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衛星サービスの現状とロケットベンチャーへの期待

ジャーナリスト

宇宙ビジネス の可能性

ＩＳＤ個性心理学協会会長

動物キャラで運気を知りコミュ力向上を図る法

雀 鬼会会長

人間が本来持っていた感覚を呼び覚ます自然に学ぶ運のつかみ方
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ペシャルインタビュー「やるべきことは２つ。方向性を指し示し、
トップ同士の関係を構築する」

運 の科学
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  功に必要なのは運？
運を味方に付ける生き方とは──

自分の運気を知るためにやる毎朝３回の「ソリティア」
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〝運の強さは大肯定と大努力から〟松下幸之助に教えられた生き方
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会長［当時］
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日本に新しい洗車文化構築へ
ュリティ対策の一括サポートで、
バリオセキュア 〝セ安キ全
なインターネット〟を実現

著者が語るほんのヒトトキ
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一昨年、上場以来初の赤字決算に陥った三井物産。昨年度は３０６１億円の最終利益を出し、今年度の第
くのか、安永竜夫社長に話を聞いた。

安永竜夫

四半期も好調なスタートを切った。

やすなが・たつお 1960年愛媛県まれ。東京大学工学部卒業後、三井物産に入社。入社後は、主
にプラント部門を歩み、2010年、経営企画部長、13年執行役員機械・輸送システム本部長を経て、15
年より現職。

としては史上最高益を達成できまし

必要ですが、三井物産の非資源分野

利益を上げており、さらなる伸長は

課題の非資源分野で１４６６億円の

上にて、満足はしていません。ただ、

ました。とはいえ、まだまだ再建途

１億円の最終利益を出すことができ

ビジネスの強化を徹底し、３０６

赤字決算でしたが、昨年度は、中核

安永 一昨年は上場以来、初めての

分野はいかがでしたか。

でしたが、成長が期待される非資源

エネルギーや機械・インフラが好調

︱︱ 第１四半期決算は主力の金属

新たな芽を育てていく

強みを伸ばしながら

この５月には新たな中期経営計画も発表、２０１９年度に最終利益４４００億円を見込む。世界情勢の不確実性が増す中、どうかじ取りしてい
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三井物産社長

Photo= 佐藤元樹

聞き手 = 古賀寛明

やるべきことは２つ。方向性を指し示し、
トップ同士の関係を構築する

Special
interview

14

社長交代で経営トップに就任した
を書いた経済学者のロバート・フラ

では自らの力量があったのだと思っ

ることが多い。日本の場合、心の中

ったから、といった言葉が連ねられ

司の覚えめでたく、最後は運が良か

タイミングが良かった、あるいは上

に選ばれたと思いますか」と問うと、

するが、実はそれは間違っていると

才能があった、と個人の能力を強調

景にはこんな努力があった、こんな

するストーリーの多くは、成功の背

する人もいる。経営者や成功者に関

い人もいれば、頑張らなくても成功

世の中には、頑張っても成功しな

ンクの主張は明快だ。

てはいても、それを公言するのを憚
著者は言う。

新社長に、
「あなたはなぜ後継社長

れる風土や意識が残っているからだ

ンにいるのは、努力や才能はもちろ

しかし、
「あなたが今のポジショ

の明暗を分けているのは、ささいな

経済的に成功するのは一握りで、そ

しいが、才能があり努力をしても、

才能と努力なしに成功するのは難

んあるが、やはり運に恵まれたんで

「運」や「偶然」でしかない。

ろう。

すね」と重ねて言うと、ムッとする

本書は、経営者からアスリート、
さらには著者自身の実体験まで、さ

のも、また事実。
多くの人は、運に恵まれたいと思

まざまな事例や実験結果を引きなが
ら、就活から映画・音楽のヒットに

う一方で、運は科学的な裏付けがあ
るものではないと考え、成功は自分

至るまで、
「偶然」や「運」がいか

今特集では経営者、学者、医師、

の努力のおかげであり、失敗は不運

ここでいう「運」
、成功する人は

競馬や麻雀の勝負の世界に生きる人

に大きな役割を担っているかを考察

運を味方につけることができるのだ

などに取材し、
「運」をどう見ていて、

のせいだったと考えがちだから、致

ろうか、それなら運を引き寄せるこ

これをつかむことができるのか、と

している。

とができるのか、というのが今回の

いったことを聞いた。さて、運と科

し方ないのかも知れない。

特集を考える発端になっている。

学の関係はいかに――。

科学
の
特集
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『成功する人は偶然を味方にする』

世の中には、成功している人と、
そうでない人がいる。人は、
生まれる親も、生まれる環境も選ぶことはできないのだから、
結果は本人の頭の良さや、その後の環境、
さらに「運」に
も左右されているのではないか。では、
その「運」
と
「科学」
に関係はあるのだろうか。

成功に必要なのは運？
運を味方に付ける生き方とは――

今

語ってくれたのは次の９人

回の特集で「運」について

輝く時期もあれば、忘れてしまいた

所もある。人生にはダイヤのように

トランプゲームで自分の運気を量っ

ンに向かい、
「ソリティア」という

の運気を見る。さらに、毎朝パソコ

がある」とし、算命学や易経で自分

孝社長は、
「すべてのものには波動

ＳＢＩホールディングス・北尾吉

ナス部分も「これで良かった」と全

方なく受け入れるのではなく、マイ

と、耐え難いことなどの苦しみを仕

意味だ。ニーチェは、自分の嫌なこ

人生の輪が何度も巡ってくるという

ナスもプラスもあるが、トータルの

帰の指輪」は、自分の人生にはマイ

いほど最悪の時期もある。
「永遠回

ている。３回続けて上がった時は、

肯定せよ、と言っているのだ。

の方々。

今日は運気が強く、全然上がれなか

側近として「強運になる方法」を見

長年、商売の神様・松下幸之助氏の

江口オフィスの江口克彦社長は、

に到達する人生観。これらの考え方

関心の中心」を経て、
「永遠の肯定」

遠の否定」から、それを超越する「無

装哲学』の中で示されたもので、
「永

カーライルの「永遠の肯定」は、『衣

てきた。松下氏は、身体が弱く、学

を持つことが積極的な生き方につな

った日は運気が弱い、という。

歴もなく、親姉兄の９人を 歳まで

がり、運を開くというところは松下

とマイナスに受け止める考

に、自分は運が悪かった、

氏と相通じるものがある。

逆

ダイヤモンドが付いて輝いている箇

のだと江口氏は指摘する。指輪には

イルの「永遠の肯定」にも通じるも

チェの「永遠回帰の指輪」とカーラ

松下氏のこうした考え方は、ニー

分考えた上で、結果的に事態が好転

揮し、事前に考えられるケースを十

いうのは、自ら持てる力を最大限発

研究所代表だ。なぜならば、幸運と

敗学」の畑村洋太郎・畑村創造工学

亡〟だと手厳しい指摘をするのが「失

え方、生き方をする人は〝敵前逃

所もあれば、サビついていて汚い箇

らこそ、という。

え方と、人並外れた努力を続けたか

の運の強さは、すべてを肯定する考

一代で松下電器をつくり上げた。そ

に亡くすないない尽くしの中から、
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