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THE THINKERS 特別編〜 Z世代の若者へ 「中島高英の歩んだ道」 講演録 

2023年 1月 13日 

一番伝えたいこと 日本の危機的状況 

 

中島「20 年間、見ていただくと、下のところは中小企業の労働生産性です。上が大企業で

す。製造業と非製造業で分かれています。こんなに格差があるということ。と見てのとおり、

横一線。これはデータ＝グラフを見る限りなんの努力もしてないということになります。」 

 

小平「この横一線は、中小企業は何も努力をしてない？」 

 

中島「努力はしているかもしれないけど、成果が出てないことははっきりしている。」 
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中島「そうすると、日本の中で隣を見ていると、隣もゆっくり歩いているから怖くないなと

いう話なんだけど、日本の労働生産性を他の国と比べて見てほしい。」 

 

小平「下がっている。」 

 

中島「世界的順位からすると極端に下がっているということです。」 

 

 

中島「そうすると労働生産性だけじゃなくて、国際競争力というのを測る数値があるらしい

のですが、見てのとおり、1989 年のバブルの頃は世界 1 位だった。世界一、強い経済、成

功した国だった。バブル崩壊した後に、ひたすら順位は下がってきた。31位ですよ。これ、

オリンピックにも出られない。」 

 

小平「ですよね。」 

 

中島「ということはこの 30年間、何をしていたんだという話ですよ。皆さんが生まれる前

からこういう状況が続いている。だから、生まれた後は何も変化してないから、気が付かな

い。知らないうちに、外から日本を見た場合は、こういう状態になっている。」 
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中島「もう一つ、人材ですね。日本人は優秀である、勤勉であると思っていますよね。でも、

気が付いたら中国よりも下です。言い忘れましたけど、この資料は、経産省の未来人材ビジ

ョンという白書から取ってきています。」 

 

 

中島「そうすると何が起きていたのか？これはすごく重要なポイントで、今、日本の賃金が

上がってない。気が付いたら日本は ICT投資、要するにデジタル化が遅れていた。デジタル

化のための投資を行ってこなかったということなんですよ。 

右側の図はパートタイマーの労働比率と書いてある。こちらは増えている。パートタイマ

ーになったということは、実は賃金が下がったんです。企業は何をしたかというと、IT 投

資はしない、賃金は上げない、派遣労働者を使って賃金を下げてきた。これが日本の政府、
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大企業のやり口です。政府と大企業が結託してやっています。派遣法も 98年に改正してい

る。いいですか。日本は、政府と大企業が結託して生産性を上げるための IT投資をケチっ

て派遣によって賃金を下げて補ってきたというのがデータから見るとそう取れるわけで

す。」 

 

 

中島「その結果、社外学習、自己啓発を行っていない人の割合がどのぐらいいるか。日本は

世界 1 位になっている。100 人中 46 人は勉強していないこと表しています。日本では学習

したって意味がないんですよ。会社が DX、デジタル化をしないから新しいスキルを覚える

必要がない。 

グラフのずっと下を見ると分かるんですけど、ベトナムは 2パーセントですよ。インドで

3 パーセントぐらいです。100 人中 98 人は勉強しているんですよ。新しい勉強をしなかっ

たら、デジタル化は付いていけないですから。皆さん、これは初めて見ているでしょ？すご

いでしょ、これ。」 

 

小平「僕が思うに、やっぱりタイ、インド、インドネシア、ベトナムの貧富、本当にそこか

らはい上がっていくためには勉強しないとはい上がってこられない。その価値観をみんな

が本当に持ってやっていっている。だから、フレキシブルな学びをやっていっている。素晴

らしい学びを、そういう場を与えているというか。仕方なしにやっているかもしれないし、

日本が平和過ぎてぼけているかもしれないですね。」 

 

中島「ぼけているんじゃなくて、大企業が自分の収益を守るためには、勉強してくれないほ

うがいいんです。勉強されたりして、IT をどんどん使いこなそうとすると、新しい投資し

なきゃいけない。私どもの会社も小さな会社だけど、パソコン、ラップトップと iPhoneは
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全員に配っているわけ。そうやって投資をしなきゃいけない。」 

 

小平「でも、その投資をすることがまた身になっていくじゃないですか。身になっていかな

いんですかね。」 

 

中島「身にはなるでしょうけど。会社の偉い人たちも勉強しなくてはいけなくなる。さらに

上の人の立場が悪くなるでしょう。」 

 

小平「実感がない？ 企業家には。」 

 

中島「そんなことして儲けなくても、賃金を下げておけば儲かるんですよ。今、大企業の内

部留保金は 500兆円を越えてきた。」 

 

小平「それは心配だからそうしているんですか。」 

 

中島「心配だから。大企業というのはサラリーマン社長なんです。そうすると、社長になっ

たときの会社の預金残高を減らしちゃいけないと思っているの。自分が辞めるときは少し

でも増やして辞めたい。お金は投資するためにあるのに貯金するためにあると無意識にあ

るような気がします。」 

 

小平「会社がなんかあったときに金を持っておかないと危ないという不安感がずっとある

ということですか？」 

 

中島「そう。それはバブル崩壊のときのトラウマです。」 

 

小平「あれがあるから。」 

 

中島「締め付けられて、金を止められたから。」 

 

小平「トラウマになっている？」 

 

中島「トラウマですね。その結果、何もしないから、30年変わらない。だから勉強する必要

がない。しても意味がない。浮き上がるだけ。というのが今の日本の実情です。 

そんな中で皆さんがこれから大学で勉強をして、何していくの？か考えないといけない

んだよね。早稲田大学といういい大学に入って、いい企業に勤められるパスポートをもらっ

ていますよ。でも、今度いい企業入ったら生き残れるかどうか。定年、30年後にね。それは
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分からない。」 

 

小平「これはまた難しい問題がありますけども、アメリカの Google で 1 万 2000 人が解雇

されましたからね。もうアメリカの GAFA、大体 5 万人ぐらいを解雇しちゃっている。やっ

ぱり厳しい世の中になってくのかなと。勉強していろいろ頑張っているけども、いらなくな

っちゃったら、はい、それまでよ、みたいな。」 

 

中島「それはアメリカ式で、労働の移動の自由を持っているんですよ。日本はないです。日

本は会社が縛り付けている。」 

 

小平「確かにね。」 

 

中島「高度成長をやり遂げてくるときに大企業が社員を囲い込んできた。労働組合は身分を

守ることを優先した。それが今の法律に反映されています。簡単にいうと楽をして生きてい

ければいいっていう。」 

 

小平「その楽をして生きていくのが、変わらないことが楽というかね、変えちゃうと、努力

してどこかで不便になったりしなきゃいけないというのはありますよね。でも、もったいな

いですよ。日本人はアイデアはあるし、考える力はある。いろんなことができるはずなのに、

それやっても全然評価されなかったり、やることに対して楽しさがなかったりとか。組織に

どっぷりつかっちゃって、バブルのいろんなことに影響を受けて。でも今から僕は日本にチ

ャンスがあるといっぱい思うんですけども。」 

 

中島「そうですね。このデータに基づいて考えましょうというのが『FACTFULNESS』という

やつでしたね。たくさん売れた本だけど。このグラフを見てみんなはどう感じるか。」 
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中島「経済産業省が去年の 5月に未来人材ビジョンというのを出しています。そこの中で次

の社会を形づくる若い世代に対して、４つの姿勢が大事であると書いてあります。 

 夢中を手放さず一つのことを掘り下げていく姿勢、 

常識や前提にとらわれずゼロからイチを生み出す能力、 

グローバルな社会課題を解決する意欲、 

多様性を受容し他者と協働する能力といった根源的な意識、行動面に至る能力や姿勢が

求められる、と。」 

 

小平「経済産業省も、粋っていえば粋だけど、これ、一つ一つ、どうなんですかね。」 

 

中島「第一に、こういう人材が育つとしたら、今日聞いてくれている早稲田の学生さんでは

なくて、小中学生ですよ。大学を選択するときにこの意欲がなかったら何も勉強できないの

で。もっと若い世代に期待しなきゃいけない。その人たちが 10歳から 15歳前後と思えば、

でもいいんだけど、その人たちが社会に出て活躍するのは 20年かかる。20年後、そういう

能力がある人が何パーセントか出るとするじゃないですか。そして会社に入ったらどうな

るか。今のままでは潰されますよ。」 

 

小平「いや、本当に僕は潰されると思いますね。」 

 

中島「そうすると、こんなことを他人事のように言っていてはだめで、変えなきゃいけない

のは会社組織なんです。会社、組織が変わらなければ、この求められている人材を生かす場

所はないわけです。このままでいたらこういう新しい人材たちがいたら海外の企業に勤め

るでしょ。」 
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小平「そうだね。あとは自分で会社作るとかね。簡単に、子どもが起業するとか言っている

人がいたけれども、僕はそれはとんでもない話だと思う。やっぱり順番があって、会社を経

営するということはどういうことなのかをちゃんと勉強してからゆっくりやればいい話で

あって。 

しかし 1年生はいいですね。大学 1年生はまだ時間があるんですよ。だから、どんどん変

わっていってほしいな。もうとにかくやればやるほど、それから自分で勉強をしようと思っ

たらパソコンなりなんなり、山といろんなデータがあって自分で選んでいけるわけですか

ら、楽しいということが僕はあると思うんですよね。」 

 

中島「私は皆さんに対する答えはまだです。これから見本・手本として私の自己紹介をしま

すが、この四つを私はやってきた。小平さんが写真を撮っている間。」 

 

小平「僕はちんたらやっていましたからね。」 

 

中島「そのお話をします。だから未来に求めるんじゃなくて、やる気になればすぐできると

いうことなんです。30年前に私はその道を歩んできた。それをご紹介していきます。」 

 

小平「素晴らしいですね。」 

 

自己紹介・会社紹介 

 

中島「私の会社はシムックスイニシアティブという会社です。大学を卒業して、商社を経て、

金型工場の 2代目になって、ソフト会社を作って、いろんなことをやってきました。簡単に
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いうと、中小企業という、非常に下積みの世界の中でも、やる気を出せばできる、できたと

いうことを伝えたかったという。偉いコンサルタントになるとか、何とか賞を取るよりは、

やればどんな場所でも志があればできるよということをお伝えしたかった。」 

 

 

中島「会社そのものは浜松町にあって、今、そこから放送しています。何をやっているかと

いうと、すごい最先端をやっています。ものづくりの DXと、カーボンニュートラルという

ところの実現のために挑戦をしている。すごく今、新しいですけど、実はもっと長い歴史の

中で私はそういう時代が来るんではないかということでやってきたということです。」 

 

 

中島「ここは商売の話で、皆さんにはちょっと難しくて、商品が変わってきたということで
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す。」 

 

小平「IT化されて、IoT化されて、DX化があって、GXと。これ、GXは何の略ですか。」 

 

中島「グリーントランスフォーメーションの略です。グリーン社会をつくる。」 

 

小平「グリーン社会。なるほど、そこはまた今度ゆっくり。」 

 

 

中島「ここで先ほどの未来人材ビジョンに対して、私自身が一つのモルモットといいますか、

雛形ですというところをご紹介したい。」 
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中島「私の人生はこういうものです。小平さんと同い年なんだよね。」 

 

小平「そうなんですよ。古希に近いというかね。ちょっとお兄さんなんですけど。」 

 

中島「金型メーカーの中島工機という、おやじが蒲田で始めた金型屋の 2代目です。高度成

長で非常に儲かったんですけど、この中で分岐点があります。」 

 

 

中島「エピソードが五つあるんですけど、きょうは四つぐらいお話をしましょう。いいです

か。エピソードワン、ツー、スリーでいきます。」 
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小平「じゃあ、まず、ワン。若いですね。」 

 

中島「若いですね。30そこそこですよね。」 

 

小平「いいですね、燃えていますよね、これ。」 

 

中島「パソコンが普及しだした、パソコン革命。」 

 

小平「PCのね。」 

 

中島「PC の時代の先駆けです。私は文系だったのでコンピューターは分からなかった。前

職は、大学を出てから商社マンだったのだけど、町工場に入って、NC 工作機械とか、ロボ

ット、CAD CAMが出てきたときに、コンピューターの時代が来るなって直感的に分かった。

分かったので夜学に通って勉強し直した。再学習し直しているんです。ちょっと悲劇なこと

は、当時は大型コンピューターしかなくて、COBOLとか、FORTRANとか、大型のコンピュー

ターの言語を覚えて、2年かけて卒業してきたら、パソコンが出てきて。」 

 

小平「もう一回、勉強しなきゃいけなくなったの？」 

 

中島「そう。ええ？みたいな。ただ安くて自分の手に入るようになったので、これは革命で

すね。Appleはガレージから、シムックスは町工場からというキャッチフレーズで、打って

出た。ともかくプログラミングを書くのは面白かった。すぐ自分の工場でそれを実現できた

ので、手応えがものすごく分かったから面白かった。夜も寝ないでやっていました、何年も。」 
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小平「その町工場の中のシステムに対して、IT を入れたということ？ そのアイデアがあ

ったんですか。それはデジタル化したっていうこと？ DX化したということ？」 

 

中島「もう完全な DXです。」 

 

小平「そういう頭の柔らかいところはどこから出てきたんですか。」 

 

中島「頭が柔らかいかどうかは。見かけによらず真面目なんで。」 

 

小平「でも、そうすると再学習した、勉強したことによって気が付いたんですよね？」 

 

中島「そうです。ここが大事で、皆さんに伝えると、直感でこれからって分かるわけ。皆さ

んもそういうものを持っていると思う。いろんなものが目に付くと思うし、ひらめくと思

う。」 

 

小平「それは大切ですよね。それを訓練する、ひょっとしたらこうかなって。僕ら写真屋だ

ったら、ひょっとしたらこの後こういう状況になるかも。だったら待っていて、この状況を

撮ろうかなとかね。そういうことですよね。」 

 

中島「それを深める力が必要なんです。だから学習が必要なの。そこを深めて自分の中で形

にしていくためにはトレーニングがいるんですよ。それが再学習っていうやつ。」 

 

小平「なるほどね。楽しいですね。勉強が楽しくなるというのがうれしいですね。」 

 



14 

 

 

中島「そうなんですよね。バブルが終わった後に、エピソードツーです。中島工機という会

社はバブルに踊らされたので、すごい借金を抱えて倒産寸前になって、急遽、私は 42歳で

社長になった。」 

 

小平「バブルの時に銀行は手を揉みながら来て、もう何億でも貸しますから、御社はもう 100

億でも 200億でも借りられますよって。」 

 

中島「いや、さすがに 10億。10億貸してくれたら、バブル崩壊で土地の値段が下がって 5

億しかないんで、駄目だよ、こりゃっという話になって。おやじは倒れてしまった。」 

 

小平「それは精神的にですか？」 

 

中島「精神的プレッシャーで倒れて、病気になっちゃった。隣近所の工場主は首吊り自殺を

した」。 

 

小平「あれですか、銀行はよく、天気の日に傘を差してくれて、雨の日には傘を差さないみ

たいな。」 

 

中島「いや、取り上げるんです。貸し剥がし。」 

 

小平「怖いですね。」 
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中島「それに立ち向かって、そのとき会社価値は 1円なんだけど、それを 10年で 10億円に

して売った。これがすごく大事で、このノウハウが今も生きている。地獄の苦しみを得たか

ら。会社価値を 10億円に増やせたのは、デジタル化と省エネだったの。それはもう本当に

ゼロからイチを生み出す、今までの常識を全部ひっくり返したぐらいのやり方で、それを実

現した。悪戦苦闘期 10年、頑張りました。」 

 

 

小平「これは頭の柔らかいこういうことを。常識にとらわれず、無謀といえば無謀ですよね。

でもそれにはちゃんとした、勉強したエビデンスやらがあるから、これだったらこうだって

いうのを信じて突き進んだんですか？」 

 

中島「知らない人は無謀だって言った。だけど、僕からするとデータから考えて、人間の思

惑ではなくて、思い込みでもなくて、客観的なデータからどうすべきか見ていたので、何も

怖くはなかった。」 

 

小平「客観的なデータから物事を見るという発想は、どういう勉強をされて出てきたんです

か？」 

 

中島「勉強じゃないんですよ。金型職人、そういう人たちと会話をしたときに日本語が通じ

ないのね。あれをこうしてこうすんだよといわれても、分からないの。」 

 

小平「分かります。こうしてこうやったらできるじゃんと。昔、長嶋茂雄にバッティングを

教えてくれって言ったら、こうだよ、これで一発だよって。そういうことですよね。」 
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中島「データというところから見直しをした。本当にゼロから見直しをした。」 

 

小平「これはすごいこと。どの分野でも役に立ちますね。もう思い込んじゃうところがいっ

ぱいあります、僕なんか。写真の仕事でも、思い込んだことによって失敗することもたくさ

んあったり、気が付いてなかったということもありますね。これも常にフレキシブルに頭を

回転させる。特に 20代にこういうエネルギーを持ってもいいんですけどね。」 

 

中島「僕は遅かった、ぎりぎりだった。これで本当は会社を続けたほうがよかった。儲かる

んだから。すごく儲かっていたし。」 

 

小平「今、大豪邸に住んでいたかもしれない。」 

 

中島「大企業、もっと大きくなれた。でもね、金型なんて町工場で、市場 1兆円ぐらいの話

なので。日本で 1万社ぐらいあるから、共食いなんですよ。それじゃつまらないなというの

があった。じゃあどうするかと思ったときに、これからインターネットの時代が来ると。僕

がこのデジタル化と省エネのノウハウをインターネットを使って表現したらどうなるか挑

戦してみたんです。ところがインターネット分からない。」 

 

小平「まだ黎明期でね。」 

 

中島「黎明期だったから、分からないので、運よく東京大学というところを見つけて、お勉

強をしだした。もう社会人だから、勉強どころじゃないよね。学会論文も書かされたけど、

博士になる気はなくて、実践をやりたいということでいろんな実証実験を東大の先生と一

緒にやったと。気が付いたらもう 15年もやっている。」 

 

小平「その東大の先生は、逆にいえば中島さんのような現場を知っている、そういうパワフ

ルな、実際ものを作れる人とパートナーを組むことによって、得られるものはたくさんあっ

たんじゃないですか。」 

 

中島「それはもうありましたよ。」 

 

小平「今、大学でそういうのはなかなか難しいじゃないですか。」 

 

中島「大学の先生と一緒に何かするのはすごく難しい。なぜかというと大学の先生は学問的

にユニークなものをやりたいし、僕らは学問的ユニークさなんかよりも、現場で使える技術

が欲しい。そこの落差は大きくて。失敗したら潰れちゃうから怖いですよ。」 
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小平「その分、必死ですよね。」 

 

中島「必死。大変。そういう中で、僕は東京大学と一緒にやる。」 

 

 

中島「2011年 3月 11日、東日本大震災があったときに関東東北地方は節電をせざるを得な

いと。原発は止まり、電気が足りないということでね。今も危ない状態なんだけど、当時は

もっと危なくて。」 

 

小平「もう切羽詰まったわけですね。」 

 

中島「切羽詰まって、国も法律を作って下げろと。だから輪番停電がどんどん行われた時代

です。そのときに東京大学は前年度比 30パーセント減らすという。」 

 

小平「東大の電力消費量を減らしましょうと。」 

 

中島「というときに僕らは見える化と呼んでいるけど、システムを立ち上げてこの結果を出

した。1人で出したわけじゃないけど、大きな役割を果たした。それで金型屋の IT技術が、

突然、ビル、街、スマートシティと呼ばれているところのベースに入ってくるわけです。東

大で成功したのはすごいことで、評価をいただいてビジネスががらっと変わる。 

節電はすごく大事なんですよ。CO2を出していますから。そういう意味ではグローバルな社

会課題を解決するという、意欲じゃない、もう実践していました。ということをやりました。」 
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小平「グローバルな社会課題を解決する意欲。」 

 

中島「を、未来人材ビジョンは求めているけれど、私は意欲だけじゃなくて、実践力も持っ

ているんですよ。」 

 

 

中島「いよいよ、このコロナが続いて、さてどうするかということで、2年悩んだわけです。

さっきのグラフをお見せしましたけど、イノベーションが日本で起きていない。小平さんも

シンギュラリティといわれているけど、劇的な変化が起きない限り、シンギュラリティとか

イノベーションでもないわけですよ。起きない理由はどこにあるか。15 年も東大とやって

いると見えてくる。」 

 

小平「知りたいですね。」 

 

中島「すごく情けないことというか、簡単なことだけど、忖度ですよ。例えば新しい、僕ら

も有名な企業の研究所とかね、テレビのコマーシャルで言っている有名な会社がみんなイ

ノベーションってやって、研究所とかとも付き合っているけど、なんにも出てこない。なん

で？ 基準は、会社が次、儲かりますかという話なの。または、もうそもそも提案しないで、

忖度して諦めちゃっている。」 

 

小平「忖度って安倍元首相だけの問題ではなく、どの組織もボスの顔色が問題。」 

 

中島「どこもボスの顔色を見て仕事をしているわけですよ。発想がそこでもう止まっている

ということが分かった。」 
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小平「ボスが、エンジンが古いエンジンだから。下のほうは動きませんもんね。」 

 

中島「そうなんですよ。だからそれを見ていて、企業枠にとらわれちゃ駄目なんですよ。僕

のオープン・ラボはそもそも、本当はシムックス・オープン・ラボなんだけど、企業枠にと

らわれないラボをつくりたかった。みんなが没レター、没になったプランを持ってきてここ

で試してみようということが一つあって、企業名を外したんです。シムックスじゃなくてシ

ンにした。シンにした理由はすごく簡単で、オープン・ラボだけじゃ寂しいからなんか付け

たいねといって、『シン・ゴジラ』、『シン・ウルトラマン』のシンにした。これは一番、会

社の中で反対を受けたね。スポンサーは会社だから会社名を外すとは何事よって。結局、俺

のコンセプトに合わないというので外したの。 

もう一つは、その没のプランを若い皆さんに、若いといっても 30代中心ですけど、持っ

てきてと。これはテクノロジーの話だけど、テクノロジーだけを追っかけても生まれないよ

と。使いこなす人間の生活に生きてこないといけないんだから、テクノロジーとアートが結

び付かないといけない。交差点を作らなきゃいけない。 

テクノロジーとアート、リベラルアーツは、要するに対極なもの。テクノロジーって、ア

カデミックってすごく科学的判断というけど、それは人間の個性じゃなくてデータだけで

ものを判断しましょうという話。一方アートは人間の個性のすごく抽象化したものなの。こ

れが交り合わなかったら何もイノベーションは起きないぞというのが、私の考え方。 

先ほどあったけど、多くの人が失敗を怖がっているわけですよ。だから共感と競争の間に

化学反応、要するに失敗も成功もない化学反応、ここに持ち寄って何かやることで化学反応

が起きるぞと、起こしてみたらと。化学反応が起きる場所をつくりたかった。それで、若い

人を呼ぼうと思ったら、じいじが来たわけ。」 

 

小平「いよいよ変なのが引っかかっちゃって、悪の巣窟のような僕が来て。」 

 

中島「悪ではなくて、エネルギーはものすごくいただいていますし、こうやって若い皆さん

にも語るチャンスをもらっている。 

若い人に最後、まとめとして言うならば、若いか年寄りかじゃないんだよね。やっぱり自

分で何かをやっていく、アイデアを出して形にしていくという作業、それがクリエイティブ。

クリエイティブって別にそれは特別な芸術家じゃなくていいのよ。マンガが書けなくても

いいのよ。ものごとをちゃんと考える力を持たないと、クリエイティブにならないから。そ

のときに、失敗を恐れたり、効率を考えたりしちゃ駄目なの。そんなのは後よ。 

子ども時代、3歳、4歳の頃に僕が夢中で砂場で遊んだ時代があって、その砂場を壊して

帰って、次の日、また作るわけ。その繰り返しなんだよ。従来、人間が持っている自然な気

持ちを忘れて、いろんな忖度をして、金儲けとか出世とかだけにみんなが心を譲り渡しちゃ
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っている。この 30年間、君たちの親は譲り渡したんだよ。だから伸びなかった。」 

 

小平「でも、一生懸命こつこつ働いたんだけどね。」 

 

中島「子どもを大学に行かせるために働いたんだ、我慢したんだというけど、自分を捨てて

まで、そこまでやるかって話だよ。でも今、突きつけられている。そうすると今までやって

きたことが正しくはないということなんだよ。日本政府ですら変わってくれと言っている

わけだよ。未来人材ビジョンで。」 

 

小平「なるほど。皆さん、どうですか。いろいろ聞いてみると、こういう先輩もいい先輩、

たくさんいますよね。ここから学んでくるというか、ぜひそういうふうに頭を柔らかくして。 

ちょっとこれは下世話な話、社長さんとして、どんどん社員の方を採ったりされていますけ

ど、まずは期待というか、どういう子に魅力を感じますか。」 

 

中島「魅力を感じるのは、自分の頭で考えられるやつだね。自分の頭で考えるというと、な

んか試験の答案用紙にちゃんと書けていますよと話になるんだけど、そうではなくて問題

を作れるやつよ。その他は難しいからいいですけど。問題をどう設定するか。僕は低迷して

いた工場を引き継ぐときに何が一番ぶつかったかというと、工場は横浜にあったんだけど、

横浜にいっぱいビルができてみんな、そっちへ持ってかれるのよ。1世代前はエンジニアに

なりましょう、工場勤めるのはすごいいいことだと言われていた。それが工場は 3Kといわ

れて嫌われて、どんどんサービス業に移っていく。そことの戦いなのね。隣の企業じゃない

の。だから魅力ある会社にしなきゃいけなかった。会社が魅力的じゃなかったら、魅力ある

人材は来ない。するとそのときに会社も変わるし、みんなも変われる。同じことを繰り返し

真面目にやることではないんです。」 

 

小平「でも、どうやって、例えば魅力ある会社にぶち当たるか。それはどうやって探したら

いいんですか。」 

 

中島「会社にぶち当たる？ どうなのかね。いっぱいその業者さんがいて、リクルートを含

めてね、斡旋してくれているから、騙されないように行くことだし。今、新卒で勤めて 2年

以内に辞める人が 30パーセントいる。そういうふうにどんどん移っていく。だから、それ

はいいのよ。いいこと。いい時代になってきているから、合わなかったら早く辞めることか

な。どうしても駄目だったら独立するしかない。何とか食えるよ。会社に勤めて、年金をも

らえると思ったら、僕なんか 30年以上お金払って、最高額払ってきても、今、年金は全然

もらえない。」 
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小平「収入が多いから引かれちゃうんじゃないんです？」 

 

中島「それをいいとしているじゃないですか。おかしいよ。だって税金じゃなくて。」 

 

小平「払ったんだもんね。」 

 

中島「預けたんだから。それが預けた金をどうして収入があるからいらないと言うのか。そ

したら税金と言ってくれ。騙されたような、詐欺ですよ。」 

 

小平「それは本当に僕もおかしいと思います。」 

 

中島「だから、期待できない社会になったということだから、会社も自分で切り開くしかな

いんじゃないの。」 

 

小平「いや、大変ですよ。僕も思うのは、日本は三十何位と言われているけども、アジアの、

今まで貧しかった国から這い上がるために出てきている人たちと戦ったら、はっきり言っ

て負けます。だって向こうは水しか飲んでなくて、もう息も絶え絶え、死ぬか生きるかの世

界で勉強して上がってきている。君らも知っているとおり、マイクロソフトのチーフアーキ

テクチャのワタナベ君が、80 パーセント中国人とインド人で、知らないうちに話していた

ら英語は話してなかったみたいなことを言っていましたけども。彼らは能力があるから。多

分太刀打ちできないんですよ。それはそうですよ、命かけて来ているから。だからそれを要

領よく勉強して、要領よく学校に行って、要領よく会社に入ってとやろうというふうにやっ

て、今まで成功した人たちが上にいるわけですから、それとは違うことをしなきゃいけませ

んよね。」 

 

中島「違うことを、正反対をやればいいだけで。僕がどうしてそんな人生を歩めたかという

と、岡本太郎さんの言葉なんですよ。」 

 

小平「あの芸術家。芸術は爆発だってやつ？」 

 

中島「そう、太陽の塔のね。彼の本を若い 10代のときに読んで、どんなときでも選択があ

るわけですよ。」 
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中島「普通は最初の 1 本道で行くわけ。私は 1 個、2 個、3 個、4 個目をやる。岡本太郎さ

んが言ったのは、人生で選択するときは必ずある。いいほう、楽なほうと、危ないほう。必

ずマイナスのほうに賭けるんだって。そうすると意欲が湧いてくるんだって。だから金型屋

を続けたほうがはるかに私は楽だし、儲かった。でも自分がやりたかったのは IT であり、

社会にもっと大きく貢献する、社会的、世界的な課題を解決するようなことをやってみたか

った。」 

 

小平「あえて険しい道にチャレンジしていく？」 

 

中島「そう。今、AIでいろんな分析をして、統計確率でやるけど、そんなの過去のデータだ

から楽な、安全なほう、確率の高いほうへいくわけですよ。でもどっちにしても壁はあるの。

新しいことが起きてくるから自分の能力を出さなきゃいけない。易しい道だと思ってもち

ゃんと壁はある。難しい道には壁はあるに決まっていると思って覚悟しているから、どうや

って乗り越えようかと一生懸命考えるわけ。」 

 

小平「あえて行くというチャレンジ精神。中島さんは、ずっと一匹狼で 1 人だったんです

か。」 

 

中島「仲間はいました。仲間はいましたけど、未だにベンチャー企業ではなくて中小企業と

100パーセント思って、わがままな生活というか会社をやっていますよね。」 

 

小平「いや。もっとわがままな僕が横にいるという最悪の状況じゃないですか。」 
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中島「最高じゃないの。それでいいのよ、マイナスでいくのは安全性なんて何もない。」 

 

小平「危ないやつと一緒にいるほうがいいっていう。」 

 

中島「そう。危険な道のほうが」。 

 

小平「でも、何度も言っているけど、ジョブスが 20代は最高の時間だと。20代に最高の時

代を、自分で自分のことを鼓舞し、楽しんだら、素晴らしい 30代、40代が出てくると。そ

ういうことを頭に入れてやっていってほしいなと僕は思っているんですね、彼らに。この前

も 4年生とかと話したけど、コンサルに行きます、どうして？と言ったら、取りあえずコン

サル行っていると、後でいろいろ使いまわしができるとかね。楽な方向にいっているわけで

すよ。」 

 

中島「できるわけない。コンサルなんか一番できないよ。現場知らないから。」 

 

小平「頭の中で考えているだけじゃないですか。「こうしてこうやったら儲かります」みた

いに言っているけど。でも、そのアドバイスに対して、自分たちで考えられないからそれを

求めているんですよ。困ったもんですよ。」 

 

中島「だから自分で学習すればいい。僕は MBA出た連中と対等に付き合えるぐらい勉強して

あるから、いつでも論破できるし、政治家とも論破、官僚ともできるぐらい勉強はしている。」 

 

小平「立派な CEOですよ。だけど、その大手企業の役員クラスは答えが出ないからとりあえ

ずコンサル、アクセンチュアとかボスコンとか呼んできて、どうだ、みたいな。社長、こう

じゃないですかと言ったら、そうだな、ボスコンが言ったらじゃあって、結局なんの意見も

持ってない。冒険できないし、怖いし。そういうふうになっちゃったら会社はもう駄目です

よね。」 

 

中島「駄目というか、日本全体がそうなっている。先ほど見せた、未来人材ビジョンもどこ

かに頼んでいるんだよ。」 

 

小平「多分ね。」 

 

中島「役人が書いたわけじゃない。日本の役人は忙しいから自分で書かなくて、ほとんど総

研とかいわれるシンクタンクに頼んで書いている。書く側はまた忖度していて、役人さん側

が欲しい答えを、さもありなんっていうふうに書くわけ。僕も何個か裏で手伝って書いたこ
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とがあるから分かるけど、忖度されているわけ。忖度世界を捨てようよ。見える化とか言わ

ずに、もう透明化したほうがいいよって。はっきり何が起きているかが見えるから。 

日本の常識は世界の非常識と長年言われている。だからそろそろ、そこに目覚めていくほう

がいいんじゃないかと思っている。グローバル化は、ちょっと今、頓挫して、多極化されて

くけど、やっぱ世界と繋がらない限り生きていけないことは全員分かった。ロシアであろう

と、日本であろうと、中国であろうと。そのときに、皆さんは世界に通用するだけの見識、

自分の知の力、頭の力を持てるか。今の会社に入って、上役の顔色を見て仕事は誰でもでき

る。誰でもできるように仕事を作っているのが会社なので。それだけだと厳しいよ。」 

 

小平「社長に言われちゃうと、本当頷いちゃうな。でも、僕は理工学部で、やっぱり数学と

いうものに対して普通のところよりも明るいし、応用物理が好きで来た子とかもいるし。ち

ょっとは期待できる若者がここにいると思うんですよ。」 

 

中島「なるほど。レースのポジションとしてはいい場所にいるんだよね。理工学部、少なく

とも数学は得意なんでしょう。」 

 

小平「数学が得意じゃないと受からないですよ。」 

 

中島「ぜひ、それを次にどう応用するか。日本が駄目な理由って、もう 20年前から分かっ

ているけど、数学専門の科の人がすごく少ないのよ。アメリカはすごく多かったの。統計。

だから数学やっていくと統計のほう行くでしょ。」 

 

小平「統計、大好きですもんね。」 

 

中島「やっぱり企業がそういう人材を求めて、だから AIも発達するんだけど、日本はもう

本当に少なくて、何になるかというと数学の先生。あとは大学に残って学者。それも非常に

少ない。要するに枠がない。もう一つは国鉄、JR に入って時刻表作るくらい。それしかな

いから数学家が増えないと言われたのね。アメリカは企業がデータに基づいた分析、統計を

ずっとやってきたこともあって、すごくいっぱい人材がいる。」 

 

小平「その頭の構造からいくと、アメリカ人って数学弱いですけどね。」 

 

中島「だから平均じゃないから。」 

 

小平「そういうきちっとしたところには、きちっとした勉強をした連中が入ってきている。」 
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中島「そう。だから平均でものを見ていくかどうか。例えば、ものごとを見るとき、平均っ

ていうじゃないですか。でも、数学を知っている人は代表値というんですよ。最大値、最小

値、中央値、平均値、最頻値とか出るけど。要するにどれを取ってきてものを見るかという

ことです。みんな平均でやっている。そんなことをやったら日本はすごく数学の平均点がい

いよというけど、断トツに右側にすごい点数を取る人がいて、0点しか取れないような連中

が山ほど試験受けたら、平均点は 50点になるわけ。100点取った人がいても。」 

 

小平「よく分かります。」 

 

中島「平均点と偏差値だけでものごとを見るだけだけど、数学を分かってくればそんなもの

は一つの見方にすぎないわけです。」 

 

小平「まやかしですね。」 

 

中島「まやかしじゃなくて、一つの見方にすぎない。いろんな見方がある。」 

 

小平「僕がなんでまやかしかと言うとね、写真っていうのは平均値、いろんな位置があるわ

けです。データのね。そればかりをやったらみんな同じ写真しか撮れないんです。ところが

それを踏まえて、自分のデータで攻めていく。そうすると個性ができてくる。僕はクリエー

ターとして来週にでも話そうと思っていましたけども、100パーセント自分を出すことはな

くてよくて。自分のフルパワーの 10パーセント、これを意識して僕は出しているんですよ。

そうしないと、集中的にいいものが出せない。100パーセントだともう疲れちゃうし、相手

も疲れちゃう。小平の写真のこの 10パー、これはこだわっているというのをやったりして

いるんですけどね。 

きょうは、中島先生に来ていただきました。もうあと 2回でみんなと会えなくなるけれども

ネットで繋がったりいろいろしてほしいとも思います。このシン・オープン・ラボは浜松町

にありまして、写真展のときに 2、3名遊びに来てくれた子もいましたけども、ここで化学

反応を起こそうよということで、やっています。こんなおじちゃんたちですが、もうちょっ

と働きましょうね。」 

 

中島「死ぬまで働く。元気なうちは。」 

 

小平「もう、そうですよね。だから悪い道に行くと、働かざるを得ないっていうね。でも、

これはチャレンジ精神なんですけどね。」 

 

中島「湧いてきちゃうからね。小平さんも湧いてくるでしょ、アイデアが。僕はもうアイデ
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アないですよ。」 

 

小平「僕もないですよ。悪い知恵ばっかり働いて。そんなこんなで、きょうは本当にありが

とうございました。中島さん、どうもありがとうございました。拍手、みんな。ありがとう

ございました。」 


