
天明塾長講話

第５回 平成 28 年10月1日（土）～2日（日） 青森公立大学国際交流ハウス

人間力テスト（抜粋）

日程 場所

　今日は５回目です。
　今日はちょっと形を変えて、人間力テストをやります。人
間力がどれだけあるかというのを自己診断したいと思います。
一つひとつ、ここに問題が出ますので、この紙にできるだ
け大きな字で、私が見えるように書いていただいて、次 と々
進めていきます。

●　第１問
　野田名誉塾長の言葉。「成功の反対は失敗ではない」、
では、成功の反対は何でしょうか。
　
　答え、成功の反対は失敗ではない。何もしないこと。

●　第２問
　「銀座まるかん」というサプリメントを作っている会社社
長の斎藤一人さん。所得番付でトップ層に入っていること
で有名な人。出がけに下駄の鼻緒が切れた。その人は何と
言ったでしょう。

　答え、「出掛ける前でよかった」。

●　第３問　
　日本一の大富豪だった竹田和平さん、うどん屋さんで、
うどんに追加して頼んだおにぎりが売り切れていた時、な
んと言ったでしょう。

　答え、「おめでとう、よかったね。売り切れたんだ。」

●　第４問
　ＩＳＦネットという会社があります。この会社は障がい者
や就労困難者の採用を企業目的にしている。この会社の渡
邉幸義社長は、採用試験をどうやってやるかというと、応
募者が集まったところに入ってきて真っ先に言う。「はい、
あなた方は○○○」。何と言ったでしょう。

　答え、「あなた方は全員合格です」
　その上で、「うちはこうこうで、こういうのはダメだよ。こ
こまで来てもらわなくちゃいけないよ」と言って、ダメな方は

「ドアは開いているから帰ってください」と伝える。自社の
問題点とかを話した上で、気にくわない人には帰ってもらう。
それで残った人が採用される。でも、ほとんど帰らない。
　今、従業員が２千人ぐらいいて、ここの会社の障がい者
雇用率が、今３％くらい。それを 2020 年までに５％。そして、
障害者１人平均 25 万円払うというのを目標にしている、払
うと言っている。大変だけど、渡邊社長は、「その人にしか
できないすごい能力を持っているのよ。それを引き出してあ
げる。そうすると、彼は２百万とか１千万の働きができる。
そういう能力を見つけてあげる。それが私らの仕事なの」、

「皆、一人ひとり平等なんだ、皆、能力を持っているんだ、
隠された能力を発見してあげなくちゃいけないんだ」と社長
は言っているね。
　一人ひとりの能力を見抜いて力を発揮させていく、これ
はすごい能力だと思う。すばらしい人間力で、大変感銘を
受けました。

●　第５問
　過去は変えられないが未来は変えられる。事実は変えら
れないが思いは変えられる。相手は変えられないけれど
〇〇は変えられる。

　答え、「自分は変えられる」。
　過去は変えられないけれど、未来は変えられる。事実は
変えられないけれど、思いは変えられる。相手は変えられ
ないけど自分の方は変えることができる。
　何を言っているかというと、諦めることなく未来を変えて
いこう、未来を変えていくのは思いだよね、それで自分が
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変われば相手が変わる。だから世直しは余直しだったよね。
世直しは余直しである。

●　第６問
　私の会計の先生、何人かいるんですが、渡辺實さんとい
う先生がいます。この先生から会計を教わり、私は会計士
になったのですが、「人生は二者択一の連続である、○○
を行け、○○を行け」。

　答え、「人生は二者択一の連続、坂道を行け、坂道を行
け」。
　人生は必ず二又に分かれます。どっちを取ってもまた二又
に分かれる。坂道を行け、坂道を行け。下り坂じゃないよ、
間違えないようにね。

●　第７問
　加藤製作所、そんなに大きな会社じゃないんですけれど
も、ちょっと有名になったことがあります。求人チラシに「意
欲のある人を求めます。ただし、○○○」、書かなくていい
です。この社長が、そのことを本に書かれています。

　答え、「ただし 65 歳以上」。そうしたら申し込みが殺到
した。そこで、この会社は、土曜・日曜はこの意欲のある
65 歳以上の人に働いてもらって、正社員は休ませる。残業
もやってもらって、非常に全体のバランスが良くなった。

●　第８問
　石油商社の出光興産、あの出光さん。
　この出光佐三という創業者が、戦前に出光興産を興した。
ところが戦争でもって石油が入らなくなって、敗戦で完全に
石油商品を売ることができなくなって、当時千人いた社員の
仕事がなくなってしまった。それで重役会議が開かれまし
た。重役会議で出た意見、「会社を整理しよう」「規模を縮
小しよう」、さんざん意見が出される中で、創業者の出光佐
三は、大きな声で何を言ったか。

　答え、「一人たりとも馘首をするな」。それで千人の仕事
を創ろうよと言って、いろんなことをやったわけです。ラジ
オの修理屋をやったり、石油のタンクの底を。「ここは家族
経営、千人は皆、家族である。お前、自分の家族を切れ
るか。切れないだろう。俺も切れない。」
　人を切らないということで、出光さんの逸話はいっぱい

ありますね。「海賊と言われた男」の中で出てきたんです。

●　第９問
　ある人が、福島正伸先生に訪問の約束をしたけれど交
通渋滞になっちゃって、電話で、「先生、１時のお約束です
が、10 分か 15 分ほどぐらい遅れてしまいそうなんです。申
し訳ありません」と電話で許しを請うたところ、福島先生
は何と答えたでしょうか。

　答え、「えっ、私の手帳では１時半のお約束になっていま
す。まだ十分時間があるから、ごゆっくりと、お気をつけて。」
人間力とは相手を思う心と行動だ。人間性の高さは他を思
う心と行動に比例すると言われる。そうでしたね。人間性っ
て何だ、人間力って何だ。他を思う心と行動です。人のため、
世のためと思うほど人間力が高い。反対に自分しか考えな
い、俺が、俺がって思うほど人間性が低い、人間力が低い。

　総括、挑戦の心を忘れない、心を養う、全てを必然と
受け止める、人の幸せを願う、これを自然体で実践できる。
自然体というのは、パッと言われた時にパッと。考えて、考
えてではなくて、それがパッと出てくるから人間力が高いん
だね。
　ありがとう、良かった、だから良かった、これが良かった。
ありがとうございました。
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講師講話 人を大切にする経営で社員にもお客さまにも価値ある会社
～離職率実質ゼロで 23 年間連続黒字の仕組み～

講師 近 藤 宣 之 氏

株式会社日本レーザー代表取締役社長

　皆様、こんにちは。日本レーザーの近藤です。今日はか
なり具体的なお話がたくさんあるんです。あまり外では聞け
ないような話だろうと思います。というのは、私自身の考え
方が一般的な経営者の方とはちょっと違います。

社員にとって
価値のある会社

　最初に、社員にとって価値のある会社とは何かということ
です。皆さんによって違うと思います。だけれども私の定義
はこうです。
　１つは、人生の幸せとは何かということからスタートする
と、例えば、周りから必要とされる、必要とされればお役
に立つ、お役に立つと感謝をされる。ということは、結局、
１人では生きていませんから、こういうような関わりの中で
喜び、楽しみ、生きがいにつながっていく。あえて人生の
喜びを１つあげれば、周りからあてにされる。お父さん、
お母さんから。しかし、働かないことには、この３つは得
られません。そうすると、これは働くことで得られる喜びと
定義をしました。
　すなわち、究極的には仕事を通じて自己実現をしていく
ことが働く人の目的であると思います。

会社の存在意義とは
　さて、会社としての存在意義は何なのか。これもいろん
な定義があります。おそらく皆さん方、会社というのは新し
いものに挑戦をし、創造、新しいものを生み出すことがで

きる、そして事業として成功して、たくさん儲かって税金を
払って、国、地方自治体に還元をし、あるいは最後には上
場会社になって社会的な評価を得ていく、という風に考え
ている社長が 99％。私みたいな、そうじゃない面もあるん
じゃないかと考えるのは１％もいないかもしれません。
　具体的にはどういうことかというと、そもそも会社として
の存在というのは、先ほど言ったように働くことで得られる
喜びというのは働かなくてはならないのだから、とにかく社
員に、これから入ってくる人に働くことで得られる喜びを提
供しようと、そして、そういう人達に仕事を通じて成長して
もらうと。リストラはなぜいけないかというと、仕事を通じ
て成長する過程で切っちゃうからですね。じゃあ、いつま
で経ったら成長なのか、エンドレスですね。棺桶に足を突っ
込んで亡くなった時にその評価が定まるんですから。とい
うことは、人間は死ぬまで成長をすると。
　だから、50 歳、55 歳、60 歳の定年制というのは、本当
はおかしい。うちも 60 歳定年ですが、そこから全員再雇
用をして、全員が 65 歳まで。さらに優秀なのは 70 まで。
役員までになると、60 で役員を辞めたとしても 62、63、64
でもおります。70 まで、もう１回社員に戻って、全員が 70
まで働くと。
　すなわち、仕事を通じて成長ということはエンドレスだか
ら、会社が存在している限りは、そこの中で自己実現を図っ
てねと。だから、結果的には採用をすることで人々に喜び
を与え、仕事を通じて成長すること。ということは、企業
は雇用の維持、雇用を保障するということは社会的な存在
なんですね。だからリストラをやる企業というのは、企業じゃ
ないわけですよ。存在価値がないわけです。皆さん、変な
顔をしていますが、そう考えてください。
　実は、こういう認識を持つと、この後、社長第一主義でやっ
ていることが結果的には社員第一主義ということになって
いきますね。
　例えば、今、生涯雇用を前提とすると、社員が成長をし
なければ困るんです。入社した時のレベルよりは、５年後、
10 年後、成長する。ところが日本の会社では、５年、10 年
経つと、もうできあがりで、にも関わらず年功序列でそこか
ら給料だけ増えていきますから、だからリストラが必要になる。
　今、この 20 年間、非常にリストラという形で人を減らす。
それでも経営者が全然責任を取らない。むしろ、人を切っ
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た方が評価が上がっています。でも、私は成長をしてほしい
からリストラをしない、そうすると教育をする必要があります。

日本レーザー流の
社員教育

具体的には会社の中でできる教育、これは一銭もかかりま
せん。例えば、毎週、月曜日にこういうテレビ会議を使って、
東京、大阪、名古屋でやっている。ですから、社長ながら
全社会議を毎週やっている。年間だけで 50 回と。しかし、
それでも社長がカバーできないところは、社員が研修をや
りましょうねと。
　それと研修以外に、個々の社員に向き合うことが大事で
あって、上司からのさりげない会話が組織を活性化します。
うちは 130 坪の中に社長室ありません。机を置いてあるだ
け。「オーイ」というとこっちから聞こえるし、社員と話し合
えます。
　普通は、社長が職場で社員のところに挨拶に行くと、社
員が立ち上がる、それをさせたらダメです。仕事をしてい
るのは社員なんですから。だから「座ったままでいい。俺
が勝手に来たんだから」、それで、どうだと聞くんです。
　そういうようなことで、普通はさりげない会話ということ
が大事ですね。要するに、どんな中小企業、たった 10 人
の会社でも、たった 100 人の会社でも同じようにできます。
千人となるとちょっと、また違うやり方がありますけれどもね。
その中で、「今週の気づき」という制度がもう10 年目に入り
ますけれども。これはどういうことかと言いますと、業務
報告とか日報とかではなく、１週間に何回嫌な体験があっ
たか、気づきがあったか、それを一斉メール、Ｅメールで
送る。要するに、嫌なことって何か、事件とか事故とか病
気とか怪我とか、それから家庭で喧嘩をしたとか、二日酔
いで気分が悪いとか風邪を引いたとか、電車の中で足を踏
まれたとか、電話したけれど待たされた、変な電話、変な
手紙が来た、何よりも子どもが言うことを聞かないとか、いっ
ぱいあるんですよ。もっと言えば、おじいちゃん、おばあちゃ
んの、さっき言ったような介護とか認知症とか、あるいは
そういうのを皆、書いていく、毎週 50 通。
　それに対して、僕１人が全部返事を書いていました。必
ずその週のうちに返事を書くと。最初のうちは僕が１人で書
いていたら、土日を潰すようになった。もう土日ぐらいどこ
かに行きたいなと思っても全部ダメ。それで副社長が病気

で辞めた後は、これは大変だということで、３年やって、
後の４年以降は担当役員とか、役員の下に管理職のグルー
プ長がいたんですね、こっちが返事をする。そこにさりげ
ない会話に役立つ、限りない個人情報が山ほど入っています。

生涯雇用と不満退職
10 年間ゼロ

　もう１つ大事なのは、皆さんの会社でも２：６：２だと思
います。大体の会社は、引っ張る２割と支える６割の８割
で運営されています。これは面白いことに、当社でＴＯＥＩ
Ｃの点数を見ても２割は 900 点ですけれども、下の２割は
500 点とか、600 点クラス。平均 755 点。売上の金額、粗
利の金額、その他評価、総合評価、見たらすぐにわかるん
ですが、ここのレベルの社員を切ってはいけません。ここ
のレベルを切ると、他から２割ぐらいが入ってきて、優秀な
のが上に上がってくる。そうすると、今までいた人が落っこ
ちてくる。だけども、この２：６：２の構造は変わらない。２：
６：２、２：６：２と、段 上々がってくるわけですね。すな
わち、２：６：２でこのぐらいだった時よりすごく成長をして
いるから、これは切るべきだというのは外資系の執行役員
は皆、同じ考えをします。
　皆さん、納得するんです、やっぱりダメなやつは切って入
れ替えた方がいいよね。しかし、これの最大の致命的欠
陥があるんです。例えば、ここの皆さん方の半分ががんに
なります。３分の１はがんで死にます。うちでは、私自身も
大腸がんになった。そして私が会社に入ってから４人がが
んになって、１人は甲状腺がんで生き残っている。でも残
りの３人は肺がん、咽頭がんと膵臓がんで、皆、若くして
死にました。皆、39 歳、42 歳、50 何歳。ということは、
うちのような小さな会社も間違いなく起ってくる。
　がんになるのがトップだったら成績は落ちてくる。最後は
療養優先だから、全然成績なんか上がらない。そうすると、
下の２割に落っこちてくる人がどんどん切ったら、上の人の
けん引をする人がいなくなりますよね。
　がんになると、大体、中小企業だと会社を辞めてくれと
いいます。大企業だと給料が減る。うちのように役員を辞
めると非常勤役員になる。とんでもないことですね。新しく
がんになる人は、働く人の４割なんです。４割の中から、そ
の中の４割ががんの治療、すなわちＸ線とか手術、抗がん
剤を始める前に収入を失っています。

第５回 近藤宣之氏－講話
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　そんなことをやったら、誰もががんになる時に、下の２割
をどんどん切れば、ここ現在に至って、会社のことよりも健
康のこととか、あまり長時間働かないで、そこそこやるとか
になっちゃって、馬鹿力なんて出るわけがないですね。だ
から、下の２割も大切にすることによって結果的には、馬鹿
力、例えば、経営破たんという状況の中でも利益を上げて
きたんですね。そこが大事ですね。
そして、私が社長になってからがんになった４人です。中に
は腎臓が全然無いものがいます。それでも正社員として、
嘱託にはしない。それから役員になった時には、もう１年
半の闘病の中で、最後は仕事にならないけれども、非常勤
役員にしないで常務のまま給料を払っていました。社員も
そうです。もう残り２ヶ月の膵臓がん、自宅待機でいいと、
自宅で仕事ということで、休暇も使わないで欠勤もせずに、
給料を全部払って、そしてその間のボーナスを全部払った
んです。
　そういうのを社員は見ていますからね。
　誰にでも起こる人生のリスクなんです。その時に会社はど
うしてくれるんだと。会社がお金だけを見ていたならば、当
然辞めてくれ、嘱託になってくれと言うじゃないですか。役
員だったら非常勤役員になってくれと。どんなに貢献したっ
て、今は働けないんですね。それで誰がついていくか、こ
この考え方なんです。
　なぜかというと、60 を過ぎた人間にもきちっと成長志向
あって、それに対する総合評価制度があるんです。今、嘱
託雇用が 12 名いますが、全部違う評価書をつけていますよ。
だから、60 歳以上が 20％になっていても、ちゃんと成長
をする。成長しなければ契約の時に待遇を下げるとかをし
ているからですね。だから、一律じゃありません。頑張っ
たら、頑張っただけ待遇が良くなるということは、正社員
だけじゃなく、このレベルにも言えることです。それが結果
的に雇用を守れるんです。雇用が社会の安定システムの前
提ですからね。
　今、こういう仕組みが大企業にないんです。だから 65 ま
では法律だからしょうがないけれども、65 を超えて 70 と
なると難しいでしょうね。
　さて、2007 年の１月から今年の 12 月までの 10 年間、私
は 30 人採用をして、15 人が辞めていますから、15 人増え
ています。しかし、辞めたのはさっき言ったようにがんで亡
くなった人、病気でリタイアした人、配偶者が海外転勤に
なって、そこについていく人。それから、中国人を５人正
社員で使っていたんですけど、エリートは国に帰りました。

あとは海外留学をしたい人、あと他のビジネスに挑戦をし
たいという人。本当の意味で、会社を不満として辞めた人
は０人なんです。だから事実上、辞めない。なぜ、辞めな
いのか、今までのお話のとおりです。

塾生とのやりとり
（塾生）
　私も社長になって２年になります。
　近藤社長が今、日本レーザーに初めて赴任された時から
今のような会社になっていくまでに、いったいどのくらいの
時間を要したのでしょうか。
（近藤講師）
　まず再建するんだったら、２年以内に私はまず累積を一
掃する。ダメな会社は、バランスシートが悪いですから、そ
こに手を付けないといけない。バランスシート上、悪いのは
不良在庫、不良設備、不良債権、それは利益を出して消す
しかないんです。それで消していくのに２年掛かる。けど、
まず一掃することで、要するに会社が利益体質にするよう
にまずやって、在庫管理をよくして、自己資本比率 50％に
する。
　あなたが社長になって、10 年経ったらいい会社に絶対に
なる。そのくらいのスピードで。自信を持ってやらなきゃ、
絶対に 10 年経ってもなりません。10 年でなりたいと思いま
すと言っても、絶対にならない。10 年でやりますと言い切っ
たところでできる。もっと言うと、過去形で仮定。例えば、
現在は 2016 年の 10 月１日、半年後はこうなっていました。
１年後はこうなっていました。それを具体的に書いておくん
です。

第２部

⃝ワールドカフェ
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