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先の見えない時代、
ビッグデータ時代だからこそ学びたい

勝負師たちの「勘」
トヨタ、ソニー、
ソフトバンク、サントリー
名経営者が持つ「勘」とは

で参入してはいけない」というい

当時トランジスタのラジオの製造

わばトヨタの不文律を破って F1 へ

はアメリカのメジャーな会社も実

の参戦を決め、業界関係者を驚か

現しておらず、しかも特許料が 900

せた。エコという未来の柱を立て

万円。年間利益が吹き飛ぶような

新型コロナウイルスの感染拡大

ながら、一方でガソリンをガブ飲

巨費だった。

が止まらない。いつ収束するのか

みする F1 に参加するのは、筋が通

当然、社員は反対した。しかし

先の読めない状況となった。しか

らないようにも見える。奥田さん

井深さんは、
「トランジスタを使え

し先の見えない状況であっても、

はヨーロッパ市場の取り込み、ひ

ば、胸ポケットに入る超小型ラジ

時代の先を読み、変化を先取りし

いては世界のクルマ市場を考える

オができる。日本人は昔から小型

て次の一手を打っていくことは求

と F1 というブランドはたとえ優勝

のものや小さくまとまったものが

められる。そのためには科学的で

台に登らなくても、それに見合う

好き」だと説き伏せた。かくして

正確なデータを集め、的確に分析

価値があると読んだのだった。

し、合理的に判断をしていくかに
かかっている。

奥田さんは株価をよく当てて、
周囲を驚かせていたと言う。それ

ソニーのトランジスタラジオは大
ヒットし、世界のソニーの足がか
りを掴んだのだった。

だが一方で、経営の最終的判断

だけでなく競馬もやる人でこれも

井深さんが亡くなった時、OB で

は、
「勘」だと考える人とも多いよ

よく当てたそう。独特の勘とセン

ノーベル賞物理学賞受賞者の江崎

うだ。実際名経営者と呼ばれる人

スがあったからこそ販売台数世界

玲於奈さんは、
弔辞で「未来を考え、

たちは、そういった勘が働く。

トップを導いたのだと言えよう。

見ることで、現在と明日を知る人

トヨタの元会長の奥田碩さんは

ソニー創業者の井深大さんも勘

そ の 一 人 だ。 奥 田 さ ん は 社 長 時

の鋭い人だった。井深さんはソニー

だった」とその独特の直感力と洞
察力を称えている。

代にプリウスを始めとするハイブ

の前身の東京通信工業を戦後間も

ソフトバンクの創業者孫正義さ

リッドカーの開発を加速させる一

なく立ち上げた時、トランジスタ

んも、勘の鋭い経営者だろう。創

方で、それまで「お金がかかるの

ラジオをやってみようと考えた。

業 時 か ら「 豆 腐 屋 の よ う に １ 丁
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（兆）
、２丁（兆）いう売り上げを

れもなく勝負勘を持っていた人だ。

数えるようなビジネスをする」と

騎手という職業は、馬の背に乗っ

公言していた孫さん。自己資本の

た時にいかに馬の状態を掴むか

数倍もの買収を大胆に仕掛けたり、

で勝負が決まる。とくにフリーの

度肝を抜くプランを打ち出したり

ジョッキーは、レースごとに騎乗

するのは、常識や合理性だけでは

を依頼されるために、レース直前

捉えきない。

のパドックで 30 分ほどの間、その

サントリーホールディングスの

背に跨って調子をつかむ。

識的なタイミングを選んでいくだ

元社長、佐治信忠さんも勘を大切

もちろん、それまでにその馬の

けではなく、一発勝負にかけるよ

にする経営者の一人だった。佐治

過去の成績や癖、体質などの情報、

うな大胆さが求められるケースな

さんは勘を、
「普段の勉強とか経験

また出走する馬の成績と特性、鞍

ども出てくる」のだと。

から自分の中に蓄えてきたものだ

上する騎手の成績や個性などさま

と思います。この勘をどう磨いて

ざまなデータを叩き込んでいる。

ションも、直前のパドックで跨っ

いくか。どうすればいつも勘が冴

事前の情報収集がいかに大切かは、

た状態で「！」というものなのか、

えるかを考えること、それが経営

ほかのスポーツや仕事でも同じだ。

「？」というものでは、レース展開

その上でレース展開を読み、ど

は変わってくる。トップジョッキー

者にとって重要じゃないですかね」
と語っている。

し か し そ の 綿 密 な シミュレ ー

の馬より先にゴールを通過するこ

は、極論から言えば、わずか 30 分、

とを考える。

自分のお尻から感じ取る馬の状態

性のものなのだろうか。トヨタや

「たとえ出走メンバーのなかで実

でレースを調整、組み立て直すの

ソニーなど大企業の成功者の話を

力が劣っていたとしても、なんと

だ。それだけではなく、周りの馬

出してしまうと、なおさらそう思

か勝たせようと考えるのが騎手の

の状態もみる必要がある。

えるかもしれない。

仕事だ。そのためには、ただ理に

ライバルと目していた馬の状態

かなった細心の騎乗を心がけるだ

が悪そうに見えたり、事前に軽視

けでなく、実力差を覆すための秘

していた馬の状態が良さそうに見

策なども必要になってくる。だか

えれば、そこでまた考え直す部分

らこそ騎手は、レース前からシミュ

が出てくるからだ。

こうした勘は持って生まれた天

わずか 30 分の騎乗で
馬の調子をすべて感じ取る
トップジョッキー

レーションを練っているのだ」
（
『勝
しかし勘は鍛えることができる。

負勘』
〈以下同書〉
）

鍛えることで、勘がしっかり身に
つき、働くようになる。
た と え ば 競 馬 の 騎 手（ ジ ョッ
キー）
。

同じ騎手、同じ馬で
10 回レースを行なっても
レースの展開は全部変わる

競馬は普通のスポーツとは違い、

そ の レ ー スも 当 然 シ ミュレ ー
ション通りとはいかない。
「１つのレースに出走した同じ 18
頭に同じ騎手が乗り、同じコンディ
ションで 10 回レースをしたとして
も、レースは 10 回とも性質が異な
るものになるからだ」

騎手がいかに優れていても強い馬

馬は重要なレースだからといっ

とのめぐり合わせがなければ、勝

て、一所懸命走るとは限らない。

集め、さらにレース展開シミュレー

つことができない。またいかに速

常にトップギアで激走するのでは、

ションを重ねて望んでも、その通

い馬でもレースの展開に恵まれな

馬も大変だ。

りならないのが競馬。だからこと

ければ、勝てない。まさに人馬一

「レースにおいて、馬たちは常に

瞬時瞬時の判断、
「勝負勘」が必要

体となって、さらに運に恵まれな

全力で走っているわけではないの

となってくるというわけだ。

ければ勝てないのだ。そのなかで

で、どこで馬を本気にさせるかと

歴代２位、通算 2943 勝、重賞と言

いう『 仕 掛けのタイミング 』も、

りを選択する際には、コーナーの

われる高額賞金の掛かるレースで

騎手の判断に委ねられる重要なポ

内側に入るか外に出るかという目

171 勝をあげた日本中央競馬会の

イントの１つになる。その仕掛け

の前の選択だけでなく、先を読む

トップ騎手、岡部幸雄さんもまぎ

のタイミング１つをとっても、常

姿勢も必要だという。
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つまり馬やジョッキーの情報を

たとえばコーナーでのコース取

「コーナーでの選択をする際には、

上がっていくと、逆に馬の能力を

もしかしたらハーツクライとい

前の馬たちがどれだけのスタミナ

引き出せず、失敗することもある。

う馬が特殊な馬だったのかもしれ

を残していて、その後にどういう

競馬では馬の特性によって先行

ない。武豊騎手や横山典弘騎手と

コース取りをするかをしていくま

逃げ切り、追い込みといったいろ

いう当代を代表する騎手が「この

でを推察しておかなければならな

いろな戦法を取る。競馬は１着に

馬の持ち味は末脚だ」と考え、
「そ

い」

入らずとも、２着、３着に入れば、

れ以外の乗り方はできない」と考

そして「選択肢が差し出された

１着との組み合わせで馬券の払い

えるだけの理由があったのだと思

瞬間に『これだ！』
『できる！』と

戻しの対象になる。２着、３着が

われる。

確信に近い答えがはじき出されて

続けば、優勝はできなくても強い

でも結果が出ないなら、やり方

こそ、いい結果につながる。それ

馬、いつかは勝てる可能性のある

を変えればいい――。ちょっと気

はやはり直感が導き出している回

馬として、期待が掛かるようにな

が利く人なら誰でもそう思う。し

答だとしか言いようがない」

る。そうすると騎手は、
「その乗り

かし、競馬はそう簡単ではないよ

方でいい。あとは展開に恵まれさ

うだ。

名騎手が勘を磨くために
行なってきた自然体のこと
では岡部さんはどのように勝負
勘を磨いてきたのだろうか。

えすれば」と戦法を変えようとし

「馬の持っている力を発揮させる

なくなる。しかも名手と言われる

ときに、もっとも重要になるのは

騎手が手綱をとっている場合はな

リズムであるからだ。馬が行きた

おさらだ。

がっていないのに行くように指示

そこに穴がある。

したり、馬が行きたがっているの

「自分自身の感覚からすれば、人

「それまでに何度もレースに乗っ

に抑えようとすればリズムが狂う。

と大きく変わったことなどは少し

てることで馬の短所を知り尽くし

それによって本来の脚が使えなく

もしてこなかったと思ってる（中

ているため、あるいは知り尽くし

なり、スタミナまでも一気に消耗

略）
。騎手生活を振り返って、自分

ているつもりになっているために、

させてしまう」からだ。

のしてきた一例を挙げてみるなら

長所を引き出せなくなるケースは

ば……

案外多い」

・毎日のトレーニングを欠かさ
ない

・自分が乗る馬のレースでも、
乗っていないレースでも、で

きるだけ多くのビデオを観る

・自分が乗る馬の調子を把握す
るためにもできるだけ、厩舎

に足を運ぶ」

そうしたことを繰り返し、
「理想
のレース」と「やってはいけない

たとえば、２着が続いて「シル

レース」を騎手はカラダに覚えさ

バーコレクター」と言われたハー

せ、勘を研ぎ澄ましていくのがトッ

ツクライという馬がそうだった。

プジョッキーなのだ。

ハーツクライは鋭い末脚が武器
で、レースの序盤は後方を進んで、
大外から追い込むスタイル。安藤
勝己騎手や武豊騎手、横山典弘騎

20 年間無敗の雀士が、
命を守るために勘を磨いた
４つの方法とは

手などいった名騎手が騎乗、２着
を繰り返していた。
ところがフランス人のクリスト

勝負師と言えば、麻雀の世界に
もそういう人たちがいる。

と い っ た 極 め て 当 た り 前 の こと

フ・ルメール騎手が騎乗するよう

麻雀にはプロのトーナメントが

だった。

になると勝てるようになった。ル

あるが、これとは別にいわゆる裏

メール騎手は 2005 年の有馬記念

社会で依頼を受けて勝負する代打

で序盤から前につく先行策を取り

ちという人たちがいる。その裏社

基本は情報を積み重ね、自分の

優勝。その後の海外で行われたド

会の代打ちを 20 年間務め、無敗を

経験値を駆使してシミュレーショ

バイ・クラシックでは、逃げ馬の

誇った伝説の雀士が桜井章一さん

ンを描いて、差し出された瞬間に

戦法をとってまたも優勝した。戦

だ。

一気にしかける決断ができるよう

法を単に変えるだけでなく、状況、

に、日々情報を更新していくのだ。

状態によって果敢に変えていった

雀は４人で行う勝負ですので、自

ことが奏効したのだと思われる。

分がどのような手牌で、勝てる位

そういった努力の仕方を岡部さ
んは「自然体」と呼ぶ。

しかし、そういう経験知が積み
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その奥義は「負けないこと」
。麻

置にいるかどうかを流れのなかで
判断していかなければならない。

勝ち組・負け組という
価値観を捨てる

しかも代打ちという業は、勝つ
ことが求められる場合もあれば、

測るのがお金だ。便利なもの、利
用価値の高いものを手に入れる武
器がお金であり、それが多いほど

まず、常識や知識を捨てること

負けることを求められることもあ

について、桜井さんは「勝ち組・

る。桜井さんは実際に男たちに拉

負け組」という言葉を批判してい

致されて穴に埋められる寸前で助

る。

より便利なもの、利用価値の高い
ものが手に入る。
便利さと利用価値というのは、
現代の資本主義、成長の原点だが、

けられたことがあるそうだ。
「生き

「世の中の人は、少しでも勝ち組

桜井さんは「便利で利用できるも

ていたいなら負けろ」と脅されて、

に入ろうと努力する。負け組にな

のを追い求めるという感覚が身に

日本刀を突きつけられながら麻雀

らないように死力を尽くす。相手

ついてくると、当然ながら、あな

を打ったこともあるという。勝っ

を蹴落としてでも、自分だけが勝

た自身も同じように扱われるよう

ても負けても命の保障はない、絶

ち組になろうとするのだ。

なるのだ」と言い切る。

体絶命の状態を、勝たずに負けず

この場合の『勝ち組・負け組』

桜井さんはこう問いかける。

に場をコントロールしながら麻雀

というのは、ほとんどの場合が収

「好きな人、まわりの人から『あ

を続けてきたというのだ。

入の問題であろう。つまり、お金

なたは便利だね』と言われたら、

という価値観で私たちは生きてい

やっぱり悲しいと思わないのだろ

ることになる。

うか」と。

櫻井さんはいう。
「運やツキというのは、自分でコ
ントロールできるものである。

まずはそのような勝ち負けには

運やツキといった流れを感じる

意味がないということに気づくこ

力、
感性、
つまり『直感力』があれば、

とが重要だ。人間の価値観は、お

そういった逆境であっても生き抜

金で判断すべきものではない。

くことができるのだ。
私は、常に自分のカンを信じて
行動してきた。
麻雀の裏社会で、私が 20 年間無
敗でいられたこと、そして還暦を

学問はマニュアルに過ぎない
桜井さんはとにかく便利なもの、

そ ん な ことは 当 然 だ と 誰 も が

利用価値が高いと思われるものや

思っているだろうが、実際は誰も

物事に「こだわるな」
「捨てよ」と

がお金という悪魔に取り憑かれて

いう。

いるのが現実だ」
（
『カンの正体』
〈以

それはたとえば、誰もが持てと
言われる「夢」や「愛」
。あるいは「成

下同書〉
）

過ぎたいまでも五体満足で生きな

桜井さんは麻雀で勝つというこ

功法則」
、
ありがたいと思われる「思

がらえていられるのは、ひとえに

とについて、
「それだけ負けた人間

想」や「宗教」
、
そして「学歴」や「職

『直感力』のおかげだと信じてる」

がいるということを忘れたことは

歴」
、
「学問」さえも、
「捨てよ」と。

１度もない」という。

「
（世間でいう）学問はマニュアル

20 年間生きてきたというだけあっ

「私が五体満足で生きられるのは、

にすぎない。本当の学問というの

て、非常に重みがある。

負けた人間の屍の上で成り立って

は、答えが定まっていないことを

まさに命をかけた勝負の世界で

では、桜井さんのいう、カンを
鍛える方法とは、どういうことな
のだろうか。
桜井さんはカンを鍛える方法を
次の４つに分けている。

いるというのも事実である。
仕事で成果を上げるということ
は、それだけ多くの被害者を生み

たりするのが本当の学問の世界だ

出しているに違いない。お金を稼

と私は思う」

ぐことで、お金が奪われる人がい
ることを肝に銘じてほしい」

１. 常識や知識を捨てる
２. 自然から学ぶ
３. 弱い者（とくに子ども）から学ぶ
４.「譲る力」を知る

見つけにいくことだ。定まってい
ないものを感じたり、知りにいっ

桜井さんが恐れるのは、学問が
あることにより、感覚的に「こう

そしてこの損得勘定にこだわる

したほうがいい」となんとなく思っ

ことが、カンを鈍らせるのだと語

ていても、頭で 考え、
「やめてお

る。

いたほうがいい」と判断してしま

損得勘定が出てしまうと、人を

うことだ。その行動を制するのが、

「便利さ」と「利用価値」で見てし

学問であったり、社会の常識であっ

まうようになってしまう。それを

たり、世間がいうところの「良さ」

4

であったりするのだ。

そのために１秒で捨てることを

現代の人がうつになったり、キ

ルール化している。そうすると考

レてしまうのはそのためではない

えて捨てるのではなく、感覚とし

かと、桜井さんは感じ取っている。

て捨てることを身につけざるを得

世の中の人々が「常識を求めるか

なくなる。

ら、逆にイライラした人が増えて

さらに桜井さんは音にも注意し

しまっているのだ」と。

ている。

考えてみれば、利益や効率とか

牌を捨てるときにはいい音とい

といったものは、何かを増やすこ

うものがあり、牌を捨てるときの

とが前提だ。効率を良くすること

そういった達観の境地に辿り着

音で、
「この人は弱っているな」と

は、無駄を排除する、少なくする

けるのも、桜井さんが麻雀という

か「この人は迷っているな」
「舞い

ことになる。でも最終的にはお金

独特のゲームのなかで生きてきた

上がっているな」というのが分っ

を増やすことがゴールとなる。

こともあるかもしれない。

てしまうのだそう。

「得ること」とより
「失うこと」に注意を向けよ
そうは言っても資本主義の枠の
なかではその考えから抜け出すの
は、まずもって困難なことだ。桜
井さんだからできることだろう。

「麻雀というゲームは、牌を１枚

こうしたルールやこだわりが身

ツモってきて、牌を１枚捨てて上

につくため、桜井さんの道場では

がりを目指すものである。１枚ツ

ゲームが非常に速く進む。麻雀は

モってきたら１枚捨てないといけ

１回のゲームを半荘（はんちゃん）

ない。もし捨てないと、多牌（ター

というが、半荘を終えるのに通常

ハイ）というペナルティがある。

１時間くらいかかるのが、桜井さ

つまり、何かを得たら何かを失
わないといけないゲームである」

しかし、常に何かを「得る」こ

桜井さんは、
「14 枚の手牌から

とを強いられていた現代人の感覚

どれを捨てるかに、その人の性格

は、どこかで人間が本来持ってい

が表れる」という。

た生きるための本能、カンを鈍ら
せてきたのではないだろうか。
桜井さんは問う。

「結果ばかり追い求める人は、他人
の気配を気にせず、自分の都合で、
いらない牌を捨てる。負けを怖が

んの道場ではだいたい 15 分で終
わってしまう。通常の４倍の速さ
だ。
「考えてから決断することは、複
雑な迷いをつくってしまう。最終
的な決断は１つなのだから、シン
プルに瞬間で表わせばいい」
得ようすると考えてしまう。考

「私たちは、ほしい物を得ること

る人は、他人の安牌（あんぱい）

えると迷ってしまう。だからでき

ばかりに執着してきた。
なぜ、そこまでして得ることに

ばかり抱え込む。効率を優先する

るだけ考える間を与えないように

人は、確率を計算して捨牌（すて

する――功利的に何かを計算しよ

執着するのだろうか。その理由

はい）を選ぶ。麻雀とは捨てるゲー

うとすると何かが邪魔をして、勘

は、やはり失う不安があるからだ

ムと言えるのである」

が鈍っていくのだ。

１秒で牌を捨てる。
牌を捨てる動作、
捨てる時に音にもこだわる

本能を磨くために
サメと一緒に泳ぐ

ろう。だから、もっと『失う』と
いうことに真摯に向き合う必要が
あるのではないか。
そもそも、人間というのは、死

では常識や知識を捨ててしまっ

んでしまったら何も残らない。財
産や土地も、自分のものではなく
なってしまう。それは子孫に残す
ことになるのかもしれないが、自
分のものではない。
つまり、人間にとって『 得る』
ことよりも『失う』ことのほうが
自然なのである」

だから桜井さんは捨てることに

たら、そこには何が残るのだろう。
それは「面白いかどうか」という

こだわる。
桜井さんは、いま麻雀道場を開
いているが、その道場ではどの牌
を捨てるかということと同時に、

基準だ。
桜井さんは「
『面白いな』
『楽し
いな』
『笑えるな』ということを基

捨てる動作の美しさも問うと述べ

準に選んでいけば、自然と笑顔が

る。

出てくる」という。
「そういうもの
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かだ。何よりありのままの自分で

とすることで、
「逆に目に力が出て

いられる。
日本には四季がある。桜井さん

確かに現代はパソコンをはじめ、

けでも、自然に戻ることができる

１点を視ることを強いられる社会。

と述べている。

だからこそ、
「多角的に全体を捉え

つまり、得るものではなく、失
うことに関心を向け、いわばより

る必要があるのだ」と。つまり自

てもいい。たとえば、
毎日通る道で、

然を取り戻すことは、野生の感覚

今日咲いた花よりも、他人が見落

を取り戻すことほかならないのだ。

とすような雑草に気づく感性が重

桜 井さん が 現 役 の 代 打 ち 雀 士
だった頃に野生の感覚を取り戻す

要なのである」
を基準にして、良いこと、悪いこ

くる」とも証言している。

はその四季のうつろいを感じるだ

「もっと身近な変化に目を向けてみ

とを自分で感じていけばいい」

視覚に頼らず、五感を活かそう

山奥や遠い南国の海にいかなく

ために、否、野生の感覚を忘れな

とも、身近な自然に目を向けるだ

いように取り入れていたのが、
「断

けでも、勘は研ぎ澄ますことがで

食」だ。
もともと野生の動物は、常に餌

きる。

潔く失うことを身につけていくと、

「自然の前では、虚勢をはる必要も

に恵まれているわけではない。た

人間本来の勘が働くようになって

ないし、着飾る必要もない。一人

またまごちそうが続くこともある

いくのだ。

の人間としてありのままでいられ

が、長い期間餌にありつけないこ

るのだ」

ともある。そのため餌の少ない時

それでは、そうやって本来持っ
ている勘を取り戻せばいいのか。
磨くためにどうすればいいのだろ
うか。
それは自然に触れ、学んでいく
ことだ。桜井さんは、海が好きで

期にはクマやヤマネなどのように

眼光が鋭い人は、
それほど強くない。
強い人は
「ふんわり」している

よく潜るそうだが、そのなかで最
も好きなことはサメと一緒に泳ぐ

冬眠をしてエネルギーを使わない
ようにする動物もいる。
動物には、そういった長期にわ
たって餌にありつけない時にも生
命を保てるようなメカニズムが備

ところで強い勝負師とはどんな

わっている。人間もそうだった。

人なのだろう。離れていてもオー

天候不順や狩りの成果が出ずに、

「人間というのは大自然の中に入

ラがあり、どこか眼光鋭く、近寄

飢饉に遭ったことはつい数十年前

ると、恐怖を感じるだろう。それ

りがたい気配を放っている……そ

まで日本にもあったことだし、世

は人間の本能として当たり前のこ

んなイメージを持つが、桜井さん

界中ではいまだにその危険に晒さ

とだ。防衛本能というものかもし

に言わせると、
「本当に強い勝負

れている人たちがいる。

れない。

師というのは、もっと『ふんわり』

ことだという。

ただ、私はその恐怖を乗り越え

している」のだそう。

たいという気持ちがある。恐怖を

「眼光が鋭い人ほど、それほどた

乗り越えるためには、より恐怖を

いしたことがない場合が多かった。

感じる方向に進んだほうがいい。

逆に本当に強い人は、どちらかと

だから私は、サメを求めて素で海

言えば、ふんわりしている。

その状態は現代においては不幸
だが、生き物としてとらえた場合、
必ずしも常に食べ物がある状態が
自然とは言えない。
「断食はいま健康法として取り入
れられているかもしれないが、そ

に潜るのである」
（
『カンの正体』
）

だからと言って、ただふんわり

の本当の意味は、自分の命が危険

そんなことができるのは、生死

しているわけではない。視覚とい

であることを身体で感じるために

をかいくぐってきた桜井さんだか

うものを極力使ってないだけで、

あるのではないだろうか」

ら可能なのだろう。

ほかの五感をフルに活用している

断食をすることで、命の危険を

ただ自然のなかに身を置くとい

のだ。自分の手牌、相手の捨牌を

感じ、その危機感が野生の本能を

うことは、失っていた五感機能を

目で視るのではなく、その場の流

呼び覚ますと、桜井さんは捉えて

取り戻すきっかけになることは確

れや空気を読んでいるのだ」

いるようだ。
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大人と付き合わず、
子どもと真剣に遊ぶ

てるからである。本能のまま遊ん

ことの意味とそれができる強さが

でいると、自分の本能が磨かれて

分かるのかもしれない。

いることを実感できるのである」
もう１つ、勘を磨く上で重要な
ことが、子どもの感覚に戻ること。
かと言っていきなり子ども時代の

下に仕事の手柄を譲る。あるいは

勘が鋭い人は、
「譲る力」が強い

感覚に戻ることはなかなかできな
い。そこで桜井さんが勧めている
のが、子ども遊ぶこと。
子どもと遊ぶときは一生懸命遊
ぶ。子ども相手とはいえ、本当に
向き合って遊ぶときは、疲れるも

これは日常でいえば、上司が部
電車で席を譲るといったことにな
ると桜井さんはいう。日常生活の
なかで譲る力をつけることができ

このほか桜井さんは、カンの鋭

るのだ。

い人に共通していることがあると

「得る力より、譲る力のほうが大き

いう。それは「譲る力が強い」と

い。譲る力のほうが強い。つまり

いうこと。

自分が強くなければ、譲ることが

麻雀は４人でするゲームなので、

できないということだ。生きるこ

の。なぜ疲れるかといえば、子ど

弱い人も活かしていかないと試合

とで精いっぱいだったら、誰も譲

もは大人の価値観で生きていない

にならない。そのため桜井さんは

れないだろう」

からだ。

場を良くするために、運を譲るこ

「子どもと遊ぶには、常識や知識

とをする時もある。

そしてこうもいう。
「本当に強いやつは自分の運を減

といった荷物を捨てないといけな

麻雀は毎回「親」というツモる

い。お金の価値観といった大人の

先手の人がいて、そこから東西南

「だから会社でも上の人になればな

常識を振りかざして子どもと遊ん

北に回って、牌をツモって、不要

るほど、
譲らなければならない。
『勝

でいてはダメだ」
。

と思う牌を捨てていく。川の流れ

ち組』と呼ばれているほど、もっ

と同じで、上手から下手へ流れて

と譲らなければいけないのである」

桜井さんはこう断言する。
「はっ
きり言ってしまうと、大人と付き

いく。

らすところから始める」と。

なぜそうするべきなのだろうか。

合う必要がない。大人の付き合い

上手の人はいわばゲームメーク

それは人類が生き物として生ま

なんて、ほんとうにいい加減なも

の役割を担う。一般に自分が勝つ

れてきてから、営々と続けてきた

のだ。みんな真剣に付き合ってい

ためには下手の人が欲しいような

営みの源泉がそこにあるからだ。

ない」と。

牌を捨てずに、止めようとするが、

「あなたは突然生まれたのではな

「何が良くて悪いというのは、す

桜井さんは下手の人が動きやすい

い。人類が生まれた何十年も前か

べて大人が勝手につくったもので

ように、欲しい牌を出すこともす

ら延々とつながってきた命である。

ある。大人は常識や知性を追い求

るという（欲しい牌が上手の人か

あなたはその命の永続性のなかで

める。
『学校に行ったら知識を学べ

ら出た場合、
『なき』と言って、そ

生きている。続いている命の１つ

る』
『成功者の話を聞けば何かを学

の牌をもらうことができる）
。

でしかないのだ。だから、私たち

「だって、川上は川の流れのなか

は命を後世に残していかなければ

でも１番きれいなはずじゃないで

いけない。この世に生まれた責任

しかし、子どもから学ぶ。子ど

すか。川は下にいくほど汚いでしょ

は、授かった命を絶やさないこと

もたちは、本能というものを持っ

う。だから上の流れをよくしてあ

である」
（
『カンの正体』
）

べる』と思い込んでいる。
私は絶対学びになんか行かない。

げないと、下が打ちに

人類はいわば命の譲り合いで続

くい。下が楽になるよ

いてきた。それは生き物の自然の

うに、楽になるように

営みだ。だからこそ自然のカンを

打つ。それが回り回っ

取り戻そうとすれば、譲るという

て自分に返ってくるん

ことが大事になってくるのだ。

です」
（
『運を超えた本
当の強さ』
）
こうした流れを知っ
ているからこそ、譲る
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「命の連続性の大切さを肝に命じて
おけば、いろいろな判断で間違う
ことがない。まっとうな生き方か
らはずれることもないだろう」
。

閃いた時には、
その閃きをそのまま受け取る。
閃いたことを実行する

く。自動修正されて勘が当たるよ

り、なぜ変わったのかを推察する

うになっていくのです」

だ。

二代目経営者を対象にしたコン

と思い、考えてしまうが、二条さ

サルティングを行なっている経営

んによれば、そう思っても「その

「なぜ売れているのだろう」
「話題

コンサルタントの二条彪さんも、

答えは絶対と言っていいほど出て

になってるのだろう」と考えるこ

経営者の判断は最終的に勘で決ま

こない。だから
『しくじりボックス』

と。でも、考え過ぎてはダメだ。

るという。

に入れる」のだと。

人は勘を働かせてうまく行かな
いと、すぐに「どうしてだろう」

二条さんはほかに、
「テレビの情
報番組も気付きが多くて勘が磨か
れる」
という。そこで重要なことは、

分からない時は、心のなかの「な

二条さんによれば、勘で大事と

その一方、
「なぜだろう？」と疑

んでだろうボックス」に入れてお

なるのは、自分が閃いているかど

問符をつけることも大事だと話す。

く。するとどこかのタイミングで

うかをちゃんと自覚すること。
桜井さんと同様に、二条さんも
勘は誰もが持ってるという。
問題は「多くの人は閃いている
んだけども、自分が閃いているこ
とを自覚できてない」
（
『経営の秘
鑰』
〈以下同書〉
）ということ。
勘を磨くためにはどうすればい
いのだろうか。

ポイントはその“塩梅”
。

いろんなことがつながっていくの

疑問を残さないと、自動修正が

だそう。

かからないし、
「なぜだろう」と考

故だろう」と仮説を立てる。でも

しまう。

その「なんでだろう」にこだわり

そうやって「悩むと、悩むのが
得意になっちゃうんです」
。

すぎない。ほどよい“塩梅”が勘
を鍛えていくのだ。

その塩梅を見つけていくのは、
普段の気付きが役に立つ。

「閃いた時に、その閃きをそのまま

二条さんは、勘を鍛えていくた

受け取る、素直に受け取ることが

めには、
「日常の小さな変化を見

大事」で、
「閃いて自覚することを

逃さないようにすることが大事だ」

繰り返していくこと。そして閃い

と述べる。

たことを実行すること」だと。

小さな変化に気付き、そこに「何

えすぎると答えが出なくて悩んで

勘を活かすには、
自分のタイプを知る
一方、心理ジャーナリストの佐々
木正悟さんによれば、勘（直感力）

「今日の天気は昨日と比べてど

「行動した結果、それがうまくい

うだ」とかに始まり、路端の草木、

かなければ、
『今回はうまくいかな

雑草の変化など、ちょっとした変

かった』と学習していく。そして

化に目を向けていくのだ。

は「創造力と記憶力の掛け算」だ
そう。
何か微妙な変化を感じ取った時
に、その変化をどう予兆として精

重要なことは「その時。
『今度はこ

気づきの鍛錬場として、二条さ

密に膨らましていけるかという想

うしよう』
『ああしよう』と欲をか

んがとくに勧めるのが、コンビニ。

像力と、さまざまなパターンとし

かないことなんです」

コンビニは、季節や時代の要請、

て記憶された経験知を合わせた時

では欲をかかないためにどうす

地域のイベントやニーズに応じて

に、高度な直感力が働き、行動と

るかというと、失敗を「しくじり

商品を入れ替えていて、日によっ

なって表れるという。

ボックス」に入れるのだそう。そ

て も 売 り 場 の 様 子 が ガ ラっと 変

想像を精緻に膨らますことがで

れではその閃きが錆びついてしま

わったりしている。その変化を知

きるかは、ある事象に対してどれ

うのではないかと思ってしまうが、
人間はよくできたもので、そうは
ならないという。
「しくじりボックスに入れておく
と、次に閃いた時に、自動修正が
かかっていく」のだ。
「そういうことが繰り返されて、閃
いた勘で行動すると、だんだんい
い結果をもたらすようになってい
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だけ詳しく知っているかという理

像すること。最近

ている。リスク感度を高

論理屈も必要だ。また同じような

の本はタイトルで

めておけば、大きな間違

ことを体験した時の結果の経験知

注目を引こうとす

い や 失 敗 を 起 こ し た り、

を貯めておく記憶力も必要になる。

る傾向が強く、手

巻き込まれる可能性は低

佐々木さんによれば、勘の鋭い

にして中身を開く

くなる。

人にはこの想像力を活かす「想像

までなかなか内容

佐々木さんが勘を鍛え

力タイプ」と、
「記憶力（経験知）
」

が想像できないも

るために勧めるのが、
「人

を活かすタイプがあるという。

のがある。とくに

間観察」だ。

想像力タイプの代表者がアップ

ビジネス書は、忙

たとえばいつも 2 人一

ル社の創業者である故スチーブ・

しいビジネスパー

緒にやってくる担当者が 1

ジョブスさん。ジョブスさんは、

ソンを相手にしているので、一瞬

人だけで来たり、服装や顔色が違っ

iPod や iPhone を 開 発 し た 時 も、

で目を引くようなタイトルが付け

ていたりなど、よく見ておくと気

誰もが想像しなかったようなもの

られていることが多く、勘に訴え

づくべき変化は結構あるものだ。

を直感的に形にして世に送り出し

るタイトルになっている。

とくに企業であれば、取引先の

た。彼のようなタイプに共通して

そこでタイトルから書かれてい

変化は、倒産や合併など自社の事

いるのは、
「これだ」というターニ

る内容を想像して、想像通りか否

業の存亡に関わってくることもあ

ングポイントを直感的に見つける

かをチェックしてみるのだ。

る。勘を働かせて先手を打ったお

と、非常に強引に推し進め、妥協
しないということだ。

佐々木さんがもう１つ勧めてい
るのが、ミニ株の取引だ。

かげで、大事に至らずに済んだ、
大事故に繋がらずに済んだという

これに対して驚異的な記憶力を

株式は価格が上下するリスクが

武器に、直感力を働かせて成功す

あるが、ミニ株ならそれほどの痛

る人たちもいる。その代表例が、

手を受けずに、自分の勘を鍛える

情報やデータが飛躍的に増える

プロの棋士。これは将棋という世

ことができる。株式の正確な価格

なか、どのデータや情報を的確に

話は枚挙に暇がない。

界がある程度想像性を制限されて

を当てることは難しいが、PER（株

選択し、経営や事業に活かすべき

しまっているため（ジョブスさん

価収益率）や PBR（株価純資産倍

か。日々、瞬時瞬時に問われる時

のように自由にものをつくる必要

率）などのデータや知識を活用し

代となってきた。新型コロナの世

がない）
、当然と言えば当然だ。

ながら、株価を読んでいくことは、

界中での蔓延が示すように、デー

勘を鍛えることに役立つ。

タ扱いに優れた先進国でも対処の

ポイントは自分が、想像力を膨ら
ますタイプなのか、記憶力を活用す

株価を五感だけで当てることは、

勘所を間違うと悲劇的な事態を引

多分桜井さんでも難しいだろう。

き起こす。ビッグデータ時代だか

でも知識やデータを使えば、大き

らこそ、データや数字に振り回さ

あれば、想像力を伸ばして勘を鍛

くはずれるリスクも減ってくる。

れないよう、日頃から「勘」を鍛

えるほうがヒット商品を生む可能

知識やデータは勘を使う際の補助

えておく必要がある。

るタイプなのかを見定めること。
たとえばものづくり系の会社で

性が高くなるし、取引先の選定や、

線のようなもので、あるとないと

企業合併などについては、記憶力

では、勘の働き方が違ってくる。

をベースにした勘を鍛えておいた

データを見聞することから閃いた

ほうがいい。

ことを実行し、経験知を積み上げ
ていくことで、勘が磨かれ、予想

ビジネス書のタイトルから
内容を想像する

のブレが小さくなっていくはずだ。
勘について、佐々木さんも桜井
さんや二条さんと同様に語ってい

佐々木さんによれば、前者の想

るのが、
「小さな変化に気付く」と

像力タイプにお勧めなのが、書店

いうこと。とくに人間の脳は本来

などで本のタイトルから内容を想

リスクに対しては高い感度を持っ
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まずは自然体を知り、日頃の小さ
な変化に意識を向けることだ。

【参考】
●『カンの正体』桜井章一［イースト・プレス］
●『運を超えた本当の強さ』桜井章一
［日本実業出版社］
●『できる人の直感力』佐々木正悟［ビジネス社］
●『勝負勘』岡部幸雄［角川ワンテーマ２１］
●『経営の秘鑰其の一』二条彪
［国際後継者フォーラム］
●『ダイヤモンド・オンライン公式サイト』

POINT

■ 名経営者は、独特の「勘」をもっている
■ 名経営者は勘を大切にする
■ 名ジョッキーの勝負勘を鍛える条件
１ 毎日のトレーニングを欠かさない
２ 情報を分析する
３ 馬の状態を知る
■ 20 年間無敗の代打ち雀士が説く、勘を磨くための４つのポイント
１ 常識や知識を捨てる
２ 自然から学ぶ
３ 弱い者（とくに子ども）から学ぶ
４「譲る力」を知る
■「勝ち組・負け組」の価値観を捨てる
■ 強い雀士は自分の運を削って他人に回せる
■ 得ることより、失うことに関心を持つ
■ 譲れる力を持てるとだいたいの判断で迷わない
■ 本当に鋭い人の眼光は鋭くない。
「ふんわり」している
■ 身の回りの小さい変化に目を向ける
■ 時々断食をする
■ 閃いたことを自覚しない人が多い
■ 勘がうまく働かない時は「なぜだろう」と深追いせず「しくじりボックス」に入れる
■ 勘は「想像力 × 経験知」
■ 想像力派と経験派。自分の勘のタイプを知る
■ ミニ株で勘を鍛える
■ ビジネス本のタイトルから内容を想像する
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人間が勝手に格付けされる時代に？！

増える AI 信用スコアビジネス

ジーマ（芝麻）信用のトップ
画面。600 スコア以上だと
さまざまな場所で優遇される
と明記されている。
［芝麻信
用公式サイトより］

社会規範の向上のために
AI信用スコアを使う中国

AIの信用スコアがアナタの社会活動や
生活を決める時代に？
出張で急ぐアナタ。駅の改札でICカードをタッチ。す

14億の人口を抱える中国では、「国民の社会規範」の

ると警告音とともに、「あなたのスコアは891です。こ

向上を目的として国抱えで2015年から進められている

の列車に乗るためにはあと44スコア足りません」との

仕組みで、代表的なAI信用スコアを提供する会社にはア

アナウンスが……。

リババグループの「ジーマ信用（芝麻信用）」がある。

「しまった」と改札口で頭を抱えるアナタ。

ジーマ信用はアリババグループでのサービス利用歴な

もしかしたらそんな光景がそこかしこで見られるよう

どから信用度を分析してスコア化、最低350点から最高

になるかもしれない。

950点で表現している。スコアは350 〜 550が信用較

希望する電車に乗れなかったのは「信用スコア」が足

差、551 〜 600が信用中等、601 〜 650が信用良好、

りなかったから。信用スコアとは、
過去のクレジットカー

651 〜 700が信用優秀、701 〜 950が信用極好の5段

ドの支払い歴や銀行ローンの有無と残額、家族構成や収

階に分けられる。高スコアとなるとさまざま優遇が受け

入、ショッピング歴や学歴、趣味やボランティア活動な

られる。ホテル、シェアリングサイクル利用時、図書館

どさまざまな個人データなどから「アナタはこのぐらい

の貸し出し、電気自動車レンタル時の保証金免除、雨傘

信用できる人です」という数字を導きスコア化したもの

の無料レンタル、観光旅行のビザ申請の簡素化などの特

だ。

典がある。

個人の信用情報自体は、銀行やカード会社がその融資

算出されるスコアは「身分特質」
「履約能力」
「信用歴

やカード発行などの際に使われているもので、珍しいも

史」
「行為偏向」
「人脈関係」の５つの軸から分析される。

のではない。それがここに来て話題となっているのは、

「身分特質」は学歴や職歴、免許証や資格、
「履約能力」

その信用をAIが判断するようになったことだ。それだ

は過去のローンや負債の支払い能力を示し、住宅購入積

けでなく、上述のように日常生活の行動にも応用可能に

立金、不動産やクルマなどの資産も分析、
「信用歴史」

なったことだ（あくまで可能性）
。

はクレジットカードなどの利用歴、
「行為偏向」は消費

アメリカや中国ではIT企業や金融機関がAIを用いて個

趣向でネットショップやリアルショップでの購入歴など

人の信用度を判断するシステムを構築、サービスとして

から分析され、「人脈関係」はSNSなどのアカウントか

企業や行政などに利用されるようになっている。

らの交友関係を分析している。
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るということだ。

単純に過去の金銭の貸し借りや返済能力だけをみるの

日本でもベンチャー企業やIT企業がAI信用スコアを

ではなく、社会的な行動性向までをもみているのがこの

利用したサービスを展開している。

AI信用スコアの特徴と言える。
また、中国ではこうしたAI信用スコアサービスを事業

日本で最初にAIを使った信用スコアサービスを手掛け

として始めるためには、中国中央銀行である中国人民銀

たのが、ソフトバンクとみずほ銀行が共同で創業した

行の認可を得なければならない。AI信用スコア事業はほ

「J.score」。

かにもテンセントなどもテンセント信用などを展開して

ビジネスローンなどの信用評価に利用しているよう

おり、いわば公的な格付けにも似たシステムとなってい

で、従来の融資に比べて金利が低い、必要とする書類

ることもあり、利用者は拡大している。

が不要などのほか、人の将来の可能性を反映したスコ
アリングで社会経験年数の少ない若い人などには融資

TOEICのスコアのように努力次第で
信用スコアは上げることができる

利用がしやすくなるなどのメリットがある。
同様にLINEやYahoo ！、NTTドコモ、クラウドワー
クス、セカンドサイト（新生銀行系）
、メルペイ、エル

中国政府の狙い通り、AI信用スコアが広まることで、

テスなどIT、情報系、金融系企業が続々と参入、ある

人々の行動に変化をもたらしていることは確かなようだ。

いは参入を予定している。

たとえば、
「芝麻信用」をレンタカーサービスに導入

それぞれ、ベースとなるビッグデータや分析算出法

した事例では、保証金を徴収する方法よりも、利用費用

などは異なるが、ローンや融資などの枠や金利などの

の踏み倒しが52%減少、交通罰金の踏み倒しが27%減

審査に利用するほか、メルペイなどは出品者と購入者

少、車の紛失が46%減少するという効果が出ていると

との信用不安を解消するために利用する模様だ。ただ

いう。

メルペイは信用スコアを公表しない。導入するのは後

中国では、図書館やホテルなど公共サービス、あるい

払いを可能にするためだ。

は公共性の高いサービスを利用する際はデポジットを要

シェアリングエコノミーを支える
AI信用スコア！？

求されるシステムとなっているところが多く、デポジッ
トが免除されるだけでも取引がスムースとなり、社会の
活動が潤滑化する。また初対面の人通しがスコアを見せ
合うことで信用度がわかるのでビジネスの展開が早まっ

インターネット技術が進展し、メルカリなどいわゆ

てくるほか、あからさまな待遇差となることは、とくに

るPtoPといわれる個人の直接売買が誰でも気軽にでき

メンツを重んじる中国では有効のようだ。
中国でこうしたAI信用スコアサービス
が受ける理由としては、信用スコアが固
定されるのではなく、日々更新が可能だ
ということ。つまり借りたものをきちん
と返すことを続けてたり、ボランティア
活動や寄付行為、新しい免許の取得など、
個人が自律的に「良いこと」
「成長してい
る」ことの証明ができれば、スコアが上
がっていくところにある。いわば英検や
TOEICなどの点数を上げるように、自助

J スコアトップ画面［J スコア公式サイトより］

努力によってスコアを上げることができ
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ただもちろん、手放しで喜んでもいられない。
AI信用スコアはともすると格差や差別を助長するこ
とになりかねないからだ。AI信用スコアが進んでいる
アメリカでは、結婚相手の親が本人のAI信用スコアが
低すぎるとして、婚約を解消させたケースがあったり、
企業が人材採用に高い優れた新卒者を採用しようと導
入したものの、男女差別を助長する結果となったなど
の例が出ている。
こうした問題は、AIのアルゴリズムやデータの精度

さまざまな項目の質問が用意されている。
［J スコア公式サイトより］

などさまざまな要因から起こっている。とくにAIに読
み込ませるデータに偏りがあるといかに最適なアルゴ
リズムで分析したとしても、公平さに欠ける結果を出
してしまう。後者の例では、その企業で採用してきた
もともとの母数が男性が多かったために、AIが「男性
が望ましい」と導いていたのだ。
また、用いられるビッグデータは、ショッピングサ
イトなどの個人の購買歴などから引き出されることも
多く、サイト運営者がサイトユーザに知らせることな
く、情報を利用して問題となった例もある。
精度の高いAI運用には個人情報が必要であり、当
然しっかりとした管理が求められるのは言うまでもな
い。
一方で中国のような審査にはなかった、ボランティ
ア活動や寄付など、いわば個人の徳の見える化で社会

資産だけでなく、お金の考え方や趣味嗜好なども聞かれる
［J スコア公式サイトより］

全体をよりよい方向に向ける機会となるのであれば、
積極的に導入すべきだとも考える。ただスコアの横行
が冒頭のような個人の私生活を制限することにならな

るようになってくると、より気軽にモノやサービスの

いよう運用は慎重にしてもらいたいものだ。

売買がしやすくなる。一方で売り手も買い手も有象無
象、玉石混交状態になるため、相手を信用していいの
か不安はつきまとう。そういった不安の解消にこの信
用スコアは使われる模様だ。
個人の所有物を融通しあったり、シェアしたりして、
生活やビジネスを展開する考え方は「シェアリングエ
コノミー」と言われ、
21世紀に入って急拡大している。
その代表的ビジネスである「エアエーアンドビー」も
このAI信用スコアを活用している。
今後AI信用スコアは、シェアリングエコノミーの拡

LINE スコアの利用画面［同社公式サイトより］

大とともに広がっていくだろう。
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