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※対談は2021年3月 日に実施

株式会社 日立製作所
執行役副社長

德永俊昭
漫画家・文筆家

ヤマザキマリ
日立製作所のITを束ねる德永
俊 昭と 、
ベストセラーコミック『テル
マエ・ロマエ』の作 者でありエッセイ
などの文 筆 家 としても 知られ、世
界各国での暮らしを体験されてき
たヤマザキマリ 氏 との対 談 を ダイ
ジェスト版でお届けします。
テーマは、ポストコロナの社 会 と
ビジネス。それぞれ関わりの深かっ
た国で見えた現実や、デジタルがコ
ロナ社会において何ができるか。そ
して日本は、日立は何をすべきかを
熱く語り合いました。

ポストコロナの社会とビジネス

でもメジャーではありませんでし

1990年 は、 確 か に IT は 社 内

德永

はすごく先駆け的なものですよね。

ヤマザキ

を中心に仕事を続けてきました。

先 に 選 び、 基 本 的 に こ れ ま で IT

ので、当たり前のように日立を就職

生まれ育ち、父親が日立勤めだった

１９６７年生まれ。茨城県日立市で

さ い。 私 は ヤ マ ザ キ さ ん と 同 じ

德永 まずは自己紹介をさせてくだ

い部分というのもいろいろ出てくる

ての価値観から、AIにしなくてい

ヤマザキ 倫理的な問題や国によっ

な AI を頑張って作っています。

とが非常に重要で、日立も説明可能

過去から歴史も含め我々が学んだこ

せるかは、
とても人間臭い領域です。

ラムでしかないわけですが、何をさ

ば AIを 動 か し て い る の は プ ロ グ

德永 おっしゃる通りです。たとえ

いわけですよね。

どちらもわかる人じゃないといけな

うなギークのサポートに回るには、

たスティーブ・ヴォズアニックのよ

のです。アップルの共同設立者だっ

そして、もの凄い知への欲求。大

ました。

らと、乗り切っていることに共感し

くいかなくても命までとられないか

ていること。何とかなるわよ、うま

からすごくポジティブな影響を受け

やっている人がいるということ。親

自分が出来ていないことをこんなに

ただき、自然と涙が出てきました。

生き方』
（ 小 学 館 ）を 拝 読 さ せ て い

德永

旅行といえば、
『国境のない

きる目線を保ちたいと思っています。

で、AIのあり方も広角的に解釈で

る私にとって必要不可欠なことなの

ものの見方は、創作を生業としてい

地球全体の、人としての俯瞰的な

要ですね。

たのです。

大きなチャンスだと思うようになっ

うのが、コロナ禍で稼働させられる

ました。つまり、想像力の修練とい

ようなものが作られていくのを感じ

みたら、とても頼りがいのある軸の

だったあらゆる表現の媒体に接して

語 や 浪 曲 な ど、 今 ま で 未 知 の 世 界

いました。そこで再び映画や本、落

なってしまうという危機感を抱えて

旅もできず、このままだとうつ病に

ヤマザキ

はとても重要なことですね。

うやって孤独と向き合うかという点

かなか繋がれない状況にあって、ど

がる機会が多くなり、リアルではな

た。 私 は 理 系 出 身 で す が、IT 事

でしょうね。技術として突き詰めて

抵の人はいろいろなものを見るとそ

ヤマザキ 今、人々は本当に想像力

うな危機感を感じるのです。

業の同期100人のうち、半分以上

いく人は必要でしょうが、どこまで

れで満足するのに、他にまだあるは

を怠惰にしてしまって、自分から積

とが重要だと提唱し続けている人な

が文系出身者でした。

やるべきか、どのような効果や反応

ずという貪欲さにも脱帽です。

極的に面白いことを探そうとはせ

文理融合を考える

ヤマザキ 文系から ITって面白い。

があるかなどは、文系の想像力も合

ヤマザキ 貪欲さはおそらく孤独を

そ う で す ね。 私 が 就 職 し た

相手に伝わりにくい言葉で仕様書を

だと、勝手に自分の中で話を進め、

うえで欠かせないものでした。同じ

れど、私にとって旅行は生きていく

ヤマザキ 今はコロナ禍で難しいけ

す。映画や書物というバーチャルな

と寂しさが払拭されていくわけで

てまさにそうで、夢中で読んでいる

手段と言いますか。文学や映画なん

を自分の中で取り繕っていくための

ですね。寂しい、悲しいという思い

補うために身についてしまったもの

想像力に対しても同じことが言えま

まさに知性への怠惰の顕れであり、

や言葉みたいに発信する。それこそ

て、さぞかし自分が生み出した考え

賛同できると思ったらリツイートし

うな誰かの言葉を待っているだけ。

漠然とした気持ちを当てはめられそ

ず、SNSやテレビなどから自分の

德永 想像力というキーワードは重

私も去年の夏くらいに、

德永 文系のほうがシステムを作る

わせて考えていくわけですね。

そ の 頃 っ て、 ま だ IT

仕事には向いているように思いま

書いてしまう傾向があります。

場 所 に 長 く い る と、 そ こ で 出 来 上

世界の中で自分の想像力を駆使して

す。

す。お客さまときちんと話をして、

ヤマザキ 大変興味深いです。私は

がってしまった偏ったものの見方に

出会う人たちが楽しいのです。

德永

する能力が求められるのです。理系

孤独との向き合い方と想像力

スティーブ・ジョブズの自伝をコミ

固執してしまうようになり、ものの

德永 コロナ禍ではバーチャルで繋

システムの仕様を作りスペルアウト

カライズしましたが、あの人こそま

見方や考え方が脆弱になっていくよ

誰かが発信してくれるのを

さに、理系と文系の知を併せ持つこ
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のほうが大きそうですよね。パンデ

た副作用は身体的なものより精神面

ヤマザキ コロナによって及ぼされ

ように、本当に精神をやられます。

生活は、ヤマザキさんもおっしゃる

な反面、ずっと家の中でのおこもり

リモート。通勤がなくてとても便利

ひとり暮らしでした。仕事はすべて

德永 昨年は か月間、アメリカで

暮らしはいかがでしたか。

ヤマザキ 德永さんのコロナ禍での

も、大きな意味を持つと思います。

どういう方向へ向かうかという点で

できるかどうかは、ポストコロナが

自分で得た考えをきちんと言語化

危険です。

葉にしがみつけば楽だけど、とても

ヤマザキ 誰かが発信してくれる言

ですね。

考える機会を失っているということ

待っている状態は楽ですけれども、

繋がりがないようなことを栄養素と

ことです。芸術という経済生産性と

ていればいい生き物ではないという

生き物であって、体だけ栄養を与え

ヤマザキ 人間というのは精神性の

わけですね。

り愛着を持ったりすることができる

があったほうが実際は心地良かった

を注いでいますが、人間は若干不便

人々の課題を解決することに全精力

ジネスを標榜していて、
社会や経営、

德永 日立も今、ソリューションビ

魅力でもあります。

は追従しなかった人で、そこが彼の

ズも、便宜性というものを短絡的に

と思うのです。スティーブ・ジョブ

活性化し、精神的に健やかになれる

と思う状況においたほうが脳みそは

求めるのではなく、あえて不便だな

ヤマザキ 便宜性ばかりに解決策を

仕事ができなくなってしまいますね。

想像力がどんどん落ちて、創造的な

濃密に持たないと人間がもたない。

す。
やはりリアルな接点をどこかで、

うちに擦り減っていく感じがしま

がある。去年の今頃のトランプ元大

いう意味でもとても気をつける必要

コロナ禍で弱っている今は、そう

た。それがヒトラーという人です。

リスマを兼ね備えた一人の男が現れ

態でした。そこに、巧みな話術とカ

生きる気力も失われていたような状

よって国力自体が脆弱化し、人々は

加えて敗戦国ドイツは多額の負債に

重ねた悪運のパンデミックでした。

ヤマザキ 第一次世界大戦と時期を

どのようなものだとお考えですか。

スペイン風邪から得られた教訓は、

るはずです。たとえば１００年前の

うえで、過去の事例は大変参考にな

德永 ポストコロナの社会を考える

液を打てば治るとか。そう言われて

か、これは風邪と一緒だとか、消毒

にマスクなんかする必要がないと

德永 不安だと思いつつも、盲目的

ていました。

などを見ていて、そんなことを感じ

統領やブラジルのボルソナロ大統領

パンデミック後の社会を
良くするために

ミックは、戦争に匹敵するくらいの
して取り入れないと、ものすごくプ

コロナ禍で見えた現実

精神面へのダメージがあると思うの

だま

熱狂してしまう人も確かにいました。

く行うは難しで、本当に気力・体力

德永 相互理解というのは言うは易

でしょうか。

容な客観性と相互理解なのではない

界で生きていくのに必要なのは、寛

も価値観も統一されていないこの世

争のきっかけにすらなります。倫理

いかない、という意固地と執着は戦

しい、理解してもらわないと納得が

とですが、自分のことを理解してほ

生息していくうえでは仕方のないこ

を面白そうに伝えられるかも重要で

を担当する人たちが、どんなにそれ

ヤマザキ そうです。さらに、育成

と絶対にできない部分があります。

要ですよね。楽しいと思っていない

渇望があり、それを楽しめるかが重

しています。けれど、その人に知の

もうという、フロント人財の育成を

か、さまざまな領域の知識を貯めこ

と接して、ドメインナレッジという

を広げようと、たくさんのお客さま

德永 日立もグローバルにビジネス

リミティブな社会になってしまうの

の限界が試される。それなのに、結

す。有識者と呼ばれている専門的な

です。

でも、実際うまく運ばないと騙さ

局は分かり合えないことさえある。

人たちにしても、多くの人へ魅力的に

ではないでしょうか。

ヤマザキさんは価値観の異なるいろ

伝えようとする演出の意欲に欠けて

德永 傍から見るとうまく対応して

れたと騒ぎだす。その状態を見てい

んな国で暮らされ、人々や社会に溶

いたりする。
とても勿体ないことです。

德永 見えない後半部分を、自分の

け込んでいるように思えます。どう

德永 最終的には共感を呼ぶことが

いる感じに見えるけれど、バーチャ

ると、考える力が試されているよう

してそこまでできているのですか。

重要ですね。あえて言うなら何が一

想像力で付け足せる仕組みが重要で

ヤマザキ それはおそらく、いろん

番重要なこととお考えですか。

ルに頼っている部分が多いほど、リ

な角度から俯瞰で人間社会を観察す

ヤマザキ ユーモラス性が重要だと

に思います。

るのを面白いと感じているからで

感じています。笑いはどんな強固で

すね。

ヤマザキ どんなに心もとない時で

しょう。私は、意思の疎通がうまく

複雑な扉も開くことができる魔法の

アルでの繋がりがなくて、知らない

あっても、気持ちが弱っていても、

いかない国でたくさん暮らしてきま

鍵です。パンデミック後の社会だっ

想像力も猜疑心も必要です

まくやっていくには、おっしゃるよ

屈な感じがしますね。社会の中でう

德永 確かに今の日本は、とても窮

ない現代の日本とは別世界です。

間体に縛られて生きていかねばなら

洒落できちんと丸め込んでいる。世

憎めない。酷い目にあっても人情と

らけ。愚かでおバカなのに、どこか

し騙され、みっともなさや失敗談だ

のおおらかさには驚かされます。騙

なんか聴いてみると、かつての日本

ヤマザキ でも、日本でも古典落語

とでしょうか。

ちようもない。日本人には難しいこ

像の幅も広がらないし、猜疑心の持

ね。でもそのベースに知がないと想

德永

像力によって芽生えてくるものです。

んです。その疑念というのもまた想

や批判精神は持ち続けているべきな

権力者の言葉に対しては常に猜疑心

した。中東のエジプトやシリアでも

て、そんな気持ちがあるのとないの

うな人間力とでもいったものが重要

馴染めない価値観や倫理がある。だ
から昔からキリスト教と対立し続け

あるイスラム圏の人々や社会を敬

ていくのであれば、マジョリティで

いていたとお聞きしています。
そのきっ

期からデジタルを駆使して作品を描

德永 ヤマザキさんはかなり早い時

てきたわけです。でも、そこで生き

い、
受け入れていくことは必須です。

ITは人間の想像力を
駆使できるものが理想

暮らしましたが、イスラム圏の人た

1967年、
東京都生まれ。1984年に渡伊。国立フィ
レンツェ・アカデミア美術学院で油絵と美術史を専
攻。東京造形大学客員教授。
シリア、
ポルトガル、
米国を経て現在はイタリアと日本で暮らす。2010
年『テルマエ・ロマエ』
で第3回マンガ大賞受賞。
第14回手塚治虫文化賞短編賞。平成27年度芸
術選奨文部科学大臣賞受賞。2017年イタリア共
和国星勲章コメンダトーレ授章。
主な漫画作品に
『スティーブ・ジョブズ』、
『プリニウス』
（とり
・みきと
共作）
、
『オリンピア・キュクロス』
など。文筆作品に
『国境のない生き方』、
『 仕事にしばられない生き
方』
『
、ヴィオラ母さん』
『
、パスタぎらい』
など。

とでは全然違ってくると思いますよ。

【ヤマザキマリ Mari Yamazaki】

ちには我々日本人や欧州の人間には

になってくると思いますね。ここに
きて、分断から協調へということが
言われますが、これは恰好いい言葉
でいえば利他ですけど、相手をおも
んばかって許すということが大切な
のかもしれません。
ヤマザキ 社会というジャングルに

【德永俊昭 Toshiaki Tokunaga】

1990年、
株式会社 日立製作所入社、2021年4月
より、
日立製作所 代表執行役 執行役副社長 社
長補佐（システム＆サービス事業、
ディフェンス事
業担当）
、
システム＆サービスビジネス統括責任者
兼システム＆サービスビジネス統括本部長兼社会
イノベーション事業統括責任者／日立グローバル
デジタルホールディングス社取締役会長兼CEO。
2021年4月からは米国駐在から帰国し、
国内拠点
からグローバルビジネスを指揮している。
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業価値を高めるうえでは有効だと思

ジタルが貢献できることであり、企

世界を追い求めることは、まさにデ

アルタイム性、完全性を向上させる

高めることです。利便性の追求やリ

と。 も う ひ と つ は 人 々 の QoL を

つはお客さまの企業価値を高めるこ

めることに取り組んでいます。ひと

德永

しょうね。

始人のようなものと化していくで

が衰え、理性も倫理もない野蛮な原

た人間は、自分で物事を考える能力

しまう。脳を稼働させられなくなっ

はどうしてもそこに危機感を感じて

のが当たり前になっていますが、私

＝脳など人間の機能の代替 」という

便なところがあったほうが、幸福度

ハピネスに繋がらない。意識的に不

でやらないと便利なことが必ずしも

しかし、人間はそれらとは違う軸

事なのです。

ジーにしていく。つまり、共生が大

きちんと稼働できるようなテクノロ

の判断を倫理的な視点から評価し、

倫理観があってのことですね。AI

最終的には私たちの脳みそ、

います。

は上がるかもしれないということを

というのは、なかなか他の国には真

ロジーと古き良き謙虚な文化の共存

に、なんてことは思います。テクノ

をもっと活かすようにしたら良いの

古いものに価値を見出す謙虚な美徳

「 侘び寂び 」なんていう日本独特の

わない国だと思うのです。たとえば

すが、それをひけらかすことは似合

ヤマザキ 日本は先進国ではありま

なってしまいます。

を越えることができなくなる原因に

からずれると、
自由な国境、
ボーダー

ていうのはすごく窮屈ですね。そこ

德永 なるほど、こうあるべきだっ

気は楽です。

状態で、期待や希望を持ったほうが

いう可能性もしっかりセットにした

したらそうならないかもしれないと

うことは勿論思いますけど、もしか

たらいいな、こうなればいいなとい

はしない性格なんですよ。こうだっ

德永 意識的に不便なところがあっ

便性を求めている自分もいます。

けど、どこかで画学生だった頃の不

れに対する危機感があります。楽だ

ろと便利になり過ぎてしまって、そ

ただ、デジタル処理だと、いろい

ることも可能です。

ました。これだと、締切り当日に送

率的だと知り、すぐにやり方を変え

理とメール送信のほうが圧倒的に効

倒だなと感じていた時にデジタル処

送しなくてはなりませんでした。面

を締切日の一週間前には仕上げて発

２００３年頃までは、紙の原稿用紙

ヤマザキ

シリアに住んでいた

かけや使い勝手を教えてください。

組み込まれています。持続可能で、

かる利他や想像力を働かせることが

日立のＤＮＡには他人をおもんば

だからこそできることもありますね。

確認できました。そして日本の会社

るような企業であるべきだと改めて

さ、世の中の持続可能性に貢献でき

いくためには、人々の安全や心地良

て、日立がこれからさらに発展して

德永

きものかと。

進国や優れた企業なら持っているべ

静な着眼点こそ、本当の意味での先

です。お金があるからこそできる冷

り顕在化させる必要はないと思うの

ヤマザキ お金があることを無理や

話ではないということですね。

れは別にお金をかければいいという

か、幸福度が上がっている姿で、こ

德永

う表現するかですね。

れば出てこない精神性を、どこでど

德永 日立は今、ふたつの価値を高

があればいいのにと思っています。

れる、そんなテクノロジーとの共生

持ち前のアナログ機能を優遇してく

知恵を働かせてみるか！」みたいに

す。
「 よし、じゃあここでは自分の

立ち上がる快楽ってあると思うので

分の出番なの？」と脳が嬉しそうに

しまいます。
でも場合によっては
「自

らうと脳は当然ながら怠惰になって

ま し ょ う か。IT に 全 部 助 け て も

いる力を上手に引き出すとでもいい

ヤマザキ はい。人間が本来持って

い。そういうことなんですね。

ら幸せ度は上がっているかもしれな

たほうが、逆に言うと、もしかした

者との信頼関係なんてありえないと

疑心の旺盛なイタリアをはじめ、他

りで社会が象られていますよね。猜

同士など社会における他者との繋が

すが、日本は友達同士、同僚や隣り

じないという精神性が築かれていま

史を経てきているので、家族しか信

周辺国からの侵略や干渉といった歴

ヤマザキ そうですね。イタリアは

思います。

る人たちでできることは結構あると

からこそ、この価値観を共有してい

にしたいと思うし、こういう時代だ

が入っています。この価値観は大事

「開拓者精神」の一番はじめに「和」

德永 日立の創業の精神「和」
「誠」

想ではないでしょうか。

りに活かせるのであれば、それが理

ざまな生き方をしている人との繋が

そ江戸の落語の世界のように、さま

慮 るとか、おせっかいとか、それこ

ものを、血の繋がっていない他者を

けないと感じています。世間という

ヤマザキ 確かに今は
「テクノロジー

とには、なかなか繋がりませんね。

いては、人の幸せやＱoＬを上げるこ

ういう人の営みを知らない限りにお

て、どんなふうに生きてきたのか、そ

すよね。人は過去どんなことを考え

德永 おっしゃる通り、最後は人で

込む必要もあるでしょうね。

に結びつかない文化的な要素を取り

があるし、芸術など経済とは直接的

さまざまな角度から人間を知る必要

きると思うのです。それにはやはり

われた自尊心みたいなものも満足で

ほうが、勉強という努力によって培

させなければならない状況もあった

ヤマザキ そうですね。知性を稼働

ありがとうございました。

まだまだ話は尽きませんが、本日は

想もたくさん生まれてきそうです。

ザキさんとの対談を通して新しい発

何ができるか、何をすべきか。ヤマ

德永 ポストコロナの社会で日立は

くことになるかと思います。

が、今後のこの世界を方向づけてい

手をわかろうとする寛容な意欲こそ

かってもらうことだけではなく、相

ていくことだと思います。自分をわ

や物事の捉え方を、積極的に理解し

んだ自分たちとは別次元での考え方

のの行動を俯瞰で観察し、そこで学

ざまな人間社会の現象や人間そのも

事なのはそうした地球におけるさま

価値観の共有は無理でしょうが、大

ヤマザキ 本当にそうです。完全な

けるべきですね。

たうえで、ビジネスの成功に結びつ

テムが必要だとか、ちゃんと理解し

ヤマザキ 私は何事へも過度な期待

りますか。

の役割に、期待されていることはあ

ナの世界において日本や日本の企業

德永 ヤマザキさんは、ポストコロ

だと思うので、
すべてはそこですね。

さに共生をどう考えるかということ

会になると思います。環境問題もま

るし、人にとっても暮らしやすい社

きたら、多分ビジネス的にも成功す

のバランスをうまく整えることがで

う共生するかという話ですし、全体

ですから。今の時代はデジタルとど

ウイズコロナも、ウイルスとの共生

似のできることではありませんか

人々が幸せに暮らせるということに

思っている国は多いですから。

忘れてはならないと思います。

ら。企業に対しても同じことを感じ

貢献していきたいと思います。

德永

ヤマザキさんのお話を伺っ

こ れ か ら 日 立 は、 さ ら に グ

日立のＤＮＡをどう生かすか

ています。

ヤマザキ 私たち日本人は、宗教的

ローバルに広がり、世界中の人々が

おもんばか

德永 たとえば日本の企業がグロー

な拘束のない社会で生きています。

幸せになれるようなことをやりたい

それはやはり人間の幸せと

バルリーダーになるという時に、い

そのかわり、世間体が宗教や法律よ

なと思っています。イタリアでは家
であるとか、イスラム圏やアメリカ

さ

わゆる欧米の株主資本主義的な勝ち

りも力をもった戒律になっていると

族以外を無条件に信じるのが難しい
性だとは思うのですが、いじめや阻

ではまた違うオペレーティングシス

わ

方じゃない、日本的な勝ち方が絶対

ころがある。それもまた日本人の特

かたど

あるはずで、それを見つけると、極
めてクールだってことですね。

害など負のかたちで稼働させてはい

https://www.foresight.ext.hitachi.
co.jp/_ct/17457585
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撮影協力：東京都港区・八芳園
写真＝宮澤佳久

9

ヤマザキ そうです。ゆとりがなけ

■対談のフルバージョンをWebマガジ
ン「Executive Foresight Online」
に5回連載で掲載しています。

