頭の

良さ」とは何かというと、基本的にはクイズで東大王とかいう人たちがやっていることです。

素早く解く。これは生まれつきと考えられますが、そんなことはありません。これはクイズ

なので訓練すればいくらでも速くなります。訓練、反射神経なのです。考える力はそうでは

なく、粘り強く考える。考え抜く力です。ですから時間はいくらかかってもいいのですが、

最後まで考えること。そういう根気強さ。その結果として、本質は何かということを見抜け

る力がとても重要です。これも鍛えることはできます。しかし、マニュアル的な思考にとら

われると意識がその方向に向かなくなるのです。その結果、鍛えられなくなるという悪循環

になります。だから悪循環になるのか、良い循環にするのかという意識の向け方がとても重

要です。 
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 最後に、創造力とは何か。これは解くのではなくて、解く前にまず課題を見つけるという

ことです。課題を見つけると、問題が新しいので解き方はありません。それを自分なりのや

り方で解決にまで導いていく。こういう総合力が創造力なのです。これはまさに社会、ある

いは大学院の博士課程で問われる力です。博士というのは、どんな小さなことでもいいので

自分で見つけた新しい問題を解決に導き、学術を進歩させる人です。自ら見つけた課題には

決まった答えはありません。答えが存在するかどうかも分からない。こういう問題に独自の

答えを見出すことのできる力が創造力です。答えが存在するかどうかも分からない。不安で

すよね。ですから、こういう場面で創造力を発揮するためには人格的な強さが必要だという

ことが分かります。不安に勝てないと駄目です。あるいは困難を、チャレンジ、前向きに捉

える。自分をそういう心理に持っていけるような訓練を積んでいく必要があります。 

 例を言います。２人のデザイナーに同じテーマを与えると、全く違った服ができます。同

じテーマなのに全く違った服ができて、そのどちらもすばらしい。これは芸術や美術の世界

では当たり前だと思います。でも科学は違うのではないかと思いませんか。実は自然科学も

同じなのです。自然科学も、一見矛盾するように見える答えが実は調和する、そこまで持っ

ていくことが重要です。 

 物事というのは見方によって異なってきます。どんなものでもそうです。例えばゾウは、

正面から見ると鼻の長い動物だと思う。横から見ている人は耳が大きい動物だと思う。後ろ

から見ている人はどっちも見えなくて、非常に大きなお尻で長い尻尾のものだと思う。では

ゾウはその中のどれかというと、実は全部なのです。すべてを見たうえで、「これが１つの

ゾウだ」と認識する。自然法則も全く同じで、自然法則は見方によって見方が変わります。

見方は変わるのですが、その見方を与えてくれる方程式は１つです。つまり、異なったよう

に見えるものが調和するということです。このときにいかに問うかが最も重要です。「前か

ら見てください」と問うと「鼻が長い」しか出てこない。そうではないのです。大きなもの

を理解するためにはいろいろな角度から見てください、こういう問い方が重要になります。

自然科学と社会で問われる力には共通点が大変多いわけです。 

 ただ試験問題は、残念ながら出題者の意図が明確な問題が良い問題とされます。私などは、

本当は答えのない問題を出したい。大学院の面接では、時々私はそれをやります。あえて答

えがない問題を与える。答えがないというのは私が答えを知らない問題です。では何を聞く

のですか。いや、その人がどう考えるかを見たいのです。ところが、自然科学では複雑な自

然現象の中から、再現性、あるいは実験で確認できる問題を見つけることから出発しないと

いけません。空は誰が見ても空か。違うのです。「きれいだな」と思う方もいるし、そこに

何か絵の素材を見る人もいるし、そこに法則を見る人もいるわけです。そういう意味で、正

解はおろか誰も疑問すら感じなかったところに問題を発見し、それに独自の答えを編み出

す人が独創的とみなされ、高く評価されるということです。 

 例えばプラスチックは絶縁体だから、普通は電気を通しません。でも電気を通さないと思
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うと、いま銀行でピピピッと押すとお金が出てきます。あのタッチパネルは、プラスチック

が電気を通すことを日本の白川先生という人が発見した。そのおかげです。 

高温超伝導という 20世紀の大発見があります。何が超伝導になったかというと、セラミ

ックのお茶碗です。普通、セラミックのお茶碗は最も電気を通さないものですが、実は最も

高い温度で超伝導になった。誰もそんなところに問題があるとすら思わなかったものに疑

問を感じ、実験して大発見になった。 

 この３つの力は、非常に密接に関連しています。考える力の基礎はマニュアル力です。い

ろいろな型を学ばないといけません。創造力を発揮するためには、いろいろな型を考える力

と組み合わせていかないといけない。そのためにやはり考える力が要る。こういうわけで、

受験勉強が役に立たないという考え方は間違っています。実際、最近では「学歴は問わない」

と書いている企業があるのですけど、実はその企業の人事の人に聞くと「問わないけど、参

考にしている」と言っています。だからマニュアルはやはり重要です。ちゃんと仕事をこな

せることがとても重要です。 

 絵的にはそれぞれの力がピラミッドになっていて、この総合力が試されるわけです。学問

と芸術の分野だけはちょっと特殊で創造力の部分が極端に重視される分野ですが、実は創

造力を発揮するためにはやはりマニュアル力と考える力が極めて重要です。では、考える力

をどう鍛えればいいか。これは人それぞれなのですが、ここで１つ、ヒントを申し上げます。 

 まず一番重要なのは、「分からない」を「ここが分からない」に変える努力をすることで

す。「分からない」には実はいろいろな「分からない」があります。知らないのは、いまや

インターネットがあるから調べればいい。一番多いのは「何が分からないのか分からない」

という状態です。「なんか分かんないんだよな」という感じです。それを「ここが分からな

い」というところに持っていくまで考えてほしい。それが自ら課題を見つけて創造的な仕事

をする第一歩です。 

 どういうものかというと、普段の自分の意識をよく問うてみてください。そうすると、ど

んな人にでも１日に何回か、「あれっ？」という感じの、もやもやっとした感覚が訪れると

きがあります。それはどういうときに訪れるかというと、自分がこうだと思っていることに

対して違和感を持ったときです。でもそのときどうするかというと、大抵は次の会議がある

と思って忘れてしまうわけです。そうではない。「あれっ？」と思ったときに、自分は何を

「あれっ？」と思っているのかなと考えてみてください。「ああ、こういう違いに自分は違

和感を持っていたのだ」「こういうことを実は不思議だと思っていたのだ」。何か分からない

けど分からない状態になると、ちょっと調べてみようということになります。調べてみて答

えがあったら、それは知らなかったのだということになる。でも調べてもなければ、「これ

はひょっとしたら新しい問題かもしれないな」ということになります。 

 このように何かふっと思う。このときはおそらく脳の中でニューロンがちょっと発火し

ます。何か科学的な反応を起こしてふっと思う。でもうっちゃっておくと、それはそのまま
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消えて忘れてしまいます。ふっと思ったときに、なぜ発火したか、なぜ違和感を持ったのか、

もう少し立ち止まって考える努力をしてほしいのです。この努力が磨かれてくると、皆さま

の気付きの感覚がアップしてきます。ほとんどの人は普段、いろいろなことに違和感を持つ

ぐらいの感度はあります。では何で違和感を持ったのか、そういうことを意識するところま

での訓練をやっていくと、実はいろいろなことに対して非常に感度が上がってきます。 

 それを創造的な仕事にまでつなげる方法として、私は「地図メソッド」というものを研究

室の学生たちに推奨しています。これは何かというと、大学に入って学部の学生さんは大抵

授業です。大学院に入るといきなり研究しましょうということになります。授業で学んで試

験でいい点を取るにはどうすればいいかというのは、彼らはものすごく経験があります。で

も、「じゃあ新しい研究を始めてみましょう」と言うと、経験がないのでどうすればいいの

か分からない。そのときに「こうしましょう」という方向で、実は大学の場合も「じゃあこ

れをやろう」と大抵は教授がテーマを与えてしまいます。できる学生さんはそれができて優

秀だなと思うのですけども、それをやってしまうと、この人はテーマを探すことができない。

訓練ができていないので、テーマを探すところから始めました。 

 それが「地図メソッド」というものです。先ほどの問題意識です。ふっと思ったことを明

確に意識し、問題の核心が何であるかまで浮かび上がらせるような方法です。まず、ふっと

思って、自分はこういうことを思っているのだというところまでたどり着いたとします。そ

うすると、何が分かっていないのかが分かりますから、関連する資料が調べられます。もし

それが重要なテーマだと思ったら、ぜひ徹底的にその資料を集めてください。いまはインタ

ーネットがありますから、キーワード検索でいろいろな資料がたちどころに集まります。 

 普通は集めて「はい、おしまい」となります。それでは駄目で、集めた資料を丹念に読み

込みます。ここは時間をかけないと駄目です。最初は物憂いですけれども、時間をかけて読

む。これはランニングの最初のステップだと思ってください。読み込み始めて、ある程度専

門知識がある方は「これは分かっていることだ」と。「でもこれは分かっていないな」。その

分かっていないことをメモしていきます。いろいろ分かっていないことの間にどういう関

係があるか。「これが分かったらこれが分かりそうだ」という関係を自分なりに整理してい

きます。そうすることで、分かっていることはいいですけれども、何が分かっていないのか

ということがだんだんと明確化されてきます。きっかけは「あれっ？」と思ったことなので

すが、そこからだんだんと、実は何が分かっていないのかということが非常に明確になって

くる。しかも文献的ですから、いろいろな人たちが調べている歴史的な枠組みの中で、本当

に何が分かっていないのかが非常に明確になってきます。問題がだんだんと先鋭化してく

る。分かっていないことの中で、では何が重要な問題なのか。いろいろなことが分かってい

ないのが普通ですけれども、その中で比較的重要でないことと重要なことがあります。それ

は整理していくとだんだんと分かってきます。 

 まず、心の中で地図を描いてください。この部分は分かっている、この部分も分かってい
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る、この部分も分かる。ところが、この真ん中の部分は分かっていない。右端の部分も分か

っていないとします。いろいろな事項について、１番目はよく調べてみたら実は自分が知ら

ないだけだった。「ああ、勉強になった」。２番目もそうだった。ところが、３番目はどんな

に調べても分からないし、誰に聞いても分からないからこれは未知なのだ。解決しないとい

けない問題だ。４番もそうなのだけれども、実は関連を調べてみると、３が解決できれば分

かる。同じように５番も未解決なのだが、４が分かると解決できる、そういうことが分かっ

たとします。こう整理すると、実は問題の核心は３だということが分かるわけです。私はこ

れを地図の方法、地図メソッドと言っています。自分の地図をつくり、その間の関係を調べ

ることによって、何が最も重要な課題かを浮かび上がらせるという方法です。ここまで自分

でやってくると、頭の中が非常に整理されてくるためにランニングハイみたいな感じで、だ

んだんと専門的なことに関心が深まってきます。 

 先ほど情報を集めると言いましたが、２番目にその情報を集めるときのヒントです。よく

学生さんは答えを探そうとしますが、それは駄目です。研究テーマを探そうとしたり、ネタ

を探そうとしたり、ビジネスで成功しているモデルを一生懸命探そうとするのは駄目です。

なぜかというと、それは新しくないからです。あるいは、そもそもその段階で現在のネタの

延長線上に意識が向きます。ビジネスでこれをやると薄利多売になってしまう。消耗戦で大

変です。そうではなく自らの問題意識を大切にして、それに関して分かっていないことは何

かということです。課題が分かったら、その中で分かっていることはいいとして、分かって

いないことは何かを理解しようとしながら、いろいろな資料を丹念に読んでいきます。 

 インターネットの使い方ですが、インターネットは事実とノウハウがごちゃまぜに陳列

されていますから、ここで事実に属するものの収集に努めることが重要です。普通、学生は

ノウハウを一生懸命探そうとするのですが、それは駄目です。現在のノウハウに縛られてい

ると新しいことはできません。ただ、事実の収集に関しては、インターネットは非常に効率

的です。昔は図書館に行っていろいろ調べたことがいまでは机の上でできます。 

 ここからあとはオプションですが、私はこうしています。資料を読んで必要な情報をメモ

します。そして理解し、整理できたと思ったらその資料は捨ててしまう。目の前に置きませ

ん。これは分かっていることはいいわけで、分かっていない情報だけに意識を集中させるこ

とが重要だと思うからです。このような作業を繰り返します。また新しい資料を読んで整理

し、メモしていき、そして捨てる。そういうことをやっていくと、いろいろな情報がふるい

に掛けられ、だんだんと自分の頭が整理されてくることが実感できます。そうすると、自分

の頭の中でいろいろな情報（Information）が知恵（Intelligence）に変わることが分かる。

そのことをやると、その専門的なことに関して言えば、新しい状況があってもこれはこうだ

という情報処理ができるようになります。というのは、それまで皆さんはいろいろな型を頭

の中でふるいに掛けて情報処理をしているからです。 

 それを徹底的にやると、大抵はその型の組み合わせになります。どの型にも当てはまらな
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い問題に本当に出くわしたときには、皆さんは型破りをしなければいけない。このときに重

要なことがあります。それは文献を読むのに時間がかかります。そのため、こんなことをや

っていたら時間が無駄になるかもしれないと不安になってしまう。特にグッと我慢して効

率を意識してはいけないということです。効率を意識すると、どうしても知識やノウハウの

ところに向かいます。そちらのほうが楽だからです。皆さんにとって重要なのはそうではあ

りません。知識とノウハウはネット上に転がっている。そうではなくて知識とノウハウが入

ったときに、その情報を処理するニューロンを頭の中につくるということです。これは時間

をかけないと駄目です。 

 もし皆さんが部下の指導的立場にあるとしたら、その部下の心理を理解し、上手にライド

してあげることがとても重要です。例えば、私の場合は学生です。学生にとって重要なのは

論文です。「では皆さん、論文を集めてみましょう」と言うと、たちどころに 30 個とか 40

個の論文を集めます。「先生、これは関連する論文です」「では１つずつ読んでみましょう」。

そうすると、経験がないから最初の論文を読むのに１カ月以上かかるわけです。「先生、こ

んなことをやっていたら私、修士の学位に間に合わなくなりますけど大丈夫ですか」「大丈

夫です。気にするな、ちゃんと理解しろ」。そうすると、理解して楽しんでいる。１個目に

１カ月かかりますが、２個目は半月で読めます。なぜかというと、どんな資料も半分は同じ

ことが書いてあるからです。３個目は 10日ぐらいで読めます。ちょっとずつ速くなります。 

 重要なことは、最初にちゃんと励ましてあげて、早くなるというのを自分で経験させてあ

げる。これは成功体験と言います。「確かに先生、少しですけど速くなりました」「そう、そ

れでいい。もう１つやろう」。それで３カ月、４カ月ぐらいかかるとけっこう速くなって、

１週間ぐらいで１個読めるようになります。「あなた、３カ月前は１カ月かかったのが今は

１週間で読めるよね。すごいね」。そうすると「確かに」と思って、もっと続けられる。私

は最初に出てきた 30 個なり 50 個なりを全部読むまで待ちます。そうすると、最後になる

とほとんど斜め読みができるようになります。すごいです。時間はかかるのですが、1年後

にはその人は、その分野のほぼ専門家になります。なるだけではなく、モチベーションがも

のすごく上がる。大抵私が知らないことまで知るようになる。「あ、すごいじゃないか」、こ

ういうことです。 

 そうすると彼は、新しい問題に直面したときにもう１回同じことをやることができる。な

ぜかというと、速くなるということが分かるからです。その結果として、ものすごく頭が整

理される。大抵の人はノウハウしかやらないから、頭はそんなに整理されていません。その

友達と議論すると何でもできるようになる。そういうことでうれしくなって、あとは自分で

できるようになります。 

 もう１つ、古典に学ぶこともけっこう重要です。古典的な文献です。昔の文献で時の試練

に耐えたものをじっくり読むことは、考える力を鍛えるうえでとても重要です。小説でも何

でもいい。自分の関心のあるもので時の試練に耐えたものをじっくり読む。「時の試練に耐
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える」とはどういうことかというと、同じものであっても見方はその時々で変わります。で

すから、あるときに流行っても、その次の時代には捨てられるというのは普通にあります。

ところが、それが何世代にもわたって生き残っていると、いろいろな角度から見ても価値の

あるものなのです。これは知識獲得が目的ではありません。というのは、知識獲得は教科書

から学べます。そうではなくて新しいことを切り拓いた人たちの考え方、かたち、哲学、問

題意識が学べます。これは教科書からでは学べません。分かっていることだけではなくて、

何が分かっていないかということもこういうことをやった人は書いているためにいろいろ

なアイデアの源泉になり、とても参考になります。 

 では、独創的なことをなすためには何が必要か。最も重要なのはテーマの選択です。先ほ

ど情報の地図メソッドと言いました。情報の地図が完成したら、何が分からないかが明確に

理解できます。その中で何に取り組むかということです。皆さん、ぜひやってみてください。

情報地図が完成すると分からないことが整理されます。そうすると、けっこうモチベーショ

ンが自分の中で勝手に上がります。でも、そこからもうちょっと考える必要があります。 

 自分の実力で簡単にできることは、私は学生さんには決して勧めません。それは人により

ます。やはりそこはよく人を見てあげないといけない。その人にとってものすごく簡単にで

きそうなことは、よほどインパクトのあるものでない限りは勧めません。ここがいわゆる才

能があると言われている人たちの陥る、典型的な罠なのです。自分の力でさっとできること

に意識が行ってしまう。そうするとどうなるか。その仕事はできます。その仕事はできるけ

ども、それをやってもその人は伸びません。自分の力でできるからです。そしていずれ才能

は枯渇する。そのプロセスで自分の力が伸ばせないからです。 

 ２つ目は、絶対にできないと思うことはしたら駄目です。なぜかというと、心のどこかで

「できっこない」という言い訳になるから、困難なものを乗り越えることができない。私の

お勧めは「いまは解けるかどうか分からないけど、これは非常に重要な問題で、ぎりぎり頑

張ればできるかもしれない。ぜひやってみたい」と直感できるテーマを選択してもらいます。

それが実は自分の可能性を伸ばす方法です。これは教員にとってはかなりチャレンジです。

学生さんが半年なり１年なりかけてテーマのリストを持ってきたときに何を選択させるか

です。このときにやはり成功体験を積ませないといけない。失敗したらすごくダメージにな

るのでぜひ成功させてあげたいのですが、簡単に成功できるものは選ばせないとするとか

なりリスクです。 

 そのとき私は、本人の直感を信じます。「ぎりぎり頑張ったらここまでならできるかもし

れない。でもいまはどうすればいいのか全く分からない」。それに対してゴーを言います。

今までの経験から言うと、これはほとんど行きます。失敗例はほとんどありません。結果と

してその学生さんは、やり始めたころに比べてグッとレベルが上がる。ジャンプするくらい

上がります。このジャンプがものすごく重要で、ジャンプをした人だけが次のジャンプの準

備ができているわけです。 
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 ただ、マニュアル的な考え方にとらわれていると、どうしても問題には一通りの答えしか

ないという先入観にとらわれてしまうため、ここから意識的に解放される努力はどうして

も必要です。なぜかというと、自分で見つけた答えにはそもそも答えが存在するかどうかも

分からないわけです。そういう問題に直面したときに逃げずに挑めるかどうか、そこまで自

分のモチベーションを上げていく必要があります。そのためにはいろいろな方法があると

思います。例えばグループであれば、リーダーのリーダーシップで人を引っ張っていくのも

ありだと思いますけれど、研究の場合は非常に個人プレーが多いので、どうしても一人一人

のモチベーションを上げざるを得ない。したがって先ほど見たように、地図メソッドで一歩

一歩、モチベーションを上げていく。その結果として、答えはないのですが、それは自分で

見つけた問題なのでなんとか解きたいというモチベーション、それから困難な問題だけど

ぎりぎり頑張ればできるという勇気、それを自分の中で生み出していって解決する。それが

創造力の原点です。 

 非常に地味だけど、システマティックだということがお分かりいただけるのではないか。

単なる思い付きでは、大きなことは絶対にできません。一歩一歩戦略的・意識的に自分の意

識を高めていって準備をし、最後にそれを全力で生かすということです。 

 でも、実はそんなに簡単ではありません。必ず壁にぶつかります。こういうときに私は学

生さんに、私は物理学者で物理学者はみんなアインシュタインという人を知っているので

この方の話をします。これが意外と知られていない。彼は物理学史上、ニュートンと並ぶ最

大の天才と言われ、相対性理論をつくりました。このおかげで GPSが動いています。でも彼

は大学受験で失敗している。一浪です。２つ目に、彼は研究をしたい。いまもそうですが、

当時、研究をする唯一の方法は大学に残ることで、「研究をしたいので大学に残りたい」と

言ったら、教授が「駄目だ」と言った。「どうしてですか」「君は才能がない」と言ったらし

いです。皆さん、部下に絶対にこの言葉を言っては駄目ですよ。100年後にこんなことを言

われてしまいます。講演で残ってしまうからです。でもそう言われたそうです。 

 しょうがない。言われたら本当に残れないので彼は就活します。就活でも苦労をしていて、

実は自分で職を見つけられず友人のマルセル・グロスマンさんのコネで特許局に入ります。

いわば三重苦です。私は学生さんに言います。「あなたは現役ですか、浪人ですか」「いえ、

現役です」「でも仮にあなたは浪人したと思ってください。失敗した。あなたは将来、何に

なりたいですか」。最近は直接的に言うとすぐにへこんでしまうので、やさしく言わないと

駄目です。「あなた、才能がないと言われたらどうしますか」「しょうがない。就活します」

「仮に就職が見つからなくてコネで就職したとします。あなたはそれでも研究を続けます

か」。今まで聞いた人で「イエス」と言った人はいません。そんなのは絶対に無理です。と

ころが、アインシュタインはこれでも続けた。特許局に勤めて５時までは仕事をして、その

あと帰ってから屋根裏部屋で研究をした。それで世紀の大発見をしたのです。彼の奥さんは

「主人はあきらめない力がすごかった」と証言で残しています。 
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 これは非常に重要です。アインシュタインの頭脳を私は実際には論文を通じてしか知ら

ないのですが、おそらく頭脳の点で同じぐらいすごい人は毎年います。よく言われるのは、

「Brilliant students are professors’ nightmare」という言葉があります。すごく天才

的な学生というのは教授にとって悪夢のようにできる。実はそんな学生さんは毎年出ます。

ところが、それと同時にアインシュタインほどあきらめない人間力を備えた人はめったに

いません。さっきの質問をして「イエス」と言った人はいままでいません。でも社会に出て

活躍している人たちは、現役の方も含めていろいろな言葉を残しています。実は「あきらめ

ない」を持っているのです。ですから結局、人生において真のブレークスルーの原動力は、

まず自ら目標を定めること。それに向かって最後までやり遂げようとする、あきらめない人

間ということになります。 

 とはいえ、それでも実は壁に突き当たります。研究をしているとそんなに甘くないですか

ら。それでも解けないものは解けないのです。私も２年ぐらい考えてどうしても解けないよ

うな問題がありました。これはもうピンチなのです。学生さんがピンチになったときは本当

に大変で、そこのケアがすごく重要です。そのときに僕がよく言うのは、苦しみというのは

それを乗り越えたいと思っている人にしか訪れないということです。「あなたは苦しい。な

ぜかというと、あなたはまだあきらめていないからです」。あきらめたら楽になる。そのよ

うに伴走して一緒に走ってあげながらあらゆる可能性を試して、最後に思考が本当に行き

詰まるときが訪れてピンチになります。 

 不思議なことに大抵そのときに閃く。面白いです。この心理はよく分からないのですが、

大抵ピンチになって、それで閃きます。私の場合は、最初のピンチのときは夢の中で閃きま

した。例えばよく知られている、ノーベル賞をもらった益川先生はそのアイデアがいつ閃い

たかというと、風呂を出たときにポンと思い付いたというのです。彼はそれしか言わない。

風呂から出たときにポンと思い付いた。ですから益川先生は天才です。でも私は益川先生を

知っているから、だいたい分かる。普通、皆さん風呂に入りますね。何を思いますか。あっ

たかくて気持ちいいですね。風呂を出るときに皆さんは何を思いますか。出たらビールを飲

もうと思うわけです。益川さんは違う。風呂を上がったらビールを飲もうと思ったのではな

く、自分の問題を考えた。彼はピンチだったのです。実際にピンチだった。そのときにたま

たま閃いたということです。これは経験をしないと分からないのですが、この例は実は無数

にあります。どうも人間の脳はそのようになっている。ピンチになって危機的な状況になっ

たときに新しいアイデアがふっと生まれる。実は最近、そういう研究があります。 

 もう１つ。大学で教員をしていて、真面目な人から受ける一番多い質問はこれです。「先

生、自分に才能があるかどうか自信がありません」。東京大学というのはある意味、残酷な

ところで、入ってくる人たちは大抵、入ってくるまで１番しか経験したことがない。何とか

村のアインシュタインさんとかいうのも入ってくるわけです。高校のときにスポーツもで

きて勉強もできた。ところが、入学定員が 3,000人なのです。教養課程で１年生をみんな一
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緒くたに混ぜます。そうすると平均何番になるかというと、いきなり 1,500番になるわけで

す。周りの人がみんな偉く見えてしまう。中には偉く見せることが得意な人がいっぱいいま

すから、そうすると自分に才能があるかどうか、実は真面目な人ほど悩みます。 

 私の答えはやや残酷です。才能という名前の方程式には解がありません。つまり、いくら

考えても答えは絶対出てきませんよという話です。なぜか。簡単です。才能とは何か、「才

能」と口に出します。才能がある、才能がない。皆さん説明できますか。できないです。こ

れは無定義用語だからです。才能とは何かというと、結果なのです。 

 例えば、中学生の運動部で徒競走をやって１番になれない人に、「君、ほかにも道がある

からそっちのほうを試したほうがいい」というわけです。サッカーでもそうです。でもそれ

は才能がないということでしょう。でも、どうしても走るのが好きな人がいる。あきらめな

いでみんなが終わったあとに一生懸命練習して、あるとき１番になったら、指導者はどう言

うか。「君、意外と才能があるね」。本田選手も若いころ、そう言われて傷ついた人ですが、

スポーツではこういう例が無限にあります。イチロー選手は典型例で、彼は若いころからも

のすごくいろいろなことを言われて、意識的にずっと自分を鍛えた人です。だから、彼の言

葉は哲学的な響きがあります。 

 でも才能というのは結果です。だから意味がないのです。ところが、１つだけ解のある方

程式があって、「可能性」に置き換えると解があるわけです。「自分の可能性はどこまであり

ますか」「自分はここまでとあきらめたところまでがあなたの可能性だ。逆に、あきらめな

い限り可能性は広がります」。これが本当の真実です。年齢は関係ありません。それぞれの

人を伸ばすうえで、こういうメンタリティーがものすごく重要です。 

 最後にまとめます。話題が一転変わりますが、日本というのは非常に面白い国で、創造と

破壊のサイクルを 40年ごとに繰り返しています。歴史の巡り合わせというか、なんか不思

議です。40 年ごとに破壊のサイクルがある。もう１つ、別の意味もある。希望的観測を言

うと、現在は創造の時期にあるわけです。２つ目は、最初に述べましたが、現在は世界史が

劇的に変わっている時代です。ですから必ず危機は訪れます。どんな状況、どんな職種の人

にあっても安泰のまま過ぎることはないと思います。危機はある。でもそういう中にあって

もあきらめずに考え続けることによって、情報の中に隠されている知恵が洞察できるよう

になっていきます。そういう意味で、考える力を鍛えることは、自分の仕事だけではなく、

気付きも含めて私たちの日々の営みに対するいろいろな洞察力を高め、人生を深く味わう

ことにつながっていくのではないかと思います。 

 以上です。ありがとうございました。（拍手） 
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講 師 紹 介 

 

氏  名  金
かね

 子
こ

 雅
まさ

 臣
おみ

 氏 

現  職  一般社団法人 職場のハラスメント研究所 代表理事 

労働ジャーナリスト 

略  歴 

東京都産業労働局勤務を経て、労働ジャーナリストとして社会労働問

題（セクハラ、パワハラやリストラ、ホームレスなど）のルポルライタ

ーとして活動する。 

２００８年に一般社団法人「職場のハラスメント研究所」設立、所長

として講演・執筆活動を続ける。 

千代田区、港区などの女性問題協議会委員や男女差別苦情処理委員を

歴任。 

現在は、葛飾区男女差別苦情処理委員、日本教育心理学会、成蹊学園、

県立山梨大学などの人権委員会スーパーバイザーを行う一方で、「月刊ガ

バナンス」、「労働法研究会報」などに連載を執筆中。他に新聞、ＴＶ、

雑誌等メディア対応多数。 

【主な著書】 

『セクハラ事件の主役たち』（築地書館） 

『職場いじめ－あなたの上司はなぜキレる』（平凡新書） 

『パワーハラスメント－なぜ起こる、どう対応する－』 

（岩波ブックレット） 

『公務職場の人間関係』（ぎょうせい） 

『部下を壊す上司たち』（ＰＨＰ出版） 

『パワーハラスメント解決技法』（日本法令） 

『公務職場のパワーハラスメント』（公職研） 
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 ご紹介いただきました金子でございます。２時間という時間をいただき、今日は少し厄

介なパワハラについてのお話をさせていただきます。なかなか分かりにくいテーマなので、

なるべくビジュアルでＤＶＤを見ていただきながら、色々なことを考えていただいて、最

終的にはパワハラをどこでどう判断したらいいのかを、ぜひ身に付けて帰っていただけれ

ばと思います。 

 当然今ご案内がありましたように、受ける側というか、パワハラに遭ったかなと思う人

も、果たしてパワハラかどうか、中々判断できないところもあるわけで、そういう被害者

目線でも、何がパワハラかをしっかりつかんでいただければと思います。早速ですが、パ

ワハラは既に公務員の職場でも色々起きているわけで、皆さんのところではどうかは別に

して、あちこちで起きていることについて、少し見ていただこうかと思います。 

 最初は神奈川県の厚木市で起きた事件です。男性の部長さんが、「ぶっ飛ばすぞ」とか、

暴言をして、停職２カ月という処分です。上司で労務管理をしている次長も監督責任で、

市長も責任を取った。本人はあくまで指導のつもりだった。けれど、机をたたいたりした

ことについては反省しているということです。どんなときにやったかというと、議会の資

料を準備しているときに部下をいろいろ怒鳴ったんですね。資料を何度も作らせた。 

 こんな感じですが、私も現役の時代に、議会対策を何度もやりましたし、皆さんの中に

も、議会の色々なことで振り回されている人もいると思います。確かにイライラするし、

相手があるので、相手から言われると、資料を間に合わせなければいけなかったり、いろ

いろな立場があって、おそらくこの部長さんも相当イライラされたんだろうと思います。

だから何となく状況は分かるのですが、そのときに色々言った「ぶっ飛ばすぞ」や「ばか

やろう」という言葉、これが問題かなという感じです。 

 その指導を受けた、色々言われたほうの方２人が病気で休職、一般的にはうつでしょう

ね。相談を受けた市が周りの職員をヒアリングしたら、19 人中 10 人がパワハラであると

いう感想を持っていた。これで処分になったのでしょう。これだけではなかなか状況は分

かりませんが、判断がそう簡単にはできない。「ばかやろう」と１回言ったら駄目なのか、

「ぶっ飛ばすぞ」という言葉が駄目なのか、そんなことで果たして判断するのかというあ

たりがあります。 

 そのことよりも、うつになるような人が出た。これはただごとではないですから、それ

で調査をした。うつが出たことによって、役所が動いて調査をし、処分したという流れだ

と思います。問題はいくつかあると思いますが、これは周りもほとんど知っていたという

ことですし、処分はともかくとして、何で途中で止められなかったのか。何でここにいく

まで、病人が出てしまったのか、むしろそっちのほうが問題ですね。 

 おそらく一番問題なのは、やはり今日のテーマでもある、パワハラの判断をどこでする

か。周りも、俗にいう熱血指導ですね。さっき言ったような状況がありますから、結構厳

しく言わざるを得ない。そういうポジションで、部下に対して、場合によっては愛情を込
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めて言ったかもしれない。「もっとしっかりしろ」という意味で言ったかもしれない。た

だ本人にイライラをぶつけたかもしれない。分かりませんが、いずれにせよ、この言葉だ

けで判断するのはなかなか難しいテーマで、ズルズルといって、病人が出て大騒ぎになっ

たので、逆に調査をして対応したような事例です。 

 次の事例です。これは県の課長級の職員がパワハラで処分された。この方は先ほどみた

いな詳しい説明は省きますが、どんなことをやったかというと、「こんな書類を読めと言

うのか？」と大声で怒鳴った。部下の前でメモを丸めてゴミ箱に捨てた。そして決裁のと

き押印するときに、わざわざ印鑑を書類からはみ出して押した。嫌がらせかもしれないで

すね。ただ、これを私も自戒して言うと、現役のときには、やはり決裁文書が上手くでき

ていないと、印鑑を斜めに押したり、逆さまに押したりはしませんでしたが、ちょっと注

意しろと言ったことはあります。これも今から考えるとパワハラかもしれません。 

 要は、「こんな書類を読めと言うのか？」と大声で怒鳴ったところがいけないのか。確

かに目の前で丸めてゴミ箱に捨てれば、いけないに決まっていますが、ここで判断して処

分するのか。こんなことが１回、２回、３回なのかぐらいの話ですが、やはり同じように

うつになった方がいます。１人出て、２人目の女性の職員が、今度は自分がやられるんじ

ゃないかとうつになっている。いずれもここまで来て処分かみたいな流れが、少し見て取

れると思います。だから、やはりそれだけ中々現場で判断できないからズルズルいくとい

うことでしょうね。 

 次は市の教育委員会での事例です。54歳の男性の職員ですが、今までの事例は、パワハ

ラがばれて職員を処分したことをマスコミが取材して報道された。一方、この事例では、

市の教育委員会が発表しています。何をしたからいけないのかというと、指導の範囲を超

えた人格を否定するような発言を、複数の職員に繰り返した。これがパワハラだというこ

とです。 

 ですから、今までのとは少し違って、何を言った、何をしたということよりも、こうい

うことをやったらパワハラなのだという丸亀市の教育委員会の考え方を出しています。指

導の範囲を超えて、相手の人格を否定するような発言をしたから、戒告処分にしましたと

言っています。その中身も、しっかりそこに沿って言っていますが、複数の職員に対して、

指導の範囲を超えて人格を否定するように大声で叱ったり、相手の意に反して、頭をなで

る行為を繰り返した。これがパワハラであり、さらにセクハラだと言っています。 

 ですから、かなり詳しく、何がパワハラかということを言いながら、処分をしている。

先ほどのうつになったからやるというのとは少し違って、丸亀市の教育委員会では、これ

はパワハラに当たるということを、説明しています。 

 次の事例です。これはセクハラとパワハラで、三重県松坂市の職員が降格処分にされま

した。何をやったかというと、お決まりの、女性職員に個人メールを送って交際を迫った

り、食事に誘った。ここまではセクハラでしょうね。女性が断ったら、過度に叱る。この
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へんからパワハラだなと。他の職員に対しても、「おまえ、なめてる」と怒鳴ったり、机

を蹴ったり、パワハラを繰り返した。それで、男性１人がやはりストレスで、という話で

す。 

 これも９月末に職員会に訴えが出て、それで調査を行った上で降格処分にしました。ひ

ょっとするとセクハラ、パワハラの二つが重なっている。これはちょっと放っておけない

だろうということかもしれません。しかも訴えが出て表沙汰になり、市長まで出てきて会

見していますし、監督責任を自らに問うているみたいなところもありますので、外に漏れ

始めるぐらいのところで、結構大変だということで処分をしたような流れです。 

 これらは２、３年前のぐらいのものを取り上げたのですが、いずれもかなり重篤なもの

にならなければ、処分に踏み込めない。先ほども少し触れましたが、もうちょっと前に何

とかならなかったのみたいなところがありますが、ズルズルいって、何度も言いますが、

これがパワハラかどうか。しかも処分まで持っていくのには、やはりきちんとした証拠が

ないと。証拠があって、ここがこうだからというものがきちんとないと、なかなか処分ま

でいかないわけです。 

 そうすると、先ほど言いましたように、熱血指導なのか。概ねこういうことをやる人は

結構仕事ができるし、その代わり自分に厳しく、他人に対しても厳しい。場合によっては、

相手を何とか育てたい、情熱的な人というか、前のめりな人が多い。そういう人がやると、

なかなか判断が難しいです。 

 昨日、一昨日のワイドショーを見てたのですが、とある芸能人の再婚相手について色々

な人にインタビューをしたら、いや厳しい人で、歩くパワハラといわれているけれど、人

柄がよくて普段は優しくてどうのこうのと。ですから、普段の性格がいいと、パワハラを

やってもいいのかとか、いろいろなことを考えてしまいますが、それだけなかなかつかみ

にくい、非常に厄介なテーマだと申し上げてもいいと思います。 

 何が問題なのかをこれから考えながら、最終的にどうやってジャッジするのかという話

に進めたいと思います。いずれにせよ、時代の変化があって、昔であればこの程度のこと

はと、ある程度の年齢の人は非常に嘆いているところがあると思います。それぞれの分野

で色々なことが問われ始めた。学校における体罰もここ 10年ぐらいですか。私なんかは高

校のとき、それこそチョークは飛んでくるわ、出席簿で頭を殴られるのは当たり前のよう

な時代でしたが、今それをやったら一発でアウトでしょうから、時代は変わったと言って

いいでしょう。 

 それから子どもの虐待、これもひと昔前であれば、子どもの頭の一つや二つ殴って、何

が悪いんだ、教育だ、自分の子どもだしというようなことだったのが、これも今やったら、

この前も新聞に載っていましたが、お隣さんに通報されてパトカーが飛んでくるような話

になりますから、時代が変わったと言っていいと思います。 

 体育会系の部活や格闘技の世界ですら、行き過ぎ、やり過ぎのようなことが結構話題に
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なってきた。これは全体を通じてそうですが、今までなら少々厳しい指導や叱責、これは

本人のためだからしょうがないとある程度許されるといわれたところが、少々であれ、や

り過ぎのところは、やはりどこでもきちんと社会的に見直していく流れができた。私たち

の職場でも、そういうことについてはきちんと見直していこうという流れですね。 

 ただ、先ほどから少々とか、厳しいとか、行き過ぎたとかという言葉を言っていますが、

それをどこで判断するかです。しかも、人柄がいいし、普段は真面目な人でどうのこうの

となると、セクハラですとそんなことを言っても通用しませんが、パワハラの場合は、結

構指導教育と熱血指導みたいなところで行ったり来たりして、なかなか難しいというのが

実態です。 

 いまのニュースでは中々具体的なところが見えないので、ここでちょっとパワハラかど

うかをテーマにしたＤＶＤで指導の仕方の実例を見ていただきます。皆さんなりに、これ

を見ながら、これはパワハラかパワハラではないか、パワハラだとしたら、どこがという

ことを少し考えながら見ていただくといいと思います。とりあえず、事例を見ていただき

ましょう。 

（動画視聴） 

  

 ということで、２人の違いも含めて、何となく理解してもらったかなと思いますが、か

といって、これで指導の違いは何となく分かるし、片方は比較的丁寧に、一方部長は、「ば

かか」みたいなことを言っていますから、多少言葉の行き過ぎもあるし、ちょっとどうな

のかというところは感じると思います。ただ、どこを捉えてこれをパワハラと言えるか、

この差で果たしてジャッジができるかどうかですね。それだけちょっと微妙なのですが、

ご存じのとおり、法律ができるというレベルに来ましたので、ここから一歩進めて、少し

考えていきたいと思います。 

 要は、パワハラということについては、今までは、大声で感情的に怒鳴ったら駄目だと

か、場合によっては受けた人が判断するのかというあたりで、いろいろ議論があったとこ

ろです。特に大声で感情的に怒鳴る。今のケースもちょっと大きな声でしたし、厳しい指

導、それからどの程度のことを言ったみたいなことですか。それから、相手、受け手がそ

う思うのであれば、パワハラとなるわけですが、これも何度も触れていましたが、あくま

で相手のためを思って、本人のためを思ってというのが、見えてきているので。 

 そういう点はあるし、場合によっては、部長からすれば、部下がなかなか思いどおりに

動いてくれない。特に自分の経験から言うと、ちょっとあれではまずいと思っていますか

ら、そういう部下にあまり厳しく言ったらいけないのかと、ちょっと戸惑いもあるわけで

すが、先ほど言いましたように、法律ができました。 

 では、法律でどう考えていけばいいのかですね。今年の６月に、労働施策総合推進法と

いうパワハラの規定が初めてできました。今後は法律で考えていくので、今までのような

26



ざっくりした話ではなく、具体的に考えていかざるを得ないということです。その要件は

そんなに多くなく、４つぐらい示されました。これについては皆さんもご存じのところが

ありますが、改めてめて法律になったということで、ちょっと見ておきたいのですが、職

場におけるということですから、あくまで職場でということです。 

 個人的な飲み会とかは該当しませんが、例えば、出張先だったり、車での移動中だった

り、場合によっては課や部で一緒にお酒を飲みに行くのであれば、そういう場面も入ると

いうことです。いずれにせよ、職場の人間関係、上下関係も含めて、そのまま引きずって

いるようなところは入るという括りでいいと思います。 

 優越的な関係とはということで、これも具体的になりました。１番目は職務上の地位が

上位であるかどうか、これは当然ですよね。２番目は同僚や部下の知識や経験が豊かで、

その人の協力を得なければ業務が円滑に動かない状況で、上司より仕事に対する力を持っ

ているかどうか。 

 ３番目は同僚や部下からの集団による抗議。これは役所ですと、特に出先の現場などで、

職員のほうはあまり異動しなくて、管理職だけ異動してくる。そうすると、今度来た所長

がちょっと生意気だから、足を引っ張ってやろうとか、仲間意識で意地悪をするようなこ

とをイメージしていただければいいと思います。 

 いずれにしても、これを括って、そういうことを受ける労働者が行為者に対して抵抗ま

たは拒絶することができない、いわゆるノーと言えない関係ということですね。これは上

下であろうと、同僚であろうと、そういう力関係が働いていると駄目だと言っています。 

 次に業務の適正な範囲を超えて行われること。ここが一番厄介なというか、なかなかつ

かみどころのないところです。基本的には、誰が考えても、世の中的にそれは仕事に必要

ないだろう、仕事上関係なさそうなことをやったら駄目だというところが基本で、それを

４つぐらいのことで判断してくださいと言っています。 

 １点目は、業務上明らかに必要のない行為。個人的な用事で、タバコを買いに行かせる

とか、全く仕事とは関係ないことをやれば、確かに問題がある。２番目は業務の目的を大

きく逸脱した行為。仕事には関係しているけれども、そもそもその仕事をやるためにそん

なこと必要なのかというぐらい遠く離れたこと。それから３番目は、そもそも仕事を進め

るために手段として適当ではない、手段として、ちょっとそれはないんじゃないのという

ことでしょうね。最後にまともなことであっても、めちゃくちゃな回数だったり、やられ

方が乱暴だったりすれば、当然許容できないでしょうということです。 

 こんな判断基準を持たせて、一応業務の適正な範囲かどうか、適正な範囲を超えれば駄

目だというのは、もう皆さん誰でも分かることですが、問題はその適正な範囲を超えてい

るかどうかの判断が難しいので、こういうジャッジポイントを出しました。 

 就労環境が害される、当然仕事をしに行くのが嫌になったり、仕事をする環境としてい

かがなものかというような状況で、かなり具体的となりました。これは受け手でもなく、
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やった人でもなく、平均的な労務者の感じ方を基準にすべきだ。つまり普通の人という言

い方でしょう。普通の人が、それだとちょっともう職場に行きたくないよねとか、それは

仕事するのにどうもいい環境じゃないよねと思うぐらいのことですね。ですから、それを

さらに具体的に言うと、そもそもパワハラというのは人権侵害なのだから、人としてやっ

ていけないことは完全にアウト。 

 平均的な労働者の感じ方の基準。これが、これからちょっと議論になるのですが、母集

団により基準が変わってしまう。平均的なというのが、例えばここが職場だとすると、こ

この皆さんに聞いたときの平均的というのは、地方公務員としての基準になるけれども、

ガテン系の職場だったら、ガテン系なりのスタンダードができますよね。ちょっとぐらい

乱暴なことを言ってもいいとか、それから、緊急のときは「ばかやろう」も、物を投げる

のもありというところもあるかもしれないですね。ですから、職場によって、母数の取り

方によって受け取り方は相当違うけど、これをどうするかというのは、ちょっと宿題にな

っています。 

 だけど、確かにガテン系の職場と公務員の職場を全くイコールにするのはかなり難しい

し、同じ皆さんの仲間でも、現場と事務とで、職場環境が違いますよね。そうすると、そ

こで一緒というわけにいかないので、ある意味では母集団というか所属する職場の平均的

な水準で見ていく考え方については、今後の議論として残っています。問題は、先ほどお

示しした４つ。職場において優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当の範囲を超

えている、雇用する労働者の就労環境が害されるとなっています。 

 そうすると、ここで改めて先ほどの事例を思い出しながら考えていただくと、職場にお

いて行われている、飲み会の席もありますが、いずれにせよ職場の延長と捉えていいでし

ょう。２番目は優越的な関係を背景としている。片や部長と課長で、主任ですから、当然

優越的な関係を背景としている。業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、これが難しい

ですね。最後は受け止める本人がちょっと嫌だったと言い、パワハラだと言っていますが、

この職場の普通の判断であの程度のことを言ったらアウトになるか、セーフになるかとい

うことと、この３のところに関わるのが、なかなか難しいと言っているようです。 

 そうすると、先ほどの部長の言ったことは、業務上明らかに必要性のないことを言って

いるか。これはないですよね。自分の経験にこだわったり、言い方がどうこうというのは

あるにせよ、業務上明らかに必要性のないことは言っていない。それから、業務の目的を

大きく逸脱しているか。大きくは逸脱していないかもしれないです。小さくは逸脱してい

るかもしれないけど、ちょっと人格に触れるようなことを言っているところもありますか

ら。それから奥さんのことを言ったり。だから、そこがこの２に引っかかるかどうかです

ね。 

 ３番目は、業務を遂行するための手段として不適当な行為。これはないかもしれないで

すね。それから、あのＤＶＤだけで言うと、何度も何度もとか、しつこくとか、そういう
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ことが出てきているわけではないし、テーブルを叩いたわけでもないし、大騒ぎしている

わけでもない、暴力を振るったわけでもない。となると、やはり業務の目的を大きく逸脱

した行為なのか、それから業務を遂行するための手段として不適当なのか、おそらく３は

余りない感じですね。業務を遂行するために不適当とまで言えるようなことはないので。 

 そうすると、あくまで業務の目的を大きく逸脱しているかというところが、それぞれの

受け止め方によって微妙に変わってくるかもしれないぐらいですね。だから、これでも法

律ができてちょっと絞られてはきたのですが、それを判断できるかというと、これではち

ょっとつらいところがあります。実は、セクハラもそうですが、判断するときにどうする

か。 

 セクハラも、ちょっと思い出していただくと、法律があります。ものすごく短い法律で、

３行ぐらいで簡単に書いてあります。要するに性的な言動で職場環境を悪くするようなこ

とぐらいしか書いていないです。それから、具体的にこんなことを言った、あんなことを

したということについて判断できるかというと、下品なことを言ってはいけないとか、卑

猥なことを言ってはいけないとかも書いていないし、何をしてはいけないというのが全然

出てきません。だから、法律家は判断できないのです。 

 皆さん法律のことをご存じなので、ざっくりお話しすると、法律には２通りあって、一

つはこの基本だけ書いておいて解釈は時代に任せるような法律と、細かいことまで書いて

ある法律、刑法などはそうですね。構成要件が全部書いてある。法律が２通りあって、ど

ちらかというと、このパワハラもセクハラも前者です。特にセクハラなんかは、基本だけ

書いておいて、あとは時代によって解釈を変えるよと。 

 それはそうですよね、セクハラなんか、10年前なら、ちょっとぐらい腰に手を回しても、

そんなのコミュニケーションだよと、ほとんどの人が言っていましたよね。だけど、今腰

に手を回すのはまずいんじゃないのと。これはもう平均が全然変わってきましたから、だ

んだん皆さんの見る基準が変わってくるので。 

 これもそういう法律です。ざっくり書いておいて、時代などによって判断を任せる。特

に今回の法律も含めてですが、今後、これは労働基準監督署に総合相談窓口がありますが、

そういうところでこのパワハラの相談を受ける。受けるときに何で出していくかというこ

とも含めて、今やっています。私も今、国家公務員のパワハラの対策委員会の委員をやっ

ていまして、昨日も議論してきたのですが、いかに国家公務員にパワハラをさせないか、

やったら処分するかしないとか色々含めて、今議論をしています。それと同じで、細かい

各論については、時代とそれぞれのところである程度決めていくのを少しずつ待つような

法律です。 

 ですから、ここだけではなかなか判断できない。では、どこでどう判断したらいいのか

ということで、セクハラもそうですが、手掛かりになるのは裁判です。何で裁判かという

と、こんな法律ができようとできまいと、裁判はずっと起きています。これはパワハラだ
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と訴える。そうすると、裁判所はちょっと待ってくれとか、まだ法律がないからとか言わ

ないですから、これはそうだ、これは違うとジャッジをし続けています。セクハラも同じ

です。セクハラも、先ほど言ったように、今はもうどちらかというと、体を触ったらほぼ

アウトでしょうね。 

 それも何でできたかというと、大体裁判所がそういうことをずっと言ってきたからです。

裁判所に訴えられる。それは駄目だろうというジャッジをバンバンやってきて、我々の意

識もどんどん変わり、今はどちらかというと言葉です。言葉が最後にかなり問題になって

います。言葉についても、去年あたりは、財務事務次官の問題がありましたが、あの程度

の裁判はほとんどやられています。ですから、あれが裁判に行けばどうなるかというのは

大体想像がつきますが、要はまだ世の中のスタンダードになっていないので、みんなどっ

ちなんだとか、セクハラだ、違うとかという話もありました。 

 いずれにせよ、あの程度のことを言えばもう駄目だろうと、みんなセクハラだと思った

でしょうから。もうちょっと微妙になってくると、我々も判断を非常に迷うところです。

そんなことについて裁判所が言っているので、そのことを含めてどこでどうジャッジして

いるかを見ていきたいと思います。これは皆さんも一緒に考えてもらうといいと思います

が、ものすごく分かりやすい裁判です。先ほどのＤＶＤの正解はまたあとで出ますが、と

りあえずこちらに頭を切り替えてください。 

 アパレルのお店です。ちょっと大きめの洋品店のアルバイトで働いていたＡさん、女性

の方です。将来このアパレル業界で仕事をし続けていきたい、自分で店を開きたいぐらい

の気持ちの人です。この方がアルバイト店員で働いていた。何人かアルバイトの人もいた

のですが、店長がちょっと留守をした。そのときに留守番をしていたら、お客さんが来て、

パンツスーツのサイズがなくて、裾詰め作業が必要ということで、お客さんをレジのとこ

ろに待たせたまま在庫確認に行っていた。そうしたら、運悪くそこへ店長が帰ってきた。 

 お客さんをレジのところに立たせて、何やってんのという話になったわけです。そして

彼女は、今言ったように、在庫の確認をしていましたと言ったのですが、そうしたら余計

店長から怒られた。何で怒られたかというと、コンピューターを導入し、高いお金を使っ

てようやく在庫検索システムを構築し、倉庫に行かなくても分かるようにした。それにも

かかわらず、彼女はそれを余り使わなかったので、何度も注意されていた。コンピュータ

ーが苦手だったのか、それとも在庫ときちんと合っていないことが多いのでそうしたのか

どうかは分かりませんが、使わなかった。 

 そこで二重に怒られるわけです。お客さんを立たせて、おまえ何やってんのというのと。

「100点満点で 20点、言っても覚えられる頭と違うよ、何を言っても右から左へ全部抜け

てる、もういいです、何やらせても駄目」と言われた。Ａさんは、これを言われて、やっ

ていられない、もうこれ以上店長についていけないと、プライドを傷つけられたというこ

とでしょう、電話して、退職すると言った。 
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 先ほども言ったように、将来もアパレルで頑張っていきたいと思っていた人だから、辞

めたくて辞めたわけではない。店長のせいで辞める。これはパワハラだと訴えた。まさし

くこの画面のここだけで訴えているので、果たしてこれがパワハラかどうかというのが裁

判所で争われました。なかなか微妙ですよね。逆ギレをして、言っている言葉が果たして

パワハラかどうかというところですね。 

 もう一つ、こっちはいかにもパワハラというのを持ってきました。あまり議論の余地も

ないのですが、こっちは半導体関連の会社に勤務するＡさん。この方も女性です。いくつ

かのことで、取締役から怒られた。一つはＢ型肝炎の治療をして、時々早引きをしたり休

んだりしていた。それに対して、「おまえは治療してみんなに迷惑を掛けているのだから、

その分を取り戻すために、遅れている仕事を、交代勤務でも何でもしようかと考えないの

か」と注意を受けた。 

 ここはともかくとして、「おまえはしんどいしんどいと早く帰って、寝てるだけやない

か、適当に治療しやがって、治るものも治らんやろ」と言われた。つまり前半は仕事のこ

とを言っているからまだしもですが、一番苦しんでいるのは本人なのに、「適当に治療し

やがって、治るものも治らんやろ」とまで言われた。というのが１点目。 

 ２点目は、外履き用の靴をきちんと揃えていなかったんですね。そしたら、「おまえは

靴も揃えられへんのか」、これは靴をきちんと揃えろという意味で言ったからともかく、

その後、「女のくせに、男のトイレが汚れているぞ、そこまで気配りできないのか、何で

気が付かないんだ」と言ってトイレ掃除をやらせたんです。ここまで行くと、何でそこま

でしないといけないのかというのと、普段掃除をする人がいるのに、あえてこういうこと

をやらせた。果たしてどうだということです。気配りがないというやつでしょうね。 

 それから、通勤用の車の止め方が悪かった。そしたら、「おまえ、どこに車を止めてん

じゃ、ぼけ。決められた場所に何で止められへんのじゃ。すぐ車を動かせ」などと怒鳴ら

れ、怖い口調で「おまえが死のうと、会社に関係ないわ。おまえなんかおらんほうがまし

じゃ」などの暴言を浴びせられた。結果、Ａさんはうつになり、労働災害の申請をした。

これは説明しなくても感覚的に、色々なことを言っているし、乱暴だし、これは駄目でし

ょうという話ですよね。 

 何でこの２つの事例を一緒に並べたかというと、実はこの最初の裁判もこのしんどい裁

判も、両方ともジャッジポイントは同じです。そのことを知ってもらうために２つ並べて

みました。ジャッジポイントは何か。アパレルのほうはセーフで、パワハラではないと判

断された。なぜならば、店長として、従業員であるＡに対する業務指導の一環としてなさ

れたものであると認められるというのが１点目。 

 ２点目は、人権・人格を否定するような言動とまでは言えない。裁判所は、人権・人格

を否定していれば、それは教育指導とは言えないということを言っています。全く同じポ

イントですが、半導体関連の会社の事例の方は、不適切な表現、業務指導に直接関係ない
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ことを言われた。つまりアパレルの事例は業務指導の一環としての言動、半導体の事例は

業務と関係ない言動。業務をはさんで、外れているか業務の延長で言っているかというの

が１点です。それから２点目は、その指導が逸脱しているだけではなくて、人格や人間性

を否定するような言動が含まれる。これは人権・人格を否定するような言動とまでは言え

ないからセーフ。両方とも同じポイントで白黒をつけています。 

 念のために言いますと、アパレルの方は何でセーフか。「100点満点で 20点」、これは

業績評価。我々もそうですが、仕事に対する彼女をトータル評価したらこれぐらいだと言

った。店長は当然部下の業績評価をするわけだから、これはあり得る。それを、例えば０

点とか、ばかにしたわけでもない。本当に実質 20点だ。「言っても覚えられる頭と違うよ、

何を言っても、右から左へ全部抜けてる」、これは検索システムのことを言っている。何

回も注意したけれど、なかなか覚えてくれない。 

 これについては、さすがに裁判所も、ちょっと言い方が乱暴だとは言っています。ちょ

っと言い方は乱暴だけど、あくまで業務上の指導として言っている。最後の「もういいで

す、何やらせても駄目」というのは、いいからあなた引っ込んでいなさい、私がやるから

というときに言っている。ですから、もう何をしても駄目だ。ちょっと引っ込んでいなさ

いの枕ことばとして言っている。あくまで自分が接客を交代するときに言っているから、

これは業務上のことだと評価しました。 

 それに対して、こっちは説明する必要がないですね。ほぼ相手の人格・人権を侵害する

ような言動がどんどん出てくるし、「女のくせに」などは、全然仕事と関係のない話だし、

B 型肝炎の治療といった、個人的なことまで言っている。最後は、言葉遣いを含めて、明

らかに業務指導の範囲をはるかに超えていました、ということで、これは見るからに全部

アウトでしょうということですが、要は２つのジャッジのポイントが大きいことと、もう

一つちょっと皆さんに考えていただきたいのは、裁判所がどういうやり方でジャッジして

いるかということです。 

 皆さんがパワハラで訴えられた立場で想像してもらうといいのですが、当然部下は、あ

んなことを言われた、こんなことをされたと、一覧表を出して訴えます。そうすると、皆

さんが裁判所に呼び出されます。それを想像してください。部下はこう言っているけれど、

おまえは何でこんなことを言ったんだ、やったんだと聞かれます。そのときに、皆さん答

えなければいけない。その答えをジャッジする。 

 言った言葉をジャッジするのは、ものすごく難しいですね。先ほどの「100点満点で 20

点」ここだけで評価するのは、ばかにして言ったのか、それとも業績評価したのか全然分

からないし、「何言っても、右から左へ全部抜けてる」というのも何を言っているのか分

からないですから、言葉で評価するのではなくて、この言葉は何で言ったのかを本人に言

わせる。そうすると、説明ができること、できないこと、それからごまかしていること、

３つぐらい出てきます。 
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 「これ、何で言ったの？」と言うと、かくかくしかじかで言いましたと、この店長は全

部説明できたわけですが、なかなかそれが説明できないのもあるし、言い訳で、苦し紛れ

でいろいろなことを言うケースもある。ただ、それを見ていれば、３つぐらいのパターン

があります。これは説明になっていないと判断するのはものすごく簡単です。言葉自体が

パワハラかどうかを判断するのは難しいですが、本人に説明をさせて、その説明がきちん

と納得できるかどうかというやり方で、裁判所はジャッジしています。このやり方と、ジ

ャッジポイントを組み合わせると、かなり職場で判断がしやすいです。 

 つまり、先ほど出ていましたが、店長は優越的な立場で発言します。そうすると、それ

が仕事として説明できるかどうか、業務に関係しているかどうか区分けができます。その

区分けをした上で、暴力を振るったり人権侵害をしたら、説明がついても、どちらともも

ちろん駄目ですが、アパレルのお店の事例の方はセーフですという流れで考えてもらうと

分かりやすいです。 

 実は、裁判所はこういうジャッジをしています。念押しですが、ジャッジポイントは２

つです。教育指導、業務の指導の適正な範囲を超えているかどうかを判断するときには、

まず言わせる。言ったことが教育指導のために言ったと説明できるか、説明を聞いて納得

できるか、ここが１つ目です。役所での例を挙げます。 

 課長クラスの人が主任に対して、原議を見て、「おまえは漢字の間違いが多すぎる。中

学レベルの漢字ドリルの勉強をやり直せ」と言った。これ以外のことも言いましたが、こ

れを訴えた。ばかにしている。明らかに私の人格・人権を否定していると訴えたのですが、

これについては課長が原議を証拠で出しました。そうしたら、本当に中学レベルの漢字が

間違っている。だから、中学レベルの漢字をやり直せというのは、別にばかにしたわけで

はなくて、教育指導のために言ったという証拠が出てきた、説明が付いたので、これはセ

ーフになったわけです。 

 ですから、本当にきちんと説明させれば、おまえ、中学レベルの漢字ドリルの勉強をや

り直せと言われたら、ばかにしていると、普通言葉だけで判断するのは難しいですが、本

当にどうだったか、何でこんなことを言ったのかと言われたときに、本人の説明がきちん

とつき、ましてや原議の漢字の間違いが出てくれば、なるほどそういうことだと、誰でも

分かりますよね。 

 次の事例です。タクシー会社の社長が、しょっちゅう事故を起こしている運転手に言っ

た。「おまえは命の有り難みが分かっていない。首吊って死んでしまえ」と言った。とこ

ろが、裁判所に行ったら、「いや、あれは死ぬほど頑張れの意味で言った」と証言したの

です。これは明らかにうそですよね。死んでしまえと死ぬほど頑張れは全然言葉が違うの

で、めちゃくちゃな言い訳になっています。だから、これは認められなかった。 

 それから、最後は 1回言ってもなかなか仕事ができない独身に、「こんなこともできな

いから、いつまでも結婚できない」と言った。ありそうですね。だけど、これは事実では
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ないです。つまり、裁判所が言っているのは、仕事ができなくても結婚している人はいる

し、仕事ができても結婚できない人はいるわけで、それは全然仕事できるできないの基準

にはならない、何の意味も持っていない、これは説明にならないと、アウトとなったわけ

です。 

 ですから、説明をさせ、何のために言ったかをきちんと聞けば、大体ジャッジできる。

これは皆さんもそういう事案が出てきて、こういう流れを踏めば、おそらくほぼ判断が付

きます。我々でもジャッジできる。こういうジャッジの仕方を取っています。それから２

番目の相手の人格や人権を傷つける言動、これはいいですね。もう皆さんご存じで、いろ

いろな研修も受けているでしょう。 

 主に容姿、性格、生い立ちをばかにする、この辺がやはり一番問題になるところです。

いつまでも結婚できないのは、性格に問題がある。こんなこと言われたくないですね。小

学生並み、地頭が悪い、女に管理職は無理、こういう決めつけです。ですから、概ねこの

２つがいわゆるジャッジポイントになると考えてもらうといいと思います。 

 ですから、冒頭にお話ししたように、やる側は、感情的になってバーッと言ってしまっ

た。だけど、あとできちんとそれが説明できるような仕方、指導をしなさいと。後で聞か

れても、いや、あれはこういうことのために言ったと説明できるような指導をしなさい。

カーっとすると、とんでもないことを言ってしまいますよね。だから、そういうことは言

わずに、あくまできちんと業務の範囲内というのは、後で何でそういうことを言ったか説

明できることが裏側にないと、業務の適正な範囲を超えることになるということです。 

 ２つ目は、間違っても相手の人格、特によく言うのは性格です。仕事と性格は多少絡む

ところがありますから、おまえはぐずだとか、だらしないとか、そういう余計な話をして

しまう。さっきの結婚というのもよく出てきます。独身の人にはこの辺のことに気を付け

てもらう。 

 それから、どうも私はパワハラを受けていると思った人は、この２つで逆チェックをす

る。つまり、明らかにこれは言い過ぎじゃないのと、言われたくないような人格を傷つけ

ている問題、これは仕事と関係ないということなら挙げてもらって、こういうことを言わ

れたのでこれはパワハラですという訴え方、主張の仕方をすればいいという判断になりま

す。ぜひこの判断ポイントを押さえておいていただく。このことを前半でお話しして、と

りあえずここで10分ぐらい休憩を入れましょうか。あの時計で45分まで休憩しましょう。 

（休憩） 

 では、後半に入ります。判断基準はそんなに難しくないというか、裁判所はこれで判断

し、裁判所ですから、今度は不法行為に当たるかどうかは別のフィルターにかけます。我々

は不法行為になるどうかは関係ないので、あえて省いています。現場で判断するジャッジ

ポイントだけを示しました。 

 これから、厚労省も私が今やっている国家公務員の対策委員も、ここの問題を含めて、
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もうちょっと現場でどのように活用していくのかを考えているところですが、ざっくりこ

れさえ押さえておいてくれれば、概ね問題ないので、ぜひこういうジャッジポイントで考

えていただければと思います。 

 問題は、これができたからジャッジすればいいかというと、ジャッジしたからといって、

その先に進まない話で、なかなか難しい話があるのですが。それに対して、裁判所も言っ

ていますし、これは今後法律になってくる前提ですが、要するに使用者が、こういう問題

が起きたらきちんと対応しろという裁判所の判断がいっぱい出ているわけです。まあ当然

ですが。それを受けて、今度おそらくパワハラの配慮義務という形で出てきます。 

 配慮義務とは、例えば皆さんの自治体で問題が起き、パワハラの訴えが出たら、きちん

と対応しろという話です。ところが、最初の方に見たようにほとんど対応できていなくて、

うつになりました、とんでもないことになりました、だから処分ですみたいなことをやっ

ています。 

 そうではなくて、問題はそういうことを早く止めさせることだと冒頭から言っています

が、それをやれよと、裁判所は言っています。結論として、うつになって、大変で、どう

にもならなくなったから裁判所に来るのではなくて、なるべく早くそんなことを止めさせ

ればいいと。それを何で止めさせないのか。だから、起きたらすぐに対応しろよと言って

います。これが今後問われてくることになります。 

 そうすると、前半で話をしたように、今までは、とんでもない、うつになってから何か

やるという話ですが、今後は段々自治体としての責任で解決しなければいけないし、また

それを解決しないと駄目だという裁判所の判断も出始めています。自殺のように重篤なこ

とになってしまったときは、自治体は何をやっていたのか。自治体はというのは、結局上

司や周りの人のことです。 

 先ほどの事例の中でも、大変な事件、みんなうつになったり自殺したりしていますから、

当然ですが、上司の管理監督責任も出てきている流れです。そういうことを含めて、今後

はますます自治体、当局が、きちんとこれに対応しないと、外堀を埋められます。ですか

ら、外に持っていって裁判をやるのではなくて、なるべく内々できちんと解決能力を持た

ないと、これからは駄目だということです。 

 これなんかも典型的ですが、暴言、暴行を半年も受けて、自殺してしまっているのに、

それ以前に配置転換もしていないし、その間何も対応していない。何も対応していないの

ではなく、おそらくどうしたらいいか分からないんですね。果たしてこれがパワハラかど

うかがジャッジできないし、配置転換も中々できないので、このへんでうろうろしている

うちに、自殺してしまうようなことですね。 

 確かに、この事件に限らず、結構本人にとってはしんどいことなので、一刻も早くきち

んと対応してくれればいいけれども、対応してもらえないと、どんどん内側に行ってしま

う。周りも中々止められないのは、今日前半でお話ししたようなジャッジポイントが分か
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らないからです。目の前で課長がそうやっていても、それはまずいです、パワハラですよ

とはなかなか言えないし、本人は熱血指導だと思っている。しょうがないんじゃないのと

言っているうちに、どんどん似たようなことが起こります。 

 先ほどちょっと話したことに戻りますが、一番初めのＤＶＤを思い出していただいて、

この２つのポイントで考えてみます。あの部長も、ほぼ仕事のことについて言っています。

そうすると、明らかに違反している部分はどこかというと、おそらく奥さんや本人の性格

にまで触れたこと、ここがちょっと引っかかりますよね。「ばか」という言葉はともかく、

業務計画を書き直せとか結構厳しいことは言っていますが、あくまでこれは全部業務のこ

とと説明がつきます。 

 明らかに業務から踏み出しているところにきちんと注目したときに、今言ったぐらいの

ことで処分するのは中々難しいです。奥さんのことまで触れられると、言われた本人は嫌

でたまらないでしょうが、それだけで処分可能かというと、ちょっと難しいでしょうし。

さらに人格・人権を傷つけていることも取り上げながら、もう少し暴力的なことをやって

いることもセットにして処分するとか、処分しなくても注意勧告をするとか、色々なこと

ができます。ですから、こちら側でジャッジができるジャッジポイントを持っていないと、

なかなか判断できず、ずるずるとこういうことになりかねないということです。 

 では、中でなくすためにはどうしたらいいか。大きくは２つあります。１つは当然です

が、管理監督者がほぼやるんです。やってしまえば、部下から上司はあまりないので。管

理監督者がきちんとやらなければいいわけです。そうすると半分なくなります。そのため

に、管理監督者にきちんとした責任、考え方を持ってもらうのが非常に大事です。これは

今私がやっている、国家公務員の管理監督者の責任を改めて整理したものです。 

 言っていることは大したことではないです。言っていることは大したことではないけれ

ども、管理監督者の責任にした以上、これに違反していると言われるようになります。で

すから、先ほど言ったようなレベルのことでも、例えば個人的に言われたくないことを言

われたのがたった 1回であっても、日ごろの部下の指導の中で自分自身が模範になるよう

に心がけると書いているのに、おまえが言っているじゃないかという指摘を受けます。 

 それから、何度も言っていますが、そういうことはあなたの責任だと言われるので、自

分が破っていたらこの指摘を受けるわけですから、やはり緊張せざるを得ないです。それ

から、当然ですが、部下なり周囲からハラスメントの行為を見たり聞いたりしたら、管理

監督者本人が動くことを義務付けています。おまえが指をくわえて知らぬ顔をしていたか

ら、大変なことになったという話ですから、おまえが一義的な責任だよということですね。 

 それから、皆さん概ねそうでしょうが、被害を受けている方からしたら、あの課長に言

ってもしょうがないかなという場合がいっぱいありますよね。そうなると駄目で、そうで

はなくて、あの課長に相談したら何とかしてくれるという人にならなければ駄目でしょう

という話です。相談を受けられるようにしろと。自分はやる人ではなくやらない人で、し
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かも相談を受けてきちんと解決する人になってくださいと、心を入れ替えなければならな

いのですね。 

 相談のある程度の心構え、カウンセリングの最低限のことについて少しだけ。国家公務

員の現場では、色々な問題が起きたとき、おまえはこのルール違反、パワハラに当たらな

くても、それ以前にこういうちょっとしたことでも、おまえ自身が模範になっていない、

こういう苦情が出ていると注意ができるようになっています。 

 こういう仕組みをつくりながら、管理監督者にちょっと襟を正してもらう。これは私が

言いだして作っているのですが、元々はアメリカのこういうハラスメント防止の一つのや

り方をまねています。アメリカの場合は、日本で言うとコーヒーのコマーシャルみたいで

すが、ボスというポジションに就くと、日本で言うと課長クラスぐらいですが、必ずこう

いう文書にサインをさせます。つまり、今までは責任なかったけれども、これからおまえ

はこういう責任があるぞと。サインをさせるわけです。それで、サイン違反で厳しくやれ

るようになる。アメリカらしいです。 

 それと同じように、日本もそろそろ、一人ひとりにサインはさせないにしても、ルール

としてこういうものをきちんと整備する。これで、言ってみれば半分解決します。ただ、

あと半分は解決しません。なぜならば、先ほどから言っていますが、こういうことをやる

人は、叱咤激励のつもり、教育指導のつもりという意識が中々消えません。それはそうで

すね。そういうつもりでやっていたけれども、実はどうなんだという話があるけれど、叱

咤激励や部下を教育指導するのは、課長、管理職の仕事ですから、これを役目としてやる

わけです。 

 役目としてやるけれど、明らかに業務の範囲を超えている、相手の人格・人権を傷つけ

ているということになると、それをやられた人は、そもそも業務の範囲を超えているのだ

から、そんなことを言われても無理だよ、それは仕事とは関係ないだろうとなります。そ

れで、人格・人権を傷つけられれば、そこまでは言われたくない、当然こういうリアクシ

ョンになりますよね。 

 こっちはそのつもりがないけれど、地雷を踏んでしまう。これは悪意ではなく、あくま

でも善意だというのは結構あります。初めからあいつをつぶしてやろうとか、辞めさせて

やろうとか、管理職の人が余り考えているわけがないので、あいつ、もうちょっと頑張っ

てほしいよなぐらいのところから始まるわけですから、ついつい地雷を踏む。だから、善

意と考えていいでしょう。別に悪意はないというところでしょうね。 

 そうすると、この構造が起きる。起きないわけには中々いかない。ここが問題です。ハ

ラスメントというのは、そもそも行為者、やっている人が悪意とは限らない。善意かもし

れない。特にパワハラは典型ですね。セクハラに善意はあり得ないですが、他の色々なハ

ラスメントを見ていると、余談ですが、最近はスメルハラスメントという匂いのハラスメ

ント、私も、しばらく前は笑い話でマスコミからの取材を受けていたのですが、だんだん
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そうもいかなくなってきて、匂いで結構苦労している方がいっぱいいる。 

 私も含めて年齢を経ていくと、出したくなくても加齢臭という匂いを出すので、受ける

側はたまったものではないといいますか。だけど、出している本人には別に悪意はないし、

自覚もない。だから、中々直しようもない。まさか職場で、「課長、臭いですよ」なんて、

間違っても言えないですよね。言ったら、それがパワハラになるかもしれないので、言わ

ないし、我慢している。一方は気が付かない。こういう構造になると、中々解決できない

ですよね。 

 ただ、コミュニケーションがあれば、ものすごく親しければ、家に帰った時に、奥さん

から「あんた、臭いよ」としょっちゅう言われるかもしれない。そうしたら自覚になりま

すよね。コミュニケーションさえあれば言えるんです、本当は。親しければ。だけど、職

場のコミュニケーションで、臭いよとは言えないですね。だから、それが今だんだん問題

になってきて、とうとう裁判になった。 

 どういう裁判かというと、コンビニのアルバイト店員さんがすごく匂う。お客さんから

苦情が出ました。食べ物を買いますから。やはりお金のやりとりをするときに匂うと。そ

れで店長が何とかしろと何度も注意した。独身の方なので、加齢臭ではなくて、すごく疲

労すると出てくる疲労臭というのがあるそうです。あと、独身ですから、おそらく衣類な

んかも部屋干しで中々匂いが取れないとか、本人なりにいろいろあったと思いますが、結

果、それで店長が、「もういい、おまえは首だ」と。たかが匂いで首かよと裁判になった

わけですが、最終的には業務上仕方がないと認められた。 

 だから、たかが匂いですが、今はもう自治体も考えなければいけないのです。接客のと

ころについては、そういうことで相手に不快感を与えるのはやはりまずいだろうと、特に

営業の人たちは、最近身だしなみを注意されることが非常に増えてきました。匂いだけで

は限りませんが。今何を言いたかったかというと、出している方と受けている方のギャッ

プです。なかなかノーと言えない、この関係が問題なのです。 

 ですから、パワハラも決して悪意はない。「いや、おまえのために言ってんだよ」、「何

度言っても分からない」、「いい加減にしろ、おまえ」、「親の顔を見てみたい」と言い

ますよね。だけど、親の顔を見てどうするんだと言われても、答えられないですよね。親

の顔を見ても何もできないですから、それは教育指導にならない。仕事の範囲を超えてい

るとなってしまいます。これは本当に裁判の中に出てきたのですが、半分笑い話で、裁判

官も笑いながら判決していましたが。 

 要は、今までそういう何となく言ってもいいと思っていたことも、やはりちょっとブレ

ーキをかけて考えなければいけないということです。いずれにせよ、こんな構造で起きる。

だから、起きるとすれば、これを職場で何とか解決しなければいけない。そうすると、何

とかしなければいけないというのは、皆さん分かっているわけです。どうすればいいかが、

実は分かっていないのです。うつになったり、自殺したりするのに、指をくわえて待って
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いる。それは駄目です。何かしなければいけないのです。 

 ということで、ではどうするのかという話を最後にします。実は、これはコミュニケー

ションギャップです。典型的に片や悪意なし、片や悪意と受け止める。このコミュニケー

ションにすごくギャップがある。ここを基本にしながら考えていくと、簡単な考え方です。 

 例えば、たまには部下とお酒でも飲むか、飯でも食うかというときに、部下が、「いや、

課長、この前のお話、ちょっときつかったです。あれパワハラですよ」と言う。そしたら、

課長のほうも、「何言ってんだ、ばかやろう、あの程度は。俺の時代なんかあんなもんじ

ゃねえぞ」と言う。けれども今どきの人ですから、「いや、私はあんなきついこと言われ

たことがないから、もうショックでしたよ、ちょっと眠れませんでした」とでも言って、

「何だ、おまえ、そんなふうに受け止めていたのか、いや、俺はそんなつもりじゃなかっ

た」ぐらいの会話が成り立てば、ここで解決しますよね、飯食いに行ったところで。「い

や、悪かったな、じゃあ今後気を付けるよ」、「課長が謝ってくれたし、まあいいや」、

これで終わりです。 

 だから、コミュニケーションがあれば、まず相手が言ってくれます。言ってもらわなけ

れば、始まらないので。先ほどもちょっと言いましたが、あの課長に言ってもな、では困

ります。やはり課長に言って、ちょっと直してもらいたい。言えば、分かってくれるぐら

いのコミュニケーションがあれば、当然部下も、「あれってパワハラですよ」と言う。そ

のときに、課長も「ばかやろう、何言ってんだ」と言いながら、そこでバサッと切ったら、

それ以上話は進まないです。そうではなくて、「いや、俺そんなつもりなかったよ」ぐら

いのところまで話が進めば、何とか解決できるということです。 

 ですが、そんなに物分かりのいい課長と勇気のある部下も中々いないので、そこをどう

するかです。もう職場に行けません、うつになりました、自殺しましたみたいなとんでも

ない話になる前に手を打ちなさいというのが問題です。そうすると、本人が勇気を出さな

くても、課長が物分かりよくなくてもいいように、今のコミュニケーションギャップを埋

めていくシステムをつくっておかないと、どうしてもそこで行き詰まります。 

 そこを何とかするのは、実はパワハラの場合は可能です。パワハラの場合は解決できま

す。セクハラは駄目です。つまり、パワハラは後戻りできるんです。分かりやすく言うと、

例えば、前の日議会で夜中まで起きて、風呂に入るためだけに家に帰ってまた出勤したと

きは、相当疲労もしているし、イライラしている。玄関先で奥さんと口げんかした。そし

たら、またおまえかよみたいなミスをやられる。イライラしているから、ばかやろう、と

怒鳴ります。 

 だけど、３日後ぐらいに、先ほどのＤＶＤではないですが、そこで彼を呼んで、「この

前、ちょっと悪かったな、あの日、俺イライラしててさ」みたいな説明をして彼に謝り、

そのことについてきちんと部下に謝れる度量があれば、これは戻れます。セクハラは駄目

です。セクハラは、「議会でイライラしていて、今日はお尻を触らせていただきました、
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ごめんなさい」では絶対戻れない。だけど、パワハラは戻れます。だから、それを利用し

て、どう解決するかが問われるんです。 

 そうすると、今お話ししたことの延長でいくと、コミュニケーションを埋めてやる手段、

方法があれば、解決できるということです。つまり、お互いに言えない、言われない、気

が付かない、そこをどうやって埋めるかという手段です。１点が、通知というやり方です。

それは、言えない部下の代わりに、誰かが相手に言ってあげる。例えば相談窓口でもいい

ですし、上司でもいいです。相談を受けた人が、あの課長について、そういう苦情を聞き

ましたと、その相談の中身を本人に伝えます。課長、あなたについて、こういう苦情が出

ていますよ、と伝えるのが通知です。そこで、本人が、あ、俺そう思っていなかったけど、

そんなことを言われているのか、ちょっと気を付けなきゃと思ってくれれば、まさしくこ

の通知で解決します。 

 ですから、先ほどから言っているように、うつになりました、何とかですみたいなこと

が、入り口で、あの課長、しょっちゅうばかやろうとみんなを怒鳴っていますという苦情

があったら、その苦情を、「おまえ、しょっちゅうそういうことを言ってるらしいじゃな

いか、そういうことをやっていると、そのうちにパワハラで処分されるよ」ぐらいのこと

を言ってあげればいいんです。つまり、そういう彼についての苦情を、本人に伝えてあげ

るのが通知というやり方です。 

 例えばここの職場で、私がとんでもない歩くパワハラみたいな人で、Ａさんが苦情を持

った。そのときは、Ａさんの名前を出さずに、私に言う。だから、私はこの中の誰が言っ

たか分からない。誰だ、密告しやがってと思っているけれども。通知された人は、犯人捜

しをしたり、報復しては駄目。やったら処分ですよというのが付いてきます。ですから、

こういうことで相手に通知する。 

 それから、２番目は調整です。これも、先ほどから言っていますが、言っている方に悪

意がない。いや、俺はこういうつもりで言ったんだよ、言いたいことがあるというときは、

受ける側も、場合によっては受け止め方が間違っているかもしれないです。何でもパワハ

ラと思う人もいる。それは当然あり得るので、お互いの言い分を聞いて、きちんと水準を

合わせる。場合によっては本当に誤解しているのかもしれない。 

 そういうときには、皆さんもけんかしている２人の間に立てば分かりますが、感情的に

なっているけれど、お互いの言っていることをよく聞けば、分かりますよね。「おまえ、

それは違うんじゃないの？」、「あんたもそれはちょっと言い過ぎじゃない」みたいなの

が出てきますから、それを指摘してあげて、お互いにそこに水準合わせをして、もう１回

きちんとお互いに考えるということですか。それで、仲直りができるかどうか。 

 それから、調停というのは、お互いの言い分が、調整ぐらいでは片付かない状況で、片

や言った、片やそんなこと言っていないというような、お互いの言っていることがまるで

違う場合。そうなると、まさしく裁判しかないです。そんなことをやってもしょうがない
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ので、そういうときに間に入る人が、アイディアを出して、「これでどう？今回は解決し

ない？こんな大騒ぎ、これ以上やってもしょうがないから」と、間に入る人が提案する、

調停案などと言いますね、難しく言うと。案を出してこれでまとめようと。 

 例えば、言った言わない、俺は絶対言っていない、いや絶対言っているとなったときに、

「いや、言っていないかもしれないけど、おまえ、それに近いことを言ったんじゃないの？ 

相手がそう思うようなことを」ということまでは説得できる。彼にも、「彼はそう言って

いないと言ってるよ。だけど、それに近いことを言ってるから、謝ると言ってる。それで

どう？我慢したら」というようなことができれば、まさしくこれは調停案でまとめられま

す。お互いに一歩ずつ引っ込んでもらって解決する。 

 最後の調査は、これはセクハラと一緒です。もう今さら何だかんだ言ってもしょうがな

い。もうこれはきちんと調査して、何で彼はうつになったのか、上司はどうだったのか。

最近、自治体でも、第三者委員会みたいなのをどんどん頼んで、パワハラのジャッジをし

てもらっています。なるべくなら、自分のところで解決したらいいのですが、中で解決で

きないから、外の第三者委員会をつくってジャッジしてもらう。 

 私も頼まれますが、外にいる人に判断してもらうより、やはり中で、この通知、調整、

調停みたいなところできちんとやっていければ、ベストだといえます。そこで、色々お話

したのですが、中々分かりにくいと思うので、通知と調停についてをＤＶＤで見ていただ

きましょう。 

（動画視聴） 

  

  

 私もこの仕事をやってきて、いろいろな事例を扱いますが、色々なパターンが結構あり

ます。被害者が思い込んでいる。だから、取り上げる以前にきちんと分かってもらって、

実はあなたが思っているのはパワハラではないと、別にパワハラ以外の問題があることも

ありますが、パワハラかどうかというジャッジについては、そこでやるということです。 

 何度も言いますが、処分するということも結果としては必要ですが、これからは処分に

持っていくのではなくて、なるべく早くやめてもらう。例えばＡ課長が歩くパワハラみた

いな人だったら、注意して、分かりましたと言わせて、やめさせることが目的で、あれを

放っておいて、何かになったら処分しようというのは、そんなのは二の次なので、いかに

こういうやり方を入れながら、早めに対応するかが重要なのです。 

 特にパワハラについては、「どうしよう、パワハラかな？どうかな？」、「熱血指導じ

ゃないの？」とわいわい言っているうちに、だんだんややこしくなる。こんなことですよ

ね。皆さんは担当している人としていない人がいると思いますから、直に関わるかどうか

分かりませんが、ぜひ、こんなことを皆さんの職場できちんと話し合えるような状況をつ

くっていただくと、対応ができるかと思います。 
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 ２時間で、結構駆け足で、ＤＶＤを見ていただきながら、なるべく理解できるようにと

やってきました。では、長時間どうもご苦労さまでした。ご清聴ありがとうございました。 
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43



 皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、イシュープラスデザインの筧と

申します。私から１時間ちょっと、「持続可能な地域のつくり方」というテーマでお話しを

させていただこうと思います。 

 最初に簡単に自己紹介をさせていただきますと、私自身、どこの人間かと言われると非

常に根がない人間ですけれども、生まれは福井県で、そのあと父の転勤の都合で北海道の

苫小牧、東京、横浜と暮らして、大学生のときから実家が千葉県の我孫子市にありまして、

実家という意味では我孫子が今の拠点だったりもします。 

 今は私自身、主に３カ所で暮らしをしながら生活をしている人間で、１カ所はオフィス

のある神田神保町でデザイン事務所をやっています。ここのデザイナーが一番メインの仕

事となっております。私は千葉のいすみと２拠点という生活をしていまして、東金は東京

から車で来るときによく通らせていただいています。千葉のいすみの地域住民という立場

を持っているのと、あとは事務所が高知県の佐川町という人口 15,000 人の町で行政の中

での立場をいただいているのと、事業主で事業を行っているという立場で仕事をさせても

らっています。さまざまな形でさまざまな地域との関わりを持ちながら、自分なりに住民

として、事業者として、外部から見るデザイナーとしてという立場で地域づくりについて

様々やらせていただいています。 

 もともと、2008年にイシュープラスデザインという会社を神戸で創業しました。最初に

神戸で、デザインは避難生活のために何が可能かと、震災のテーマからスタートしていま

す。これは 2008 年、阪神大震災から 10年ちょっとたって、東日本大震災の前のタイミン

グで、神戸でも防災の意識が非常に低くなっていた時代に、もう一度、阪神淡路大震災規

模の地震が神戸に発生することを想定して、街づくり、防災の活動を考え直そうというプ

ロジェクトをスタートしています。いろいろな方に参加をいただきながら、もう一度地震

が起きたときにどんな問題が発生するだろうということを議論して、そこで見つかった課

題を解決するためのデザインをつくって世の中に提案をするようなタイプの仕事です。 

 例えば、神戸のような大都市で震災が起きて、避難所が開設され、そこに近隣からいろ

いろな住民が来る場合を想定します。大都市の場合は周辺の住民との間のコミュニケーシ

ョンが不十分だったり、コミュニティが非常に弱体化しているようなケースがあり、なか

なかお互いのことが分かり合えず、助け合いの行動や避難所運営が難しくなるという課題

があります。 

 その課題に対して、避難所の中で、避難所に来た方々がどのような特技があって、どの

ようなスキルがあるのかみたいなことをみんなで共有するようなツールがあると、避難所

運営が円滑になるのではないかという企画です。2009 年にこういう企画がいろいろ生まれ

て、世の中に提案をするという事業だったのですが、それから約２年たって、ご存じの東

日本大震災が発生しまして、われわれは神戸から、神戸市発の阪神・淡路大震災の被災の

経験を生かしたツールということで、こちらを１週間ぐらい掛けてつくり直しまして、東
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日本大震災の現場に持って行きました。 

 こちらは「できますゼッケン」という名前で、対応に来るボランティアの方が、自分は

どんなスキルがあるか、どんなことができるのかということを４色で可視化します。それ

によって、避難所の運営側である行政や住民の方々と、外から来るボランティアの間のコ

ミュニケーションを円滑にするためのツールということでつくりました。こちらは東日本

の震災の現場で、いくつかの自治体の公式のボランティアツールとして採用していただく

など、多少は復興のお役に立てたかなと思います。このような仕事をさせていただくとこ

ろから私は、地域に関わる、地域課題のプロジェクトを始めています。 

 我々は本当にいろいろな領域の仕事をやらせていただいています。いわゆる街づくりや

地方創生という領域の仕事もそうですが、最近でいうとＤＶ、児童虐待のような深刻なテ

ーマや認知症や介護のような領域のテーマなど、様々な領域の社会課題に関するプロジェ

クトをやっています。それに対して、デザインというアプローチで基本的に挑むのが我々

の考え方です。デザインと普通に聞くとどうしても、美しい建物をつくったり、分かりや

すいポスターをつくったりというイメージになってしまうのですが、我々はデザインを異

なる定義をしています。今の時代は、論理的に考えたり、緻密に分析して正解を見つけて、

正解をきっちりやることが非常に難しい時代です。逆にいうと、正解なんか見つからない

し、それが正しいと思ってやっても結局結果が出なかったり、なかなか変わらなかったり

するというのがどうしてもある時代です。 

 やはり経済成長の時代や成長がベースにあった時代は、決まった正解をきっちりやって

いれば、大抵みんな問題は解決してうまくいっていたのですが、今はそういう時代ではな

い。そういう時代にすごく大切なことは、共感を呼ぶこと。住民やいろいろな方々が、自

分も参加したい、自分もやってみたい、そこに加わりたいという、人の気持ちを動かす楽

しさや美しさ、共感の力を呼び起こすような活動を、われわれはデザインと呼んでいます。

その結果、人の気持ちが変わって、人の行動が変わって、コミュニティが変わって、行政

が変わって、そして社会全体が幸せに前向きに変わっていく行為をわれわれはデザインと

呼んでいまして、そんなアプローチで地域のお仕事をさせていただいています。 

 全国いろいろな地域でお仕事をさせていただいていまして、千葉県内でも、今日も来て

いただいていましたが、「銚子人」という銚子の観光のプロジェクトをやらせていただいて

いるなど、多少はご縁をいただいたりはしています。 

 起業してから 12 年ぐらいがたちました。北は北海道から南は沖縄まで、大都市神戸から

800 人ぐらいの離島の自治体までさまざまな規模の自治体のお仕事をさせていただいてい

る中で私自身が学んだ、持続可能な地域はどういう地域なのだろう、その地域をつくり上

げていくには何が必要なのかということをまとめて、半年ほど前に書籍を書かせていただ

きました。今回はおそらくこの事務局の方が書籍を読んでいただいて、「持続可能な地域の

つくり方」というテーマで話してほしいというご依頼をいただいて、ここに参った次第に
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なります。 

 本日は大きく３つの流れでお話しをさせていただこうと思っています。まず、１つ目の

テーマとしては、持続可能な地域。最近、持続可能性という言葉がいろいろなところで聞

こえてくると思うのですが、持続可能な地域とはどんな地域なのだろうかということで、

私なりの考えを最初に述べさせていただこうかなと思っています。 

私は、持続可能な地域とは、人と経済の豊かな生態系が根付いた地域という定義をして

います。 

 大切なのは生態系という言葉で、どういうことを言いたいかというと、地域は生きてい

るということを非常に痛感しています。地域は生きもので、それに対してどんなアプロー

チをするのかということが非常に大切ではないかと思っています。 

 1970 年代ぐらいから日本の地域おこし、地域活性化、地方創生のような活動がずっとい

ろいろな形で手を替え品を替えやられてきたと思うのですが、なかなかうまくいかない。

同じような失敗だったり間違いだったり、うまくいかないことを繰り返していることに対

する問題意識がありました。 

 なぜこれがうまくいかないのかということを考えたときに１つ感じたことが、私は工学

的なアプローチの限界だと思いました。工学的なアプローチを少し説明すると、因数分解

と個別対処というふうに説明が可能ですが、例えばうちのテレビが映りません、このテレ

ビを何とかしないと、というとき、機械なので、この機械に対するアプローチをするなら、

まず原因を探しますよね。一番分かりやすいのは、リモコンの電池が切れていた。それだ

ったら、電池を交換すれば、リモコンを使ってテレビが映るようになる。リモコンは大丈

夫だった。でも電源が入らないということは、電源のコードが何らかの接触が悪かったり

するのではないか。そこを修理して、直れば問題はない。電源は入っていて、映像らしき

ものは映っているけれど、きっちりと見られない。だったら、これはアンテナの不具合で

はないかというように、基本的にはテレビが故障しているときに何が問題なのか分解をし

て、個別の課題を見つけて対処をすれば、だいたいテレビは直る。これが工学的なアプロ

ーチといっているものです。 

 地域に対しても、基本的に全く同じことがやられているということを感じました。地域

が機械だとすると、どこが壊れていて、壊れているところを直せば地域全体がうまくなる

よねという考え方です。 

例えば、地域経済が衰退している。何とかしないといけない。理由を探していくと、や

はり若い人たちが東京にどんどん出て行ってしまって、なかなか戻ってこないことが大き

な課題だという話が出てきたりする。そうすると、移住や定住策をそこにちゃんと補助金

を付けて、そのためのイベントをして、若い人たちに Iターンをしてもらおうということ

をする。 

 その問題に対処して、お金を付けて、手を着ける。ただし、その結果、ある程度経済的
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なインセンティブなどによって若い人たちがその街に一時的に来てくれたとしても、結局

受け入れてくれるコミュニティがなかったり、中長期的に働けるような仕事がなかったり、

せっかく結婚をしてくれて子供が産まれたとしても、本来そこから長く居着いてもらわな

ければいけないのですが、その地域の子育てや教育の環境が悪かったら、あっという間に

出て行ってしまうのです。 

 結果的にそういうことを繰り返しながら、ここが問題ではないかと、その問題を特定し、

その問題に対しての個別のアプローチをする。これをどんどん繰り返していく中で、何も

変わらない、結果的に衰退し続けるということがいろいろな地域で起きているのではない

かということが、私の中での一番の問題意識でした。 

 やはり、地域は生きている。生き物はそこの一部を直すだけでは何も変わらないのです。

住民、事業者、学校、里山といった、様々な生命体がつながっていて、そしていろいろな

課題が複合的に結びついていて、非常に複雑に入り組んでいる。それを生態系という言葉

を使って説明しているのですが、いろいろなものがつながっている中で、どこか特定のも

のに対してのアプローチだけでは全く機能しない。なので、持続可能な地域とは、人と経

済が豊かに結びついて関係し合って相互に影響し合うような生態系がきっちり根付いてい

る地域だということです。人口減少を含めた、地域が非常に衰退しているエリアで何が起

きているかというと、この生態系が崩壊しているということが一番大きな問題点ではない

かと思っています。 

 今日のもう１つのテーマは、最近、自治体の方々も皆さん非常に熱心に取り組まれてい

るのではないかと思います、ＳＤＧｓの話を少しさせていただこうと思います。というの

は、人と経済の生態系を再生することを考えたときに、私の中ではＳＤＧｓの考え方が有

効で効果的で、ぜひ多くの方に知ってもらいたいと思ったためです。ＳＤＧｓはさすがに

皆さんのような立場の方々はご存じだと思うのですが、非常に分かりにくくて、私は表面

的にしか伝わっていない概念ではないかなと思っています。ただ、2015 年の国会で採択さ

れた、2030 年に向けた世界の目標で、17 個のアイコンがあるという話をご存じだと思いま

す。 

 前提としては、地球が非常に危機的な状況にある。千葉県に関しては、今回の気候変動

の結果としての台風の被害に皆さんも非常に大きく影響されたのではないかと思いますが、

いよいよ国内国外問わず、気候変動や地球の温暖化というところが１つの限界点を超えた

のではないかということが全世界の科学者にも言われています。ここまで人間の経済活動

が膨らんで社会活動が大きくなってくると、もはや地球自体が持たないのではないかとい

うところから始まっている。では、これは何とかしないといけないということで、人口が

世界的に見ると爆発的に増えて、経済成長が続いている中で、地球の存続の危機に対して

どうアプローチをするかという話です。若干、この話は日本の問題とずれてくるので、こ

れがまたピンと来ないというか、分かりにくさの原因だったりもするかと思います。 
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 ＳＤＧｓは大きく３つの目標が書かれています。地球環境の目標と、経済の目標と、社

会の目標の３つです。ここまではほとんどの皆さんがご存じのことだと思うのですが、私

はこのＳＤＧｓのアイコンとこのビジュアルが非常に誤解を生んでいて、分かりにくさを

呼んでいるのではないかということを常々思っています。ＳＤＧｓはもう１つアイコンが

あるのですが、これが円のアイコンで、ＳＤＧｓの考え方を比較的分かりやすく表現して

いるものだと思っています。これは何を言っているかというと、世界はつながっていると

いうことが非常に強い、大切なメッセージだということです。 

 私が非常に勉強させていただいたのは、ＮＨＫ「クローズアップ現代」の元キャスター

の国谷さんという方がいらっしゃいまして、彼女はＮＨＫを辞めたあとに今はＳＤＧｓを

世界に普及させる、日本に普及させることを１つのミッションとして活動されています。

国谷さんとお話しをする機会があったときに、どうしてそんなにＳＤＧｓに熱心なのかと

いうことをお聞きしました。その時点で私も、17 の目標があって、こういうことが国連で

決まったぐらいの理解で、これが我々の活動とどうつながっているのか理解していなかっ

たのですが、彼女にＳＤＧｓのお話をすごくしていただいたことが印象的でした。 

 そのときにおっしゃっていたのが、アフリカの事例です。アフリカの中西部にチャド湖

という湖があります。1972年にはすごく巨大な湖で、この地域の水を支え、農業や漁業と

いった産業を支えているものでした。これが 30 年、40 年たって、今は水たまりのようだ

と言われるほど、ほとんど干からびてしまって、水源としても、農業や漁業の場所として

もほぼ機能していないということです。これはどういうことかというと、ＳＤＧｓ的にい

うと 13 番の気候変動と言われる、砂漠化が進んで気温が上昇し、降水量が減っているから

だということに基本的になるんですよね。 

 ただ、これは 13 番の話だけではなくて、この地域にすごく多大な影響を与えている。分

かりやすいところでは、農業と漁業が衰退するという９番の産業の問題、２番の食糧の問

題に関わってくる。そして水不足が起きているということで、６番の水とトイレに関わっ

てくるということです。さらに、農業や漁業が衰退したことによって、このエリアの若い

子たちは仕事がなくなったので大都市にどんどん流出する。結果的に大都市に貧困層が増

えていくということが起きます。１番の貧困であり、８番の仕事と経済に関わってくる。

アフリカなどでは、水不足になると、特に女の子が遠方から水を運ぶ仕事をせざるを得な

くなります。そうなると、彼女たちは教育の機会を失います。これが４番の教育に関わっ

てくる。教育の機会を失った若い子たちは都市部に出て、貧困層の仲間入りをどんどんし

ていくということです。この結果として都市のスラム化が起きて、衛生環境が悪化してい

くという街づくりの問題にもなりますし、さらに、スラム化して貧困層が増えた都市部で、

その貧困層をイスラム過激派組織がテロの一員にどんどん招き入れるということがアフリ

カで起きているということです。 

 非常に大きなメッセージとしては、砂漠化とイスラム過激派組織のテロの増加の話は実
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はすごく密接につながっていて、全く別の問題ではないということです。テロ行為に対し

て、これを何とかしたいと、この問題を解決しようとしてアプローチをしますよね。そう

すると１つ分かりやすいこととしては、テロの資金源を何とかしましょうという話になっ

て、経済制裁のようなことを行う。経済制裁をすると何が起きるかというと、ますます貧

困層がその地域に増えていくので、結果的にまた貧困層がどんどんテロ行為に加わってい

って、負のループがどんどん進んでいくということです。 

 このように、世界の多岐にわたっている問題は複雑につながっていて、何か１つどこか

の問題を特定して、その問題に対してアプローチをするだけでは何も変わらない。結果的

に負のループや連鎖がどんどん激しさを増して、問題はどんどん深刻化していくだけなの

です。ＳＤＧｓの本質は、個別の問題の対処ではなくて、このつながりの中でどう世界全

体の課題解決を行うのかということがすごく大切だということを国谷さんがおっしゃって

いて、これがＳＤＧｓの本質だと非常に私は腑に落ちた。だとすると、これは日本のロー

カル、地域でもすごく大切な考え方なのではないかと感じました。 

 とはいえ、日本の問題では全くない話をしてしまったので若干遠くなってしまったと思

うのですが、日本は日本で人口が減って、経済は停滞している。それに加えて、様々な問

題が今、日本各地の自治体にはあるのではないかなと思います。どうしてこんな問題があ

ふれているのかというところの１つの解として、地域にさまざまな分断がはびこっている

こと。イコール生態系が崩壊していることと一緒なのですが、この様々な分断が大きな課

題なのだということを実感しています。 

 こちらを非常に分かりやすく説明していただいて納得したのが、富山市長の森さんとお

話しさせていただいたときです。森市長は 2005 年に富山市長に就任されています。約 15

年前です。就任したときに、富山で彼が感じた大きな課題は３つありました。１つは郊外

化。全国各地で郊外化は起きている問題ですが、特に北陸などに関しては、自動車社会に

なって街がどんどんスプロール化していくという問題。もう１つはやはり、若者の首都圏

への流出です。富山は教育県なので、高校までは非常に優秀な子たちがいっぱいいる。そ

して、東京や大阪のいい大学にどんどん入って、そのまま戻ってこないという全国どこに

でもある課題です。もう１つは税収と財政の問題ということがあったということです。 

 彼はこの３つの問題は全部実はつながっていて、背景は一緒だと最初に強く実感したと

おっしゃっていました。若者の流出は地域の産業をどんどん衰退させる。そして消費も減

らしていくということが起きる。郊外化が自動車の依存を強めて、中心市街地から人が消

えていく。それで公共交通はどんどんなくなっていく。地域の郊外にある大型モールに人

が流れていって、結果的にそこでの消費は地域の中にお金を落とさないという、地域内の

消費を減らしていくということが起きる。 

 さらに、首都圏に若者が流出して産業が衰退してくると、地元で働いている子たち、若

い人たちの経済的な環境もだんだん厳しくなっていって、結婚しない、もしくは子供の数

50



 

を抑えるということが起きてくる。これがまた消費を減らして産業を衰退させ、税収を減

らしていくということが起きる。さらに、結果的に高齢化が進展していって、自動車依存

と中心市街地の衰退が外出や歩行の機会を減らしていく。それが社会保障費用の増加につ

ながって、税収や財政を圧迫していくことが起きるということです。 

 これがまたぐるぐる回りながら、人口が減って地域の経済が衰退していくということが

いろいろな領域とつながりながら起きている。この負の循環が起きていて、どこか１つの

問題を解決しただけでは、とてもこの循環は断ち切れない。いかに全体にアプローチする

かが大切だということを実感されたとおっしゃっていました。ですので、地域が抱える問

題はすべてつながっているということが、私が日本の地方創生を考えるに当たって、ＳＤ

Ｇｓの本質として非常に大切だと考えていることです。 

 富山でいうとこの状況の背景について、彼が言っていたことは３つです。まず、１つは

未来と現在はすごく分断している。都市計画を考えると、この時点で富山の人口が減るこ

とはもう分かっていた。まだ減少は始まっていなかったようですけれども、誰から見ても

明らかだった。にもかかわらず、公共施設はどんどん郊外に動かして、都市を郊外につく

っていく。公共交通の衰退にも歯止めを掛けなかった。未来のことを想定せずに、現状の

状況だけで都市計画を行っていたということ。２つ目は、やはり役所が非常に縦割りで、

こういった状況に接しながら、自分たちの目の前の課題だけに取り組むという縦割りが起

きていて、もちろん民間との連携のようなことも皆無のような状態だった。３つ目は、日

本全体で見ると大都市と地方の間で大きな分断が起きていて、大都市は地方から人を集め

れば良い。昔は経済的な恩恵を地方に戻していたのですが、それが戻せなくなってきたこ

とは明らかで、大都市と地方の中で完全にいろいろな乖離が起きていったということが問

題だということです。 

 もう１つ事例をお話ししようと思うのですが、宮城の南三陸町のカキ、漁業の事業者の

話です。南三陸町はカキの養殖が非常に盛んだったのですが、漁師の間の競争が非常に激

化していました。それはもちろん、もっと稼ぎたいからという理由ですよね。漁師間の競

争が激しくて、限られた養殖ができるエリアに過密養殖をどんどん繰り返していくという

ことが起きていました。過密養殖を繰り返して、結果的にそれが過重労働で健康の悪化に

つながったり、栄養分が足りなくなってくるので、どんどん海はやせ細っていきます。で

すので、20～30 年前はだいたい養殖したカキは１年ちょっとで成育して出荷ができたもの

が、10年ぐらい前の時点ではもう出荷できるまで２年掛かった。それだけ海がやせ細って

いた。 

 それで収入が減っていって、なので、なおいっそうに養殖量を増やしていくことをして

いったということです。それが結果的に、そんな過重労働で収入が悪い仕事に若者、後継

者が就いてくれるわけもなく、流出が起きていく。そして、２年に１回しか収穫ができな

いので、自然災害に遭うと２年分のものが全部いっぺんになくなるという非常に脆弱な体
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制だったのです。この状態のときに起きたのが東日本大震災です。津波の結果、全部流さ

れて、最終的に南三陸町のカキの事業者はゼロに戻ったということがあります。ＳＤＧｓ

の本質として、皆さんの日常生活や仕事ということと、地域自体も非常に密接につながっ

ていて、それがＳＤＧｓの 17 番のメッセージだということです。 

 先ほど、どうしてこんなに課題があふれているのかという話をしましたが、その背景に

やはり、地域にいろいろな領域の分断があるということです。私自身も高知の佐川町とい

う 15,000人の町で今、４年事業をやっていますが、いかにつながれていない分断をどう結

びつけながら、１つずつ乗り越えていくかが仕事のほぼ大半ではないかと思っています。 

いろいろな領域の分断がある。それは行政と民間のような立場の分断や、大型の商業店

舗と中心市街地の小売店の間でも、それぞれの利益を最大化しようというような分断がど

うしてもある。学校と親の分断も最近ではよく聞こえてきます。世代の分断もあります。

さらには分野、観光と商業と農業が連携することによってできることが確実にあるにもか

かわらず、それぞれの立場を重視し過ぎるとこの間の分断も起きてしまうということです。

これで人と経済の生態系がどうしても崩壊をしている。 

 それを再生するためには何が必要かということですが、もう１つお話しさせていただく

と、富山の森市長が 2005 年に先ほどの状況から 15 年掛けて行っているまちづくりの姿に

ひとつのヒントがあると思っています。ＳＤＧｓは 17 の目標がありますが、１つだけ少し

毛色の違う 17 番目が、パートナーシップで目標を達成しようという開発目標達成のため

の手段を表しています。1～16 番は世界にはこのような克服をしなければならない課題が

あるということを言っているのですが、17番だけ目標達成の手段を伝えています。 

 富山の先ほどの状況に対して、森市長は、まず大切にしたことは３つだということです。

１つは包括的なまちづくり。１つの分野、特定の分野に何かを投資するのではなく、どう

全体を高めていくのかということが大切。もう１つは、いかに組織を横断したような、領

域を横断したようなプロジェクトを増やしていくのかということです。３つ目が、その核

となる地域のビジョンとしてのコンパクトシティという考え方になります。富山市はこの

十数年間、必ずタスクフォース型のプロジェクトを毎年立ち上げながら、あるものは複数

年続きながら進んでいます。このプロジェクトは、所属の部門や部署とは関係なく役所の

職員は参加が可能です。現時点でいえば、８つのプロジェクトが動いていると聞いていま

す。こういった、領域を横断した、そして立場を横断したプロジェクトをどんどん動かし

ながら、このコンパクトシティ政策を推進しています。コンパクトシティは皆さんご存じ

だと思いますが、いかに街を中心部に集めていくか。中心部を中心に公共交通を放射線状

に広げて、基本的にその公共交通沿いに住宅を集約化させ、その公共交通で中心までアク

セスをしてもらいながら生活の利便性を高めていくという政策です。 

 なぜこれをやろうと思ったのかということですが、このコンパクトシティの政策をつな

げることが、富山市全体の先ほどの負の連鎖を断ち切るためにすごく大切なポイントだと
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森市長が判断したからだということです。まずは中心市街地や公共交通の整備を進めるこ

とで、なんとか車依存を減らしていき、外出や歩行の機会を増やしていくということです。

非常にユニークな政策をいろいろとされていて、例えば郊外に住んでいる人が、ＬＲＴと

言われる路線で中心市街地の駅まで乗ると、いくら遠いところから乗っても 100円で下り

ることができるという政策や、いかに中心に来てもらって、そこで時間を過ごすことを増

やしていくかということを積極的に行っています。そして、その結果、徐々に中心市街地

に人が集まり、地域の中での消費が増えていくことを目指していく。それが産業の活性化

であり、そこでの行為を増やしていくということです。 

 中心市街地の地域の中での消費が増えてきたことによって、そこへの民間の投資が徐々

に集まってくることが起きてきました。新しい施設の建設だったり、いろいろなイベント

が増えることなどが中心市街地で起き始めると、地価がアップするということが起きた。

地価のアップは行政にとっては固定資産税の増収につながるので、非常に大きなことだと

おっしゃっていました。さらに雇用の増加が起こり、人口の流入が起こる。富山市はこの

規模の自治体としては非常に珍しい社会増を達成できています。地価のアップと雇用の増

加が税収の増加につながる。さらに、外出と歩行機会を増やしていくことによって高齢者

の健康増進を図っていって、それを社会保障費用の抑制につなげていくということを目指

したということです。 

 これが 10 年ぐらいで徐々に成果が出始めてきた。そこで増えてきた税収を郊外の農業

振興や子育て支援というところにきっちりと使っていくことによって、地場産業を活性し

ていって好循環のループをつくり上げるということを 15 年掛けてやってきた。結果的に

経済が活性化して、人口が入ってくるという正の循環が達成されつつあるのが今の富山市

の状況です。コンパクトシティというとどうしてもどこか特定の分野、公共交通を何とか

しましょう、住宅の配置をどうしましょうといった政策に聞こえるのですが、ＳＤＧｓの

本質の２番目として非常に大切なのは、いかに 17 すべての領域の総合力を高めるか。その

ためのアプローチとしてのコンパクトシティであり、ＳＤＧｓの本質はそこにあると感じ

ています。 

 先ほどの、津波ですべて流されてしまった南三陸の話も引き続きさせていただきます。

南三陸町はすべて養殖の施設がなくなりました。さて、これからどうしますかと話し合い

をしました。また同じことをやるのか。このまま、この海でみんなが競争して、限られた

ところに植え付けて、過重労働になって体を壊して、本当に俺らはもうこんな年でこれを

やり続けるのかという話をしたと聞いています。そこで世代や立場を超えて対話をして、

いかに我々の漁業と養殖業を持続可能にするのかということを話し合うことをやったので

す。 

 そこで決めたことが３つある。第１に持続可能性を高めるためには、自分たちの次の世

代のことを考えて、海洋生態系にきちんと配慮したことをやろう。第２にそれによって国
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際認証を取ることで、ブランド化を図ろう。第３にわれわれはもういいので、次の世代に

対して優先的に配分する仕組みをきちんと作ろうということを話し合いの中で固めていっ

たということです。対話とルールづくりで養殖を変更する。そしてその結果として、徐々

に海が豊かになっていくことを目指したということです。 

 意外とこれはすぐに成果が出たようで、今まで出荷までに２年かかっていた養殖が、数

を限定してきっちり運用することによって、１年強で出荷に至るまでの成育が達成できた

ということです。そして、非常に時間がかかって大変だったと思うのですが、国際認証の

手続きを達成できたことによって、日本で唯一の認証を取ることができて、それが持続可

能なカキとしてのブランドの達成につながりつつある。海が富裕化して、結果的にブラン

ド化されることで収入が徐々に安定してきて、養殖法を変更して労働時間が減り、健康と

ＱＯＬが高まってきた。 

 それから、先ほどのポイントの３つ目に書いた、次世代に対して優遇的に配分する。今

までは、声が大きい、昔からの権利を持っている漁師がたくさん養殖できたという制度だ

ったのですが、このあとは自分のところに次の後継者がいる漁師に優先的に配分されるよ

うな仕組みをつくった。それによって、若者の収益を後押しして、徐々に戻ってくる。も

しくはカキの漁師に就きたいという地元の子たちが増えてくることが起きてきているとい

うことです。さらに、２年に１回だったものが１年に１回収穫できるようになってきたこ

とで、自然災害での被害減少の効果も期待できるということです。結果として今、南三陸

の戸倉のカキというブランドも徐々に浸透してきていて、非常に前向きな動きになってい

る。環境が回復して、事業が軌道に乗っていくという正の循環に踏み出しつつ、変わりつ

つあるのが南三陸の例になります。 

 ですので、ＳＤＧｓの本質は、人は立場が異なると見ている世界が違っていて、考えて

いることがどうしても異なっており、そこに分断が起きる。これは当たり前のことなので

すが、カキの事業者も自分の経済的なことや家族を養うため、いかに自分の漁獲高を増や

すかということを考えてしまうと、どうしても周囲との協働ができないというところを、

その分断を乗り越えて包括的にみんなで取り組むことによって、結果的に自分に戻ってく

る。そのための対話と協働、新しい仕組みづくりができるか。それがＳＤＧｓの求められ

ている非常に大切な本質だと感じています。 

 ということで、ＳＤＧｓで私が非常に大切だと思っている本質は、１つはやはり、毎日

の生活、仕事から環境問題まで、世界は確実につながっている。そして、このつながって

いる問題にアプローチするためには、どこか特定の問題に特化するのではなく、いかに全

体を高めていくか、包括的にアプローチするかということが大切。そして、包括的にアプ

ローチをするためには立場や領域が異なるもの同士が分断を乗り越えて、対話と協働を行

っていく必要があるということがＳＤＧｓの大切な本質と考えています。 

 続きまして、理論や考え方としては分かっていただいたとしても、実際にどうやって、
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具体的に何をやるのというところの実践的な話をさせていただこうと思います。書籍の中

で持続可能な地域に必要な４つのことがあるとお話しさせていただいています。私の事業

所、本店が高知県の佐川町にあるのですが、社員も７、８名、この町にいながら、６年間

この町の活動や事業を行っています。この６年の活動を通じて私が学んだ、持続可能な地

域のつくり方の具体的な実践をお話ししようと思います。 

 この町はちなみに「さかわちょう」と読みます。おそらく皆さんの中でこの佐川町とご

縁がある方なんてほとんどいないのではないかと思うぐらい、非常にマイナーというかま

だ無名の自治体です。「さがわ」ではなく「さかわ」と読みます。これは結構、町の人にと

ってはすごく大きなプライドで、ある住民の方は「さがわ」と言われる度に憤慨するとお

っしゃっていました。高知は非常に熱い人たちが多くて、酒飲みが多くて熱い街です。あ

とは、この町はガーデニングが好きな女性にはちょっと人気があるというか、知られてい

たりするような町です。牧野富太郎さんという、日本の植物学の祖と言われる植物博士の

方が生まれ育った町です。あとは日本酒が好きな方も、司
つかさ

牡丹
ぼ た ん

という高知のお酒を飲まれ

たことがあるのではないかという気がするのですが、司牡丹の酒蔵の町並みがすごく美し

い町だったりもします。 

 私は佐川町に 2013 年に入らせていただいたのですが、本当にその当時はいろいろな課

題を抱えていました。高知は全国でも教育が非常に問題を抱えている県だったりするので

す。学力テストや不登校率、いじめが軒並み 45 番から 47 番ぐらいに並んでいるような自

治体です。離婚率も高く、コミュニティの問題を非常に抱えているということが現実とし

てありました。コミュニティの衰退は、不登校や学力の低下、地場産業の衰退、そして地

域の人がどんどん流出していく。郊外化が進んで、社会保障の費用が増え、税収が減る。

もちろん地場産業に対しての投資もできなくなりますし、どんどん耕作放棄地が増えてい

って里山が崩壊していく。公共交通も衰退していって、コミュニティが減っていくので、

社会参加が減ることによって生活環境も習慣も悪化していく。こういうものがどんどん積

み重なっていって、どんどん町自体が力を失っていっているような、結構どん底の状態の

ときにお話に入らせていただきました。 

 最初にこの地域で私どもがやらせていただいたのが、まず４つのうちの２つを整えるこ

とです。2014 年から 2015 年の２年間を掛けて、いかに地域の土壌である人と人とのつな

がりである協働の状態のコミュニティを整え、耕すかということと、あとは町自体がどこ

に向かっていくのかという未来のビジョンを描くということです。 

 そもそも、これをわれわれがやらせていただいたのは、ちょうど 2013 年 11 月に新しい

町長が就任されました。残念ながらこの町長の前の、３期か４期やられた町長の時代が非

常にしんどい時代で、町全体が活気を失っていった、失われた 10 年があったと聞いていま

す。失われた 10年があって、そこから次のステージに向けて、住民が新しい町長に来ても

らいたいということで、この当時、彼は東京にいたのですが声を掛けて、佐川出身でちょ
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うど政治の道に入りかけていたということもあって、そこで求められるのであればという

ことで地元に帰って、町長選に出て就任をされました。就任されたときに公約として、ち

ょうど総合計画の見直しのタイミングが２年後にあった。この総合計画で町のビジョンを

住民みんなと一緒につくりたい、みんなで一緒にこの町を 10 年掛けて日本一幸せな町に

していこうみたいなことを掛け声に就任をされています。 

 総合計画は皆さんも仕事上関わることはあると思うのですが、私は非常に残念なものだ

といつも思います。ある程度予算を掛けて、大変な思いでつくられているのですけれど、

どうしても現実的に活用されるものになっていなかったり、どれを見てもほとんど同じも

ので、中身に差が付いていなかったり、わかりにくかったりするようなもので、とても町

の未来を明るく描いているビジョンのようなものとは思えないと前々から思っていました。

佐川町の総合計画を住民みんなで一緒につくりたいということを、非常に力があって、思

いのある町長に声を掛けていただいて、われわれは一緒にやることを決めて、入らせてい

ただいています。 

 佐川町のプロジェクトによる総合計画のつくり手は住民。住民の方々に、住民参加のワ

ークショップを全部で 17 回開催させていただきました。こちらは住民が皆さん集まって、

これから 10 年後、この町をどうしていこうかということを熱く語るような会議体です。そ

こで話す内容自体は、そんなにすごく画期的なことや未来のことである必要はないのです

が、みんなが具体的に何をしたいのか、この町でもっと楽しく生きていくためには何がで

きるかということをみんながそれぞれ考えて、話をして意見を共有していく中で、新しい

つながり、新しい関係性が生まれて、地域全体が前向きに動かしていくための場です。 

 また、10 年後ということですので、中学生や高校生といった子供たちにも参加をしても

らう仕組みを整えました。子供たちにも、自分たちがこの町に居続けるとすると、まだ中

学生ぐらいだとそんなに具体的に町から離れるイメージを持っているわけでもないので、

この町でもっと楽しく過ごしていくためにはどんな町になったらいいかなということをみ

んなに考えてもらって、どんどん出してもらうということをやりました。 

 例えば、バイカオウレンを守ると左下に書いてありますが、バイカオウレンとは牧野富

太郎博士が愛した山野草です。この町は植物の町ということもあって、植物教育を非常に

熱心にしているので、町の子たちはバイカオウレンという名前を誰でも知っています。こ

のバイカオウレンが植物マニアの方々に根こそぎ持って行かれたりする被害が結構出てい

たらしく、それを守って、町の未来の資源にするためにはどうすればいいかをみんなで考

えようということを子供たちが言ってくれたという会です。 

 最終的に 654 名、13,000人の町なので約５％の住民の方がこのワークショップに参加し

てくれて、最終的に『みんなでつくる総合計画』という書籍の形にして全戸配布をすると

ともに書店で販売して、佐川町をこういう町にしていくということを全国の皆さんに知っ

てもらおうということで発信したものです。この中には 25の未来像が書かれています。こ
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れは住民の方がこうしたい、自分はこうしていくと書いたものを紡いで、編集をして 25に

まとめ上げたものです。 

 例えば 01 番が町まるごと植物園というビジョンですが、植物好きの人たちがいっぱい

いるのです。自分の庭を整えていたりするような、ガーデニングをやっている人たちがい

っぱいいる。だったら、町全体が植物園のような町になって、外から来てくれた人を自分

の家の庭に招き入れてもてなす、植物のまちづくりをやろうと。それが住民のプライドで

あり、子供たちの郷土愛であり、そして観光につながるといったビジョンです。こういっ

たものを 25 個作った。17 回のワークショップで 654 名の方が参加してもらう場を通じて

自分たちの地域のことを学んで、お互いのことを知り合って、未来のことを語り合って、

そこでつながって、協働して高め合うような地域のコミュニティをつくるということを２

年間を掛けてやったのが１つです。その結果として、自分たちはこのように進んでいきた

いという未来の道を描いていくビジョンづくりをした。太陽をつくったということが２つ

目の持続可能な地域づくりに必要なものになります。 

 ２年掛けてこの活動をやったあとに、ステージの２として風を起こす。単純につながっ

て、未来の絵を描いても何も地域は変わりません。では、その描いた絵をどう実現してい

くために一人一人の住民の方々、そして行政職員の皆さんが何をチャレンジするのか。そ

れをどんどんつくっていくという発想が 2016 年から丸４年掛けて、現在も進行中でやっ

ています。総合計画の中でもいろいろなプロジェクトが生まれてきたので、基本的にそれ

を実現するために後押しをしていく活動です。 

 その中で出てきたのが、若い子たちがわくわくするような仕事がこの町にないという問

題でした。この町は林業が、産業としてある程度あったのです。ただ、林業は切り出した

木がどうしても効果的に使われていないと。もちろん、Ａ材やＢ材と言われるような大き

な良質の木は高値で住宅用などに購入されますが、それ以外の木材は基本的に売りものに

ならないので、そのへんに捨てられてしまう。うまくいってもエネルギーのチップにしか

ならないということです。 

 そこで、いかに若い子たちが楽しい仕事ができるかということで、総合計画の中に１つ

入っているのが「さかわ発明ラボ」というものづくりの工房です。町民の皆さんの創造性

や何かをつくり出す力を育んで、いろいろなチャレンジを生み出すためのラボ、実験所を

つくるということです。こちらは当時から、今はもうだいぶ進んでいますが、デジタル・

ファブリケーションと呼ばれる、いわゆる３Ｄプリンターやレーザーカッターのようなデ

ジタルの工作機器が非常に安価になって使いやすくなった。さらに、インターネットが普

及したことによって誰でもものづくりがすごく簡単にできている。これを我々はものづく

りの民主化と呼んでいますが、これが進んでいるのが背景にあります。 

 もともと、ものづくりはやはりすごく投資が必要で、大規模な機械が必要なので、大き

なメーカーや、中小企業だとしてもある程度資金があるところしかできなかったのです。
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もしくは、１人のすごく才能のあるアーティストが小さく何かをつくって、すごく才能が

あればそれで食べていけるのですが、ほとんどの人は食べていけない。１人で何かをつく

っても、それは趣味のＤＩＹの世界になってしまうというものだったのですが、インター

ネットやデジタル工作機器の普及ですごく劇的に変化してきていると思っています。 

 例えば、今までは週末を掛けてすごくすてきな木材のアクセサリーをつくって、それが

１個できて、すごく高い値段、例えば 5,000 円で買ってもらいました。それを繰り返して

も、全然食べていけないんですよね。ただし、今はそれをきっちりとデータにしてレーザ

ーカッターで加工すれば、あっという間に個人のレベルでも、ほとんど機械の投資をしな

くても、100 個、200個、300 個とつくることができるのです。そうすると、それを 2,000

円でソーシャル・メディアで、インターネット経由で販売すればそこそこ収入が得られる。

ある程度力があって、自分の努力で何かものづくりにチャレンジすることで、生計を立て

られるような社会が実現してきた。 

 これの映像版が今流行りのユーチューバーみたいなものだと思うのですが、ものづくり

版がこういった世界です。これが非常に現実的になってきて、地方には本当に豊かな資源

がある。佐川町にもありとあらゆる木材がそこらへんに転がっていて、実は加工して使え

るような素材がいっぱいあるのです。それを使うことで、新しい仕事をつくれるのではな

いかという考え方です。 

 こういった工房で今、子供たちもどんどん来てくれているのですが、さまざまな機械が

あるようなところでものづくりにチャレンジをしています。地域にいろいろなチャレンジ

の風を起こしていくということを３年掛けてやっています。風を起こすためには何が必要

かというと、熱が必ず必要です。これは気象学的にそうなのですが、太陽が大地を温める

と、大地から上昇気流が生まれます。上昇気流が生まれると風が上に上がっていくので、

そこに空いたところに横から風が吹いてくるので、風は起きるのです。だから、熱がない

ところには絶対に風は起きません。なので、地域にも熱がないと絶対に新しいチャレンジ

の風は起きないということです。 

 この熱、つまりやる気やチャレンジのモチベーションですが、熱をどうやって地域の中

に起こしていくのといったときに、やり方が３つあると考えました。１つは、地熱と書い

てある個人の深い思いです。これは地元の住民の方が地域の中から出てきた熱。総合計画

をつくっていく中で、みんながこんなことをやりたい、ちょっとずつ何か新しいことにチ

ャレンジしたいという熱が地域の中でも生まれ始めてきていました。 

 もう１つが、外の方が持ち込んでいく外熱。これが一番わかりやすい移住・定住の促進

の効果だと思うのですが、地域で何か新しいことをやりたいという若い子たちが結構増え

てきているので、そういう子たちの持つパワーはやはりすごく活用ができるという外熱で

す。 

 もう１つが、外の熱と中の熱を混ぜ合わせることによって新しい化学反応みたいなもの
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を起こしていくという、この３つがあると感じています。佐川町に関していうと、デジタ

ル・ファブリケーションが非常に新しい領域だったこともあって、外の熱をまずちゃんと

持ってくることをチャレンジしました。 

 そのための取り組みが発明キャンプというインターンシップのプログラムなのですが、

佐川町の地域おこし協力隊ですけれども、発明職という新しい職をつくって、３年間、こ

の町の資源を使って新しいものづくりや新しい発明にチャレンジしてくれる人材を全国か

ら集めました。インターンシップなので２泊３日で町の中を歩いてもらって、いろいろな

資源を探して、そこからどんどんものづくりにチャレンジをしていくというプログラムで

す。このプログラムを通じて、４年間で約 20名の方がこの町に移住・定住をしてくれると

いう流れがつくられていきました。これが外の熱の話です。 

 同時並行して、地域で暮らす住民の方々に新しい取り組みを理解してもらって、自分た

ちの生活や仕事に生かしてもらわないと何も変わらないので、いかに地熱を高めていくの

かということがわれわれのチャレンジとしては非常に大切でした。 

 そのチャレンジのための１つのやり方としてやったのが、総合計画の 19 番「さかわ散歩

の達人」という企画です。佐川町は植物の町なので、地域の非常にいろいろなところに植

物の名所があるのです。そこをもっとみんなが散歩をする。そうすると散歩のコースを整

備したり、そういうチームをいっぱいつくることによって健康増進が図れるということで

出てきた企画です。 

 このチームともっと地域のみんなが散歩をしてくれるためには何があると、どう変わる

といいかなと議論をしているときに出てきたのが、町の中にベンチをもっと増やしたい。

そうすると、みんながそこで座って休憩をしたり、ちょっと話ができたりする。今の佐川

町は座るところがないから、歩いていても結構しんどいという話が出てきました。なるほ

ど、役場は来年の予算でベンチを買って設置してという話になったのですが、そこで設置

してもらったベンチはたいてい大切に使われないので、無駄なものになることが目に見え

たので、みんなでつくりましょうという話をしました。集まりたくなるベンチづくりワー

クショップということで、みんなでベンチをつくる活動をしました。 

 これは町の真ん中にある牧野公園というこの町の象徴のような公園ですが、この公園や

町の中に出て、ここにこういうベンチがあったらみんなが座るのではないか、ここからは

春には桜が見える、ここの低いところに座ると実は山野草がすごく美しい、みんなでそん

なことを議論しながら、町の中のベンチをつくる場所を考えていきました。戻ってきても

らったあとに、それぞれの皆さんが、どこにどんなベンチをつくったらいいかということ

をみんなで考えて案をつくります。小学生から 80 代のご高齢の方まで、みんな１人１つつ

くって、チームで議論をして１つを選んで、その実物大の大きさのものをこうやってつく

っていきます。 

 できたものは実際の場所に持って行って、こんな大きさのこんなベンチでいいかという
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ことを検証してもらいます。これはプロの仕事ですけれども、ある程度、具体的な形にな

ったものを３Ｄのモデリングという形で、実際に設計をして図面に落とします。できた図

面を町内の発明ラボの中にある工房で、デジタルでつくったものをそのまま佐川町産のヒ

ノキを使って、切り出して部品をつくっていきます。そこで切り出された部品を、参加し

てくれた方みんなでこうやって１つずつ丁寧にやすり掛けをして、塗装をしていきます。

そして、できたものを１つずつ、自分たちがベンチを置きたいと言った場所に設置をして

いくということです。 

 これを今一瞬で話しましたけれど、このベンチを１つつくるのにだいたい３カ月掛かり

ます。３カ月掛けて１つのベンチをつくって、それを２年掛けて１つずつ町の中に増やし

ていく。その過程を通じてデジタルなものづくりを学んで、住民同士がつながって、新し

い関係性ができる。ここに参加してくれた事業者の方が、うちの店の看板をこれでつくれ

ないかと。ある PTA の会長の方は、うちの中学が今年度で廃校になるのを記念して、今度

の卒業生全員に学校の模型をプレゼントしたいが、そういうことができないかということ

をどんどん考えて実行してもらいました。最終的にいろいろな形のベンチがこの町の中に

は増えています。私は、こういったデジタル工作機器は非常に地域と相性がいいのではな

いかと感じています。 

 例えば、ある子供が植物博士の牧野富太郎先生に腕枕をしてもらえるベンチがつくりた

いと言ったのです。それをそのまま形にしました。今の時代はこういう個人の思った思い

や形や絵を、そのまま具体的な形にできるのです。昔は数がないと、こういうものをつく

れなかった。数が必要になると、どうしても規模が大切なので、大規模な企業や都市とい

うところでないといろいろな新しいことができなかったのですが、これは一点でいいので、

ある意味、個人の思いを具体的な形にする手段としてのデジタルということが、実は地域

と非常に相性がいいと感じています。今のような活動が地熱を起こしていくということで

す。 

 そうこうしているうちに、地元の事業者などと外から来てくれた地域おこし協力隊の若

者などの間で関係性ができて、こんなことができないかという相談があちこちでいろいろ

と起き始めてきました。例えば、これは小原製瓦という地域の瓦屋です。創業は明治 20年

とはいえ、瓦事業は地域でもなかなか厳しい事業で、この先をどうしようかと考えていた

ときの中で、瓦の土と焼物の技術を使って、新しいものづくりにチャレンジできないかと

いうことを今、地域の若い子たちと一緒にやっています。それでアクセサリーづくりをや

っているようなチームが動き始めたりしています。 

 あとは、フラフといって、高知では男の子が産まれると男の子用に大漁旗のような大き

な旗をつくって、すごく色鮮やかに染め上げるという文化があるのですが、そのフラフ工

場があちこちにあるのですけれども、少子化でつくらない家も増えてきているので、仕事

としてはどんどん縮小してきている。このフラフ事業の次の跡取りと一緒に新しい商品開
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発、この染め物の技術と木材をつかった新しいいろいろなものをトライするようなことが

事業として始まっています。 

 ということで今、地域の中でさまざまなプロジェクトが動き始めているのが佐川町の状

況です。そして、３年の活動を通じて、いろいろな 25 の未来像を実現するための活動がど

んどん動き始めています。 

 最後、2017年から始めているのが、次の世代をどう育てていくかということの次世代の

教育です。私どもが２年前ぐらいに行った調査で、中山間の地域と大都市の間で学習意欲

と学習機会の格差がすごく広がってきているということを私は実感しています。中学生に

回答してもらった調査で「私は今後お金持ちになれる可能性があるか」という質問をした

ところ、政令指定都市で暮らしている子は 44％が肯定的な答えをしました。それに対して

町村部の子は 27.5％と、約半分強ぐらいまで下がるという結果が出ました。今これだけ情

報の格差がなくなってきて、地方にいてもいろいろなコンテンツに触れることができるの

ですが、やはりリアルな、すごくかっこよくて面白いことをしている大人に出会える機会

の格差がすごく広がっていると感じています。 

 地方、中山間の佐川町のような町で暮らしていて、周りの大人は子供たちが出て行くの

は当然だと思っていて、ある意味、自分たちの農業の仕事に対しても否定的なコメントを

していて、早く出て行けという話をされているような中で、非常に前向きに自分の未来を

考えたり、示唆してくれるような近い年のお兄ちゃん、お姉ちゃんに会う機会もあまりな

い。そのために自分の未来に向けて何かやろう、勉強しよう、こういう学校に行こうとい

うことを考える機会が減っているということが１つの課題だと認識しています。 

 さかわ発明ラボは毎年５人程度、面白い若い子たちがどんどん来てくれますので、そう

いう子たちを通じた新しい教育の体験をつくり上げようということを考えて、対話とデザ

インを教えるための学校の教育プログラムをつくっています。さかわロボット動物園とい

うプログラムで、小学校６年生向けに全 10 コマ行う授業で、今年から佐川町内の全小学校

で本格導入されました。 

 10 コマの中で最初にデザインを学びます。町の中でいろいろな自然素材を集めてくるの

ですが、集めてきたものを使って、自分がつくりたい動物のデザインを考えて、こういっ

た形で創作をするということです。こんなものをつくりたい、そのためには何が必要かを

考えてつくっていくのが第１段階です。そのあと、自分がつくった動物のロボットに命を

吹き込む、動かすというプログラミングを学びます。この動物のロボットは動きと、目に

LED が入っているので光り方と、そして鳴き方をプログラミングで制御できるので、自分

がこんな動きをする、こんな鳴き方をする、こんな光り方をするという動物をつくりたい

ということをそれぞれ考えて、それをプログラミングしていくという授業です。こういう

キットを組み立てていって、デザインをして、プログラミングを学んで読み込ませるとい

う授業になります。 
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 小学校６年生向けの授業が本格的に始まって、来年度からは中１向け、中２向けという

上級のプログラムを通じて、３年間を通じてプログラミングとデザインを学ぶ子供たちを

増やしていく。それが結果的に、佐川町から面白いデザイナーやエンジニア、プログラマ

ーが出てくることを目指すような長期的な活動になります。最終的にやはり４つ目は教育。

町の持続可能性を考えたときに、次の世代をどう育てていくのかというところの投資がな

ければ町の未来はないというのが原則的な考え方になります。 

 ということで、佐川町は総合計画づくりからコミュニティの育成を行い、そこから新し

いチャレンジをどんどんつくっていく。そして、そこに教育環境を充実させることによっ

て、ふるさと愛を耕して、社会参加を増やし、コミュニティをどんどん増やしていくとい

う活動を今我々は７年掛けてやりながら、非常に成果が出始めて、手応えを感じています。 

 最後にまとめさせていただきますが、持続可能な地域とは、人と経済の豊かな生態系が

根付いた地域である。地域の様々な分断がはびこっていて、人と経済の生態系を再生する

ためにはＳＤＧｓという考え方が極めて大切だと感じています。毎日の生活や仕事から環

境問題まで世界はすべてつながっていて、そこの個別的なアプローチでは何も解決はでき

ない。そのためには全問題に全方位から取り組むような包括的なアプローチが欠かせず、

そのために必要なのが対話と協働というプロセスです。 

 そして、具体的に地域で何を実現していくのかというと、住民と行政がみんなで目指す

姿を描いていくという太陽、未来ビジョン。そして、住民同士がつながって、何らかの自

分のチャレンジを高めていくために必要な地域のコミュニティ、土を耕していく。そして、

その熱を生み出して、そこから新しいチャレンジをどんどんつくっていく仕組みが必要で

す。そして、次世代への投資である教育ということの４つを総合的に行いながら町全体の

持続可能性を高めていくことが、非常に難しいことですが、最終的に大切なチャレンジな

のではないかと思っています。 

 最後にご紹介ですが、今年、私の書籍と、さらにはその書籍を活用したカードゲーム型

の研修のプログラムが、グッドデザイン賞の地域社会デザイン賞をいただきました。私が

お話しした理論的な話は書籍の中で書かせていただいたのですが、なかなかそれだけでは

分かりづらいと思ったので、それを体験できるようなプログラムとして「ＳＤＧｓ de 地

方創生」というカードゲーム型の２時間ちょっとでできるゲームなのですが、非常に好評

をいただいています。これは、地域の中で自分がいろいろな立場になりながら、お互いと

協力しながらいろいろなプロジェクトを実行していくゲームです。その中で様々な分断が

あったり、いろいろな問題を抱えながら、それを乗り越えながら自分ができることをやっ

ていくことによって地域が変わっていく。地域が変わっていくことによって、自分のでき

るようなことも増えていって、地域全体の中での対話と協働、ＳＤＧｓ視点での持続可能

な地域づくりを学んでいくというプログラムになります。 

 こちらは今、全国でこのゲームを運営しながら、地方創生の取り組みをやってくれるよ
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うな公認のファシリテーターと言われる方を育成しています。年内でだいたい 300 名ぐら

いの方が全国で生まれていて、この方々がＳＤＧｓと地方創生の考え方の伝道師として全

国でいろいろ活動していきながら、いろいろなものが進んでいくといいと願って行ってい

ます。 

 私がいろいろな地域でお仕事をさせていただいて、地域はいろいろ、それぞれの地域に

よって抱えている課題も問題も違うし、状況も違うというようなことをいろいろなところ

でよく聞きますが、私は地域が抱える課題はどこでもほぼ一緒だとよく思っています。何

が違うかというと、そこに誰がいるかということがほぼ唯一の違いです。そこに十分な人

材がいて、つながりがあって、コミュニティがあれば、その地域のその問題はほぼ解決し

ていて、それがないことが一番の問題です。 

 ですので、地方創生と言われるものを進めていくために一番大切なのは、日本中に地方

創生とＳＤＧｓの考え方を理解して、それを実践していくための知と人材の生態系が増え

ていくことだと感じていて、私自身、それが１つの大切な役割なのではないかと思ってい

て、こういう機会に皆さんにお話ししたり、こういったゲーム型の研修の中で体験しても

らえたり、我々が実際にプロジェクトに入りながら、地域とお仕事をしながら、知と人材

の生態系づくり、持続可能な地域づくりに多少でも貢献できるようにこれからも頑張って

いこうと思っています。 

 ということで、本日は非常に貴重な機会をいただきまして、ありがとうございました。

そして、長きの講演に渡ってご清聴いただきまして誠にありがとうございました。 
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