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籠池氏は「天然〇〇」？？
天然ペテン師ではないかという私見です。
読んでみてください。
天然ペテン師は小保方さん以来二人目です。



豊洲の意思決定問題
石原元知事が追求されていますが、氏の答弁は
まともである、という注釈をしました。



またも責任者の判断ミス！！
人間であれば判断ミスは避けられませんが、こ
んなドジなミスは許せない、という追求です。
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【このテーマの目的・ねらい】
目的：
 森友学園の籠池氏の言動を分析します。
 「天然ペテン師」が存在することを認 識しましょう。
ねらい：
 この分析結果はあまり役立たせたくないですね。
------------------------------------------------森友学園の籠池理事長が世間を騒がせています。
大事な検討案 件がある国 会 がこの人のた めに振り回 さ れ
ています。嘆かわしい、バカバカしいことです。
芸能界に「天然ボケ」と言われる人たちがいます。
本人は真面目なのですがその言動が非常識で、周りを笑わ
せる人たちです。
萩本欽一さんが、当時のお抱え運転手だったジミー大西さ
んのことをこう言ったことが始まりのようです。

働き方改革、同一労働同一賃金の実現方法は？
同一労働ではなく同一成果同一賃金にする給
与体系の提案の再録です。

ご承知のようにジミーさんはその後、天然ボケの世界では
なく、画家として独り立ちしています。
天然ボケと言われる人たちは、蛭子さん、中村玉緒さん、
女性タレントもたくさんいるようです。

青学大原監督、１０年先のコミット
スゴイですね 再論！
原監督の講演を聞いての感想です。

ボクシング選手だった具志堅用高さんとか、柔道選手だっ
た篠原信一さ んなどもお 笑 い頂戴役とし てテレビ番 組 で
重宝されています。

交通事故死傷者が多いのは何歳？
歩行中の交通事故死傷者が多いのは何歳？自
転車での交通事故死傷者が多いのは何年生？

演技ではないので天然と言うのです。
籠池氏は、国会の証人喚問でも正々堂々
と答えていて、それを見た人たちは信じ
てしまうようです。

ＮＣＤ殿が創立 50 周年を迎えられました！
ソフトウェア業の５０周年は日本初です。
脱ソフトウェア業を実現しつつある驚嘆例の
ご紹介です。

「籠池氏の答弁は、ごまかしたり隠したりする姿勢は感じ
られなかった」
（日経新聞 3 月 24 日、民進党の国会議員の弁）

ガン治療はどこまで進んでいるのか。
オプジーボの驚異！
ガン治療がこんなに進んでいるとはビックリ
でした。
あとは以いかに値段が下げられるかですね。

おそらく籠池氏は、事実がそうであってもそうでなくても
心底そうだと思い込んで話すのです。
本人はうそを言っているつもりはないので、怪しいと思わ
れることもないのです。
普通はうそを言っていると、後ろめたくて「目が泳ぐ」と
かの症状になるものです。それで、尋問などの際にもあた
りをつけられて追及されます。

フジテレビの女性アナウンサー
「新報道 2001」の女性キャスターの話題です。
素晴らしい女性が多いので感心しています。

おそらく、籠池氏の場合はウソ発見器にかけてもばれない
でしょう。昭恵夫人もそれで騙されたのだと思います。
この症状は「天然ボケ」でなく「天然ペテン師」です。
それで思い出すのが、ＳＴＡＰ細胞騒ぎで有名になった小
保方晴子さんです。
結果的にはど うもなかっ た らしい発見を あれだけ堂 々 と
あったと言っているのです。「その態度はうそを言ってい
るとは思えない」と、私も騙されました。
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理念に燃える政治やビジネスのリーダたちも「天然ペテン
師」に紙一重のところがあるのかもしれません。

当社が提供しているＭｉｎｄ－ＳＡでは
「意思決定の本質」として以下のことを記述しています。

意思決定の本質はこうなっている。

違いは、過去の事実が対象か将来の姿が対象かです。
この点は見分ける必要があるでしょう。

１） やるかやらないか
２） どこまでやるか
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３） これらの問題に自然科学的な意味での
正解はない。
意思決定者の判断で決めるのである。

【このテーマの目的・ねらい】
目的：
 豊洲移転に絡む意思決定問題に ついて考えてみ ます。
ねらい：
 今後の推移を見守りましょう。
------------------------------------------------豊洲の新市場移転問題で都議会で 100 条委員会による証
人喚問が行われました。皆様はどう思われましたか？
石原元都知事の回答は要約するとこうでした。

意思決定者がどう思うかで決まるのです。
したがって誰が意思決定者であるかが極めて重要です。
まさに今回の 豊洲移転の 意 思決定問題は この原則に 当 て
はまっています。
日本的経営では、全員で合意することを重視していました
ので、国際競争で後れを取っている原因となっています。

１） 移 転 の 最 終 判 断 を し た の は 自 分 だ か
らその点に関しては責任がある。

因みに、豊洲では地下水から規定の何十倍もの汚染物質が
検出されて問題になっています。

２） しかし、東京ガスとの交渉は部下に任
せていた。条件の詳細は記憶にない。

しかし、識者はこう言っています。



３） 土地の安全性問題については部下および専門家に
任せていたのでその判断に従っている。


これは、上位者の行動として、一般に許される状況です。
上位者のところには、数多くの案件の最終決裁要求が上が
ってきます。
それについて、自ら一つずつ追求・確認していたら
部下に任せている意味がありませんし時間も足りません。

地下水に汚染物質があったからと言って地下水を
使うわけではなく、地上の市場活動に影響すること
はない。
完全な蓋（盛土）をしてしまえば、
地下水 から 汚染 物質 が蒸 発 等をし
て地上に出てくることはなくな
る。

その検証は必要ですが、地下水の汚染をことさら騒ぎ立て
るのは「悪意」があるとしか思えません。

そこで、その案件の中からすんなり認める案件と追求すべ
き案件とを区別します。

石原さんが小池さんに「早く移転の意思決定をせよ」と言
っているのは「正解」だと思います。

自分の考えて いる方向性 に 合っているこ とについて は 追
及しません。
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ケチなオーナ社長だと、お金が出ることについては厳しく
【このテーマの目的・ねらい】
追及するでしょう。
（余談ですが、わが社はこれで最近痛い目に遭っています） 目的：
 どこにも嘆かわしい「バカ」がいることを再認識し
ていただきます。
東京ガスから早く土地を買い取りたい。
ねらい：
豊洲移転を早く実現したい。
 こういう無能な責任者の下 におかれて事故に遭っ
と思っていたら、これについては詮索しないでしょう。
たら不運と思うしかないのでしょうね。

造反しますか。（危険だからと訓練から抜ける、勝
したがって、どういう契約になっているかは承知していな
手に裏山に逃げる）
い、あるいは記憶していない、ということになるのです。
------------------------------------------------この点に関して、結果的には石原都知事は無責任だという
ことになるのですが、
「不当だ」というのは当たらないでしょう。

3 月 27 日那須高原で高校生 7 人が雪崩の犠牲になりまし
た。高校まで育ててこられたご家族の気持ちはいかばかり
かと胸が痛くなります。
この事故は責任者の判断ミスで起きています。
雪崩注意報が出ていたのです。ゲレンデだから大丈夫だと
思ったのでしょうか？
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ご承知のよう に事故の直 接 原因は原子炉 の冷却がで き な
かったことですが、それは非常時冷却用のエンジンが
海水をかぶって動かなくなったからです。
福島第 2 原発ではそのエンジンは防水完全な原子炉建屋
内に設置されました。
「第 1 原発のエンジン設置場所である発電建屋では防水
が完全でなく非常時に海水をかぶる危険性がある」
と認識されたから設計変更が行われたのでしょう。
専門家は、結果論ですが、「こんな時に山に行くなど危険
極まりない」と言っています。

その設計変更に際しては、設計変更をした技術者や建設当
事者たちは第 1 原発の危険性が認識していたわけです。

そもそも栃木県では、高校生が 1500 メートル以上の登山
をする場合に は登山計画 審 査会が事前に 登山の計画 書 を
審議する制度があります。

おそらく、誰かは「第 1 原発はそのままでいいのですか？」
と問題提起したでしょう。
ところが問題提起されたおそらく第２原発の責任者は
「他のことは放っておけ」と無視したのだと想定されます。
これは私の想像なのですが、状況からするとそういう一幕
がなかったとはとても思えません。

ところが今回は「講習会であり登山ではない」という位置
づけで審査なしを県教委も了承していたのだそうです。
こちらも問題なしとはいかないようですが、やはり責任あ
るのは現場の責任者です。その人たちの判断が誤っていた
のです。

この無責任者 の判断が戦 後 あるいは２０ 世紀最大の 判 断
ミスだと私は思っています。
真相が解明されないのでしょうか。

責任者は３人だったそうですが、３人というのはいけませ
ん。お互いに無責任モードで決めてしまうという危険性が
あります。いずれにしても、とんでもない無責任・無能判
断だと言えましょう。
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「どうするか」というちょっとした判断なのですけれど、
その結果は重大なことになるのです。

【このテーマの目的・ねらい】
目的：
 働き方改革で最も重要な成 果に応じた給与の支給
を実現する供与体系案をご提示します。
ねらい：
 いろいろ考えてみませんか？
------------------------------------------------安部内閣の目下の最大テーマ（の一つ）である働き方改革
は、３月２９日に以下の９分野の指針が示されました。

こういう判断ミスは日常茶飯事で起きています。
大事に至っていないだけのことなのです。
非常時の判断力を強化する訓練は可能なのでしょうか？
いずれご紹介しますが、
伊賀泰代さんの著書「生産性」では判断力を強化する
シミュレーション訓練が紹介されていましたが、
私は資質の限界はあるように思います。

働き方改革の方向性
1

たまたま同じ日の新聞に
以下の記事が載っていました。

2

非正規の
処遇改善
賃金引き上げ
長時間労働の
是正
転職・再就職支援

東北大震災で 84 人が犠牲になった大川小学校が、
犠牲者を悼み後世への反省材料とするため
その校舎を保存することになった。

3

この事故も、現場の先生の判断ミスで起きたものです。
すぐ近くに裏山があり格好の避難先であったのに、登るの
が危険だとか 言って避難 先 を議論してい るうちに手 遅 れ
となってしまったものです。

5

柔軟な働き方

6

女性・若者の活躍

7

高齢者の就業促
進
子育て・介護と
仕事の両立
外国人材
受け入れ

4

ここでも責任者は複数人です。
8

遺族から提訴 されている 訴 訟ではどうい う判断にな る か
分かりません が状況とし て は明らかに現 場の責任者 の 判
断ミスです。
結果からみると、どちらも「バカではないか！」というよ
うなものです。どうしようもない人がいるのです。
しかし私は、戦後最大の判断ミスは福島第 1 原発の事故の
素を作った無責任判断だと思っています。

9

同一労働同一賃金
最低賃金を年率３％程度上げ、
時給１０００円に
罰則付きの残業上限を設定、
インターバル規制も導入
転職者受け入れ企業の
助成拡大、情報提供を強化
テレワークを拡大、
兼業・副業を推進
学び直しの機会拡充、
就職氷河期世代の支援
６５歳以降の継続雇用や
定年延長への助成拡充
保育士や介護職員の賃金・
待遇を改善
政府横断で総合的に検討開始

これらはすべ て検討も進 め られている正 当な内容と 思 わ
れますが、いくつか大事なことが抜けています。
一つは、成果に応じた給与体系の確立です。
3
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「同一労働同一賃金」を正規と非正規の同一
などという狭い範囲で捉えるのではなく、同一価値の労働
に対して同一賃金を支払うとすべきなのです。
そもそも賃金は働いた時間で払うのではなく、その人が働
いて得た成果に応じて支払うべきものなのですから。それ
が把握できないので簡便的に時間で支払っているのです。
しかし、生産性の高い人も低い人も同じ賃金では高い人が
スポイルされて実力を発揮しません。
働き方改革の目的は、これから人口減によって労働力が少
なくなっていくのでそれを補おう、また、働く者が生き生
きと働いて活気のある社会を維持しよう、ということのは
ずです。

1．生活給
生活給を給与総額の中でどの程度の比率にするかは、その
企業で設定します。
時代と共に変化していくことが想定されます。

労働量を補う 方法の多く が 上記９施策に 含まれてい ま す
が、労働の質・生産性を高める方法が取り上げられていな
いのです。それはその方向性が難しいからです。

生活給は以下の方式で算定します。
従来の給与体系でいう基本給のようなものです。

そこで私がかねてから提示している以下の方法を
是非検討していただきたいものと思います。

ただしこの生活給は、最低限度の生活維持費用を支給する
考えで、 配偶者手当＋養育手当＋介護手当 とします。

どなたか、政府筋にチャネルがありましたらご紹介いただ
けないでしょうか。

以下の手当は、年齢・職種によらず一定です。
配偶者手当
男女を問わず配偶者がいれば支給します。
養育手当
子供の年齢別に 1 人当たり支給額を設定します。
 0～6 歳未満
 6 歳～15 歳未満
 15 歳～18 歳未満
 18 歳～22 歳
介護手当
以下の条件別（例示）に設定します。
 70 歳～80 歳未満…同居
 70 歳～80 歳未満… 非同居・介護責任あり
 80 歳以上…同居
 80 歳以上…非同居・介護責任あり

これは、2015 年 11 月 2 日の当ブログ
「どうすれば世界一低い労働生産性を高められるか！」
の内容の再掲です。
------------------------------------------------生産性を高める給与体系 （上野私案）
こういう新しい給与体系を提案すると、人事関係者は必ず
反対します。「そういう試みは従来いろいろやったがどれ
も成功しなかった」と言って、その根拠をあげつらいます。
成功しなかったのは検討不足・工夫不足だったのです。

２．成果給

このような給与体系は必要なのです。
そのつもりで必死に考えていただく必要があります。
給与＝生活給＋成果給＋能力給 とします。
業務成果を定 量的に把握 可 能な業務とそ うでない業 務 の
給与算定方式を分けます。
対象業務

生活
給

成果給

能力給

業務の成果を定量的に算定できる業務に対 して適用します。
営業（セールス）、事務処理、作業的業務、現場作業、
が対象です。
自分で作業成果をコントロールできない、コンベア生産の
ような場合にも適用します。何らかの努力によって成果を
高めることが可能だからです。

備考

成果が明確
能力給の一部
な作業的業
〇
〇
――
を取り入れて
務
もよい
成果が単純
特筆事項あれ
に測定でき
〇
――
〇
ば成果に対し
ない業務
て賞与支給
この全体を図式化すると以下のようになります。

この成果給は、年齢・経験・勤務形態等によらず、対象業
務別に一律とします。成果の量が測定できていない作業的
業務については、研究を行って量の測定法を確立します。
その例をご紹介します。
従来は生産量 が測定でき な かったソフト ウェア保守 業 務
についてシステム企画研修㈱では「ＳＷ式工数見積り手法」
を開発し保守の生産量を把握可能としました。
保守の生産量（保守ＦＰ値）＝
変更規模ポイント×難易度ポイント
で把握します。
その変更規模ポイントの算定方法を開発したのです。
4

上野則男のブログ http://uenorio.blogspot.com/

という風に作 業的業務で あ れば必ずその 測定法があ る は
ずです。なお、グループで作業をした案件については、そ
のグループで案件ごとに個人の配分比を決めます

青学大原監督、１０年先のコミット
スゴイですね再論！
№103 2017 年 4 月
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３．能力給

【このテーマの目的・ねらい】
目的：
 原監督の１０年先をコミッ トしたことの凄さを再
認識していただきます。
ねらい：
 原監督のように先を見られ て、かつ信念を持って
ことを進められるようになりたいですね。
------------------------------------------------先日、ある会合で青学大の原
監督の講演を聞きました。
原流
ご自分の体験を基に作られた
「勝ち続ける」
原流「勝ち続ける」１０のポイ
１０のポイント
ントを話されました。

多くのオフィス業務が対象となります。作業の成果を定量
的に把握するのは困難ですから、以下のような方式で能力
を測定して能力給を算定します。
能力給＝基礎能力×対象業務に必要な知識×意欲
とします。
（１）基礎能力の評価方法について
システム企画 研修㈱で開 発 した能力評価 システムの 場 合
の例をご紹介します。この評価システムは対象職種不問で
すが、職種によってウェート付けを変える運用も考えられます。
能力区分

資質・適性
意識・思考法
行動様式
職業人
基礎能力
コミュニケー
ション能力
業務遂行
基本能力
問題解決能力

例示

能力
項目数

強靭性、積極性、創造性など
自主性、責任感、倫理観など
遅滞なく行動する、集団指向
で行動するなど
ビジネスマナー、文章力など

15
12
11

対話力、交渉力、調整力など

5

目的指向力、広い視野で物事
を考える能力など
問題感知能力、目標設定能力
など

7
7

合計

3

60

1.

「１０年後の自分」を思い描く

2.

「半歩先」の目標設定を実践する

3.

「できるための方法」を考える

4.

本気だからこそ「悔しい」と思える

5.

「話をすること」「提案すること」を良しとせよ

6.

大義を掲げ「３割理論」で立ち向かう
（３割の人が賛同してくれたらよしとする）

7.

「個人と組織」両輪で評価する

8.

「一体感」を持ち続ける

9.

「怒る」より「アドバイス」

10. 最後はなんとかなるさ

それぞれの項 目について ５ 点法で評価で きるように な っ
ています。評価は本人と上司によって行います。

お話も上手な 運びでずい ぶ ん講演慣れさ れていると い う
印象でした。

（２）対象業務に必要な知識について
これは対象業務ごとに設定します。システム企画研修㈱が
運営しているフォワードコンソーシアム（エンハンス・ソ
フトウェア保守業務の活性化活動推進組織）で設定してい
る情報システ ム従事者の 必 要知識は以下 のようにな っ て
います。
領域
項目数
①経営機能に
⑥マネジメント手法
ついての基本知識 ⑦法・規制知識
現在の
②経営組織に
⑧ＩＴ動向知識
ところ
ついての基本知識 ⑨システム関連手法
すべて
③会計知識
⑩システム構築・
１０項目
④業務知識
運用関連知識
⑤業種知識

講演後の質疑応答で、最前列の女性の質問者の
「決められないときは どうするのですか」との問いに対して、
「お隣におら れるご主人 が 海外に行こう と言われた ら ど
うしますか」 というような切り返しをされたりしていました。
「とにかく決める」というようなご回答だった思います。
これは高難度の応答です。感心しました。
質問好きの私はこういう質問をしました。
「１０か条はすべてごもっともなのですが、
どうして１０年先のことをコミットできたのですか。
神様のお告げか何かあったのでしょうか」

（３）意欲の評価方法について
能力と知識が 同じでもや る 気次第で成果 は倍以上の 開 き
があるでしょう。

それに対してはこういう回答でした。
「大学は４年である。４年が一区切りで、はじめの４年で
何とか箱根駅伝に出場する。２サイクルめの４年プラスア
ルファ、全体で１０年で目標達成する、と考えました」
これは計算のようで単なる計算ではなく、読みですね。

これについては、私は今まで研究をしていません。
しかしこの世界の専門家は多数おられます。
その方々の知見を活用すれば、この領域の評価システムは
難なくできると思われます。

原監督の前職 中国電力で の １０年の営業 経験も読み に 貢
献したのでしょう。しかし、１０年計画を立てて、それに
向かって進む ことができ る というのはや はり只者で は な
いですね。

ということで、不名誉な（先進国で）世界一低い
日本の時間当たり労働生産性の改善のために
努力をしようではありませんか！！
5

http://uenorio.blogspot.com/

上野則男のブログ

２年先、４年先の任期中の成果についてさえ
コミットできない社長が多いのですからね。

小中学生の年齢別歩行中交通事故死傷者数（一部）
年平均
同１０万人
死傷者数 当り死傷者数
備考
（人）
（人）

青学大陸上部は今は資金も集まるし、優秀な人材も集まる
ということのようでした。この好循環に乗っているとする
と、敵は慢心だけですね。
箱根駅伝の過去の３連覇チームは、
日大、中大、日体大、順大、駒大と５校あるのですが、
すべて４連勝はしていますが、最高が中大の６連覇なのだ
そうです。

1098.2

102.3

７歳

1564.6

146.4

８歳

1208.8

113.8

最高

46.8 人

全年齢平均

小中学生の学年別 歩行中交通事故死傷者数（一部）
５年間
死傷者数
備考
死者数
（人）

青学が、過去の記録を塗り替えることができるのでしょう
か。興味津々ですね。
なお、この１０か条は、３年前に青学大初優勝の勝因を私
が分析した以 下の１０か 条 と基本のとこ ろは一致し て い
ます。私の分析はそれなりだったということになります。
（自画自賛は悪い癖）
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

６歳

小学１人

8,075

小学２年

１０年計画での取組み
有望選手の獲得
設備・環境の整備
監督・選手の一体感
目標管理（月単位）
合理的トレーニング
選手の自立性・自主性尊重
選手のやる気
選手ののびのび感
キャッチフレーズ「ワクワク大作戦」

最高

30 人

以下漸減

30 人

男児 65 人
女児 26 人
計 91 人

小学６年

2,210

小学生

29,317

登校中：4,139 人
下校中：6,001 人

中学１年

2,641

逆転増加

中学２年
中学３年

減少
1,674

最低
計 18 人

中学生
全年齢平均

35,816

中高生の自転車による交通事故死傷者数
５年間の
内自転車
区分
死傷者
によるも
その比率等
（人）
の人
59％、
中学生
59,313
35,049
死者 25 人
男 2/3、

683 交通事故死傷者が多いのは何歳？？
№103 2017 年 4 月
【このテーマの目的・ねらい】
目的：
 小中高生たちが出会う交通 事故の状況を知ってい
ただきます。
 データを読む練習をしていただきます。
ねらい：
 データに出会ったらなぜそ うなるのか考えるよう
にしましょう。
------------------------------------------------３月２３日と ２７日の日 経 新聞に交通事 故の死傷者 に 関
する情報が載りました。
以下のデータを見て「なぜそうなるのか」と思われますか。
以下の統計はすべて 2012 年～2016 年 5 年間の平均です。

内中１
高校生

115,735

内高１
中高
合計

175,048

12,932

中学生で最多

74,920

65％、
死者 67 人、
男 2/3

31,270

高校生で最多

109,969

63%
登校中：36,848
下校中：22,575
出会い頭：66,872

新聞ではこういう解説がついていました。

 歩行中の事故について
１６年の１０万人当たりで見ても、最多が小１の 122.8 人
で、最小が中３の 24.7 人、40.6 人の中１だけは小６の
35.3 人から増加しており進学による通学路変更が要因と
みられる。
月別では夏休みまでの４～7 月と、秋に
なり夕暮れが早くなる 10、11 月が多い。
→下校中が多い理由。
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 自転車による事故について

684 ＮＣＤ殿が創立 50 周年を迎えられました！
№103 2017 年 4 月

中 1 と高 1 が多くなっている要因としては、新入生が慣れ
ない通学路で 危険な場所 な どに気づかず 事故に遭っ て い
ることが考えられる。

【このテーマの目的・ねらい】
目的：
 ＮＣＤ社が日本ソフトウェ ア業の先陣を切って創
立 50 年を迎えられたことをご紹介しお祝いします。
 同社が、「ベンチャー企業」となられたことをご紹
介します。
 夢を持ち続けることの成功 例として知っていただ
きます。
ねらい：
 皆さま、頑張りましょう！！
-------------------------------------------------

私はさらに以下の分析をしました。
1. なぜ歩行中事故は７歳が最多なのか
新聞の見出しでも意外という意味で「歩行中事故 7 歳最
多」という大見出しを付けていました。
皆さま、どう思われました？学年別では小 1 が最多なので
す。これはそうだろうという結果です。ではこの違いはな
んなのか？６歳＝小１ではないのでしょうか？

2017 年 3 月 16 日、情報サービス業である
日本コンピュータ・ダイナミックス㈱）略称ＮＣＤ）殿が
創立５０周年を迎えられました。

実は、６歳の４分の３は未就学児です。１人で出歩きませ
ん。親の保護の下での歩行ですから事故にも遭いにくいで
しょう。

運用サービス中心の情報サービス業では、㈱データサービ
ス殿が 2 年前に創立５０周年を迎えられましたが、
７歳の４分の３が小１なのです。ですから７歳≒小１です。 昔の言い方でソフトウェア業ではＮＣＤ殿が初めてです。
したがって、小１が最も歩行中事故が多い、というもっと
もな結果なのです。
ＮＣＤ殿の創業は、昭和４２年（１９６７年）です。
その年にもう１社できたのですが消えてしまいました。
新聞はいい加減な見出しを付けたことになります。
その後２．３年で多数のソフトウェア業が誕生しました。
2. 小中高とも１年生が交通事故に遭いやすい。
現在大手とな っている企 業 のほとんどが この時期の 誕 生
です。ということは、この２．３年創業５０周年ラッシュ
これは私の分析ではありません。単なる確認です。
となりそうです。
通学路等に不慣れで起きているのでしょう。
ＮＣＤ社は当 時日本能率 協 会のＥＤＰ研 究所で仕事 を し
3. 小学生の歩行中の事故は下校中が多い理由
ておられた下 條武男元社 長 と小黒節子元 副社長が独 立 し
て創られた会社です。
登校時は緊張しているし、近所の交通係のオジサン等が誘
導している場合も多い。
私は、昭和４４年に日本能率協会に入りましたので、
下校時は、ふざけて駆けたりもするでしょう。
お二人ともよく存じ上げ、たいへんお世話になりました。
4. 中高生の自転車事故は登校中が多い理由

長い歴史の中では、何社かのお客様との太く長い信頼関係
が苦難の時期 を乗り越え る 事業継続の源 泉となって お ら
れます。

登校中は遅刻しないようにと急いでいます。自転車での下
校中は歩行中 とは違って ふ ざけて移動す るというこ と も
少ないでしょう。

お二方初め社 員の皆さま の 行動がその信 頼をつくり 上 げ
ていることは言うまでもありません。

5. 自転車による死傷者は高校生が中学生より多い

ここでは、同社がユニークであることをご紹介したいと思
います。

これは高校生 が乱暴なの で はなく（多少 はそれもあ る か
も）、高校生の自転車通学者が多いためでしょう。その数
値がないので断定はできません。

下條社長は、１９７２年に日本ベンチャー・ビジネス協会
の設立に尽力され、その代表幹事に就任されました。

6. 死者は歩行中も自転車利用中も男性が多い

「小さな企業 が新事業を 起 こして力を合 わせて発展 し て
いくのだ」というご趣旨だったと思います。

これは男性の人数が女性の人数よりも多いからではなく、
男性の行動の方が活発・乱暴・ダイナミックだからです。
死者の人数はそう多くはないですが、それでも、ご家族の
ショックはたいへんなものです。

周りでは、「ソフト業は新事業ではない。ベンチャーでは
なく単なる零細企業ではないか」な
どと悪口を言う人もいました。

警察庁も多くの交通事故対策を常時実施中です。事故件数
を減らす対策も必要ですが、死者が発生しない対策を考え
て集中的に実施してほしいですね。

しかしその後、情報サービス業他社
では誰もやっていない新事業を見
事にモノにされたのです。
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それは、駐輪場のパーキングシステムです。
この事業は、下条社長（当時）が周囲の反対を押し切って
「3 年で黒字にする」と言って始められたものです。

ガン治療はどこまで進んでいるのか。
オプジーボの驚異！
№103 2017 年 4 月
685

【このテーマの目的・ねらい】
目的：
 がん治療の最先端の状況を知っていただきます。
ねらい：
 がんの治療法に関心のある 方は是非本書をご覧く
ださい。
------------------------------------------------本稿は、日本経済新聞社編の
「免疫革命 がんが消える日」
のご紹介です。

後に成功する新事業は、すべてトップの英断ですね。
鈴木さんのコンビニ事業、ヤマトの宅配便事に匹敵する
「とんでもない事業」だったのです。
１９９９年の事業開始当初は、自転車１台ごとに施錠・課
金できる電磁ロック式のソフトウェア提供でした。
その後まもな く駐輪ラッ ク を電話回線を 介して遠隔 操 作
することに成 功したこと を 契機に駐輪場 の保守運営 に も
取り組むようになり、必要機器の開発、駐輪場設置・運営
の自治体・電鉄会社等からの請け負いまで発展することに
なりました。

小野薬品工業のオプジーボな
どの新しいがん治療法が注目
を集めています。

競合も出てきているようですが、
そのサービスの質の高さからシェアナンバー１です。

一般にはその効果よりも、
１千万円単位の薬代の高さが
注目を集めています。

現在この事業 を担当して い るパーキング システム事 業 部
はＮＣＤ社の大黒柱に育っています。３０年以上かけて下
條社長の念願の「ベンチャー」が実現したのです。
夢を持つことは大事ですね！！

しかし、これらの薬が効いた実
例は驚異的でがん患者さんの
垂涎の的となっているのです。

今や、パーキングシステム事業部は、自転車に関連する事
業をいろいろ手がけ出し、自転車のシェアリングサービス
のシステム提供・運営や自転車乗車中に利用できる骨伝導
ワイヤレスヘッドホンの販売（製造は中国企業）などにも
取り組んでおられます。

多数の驚異的 成功例や成 功 率を上げるた めの改善の 取 組
みが紹介されています。
◆新しい免疫療法の仕組み

自転車関連ショップの運営も始めておられます。
まさに、「一芸に秀ずれば多芸に通ず」です。
このヘッドフォン
「ＣＯＤＥＯ」は税別価格１２０００円です。
完全にソフトウェア会社のイメージを脱却していますね。
今や、ソフトウェア業だけでなく日本企業の新事業展開の
モデルといえるのではないでしょうか。
ますますのご発展をお祈りいたします。

◆他の療法との組み合わせが有効

8

上野則男のブログ http://uenorio.blogspot.com/

本書は、
「がんは不治の病ではなくなる。遅くても１０年以内に」
という、オプジーボの開発者の一人である２０１３年文化
勲章受章者本庶佑博士の言葉で締めくくられています。

すなわち、「命も金で買える」状態ではなくなって欲しい
のです。
参考までに、当書の内容からがんの治療法を整理すると
このようになります。

是非この療法 の詳細原理 が 解明され人類 の期待に応 え ら
れるようになって欲しいと思います。
治療法
外科手術

方式
がんの部位を切除する

放射線治療

放射線をがん細胞に照射してが
ん細胞を死滅させる。

抗がん剤

免疫細胞のがんに対する攻撃力
を強める

分子標的薬
（イレッサ）
初期の
免疫療法

がんの増殖に関する分子を狙い
撃ちしてがんの増殖を止める。
丸山ワクチンなどワクチン方式
ハーセプチン、アバスチンなど
抗体薬
インターフェロンなどサイトカ
イン療法
強力な免疫細胞を体外で培養し
身体に戻す免疫細胞療法
免疫力を強化するのではなく、
がん細胞からの攻撃をプロック
する方式。
（がん細胞が行使する免疫細胞
の免疫力を骨抜きにするブレー
キ機能を無力化する）

免疫力
強化療法
免疫療法
（オプジーボ、
キイトルーダ、
ヤーボイ）

問題点
切除できない臓器もある。
転移が始まっていると全面切除は困難
がん細胞だけに照射することが困難。
がん細胞が広がってしまっている場
合、使用困難。
個人特性・がんの種類により効果のあ
る抗がん剤の選択が試行錯誤

副作用
副作用ではないが再
発のリスクがある。
正常細胞も殺してし
まう。
吐き気・食欲不振で
体力消耗。抵抗力低
下。脱毛。

研究停滞。
効果が限定的、
再現性がない、

開発途中
どういう場合に効き、どういう場合に
効かないかが分かっていない。
副作用の発生要因も分かっていない。
薬代が高価。

発生率は抗がん剤に
比べて多くないが、
間質性肺炎、糖尿病
関連など重篤な副作
用もある

686 フジテレビの女性アナウンサー
№103 2017 年 4 月
吉田さんが妊娠で２０１６年３月に引退した後、
大島由香里さんが２０１６年暮まで務めました。
引退はやはり妊娠のためだそうです。

【このテーマの目的・ねらい】
目的：
 フジテレビの「新報道２００１」の大事な話題です。
大島さんはあまり印象がなかったのですが、
ねらい：
 今度「新報道２００１」を見てください。
その後、３月まで短期間の山中章子アナは魅力的でした。
------------------------------------------------対応も立派で大物出席者に質問をしたりしていました。
なぜ交代するのでしょうね？？

私が熱心な視聴者であるフジテレビの日曜朝７時半の
「新報道２００１」の女性キャスターが４月１日から代り
ました。

吉田さんはフジテレビの社員ではなかったようですが、
どなたも美しいだけでなくインテリジェンスもあり
フジテレビの 一般的な女 子 アナというイ メージとは 違 う
なーという印象です。

山中章子さんから島田彩夏さんに代わったのです。
島田さんは、この番組のキャスターは１０年ぶりの復帰の
ようです。

フジテレビの女子アナを見直しているいうお話でした。

私が「新報道２００１」を楽しみに見るようになったのは、
吉田惠さんが魅力的だったからです。
ときどき胸元 が見えかけ て ドキッとした りしたもの で し
た。
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