
寄 稿

Contribute
長崎こそ『文化の時代』の象徴都市に

1ながさき経済  2019.4

寄  稿 長崎こそ『文化の時代』の象徴都市に
～『文化の時代』と『経済の時代』～

1959年、長崎市生まれ。長崎造船大学（現：長崎総合科学大学）管理工学科卒業後、
ネバダ州立大学へ留学。帰国後、コンピュータシステム販売会社に就職し、バイ
ク用品のブティック経営や飲食店を経て1987年九州教具入社。顧客データベー
スの構築や社内グループウェアの導入を行い、それまでの御用聞き営業スタイル
を、ソリューション（問題解決）提案型に変革。2000年からは経営品質向上プ
ログラムをもとに、徹底的な「社員満足の追求」が顧客満足を導くという一貫し
た姿勢で企業経営にあたっている。
座右の銘：道徳的現象なるものは存在しない。あるのはただ、現象の道徳的解釈

である。（ニーチェ「権力への意志」より）
趣味：バイク、読書
心に残る本：『ファウスト』ゲーテ（高橋義孝訳・編）
尊敬する人：本田宗一郎

九州教具株式会社

代表取締役　　船　橋　修　一

　長崎はかつて極東のコンスタンティノープ

ル（現イスタンブール）でした。西欧と東洋

の出逢うところという意味でです。コンスタ

ンティノープルの陥落からそう時を経ずして

ポルトガル人がやってきて、わが国で初のキ

リシタン大名大村純忠［1533-87］との交易が

始まり豊臣、徳川政権での長期にわたる天領

となって莫大な富を生み日本の『経済の時代』

の窓口となったのです。その後日本初の公式

遣欧使節となった「天正遣欧少年使節」の四

少年の派遣で『文化の時代』の交流の窓口と

もなりました。

　ポルトガル人のイエズス会神父ドゥアル

テ・デ・サンデ［1531-1600］著『天正遣欧使

節記』には「ローマ教皇グレゴリウス13世

［1502-85］が多量に流された涙は、そこに居

合わせた全ての人々がいかに悦びと慈愛の念

を持って新しくイエスの子息となった者たち

を抱擁したかを証明するものでした」と少年

たちとのローマ教皇の謁見の様子を書きとめ

ています。

　「歴史」をロマンや史実だけで語る人は多

いですが、人間の営みが歴史であれば、そこ

には「経済」と「文化」が密接に絡んでくるこ

とは現代も中世も同じです。歴史はロマンで

語られがちですが、「経済」はカネの流れと

合理主義で語られることが多いのです。

　「経済」も人間の営みであれば、そこには

歴史や文化が密接に絡んでくることは疑う余

地がありません。「経済」を歴史や文化抜き

に語り、経営判断することは、たいへん危険

でものの見方を近視眼的にしてしまいます。
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『経済の時代』の常識というトラウマ

　日本は戦後、長く成長が続き世界でまれに

みる経済的成功を謳歌した時代がありました。

第二次世界大戦で200万人強という旧ソ連、

ドイツに次ぐ戦死者をだした国ですから、戦

後の大いなる復興期の『経済の時代』は爆発

的な人口増加と比例します。この『経済の時

代』は当然ながら国内外で需要に供給が追い

つかず、「よいものを、より安く、大量に」作っ

て成功できました。カネの価値がすべて、も

のの良し悪しはカネの価値に変えて評価する。

すべてを形式知で判断した時代です。そこで

は歴史や文化などの暗黙知は「カネにならな

い」と評価されず、学歴偏重、初任給の高さ、

マークシートのテストなどあらゆるものを見

える化し、形式知におきかえました。経済は

永遠に拡大し、土地も株も上がり、終身雇用

制で身分も安心、日本人と日本経済は特別な

のだとまるで戦前の「神国日本」といわんば

かりの勢いでした。この『経済の時代』の常

識に我々日本人は疑うことを知らずにまい進

してきたのですが･･･もちろん日本人と日本

経済だけが世界に比べて特別な能力をもって

いるはずもなく、1990年初頭のバブル崩壊を

迎えてすべての価値観が崩壊、逆転してしま

います。

『経済の時代』から『文化の時代』
へのパラダイムシフト

　すでに人口減少期に入っていたこともあり、

経済は失われた20年に突入しカネの価値でい

えば縮小縮小の連続です。やることなすこと

がうまくいきません。それはそうでしょう。

人口減少は経済の縮小に直結します。『経済

の時代』の常識はまったく通用しない。それ

は新興国が行うものだからです。先進国は日

本よりもはやく『文化の時代』の段階に入っ

ていますので、「見えない付加価値」＝「暗

黙知」を重視する時代になっていたのです。

　これは『経済の時代』の価値観と逆転しま

す。価格の高い安いはすぐわかりますが、付

加価値の高い低いは暗黙知です。目に見える

ものの価値しか評価してこなかった日本人の

常識は世界の非常識となってしまうぐらいの

パラダイムシフトです。

　例をあげましょう。日本は世界に冠たる

モーターサイクル大国です。ホンダは世界一

のバイクメーカーです。200馬力もあって

300kmもスピードがでる超高性能バイクを

150万円で販売ができます。まさに数値的な

「形式知」のカタマリ、世界最高性能です。

しかしながら、馬力も公表しない（明らかに

低いです）、スピードも出ない200万円以上す

るハーレーダビッドソン（以下ハーレー）の

ほうが売れています。「音がいい」「人生を豊

かにする」「気持ちいい」、これすべて数値化

できない「暗黙知」です。日本の高速道路の

『経済の時代』から『文化の時代』
へのパラダイムシフト

『経済の時代』の常識というトラウマ
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最高速度＋αくらいで巡航することはハー

レーでも難なくできますし、ものすごく快適

です。私もバイクが大好きでハーレーも持っ

ていますが、これは日本では作れないバイク

だと感じます。300kmも出るバイクでたった

100kmそこそこで巡航することは苦行に近い

ものがあります。まさにハーレーは『文化の

時代』のバイクなのです。また、日本は自動

車大国です。しかし「高級車」というカテゴ

リーでは、国内ですらドイツ車にはなかなか

苦戦しています。品質が良くて安いのになぜ

売れないの？という悲鳴が聞こえそうです。
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頭の中身が『経済の時代』のまんまの日本人

には「高級」という暗黙知的概念がなかなか

理解できないようです。日本人には、「デザ

インとは歴史と文化が織りなす有形無形の造

形の芸術である」という文化的概念が希薄で、

「デザインとはかっこよくして目立たせて売

り上げをあげるための手段」という『経済の

時代』のまんまの浅薄な考えしかないような

商品・サービスが目立つような気がしてなり

ません。

『文化の時代』の概念を
　　　どう地域経済に生かすか

　九州教具は今年設立70周年を迎える会社で

す。昭和21年（1946年）に教育者であった本

田嘉末が創業した「本田文具店」がその始ま

りです。文具・学校教材から事務用品・家具、

事務機・OA機器から現在のICT・IoT・AI

に至るネットワーク社会に対応してきました。

そして本業のソリューションビジネスにとど

まらず、1996年には長崎市江戸町に「ホテル

ベルビュー長崎出島」をオープン。現在、「ホ

テルウイングポート長崎」、「ホテルクオーレ

長崎駅前」、そして波佐見町の誘致を受けオー

プンした「ホテルブリスヴィラ波佐見」の計

４軒を経営するホテルビジネスに成長。また

ビル管理や営繕・教育・セキュリティを担う

キュービック・ファシリティ・マネジメント

㈱、建設ソリューションを行う九州精密㈱、

ミネラルウォーターを製造販売するウォー

ターネット事業部と広がり、拠点も県内にと

どまらず福岡県北九州市に支店・博多駅近隣

に福岡営業所設置、活動範囲も九州を網羅す

るようになりました。わが社が多角化したの

は『経済の時代』の事業拡大とは意味合いが

違います。それは『文化の時代』型に事業全

般を変革するために多角化したのです。

既存事業の成功体験を「否定」する

　ソリューションビジネス、わかりやすくい

えば事務機販売業も他の業種同様、『経済の

時代』の背景である人口増加に伴って拡大し

『文化の時代』の概念を
　　どう地域経済に生かすか

既存事業の成功体験を「否定」する
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ました。子どもの増加とともに学校・教育関

連は拡大し、経済の拡大に乗って文具消耗品

も事務機もコンピュータもオフィス家具も売

れました。

　しかしそれもバブル崩壊まででした。それ

以降中小企業の数は減り続けます。ちなみに

中小企業白書によると、日本の企業は1999年

には484万社ありましたが、2014年には382万

社になっているのです。15年間で100万社、

実に20％以上の激減です。自治体も平成の大

合併で減り、少子化は加速して学校の廃校は

いたるところでおきています。このように実

質経済の縮小は人口減少とともに確実に進行

し、今後の日本で業績を上げていくには「付

加価値の増大」＝利益率の向上しかありえま

せん。

　かつての事務機業界はデフレーション経営

の最たるものでした。半値近くで複写機を販

売する。入札でたたかれる。「安売り」する

ことがDNAになっています。たしかに「安

く」すれば「大量に」売れた時代が『経済の

時代』だったので、それはそれで時勢に乗っ

た販売方法であったとは思います。商品もま

たモノでした。複写機もコンピュータも机も

イスもロッカーもすべてモノでした。ところ

が、我々事務機業界はどの業界よりもダウン

サイジングと高性能化が進み、パソコンの性

能は20年前に比べて劇的に良くなりました。

　今のスマホ（スマートフォン）は、当時10

億円した最高のコンピュータより処理速度が

速いのです。末端のコンピュータの性能が

1000倍になったら、インターネットの性能も

1000倍になります。そしてモノ（ハードウェ

ア）価格は反比例にて限りなくタダに近くな

りました。そのように発展してきたのです。

おまけに文具や消耗品はインターネット通販

がすでにあたりまえです。もう「５年たった

からコピー機替えてください」は通用しない

のです。しかしながら、いまだにほとんどの

事務機販売業はこれをやっています。いくら

「安く」してもこれからは「大量」には売れ

ません。これでは『文化の時代』に生き残れ

るはずがありません。

　これまでの成功体験を自ら否定して、まっ
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たく新しいビジネスモデルに変化しなければ

ならないのです。世界で最も古い文化をもつ

日本に『文化の時代』に対応できないはずが

ありません。文化は古いものの復古だけでは

なく、新たなる価値を生み出すことです。世

阿弥、利休、琳派、浮世絵、歌舞伎、マンガ、

アニメ･･･どれもすべてその時代はパンクで

斬新な創作でした。これらを生んだ日本文化

にとって『文化の時代』こそ最適な時代なの

です。

モノ売りからコト売りへ
『経済の時代』から『文化の時代』へ
シフトする

　我々はモノ（ハード）を売ればお客様の問

題は解決できると思っていました。しかし

『文化の時代』はコト（ソフトウェア・ノウ

ハウ）の時代。我々自らが、お客様と同じ立

場に立ってあらゆる問題にチャレンジし解決

していくことでそのノウハウを身につけ、お

客様の問題を解決していかなければならない

と考えました。そこで、自らサービス業に身

を投じる決意をし、試行錯誤して、24時間年

中無休のもっともハードなサービス業でもあ

るビジネスホテル業を行うこととしたのです。

事務機の社員で始めた一号店「ホテルベル

ビュー長崎出島」は軌道にのるまで本当に苦

労しました。

　しかしそこから得られたノウハウは想像以

上でした。事務機販売業の常識をお客様目線

で見たら、いかに非常識であったか思い知ら

モノ売りからコト売りへ
『経済の時代』から『文化の時代』へ
シフトする
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されました。

　ホテルからでてくるニーズは、安いコピー

機を持ってくることではなくて、マーケティ

ングのノウハウ、データとお客様のセキュリ

ティの確保、インターネットの高度な活用、

顧客満足の絶え間ない向上･･･、まさに『文

化の時代』の要求であり、それも形のない暗

黙知の要求だったのです。このホテルのニー

ズに応えていくことで事務機、いわゆる九州

教具ソリューション事業部は大きく変化する

ことができました。いま始まったばかりのイ

ンダストリー4.0『第４次産業革命』に日本

は大きく出遅れていますが、人口減少と少子

化という危機をばねにこれから本格的に花開

く情報革命に、若き次世代日本人が再び世界

をリードしていくものと信じています。

　出遅れけっこう。『経済の時代』のときも

敗戦国日本は最後尾の出遅れスタートでした。

　アメリカ文化の自由と開放感、先進性に衝

撃を受けてパラダイムシフトしました。落ち

込むことはありません。日本人は逆境に強く

切り替えもはやいのです。

　すでに日本人は自分たちが現代の時代にず

れていることを自覚しています。スペインの

哲学者ホセ・オルテガ・イ・ガセットの言葉

を借りれば「文化衝撃こそが歴史的な感覚を

生む」のです。私はこれからの九州教具の未

来と長崎および日本の未来を楽観しています。

コンスタンティノープルは滅びたけれど長崎、

そして日本は滅びないだろうと思っています。


