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ウェルビーイング社会の実現に向けた社会システム変容の研究

社会情報理論研究プロジェクトでは、ＩＣＴ技術と社会科学・法制度等を融合した学際的
な基礎研究により、社会システムの変容を促す新たな理論や技術の確立をミッションの 1
つとして研究を推進しています。

テクノロジーの発展に伴い、これまでの家族や会社組織といったものに加え、同じ趣味趣
向を持ったコミュニティから住生活等を送るスマートシティまで、大小様々な社会がサイ
バー空間とリアルワールドに跨って形成されていくことが想定されます。またこれらの社
会を構成する人々の価値観もますます多様化し、それぞれのウェルビーイング実現が重要
になっていきます。

こういった背景をふまえ、我々のプロジェクトでは人々のウェルビーイングの実現を支える
社会の仕組みの創出に向け、今後どういった社会の仕組みの変容が起こり得るのか、またそ
の際に解決するべき課題は何なのかを、有識者の方々と研究会の場を設け議論しています。
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ウェルビーイングをめぐる 15 テーマのコラム

人々のウェルビーイングの実現を支えるため、社会の仕組みはどうあるべきか。こうした
問いに対する多元的なインプットを得るために、この研究会において 15 名の有識者およ
び実践者に、ウェルビーイングという観点からそれぞれのテーマにおいて起こると考えら
れる社会の仕組みの変容について、コラム形式での論考をお寄せいただきました。

15 テーマのコラムを拝読して我々なりに導出したことが 2 つあります。1 つはウェルビー
イング社会（価値観が多様化する中でそれぞれがウェルビーイングを実現した社会）を共
創していくためには、先ず 1 人ひとりがウェルビーイングのリテラシを高めてその本質
を考えられえるようになった上で、 ウェルビーイング社会の実現を自分ごととして捉えつ
つ「Self-as-We」の考え方で取り組んでいく必要があるということでした。

またもう１つはその共創を支援する社会の仕組みとして、 Society5.0 で提唱されている
ような個人や組織を超えて流通するデータの活用や、1 人ひとりのウェルビーイングの度
合いを計測・可視化することが有効ではないかということです。その際には 1 人ひとり
のニーズに応えつつバランスをとって合意形成し、集団の最適解を新たな価値として導出
可能とするルールや基盤の整備が望まれているのではないかということでした。

社会情報理論研究プロジェクトでは引き続き、来るべきデジタル社会やそれを構成する
人々のウェルビーイングを実現するために必要な社会の仕組みの研究を推進していきま
す。本稿は 15 名の有識者それぞれのコラムを収録したものです。ぜひご覧ください。

2022 年９月
NTT 社会情報研究所
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Column 1  

ELSI

京都大学経済学研究科で博士（経済学）を取得し、工業技術院資源環境技術
総合研究所に就職。産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター、
安全科学研究部門での研究グループ長、東京大学公共政策大学院特任教授を
経て、2017 年より大阪大学データビリティフロンティア機構教授。2020
年度より新設の社会技術共創研究センター（通称 ELSI センター）のセンター
長を兼任。専門はリスク学。共編著に『基準値のからくり（ブルーバックス）』

（講談社）、『リスク学事典』（丸善出版）など。

岸本 充生
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ウェルビーイングを考慮した ELSI と
ウェルビーイング計測の ELSI

ELSI（エルシーと発音）とは倫理的・法的・社会的
課題の頭文字をとった言葉で、1990 年に米国でヒ
トゲノムを解読する国家プロジェクトが開始された
際に、ヒトゲノムが解読された際に生じうる課題を
あらかじめ予想し、事前に対応すべく開始された研
究プログラム名として世に出た 1。外部向けの研究
予算の少なくとも 5％が割り当てられることが法律
に明記され、複数の大学に研究拠点が設置された。
その後、脳科学やナノテクノロジーの研究開発を実
施する国家プロジェクトでも同様の枠組みが適用さ
れた。日本においても生命科学分野において、ELSI
に関する取り組みは実施されてきたものの、まと
まった研究費がつくようになったのは最近になって
からである。さらに、人工知能（AI）を始めとする
新興技術（エマージングテクノロジー）を研究開発・
社会実装するという文脈でも、ELSI への対応の必
要性が注目されるようになってきた。国が策定する
科学技術基本計画には、2006 年に発表された第 3
期から、倫理的・法的・社会的課題という用語が載
るようになり、科学技術基本法が科学技術・イノベー
ション基本法になって初めて 2021 年 3 月に閣議
決定された第 6 期科学技術・イノベーション基本
計画においても、倫理的・法的・社会的課題、また
は ELSI に触れた部分が 4 か所ある 2 。

基本計画には、実現したい社会を表現する言葉とし
て、第 5 期までは、幸せという表現は用いられて
こなかった。例えば、第 5 期では「国民一人ひと

りが活躍する豊かな社会」や「一人ひとりが能力と
意欲に応じて適材適所で最大限活躍できる環境」と
いう表現が用いられていた。これらに対して第 6
期科学技術・イノベーション基本計画では、「一人
ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる
社会」という表現が何度も繰り返され、「ウェルビー
イング」が前面に出ることになった。ウェルビーイ
ングは、経済的な豊かさの拡大と精神面も含めた質
的な豊かさの実現を合わせたものであることは読み
取れるが、「科学技術・イノベーション」によって
どうやってウェルビーイングが達成されるのか、そ
のメカニズムは自明ではない。

本稿では、科学技術・イノベーションにおける ELSI
とウェルビーイングの関係について考えてみたい。
新規の科学技術が社会に実装される際に、倫理的・
法的・社会的課題（ELSI）が生じることが多く、事
前にこれらに対応できていないと、そのギャップが
原因で事故や事件、または「炎上」につながることは、
数多くの事例からも明らかになってきた 3。ドロー
ンが 2015 年に首相官邸の屋上で発見されたこと
を受け、大急ぎで航空法が改正された事例が典型的
なケースである。ELSI の中で、倫理（E）を社会に
おいて人々が依拠すべき規範、法（L）を明文化さ
れた法規制、社会（S）を世論や社会受容性と捉え
ると、変化しやすく不安定な S に対して、短期的
には安定的であるが中長期的には変わりうる E と、
理想的には E に基づいて不断の見直しを受ける L

大阪大学 社会技術共創研究センター
センター長

岸本 充生
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という関係が想定される。ウェルビーイングは社会
（S）に最も近そうである。それでは、社会（S）とウェ
ルビーイングの関係はどのようなものだろうか。実
証的な側面が強い社会受容性と規範的な側面が強い
ウェルビーイングはときに矛盾するのではないだろ
うか。すなわち、社会に受容はされるが人々のウェ
ルビーイングを高めないケースや、社会に受容はさ
れないが潜在的には人々のウェルビーイングを高め
るケースがあるかもしれない。政府は Society 5.0
の推進を目標として掲げているが、Society 5.0 が
達成されると人々のウェルビーイングが高まるのだ
ろうか。例えば、パーソナルデータの利活用の１つ
の分かりやすい手段である、情報銀行を使ったパー
ソナルデータの取引（売買）を考えてみよう。パー
ソナルデータの流通を促進することは、産業に新し
い資源を提供し、経済を活性化し、人々には新たな
収入源を与えることになるだろう。しかしその反面、
パーソナルデータを売買することは、プライバシー
の侵害や切り売りにつながったり、個人の尊厳を損
なったりするおそれはないだろうか 4。パーソナル
データの売買を、臓器売買に重ね合わせて批判す
る言説も見られる 5。個人情報保護法はその目的を

「……個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利
利益を保護すること」としており、両者のバランス
を目指している。社会受容性とは別にウェルビーイ
ングを明示的に考慮するならば、社会（S）は、社
会受容性を測る社会（S1）とウェルビーイングを
測る社会（S2）に分けて検討する必要があるかも
しれない。

それでは、人々のウェルビーイングをどうやって計
測すればよいだろうか。OECD のウェルビーイン
グ枠組みでは、物質的条件、生活の質、コミュニティ
関係の 3 要素からなる 11 の重要な側面からなるも
のとされている 6。11 の側面それぞれに複数の指
標が提案されている。他方で、新しい技術を使って、
直接、精神的なウェルビーイングを客観的な数値と
して計測したいというニーズが高まっている。つま
り、生体計測情報を機械学習モデルに入力してウェ
ルビーイング指標を推計するというものである。例

えば、生体認識技術（リモート：声、表情、発話内
容、姿勢、仕草など）から感情をプロファイリン
グ、生体センサー（表面：脈拍、体温、血圧、圧力、
慣性など）からストレス等をプロファイリング、脳
活動情報をデコーディングして心の状態をプロファ
イリング、などが挙げられる。しかし、プロファイ
リングは、欧州の一般データ保護規則（GDPR）に
おいて、「自然人に関する一定の個人的側面を評価

（evaluate）するための個人データの利用から構成
される個人データの自動化されたあらゆる処理形
態」と定義され（第 4 条）、プロファイリングを含
む自動的処理のみに基づいて行われた決定に服さな
い権利を有する（第 22 条）ことが明記されている。
実際、研究論文でも、深層学習により顔画像から性
的指向を人間よりも正確に予測できることを示した
論文 7 が炎上したり、顔画像から犯罪行動に向かい
やすいかを精度高く予測できるソフトウェアを開発
したとする論文 8 が撤回されたりするケースがあっ
た。

ここで 1 つのケースを紹介しよう。デジタル面接
プラットフォーム大手の HireVue 社は、声、話の
内容、表情、仕草などから多数の特徴パターンを
検出し、あらかじめ設定した教師データと比較す
る AI アセスメント機能を持っていることで有名
であった。HireVue 社は HR テック系企業で初め
て外部諮問委員会を設置し、AI 倫理原則を策定す
るなど、ELSI 対応の進んだ企業であった 9。しか
し、2019 年 11 月、プライバシー擁護団体である
EPIC（電子プライバシー情報センター）が米国連
邦取引委員会（FTC）に対して、アルゴリズムの不
透明さやバイアスなどを理由に、FTC 法第 5 条（「不
公正で、欺瞞的な取引慣行」）を根拠として苦情申
し立てを行った 10。これに対して、2021 年 1 月
には、HireVue 社はアルゴリズム監査会社である
ORCAA 社の監査を受けて、公平性とバイアスに
ついて性能を満たしているという結果を受けた旨の
発表を行ったと同時に、2020 年の早い時期から、
すべての新規のアセスメントから視覚分析（visual 
analytics）因子を削除した、すなわち表情分析を
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やめたことを発表した 11。ただし、これは EPIC に
指摘されたようなバイアスを懸念した結果ではな
く、社内研究で、自然言語処理の進展により視覚分
析が必要なくなったことが明らかになったことがそ
の理由とされた。

このように、ウェルビーイングの精神的な側面を計
測するための技術は潜在的にプライバシーの問題や
個人の自律性の問題を引き起こしたり、また、監
視（surveillance）技術になりうる課題を含んでい
たりする。つまり、マインドリーディングとウェル
ビーイング推定は同じ技術の裏表になりうるのであ
る。こうした懸念に対応するためには、ウェルビー
イング計測技術も、新興技術（エマージングテクノ
ロジー）の 1 つとして、社会実装前に ELSI への対
応を進めておく必要がある。具体的には次のような
ELSI 対応が必要になってくるだろう。

• 潜在的な悪用や誤用も含めた当該技術の使われ
方の事前の予測と、それらを含めた複数シナリ
オにおける ELSI の洗い出しとリスク評価

• 可能なケースでは「バイ・デザイン」アプロー
チにより初期段階から技術的に ELSI に対応

• ELSI 対応を踏まえた「社会技術」の同時並行で
の開発（例：法規制の改正 / 倫理原則の策定 /
社会のルールや規範作り）

• 組織内部に監督組織を設置するとともに、外部
の第三者による監督の仕組みも用意

特にこの中でも、ステークホルダーや社会全体に対
して、想定されるリスクを評価して、リスク対策を
行った結果、残余リスクが受け入れ可能なほど小さ
いと考えていることを分かりやすく説明することが
重要になってくる。この作業は、パーソナルデータ
利活用の文脈では、プライバシー影響評価（PIA）
と呼ばれ、米国、カナダ、英国などでは公的機関に
対して実施が義務づけられている。欧州のＧ DPR
では第 35 条において、民間企業や公的機関に対し
て「特に新たな技術を用いる場合など、個人の権利
や自由に高いリスクを生じさせる可能性がある場

合」には、「データ保護影響評価（DPIA）」の実施
が義務づけられている。日本では 2021 年 6 月に
個人情報保護委員会が民間企業に対して、「PIA の
取組の促進について -PIA の意義と実施手順に沿っ
た留意点」と題する資料を公表した 12。リスク評
価の枠組みは極めてシンプルで、リスク事象ごとに
発生可能性と影響度をそれぞれ 3 ～ 5 段階で表し、
両者を掛け合わせた数字の大きいものを高リスクと
して、リスク対策を施したうえですべての項目を低
リスクとすることを示すものである。枠組み自体は
シンプルではあるが、いざ実践しようとすると、リ
スク事象の特定やレベルの評価など困難に直面する
ことになる。しかし、この作業は、化学物質の安全
管理などで実施されるような正確な評価を客観的に
行うという側面よりも、自らが社会実装する技術に
ついて、リスクが無視できるほど小さい、あるいは、
ベネフィットに比べてリスクが小さいと確信してい
る理由を分かりやすくステークホルダーに示すとい
う側面が強いものである。
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Social System Architecture

三菱電機（株）を経て現職（慶應義塾大学大学院 SDM 研究科 教授）。専門
分野はイノベーション創出にむけた新価値創造方法論であるシステム×デザ
イン思考や、システムズエンジニアリング。2015 年～ 2019 年まで内閣府
革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）プログラムマネージャーとして
オンデマンド型小型合成開口レーダ（SAR）衛星を開発。情報処理推進機構
デジタルアーキテクチャ・デザインセンター有識者会議座長、一般社団法人
スマートシティ・インスティチュート　エグゼクティブアドバイザーをはじ
め、内閣府宇宙政策委員会委員、経済産業省グリーンイノベーションプロジェ
クト部会ＷＧ 3 座長等、政府の各種委員を務める。

白坂 成功
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ウェルビーイングの実現と継続のための
社会システムアーキテクチャ

1．はじめに
平成 28（2016）年 1 月に閣議決定された科学
技術基本計画において、日本が目指す姿として
Society 5.0 が示された。Society 5.0 は、「サイバー
空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を
高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会
的課題の解決を両立する、人間中心の社会」1 と定
義されている。これには大きく 3 つの重要なポイン
トが含まれている（図１）。1 点目は、サイバー空
間とフィジカル空間の融合、つまり、それらの間に
人が介在することなく、AI 等の自動処理によって
閉ループが成立することで人が介在することなくシ
ステムが進化することである。2 点目は、フィジカ
ル空間がサイバー空間を通じて相互につながること

である。そして 3 点目は、人間中心、つまり実現手
段ではなく、生み出す価値に着目していることであ
る。まさにこの 3 点目の人間中心こそ、ウェルビー
イングを示すものであり、人々のウェルビーイング
こそがSociety 5.0の目標であることを示している。
つまり、1 点目と 2 点目のデジタル技術を活用して
人々にとってのウェルビーイングのために価値を実
現することであり、国として Society 5.0 の実現に
取り組むことを示しているといえる。このようなデ
ジタル技術を活用したトランスフォーメーションが
社会において実現されてくると、そこに含まれる“シ
ステム”はこれまでとは異なる性質を持ってくる。
このため、社会・産業のあり方を変える必要があり、
さらにマネジメントのあり方も変わってくる。

慶應義塾大学大学院　
システムデザイン・マネジメント研究科 教授

白坂 成功

図 1 Society5.0 時代の構造

【これまで】

【Society5.0 時代】

人を介さず AI 等でリアルタイムに進化 サイバーを経由してこれまでと
違うものが道的につながる
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2．Society 5.0 時代の特徴
2.1　新たな価値を生み出す時代
Society 5.0 時代になり、我々は新たなデジタル技
術を活用できるようになってきた。それは AI、ビッ
グデータ、そして IoT などのキーワードで語られる
ことが多い。しかしながら、本質的には、これらは
単なる手段であり、それ単独では大した意味を持た
ない。しかしながら、これらを活用することでこれ
までできなかったことが実現できるようになる。つ
まり、このような新たなデジタル技術が活用できる
時代になり、これまでは目指すことができなかった
目的（価値）を実現することができるようになった。
単にデジタル技術をこれまでの置き換えと捉えてい
ては決して考えることができないが、新たな手段と
してのデジタル技術を持つことで、これまでとは全
く違うビジネスを考えることができるようになった
と考えればよい（図２）。Society 5.0 では、この
新たな手段を活用して、これまでは実現できなかっ
た価値を人間中心で生み出すことを目指している。

2.2　社会・産業アーキテクチャの転換
Society 5.0 時代では、サイバー空間を通じてフィ
ジカル空間がつながる。これにより社会・産業アー
キテクチャが大きく変わることになる。これまでは、

例えばモビリティを活用した社会では、同様のモビ
リティを活用するための協調領域として道路などの
インフラが公共的につくられ、そのインフラを活用
する形で社会が成立し、新たな製品やサービスが生
まれてきていた。Society 5.0 時代になり、デジタ
ルにより異なる分野の製品やサービスがつながる。
例えば、モビリティとヘルスケアがつながれば、病
院の予約にあわせて自動運転車が家まで迎えにきて、
病院に向かう。途中に渋滞が起きれば、それにあわ
せて病院の予約時間が変更されるなどが行える。こ
のような場合の協調領域はもはや道路ではない。デ
ジタル部分が協調的に活用されるインフラとなる。
つまり、これまでは縦割りの社会・産業アーキテク
チャにあわせて協調領域がつくられ、それにあわせ
て社会・産業が発展していたが、Society 5.0 時代
には社会・産業が横割りになり、デジタルインフラ
が協調領域となり、その上で新たな価値が提供され、
新たな製品やサービスが生まれていく。つまり社会・
産業アーキテクチャがレイヤー構造となる 2。これ
までと社会・産業の捉え方を変える必要がある。

この社会・産業アーキテクチャの変化こそが、ウェル
ビーイングにつながる新たな価値創造のベースとな
る。つまり、これまでは縦割りで分かれていたため、

新たに
実現できる
ようになった

目的

目的

新たなデジタルなしで
実現可能な目的

目的

新たな手段としての
デジタル技術

図 2 デジタル技術により実現できる新たな目的
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それぞれ分断された範囲で実現する価値しか提供で
きなかった。つまり、モビリティとヘルスケアはそ
れぞれの範囲での価値を提供してきた。しかし、こ
れらが横串でつながることで、より人々の生活に
あった流れ（ジャーニー）で価値提供ができる。上
述した、予約時間と配車を連動した価値提供は、新
たな社会・産業アーキテクチャがあってこそ実現可
能となる。

2.3　急激な変化
三つ目の特徴として、急激な変化があげられる。
VUCA という言葉をご存知だろうか？ VUCA と
は、Volatility（ 変 動 ）、Uncertainty（ 不 確 実 ）、
Complexity（複雑）、Ambiguity（曖昧）から構成
された言葉である。現在は VUCA の時代であると
呼ばれ、先の予測ができない、計画通りにならない
時代であるといわれている。世界不確実性指数も増
加の一途を辿っている。つまり、システムをめぐる
ものが激しく変化するために、これまでの前例が役
に立たなくなるとともに、将来が見通せない時代に
なってきたということである。社会環境の変化、ビ
ジネス環境の変化、技術の変化、また AI が学習す
ることによるシステムそのものの変化も起きるよう
になってきた。COVID-19 はまさに社会環境の変
化を決定づけた一例であるといえる。

しかし、単純に世の中の変化が激しくなっただけで
はなく、我々自身が世の中の変化を受けやすい社会
をつくっている。デジタルでつながる社会は変化の
影響範囲を広げることを加速する。それぞれがつな
がっていないときは、ある対象に影響を与える環境
変化が起きても、影響を受けるのはその対象に限ら
れる。しかしながら、複数の対象がつながっている
と、ある対象に影響を与える環境変化があると、つ
ながっている他の対象にその影響が伝播する可能性
が増加する。つまり、つながる社会は、世の中の変
化の影響を受ける可能性が増大することになる。

これまでの多くの仕組みを考えるとき、外部との関
係が変化しないと仮定していた。これを“クローズ

システム”と呼ぶ。一方で、このように外部との関
係が変化すると仮定したものを“オープンシステム”
と呼ぶ。我々は暗黙的に“クローズシステム”と
して、ものごとを考えていた。これは、変化が十分
に遅いという暗黙の前提にもとづいていた。しかし
Society 5.0 時代ではこの前提が変わってしまう。

“オープンシステム”においては、2 つのことを行
わないといけない。ひとつは、環境の変化が対象に
影響を与えることになるべく早く気がつく必要があ
る。もうひとつは、変化に対応するために、変化に
対応しやすくなるようにデザインをしておく必要が
ある。例えば、前者のひとつのアプローチとして、「一
般社団法人ディペンダビリティ技術推進協会（略称
DEOS 協会）」では、システムの設計時に設計者が、
どのような外部環境変化が設計に影響を与えるかを
明示化するための手法として D-Case を提案してい
る。D-Case を活用することで、ステークホルダ間
で変化に対する合意形成を充分に行うことができ、
合意結果 / 結論に至った理由 / 議論の経緯を記録す
ることができる。変化する社会ではあらかじめ想定
していなかったことが起きる可能性が高まる。だか
らこそ、きちんと説明をし、合意形成を継続的に行
いつづけることが社会としては必要となってくる。

3．Society 5.0 時代の社会
上記のような特徴を持った Society 5.0 時代には、
これまでの改善活動（PDCA）のループの外側にさ
らに 2 つのループを用意する必要がある。つまり
3 重のループである。組織学習論では、内側から順
に、シングル・ループ学習、ダブル・ループ学習、
トリプル・ループ学習 3,4 と呼ぶ（図 3）。

これまで日本は“改善”で世界を席巻してきた。こ
れは、ある前提をおいて、そのときのやるべきこと
をより効率的に実施するものであり、図 3 における
シングル・ループ学習である。しかし、Society 5.0
時代は VUCA であり、その行動の前提条件すら変
わってしまう。つまり、シングル・ループだけでは、
すでに前提が変わってしまい望ましくなくなってし
まった行動を改善することになってしまう。このと
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シングル・ループ学習

ダブル・ループ学習

トリプル・ループ学習

出典：Neilsen(1996) および Seo(2003) を元に作成

環境
コンテクスト 前提 行動 エラー

図 3 組織学習における学習ループ

運用

評価

ゴール設定

環境・
リスク分析

外部システムからの
影響

外部システムへの
影響
（透明性・
アカウンタビリティ）

システム
デザイン

出典：Governance Innovation Ver.2.0. METI

図 4 ガバナンス・イノベーションにおける２重ループ
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4．最後に
上記のように Society 5.0 時代には、新たな手段
の入手と新たな社会・産業アーキテクチャにより、
これまでにない、以前には実現できなかったウェル
ビーイングを実現するチャンスが生まれてきてい
る。一方で、これまでと同じ範囲で改善をすること
は全くの方向違いとなってしまう。これまで考慮し
ていた範囲を超えて俯瞰的に捉えることが必要とな
る。また、単独で行うのではなく社会として連携し
ていくことでしかつくれない価値をつくりだすこと
ができるようになってきた。個人や企業を超え、協
調することが次の時代のウェルビーイングを実現す
る基礎となる。その上で、新たな価値創造が生まれ
るための社会構造（社会アーキテクチャ）を実装し
ていくことを政府・企業一丸となって進めるべきで
ある。これまでよりも対象を広く捉え、現在の前提
条件を疑う、そのようなシステム思考をベースとし
ながら、これまでに日本が得意としてきた業界での
協働あるいは業界を超えた協働こそが Society 5.0
時代に適したウェルビーイング実現のアプローチで
あるといえるであろう。

1 内閣府 Web サイト　https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/

2 西山圭太［2021］『DX の思考法』文藝春秋

3 Nielsen, Richard P. [1996]. The Politics of Ethics; Methods for Acting, Learning, and sometimes 
Fighting, with Others in Addressing Ethics Problems in Organizational Life. Oxford University 
Press

4 Seo, Myeong-Gu [2003]. Overcoming emotional barriers, political obstacles, and control 
imperatives in the action-science approach to individual and organizational learning. Academy 
of Management Learning and Education, Vol.2, Issue 1.

5 経済産業省［2021］「GOVERNANCE INNOVATION Ver.2: アジャイル・ガバナンスのデザインと実装
に向けて」

きには、そもそもの前提を変えることを学ばなけれ
ばならない。これは図 3 におけるダブル・ループ学
習に相当する。つまり、環境が変化する時代ではこ
れまでの改善ではなく、ダブル・ループ学習が必要
となる。Society 5.0 時代にはさらなる学習ループ
が必要となる。トリプル・ループ学習である。上述
したように Society 5.0 時代には異なる製品・サー
ビスがサイバーでつながる。つまり、ひとつの組織
だけが学習するのでは不十分である。つながる先も
協調的に学習する必要がある。さらに社会・産業アー
キテクチャが変わるということは、これまでの規制
やルールでは対応ができないことになる。要するに、
社会全体で学習する必要がある。これはまさにトリ
プル・ループ学習となる。このように Society 5.0
時代では、学習すべき対象が変わってくることは今
後のマネジメントを考える上で重要である。

日本政府も同様の課題認識を持っており、ガバナン
スの変革について検討を行ってきた。経済産業省が
出した「ガバナンス・イノベーション Ver.2」5 に
おいて、ダブル・ループ学習のための 2 重サイク
ル（図 4）と、それらを束ねた学習としてのガバナ
ンス・オブ・ガバナンスという概念を提案しており、
国際的にも高い評価を受けている。
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一般社団法人 Deep Care Lab 代表 / 公共とデザイン     
共同代表。Aalto 大 CoDesign 修士課程修了。web 系
事業会社、デザインコンサルティングを経て独立。その
後フィンランドにて行政との協働や持続可能性へ向けた
プロジェクトを行う。ワークショップやツールデザイン、
共創プロセスを活かし、エコロジー・未来倫理・ 多種
共生をからめたケアや、わたしを超えた他者とともに生
きるための想像力をはぐくむ思索・実践をすすめる。

川地　真史

一般社団法人 Deep Care Lab 理事。奈良県生駒市職
員（サービスデザイナー）。大学卒業後、NTT データ経
営研究所にて国内大手企業向けにサービスデザインや組
織開発手法を活用した新規事業・サービス創出、海外の
行政機関におけるデザイン手法の活用に関する調査研究
等に従事。出産、独立後は行政でのデザイン手法活用に
自らも取り組みつつ、個人欲求を乗り越え、まち・環境・
未来世代を見据えた利他・利共同体に向かう個人のあり
方のシフトチェンジを模索。

田島　瑞希
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ケアとコモンズからみる、
人間以上の well-being 社会へ向けて

これからの社会で「あらゆるいのちをケアする
想像力をはぐくむ」必要性

―Deep Care Lab のご紹介―
本稿のテーマについて語るにあたり、わたしたちの
立場の明確化のために組織の紹介から入らせてもら
いたい。Deep Care Lab は、サステナブルな未来
に向けて地球に存在する「あらゆるいのちをケアす
る想像力をはぐくむ」をミッションに、さまざまな
対象にケアの気持ちが立ち上がるための実践を重ね
ている。

問題意識は自身の「あり方」への疑問から始まって
いる。今、世の中には、たとえば気候危機、格差、
生命倫理に踏み込む行き過ぎた技術革新など、たく
さんの社会課題が山積している。これらの発生要因
は複雑に絡みあい、1 つに限定できるものでもない
が、先進国が基盤としているシステムが大量生産
と大量消費を促すものであることは大きな要因の 1
つと言えるだろう。さらにそうしたシステムがいか
に形づくられているかといえば、人間の「イマココ
わたしがよければいい」というメンタルモデルだと
考えている。現代に生きるわたしたちは、作り出し
たシステムからも影響も受け、この思想を強化し続
けている。

「イマココわたしがよければいい」あり方をシフト

させる方向性として、わたしたちは、Deep Care 
Lab の名前にも冠している「Deep Care」という
概念を提唱している。Deep Care とは、祖先や未
来に生きる子ども、山川草木、動植物や微生物……
共に関わり合うあらゆるいのちへのケアの営みを指
す。わたしたちの生は、たとえば植物が生み出して
くれる酸素や、他の生き物が提供してくれる食材に
支えられている。消化だって腸内細菌の力を借りな
いとできない。さらに、今この原稿を読んでいただ
いているのは文字文化の成立まで人類史を遡ること
もできるし、原稿を書いている PC の技術があった
お陰とも言える。先人たちが積み重ねてきてくれた
遺産の上に、わたしたちの生と暮らしは存在してい
る。そして、先人たちの営みの結果を遺産として受
け取ってきたように、現代のわたしたちの営みの結
果は、未来に生きる子どもたちのいのちと生活にも
つながっていく。わたしたちのいのちは、さまざま
な現代の人間以上の存在と関係しあっている。自ら
の生を成り立たせているものに対する想像力をひろ
げ、あらゆるいのちに生かされる＜わたし＞になる。
そして生を支えてくれているいのちに配慮し、維持・
修復の営みを為していく（＝ケアしていく）こと、
それが Deep Care だ。

こういった思想と立場で活動しているわたしたちが
捉える、これからのウェルビーイングとコモンズに
ついてお伝えしていきたい。

一般社団法人 Deep Care Lab
川地 真史・田島 瑞希
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「わたし」のウェルビーイングから
「わたしたち」のウェルビーイングへ
ウェルビーイングは「身体的・精神的・社会的に良
好な状態にあること」や、心身と社会的な健康を意
味する「幸福」的な概念として一般に認識されてい
る。手法として、瞑想やヨガなどとともに「自分と
向き合い、心地よさを知ること、自分の中に余白
を生み出すこと」が主眼に置かれていることも多
い。これらはもちろん大切なことだ。先述の Deep 
Care も「わたし」の状態がままならなければ、そ
もそも自分以外の存在にケアの気持ちを向ける余裕
さえ生まれないだろう。その意味で、Deep Care
的視点から見ても「わたし」のウェルビーイングは
重要だ。ただ、ベクトルが自分の心地よさの追求だ
けに止まっているのであれば、それに対しては「そ
れだけでよいのか？」と疑問を投げかけたい。ここ
ではウェルビーイングという言葉自体の捉え方、そ
して検討の射程を再定義してみたいと思う。

前提として、各々の豊かなライフスタイルが社会を
形づくり、気候危機やパンデミックを招き、便利だ
が自然との関係における困難さを招いている現状を
考える。こうした生存環境さえ脅かされつつある状
況では、自分たちの幸福の追求のためにも、これま
での個人や組織のあり方を見直し、これからの時代
の「well なあり方」を考え実践していき、環境を
整え直すことが重要ではないだろうか。そこに向
き合う意識を持つためにも、Deep Care Lab では
ウェルビーイングを一般的な定義ではなく、あえて
英語そのままの「よきあり方」と捉えることにして
いる。

さらに、よきあり方を考えるときの対象として「わ
たし」だけではなく「わたしたち」に範囲を広げて
いくことが、これからの時代のウェルビーイングに
向き合う 1 つのキーになると考える。Deep Care
の概念の説明でも述べた通り、「わたし」はわたし
だけでは生きておらず、常に動植物や微生物、先人
や未来の世代と関係して生きている。現代に生きる
人間同士の関係性や営みの向上だけを見ていると意

識からこぼれ落ちてしまう、共に関わり合うあらゆ
るいのちをウェルビーイングを検討するときの射程
に含めることが、より現代の状況に即した「よきあ
り方」を考えることにつながるのではないだろうか。

とはいえ、言うは易しで「わたしたち」のウェルビー
イングの成立は難しい。渡邊淳司、ドミニク・チェ
ン著の『わたしたちのウェルビーイングをつくりあ
うために―その思想、実践、技術』にも以下のよう
な文章がある。

一人でいる限り、個人のウェルビーイングに良
いも悪いもない。しかし、その個人が複数集まっ
たとき、何を優先すべきか、ウェルビーイング
に関する競争が生じる。ある人のウェルビーイ
ングを満たすことは、別の人のウェルビーイン
グを損なうことにもなりうるのである。

（『わたしたちのウェルビーイングをつくりあう
ために』：はじめに より）

これは、人間同士の間でももちろん、他種との間に
も出てくる問題だ。考えるに、「わたしたち」のウェ
ルビーイングは 1 つの解に収束しない。関係性と
いうものが動的に揺れ動くのと同様に、その中での

「よきあり方」は固定化されず常に揺れ動くからだ。
だからこそ移り変わる状況と関係性の中で、常にそ
こに向き合い、考え続けないといけないのだと思う。

向き合う中で、人間の持つ醜さや暴力性に気づくこ
ともあるだろう。実際、Deep Care Lab で「わた
したち」のウェルビーイングを考え始めた当初、さ
まざまないのちと共にあることに眼差しが開かれる
と同時に、他のいのちを一方的に奪ったり、人間の
営みを効率的にするために他種のいのちを平気でコ
ントロールして暮らしている人間の醜さや罪深さに
も気づき、食べることや消毒を躊躇する気持ちが芽
生えたことがあった。しかし、葛藤がひとめぐりし、
人間として生きるということはその罪から逃れられ
ないことなのだという事実を、ある種の開き直りと
ともに引き受けられるようになると、自分のいのち
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の弱さに対する謙虚さと、生を支えてくれる他のい
のちに対する感謝が自然と生まれてきたのである。
わたしと共にあるさまざまないのちが、自分と近い、
むしろ一体の存在と感じられるようになり、壮大な
歴史と関係性の中で奇跡的に生まれ、その網目の中
に織り込まれているわたしのいのちの「有り難み」
も実感できるようになった。受け取っている贈与に
対して自分に何ができるだろうかという思いから、
自然に無理なくサステナブルなアクションへの興味
関心と実行の意欲も湧いてきた。さらに副産物とし
て大きかったのは、つながりながら生きられる自分
の生の瑞々しさと豊かさを感じたことだ。それこそ
一般的な意味でのウェルビーイングにもつながる感
覚ではないだろうか。

「わたしたちのウェルビーイング」を考える場として
2021 年に Deep Care Lab 主催で実施した「We の
がっこう」のプログラム参加者からも、葛藤を抱えな
がらも仲間の存在によって向き合う強さをもらい、逆
に自分の豊かさに気づいたという声が上がっている。

「自らの弱さ、暴力性や罪深さを受け入れ、自分
が為す営みが何に加担しているのかに自覚的に
なりながら、答えがわからない中を進んでいく
しかない」

「葛藤もあるけれど、仲間の存在によって不安や
責任を分かち合うことができ、それによってさ
まざまなことを引き受け、共に変わっていくこ
とができる」

「生かされていることに気づき感謝をする。そう
することで、はじめからわたしは一人ではなかっ
たのだと、自らの縁起に開かれ精神的な豊かさ
を得られる」

「ケアには自らと異なる存在への想像力が必要」
（「We のがっこう」参加者の気づき より）

「わたしたち」のウェルビーイングに向き合い、生
きることの清濁を併せのみ、痛みも弱さも含めて引
き受けることで、他者からの贈与に気づく。そして
贈り返しとしてのケアの意識が生まれ、「わたし」

のウェルビーイングにつながる満たされ感も得られ
る。これは自分たちが活動を通して変化していく中
で得られたある種の確信でもある。

これからのウェルビーイングを考えるときに
必要な「コモニング」の観点
さて、ここからコモンズに話を展開していきたい。
コモンズとは、草原、森林、牧草地、漁場などの「資
源の共同利用地」のことを指す。これまでのコモン
ズの議論の多くは「住民同士の自治管理」といった
人間だけの共有「財」の話に閉じていたが、先述の
通り人間だけに閉じない関係性の中で「わたしたち」
のウェルビーイングが成り立っているとすれば、こ
れからのコモンズの議論も、人間以外の存在も含め
たものに拡張していくべきではないだろうか。

コモンズの語源にあたると、com（共に）-munis（贈
り物 / 返礼の義務）という意味合いが見えてくる。
コモンズの世界観には元来、場を共有する者たちが

「共に贈り合う」互恵的な要素が含まれており、そ
こにいる豊かな互恵関係を維持するプロセスを通じ
てコモンズが立ち上がると捉えることもできる。コ
モンズが本来的に有している互恵関係について向き
合い、私たちも贈り合いの営みに参加することは、
ケアを実践することだとも言えるだろう。そのとき
に、結果として形成されるコモンズだけでなく、コ
モンズを形成する行為としての動詞の「コモニン
グ」について考える必要があるのではないだろうか。
ジョアン・C・トロントは、『ケアするのは誰か？』
の中で、ケアのプロセスについて触れている。この

「関心をむける」「配慮をする」「ケアを提供する」「ケ
アを受け取る」は先述の Deep Care Lab の活動を
通じた個人の変化にも通ずるところがあり、コモニ
ングのプロセスにも当てはまると考えている。

この意識の変革と実際の営みが、他種も未来の子ど
もたちも含むわたしたちが共有する恵みを維持する
ために必要だと考える。

このような他種や他世代を含めたコモニングやケア
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の実践は、そうとうたっていなくても潮流として出
てきている。デザインやサステナビリティ、人類学
の領域では、人間中心へのアンチテーゼとして多種
をステークホルダーと捉える「マルチスピーシー
ズ」の考え方への注目が集まっている。また、時系
列の観点で言うと、利益追求のための短期的思考へ
の反省からイロコイ・インディアンの叡智に学び、
7 世代先の未来を見据え未来世代とのコモニングを
図るフューチャー・デザイン（高知工科大学フュー
チャー・デザイン研究所長西條辰義氏による）や大
聖堂の思考などの超長期目線の思考などもある。哲
学者ローマン・クルツナリックによる「よき祖先

（グッド・アンセスター）」の観点も出てきており、
人新世においてこれまでの営みを振り返り、修正し
ようとする流れが出てきているのは確かだ。
Deep Care Lab でも実験的にさまざまなワーク
ショップを行ってきた。普段意識できない主体の擬
人化や、ロールプレイでそのものになりきり演じる

こと、声なき声の代弁者として代理人を設置するな
どの手法を通じた意識化も効果的だ。たとえば、イ
オマンテワークショップは、現代の大量消費やゴミ
問題を背景に、「どうしたらモノへの愛着や感謝を
育めるのか？」という問いから、アイヌ文化のカム
イの考え方とそれに基づくイオマンテ ( クマ送り )
の儀礼をヒントに、身の回りの人工物との関わり方
を再検討するワークだ。ここでは、端的に言うと人
工物の擬人化とロールプレイの手法を用いて人工物
の気持ちを想像するワークを行っている。これを
メーカー社員向けに開催したときには、たとえば自
分たちが「購入」にのみフォーカスをあてその先の

「利用」や「長く利用することでの愛着形成」「処分」
にまで意識を向けてものづくりをしていなかったこ
とへの気づきにつながるなど、ものづくりへの眼差
しや意味付けを深めることに寄与した。また、カム
イ的な思想でモノと人がやりとりできる IoT の可
能性のアイデアが生まれるなどもした。
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これらは言語でコミュニケーションを取れない相手
の声を人間側が代弁するという、ある意味、対象を
人間側に引き寄せるアプローチがメインだが、逆に
人間側が対象に寄っていくアプローチも考えられる
だろう。対象を観察したり、対象の存在を感じ取っ
ていく身体的なアプローチや、VR や AR などで目
に見えない存在を可視化したり、目線をトレースす
るなどのやり方も考えられる。コモニングのために
技術をいかに活用すべきかという論点も、まだまだ
これから検討が進むものだと思われる。わたしたち
も引き続き実践を通じて探っていきたい。

これまで述べてきたように、困難さを抱える現代と
これからに求められるあり方の 1 つとして、人間
と人間以上のいのちが互恵的に共に世界を形作る

（＝コモンズの生成＝コモニング）ための内発的な
ケアの営みが挙げられる。この互恵的な関係性に向
き合うことが、よきあり方としての「わたしたち」
のウェルビーイングにつながっていくし、つながり
感によってもたらされる「わたし」のウェルビーイ
ングにも寄与すると考えられる。

ここに向かうためには、個人も組織もあり方を変え
ていくとともに、そのあり方をサポートするシステ
ムも必要になろう。個人や組織のあり方とシステム
は相互に影響し、強化し合うものだからだ。潮流は
確実に出てきているものの、双方に対する明確な解
や方法論がまだないため、向き合い続け、模索しな
がら進んでいくしかない。「We のがっこう」で得ら
れたように、模索には葛藤を支え合う仲間がいるこ
とが必要だ。本稿が、共感し向き合い続ける仲間を
作るきっかけになることを祈って筆を置こうと思う。

引用・参考文献
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ウェルビーイングが重視される時代にどのような開
発目標を定めるべきか再考をしないといけない時代
が来ていると思う。本稿では特に投入したインプッ
トに対してアウトプットの大きさを経済的に測る

「生産性」をどのように見直せばいいか考えてみた
い。イノベーション政策なども基本的に新しい技術
を開発することで効率性を高めたり、新しい利便性
を生み出したりして、企業の利益成長や新しい産業
を創出することに力点が置かれてきた。成果の評価
も IT が全要素生産性をどれくらい高めたか、といっ
た考え方で語られる場合が多い。日本の経済成長を
支えてきた重要な考え方であってきたことを認めつ
つ、今、それらをウェルビーイングの視点で見直す
べき時が来ていると思う。

生産性概念を否定したいわけではない。ウェルビー
イングの世界でも、情報技術が生産性を高めること
への期待は引き続き大きい。介護労働者などの人手
不足を解消したり、待遇改善をはかったりする上で
当然のように課題となるのが、そのような作業の労
働生産性の低さだ。介護作業には要介護者の個別の
体形や要望に基づくきめ細かい作業が必要で、典型
的な労働集約的な産業だった。一方で高齢者や福祉
行政の負担能力は限られており、結果として重労働
で精神的に負担が大きい仕事に対して高報酬を差し
上げられない状況が続いている。このような仕事に
対してロボットや遠隔見守りシステムを活用するこ
とによって、労働生産性を高め、待遇を改善しよう

ウェルビーイング時代の生産性

慶應義塾大学 総合政策学部
教授

國領 二郎

というのはごく自然な発想といっていいだろう。一
人で対応できる要介護者の数を増やしたり、労働に
伴う負担を減らしたり、それらによって浮いた時間
を人間的な会話を増やすことに使ったりすること
で、報酬も職務満足も高まり、介護サービスを受け
る側にもプラスの効果が期待できる。

しかし、かといって労働生産性を技術開発の目的に
したり、最終的な成功の指標としてしまったりする
と大きく間違えるのではないか。そんな問題意識を
持つ開発者の方々が増えてきていると感じている。
介護労働の例で高齢者のおむつ替えのロボット開発
を想定して考えてみよう。ロボットが介護労働者を
支援しておむつ交換を効率的に行うシステムと、高
齢者が自分で取り換えることを支援する仕組みが
あって、仮に前者の方が「生産性」的には効率的
だったとしても、効率的におむつを換えられる高齢
者はモノ扱いをされ、自律性を奪われることに抵抗
感を感じるだろう。たとえ労働生産性が相対的に低
くなっても後者が実現するならば、そちらの開発に
大きな資源を投入すべきと考えたいところだ。

このような違和感が生まれるようになってきたこと
にはいくつかの理由があると思われる。新しい指標
を考える上で、現在の問題を理解することが重要な
ので、分析してみよう。

第一に挙げられるのは、ワイヤレス技術の発達など
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によって、情報技術が従来よりもはるかに人間に近
いところにまで到達していることだ。より人間の深
いところで影響し始めている。昔ならば、技術の利
便性は商品やサービスの購入という形で経済行為
を介して間接的に人間に影響していた。それが今
は IT が人間の生活や場面に大きく関与するように
なってきている。AI などが心の奥の感情や感性に
直接入り込む時すらある。それらへの貢献（や負担）
は必ずしもお金では計測できない。IT の価値が単
に経済的な取引の大きさではとらえられなくなって
いるのだ。

そのような価値の大きなものとして、社会的包摂が
あげられる。これが IT を活用したウェルビーイング
を実現する上での中心テーマともいえる。先の介護
の例をとってみても、システムが目指したい最大の
目標は高齢者や障がい者が自立し、社会的な活動に
参加できる状態を作ることだと言っていい。全ての
人間が自己肯定感を持ち、社会活動に参加できると
感じられることが幸福につながっていくからだ。IT
がそれにどれだけ役立つかをきちんと評価したい。

社会包摂などを考えていると、第二のポイントとし
て、分子とも分母とも言えない要因が生まれつつあ
るという認識に至る。人間として社会的価値の創造
活動に参加するということは、労力を投入するとい
う意味ではインプットなのであるが、社会参加が出
来ていることへの満足感を得られているという意味
ではアウトプットとも言える。分子がアウトプット
で分母がインプットという構造そのものが揺らいで
いる。実はこの現象はマーケティング科学において
はエンゲージされた顧客が労力を投入して商品の価
値を高める現象として従来から認識されていた。エ
ンターテイメントなどにおいてファンクラブが果た
している役割などはその象徴的現象といえよう。こ
れが現代的な意味を持つのは IT が単に消費者に便
益を届ける道具になっているだけでなく、使う現場
において、企業と消費者、そして消費者間で価値創
造が行われる「価値共創」の場を提供する道具となっ
ているからだと考えることができる。そのような価

値共創を活性化できたか否かが IT 開発の成功のメ
トリックということになる。

第三にネット上の無償サービスなど、市場取引によ
らない形で提供されている価値の存在が大きくなっ
ていることがあげられる。ネット上にはさまざまな
形で無償サービスが提供されており、利用されてい
る方も多いだろう。厳密には広告収入や物品販売の
形で収益を生み出しているが、IT サービス限界費
用（追加一単位サービスを提供する費用）の低さも
あって、負担感なく大きな利便性を享受している。
その部分については市場取引で価格がついていない
ため、通常の生産性の計算においてはアウトプット
と計算されない。支払っても良い金額と、実際に支
払う金額の差は消費者余剰と呼ばれるが、ネット上
の無償サービスは大きな消費者余剰を生んでいると
考えられており、それはアウトプットとして計算さ
れていない。

以上のような生産性指標の今日的課題の多くは
GDP（国内総生産）などのマクロ指標の問題とも
いえるだろう。GDP も財やサービスが市場で取引
された金額で計算されており、社会包摂の価値、価
値共創の価値、無償サービスの消費者余剰も入って
いないからだ。国レベルの技術開発政策が、技術に
よって新しい産業を生み出し、その生み出す市場規
模を「経済効果 xx 兆円」といった表現でアピール
することがあるが、生み出す市場規模だけで考える
と開発の方向性を間違えて、社会的な疎外を創り出
す技術を生み出しかねない。

社会包摂や価値共創などがウェルビーイングの中心
的テーマであることを考えた時に、技術開発の目標
や成果評価にもぜひそのような考え方を取り込んで
いきたいところである。問題はそれをどのように行
うかだ。

非常にわかりやすい生産性のインプット－アウト
プットのフレームワークを維持しながら、インプッ
トやアウトプットの中身の見直しをしていくという
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のは一つのアプローチであろう。というよりも、今
のところそれを超えるフレームワークが見当たらな
いというのが正直なところではないか。特にアウト
プットに社会包摂や価値共創で生み出される価値を
入れ込んでいくことが当面の焦点になるだろう。残
念ながら社会包摂や価値共創から得られる満足感な
どは、かなり主観的なもので、絶対的な水準として
計測するのは難しいのだろうと思われる。そのよう
な制約を認識した上で、客観的な社会包摂の達成度、
価値共創の水準変化の計測などは可能ではないか？　
そして、事前に設定した目標の達成度を計測するこ
とも可能だろう。技術間の比較評価などをしたいの
で、横比較が可能となる指標づくりや調査方法など
についての研究も行っていきたいところである。

少し先を見た時にもっと直接的に脳の活動を計測す
ることで、ウェルビーイングの達成度を測るという
こともあり得るのかもしれない。幸せな時に分泌さ
れる物質や脳波などで、技術開発によってウェル
ビーイングがどれほど高まったかの評価をする日が
来ることも想定してもいいかもしれない。そのよう
な計測の仕方に危険を感じる人がいるかもしれない
ので、社会的コンセンサスを得ながら進めていくの
だろう。

いずれにしてもウェルビーイングを開発指標に取り
込むというのは人間の幸福とは何かという深淵な問
題に答える作業を伴う。その問いの深さを十分に認
識しながら、よりましな開発目標をたてていきたい
ものである。
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ウェルビーイング重視の背景に
ソーシャルメディアの普及

「小学生の将来の夢ランキング、上位に YouTuber」
――こういったニュースを聞いて、驚いた人も多い
のではないだろうか。

近年、若い世代を中心に、価値観に大きな変化がも
たらされている。これまでの社会では、モノの豊
かさや富を築くこと、所有することが重視されて
きた。それが最近では、つながりや感謝されるこ
と、心の豊かさを重視するようになってきている。
とりわけ若者たちが、人気 YouTuber や Twitter・
Instagram でフォロワー数の多い人といったイン
フルエンサーに憧れるのは、彼ら彼女らが多くの人
に価値あるコンテンツ・情報を提供して、色々な人
とつながり、色々な人に感謝されているからに他な
らない。経済的な豊かさだけでなく、ウェルビーイ
ング 1 を重視する社会になったといわれるが、その
背景の 1 つに、ネットとソーシャルメディア 2 の
普及による人と人とのつながりの拡がりと価値観の
変化があるのだ。

実際、GDP に反映されない大きな価値を、ソーシャ
ルメディアが生み出していることが分かっている。
筆者が以前、無料のソーシャルメディア利用が人々
にもたらしている幸福感・満足感（消費者余剰）を
推計したところ、年間約 15.7 兆～約 18.3 兆円で

ウェルビーイングとネット言論：
豊かな情報社会の実現に向けて

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター
主幹研究員 / 准教授

山口 真一

あった。これは 2016 年当時の名目 GDP の約 3.20
～約3.74%にあたり、銀行（15.9兆円）や電力（19.3
兆円）の市場規模に匹敵する。2016 年のデータを
使って分析しているものなので、さらにこの価値は
増加しているだろう。

ネットの誹謗中傷がウェルビーイングを損なう
しかしそのネットが、同時に、人々のウェルビーイ
ングを脅かしているという皮肉な状況になってい
る。典型的な例が、ネットの誹謗中傷問題であろう。
ネットテレビ番組に出演していたプロレスラーの木
村花さん（享年 22 歳）が、ソーシャルメディアで
の誹謗中傷を背景に、2020 年 5 月に自ら亡くなっ
てしまったのは記憶に新しい。

シエンプレ デジタル・クライシス総合研究所の調
査によると、ネット上で批判や誹謗中傷が殺到する
ネット炎上は、2020 年に 1,415 件発生していた。
うるう年でも 1 年は 366 日しかないため、これは
1 日当たり約 4 件の計算で、今日もどこかで誰か
が燃えているというのが炎上の現状といえる。さら
にこの件数は、新型コロナウイルス登場後に増加し
ている。例えば、緊急事態宣言が初めて出た 2020
年 4 月の炎上件数は、前年同月比でなんと 3.4 倍
にも達していた。

その影響は大きい。個人であれば進学・結婚の取り
消しや、前述したように自死するケースも出ている。
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また企業であれば、中規模以上の炎上 3 では平均的
に 0.7%、株価が下落することが分かっている（慶
應義塾大学教授の田中辰雄氏の研究による）。これ
は航空機事故や化学工場の爆発事故による株価の下
落幅に匹敵する。

炎上の特徴は 3 つある。第一に、誹謗中傷や個人
情報の流布といった個人攻撃がメインとなり、議論
が起こらないことだ。炎上では炎上対象に非がある
場合も少なくないが、その内容についてはほとんど
議論にならず、個人や企業が社会的制裁を受けるま
で燃やし尽くす。

第二に、可視性（発信した情報が誰にでも見える性
質）、持続性（ネット上に書き込まれた内容がいつ
までも残り続ける性質）、拡散性（ソーシャルメディ
ア上で情報が容易に拡散される性質）がある点だ。
これらにより、従来の批判集中とは全く異なる規模
となった。

第三に、ネットは過剰性を持つことだ。この場合の
過剰性とは、制裁の過剰である。法治国家にもかか
わらず、人々が個人の価値観や正義感で誰かを裁き、
批判・誹謗中傷して過剰な制裁を加えている。例え
ば学生がアイスケースに入った写真をアップして炎
上したことがあるが、個人情報がネット上で拡散さ
れ、退学や罰金などの罰を受けるだけでなく、長期
間にわたりまともに社会生活を送ることが困難に
なった。

さらにマクロ的な社会的影響として、表現の萎縮が
ある。ネット上で何かを言えば、どこからともなく
攻撃的な人がやってきて誹謗中傷されるといったこ
とは日常的に起こっている。そのため、政治、ジェ
ンダー、安全保障など、重要なイシューほどネット
上では言いづらい。これを読んでいる読者の中にも、
ネット上で政治の話をするのはやめようと思ってい
る人が多いのではないだろうか。

ごく一部の人の極端な意見が社会全体の
ウェルビーイングを損なう

このように頻発し、社会に大きな影響を及ぼしてい
るネット炎上。ひとたび炎上が起こると、ソーシャ
ルメディア上は攻撃的な書き込みで溢れ、社会全体
が批判しているように見える。攻撃されている側か
らすると、まるで世界中が敵になったように映って
いることだろう。

し か し、 筆 者 が 2020 年 の 炎 上 事 例 に つ い て
Twitter で書き込んでいる人の人数を分析したとこ
ろ、驚くべき実態が分かった。なんと炎上 1 件に
書き込んでいる人は、多くの場合ネットユーザのお
よそ 0.00025% 以下（40 万人に 1 人）にすぎな
かったのである。さらに、書き込んでいるのはごく
少数というだけではない。その書き込みをしている
ごく少数の中の、さらにごく一部が、炎上の大部分
を占めているという事実もある。あるサイエンスラ
イターが誹謗中傷を受けて裁判を起こした事例が、
それを顕著に表している。当該サイエンスライター
に対して「娘に淫売を強要」等と根も葉もないデマ
で長期間中傷していた男性は、Twitter で数百のア
カウントを作成し、そのアカウントを駆使して次か
ら次へと攻撃を繰り返していたのだ。

このネット上に現れる少数の意見は、残念ながら社
会の意見を代表したものではなく、非常に大きな偏
りがある。筆者は以前、20 代～ 60 代の男女約 3
千名を対象としたアンケート調査を実施し、意見の
強さとソーシャルメディア投稿行動の関係を分析し
た。具体的には、ある 1 つの話題――ここでは憲
法改正――に対する「意見」と、「その話題につい
てソーシャルメディアに書き込んだ回数」を調査し、
分析した。分析では、「非常に賛成である」～「絶
対に反対である」の 7 段階選択肢を用意し、回答
者の意見とソーシャルメディアに投稿した回数を収
集した。

そのデータから、社会の意見分布とソーシャルメ
ディアでの投稿回数分布を分析した結果が図 1 で
ある。まず、社会の意見分布は、「どちらかといえ
ば賛成（反対）」「どちらともいえない」といった中
庸的な意見の多い山型の意見分布となった。しかし、
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ソーシャルメディアの投稿回数分布は、最も多いの
が「非常に賛成である」人の意見（29%）で、次
に多いのが「絶対に反対である」人の意見（17%）
という、谷型の意見分布になったのである。この強
い意見を持っている人たちは、社会には 7% ずつし
か存在していなかったにもかかわらず、ソーシャル
メディア上では合計46%の意見を占めていたのだ。

このように極端な意見ばかりが表出する背景には、
ネット言論の根源的な特徴がある。それは、ネット
とは、人類が初めて経験する「能動的発信だけの言
論空間」であるということである。例えば、テレビ
や新聞で実施されるような世論調査では、質問をし
て意見を収集しているため、受動的な発信しかない。
だからこそ、社会の意見分布に近い意見が収集され
る。また、通常の会話においても、発信は能動的な
ものと受動的なものが入り混じる。しかし、ネット
ではそういうことはない。仮に極端な意見や誹謗中
傷的な発言をしたところで、それを止めるような司

図 1　「憲法改正」に対する各意見の人数とソーシャルメディアに投稿した回数の分布

会もいない。強い想いを持ったら、その強い想いに
乗ったまま、何の気兼ねもなく次から次へと発信し
ていくのが可能なのである。その結果、ネットに現
れる意見は強い想いを持った極端なものが多くな
り、誹謗中傷の量も多くなるのだ。

満たされていない「極端な人」たち
実は、男性、世帯年収高め、主任・係長以上といっ
た属性に当てはまると、炎上に参加しやすい（書き
込みやすい）傾向にあることが分かっている。例え
ば、炎上参加者の世帯年収の平均値は、炎上非参
加者に比べて 100 万円以上も高い。また、炎上参
加者の中で主任・係長クラス以上の人は 31% いる
のに対し、炎上非参加者の中では 19% しかいない
のである（図 2）。「独身で教養が低く、暇を持て余
しているネットのヘビーユーザが、1 日中パソコン
の前で書き込んでいる」という従来持たれていたイ
メージとは異なり、一般的、あるいは少し裕福な人
のほうが、炎上に書き込みやすいといえる。
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では、なぜ一見すると人生に不満などなさそうな属
性の人が、炎上に参加しているのだろうか。そこに
実は本稿のテーマのウェルビーイングがある。ハー
バード大学による幸福の研究では、人間の幸福や健
康に直接的に関係のあるものは、年収でも学歴でも
なく、人間関係だということが明らかになった。主
任・係長クラス以上で年収高めであっても、家庭内
で不和を抱えているかもしれない。そういう場合に
は、その人は結局幸せな状態ではないのである。そ
して人は不満を抱えるほど攻撃的になり、他人が許
せなくなる。

実際、「社会・他人に対して否定的（不満を持って
いる）」「攻撃性がある」といった内面的特徴を持っ
ていると、炎上に参加しやすいことも、研究から分
かっている。ネットで誹謗中傷を書く「極端な人」
とは、一見すると幸せそうに見えても、実は全く満
たされていない人たちなのである。

ネット言論の諸課題にどう対処するのか
ネット言論を取り巻く問題は、このようなネットの
誹謗中傷と意見の偏りだけではない。例えばフェイ
クニュースが世界で問題となっている。フェイク
ニュースが蔓延すると、人々の前提が異なってしま

う 5 ために議論ができなくなり、社会は分断して
いく。ニューヨーク大学准教授のハント・アルコッ
ト氏らの研究では、2016 年の米国大統領選挙前 3
か月間で、ドナルド・トランプ氏に有利なフェイク
ニュースは約 3,000 万回、ヒラリー・クリントン
氏に有利なフェイクニュースは約 760 万回、合計
約3,760万回もFacebookでシェアされたという。
さらに政治的なものだけでなく、新型コロナウイル
スやワクチンに関するデマの中には、人々の健康や
命を脅かすようなものまであった。

ネットの普及で人々は広く・濃くつながるようにな
り、それ故にウェルビーイングを重視するように
なった。そして実際にネットが可能にした人々の情
報発信・共有は、経済に反映されない多くの価値を
生み出し、人々のウェルビーイングを高めている。
しかし同時に、そのネット言論が、新たな問題を大
規模に引き起こし、人々のウェルビーイングを損な
うこともしているのである。

これらの諸課題に対して、人々は何ができるだろう
か。最もマクロ的なことでいうと、人々のウェルビー
イングを高めることが非常に効果的だろう。先述し
たように、満たされていない攻撃的な人が、ネット

図 2　役職・肩書き・職業の分布（炎上参加 4 別）



34

Column 5 　ウェルビーイングとネット言論：豊かな情報社会の実現に向けて

で誹謗中傷を書いているのだから、人々の満足感を
高めればよい。しかしこれは本質的ではあるが、す
ぐに実現するのは困難だ。

より具体的な社会的対処を考える際に、重要なのは、
ネットのポジティブな点を残しつつ、ネガティブな
点を押さえこむことである。安易な強い法規制は表
現の自由を脅かし、社会全体のウェルビーイングに
とってマイナスの影響をもたらす。例えば、韓国が
2007 年に先駆的に導入していた制限的本人確認制
度（インターネット実名制）は、2012 年に違憲と
して廃止された。この法制度では、全体的にネット
上の投稿数は減少したものの、悪意のあるコメント
の割合がほとんど変わらなかったことが、研究で示
されている。本件は、ネット全体に関わる強い規制
が、表現の過剰な萎縮をもたらす一方で、ネット言
論の環境改善には効果が限定的ということを示唆し
ている。

そういったことも踏まえ、政策としては、被害者に
寄り添う法整備の推進が重要だ。例えば 2022 年
秋に施行予定のプロバイダ責任制限法の改正案に
よって、被害者が匿名の攻撃者を特定する手間が簡
略化される。また、改正刑法により侮辱罪が厳罰化
され、新たに 1 年以下の懲役・禁錮または 30 万円
以下の罰金などが加わることになった。これらの法
改正は表現の自由を損なわない形で被害者を救済す
ると考えられるため、このような政策的検討をより
進めていくのが重要だろう。

プラットフォーム事業者の取り組みも欠かせない。
プラットフォーム事業者には、原則として自由な言
論の場を提供しつつ、規約を適切に運用し、悪質な
ユーザには厳格に対応していくことが求められる。
その際にどういった基準でどれくらい対応したかと
いったことを明らかにする、透明性・アカウンタビ
リティの向上は極めて重要である。また、日本ロー
カルでのユーザ対応を手厚くすることも大切だ。

また、アーキテクチャ上の工夫の推進も求められる。

現在もブロックやミュートなど様々な機能が実装さ
れているが、さらに有効なものを実装・運用して
いくことが期待される。例えば、現在 Twitter の
英語版や TikTok 日本語版など一部のソーシャルメ
ディアで実装されている機能に、ReThink 機能が
ある。ReThink 機能とは、ソーシャルメディアで
ユーザが誰かに攻撃的な投稿をしようとした時に、
それを検知して「本当にこの内容を送りますか？」
といったようなメッセージを表示する機能である。
Twitter 英語版の実験では、これが表示された人の
34% が、内容を修正するか削除するかしたという。
さらに一度表示された人は、その後そのような投稿
をする確率が 11% 低下したということも分かって
いる。このようなアーキテクチャ上の工夫を、ソー
シャルメディア全体に拡げていくことが重要だ。

業界団体には、相談窓口の拡充やソーシャルメディ
ア利用に関する啓発活動が求められる。マスメディ
アには、ネット炎上の拡声器になって誹謗中傷を
ネットに溢れさせないような工夫や、批判を煽らな
い番組作りが求められる。教育の面では、ネット上
での言葉遣いも良識に従うといった情報の発信だけ
でなく、ネット上の情報の偏りやフェイクニュース
が含まれるといった情報の受信についての教育・啓
発の充実が求められる。

重要なのは、ネット言論の問題について有効な特効
薬はないということを認識したうえで、各組織・人
がそれぞれ適切な対策をとって一歩ずつ前へ進んで
いくことである。これまで、政策、プラットフォー
ム事業者の対策、業界団体の対応、マスメディアの
対応、教育といった様々な面から対処方法を考察し
てきた。これらを一歩一歩進めていくことが、ネッ
ト言論の諸問題の影響力を弱め、良い部分を大きく
することにつながっていくだろう。

「他者を尊重する」ことがウェルビーイング
を最大にする
その際には、我々一人ひとりもまた変わっていくこ
とが重要だ。誰もが自由に発信できるような「人類
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総メディア時代」になってまだ数十年しか経ってい
ない今の状況では、人々はどのようにこの情報過多
の社会に接していいか分かりかねている。だからこ
そ、本稿で書いたようなネット言論の実態を一人ひ
とりが知ったうえで、適切にネットと付き合う必要
がある。

そしてこのような時代だからこそ、当たり前の道徳
心――「他者を尊重する」――ということが一人ひ
とりに求められる。他者を尊重するというのは、要
するに「他人」と「自分」をフラットにみて、相手
のことに想いを馳せるということだ。そうすれば、
自分がやられて嫌なことを相手にしたら、相手がど
う思うか想像できる。だからそれをしなくなる。も
し、全人類が他人を尊重できていれば、誹謗中傷や
炎上も、フェイクニュースも、ネットいじめも、あ
りとあらゆるネット上の問題は起きないはずだ。そ
う、この当たり前の道徳心こそが、人々のウェルビー
イングを最大にするような、豊かな情報社会の実現
に最も重要な要素なのである。

最後に、ソーシャルメディアというサービスは非常
に革新的なものであるが、これはあくまで情報社会
の黎明期に誕生した 1 つのサービス形態にすぎな
いことを忘れてはいけない。いまや、人工知能に
よって、誰かが頭の中で思い描いている映像を、デ
ジタル上に描写することができるようになってきて
いる。他者の感覚情報を、センサーによってデジタ
ルで共有できる技術も日進月歩で発達している。こ
のような技術が将来普及すれば、間違いなく人同士
のつながりは今より広く、濃くなっていく。そうす
れば、人々は他者との関係性の中で、自分たちの本
質により一層向き合わなければならなくなる。本質
とはつまり、人間は他者を尊重できる生物か、それ
とも独善的で自分本位な生物かということだ。

これは人類にとって非常に大きなハードルである
が、それと同時に、これを乗り越えることは大変意
義のあることでもある。これをただ「解決すべき問
題」「解決が難しいからもうどうしようもない」と

単純化するのではなく、受け入れたうえで、より豊
かな情報社会を皆で考えて向かっていった先に、人
類に新しいステージがあるのではないか。このネッ
トのもたらした現象を乗り越えることは、次なる時
代のための進化であり、それこそが人々のウェル
ビーイングを高めていくのである。

そして筆者は、人々がこの進化を遂げると信じてや
まない。なぜなら、人はこれまでも、数多の問題を
解決してきて今の社会を築き上げてきたからである。
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Teal Organization

『ティール組織』（英治出版）解説者。場づくりの専門集団 NPO 法人場とつ
ながりラボ home's vi 代表理事。東京工業大学リーダーシップ教育院特任
准教授。集団から大規模組織にいたるまで、人が集うときに生まれる対立・
しがらみを化学反応に変えるための知恵を研究・実践。研究領域は紛争解
決の技術、心理学、先住民の教えなど多岐にわたり、国内外を問わず研究
を続けている。
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組織づくりの分野ではその歴史において、常に話題
に上がる二つの大きな潮流があります。カリスマ
リーダーが組織を牽引し引っ張っていく「トップダ
ウン型の組織」、そして一人ひとりが比較的自由に
振る舞うことができる「ボトムアップや分散型の組
織」の二つです。ウェルビーイングの文脈において
は後者の形態の組織のほうが充実していると考える
人も多いかもしれません。しかし、私はそれを狭い
意味でのウェルビーイングだと捉えています。ここ
で真の意味でのウェルビーイングを実現する組織を
探求していきたい。その探求のヒントになるのが、
ティール組織に代表される進化型組織です。よく
ティール組織は上記の「ボトムアップや分散型の組
織」と分類されがちなのですが、専門的な視点で語
ると、上記二つの潮流の良い部分を統合し、マイナ
ス部分を補うような新しい組織形態を提示している
のです。このコラムでは上記二つの潮流の光と闇を
捉え、新しく生まれてきている進化型組織の概要を
見ていくなかで、真にウェルビーイングな組織のあ
り方を探求していきます。

トップダウン型組織の光と闇
トップダウン型組織といえば、イーロン・マスクや
スティーブ・ジョブズのようなカリスマ経営者がビ
ジョンや戦略を提示し、その戦略に基づいて高度に
組織化されたマネジメント体制で推進していく姿が
イメージできると思います。時に変化の激しいこの
世の中で強い推進力を持ちつつも、同時にそのス

ティール組織から考える
ウェルビーイングを育む組織とは？

NPO 法人 場とつながりラボ home's vi
代表理事

嘉村 賢州

ピードに働く人たちが疲弊している姿も想像に難く
ないかもしれません。ティール組織ではオレンジ組
織 1 に代表されるような、機械のメタファーで表現
される組織形態に重なります。組織としての推進力
が極めて強いため、その組織の経営者が描くビジョ
ンが野心的で志高い場合、働いている人たちにとっ
てはそこに関われていることに大きな喜びを感じ、
幸せな状態と言えるかもしれません。しかし、統率
されたマネジメント体制は時に冷徹で、一人ひとり
個性を持った人間の良さを活かしきれていない部分
があるのではないでしょうか。

ボトムアップ・分散型組織の光と闇
ボトムアップや分散型組織は、そのアンチテーゼと
して生まれてきている組織形態とも言えます。権
限移譲を促進したり、一人ひとりが自由に意思決
定できる分散的な組織を発明したりしてきました。
ティール組織においてはグリーン組織 2 と呼ばれる
形態がそれに当てはまります。多様な価値観が受け
入れられ、また人間関係や組織文化も豊かで、幸せ
そうに働く人たちが増えてきます。しかし、このよ
うな組織は同時に特定の難しさを抱えています。多
様な価値観を受け入れすぎる故の推進力の低さが課
題に上がります。会議があまりにも多すぎる組織や、
社内にプロジェクトはたくさんあるもののどこかバ
ラバラで、組織全体としてのシナジーや規模の力学
を活かしたビジネスが立ち上がりにくい現状にあり
ます。
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二つを統合する進化型組織の特徴とは？
この二つの形態の良い部分を足し合わせ、悪い部分
を打ち消し合う新しい組織の潮流が、ティール組織
やホラクラシー、ソシオクラシーに代表されるよう
な進化型組織になっていきます。この二つの組織形
態をつなぐ大切な要素として、「①パーパス・ビッ
グアイディア」「②人間愛」「③生命体のパラダイム
の理解」が挙げられます。そのことがまさに組織に
おける真のウェルビーイングを実現する上で大切に
なってくるので、その点を見ていきましょう。

特徴①パーパス・ビッグアイディア
ティール組織が日本において評判になり始めた頃、
ティール組織を「階層構造がない組織」「ルールが
ない非常に自由な組織」といったイメージで捉えて
いる人がほとんどでした。同時に「ティール組織に
すれば指示命令がなくても、働いている人は自ら自
走して働いてくれるんでしょう？」というコメン
トもよくもらいました。それらには非常に大切な 1
要素が抜けていたのです。そもそも働く人たちがそ
のサービスや組織に集まっている目的に共感し、モ
チベートされていなければ、自走する組織、自己組
織化する組織など生まれるはずがないという事実で
す。そこで出てくるのが、これから説明する二つの
キーワードです。組織活動を通じて、今までこの世
に存在しなかったような新しいアイディアを実現す
る（ビッグアイディア）、あるいは心からそのサー
ビスをこの世に提供することに喜びを感じるものに
なっているか（パーパス）の二つです。最近パー
パス経営の流行が生まれてきていますが、その際
に、社会課題の解決をビジネスの中心に持ってくる
こと、また一つの企業では実現できない、ステーク
ホルダーを巻き込んで実現できるようなビジョンを
目指すものという文脈で語られることが多いのです
が、ティール組織におけるパーパスの捉え方は、そ
の組織で働く一人ひとりがその企業活動に対して

「意味」や「意義」を感じることができるのかという、
内側のベクトルで探求するものがパーパスだという
ことです。ティール組織においては、働く一人ひと
りが徹底して、なぜこの組織で働くことを選んだの

か、一人ひとりがこの組織活動を通じてどういうも
のをこの世に表現したいのか、という個人のパーパ
スを徹底的に内省し、同時に「私たち」としてこの
世界に提供するべきものは何かを、対話を通じて探
求していきます。個人のパーパスと組織全体のパー
パスとのアライメントを測っていく。そうすること
で心から誇ることができる、チャレンジブルな組織
活動に自分が関わっているという大きな幸せ実感を
得ることができるのです。

特徴②人間愛
二つ目の観点は人間愛です。ティール組織の 3 つの
特徴のうち「全体性」にも通じるものになります。
会社を意味するカンパニーは、もともと「パンを分
け合う」を語源とするように、仲間的なニュアンス
の強い言葉でした。『ティール組織』3 の著者のフレ
デリックは、なぜ今の組織は家族と共にいるように、
友達と共にいるように過ごすことができないのかと
問いかけます。月曜日の朝、すこしスイッチを入れ
るように家から出かけている人も多いのではないで
しょうか。仮面や鎧をつけていかなければならない
組織を脱却し、ありのままの自分でいられる組織を
ティール組織は目指します。同時に、フレデリック
は「魂という野生動物」という表現もするのですが、
一人ひとりの中には野生動物のように勇敢でウィッ
トに富みながらも同時に臆病者のような魂というも
のが存在する。私たちの職場はそれらの魂に「出て
こい！！」と叫び合っているような組織であるとい
うパーカー・パーマーの言葉を引用しています。も
し仮面や鎧を外すことができたら、自分自身さえも
気づかなかった新たな側面や湧き出る情熱が現れて
くるものです。フレデリックは、人生とは自分たち
の本当の姿を明らかにしていく個人的、集団的な工
程と表現していますが、仕事を通じてそういったも
のと出会えるとしたら、それは幸せなことではない
でしょうか。同時に一人ひとりの内なる多様性を見
いだすと、究極的に組織内では「私は私、あなたは
あなた」といった相対主義の罠にも陥りがちです。
そんな時に上記のような「私たち」目線での目的探
求とアライメントが大事になってくるのです。
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特徴③生命パラダイム
三つ目の観点は生命体的な視座です。私たちは従来、
機械的なメタファーで組織というものを発展させて
きました。機械のようにスムーズに組織を運営する。
できるだけリスクは未然に防ぐ。人を機械の部品の
ように機能で捉え、役割にはめていく。専門分化を
行い、組織内で考える側と実行する側に分ける、な
どです。またミスなどを起こした場合、二度と起こ
らないように官僚的な制度を作り上げていきます。
これらのやり方は、高い生産性を維持し、安定した
組織運営を行うには有効な方法だったかもしれませ
ん。しかし人間は部品ではありません。一人として
同じ性質を持った人はいません。唯一無二の個性を
持った人間にはその個性を活かした組織運営方法が
あるはずなのです。その時に注目されたのが、生命
体をメタファーとする組織運営方法の数々なので
す。事前にリスクを完全に抑えることではなく、重
大なリスクを除いては、動きながら、そのリスクや
チャンスを素早く察知し、自由自在に事業内容や組
織構造を変化させながら進めていく組織。実はこの
ような組織は、この変化の激しい時代において逆に
従来型の機械的組織よりもレジリエンスが強く、ま
た変化や困難をチャンスに変える力が強いと言われ
ています。

戦略部門と現場が機能分化している場合、世の中の
変化を掴むのは上層部に委ねていくことになりま
す。しかし、組織が大きくなるにつれ、その上層部
は現場に触れる機会をなくしていくため、その経営
判断は世の中のトレンドやビッグデータ、現場から
階層を超えて上がってくる抽象的な情報に頼ること
になっていきます。進化型組織では一人ひとりがセ
ンサーとなり、日々現場で接している生身の人間や
環境の変化の機微を捉え、それをビジネスとしての
形にしていくことになります。前者のやり方は、時
に社会と組織、組織と人、人と人、そして人とその
人の心の分断を生んでいってしまいます。一人ひと
り現場で感じた悲しみと喜びを素直に表現し、働く
仲間と対話・探求を行い、それが新たなビジネスと
して発展し、組織や社会に貢献していく。その生命

体的な組織の柔軟さは、一人ひとりの働き手に喜び
を与えます。血の通った組織の中で人々は幸せに働
くことができるようになるのです。

何が進化型組織を促進 / 停滞させるのか？
では、今の世の中において、こういった進化型組織
を促進させたり停滞させたりするものに何があるで
しょうか？　それは過度なリスク管理です。本当は
重大なリスク以外は生まれてきてから調整すれば良
いにもかかわらず、全てのリスクをゼロにしようと
するのは特に日本の潔癖性でもあります。また短期
的な視野での経営評価も、大きくこの世界を停滞さ
せているものと考えられます。本当に理想や新しい
ものの発展には試行錯誤がつきものです。しかし短
期的視野では、試行錯誤よりも説明責任と安定性が
重要になります。そのことにより多くの組織では
チャレンジというものができなくなってきている、
このことが大きな問題です。

逆にポジティブ面では、昨今の ICT の発展は非常
に後押しになっています。トップが全体把握をしな
くても進めるので、分散型組織を作りやすい。また
組織内のリソースにもアクセスしやすく、従来の部
署を超えて創発する環境が実践できる。実際、イノ
ベーションの研究においても、ヒエラルキーの上位
の少人数の判断よりも、組織の全メンバーが投票す
るようなプロセスのほうが精度が高いという研究結
果も出ており、より集合知を活用した組織経営が
ICT を通じて実現できるのかもしれません。

進化型組織の実現に向けて
進化型組織に近づいていくためには、まずはトップ
の姿勢が何よりも大切になります。外のトレンドに
目を向けるのではなく内側の叡智に耳を澄まし、よ
り現場のセンサーを信じて、そこから生まれるイノ
ベーションを育む仕組みを構築することにコミット
することが必要になります。過度なリスクヘッジに
よる硬直した組織から、少しの揺らぎが生み出す可
能性にシフトするならば、リーダーの胆力が非常に
重要になります。だからと言って現場が何もできな
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いわけでもありません。自分のチーム、自分の部署
を安心・安全にティール組織的にデザインすること
は可能です。一人ひとりが一歩踏み出すことで誰も
がウェルビーイングを味わうことができる、そんな
社会づくりに発展することを私は願っています。

最後に、進化型組織においては大きな意味でのウェ
ルビーイングを実現することができると感じていま
す。一人の人として安心して、ありのままを出せる
コミュニティの中で、多様な人たちと喜びを持って
関わることができる。その関わりの中で自分すら知
らなかった自分と、仕事を通じて出会うことができ
る。仲間たちと対話し探求することで「私たち」と
してこの世界に大きく貢献していく。職場という人
生の大半を過ごす時間の中で働く人がウェルビーイ
ングに溢れ、そしてその提供するものが世界の人の
ウェルビーイングを作っていく。そんな組織に溢れ
ることに、私はこれからも貢献していきたいと考え
ています。

1 現在主流のマネジメント形態、階層構造を持ち、成果を出せば出世できる構造を持つ。

2 権限移譲が多くなされ、カルチャーや対話文化など人の多様性や人間関係を重視する組織。

3 フレデリック・ラルー［2018］『ティール組織 ― マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現』英治出版
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1. はじめに
高いウェルビーイングレベルの社会を実現させる上
で、現在、日本社会で急速に取り組み企業数を伸ば
している健康経営やウェルネス経営、ウェルビーイ
ング経営（以下、これらを総称して「健康経営」と
記述する）と呼ばれる企業における経営視点からの
健康課題解決の活動を無視して語ることはできな
い。一方で、健康に関する経営活動は複雑で奥が深
いので、この健康経営の活動を精力的に行っている
企業においてさえ、その活動を誤解または誤認して
いる経営者や企業内担当者は多い。そこで、本稿で
は、最初に本来の健康経営について駆け足で説明し、
読者の皆さんとの目線を合わせた上で、本題である
高ウェルビーイング社会と健康経営の関係性へと話
を展開していきたい。

2. 健康経営の誤解
健康経営が世の中で認知され始めてから数年という
短期間の間に、健康経営という言葉を聞いたことの
ない企業経営者や人事・総務系担当者、または産業
保健や健康保険組合に関係している方はほとんどい
ないといっていいほど、日本では健康経営の認知度
が上がった。この健康経営を日本社会へ普及させる
のに大きな推進力を発揮したのは経済産業省であ
る。健康経営の普及促進のため、優秀な健康経営の
活動をしている企業をホワイト 500 等の優良法人
に国が認定し、社会への浸透を加速させてきた。こ

ウェルビーイング重視社会の実現に向けた
健康経営の役割

一般社団法人 社会的健康戦略研究所
代表理事

浅野 健一郎

の褒賞制度にエントリーするには、健康経営度調査
票と呼ばれる経済産業省が実施するアンケートに回
答する必要がある。この褒賞制度が大きな効果を発
揮し、褒賞制度にエントリーする企業が増えれば増
えるほど、健康経営度調査票が健康経営度の優劣の
調査の枠を超え、健康経営自体のバイブル的な存在
となり、その弊害として、健康経営を従業員に対す
る高度な健康管理と誤解して活動を行う企業が急激
に増えてきている。これは普及に先立ち本来行うべ
き正しい健康経営の理念や目的、運用プロセス等の
認知や知識を高める教育的な活動より先行して、評
価制度が普及してしまったための誤謬である。

健康経営が従業員を対象とした高度な健康管理を行
うことではないということではなく、これらは健康
経営活動に含まれる施策の一つである。しかし、そ
の施策の一端であるはずの健康管理そのものが健康
経営と勘違いされていたり、そこまでひどくなくて
も、高度な健康管理を駆使して従業員を健康にする
ことが健康経営の目的と誤解している企業は非常に
多い。この誤解は、健康経営度調査票の内容からだ
けではなく、「健康」や「ウェルビーイング」の言
葉自体の定義が曖昧で、人それぞれの定義が異なっ
ていることの影響も極めて大きい。そこで、本来の
健康経営についての説明に進む前に、健康経営にも
使われている「健康」や「ウェルビーイング」とい
う言葉の定義について考えてみたい。



44

Column 7 　ウェルビーイング重視社会の実現に向けた健康経営の役割

3. 健康とウェルビーイングの定義
健康という言葉の定義は、わかっているようでわか
らず、理解しているようで理解できていない。多く
の人は、何となく健康とは病気ではない状態と考え、
健康と病気を一つ軸の上での対極に位置付けてい
る。最近では、その健康でも病気でもない状態であ
る中間地点に位置付けた「未病」という言葉も生ま
れている。さらにウェルビーイングについては相当
する日本語の単語が存在していなかったことから、
健康以上に様々な意味で理解されており、一例を挙
げれば、「ウェルビーイング：Wellbeing」と「ハ
ピネス：Happiness（幸福）」が同じ意味と理解さ
れていたりする。日本語が存在しないということは、
ウェルビーイングについては、日本では古来、民衆
の間でほぼ意識されていないものであったことが想
像できる。それ故に健康以上にイメージがしづらい。

これらの「健康」や「ウェルビーイング」の国際的
な定義として、私たちは、国連の機関である WHO

（World Health Organization：世界保健機関）憲
章の前文に書かれている「健康（Health）とは」
の定義を用いている。

WHO 憲章では、健康（Health）が以下のように
定義されている。

Health is a state of complete physical, 
mental and social well-being and not 
merely the absence of disease or 
infirmity.

そして、日本語訳は、

「健康とは、病気でないとか、弱っていないと
いうことではなく、肉体的にも、精神的にも、
そして社会的にも、すべてが満たされた状態
にあることをいう」（日本 WHO 協会訳）

この WHO の定義では、「健康」とは、「ウェルビー
イング」の一状態であると書かれている。つまり、

「健康」は状態を示す言葉で、「ウェルビーイング」
は尺度を示す言葉であると理解できる。つまり、３
つ（肉体、精神、社会）のウェルビーイングの尺度
において、全ての尺度で高いレベル（良好）にある
状態が「健康」と定義されている。

この定義の理解を深める上で、非常に重要な示唆が
二つある。一つは、健康とは、「病気でないとか、弱っ
ていないということではない」という概念である。
つまり、病気に罹患していたとしても、その人が同
時に健康な状態にあることは可能であり、また老化
やフレイル等で弱っていたとしても健康を維持でき
るということである。もう一つは、「健康」とは至っ
て主観的な感覚から導かれるものであり、第三者が
他人の健康を決めることはできない。一方で病気は、
その個人が決めることではなく、第三者である専門
家（日本では医師）が決める。このことからも健康
と病気が異なる次元の言葉であり、一軸上における
対極の概念ではないことが理解できる。

4. 本来の健康経営とは何か
健康やウェルビーイングの定義が明確になったとこ
ろで、今一度、健康経営に立ち戻り、その本来の活
動目的や意義や意味、そして施策を考えてみよう。

健康経営を標榜する多くの企業が、その活動を
SDGs1 の達成に向けた企業活動、もしくは CSR（企
業の社会的責任）の一環として捉えている。これは、
人々の健康を維持向上することは、社会全体の課題
解決になるという理解のもとに健康経営が行われて
いることと同義である。同じような経営活動に「環
境経営」がある。ここからは、理解しやすくするた
め、この「健康経営」と「環境経営」を対比させな
がら、話を進めていきたい。

現在の世界（地球）においては、健康や環境は世界（地
球）規模の課題であると言って過言ではない。現存
する人類共通の課題であり、私たち今を生きている
人類が解決できないと、将来の人類の存続はないか
もしれないと考えられている。なぜ、それほどまで
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に持続可能性が危機的状況になってしまったのかを
考えると、この健康経営や環境経営の意味するとこ
ろが見えてくる。

地球上の一生物種である私たち人類は、これまで農
業革命、産業革命と、人類の生き残りの枠を超え、
幸せや豊かさを求めて経済活動を進化させ、地球上
での生息域を拡大してきた。これらの活動は、短期
的な利益を上げる経済合理性の思考が主流となり、
人々の労働力や地球資源、他の生物種の生息環境を
搾取することで大きな利益を生む事業活動が是とさ
れ、活動されてきた。また、地球環境や他の生物種
への負荷や人々のウェルビーイングへの負荷といっ
た、負の経済外部性領域を大きくすることが、企業
に莫大な利益をもたらし、経済発展の原動力とされ
てきた。その結果、現在では地球資源の枯渇、環境
汚染による様々な地球規模での災害、病気の蔓延、
生物種の多様性の破壊等の持続可能性の危機を招い
たのである。つまり、これまで是とされてきた経済
合理性の追求を継続することで、地球や地球上の他
の生物種だけではなく、人類までも破滅させる可能
性が高いことが科学的にも明らかになりつつあるこ
とが周知の事実となってきた。現在に至るまで、企
業の事業活動における有害物質の使用と排出による
大気汚染や水質汚染、放射線やアスベスト、有機溶
剤等による環境汚染が原因での人や生物への病気発
症への影響等、大規模な人的被害の経験から、様々
な改善・改良が続けられてきたが、人的被害も環境
への負の影響も、その事実が明らかになるまで長い
時間がかかることから、起こってからの対処では対
策が後手となり、いつまで経っても抜本的な解決に
つながらないのが現実であった。そこで、先手を
打っていくための新たな方法論として、現代社会で
は「健康経営」や「環境経営」が注目されている。
さらにその活動のゴールや意味づけとしての SDGs
や CSR の流れが、SRI や ESG 投資という投資活動
にまでつながってきている。

以下の項で、具体的なサブテーマを設定し、ウェル
ビーイングを重視する社会における健康経営の現状

と課題、そして対策を深掘りしていきたい。

サブテーマ１：ウェルビーイングを重視する社会を
考えると、「健康経営」のあり方はどのように変わ
るか？
環境経営は、健康経営より先に社会に浸透した活動
であるが、ISO 14000 シリーズ等の認証制度も相
まって、今では深く企業活動に根付きつつある。し
かし、皆さんの環境経営のイメージはどのようなも
のだろうか。多くの方は、社内で無駄な照明を消す、
クールビズ、ウォームビズ等によるエアコン使用率
の低減等の省エネ対策、ゴミの分別をしっかり行い、
リサイクル率を高める、できるだけ紙の使用を控え、
紙ゴミの排出を減らしていく等々、会社内での活動
であるにもかかわらず、実際は個人ができることの
地道な実践の積み上げを思い浮かべるのではないだ
ろうか。これが間違っているわけではないが、これ
らは、今の地球規模での持続可能性の危機社会で生
きている私たちにとっては、基本中の基本の社会規
範である。これらを環境経営と呼ぶにはいかにもレ
ベルが低すぎるように思えるが、これまでの大量消
費、大量廃棄、短期的視点での利益の追求等を常識
としていた世代の人々にまず必要なのは、常識の大
転換であり、同時に新たな価値観の創出であるため、
容易に実現できる類のものではない。つまり、第一
ステップの環境経営は、個人の環境に対するリテラ
シー教育を行い、新たな社会規範（常識）を根付か
せることにあった。

同様に、健康経営を考えてみよう。サブテーマにあ
る通り、ウェルビーイングを重視する社会に突入し
ている現在、いじめやハラスメント問題がクローズ
アップされ、またマネジメント不在における長時間
労働をはじめとする過重労働での労働災害が社会的
に問題視されている。一昔前では、病気の一つや二
つに罹るまで無理して働くことが美徳とされ、「24
時間働けますか？」が流行語になるほど、長時間働
くことが美徳であったし、社会で常態化・常識化さ
れていて、長時間働いている自分に社会的な効用感
を感じていた。今では、隔世の感である。現代病と
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もいわれているメンタル疾患者が大幅に増加して社
会問題になり、生活習慣病（昔の成人病）が死亡に
至る疾病の上位を独占する勢いで、中高年層に蔓延
している。しかし、これらの社会問題や疾患は表層
に現れている現象にすぎない。医療は、この表層の
現象に対処することで人々を救ってきたが、これま
で根本の原因に対して問いを立てた対処がなされて
いない。ハラスメントの防止やメンタル不調者発生
予防として、管理監督者研修やラインケア・セルフ
ケア研修の実施、そして生活習慣病に対しては、適
切な食や運動、睡眠の改善といった保健指導等によ
る健康リテラシー教育、行動変容を目的とした施策
を行うという、表層の現象に対処する対策しか行わ
れておらず、これまで数十年の取り組みをしてきた
にもかかわらず、結果としてこれらの社会課題がほ
ぼ改善されない現実に直面している。

さらには、こういった表層の現象へ対する対処行動
が「健康経営」であると認知され、この数十年間大き
な成果が出ていない活動の強化が広がってきている。
一方で、健康経営の視点からのリテラシー教育の第
一ステップは、教育の実施者が無意識的、意識的か
にかかわらず、ウェルビーイング重視社会では必須
の、大変重要なステップである。先に環境経営の実
態で見た通り、会社が従業員個人への教育を行うこ
とで、新たな常識を身につけさせている段階と同様
と捉えることができる。加えて理想を言うと、これ
からのウェルビーイング重視社会とは何か、なぜそ
の社会を目指さないといけないのか、そしてその社
会での常識、人々のとるべき行動や身につけるべき
知識についての教育を行うことが求められている。

つまり、成熟したウェルビーイング重視社会を実現
するために、その社会を構成する人々がまずウェル
ビーイングの理解を深める必要があることに鑑みる
と、この健康経営の活動は、非常に重要なファース
トステップの活動であり、多くの国民にリーチでき
る教育機会として、基礎となる活動と位置付けるこ
とができる。したがって、リテラシー教育での教育
内容については、一考の余地があるが、基本的には

「あり方はどう変わるか？」という問いに対しては、
「変わらない」、もしくはこの基礎部分に関しては「変
えない」というのが私の結論である。

サブテーマ２：ウェルビーイングを重視する社
会を考えると、「健康経営」のあり方はどのよう
に変わるべきか？
サブテーマ１では、今の健康経営の活動を「変えな
い」と結論付けたが、今の「健康経営」のあり方が
今のままで「十分である」ということではない。ま
ず変えない部分としては、あくまで基礎的な個人へ
の健康リテラシー教育の部分である。この教育によ
りウェルビーイングを重視する社会の実現で必要と
なる、新たな常識や新たな価値の浸透を図ることが
可能となる。つまり、これらの教育は、ウェルビー
イングを重視する社会の実現の準備活動と位置付け
ることができる。では、ここからはべき論としての

「あり方」を考えていきたいと思う。

再び、環境経営の例を用いて話を展開する。環境経
営で、多くの企業が最初に取り組んだのは、「紙、
ゴミ、電気」といわれる、環境負荷を下げる最低限
の環境意識の教育やその行動を社内で展開すること
であった。この活動が、環境負荷の少ない社会の実
現に貢献することに間違いはないが、企業活動全体
を捉えたときに、その企業が本来持っている最大限
のパワーを発揮して、低環境負荷社会の実現に貢献
しているとは言えない。つまり、企業という社会に
向けての価値提供を事業展開する法人を考えたとき
に、最も低負荷環境社会の実現に寄与するのは、従
業員の教育や社内で一般的に発生する「紙、ゴミ、
電気」の取り組みではなく、当然ながら事業提供そ
のものが、いかに低環境負荷社会の実現に寄与でき
るかである。これは、環境事業を新事業で始めるべ
きということを言っているのではなく（もちろん、
それを否定するわけではないが）、現在すでに事業
提供している現業において、いかに低環境負荷社会
に貢献できる事業内容、製品設計、製造工程設計、
もしくはサービス提供ができるかという視点であ
る。ライフサイクルアセスメントは各社で行ってい
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ると思うが、例えば製造工程の省エネ、省資源等の
自社内での低環境負荷活動にとどまらず、この製品
が他社（他者）に渡った時に、その他社（他者）が
発生させる環境負荷を低減できるか等、社会全体に
おけるサイクルの中で、自社の価値提供が環境負荷
を低減できるかが一番重要なポイントになる。つま
り、極端に言えば、自社の製造工程内で発生する環
境負荷が上がったとしても、それを補って余りある
環境負荷低減効果がその製品やサービスの使用で得
られるのならば、これは十分に低環境負荷に貢献し
ていると言える。逆に、いくら自社内での工程が省
エネ化されたとしても、そのこと以上に、社会での
使用で省エネ工程化前より環境負荷が高まり、トー
タルで高環境負荷になってしまうならば、これは決
して環境経営と言えない。この構図をウェルビーイ
ング重視社会での健康経営のあり方と重ね合わせて
みると、健康経営のべき論が見えてくる。

健康経営においても、社員の健康リテラシーの向上
教育や、その行動促進はとても重要ではあるが、仮
に社員の健康に対してとても手厚い施策を行ってい
たとしても、その会社が作っている製品や提供して
いるサービスが人々の健康を毀損するものだとした
ら、この企業は健康経営企業と言えるだろうか。わ
かりやすい例でお話しすると、例えば癌等の病気を
直接誘発するような商品やサービスは、当然ながら
提供されることは少なく、または意図的にそのよう
な商品やサービスを提供する事業者は現在の社会で
も排除されているはずだが、生活習慣病を誘発する
ような商品・サービスは世の中に氾濫している。こ
こでは、病気を対象として例示をしたが、実際の健
康は先の項で提示した定義から大変広い概念であ
り、かつ多様であり、本当に健康を毀損していない
かを考えるのは容易ではない。

極端な例を挙げると、今流行りの SNS のサービス
で、その使われ方から、結果的にもしくは意図せず
人々を孤立させる、もしくは差別、誹謗中傷、精神
的なダメージを与える言葉の暴力等、意図的な発言
を許容し、または増長するサービスだとしたら、こ

のサービスはウェルビーイング重視社会で、人々の
健康に寄与しているサービスと言えるだろうか。こ
のサービス提供事業者が、社員に対してはこのよう
な社会的ウェルビーイング、精神的ウェルビーイン
グを低下させるような言葉の暴力を健康経営で手厚
く防止していたとしても、この企業は健康経営企業
のあるべき姿を具現化していると言えるだろうか。
これらは架空の例であるが、べき論を考えたときに、
健康経営企業は、その企業のあらゆるステークホル
ダーの健康を少なくとも毀損させない、望ましくは
向上させる「べき」ではないだろうか。

この例を見て、「当社は直接、個人の健康に関わる
ような事業ではないから事業視点からは関係ない」
と思われた方も、なかにはいるかもしれない。しか
し、よく考えてほしい。一見すると関係ないように
思えるかもしれないが、健康の範囲はとても幅広い。
楽しいと思うこと、安心を感じること、充実感を得
ること等々、全てその人の健康に関係する。より楽
しい、これがあるからより安心、もしくは、より充
実すると感じられる商品やサービスは、人々のウェ
ルビーイング度を高める。それでも事業と健康とは
関係ないと言い切れる業種はほぼ存在しないのでは
ないだろうか。現在の健康経営は、いまだ社内のス
テークホルダーである社員を対象としている企業が
ほとんどである。しかし一部の企業では、顧客、地
域住民、もしくは将来の顧客層へのウェルビーイン
グ重視のアプローチを開始している。この社員から
始まった健康経営の取り組みを、コアとなる事業活
動を通じて社会全体に拡張し、人々のウェルビーイ
ング度を上げられる企業が、ウェルビーイング重視
社会での健康経営のあるべき姿ではないだろうか。

サブテーマ３：「健康経営」の変化を促進 / 停滞さ
せる主な要因として注目されているものがあるか？
それでは、あるべき健康経営へ変化させる促進要因
／変化を遅らせる停滞要因について考えてみよう。
促進要因と停滞要因は裏腹の関係にあり、完全な独
立変数ではないので、ここでは単純化のため促進視
点で考える。停滞要因は、その促進要因がないこと
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であると理解してほしい。

卵が先か鶏が先かのような議論ではあるが、一番の
促進要因は、社会自体をウェルビーイング重視社会
に変革することである。これまでも、社会における
価値は時代ごとの環境により揺らいできたが、人々
の価値観がウェルビーイング重視になることで、
ニーズが顕在化するので、健康経営が当たり前の社
会に向かって勝手に進んでいく。すでに社会全体は
その方向に向かって動き始めている。SDGs はこの
動きに具体的な目標を与えている。さらに ESG 投
資等の企業活動を支える大きな仕組みも、社会の価
値変革の後押しをし始めている。これからさらに加
速するには、ISO 14000 シリーズがなし得た環境
重視社会への転換に向けた社会インパクトと同じよ
うに、国際標準によるウェルビーイング重視社会に
向けた社会規範の促進も必要であると考える。

また、同時に社会の変革を完成させるには、大多数
の人々がウェルビーイングに価値を高く認識する必
要がある。それには、ウェルビーイングについての
個々人のリテラシーが高くなっている必要がある。
少なくともウェルビーイングとは何かを理解し、自
分や社会には何が必要かを見いだせていることが重
要である。つまり、ウェルビーイングについてのリ
テラシー教育が最大の促進要因になると考えられ
る。すなわち、今の健康経営の恩恵を受けられる職
域にいる層だけでなく、あらゆる年齢層へのリテラ
シー教育が必要となる。特に学校教育における、社
会に出る前の児童・生徒等への健康リテラシー教育
が一番重要かつ効果的な促進要因であると考えてい
る。

ここで、別な視点から健康リテラシー教育の重要性
を考えていきたい。前項では、企業の本業における
健康経営の重要性に言及したが、事業提供において
健康を毀損しないことを十分に考慮した製品設計、
サービス企画を行うためには、健康を十分に理解し
た企画・設計者もしくは開発者、ひいては研究者が
企業にいないと実現できない。つまり、企業内に健

康に精通した人材が必要になる。また、あらゆる企
業活動の前提として法律遵守と同じように健康に配
慮することを考えると、精通した人材の必要数は相
当数にのぼる。この視点からも健康リテラシー教育
とその体系化がとても重要であることが理解でき
る。

サブテーマ４：「健康経営」のあるべき姿の実現に
関して、誰が何をするべきか？（誰の活躍に期待し
ているか？）
この質問に対する回答としては、ウェルビーイング
重視社会の実現は、社会の変革であるので、全ての
人々、政府や自治体、企業等の組織体のセグメント
にかかわらず全ての組織が、その活動の前提にウェ
ルビーイング重視をおいた価値観で社会活動を営む
ことである。個人にとっての健康経営、そして政府
にとっての健康経営、さらに地域にとっての健康経
営等、健康経営の概念は、企業にとどまらず、全て
の社会構成要素に適用できる。よって、誰がという
主語は、社会のステークホルダー全体であると、べ
き論ではこのように答えることができる。

一方、期待という視点からは、私は学域での健康リ
テラシー教育が一番重要と考えており、それ故一番
期待している。やはり、新しい社会への転換は、結
果的に旧来の常識にとらわれていない若い世代が推
進力となり変えていくものである。この視点からは、
学域の教育現場を支える教育者の役割は大きい。そ
して学ぶ立場である児童・生徒の健康リテラシーを
高くする教育を充実させるには、リテラシーの教育
方法やウェルビーイング重視社会自体の研究を、教
育学だけでなく心理学・社会学・経営学・経済学等々、
関係するアカデミアの領域が学際的に研究し、社会
をリードしていくことが求められている。つまり、
まずは教育者・研究者の活躍に期待し、その活動の
成果から、最終的には若い世代の活躍に期待してい
る。

5. まとめ
ここまで、ウェルビーイング重視社会の実現を、健
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1 持続可能な開発目標。https://www.undp.org/ja/japan/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8
%83%BD%E3%81%AA%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%9B%AE%E6%A8%99%EF%BC%88sdgs%EF
%BC%89 参照。

康経営の視点から述べてきた。もちろん健康経営
だけがウェルビーイング重視社会を創るわけでも、
リードするわけでもない。今すでにこれだけ健康経
営に興味を持って推進する企業が増えたり、学生の
間でも健康経営企業への就職を希望する人が増えた
りしている事実は、社会が確実にウェルビーイング
重視社会への道を歩んでいることを示している。私
たちは、この社会変革の過渡期にあり、これまでの
社会とこれからの社会の制度や仕組み、常識や価値
観の大きな揺らぎにさらされ、戸惑い困惑している
状態にあると言える。

一方で、人類社会や世界、そして地球の持続可能性
を少しでも長引かせるには、この社会変革が必要で
あることはほぼ間違いない。私たちは、このウェル
ビーイング重視社会への変革に向けて、道を外さず、
寄り道もせず、その実現に邁進していきたい。なぜ
なら、私たちに残された時間はもうそれほど多くは
ないからである。
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1. はじめに
「ウェルビーイングと法」というテーマはお世辞にも
一般的なものとはいえないが、「ウェルビーイング」
を身体的・精神的・社会的に良好な状態または充足
された状態であると定義した場合 1、「社会的」なウェ
ルビーイングの一要素として法は重要な位置を占め
ると考えられる。2020 年に書いた「ウェルビーイ
ングと法のデザイン」と題した拙稿 2 で、わたしは

「ウェルビーイングと法」というテーマを、「ウェル
ビーイングのための法設計」と「法設計におけるウェ
ルビーイング」に分けて論じた。前者の「ウェルビー
イングのための法設計」は文字通りウェルビーイン
グを促進するための法設計であり、その一つの例と
して EU の GDPR などの個人データの取扱いの設計
について書いた。後者の「法設計におけるウェルビー
イング」では、現在の法設計においてそのユーザー
たる市民が参加できていない状況を捉え、市民が法
設計を「自分のこと」として主体的に捉えるために
は何が必要なのか、ということを書いた。その後、
データの取扱いに関するウェルビーイングを確保す
るための法設計として、ユーザーを騙す、あるいは
そこまでいかなくても誤導または事業者側の都合の
良い形に誘導するユーザーインターフェース及びそ
の設計である「ダークパターン」が消費者保護の観
点から問題となっている 3。また、日本でも、デー
タに関する基本権を憲法上の権利として位置づける
べきではないか、という議論も起こっている 4。フィ
ルターバブルやフェイクニュースの問題など、情報

法やルールによって
ウェルビーイングはつくれるか？

シティライツ法律事務所
弁護士

水野 祐

的「偏食」が問題とされるなかで、「健康的情報（イ
ンフォメーション・ヘルス）」を憲法上の権利とし
て位置づける見解等も主張されている 5。

2．ウェルビーイングと幸福追求権
日本の法令上で「幸福」という文言がどのくらい使
用されているのか、ご存じだろうか（ここでは「ウェ
ルビーイング」と「幸福」の相違は置いておく）。たっ
た今、現行施行されている法令を検索できる「e-Gov
法令検索」で、日本の憲法や法令上、「幸福」とい
う単語が使用されているものを調べてみると、10
個しか存在しない 6。これは「福祉」で検索すると
1,339 個も存在するのとは対照的だ。「幸福」を定
めた法令のなかには、幸福追求権を定めた憲法はも
ちろん、学校教育法、自衛隊法、スポーツ基本法か
ら、最近では発足したばかりのデジタル庁の土台と
なっているデジタル社会形成基本法などが存在して
いる。この少なさには様々な理由があるだろうが、
国家が国民の幸福に積極的に介入すべきではないと
いう全体主義への警戒や、個人の幸福は定義できな
いという価値相対主義等の観点が考えられる。

それでも、憲法が、「生命、自由及び幸福追求に対
する国民の権利」、すなわち幸福追求権（憲法 13
条後段）を定めている。日本国憲法は、14 条以下
に歴史的に国家権力によって侵害されることの多
かった重要な権利・自由を列挙した詳細な人権規定
を置いている（いわゆる「人権カタログ」）。しかし、
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社会の進展に伴い、自律的な個人が人格的に生存す
るために不可欠と考えられる基本的な権利・自由と
して保護に値すると考えられる法的利益は、新しい
人権として憲法上保障されるべきである。その根拠
となる規定が幸福追求権であり、幸福追求権は包括
的基本権として位置づけられ、個別の人権条項では
保障されない権利・自由を保障するという意味で補
充的に適用されるものとされている。新しい人権と
して主張されたものは、プライバシーの権利、環境
権、日照権、静穏権、眺望権、入浜権、嫌煙権、健
康権、情報権、アクセス権、平和的生存権など多数
にのぼるが、最高裁が正面から認めたものはプライ
バシーの権利としての肖像権くらいである。

幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であ
るが、その内容はあらゆる生活領域に関する行為の
自由（一般的行為の自由）ではなく、あくまで個人
の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総
体を言うとされている。つまり、幸福追求権により
個人の自由な行為全般が保障されるわけではなく、

「自律的な個人が人格的生存に不可欠と考えられる」
か否かが判断基準となっている。この判断基準また
は価値観が、実質的に憲法が考える「幸福」の定義
となっていると評価できる。「人格的生存」には明
確な定義や解釈があるわけではないが、「各個人が
それぞれの考え方に従って懸命に生きるというこ
と」とか、「各個人が何が『善き生』なのかを判断し、

『善き生』を求める営みを続けること」、さらには
「人間の一人ひとりが『自らの生の作者である』こ
と」等とされている 7。これが現在の憲法、そして
日本の法令を支える幸福観と言えるが、昨今のウェ
ルビーイング概念や研究の進展に合わせて、この幸
福観のアップデートが必要かどうかを検討する必要
はあるだろう。

3．ウェルビーイングが重視される社会の法
のあり方
ウェルビーイングが重視される社会では、法のあり
方はどのように変わるのだろうか？　渡邊・ドミニ
ク［2020］は、これまでのウェルビーイング概念

が個人主義的な社会観を背景に個人（「わたし」）の
心の充足をテーマとして「競争」的であったのに対
し、日本・東アジア的な個を集産した「わたしたち」
のウェルビーイングを「共創」的に「も」捉えてい
くことが必要であることを説いている。

現在の憲法や法令の幸福観が個人の人格的生存を基
点としていることはすでに述べたが、このような観
点による人権の「カタログ化」が、逆に多様・多元
的な価値観を有する個人や個人のあつまりの「自由」
や権利、さらに言えば個人のなかにある「分人」的
な価値観をむしろ阻害してしまっているのではない
か、人格的生存という価値から離れた「自由」一般
に対する憲法上の権利を認めればよいではないか、
という考えがありえる（このような捉え方は「一般
的自由説」と呼ばれ、現在の通説である「人格的利
益説」と対置される 8）。つまり、ウェルビーイン
グ概念の変容は、これまでの「自由」概念や人権概
念を変容させる可能性を含んでいる。

また、哲学者ジョン・サールは、ルールを統制的ルー
ル（regulative rule）と構成的ルール（constitutive 
rule）に区別した。この区別でいえば、法は幸福の
ための最低限の諸条件を人権や法令の形で統制的
に、そして消極的な形で規定してきており、このよ
うな統制的ルールは社会秩序を維持していくうえ
で、法やルールの重要な機能であり続けるであろ
う。一方で、企業や人類の欲望のままに任せてきた
ことによる気候問題など資本主義の限界が指摘され
るなかで、ウェルビーイングのための構成的ルール
が求められてきている機運も感じる。例えば、サス
テナビリティに関する目標を定めた SDGs はその
代表的なものと言えるし（SDGs においてもゴール
3「GOOD HEALTH AND WELL-BEING」という
形で、ウェルビーイングは重要な達成目標の一つと
して挙げられている）、EU では、民間の銀行や投
資信託会社等に自社のファンドがどの程度 ESG 等
のサステナビリティに配慮しているかの開示を求め
るルール（SFDR）等のルールづくりを積極的に進
めている。このように、欧米を中心に、構成的ルー
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ルを活用したウェルビーイングの促進政策が盛んに
なることが予想される。

ウェルビーイング概念が共創的に変容してくれば、
法設計もまた共創的になっていくことが予想され
る。しかしながら、現状の日本の法設計を含む政
策への市民参加は共創的とは程遠い状態である。

「Democracy Perception Index 2018」という調
査では、「自分たちの声が政策において重視されて
いると感じるか」という質問に対して「全く思わな
い」と「ほとんど感じない」の回答率が、調査対象
とする 50 カ国中、日本が最下位という残念な結果
になっている 9。また、Edelman が毎年行ってい
る「Trust Barometer」の「政府に対する信頼」の
調査においても、対象となっている 27 カ国中 22
位と低い水準に留まっている 10。拙稿「ウェルビー
イングと法のデザイン」（2020）では、法設計にお
けるウェルビーイングを高めるためのポイントとし
て、1）ルール形成過程が透明化されていること、
2）ルール形成に参加機会があること、3）ルールの
見直しが可能であること等を指摘している。このよ
うな法設計の共創を情報技術によってサポートする
バルセロナ発のデジタル民主主義プラットフォーム

「Decidim」を紹介したが、法設計におけるデジタ
ル技術の利活用はまだ萌芽期であり、法設計への参
加機会の拡張のほかにも、法設計資源のデータ化・
透明化等、様々な可能性が潜在している。上記の
ESG に関するルール形成が欧米主導になっているこ
とにも顕著なように、「誰も取り残さない」法設計・
ルール形成というのは理想的ではあるが、現実には
非常に難しい。法設計・ルール形成をこれまでのトッ
プダウンかつ密室型からボトムアップかつオープ
ン・マルチステークホルダー型に変更していくため
には、まさにわたしたちのウェルビーイング概念を
どれだけ競争的なものから共創的なものへと変質さ
せられるかにかかっているのではないだろうか。
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1. Introduction
いま、世界中の都市がスマートシティの実装に挑戦
している。デジタルテクノロジーを活用しながら都
市インフラなどの最適化を行い、都市全体を効率良
い方向に持っていこうというのが基本方針だ。しか
し最新テクノロジーを実装しさえすればスマートな
都市が実現できるかというと、そうでもない。ま
た、そもそもなぜ我々はスマートシティを構築した
いのかという目的を忘れるべきではない。スマート
シティで目指したいのは、市民生活の質の向上と、
そこで生活する人々のウェルビーイングの達成であ
る。そのためのテクノロジーであり、ビッグデータ
の活用だ。決して逆ではない。本稿ではデジタルテ
クノロジーやビッグデータを活用したまちづくりの
具体例を示しながら、そこにウェルビーイングの定
量データをレイヤーとして載せていくとどんなこと

建築、都市、ウェルビーイング

東京大学 先端科学技術研究センター 
特任准教授

吉村 有司

が分かりそうなのかという見取り図を描き出すこと
を目的とする。AI やビッグデータを用いた建築、都
市計画、まちづくり、そしてウェルビーイングへの
取り組みの可能性を感じてもらいたい（Yoshimura 
[2021a]）。

2. 建築、都市観点からのウェルビーイングに
ついて
都市とは様々な考え方を持つ人々が集まって住む共
同体である。そのなかでは一人ひとりが考える幸せ
を追求しているのだが、個人にとっての幸福やそれ
を目指した行為が社会全体にとって良い状態になる
とは限らない。例を示そう。
筆者は 2010 年からルーヴル美術館とビッグデー
タによる来館者の行動分析のコラボレーションを展
開している（Yoshimura et al. [2014]）。独自に

Figure 1. ルーヴル美術館の各作品の周りにおける来館者の密度と滞在時間の関係性のプロット。
Yoshimura et al.［2017］を基に筆者が作成
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開発した Bluetooth センサーを館内に配置するこ
とによって、広大な美術館のなかで来館者がどのよ
うな移動軌跡を通ってきたのかをデータによって明
らかにしながら人流パターンを浮かび上がらせる試
みだ。また、各作品を何人ぐらいが何秒間見ていた
のかということもビッグデータとして収集できる。
それらのデータを用いて、横軸に各作品周りにおけ
る来館者の密度を、縦軸に来館者一人ひとりの鑑賞
時間をプロットしたものが Figure １である。これ
によると、密度が低い時（例えば開館直後のミロの
ビーナスの周りなど）は作品を見ている来館者が少
ないため、ストレスなく作品を鑑賞することができ
る（作品を独り占めすることも可能だ）。しかし昼
頃になるにつれ来館者の数が増えてくると、各作品
の周りには 4 重 5 重の人垣が出来てくる。すると
横の人とぶつかったり、前の人によって作品がよく
見えなかったりとストレスを感じ始めるために鑑賞
時間が減少する。これらの関係性を定量的に示した
のが Figure 1 の図である。この現象は特定の作品
だけではなく、どの作品においても同じ法則が発見
された（詳しくは Yoshimura et al. [2017] を参
照）。

芸術作品の鑑賞において、個々人はなるべく良い環
境で、そしてできるだけ長い時間をかけて鑑賞する
ことを理想とすると思われる。しかし個人単位にお
ける最適解の積み重ねとその総和が、「集団として
の良い環境とその状態」とイコールとは限らない。

このような観点に立った時、共同体として「みんな
が満足できる良い状態」を達成できるような都市空
間や公共空間のあり方とはいったいどのようなもの
なのだろうか？　この論考では「多様性が高い都市
空間では住民のウェルビーイングも高いのでは？」
という仮説を設定し、まずはそのような都市多様性
を定量化する手法を紹介する。

2.1 都市多様性指標の提案
多様性は我々の社会を斬るキーワードのひとつに
なった。画一的ではないモノの見方が推奨され、多

様な考え方や価値観が歓迎される社会だ。それは
我々の都市の創り方、まちづくりの考え方にも必須
となってきている。

いつから建築や都市計画、まちづくりに多様性とい
う考え方が導入され始めたのだろうか？　それを歴
史的に検証するのは難しいが、そのひとつの源流を
ジェイン・ジェイコブズの『アメリカ大都市の死と
生』（Jacobs [1961/2010]）に見い出すのはあな
がち間違いではないだろう。世界中の建築家やプラ
ンナーに多大なる影響を与えたこの書籍のなかで
ジェイコブズは、まちづくりにおけるコミュニティ
の大切さや多様性の必要性を説いた。これ以降、建
築家やプランナーは都市における多様性を声高に叫
ぶようになった。

その一方で、「都市における多様性とはいったいな
にか？」という疑問に答えられる建築家やプラン
ナーは少ないと思われる。それは一概に多様性とい
う概念の抽象度の高さに起因する。多様性とは捉え
方によっていかようにも語られるコンセプトであ
り、だからこそこれだけ現代社会の様々な側面を捉
えることができるキーワードとして浸透していった
という側面もある。例えば上述したように建築家や
プランナーは都市への多様性の必要性を説いている
一方で、都市にとっての多様性が引き起こす具体的
な影響（ポジティブな影響）については科学的には
ほとんど答えられていないという側面を強調してお
く必要がある。都市計画やまちづくりに関していえ
ば、多様性の定義がはっきりしないがために、その
街への影響も明確ではない。そういう状況のなか、
我々は都市への多様性の必要性や重要性を訴えてい
るという状況が続いているのが現状だ。

このような問題意識から、筆者の研究グループでは、
都市の多様性を定義してそれを定量化する試みを始
めた。都市の活気を生み出しているものを、街路レ
ベルにおける小売店の種類と数、それらの集積と定
義することによって、「種類」と「数」という 2 変
数の定量化を目指した。そのために生物学で確立さ
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れている生物多様性指数の都市への適用を考えた。
生物学の分野では特定エリアの多様性を分析・比較
するために数式を用いた幾つかの指標が提案されて
いる。我々はその指標を近隣住民スケールでの多様
性を比較することに応用した（Yoshimura et al. 
[2021b]）。

具体的には都市全域を 200m グリッドで区切って
いき、そのグリッド内で小売店が何軒存在するのか、
そしてそれらの小売店は何種類（職種）で構成され
ているのかという 2 つのファクターを Shannon-
Weaver 指数で定量化した。さらに「多様性が高
いエリアは経済的に豊かなのか？」という問題に定
量的に答えるために、スペイン大手銀行との共同研
究の枠組み内で集計された消費指数にアクセスする
ことで定量分析を行った 1。

誌面の関係で結論だけ記しておくと、都市多様性と
経済的な売上には正の相関関係があることが判明し
た。1 つのエリアに 1 種類だけの小売店が集積し
ているエリアよりも、様々な種類の店舗で構成され
ているエリアのほうが売上が高くなるということが
実証されたかたちだ。この結果は、今から約 60 年
前にジェイン・ジェイコブズが提唱した仮説を、都
市のビッグデータで実証したものと捉えることもで
きる 2。

Figure 2. 左：都市多様性指数の事例。右：拡大図

2.2 都市多様性とウェルビーイング
その一方で、そのような都市多様性が高いエリアや
地区において「人々は幸せなのか？」という問いに
はまだ答えられていない。

「幸せとはなにか？」は難しい問題である。それは
主観的で個人的な経験によるところが大きいし、文
化や時代によっても違ってくる。そもそも何に幸せ
を感じるのかは個人によって異なる（内田［2020］
を参照）。

我々はここにウェルビーイングというコンセプトに
着目しながら、「ウェルビーイングが高い都市空間
とはいったいどのようなものか？」という視点を入
れてみたい。その地域のウェルビーイングは果たし
て都市デザインに影響されるのだろうか？　もしく
はされないのだろうか？　また、都市のどんな要素
が集団としての都市住民のウェルビーイングの向上
を導くのだろうか？

京都大学の内田由紀子教授を代表とする我々の研
究グループでは、「個と場の共創的 Well-being プ
ロジェクト（代表：内田由紀子）」において、まさ
にそのような場が作り出す可能性を心理学、コン
ピュータサイエンス、建築・都市計画・まちづくり
の分野から定量分析することを試みている 3。
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Figure 3. 新建築住宅設計競技 2022

また、データを用いた都市空間や建築空間の提案を
行うコンペ（新建築住宅設計競技）も募集している。
1966 年から毎年、世界的に著名な建築家などを審
査員に招き、行われている伝統的なもので、過去に
は丹下健三、槇文彦、安藤忠雄などプリツカー賞受
賞者が名を連ねる。今年は縁あって筆者が審査員を
務めさせてもらうことになった。具体・架空は問わず、
なにかしらのデータを用いながらウェルビーイング
を高めるような都市空間、建築空間のデザインをテー
マに設定した。データ分析結果をデザインに落とし
込む、そのロジックを評価したいと思っている。

3. まとめ
歴史的に建築家やプランナーは、美しい都市や心躍
る都市、そして「みんなが幸せになれる都市」を想
像しながら建築や都市空間を創造してきた。近代以
降の建築の職能である、「その地域に住む人々が心
のなかで感じていながらもなかなか形にできなかっ
たものを、一撃のもとに表す行為」が機能していた
時代にはそれで良かったのかもしれない。しかしこ
れだけ社会が多様になり、様々な考え方を持った
人々が SNS という個人メディアで様々な意見を発
信できる世の中においては、建築家の主観的な思い
や想像力だけでは大多数の市民を納得させることは
難しいのではないだろうか。このような状況下では、
データを活用しながらもそれらを分析し、さらに視
覚化することによって専門・非専門を問わず、幅広
い市民全体を巻き込んだ議論と「その地域における

ウェルビーイングとはなにか？」をみんなで議論し
ていく土台を作ること、土壌を作ることが大切であ
ると思われる。

我々のプロジェクトは正にそのような方向性を目指
している。ここで展開される方法論や人々の心の動
きと建造環境との関係性、さらにはデータを用いた
デザイン手法などが明らかになってくると、これま
での都市の創り方や都市のデザインの仕方、都市計
画やまちづくりが根本から変わる可能性がある。



60

Column 9  　建築、都市、ウェルビーイング

参考文献

Yoshimura, Y., Sobolevsky, S., Ratti, C., Girardin, F., Carrascal, J P., Blat, J., Sinatra, R. [2014]. An 
analysis of visitors’ behaviour in The Louvre Museum: a study using Bluetooth data. Environment 
and Planning B: Planning and Design, 41 (6), pp.1113-1131.

Yoshimura, Y., Krebs, A., Ratti, C. [2017]. Noninvasive Bluetooth Monitoring of Visitors’ Length of 
Stay at the Louvre. IEEE Pervasive Computing, 16 (2), pp.24-34.

Yoshimura, Y. [2021a]. What does science mean to architects? a+u 2021:09 Feature: Urban 
Science and New Design Tools, Tokyo: Shinkenchikusha, pp.1-13

Yoshimura, Y., Kumakoshi, Y., Milardo, S., Santi, P., Murillo, J., Koizumi, H., Ratti, C. [2021b]. 
Revisiting Jane Jacobs: Quantifying urban diversity. Environment and Planning B: Urban Analytics 
and City Sciences. DOI: https://doi.org/10.1177/23998083211050935

Jacobs, J. [1961]. The Death and Life of Great American Cities. Random House, New York（邦訳：
山形浩生訳［2010］『アメリカ大都市の死と生』鹿島出版会）

内田由紀子［2020］『これからの幸福について－文化的幸福観のすすめ』新曜社

1 これらのデータは全て個人情報やプライバシーに十分に注意したものであり、スペインの個人情報法のもと
で行われたものである。詳しくは Yoshimura et al. [2021b] を参照。

 
2 東京大学プレスリリース：「ビッグデータを用いた都市多様性の定量分析手法の提案～デジタルテクノロジー

でジェイン・ジェイコブズを読み替える～」
 https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/news/release/20211208.html（2022/1/27 日取得）

3 JST 未来社会創造事業「個人に最適化された社会の実現」領域、採択課題「個人の最適化を支える『場の状
態』：個と場の共創的 Well-being へ」（代表：京都大学・内田由紀子）



Column 10  

Community

東京都市大学都市生活学部准教授。博士（政策・メディア）。専門はコミュ
ニティマネジメント。三田の家 LLP 代表ほか。多様な主体の相互作用によっ
てつながりと活動が生まれる「協働プラットフォーム」という視点から、ウェ
ルビーイングとイノベーションを生み出すコミュニティ形成手法を各地で
実践的に研究。ウェルビーイングな地域を実現する「おやまちリビングラボ」
プロジェクトを大学の地元・世田谷区尾山台にて進行中。

坂倉 杏介

61



62

Column 10   　ウェルビーイング社会における地域コミュニティ

はじめに
ウェルビーイングが重視される社会になると、地域
コミュニティはどう変化するのか。

コミュニティの研究者にとって、非常に興味深い
テーマである。どのように変わっていくかを「予測」
するおもしろさがあり、また「期待」を込めて論じ
たくなるテーマでもある。くわえて、様々な地域の
住民主体のまちづくりの実践に関わる身としては、
ウェルビーイングな地域社会を本気で実現しようと
いう「決意表明」にもなり得る。それゆえ、対象と
どう距離を置くか、書き方の難しさはあるが、ウェ
ルビーイングという価値観が浸透していくにつれ、
地域社会が精気を取り戻していくのは間違いないの
ではないか。都市の近代化・合理化によって真っ先
に失われてきたのが、地域社会の活力だったといえ
るからである。

逆にいえば、社会全体のウェルビーイングを高めて
いくためには、その足もとを支える地域コミュニ
ティが、一人ひとりのウェルビーイングを実現する
場とならなければならないだろう。地域コミュニ
ティは、人間の身体的・生活的・人生的な「ライフ」
と、職業や経済など社会を動かす「システム」の交
差する場所だからである。

地域コミュニティについては多様な捉え方があり、町
内会やまちづくり協議会など地域の運営組織を指す

ウェルビーイング社会における
地域コミュニティ

東京都市大学 都市生活学部
准教授

坂倉 杏介

場合もあれば、特定の地域全体を指すこともある。
ここでは、居住地域におけるいわゆる「ご近所づき
あい」から、地縁団体や趣味のサークル、PTA へ
の参加、住民主体のまちづくりの取り組みまで、地
域のフォーマル／インフォーマルの個人的・公共的
活動のなかで生じる様々な関わり合いの総体を指
す。いわば、「暮らしの現場」である。本論では、
この暮らしの現場がウェルビーイングという価値観
の社会的浸透を通じてどのように質的な変容を遂げ
るのか、その可能性について、期待も含めて考えて
みたい。

地域社会の意味が変わる
では改めて、ウェルビーイングが重視される社会で、
地域コミュニティはどのように変化するだろうか。

まず、一人ひとりの地域社会に対する意味の変容が
起こるのではないだろうか。「ウェルビーイングな
社会」はこれまでの社会と比較して、規模的な成長
や外部からの評価よりも、質的な充実や内面的な充
足感を大事にする社会といってよいだろう。そうし
た暮らしを求める時に、地域コミュニティ＝暮らし
の現場がもたらすウェルビーイングは、これまで以
上に価値を持つ。

これまでの住民主体のまちづくりは、「地域の課題
を解決するために汗をかいてがんばる」、といった
イメージが強かった。危機感を持つメンバーで団体
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を立ち上げ、結束して事業を推進する。こうした活
動が力強く地域を支えていたのは事実だが、現在日
本の各地で見られる 30 歳代以下の若い世代による
まちづくりは、もっとしなやかである。課題解決よ
りも楽しさを、組織的な力よりもパーソナルなネッ
トワークを通じた軽やかな実践を重視しているのが
特徴である。こうした動的な地域コミュニティが増
えているのは、地域への興味や課題意識の高まりと
いうよりは、地域に関わったほうが楽しいし、豊か
さを感じることができると気づく若い世代が増えて
いるからだと考えられる。

私たちの研究 1 では、ウェルビーイングの要因を、I、
We、Society、Universe の 4 つの広がりのなか
での関係性として整理している。つまり、自分、他
者、社会、世界とつながると、ウェルビーイングが
高まりやすいということである。心の良い状態をも
たらす要因は、PERMA 理論（Seligman）や幸福
の４因子（前野）など諸説あるが、私たちはこれに
超越的な世界とのつながりを加え、自分を起点にし
て同心円的にひろがる 4 つの領域としてまとめな
おした。ウェルビーイングなサービスやプロダクト
をデザインする際に実用的なツールとしての使いや
すさを重視した整理である。

この 4 つの領域は、地域で活躍する人々がなぜ生
き生きとしているかをよく説明していると思われ
る。まず自分とのつながりだが、楽しさを起点に活
動をはじめ、自分のやりたいことを実現しやすい。
地域へ参加すると、達成感や自己効力感を感じるこ
とも多いはずだ。また、活動する中では当然他者と
関わることが必要だが、こうした仲間は業務上の関
係に比べて水平的で、学校や職場よりも多様である。
その関係性は共創的で、競争的ではない。そして、
社会に良いことをしているという実感を得られる。
活動の意義を感じるし、より望ましい社会を実現し
ている手応えも感じられることが多いだろう。そし
て、地域に関わることで、自然環境や歴史・文化と
いった世俗を超えた「世界」に触れる機会が増えて
いく。

このように、自己の満足だけではない多様なレベル
の関係性が充足していくことで、地域に関わる人々
は、職業上の達成感などより複合的かつ総合的な満
足感を得ているようである。2021 年度にパーソル
キャリア株式会社と実施した共同研究では、地域コ
ミュニティに参加したワーカーがどのような変化を
実感したかの聞き取り調査を行ったが、その多くは
人生観や職業観の捉え直しを経験していた。職場と
家庭に加えて地域に関わることが、それまでのアイ
デンティティに変化をもたらし、充実感や本来感を
感じるきっかけになっていた。

高度経済成長期以降、特に都市部では、地域社会と
の関わりはわずらわしいものだという考えがあた
りまえになったといえよう。あるいは一部の関心
のある人だけが参加する活動とも思われているか
もしれない。働き方改革によって生まれた時間や
COVID-19 の感染拡大による在宅ワークの増加な
どを背景に、地域と出合う人たちが増えはじめてい
る。一人ひとりがウェルビーイングを求める社会に
おいて、自分の人生をもっと豊かにしてくれる可能
性を秘めたフィールドとして、地域コミュニティと
いう暮らしの現場への期待が改めて立ち上がってく
るのではないだろうか。

地域でシェアされる資源の増加
個人から地域へ目を移すと、この変化によって地域
でシェアされる資源の総量が増えることが見込まれ
る。簡単に言うと、地域で多くの時間を過ごす人が
増え、いろいろな情報やモノのやり取りがしやすく
なるという状態である。

現在、子育て支援や高齢者の介護、防災や防犯、町
内会の運営など、「地域のつながり」に対する期待
は非常に高い。しかし、見守りや具体的な支援活動、
NPO や地縁組織は慢性的に人手不足である。この
背景には、そもそも地域のインフォーマルな活動に
時間をかけられる人は限られる（忙しくて地域活動
どころではない）、という問題がある。つまり、地
域の共助的な活動を担う人数×時間の絶対的な量の



64

Column 10   　ウェルビーイング社会における地域コミュニティ

不足である。

こうした構造的問題は、経済成長を最優先させる社
会のあり方がもたらした弊害であるが、ウェルビー
イングな暮らしへの期待から地域に目を向け、具体
的に関わる人が増えれば増えるほど、地域で過ごす
人数と時間が増えることになる。人口は増えなくて
も、参加する人の割合が増えていけば、地域の活気
は増すだろう。もちろん、全員がすぐに担い手にな
ることはないが、暮らしの現場で近隣の人々と顔を
合わせる機会が増え、知り合いが増加していくだけ
で、社会関係資本は増えていく。その土壌が肥沃に
なれば、暮らしの安心感や安全性が高まるとともに、
そのなかから活動に積極的に参加する人も現れやす
くなるはずだ。

地域で過ごす時間が増え、人と人とのネットワーク
が増えていくと、そのつながりを通じて、ニーズと
リソースのマッチングが起こりやすくなる。困りご
とがある人と手を差し伸べる人というマッチングは
もちろんだが、地域のつながりを通じて、必要な情
報やモノが得られたり、自分の夢を実現するために
必要な知恵や支援者に巡り合えたりすることも多く
なる。人のネットワークを通じて、地域内外の様々
な資源が集まってくることになる。

地域につながり、そこで自分らしい活動や仕事が実
現できるようになると、それぞれのウェルビーイン
グも高まる。筆者らが、徳島県神山町に建設された
子育て世帯向けの町営住宅「大埜地の集合住宅」を
フィールドに行った調査では、住宅の建設に携わっ
た町内の事業者や入居して地域のつながりや地域に
関わる仕事を得た人は、地域の未来に参加している
実感が高く、ウェルビーイングも高い傾向があった 2。

地域に関わることで楽しさを感じられ、心の豊かさ
が得られる。こうした価値観が普及すれば、地域で
生活する人とその時間の総量が増えていく。そして、
つながりを通じていろいろな資源が出会い、安心感
や新しい活動が生まれる。現在、日本の各地の活気

あるまちでは、絶えず新しい社会的な創発が生じる
動的なコミュニティがある。社会がウェルビーイン
グを目指すことによって、そのような地域が増えて
いくのではないか。

ウェルビーイングなオープンイノベーション
の現場としての地域
人が集まり、次々と新しい活動が生まれるようにな
ると、新たな可能性が感じられるようになる。する
と、その未来への可能性が誘引となり、企業や団体
も参加するようになる。そこに新しい社会イノベー
ションが芽生える。

筆者が関わる「おやまちプロジェクト 3」はまさ
に、個人の内的動機付けや楽しさを大切にするウェ
ルビーイングなプロジェクトであり、パーソナルな
ネットワークが地域の関係性や取り組みの変革に発
展している好例である。

おやまちプロジェクトは、筆者の所属する東京都市
大学の地元・世田谷区尾山台地域を中心に、多様な
地域住民のつながりを生み出していく活動である。
2017 年に商店街理事や小学校校長、地域住民、大
学教員（筆者）が発起人となって発足、まちの未来
を考えるワークショップやサロン、歩行者天国での
交流イベントや子ども食堂などを通じて、地域の多
様な人のつながる場をつくってきた。そのなかから
数々の活動が生まれ、現在ではそうしたボトムアッ
プの地域活動（本稿のテーマに寄せていえば、ウェ
ルビーイングを重視した地域コミュニティ＝暮らし
の現場のあり方と言ってよいだろう）から、大学、
企業、医療・福祉機関などと連携した様々な研究プ
ロジェクトが始まっている。

興味深いのは、そこでは多様なセクターのステーク
ホルダーが資源を持ち寄り、これまでとは異なる関
わりによって、これまではなかった価値を、それぞ
れの組織の外側＝つまり地域という共有のフィール
ドにつくりだす動きが見られることである。
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たとえば、「14 歳のファーストプロジェクト」とい
う尾山台中学校の 2 年生を対象に行われた総合的な
学習の時間の活動は、おやまちプロジェクトのコー
ディネイトにより、商店街に新しくオープンした書
店と、2 年後に 18 世帯が入居するコーポラティブ
ハウスを竣工させるディベロッパーを「クライアン
ト」に設定、中学生がグループでそれぞれの課題を
解決するアイデアを提案するというものであった。
7 月から 10 月にかけて数回にわたって行われた授
業を設計し、実際に講義したのは東京都市大学の学
生で、授業が終了した後も、書店のプロジェクト
は「雲の上の本屋さん」や「小学生店長の店」など、
中学生有志が小学生を誘い、提案を実現する活動を
続けている。これまでにないキャリア教育であり、
小中学生が参加する商店街の活性化であり、大学生
の実践的研究の場でもあるという複合的な意味合い
のある企画になった。

これは、規模は小さくはあるが、地域の多様なセク
ターのステークホルダーが、これまでとは異なる関係
で、前例にないアクションを地域という公共的な場
に生み出しているという点で、オープンイノベーショ
ン 2.0 のフレームワークにあたる実践だといえる。

これまでイノベーションといえば産業界を軸に考え
られてきた。しかし、様々な水準で社会システムの
不全が起こっている現在、特定の企業や専門分野内
の技術開発だけではなく、社会構造の組み替えを含
めたイノベーションが必要だ。たとえば医療や教育
を例にあげると、病院や学校という専門施設のなか
だけで最良の医療行為や教育の提供はできない。「地
域との連携」が求められる所以だが、逆に言えば、
専門的な領域のあいだにひろがる地域こそ、様々な
社会課題を解決するフィールドだといえる。企業や
文化施設なども同じだろう。地域におけるオープン
イノベーションが、その解決の糸口の一つになり得
るのではないだろうか。その時、社会コンセプトと
してのウェルビーイングが、多様な領域の個人や組
織の協働を実現する共通の目標として大きな役割を
果たすはずだ。

現在、私たちは、こうした地域におけるオープンイ
ノベーションを加速する「おやまちリビングラボ」
を、尾山台商店街に設置準備している。これは東京
都市大学の研究プロジェクトである「ウェルビーイ
ングリビングラボ研究ユニット」が、おやまちプロ
ジェクトと協働して立ち上げるリビングラボであ
る。ウェルビーイングを軸足において新しい地域社
会のありようを構想し、地域住民や地域の様々な分
野の組織・団体とともに実践的な手法を開発するラ
ボである。

暮らしの現場から実現する社会のウェルビー
イング
ここまで、ウェルビーイングを重視する社会がもた
らす地域コミュニティの変容のストーリーを描いて
きた。絵空事ではなく、多くの地域において実際に
起こっている事実でもある。だが、そうした萌芽的
な動きが社会全般に普及するにはまだ時間がかかる
だろう。

前述のパーソルキャリアとの研究では、地域コミュ
ニティがワーカーにとって価値を持つのは、それが
企業文化とは異なる規範を持つからであった。テー
マや目的があらかじめ定まっているわけでもなく、
ゆるやかで水平的な関係性のなかでの活動を経験す
ることによって、それぞれのなかでの意識変容が起
きる。しかし、その無目的性、不定形性ゆえに、そ
うしたコミュニティへいつどのように参加するか、
動機づけや機会創出が難しい。

ウェルビーイングは、人間のよい状態についての研
究であるとともに、社会デザインのパラダイムシフ
トを誘発するコンセプトでもある。ウェルビーイン
グを重視した社会づくりは、新しい価値観や文化を
醸成していくことであり、時にはこれまでの常識を手
放すことも必要となる。流行り言葉の一つに終わら
せず、根本的なイノベーションを目指すべきだろう。

そのために、一人ひとりが人間のよい状態について
の本質を考え、それぞれが自分と他者のウェルビー
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イングを実現するための当事者だという認識からは
じめることが有効ではないか。私たちの暮らしの現
場で私たちのウェルビーイングに向き合うこと。そ
れらをともに実現していくこと。ウェルビーイング
を重視する社会を足元から立ち上げていく、その舞
台として地域コミュニティが改めて期待されている
のではないだろうか。

1 科学技術振興機構社会技術研究開発センター (JST/RISTEX)「人と情報のエコシステム」研究領域、「日本
的 Wellbeing を促進する情報技術のためのガイドラインの策定と普及」プロジェクト　https://www.jst.
go.jp/ristex/hite/community/project000081.html

 
2 坂倉杏介・三木裕子・林和眞・高田友美・保井俊之［2020］「地域への主体的参加を促進する集合住宅のコミュ

ニティ形成過程の研究」、地域活性学会『地域活性研究』Vol.12、pp.35-44

3 おやまちプロジェクトウェブサイト　https://oyamachi.org
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はじめに
本稿ではウェルビーイングとの関係で、インター
ネットの普及した社会の特徴の整理や評価・展望な
どを論じる。

まず、本稿の要旨を述べる。前半ではインターネッ
ト社会の特徴を整理する。筆者の考えでは、大きな
特徴は個人の影響力増大にある。ただし、大組織（国
家や企業）の影響力増大も生じている。個人と大組
織、それぞれの影響力が拡大することには功罪があ
り、いずれも手放しで喜べる変化ではない。筆者は
個人のエンパワーメントと、それを可能にする大組
織という社会のあり方に期待をしたい。その観点か
らは、昨今盛り上がりを見せている監視国家への警
戒や巨大プラットフォーム事業者への警戒などが、
大組織による社会・経済への貢献拡大の過剰な牽制
にならないことも重要と考える。

後半ではウェルビーイングとの関連を論じる。本稿
の文脈で考えると、インターネット社会では監視国
家や巨大プラットフォームによる支配などによって
人々の主観的幸福度が抑制されるというリスクもあ
るが、逆にそのような大組織が抑圧の度合いを減ら
し、人々を幸福にする能力を高めることに期待して
いる、というのが前半の議論からウェルビーイング
論へのストレートな展開になる。同時に、その逆の
問題も感じることがある。異質性や多様性の意義と
してそれを考察する。インターネットとウェルビー

ウェルビーイングの増進のための
インターネットの役割：情報社会論的な素描

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 
主幹研究員 / 教授（情報社会研究グループ）

渡辺 智暁

イングに関する当面の課題は主観的幸福度を下げる
懸念への対処だが、長期的には異質性や多様性のあ
る豊かな人生をもたらすことにもまた、筆者は期待
したい。

情報の不特定多数への発信機会の拡大と、
個人の影響力拡大
インターネットの普及とともに社会に訪れた大きな
変化は、情報の大規模発信の機会が従来よりも圧倒
的に幅広い人・組織に提供されたことにあると、筆
者は考えている。大規模発信というのは、典型的に
は不特定多数に対して発信するというものだ。マス
メディア的な 1 対多の情報伝達が安価・簡易になっ
たと言ってもよい。例えば災害や事故などの現場か
ら発生時や発生直後の様子を発信するのは、今日で
はそこに居合わせた個人であることがしばしばだ。
マスメディアから派遣されたジャーナリストではな
い。情報の発信だけではなく、例えば不要になった
所持品を売りに出すようなことも、幅広い人にとっ
て容易になっている。物品の売買や譲渡の他にも、
1 対多でできやすくなったことはいろいろある。自
分の住居の空き部屋を貸し出して、それを必要とす
るどこかの誰かに使わせるとか、自分の空き時間と
移動手段を使ってちょっとした配達の仕事を引き受
け、ちょうどそれを必要としている人に物品を届け
るといった形で、個人が不特定多数の人に対して何
かの資源やサービスを提供するような活動、あるい
は、自分が成し遂げたい事への支援や困窮状態を解
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消するための支援として資金提供を不特定多数に向
けて募ることも、各段に簡単になっている。

インターネットについてはさまざまに定義すること
が可能だが、これを TCP/IP による通信だとすると、
そのような通信や、その通信プロトコルで想定され
ているような分散型の構造を持った通信ネットワー
クだけを考えても、上に挙げたような社会の変容が
起こることは容易に説明できない。そのような通信
インフラに、データベース技術や情報解析の技術、
あるいは決済システムなどさまざまな要素が連結さ
れ、また、インターネット以外の社会インフラなど
とも連動して、上のような社会変動が可能になって
いると考えるほうがわかりやすい。その場合にも、
個人がそういった行動を安価・簡易にとれること、
その相手が不特定多数であったり、その一人である
こと、などといった点がインターネット社会の特徴
になっていると言える。

個人が情報を発信する、個人が物品やサービスを提
供するといったことだけでなく、コラボレーション
を可能にしている点も興味深い。それまでは面識や
契約関係などがなかった者同士が、アイディアやス
キルや時間などを少しずつ持ち寄ってソフトウェア
や百科事典を作成する。

こうした諸々の可能性が複合的に機能することもあ
る。モノづくりの領域を考えると、3D プリンター
など、デジタルデータをベースに造形する技術的手
段は増加し、安価な選択肢も増えた。それがインター
ネットの提供する環境と組み合わさることで、機器
の操作方法についての情報が共有され、造形のため
の自由に使えるデータも多く流通し、モノづくりの
ノウハウについての情報やアドバイスも豊富になっ
ている。これらの情報の中には組織が提供している
ものも含まれるが、多種多様な個人が提供している
ものも多く含まれる。このような状況の変化はモノ
づくりの「民主化」と形容されることもあるが、イ
ンターネットと、それと組み合わされる他の技術や
社会的機能のお陰で、ちょっとしたモノを作る機会、

その際に縁の薄い人の力を借りることや、見ず知ら
ずの他人のモノづくりに有益なデータを提供する機
会などが増大した、と見ることができる。

また、「発信」や「呼びかけ」といった主体的な行
動を伴わない形で、個々人の活動が不特定多数の他
人に影響を与えるような事象も増えているように思
われる。例えば人々の活動の痕跡がデータとして残
り、活用できるようになったことから、検索エンジ
ンやレコメンデーション・エンジンなどが可能に
なっている。特定少数の専門家や専門組織の知見で
はなく、不特定多数の人々の判断を集約してこうし
た評価情報の生成ができるようになったという点で
は、やはり個々人が情報を通じて社会に影響を与え
る機会が拡大したと言えるだろう。

見方を変えれば、縁の薄い他人との関わりが容易に
もなったし、増大もしたのがインターネット社会だ
ということになる。インターネットはさまざまな人
を関わらせることができる技術であるため、と言え
るだろう。

オープン化
幅広い個人がさまざまな情報を発信できるようにな
り、それが利用できるようになったことを別の角度
から見ると、従来よりも幅広い個人がある活動に参
加したり、影響を与えたりできる余地が増えた、と
いうことになる。災害についての情報伝達であれ、
ラーメン店についての評価であれ、組織でも、特定
少数の専門家などでもない人が貢献する度合いが増
し、そうした人々が持つ影響力が増した。このよう
に「あるプロセスにより多数・多様な人々が参加で
きるようになったり、影響力を行使できるようにな
る変化」を、筆者はオープン化として捉えている。

費用対効果の面から見ても、オープン化が優れた選
択肢になっている場面は多くある。インターネット
を用いずに政治運動を起こすことや、災害報道のた
めの情報収集をすること、百科事典を編纂すること
などを考えるなら、その費用の大きさ、効果の小さ
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さが想像しやすいのではないだろうか。もっとも、
オープン化は無限に費用対効果を改善するわけでは
なく、ほぼ何にでも「最適なオープン化の度合い」
があると想定される。ある活動にとってのオープン
化の最適な程度を左右するのは、一つは多種多様な
人々の参加を実現するコストであり、もう一つは
オープン化から得られるベネフィットである、と考
えることができる。コストは、技術的な変化が今後
も機能拡充や安価化の方向で起こることで、下がっ
ていくことが多いだろう。潜在的な参加者と参加す
る対象となる活動のマッチングを支援するような技
術や、それに使える情報も拡充していく可能性が十
分ある。ベネフィットがどの程度存在するかは、オー
プン化の対象となる活動、プロセスによってさまざ
まだ。多くの人が参加することでより質が高くなる
ような活動やプロセスは、そのコストが十分に下が
れば、オープン化が進む傾向があると言えるだろう

（特に同業者間の競争が存在する領域ではそうだろ
う）。多様な意見を集約すること（集合知が有効に
機能する領域を含む）や、多様な関心のマッチング
をすることなど、多様性をキーワードとするような
いくつかの活動については、オープン化によるベネ
フィットが見込めることが多くある。多様でなくと
も多数の動員が意味を持つ場合にも、オープン化に
よるベネフィットが見込めることがある。

古くて新しい問題としての個々人の限界
オープン化には負の側面も存在する。例えば多様な
個人が影響力を持ったことで、組織や専門家が主導
する世界では起こりにくかったような陰謀論の流行
やフェイクニュースの拡散が起きている、といった
点に近年注目が集まっている。完全に新しい問題で
はないが、個人が影響力を持つことの負の側面を考
えるには興味深い題材だろう。

もっとも、近年では Facebook や YouTube など
がアルゴリズムを通じて人々を誘導して、より過激
なコンテンツを消費させ、それが陰謀論の拡散や政
治的に過激な思想の浸透に一役買っているといった
説が見られるようになった。あるいは、特定の政治

的なフェイクニュースの拡散の背景には、ロシアな
どの特定の国家が行っている情報操作活動の影響が
あるといった説もある。

もしこれらが本当だとすれば、個人の影響というよ
りも特定の大組織の影響で、こうした現象が発生し
ている可能性もあるということになりそうだ。研究
者による検証を見ると、プラットフォームによる誘
導が起きているかについては判断の留保が必要な部
分もありそうだ。だが、もともと存在していた陰謀
論やフェイクニュースが単に人々自身の影響力の強
化によって拡散しただけでなく、そこに一般の人々
とは区別して考えられる国家や大企業などの影響力
が加わって、より大きな規模の現象になった、とい
う理論的可能性は一概に否定できるものではないだ
ろう。

大組織の影響力拡大
オープン化や個人のエンパワーメントはインター
ネット社会の主要な特徴だと筆者は考えているが、
その逆の変化も生じている。大きな組織が大きな影
響力を行使できるようになる可能性だ。この可能性
はしばしば、大組織が大量の情報を集められるよう
になったことと結びついている。大組織が大きな影
響力を持つことは、インターネット以前の社会にお
いても度々生じていたことであり、そのレベルでは
新規性はないが、インターネット社会は個人の影響
力だけが拡大する社会だと考えると一面的になって
しまうため、大組織の影響力拡大にも触れておきた
い。

個人の影響力の増大と、大組織の影響力の増大とい
う二つの互いに逆方向の変化が同時に起こる、とい
うことは一見論理矛盾のようにも聞こえるかもしれ
ないが、現実にはそうでもない。映画にたとえるな
ら、インディーズ映画を制作・配信するコストは非
常に下がり、さまざまな人が参入することを可能に
しており、そればかりか TikTok のような数秒の動
画が億単位の視聴数を得ることも可能な環境になっ
ているが、他方で CG や AI を駆使して巨額の製作
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費をかけた映画を制作することで達成できる質・市
場競争力も向上している。ある面では個々人と巨大
組織は競争関係にあるが、どちらかが全面的に競争
に勝つというようなことはなく、ベクトルの違う変
化が同時進行する中で棲み分けも生じていると整理
するのが適切だろう。

大組織の影響力が、情報の発信力ではなく、収集・
解析力に結びついた形で成立することが多いようで
あることは興味深い。ハイエクはかつて、自由市場
経済の利点として個々人が持っている知識、自分が
何をどの程度欲しているかの知識を活用できる点を
挙げ、計画経済に対する優位性を主張したが、その
逆も生じているように思われる。すなわち、個々の
消費者の行動や言論、身体状態などのデータを通じ
て本人が自覚していない欲求すら検知できる社会、
それを同種の人々と比較・分析する中から本人が自
分で選ぶよりも効率よく優れた提案をしてくれるよ
うなレコメンデーション・エンジンが各所で機能す
る社会、というのはあながち絵空事ではなくなって
きている部分がある。そうなった時には、個々人の
消費の自由が最も効率的だと前提するような自由市
場とは少し違った、ある種の自由の制限が組み込ま
れた社会のほうが効率的である、という論が成り立
つかもしれない。

そのような知の集積を理由とした大組織のアドバン
テージの他にも、生身の人間を介在させずに、大規
模な情報通信システムに担わせるほうが高速・効率
的な処理ができることから生じるアドバンテージも
存在する。証券などのトレーディングについては人
間の判断を減らしてアルゴリズムに任せるほうがよ
い、という領域が既に拡大している。気象予測のよ
うに、大規模な資本によって達成できるような情報
処理能力の動員と大量のデータ集積によって得られ
るようになる知見はさまざまな分野に存在しており、
大組織の役割を大きなものとしている場合がある。

もっとも、情報処理能力の動員だけで言えば、
distributed computing と称されるような、個々

人が所有している PC の少量の遊休処理能力を寄せ
集めることで、通常の巨額の投資では実現できない
ような情報処理能力の動員が可能になるケースも存
在している。地球外知的生命体の探索であるとか、
がんなどの治療薬の探索であるとか、多くの個人の
協力を得られやすいミッションについてはこうした
試みが成功していることから、大組織と多数の個人
のコラボレーションが影響力を持つということもあ
る、という一般的な形を見ることができるだろう。

巨大なシミュレーションや大規模データ解析に戻っ
て考えると、こうした議論の延長には、昨今しばし
ば論じられるような民主制の役割の低下を考えるこ
ともできる。例えば政策オプションの設計や選択を
するのに AI を活用するほうがよい、という時代が
到来するといった議論だ。筆者は現段階ではかなり
懐疑的だが、真剣な議論の対象にはなっている。そ
れよりも現実に起こりそうな可能性は、国家の監視
能力の拡大によって人々の言動の自由を牽制したほ
うが、犯罪などのトラブル防止や摘発には有効であ
るという理由で、市民の権利を制限して効率的な秩
序維持を図る、といった類の民主制の役割低下の方
向にあるように思われる。

プライバシーとオープン化
これらについてもう少し別の角度から、オープン化
とプライバシーの関係として捉えることができる。

オープン化は、「自分」のコントロール下にある情報
や資源や権利などを他人に委ねると、自分が思わぬ
恩恵を得ることがある、という形で理解することが
しばしば可能だ。見ず知らずの他人や不特定多数の
人々にコントロールを一部でも委ねることは怖いこ
とであり、警戒や懸念が先に立ちがちだが、実際に
はそのネガティブなバイアスを裏切る形で、思って
いた以上に良いことが起こることも多い。ソフトウェ
ア開発や百科事典編纂などのオープンソース系のプ
ロジェクトには比較的あてはまりがよい枠組みだ。

その一つの帰結は、自分の著作物や著作権を囲い込
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むよりも、オープンにライセンスし、コラボレーショ
ンをしやすくするほうがよい、というものだ。同じ
ことがプライバシーや個人情報について言えるか、
というのはオープン化をめぐる難しい問いだ。一方
では、自分についての情報を広く利用可能にするこ
とで、自分が思ってもいなかったような恩恵を受け
ることはできる。同時に、そのような情報を利用す
るのは不特定多数の他人よりも国家や大企業のよう
な大組織なのではないか、自分はそれらの組織に操
作されたり、弱みを握られたりすることになるので
はないか、という懸念も考えやすい。オープン化が
個人のエンパワーメントと一致しているから賛同す
るという考え方に立てば、大組織を利する、個人と
大組織の力関係を大組織に有利な方向で変えてしま
うようなオープン化には賛同し難い。レコメンデー
ション・エンジンやターゲティング広告など、個人
情報が企業によって活用され自分に関係の深い情報
が届きやすくなることの是非は、まさにこうした構
図で意見が対立することがある。現在の法制度では、
個人情報の「第三者提供」はややハードルが高くなっ
ているため、そのぶん個人情報は個人向けの多くの
事業を一手に展開する大組織に集まりやすい、とい
う側面も持っている。大組織を警戒する人にとって
は、とりわけ大きな懸念材料をもたらしがちな制度
になっているとも言える。

情報社会の行方
以上のような議論をストレートにウェルビーイング
と結びつける場合の典型的な議論は、個人の影響力
増大にも、大組織の影響力増大にも共に負の側面が
つきまとっているため、それをうまく制御しなけれ
ばウェルビーイングも損なわれることになる、と
いったものだろう。

昨今、世界中で議論されているプラットフォーム規
制を題材にこれを考えてみる。今日「プラットフォー
ム規制」として議論されている事柄の中には、影響
力が拡大した個人の「悪い影響」をプラットフォー
ムに規制させるためにある種の法的義務を課す、と
いう議論と、大組織となったプラットフォームが悪

い影響を与えないように、個人を保護するような形
で規制する、という議論とが入り交じり、しばしば
呉越同舟のような状況を作りだしている。例えばい
じめや罵詈雑言、フェイクニュースの流通に対して、
ソーシャルメディアや検索エンジンやクラウドプロ
バイダなどが介入して社会への悪影響を減じるべき
だろうか。プラットフォームの介入の度合いが高け
れば、違法ではない言論がプラットフォーム側の判
断で削除されたり、見つけにくくなったりするとい
う影響も予測されるが、プラットフォームが自社の
利益、特定の政党や政治的立場、特定の集団に有利・
不利な形で介入することこそが大きな問題であっ
て、それを規制するべきだろうか。つまり、プラッ
トフォームによる介入を制限するべきだろうか。

個人や大組織の影響力が拡大することでもたらされ
る損得とそのバランスをどう見積もるかは、判断力
を問われるところだが、筆者は今のところ、個人の
活躍を後押しするようなプラットフォームに大きな
期待を維持し、プラットフォームを含めた大組織に
よる効率化やイノベーションにも期待はしつつ、大
組織に対する信頼度を高めるためにも、各種の情報
開示や、監視や監査を行うような専門家や市民セク
ターのより大きな役割を期待したいと思っている。
ここで信頼度を重視する理由は、一つだけ挙げるな
ら個人情報の活用などに際して信頼が重要だと考え
るためだ。

強い市民セクターによって情報社会の秩序を実現す
るのは米国的なモデルで、国家に対する期待がより
強い欧州と対照をなしているように思われる。だ
が、その米国ですら、業界団体や大手企業に対して
専門家や市民セクターの抑止力が十分あるわけでは
ない。日本はと考えてみると、米国のような市民セ
クターの強さを望むこともできないのではないか、
と考える材料もある。市民セクターを支える豊富な
専門家人材（技術者を含むが、米国であれば豊富な
法曹人材の存在も重要な役割を果たしているように
見える）、財源を提供する数々の財団、その元になっ
ているけた外れの大富豪、その出現を可能にする経
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済環境など、日本にすぐ実現できない要素は数々思
い浮かぶ。欧州にもこれらの要素が豊富にあるわけ
ではないが、市民セクターの活力の重要な源泉であ
る余暇時間が日米よりも充実しているというアドバ
ンテージはあるようだ。

個人の影響力が負の方向に働く現象を減らすもう一
つの策として、市民としてのリテラシーや責任感が
高まることが、地味ではあるが、効果が期待しやす
いだろう。他に、社会学や社会心理学的な観点から
は、過激派や極端なイデオロギーの台頭などの背後
に、格差の拡大や将来に希望を持ちにくい層の拡大、
中間的な集団（国のような大規模な集団ではなく、
地域レベルの小集団やつながり、家族など）が弱体
化して帰属先がなくなったことなどの要因が示唆さ
れることがあり、筆者としてはこのような問題に対
して中間的な集団を強化することで対処できる可能
性にも興味を感じる。ただし、中間集団にほぼ必ず
含まれることになる人間関係は悩みの種にもなりや
すく、人々がどのような中間集団を求めるのか、ど
のような中間集団が情報社会の他の諸側面と適合性
が高いのか、といった点は自明ではないようにも思
われる。

ウェルビーイングと豊かさ
ウェルビーイングとして最も注目されることが多い
のは、主観的な幸福度や生活満足度の類、その外縁
にあるような快楽やフロー体験などの主観的な要素
だ。所得に代表されるような経済的な豊かさは、主
観的な幸福度を高める重要な要素ではあるが、それ
以外にもさまざまな要素によって主観的な幸福度が
左右される。良好な人間関係や健康状態など、所得
とは分けて考えるほうが便利な要素も多い。

筆者は近年、これらのどれとも違う要素としての「豊
かさ」について度々考えている。これが主観的幸福
度の一要素になっているという研究も最近はないわ
けではないが、主観的幸福度とは独立した価値を持
つ社会や人生の特徴と考えることもできるように思
われる。それについて述べてみたい。

まず、情報社会ではウェルビーイングが大組織や個
人によって損なわれることの懸念とは逆の懸念が考
えられるように思っている。巨視的・長期的に見れ
ば、ある程度の数の国や社会において、民主制や自
由主義市場がうまく機能していくことでむしろ国家
や大企業が人々の欲求をより効率よくかなえ、人に
幸福感を感じさせ、快楽やフロー体験を与える方向
に変化していくことも十分考えられる。大規模な社
会ではどうしても個々人の個性が抑圧されるという
ことが起こりがちで、それが批判されることもある
が、ICT の活用によって個別対応が可能になる度合
いもまた増大することを考えれば、そのような個の
抑圧という批判が妥当性を失う可能性も考えられ
る。それは基本的にはよい変化であり、経済的な豊
かさや、主観的幸福度の増大ももたらすだろう。だ
が、そこに懸念材料もあるように思われる。

哲学の思考実験に、ロバート・ノージックという人
の考案による「経験マシン」というものがあるが、
これは主観的幸福度だけを人生の評価軸にすること
の問題を考える上で示唆的なものだ。粗い要約だが、
そのマシンに身を委ねると、現実世界とは切り離さ
れた虚構を経験できる。その虚構の中で素晴らしい
人生の経験ができる。そのようなマシンに身を委ね
たいと思うだろうか。身を委ねるべきだろうか。素
朴に、自分が主観的に経験することが自分の幸福度
を決める全てだと考える立場に立てば、委ねないと
いう選択肢はなさそうだ。また、少し考えてみれば
わかることだが、われわれは多かれ少なかれ自分を
ごまかしたり、美談によりかかったりして人生や社
会を飾って不幸を直視することを避けているような
ところもあるため、経験マシンのようなものは、良
い人生や良い社会と相いれない、というふうに断じ
難いところもある。では、虚構に身を委ねず、現実
を生きることの価値はどこにあるのだろうか？

比較的多くの人が共感しやすい答えは、自由や自由
を行使する自主的・主体的な生き方、といった個人
のあり方ではないだろうか。仮に失敗することがあ
るとしても、自分は何かに挑戦して、自分の人生を
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生きたと言えることには、何か他人にお仕着せられ
た人生を生きることにはない独自の価値がある、と
いうような感覚を持つ人は稀ではないだろう。た
だ、経験マシン（あるいは、本稿の文脈で言えば人
の幸福度を高めることに関して高度に効果的になっ
た大組織）に多くを委ねる場合と比べて、明らかに
多くの不利益も被ることになる。その不便さに比べ
ると、自主性や主体性はあまり問題にならないので
はないかと思われることも多い。例えば現代の日本
社会で、洗剤や洗濯機を使わずに洗濯板で洗濯をし
よう、自分でやることには不便があっても、衣類の
傷みが早かったり汚れが落ちにくかったり、非常に
時間がかかったりすることがあるとしても独自の価
値がある、という考え方を採用できる人は非常に稀
だろう。水も水道や浄水のインフラに頼らずに、自
分で雨水を集めるか川に出向くことなどで調達しよ
う、洗濯に使う石鹸・洗剤も市販品に頼らずに自前
で、電気は自分で発電できる範囲で、……などと考
えを進めていくと、「自分で生きる」こと、不便であっ
ても自由を行使することにそれほど大きな価値が置
かれているわけでもない、と思われる。

自主性や自由とは少し違う価値として筆者が注目し
ているのは、自分でない存在との接触の価値だ。経
験マシンに身を委ねることで「自分の望み通り」の
人生（虚構の人生）を経験することになると、自分
以外の他人とか、現実世界を構成する他の事物との
接触は減り、世界から隔離されていると感じられる
ような度合いは増える。自分がこの世界を実際に生
きたということは、虚構の世界を楽しく経験するこ
とでは到達できないような価値があるように思われ
る。それは、少し抽象的な言い方になるが、自分の
制御の範囲に収まらない要素、自分にとって意外
だったり、不可解だったりして、「自分と一体化し
ていない存在」と遭遇し、それとのやりとりを生き
る、ということに独自の意義を認めるということに
なる。独自の意義というのは、それがウェルビーイ
ングにプラスになることもマイナスになることもあ
るが、どちらであっても、（少なくともある程度は）
そのような遭遇ややりとりに意義を認める、という

ものだ。人生にとって、「快」が持つ意義を考えて
いるのが主観的幸福度を中心とした幸福研究である
のに対し、快不快とは別に「異質性」が持つ意義が
ある、というのが筆者の考えていることだ、と言っ
てもよい。ただ、幸福という言葉・概念は多義的で、
このような乱暴な整理が適切であると断言できない
ところはある。このような異質性もまた幸福の一種
であると考えることもできるし、現にある種の人に
とっては、例えば自分の人生を振り返った時の幸福
度はそのような意義も織り込んだ上で感じられ、判
断されるものだろう。主観的幸福度の研究上も、そ
の時々の快不快の総和として主観的幸福度を測定す
る手法もあれば、ある時点で振り返っての自己評価
をもって主観的幸福度を測定する手法もあるが、そ
ういったものと結びついた主観的幸福度の多義性と
もつながっているところがあるように思う。

情報社会の遠い未来
異質性の意義の他にもう一つ、多様性が持つ意義に
も注目している。この意義は「豊かさ」という、日
本人には比較的なじみのある言葉の一つの解釈とし
ても位置付けることができる。例えば多種多様な土
地へ旅行する機会を持ったり、多種多様な人や業界
と接する機会を持ったりして、さまざまな驚きや知
見を得た人生は、その多様性の故に意義がある、豊
かである、というふうに考えることができるだろう。
それがその人にとっての主観的幸福度を最大化させ
るような人生だったかどうかは別だが、ここでも、
主観的幸福度とは別に、このような多様性故の豊か
さを考えることができる。その本人がつらい人生を
送ったとしても、その人生は一面では豊かではあっ
た、と形容することもできるかもしれない（そのよ
うな本人の感じ方を軽視した人生の評価の是非は意
見が分かれるところではあろうが）。

つまり、異質な存在との遭遇に意義があるだけでは
なくて、さまざまな異質な存在との遭遇にも、ある
種の意義がある、と言えるように思われる。豊かさ
という概念の中に含まれる多様性についての考え方
としては、このように人が経験する（これまでの言
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い方では「遭遇する」）ことの意義だけでなく、単
に多様なものが存在していることに意義を見いだす
ような要素も含まれているような気がする。多様な
言語が存在すること、多様な文化や生物が存在する
こと、もっと卑近に、多様な郷土料理が存在するこ
とでもよい。こうした多様性がある世界は、存在の
あり方として豊かであり、それを享受できるような、
多様なものとの遭遇のある生は、豊かであるように
思われる（度が過ぎれば混沌とした状況の中に自分
を失い、主観的幸福度の点からも、多様性を認識・
感受できるかどうか、という点からも、意義が薄れ
る可能性も考えられなくはないが）。

このように、主観的幸福度の範囲に収まらないかも
しれないような、異質性（異質な存在との遭遇）や、
多様性（多様な異質な存在との遭遇）を経験するこ
との意義から考えると、大組織が人を高度な効率性
で幸福にすることは、一面では素晴らしいことであ
りつつも、一面では貧しい人生を増やすのではない
かという懸念もないわけではない。インターネット
の興味深い可能性には、当然ながら、異質な他人と
の遭遇や多様な他人や文化に触れる機会の拡大など
も含まれているように思われる。

ややラフで蛇足的ながら、最後に貨幣との関係で考
えているインターネット社会の可能性について少し
触れておきたい。インターネット社会では、個々人
が自分とは縁の薄い人ともコラボレーションや集団
行動をとることができ、取引ができる場合があるこ
とに、冒頭近くで触れた。不特定多数の人々とのこ
うした関係は、近代社会においては貨幣に媒介され
るような没個性的・没人格的な関係にも特徴的だ。
貨幣は全てを数値に換算してしまうが故に希薄だ
が、大規模な関係を効率的に営みやすくし、経済的
な豊かさの増大に大きな効果を発揮する。インター
ネットやその上に成り立つアプリケーションやサー
ビスは、貨幣とは少し違った可能性を持っている。
インターネットや、その上に成り立つアプリケー
ションやサービスは、貨幣よりもより多い情報量で
人間関係を取り持つ手段としても使えるもので、ま

た、実際に貨幣の機能の一部を代替することにも使
われている。こうした点から、従来ほど希薄・没個
性的ではない関係を大規模に取り結ぶことも起こ
り、上に挙げたような意味での豊かさの向上にも貢
献するところがあるのではないかとも考えている。
図式化して言い換えるなら、インターネット社会を
捉える上で、二つの対比の仕方がある。一つは、大
組織が影響力を持ち、個々人は取り換えのきく労働
者や受動的な消費者として小さな影響力しか持たな
い傾向にあった産業社会や大衆社会のイメージと、
個々人の影響力が増大するインターネット社会との
対比。もう一つは、複雑性を縮減することで大規模
な社会を効率的に実現可能にした貨幣経済やその上
に成り立つ希薄な人間関係、個人主義的な度合いの
高い近代社会と、大規模でありながらも貨幣による
媒介に比べると希薄・没個性的ではないようなイン
ターネット社会との対比である。

インターネット社会はこのような意味でもはや近代
社会とは異なる、とまで言えるかどうかはともかく、
上に述べたような異質性や多様性の観点からの豊か
さを多少なりとも向上させる方向にも変化していく
ことは可能なのではないか、と考えている。もちろ
ん、その逆に、人々が自分の繭の中に心地よく閉じ
こもり、他人とも外界とも断絶を深めていくような
方向に変化していく可能性も、上に述べた通り懸念
するところではあるが。
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Creativity

国際大学 GLOCOM 主幹研究員・研究プロデューサー。2000 年よりデジタル
＆リアルメディアを横断したデータドリブンなコーポレートブランディングや
コミュニケーション戦略企画・開発のプロデュースに従事したのち、2015 年に
GLOCOM に所属。産学連携プロジェクトのマネジメント、GLOCOM 六本木会
議の事務局長など、産官学民とともに社会の共通課題を導き、研究する各種活動
の企画・プロデュースを担当。スタートアップやクリエイティブエージェンシー、
大企業、そしてアカデミアと幅広い組織における多様な専門性を持つ人々とのプ
ロジェクトを手がけた経験から、個人と組織の創造性を研究テーマとしている。
2020 年より経済産業省産業構造審議会臨時委員（産業技術環境分科会）。

小林 奈穂
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1. 社会の変化とウェルビーイング
デジタルテクノロジーは、わたしたち一人ひとりの
コミュニケーション能力を多次元に拡張し、社会に
さまざまな変化を与えている。時間と空間、デジタ
ルとリアルを超えて個人がつながり、発信しあう社
会は、多様な人々による共感・共創を促進し、グ
ローバル市場を活性化し、経済成長をもたらそうと
する一方で、消費・生産量の増大が資源の枯渇を加
速させ、格差の拡大が民主主義を揺るがし、社会に
不安定さをもたらしている。また、収束のみえない
コロナ禍は、社会の歪みや脆弱性を露呈し、不安を
増大させている。わたしたちはいま、幾度もの内省
と、自らが生きる意味や社会的使命の探索を重ねな
がら、明るい未来像を描こうとしてもがいている。

ウェルビーイングは、このように正解が存在しない、
不安定な世界から脱出し、新たな世界を創造しよう
とするときに、わたしたちの拠りどころとなる共通
目標の必要性から開発された概念なのでは、と筆者
は捉えている。つまり、ウェルビーイングは創造の
目的であり、創造はウェルビーイングの手段である。

そして、ウェルビーイングはすべての人にとって共
有可能な目標であるにもかかわらず、多様性を内包
し、個人的・主観的・多義的なものである。たとえ
るなら、サンタクロースからもらう「プレゼント」
のようなものである。それぞれに配られた中身は
違っても、手にしたものを互いに喜びあうことがで

個人と社会のウェルビーイングに向けた
創造性の要件

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 
プラットフォーム研究グループ 主幹研究員/研究プロデューサー

小林 奈穂

きるし、周囲に自分は何が欲しいのかを宣言して願
いをかける行動をおこせば、それを手に入れられる
可能性は高くなる。何もせず、ただ受け身で待って
いるだけでは、サンタクロースが袋から手探りでラ
ンダムに取り出した（もしくは彼の今年のお財布事
情に合わせて選ばれた）プレゼントをもらったとき
くらいの喜びしか、自らの人生に見いだすことがで
きないだろう。

このウェルビーイングという言葉の特性から、寛容
社会を取り戻すヒントや、多様性への対応という課
題にパーソナライズという手段で解決しようとする
デジタル庁の成長戦略 1、あるいは IOWN 構想 2

で語られる世界の実現に向けた方策の糸口をつかめ
そうな予感がしている。そこで本稿は、「ウェルビー
イングを共通目標とする社会では、どのような創造
性の発揮が求められるようになるのか」、その種類
や変化について検討する。さらに、そうした「創造
性をエンハンスしようとするときに、どのようなデ
ジタルテクノロジーの活用がありうるのか」につい
て、いくつかのアイディアをまとめることにする。

2. 創造性はどのように変化しているのか
創造性とその類型
ウェルビーイングを共通目標とする社会の創造性に
ついて検討を始める前に、本稿で述べる創造性の前
提について、そしてきわめて概略的ではあるが、基
本的な創造性のパターンを整理してみたい。
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まず、創造性とは、人間が自らの感性を資源に、自
然発生的に湧き出た内なるもののアウトプットがな
される可能性、として説明できる。ここでは、創造
は結果であり、受け手や市場の存在を意識していな
い。いわば子どもが無心に絵を描くときのような創
造性である。

一方、本稿で取り扱う創造性とは、アウトプットし
たものを通じて、受け手や社会に何らかのポジティ
ブな影響や価値を与えるという目的が存在し、その
アウトプットの取引あるいは共有までを含めた過程
でとる行動や思考が、目的の達成に寄与する度合い
を指す。もし、ゴッホやベートヴェンが、ただ描き
たかったから、ただ曲を作りたかったから、という
理由だけで作品を残していたとするなら前者の創造
性だが、彼らがその作品を通じて鑑賞者に感動を与
え、その対価で生計をたてようと意識しながら作品
を創っていたとするなら、後者の創造性であり、本
稿の対象となる。

したがって、本稿が取り扱う創造性とは、社会の構
成員であるわたしたちの誰もが発揮しうるものであ
る。また、そのアウトプットは、芸術作品やコンテ
ンツなどに限らず、取引・共有可能なすべてのモノ
やサービス、情報を含むものである。

これらを前提に、創造性の基本パターンをまとめる
と、次のようになる。

①「発明」の創造性（0 → A）
例えば、エジソンの電球やベルの電話、高度経済成長
期にはじめて登場した洗濯機やテレビ、そして 1990
年代のインターネットというように、「技術」を用い
て、まったく新しい利用価値をもたらそうとするこ
と。有形のモノに限らず、天気予報や株式市場といっ
た無形のノウハウやアイディアも対象となる。創造
性の要素のうち「新規性」に焦点があてられる。

②「改良」や「改善」の創造性（Ａ→ A' → A'' →）
洗濯機を開発するメーカーが多数登場し、他社や従

来品と比較されるようになったときに差別化要因と
なる「優位性」に焦点がある創造性。「より安く・
より早く・より簡単に」といった機能改善から理性
に訴えるアプローチと、「より洗練された・よりか
わいい」などイメージやスタイルの刷新から感性に
訴えるアプローチがある。

③「捉えなおし」や「掛け合わせ」の創造性
（A × B → C）
ウォークマンや携帯電話は、外出中でも使えたら便
利、という機能価値の「捉えなおし」の創造性から
生まれた。iPhone の誕生は、音楽プレイヤー×携
帯電話×インターネット端末の「掛け合わせ」の創
造性によるものである。2000 年代以降は、オンラ
インバンキング、EC サイト、コンテンツ配信サー
ビスなどが、モノやサービスをデジタル技術やイン
ターネットと「掛け合わせ」た結果として多く登場
している。

以上はとても簡単な整理ではあるが、カタチある製
品を生み出す企業活動に限らず、「作り手（提供者・
販売者）」と「受け手（利用者・消費者）」という関
係が存在するあらゆるセクター間で取引・共有され
るサービスやプロセス、モデル、システムなどに、
この 3 パターンを適用することができるだろう。

なお、これらの創造性は、社会の成熟が進むほど、
先人たちの成功や失敗に埋め尽くされてしまい、そ
の発揮のしどころが失われていくという特徴がある。

3. ウェルビーイングを共通目標とする社会の
創造性

「多様性への対応」
ここからは、ウェルビーイングを共通目標として、
社会の変化に適応しようとする際の創造性の要件に
ついて説明してみたい。創造性とウェルビーイング
の関係を整理するうえではマズローの欲求５段階説
が有益だと筆者は考えている。

ご存じの方も多いところだが、マズローは、人間の
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欲求は、a. 生理的欲求、b. 安全の欲求、c. 社会的
欲求、d. 承認欲求、e. 自己実現欲求の順で現れる
のだとする。ウェルビーイングとは何か、を説明す
るにはさまざまなアプローチが存在するが、ここで
は、5 段階の欲求がすべて満たされている状態を「個
人のウェルビーイング」とし、それを支え合うこと
ができる状態を「社会のウェルビーイング」として
この先の検討を進める。

モノからコトへ、という言葉に代表される産業革命
以降の工業化社会の進展、そして 2 度の大戦を挟み、
高度経済成長期を経る一連のプロセスは、5 段階の
欲求を低次のものから高次のものへと、ひとつずつ
満たそうとするものだったといえる。こうした有形
から無形、物質から精神へと、欲求の対象が拡大し
た結果として、ウェルビーイングという「概念」を
社会が必要とするようになったともいえる。

さて、ウェルビーイングを目標とする社会の特徴は、
多様性を認めることが要求されるということにあ
る。低次の欲求は、高次の欲求に比べると多様性が
少なく、効率性を追求することができ、比較的「正解」
を出しやすいように思われる。しかし、高次の欲求
は、内的に働くものであるがゆえ、その多様性にど
れだけのバリエーションがありうるのかの推定が難
しく、ときに本人でさえ、自己のニーズを認識して
いないことがままあるといった非効率性を伴う。こ
のため、ウェルビーイングを目標とする社会をつく
るうえで発揮される創造性には、多様性を受け止め
ながらも、いかに生産性を維持できるか、という点
に寄与することが課題となる。

A.「多様性への対応」に資する創造性の特徴・対象
• 多様性に対応するには、まずバイアスを除去

し、目のまえの相手を理解する姿勢が求めら
れる。また、相手のニーズを引き出したり、
相手がニーズを自己認識していない場合には、
その人が本当に必要なものと、欲しいと思っ
ているものとのギャップに折り合いをつけ、
本人の納得度を高めるような傾聴と折衝が重

要となる。
• パーソナライゼーションは多様性に対応する

方法論のひとつである。一人ひとりのニーズ
に応え、最適な価値を提供しようとする、つ
まり個別最適化である。

• 個別最適化を実現しようとするときには、相
手のニーズを理解する想像力が必要となる。
あるいは、複数案を提示して選んでもらうレ
コメンデーションの方法をとることがある。

• 最も少ないコストで個別最適を実現する体制
づくり。資材調達のプロセス変更や、ビジネ
スモデルそのものを転換するなど。類似する
ニーズに対する先行事例を探し当て、最も少
ない工数でその人のニーズに応えるための改
変、あるいはテンプレートを作成しておくこ
となども考えられる。

例えば、マスカスタマイゼーションの事例として有
名な Nike By You3 は、ナイキのスニーカーをカ
スタムメイドしてくれるサービスであるが、もちろ
ん、まったくゼロからシューズのデザイン画を書き
起こすわけではない。一般販売しているおよそ 60
のモデルからいずれかを選び、さらにあの象徴的な
ロゴマークになっているスウッシュ（swoosh）の
部分や、ソール、靴紐など、あらゆるパーツの配色
を自由に選べるようになっている。このように、テ
ンプレート化されることを前提としたシューズをデ
ザインする能力や、個別の発注を受けることができ
るウェブシステムの提供能力、さらに希望通りに 1
点 1 点を生産することができる体制など、数々の
要素を見て取ることができる。

また、Creema や Etsy などの生産者と購入者をつ
なぐ CtoC プラットフォームも事例として数えら
れるだろう。手作りした 1 点ものの作品を出品す
る人と、購入者とをマッチングすることで、結果と
して個別最適の商品販売を実現している。作品を並
べるだけではなく、さらに細かい希望を聞いて受注
生産しているクリエイターも多くいる。何を取引対
象とするプラットフォームを構築するか、またその
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利用者ごとの細かい要望に応える UI や UX をデザ
インする能力も重要となる。

「持続可能性への対応」
マズローのいう５段階欲求を低次から高次へと満た
そうとしてきた経済活動は、世界の人口爆発や消費
経済の拡大などと掛け合わせられることにより、達
成すべき欲求の総和量が地球の自然や資源のキャパ
シティをはるかに超える事態を引き起こしている。
現在わたしたちが直面している数々の災害が、人間
の活動が要因となっている気候変動によることも、
ついに証明 4 されるようになってきている。低次の
欲求が満たされていなければ、高次の欲求も満たす
ことはできない。まさに足場から瓦解しかねない状
況に陥っているのである。

このままでは、わたしたちの欲求を満たそうとする
ことを止めるか、経済活動を止めるか、つまり生き
るか／死ぬかではなく、死ぬか／死ぬかの選択肢し
か残されないことになる。そこで、次にあげられる
のがこうした苦難の選択肢にプラン C をもたらす、

「持続可能」な社会をつくるための創造性である。

具体的な事例をあげて考えてみよう。オランダのア
ムステルダムにある「MUD jeans」は、デニム・
ジーンズのサブスクリプションサービスを提供して
いる 5。月々 7.5 ユーロで 1 年間のリース期間を終
了すると、「古いジーンズを返却し新しいものと交
換し、さらにリースを続ける」「古いジーンズをそ
のまま買い取り、自分のものにする」という、２つ
のオプションから選ぶことができる。回収した古い
ジーンズは、新しいジーンズをつくる生地にリサイ
クルされる。現在は 40％ほどのリサイクルコット
ンの使用率を 100% にするための研究プロジェク
トが、大学機関と連携しながら進行中である。

こうした資材リサイクルや再生可能エネルギーと
いった新技術の開発と、それを適用するためにビジ
ネスモデルを変革するなどして、わたしたちは資源
を枯渇させることなく、ジーンズを穿いたり、電気

を使う暮らしを維持することができるようになる。

ほかにも、例えば少子高齢社会の交通インフラを持
続可能にするために、自動運転車を開発して取り入
れたり、その自動車を製造するロボットを自動化し
たり、遠隔操作可能なものにするといった科学技術
や生産プロセス、あるいはその実装の受容度を高め
る社会技術の創造性もある。また、デジタル社会の
進展に伴い爆発的に増える電力消費量を抑えるため
に、計算時の消費電力を劇的に抑えられる量子コン
ピューターの技術開発や、その活用としての組み合
わせ最適化問題を発見する想像力なども求められる
創造性の一例である。

Ｂ．「持続可能性」に資する創造性の特徴・対象
（A(+ α ) → A( ×β ) → A(- γ ) →）
• 変化に変化で対応し現状維持をはかるアプ

ローチをとること。地球規模で加速する気候
変動への対処や、少子高齢社会における労働
力不足への対処、デジタル社会の進展に伴う
エネルギー利用の増大といった環境変化に対
応するためのアイディアやその技術開発の創
造性である。

• 社会の変化の影響を受けながらも、A が A で
あり続けるためには、ネガティブな変化を抑
制するために、別のものを組み合わせたり、
あるいは取り除いたりする必要がある。

• ビジネスモデルや資材調達のしくみの変革、
あるいはモノの購入とは所有であるといった
思い込みやバイアスの排除など、「変化を受容
し適応する発想力と行動力」が求められる。

「自己実現」
社会の急激な変化は、5 段階の高次に位置する精神
的な欲求（社会的欲求・承認欲求・自己実現欲求）
を叶えるための創造性にも変化をもたらしている。

筆者は 2019 年 3 月に刊行した『創造性 - デジタ
ル社会を生き抜くための個人と組織のクリエイティ
ビティ』6 のイントロダクションのなかで、気候変
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動やリーマンショック、東日本大震災などの共通体
験から、金融資本主義や消費資本主義への疑念が生
まれるなど、人々の精神性に大きな転換がもたらさ
れていることを指摘したうえで、個人の創造性と、
それを発揮する場所としての組織の関係性の変化に
ついて、次のように述べた。

個人の創造性は、より長期的で人生的な観点から見
た楽しさや生きがい、あるいは使命やライフワーク
を探索する過程の中で、自らが生きる環境である組
織と社会をより善いものにしていくために発揮され
る社会的な自己表現能力を指している。創造性は、
これからを生きるすべての個人に求められる本質で
あり、組織はその獲得と発揮を促す基盤として機能
することを求められているのである。個人と組織は、
双方が変化に対応し新たな能力と機能を発揮するこ
とによって、新しい関係性を築き、社会を変化させ、
存続させることができるだろう。

これまでは、企業における価値創造の主体は組織の
側にあり、従業員である個人はそのための手段とし
ての労働力とする捉え方が一般的であったといえ
る。2000 年代後半にワークライフバランスという
言葉が登場した背景には、仕事は与えられた義務で
あり、個人の欲求、自己実現とは区別する考え方が
あったのだろう。その後、さまざまな社会変化、そ
して 2020 年のコロナ禍以降、今度はワークイン
ライフという言葉が登場し、仕事と自己実現は統合
可能なものとする考えにシフトしつつある。

自分は人生で何を実現したいのか、自らの使命を探
索し、その使命のために行動し、主体性を持って社
会に対する責任を果たすという「自己実現」への希
求が、なぜ創造性に関係するのか。その理由には、
次の 2 つがあげられる。まず、「仕事が楽しい」と
感じている人 7 や、「自らのビジョンがあり、それ
が組織のビジョンとすり合っている」人 8 は、自
ら（個人）の創造性に対する主観的評価が高いこ
とが、筆者らが 2018 年に実施した調査（国際大
学 GLOCOM と株式会社イトーキによる共同研究）

の結果から分かっている。こうした自己評価を持つ
人々は、おそらく「自己実現」と仕事が統合してい
る可能性が高いことが推察される。

次に、「自己実現」とは、内的に完結せず、必ず社
会を巻き込み、自らが望むように社会を変えた結果、
社会からその評価を受けてはじめて成立する。した
がって、個人の創造性を発揮するだけではなく、そ
れらの集積として、社会の創造性も高まることにつ
ながると考えられる。

こうした個人と社会の関係のあり方の変化について
は、OECD が公表している 2030 年代の教育コン
セプトである Education20309 にも見て取れる。
このコンセプトが掲げるゴールは「個人と集団の
ウェルビーイング」である。そして、ゴールの実現
には、一人ひとりがエージェンシーを発揮していく
ことを求めている。エージェンシーとは、社会参画
を通じて人々や物事、環境がより良いものとなるよ
うに影響を与えるという責任感を持っていることを
指す。また、エージェンシーは自らが進むべき方向
性を設定する力や、目標を達成するために求められ
る行動を特定する力を必要とする。

つまり、個人は自らのウェルビーイングを求めて行
動するとき、まずは自らが置かれた環境である社会
のウェルビーイングに向け、市民としての意識を持
ち行動すべきだということである。「自己実現」は社
会のなかで、多様な人々と出会い、共に影響し合い、
行動するうちに達成される。こうしたプロセスに求
められる創造性の要素は次のようなものとなる。

Ｃ．「自己実現」に資する創造性の特徴・対象
• エージェンシーの発揮。社会参画への意識や

社会に対する責任感を持ち、より良い社会を
つくるために、自らが影響力を与えようとす
る姿勢。

• セルフ・ビジョンの顕在化。自分は、より良
い社会をつくるために、何を実現するのか、
どう行動するのか、つまり何をやりたいのか
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をはっきりと自己認識し、そのための計画を
たてられること。

• 人的ネットワークの構築と活用。セルフ・ビ
ジョンを実現するために必要となる人にアク
セスできること。また、その人を巻き込んで
いく説明能力があること。

• 批評に対する受容性。自分の考えに固執せず、
他者からの批評やアドバイスを聞き入れたあ
と、自らの考えと掛け合わせて、何を受け入
れる／ないかを選択・判断する能力。

• チームビルディング。自らのビジョンとメン
バーのビジョンとをすり合わせて、より強固
で柔軟で、全員がリーダーシップを発揮でき
るチームをつくること。

• 自分の武器（スキル）を磨き、増やそうとす
る姿勢。だれかのリクエストに応えるうちに
できることが増えていく。

• 多様性を尊重し、コミュニケーションギャッ
プを怖れないこと。多様な人々との協働は、
アイディアを強固にする。ただし、多様であ
る＝異質であることを含むため、話している
言葉やプロトコルの共有が難しく、コミュニ
ケーションのコストがかかる。彼らとの議論
を避けることなく、異質な部分をぶつけ合い、
組み合わせることで今までにない新たなアウ
トプットを生み出すことができる。

例えば、キャリアと育児を両立しようとする人が、
勤務時間を短縮するために仕事の生産性を高めるプ
ロセスを自ら考案し、チームメンバーにも実践して

もらいながらチーム全体の生産性をあげることも自
己実現の創造性である。あるいは、筆者がいま本稿
を執筆するにあたりチャレンジしている、ウェル
ビーイングというテーマをいただき、それを自らの
テーマである創造性と掛け合わせることで、新たな
地平を見いだそうとするのも自己実現の創造性で
ある。また、クラウドファンディングを活用して、
自らが共感する活動を展開している NPO を探し当
て、出資という形で活動に参加するような、多様な
発想や方法で社会に寄与しようとする人も自己実現
の創造性を発揮しているといってよいだろう。

このように、ウェルビーイングを目指す社会に求め
られる創造性とは、「①発明の創造性」「②改良・改
善の創造性」「③捉えなおし・掛け合わせの創造性」
の 3 つのパターンに、「A. 多様性への対応」「B. 持
続可能性への対応」「C. 自己実現」という３つの要
件が加わり発揮されるようになる、とまとめること
ができる。

4. ウェルビーイングを共通目標とする
社会の創造性をエンハンスするために
ここまで、社会の変化と欲求５段階説とを照らし合
わせながら、創造性の類型と要件について整理して
きた。ここで、創造性を発揮しようとするとき、そ
れぞれの段階で重要となるインプットがあることを
付け加えておこう。まず、低次の生理的、安全の欲
求の充足には、地球上の資源やエネルギーといった
自然への理解が重要なインプットとなる。そして高
次の精神的欲求を充足するうえでは他者を理解する

ウェルビーイングを目指す社会の創造性

①発明の創造性

②改良・改善の創造性

③捉えなおし・掛け合わせの創造性

創造性の類型 創造性の要件

A. 多様性への対応

B. 持続可能性への対応

C. 自己実現
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こと、さらに社会的な課題解決に関与し、自己実現
を果たそうとするうえでは、社会や集団のダイナミ
クスを理解することが重要となる。

これらのインプットを効率的・効果的に得られるよ
うなシステムが社会に実装されていれば、わたした
ち一人ひとりの創造性の発揮が促され、ウェルビー
イングを増幅させることができるようになるだろ
う。このように、創造性をエンハンスする社会シス
テムやその機能には、ほかにどのようなものが考え
られるだろうか。また、そうした社会システムの実
装には、どのような課題とデジタルテクノロジーの
活用可能性が存在するだろうか。筆者から見えてい
る、いくつかの近未来のランドスケープを紹介し、
本稿を締めくくることにする。

多様な人々の合意形成
ウェルビーイングを共通目標とする社会では、都市
と地方、女性と男性、個人と組織、理系と文系といっ
たさまざまな概念を解体し、融合しなおすようなデ
フレーミング 10 が加速している。産学連携のオー
プンイノベーションや、街づくりのための市民参加
型のアイデアソンやハッカソンなど、多様な人々の
対話から、新たな着想を得たり、共創したりといっ
た機会が増えている。こうした実践に付きまとう課
題が、コミュニケーションコストの増大である。多
様であることは、異質であるということだ。日常で
使う言葉がまるで違っている、そもそも対話すると
きの前提が共有できていないなど、対話するには相
当なカロリーを消費し、時に疲弊してしまうことも
ある。もちろん、こうした異質なものとのぶつかり
合いから、新たな創造が起こることを狙ったものだ
と分かっていても、である。

そこで、例えば自然言語解析の研究者たちの知見か
ら、対話のログを解析して多様な人が合意形成して
いくメカニズムを解明したり、異なる言葉を使って
いるようでも実は互いに同じことを言っていると
いったケースが判別できるアルゴリズムを開発して
みてはどうだろうか。すでに、会議の会話をリアル

タイム解析し、会議のテーマに対して、各自の発言
が発散しているのか、収束しているのかを評価する
システム 11 も存在している。これを応用すれば、
究極に中立的なファシリテーターロボットも開発で
きるかもしれない。筆者らが実施した組織の創造性
に関する調査では、プロジェクトチームの心理的安
全性が個人とチームの創造性を高める一番の要因で
ある 12 ことが分かっている。テクノロジーによっ
て、プロジェクトメンバーや対話する者同士の心理
的安全性を助け、プロジェクトの創造性を高めるこ
とが十分に可能だと考えられる。

新しいものを生み出す逆転の発想と遊び心
Netflix がデータドリブンなコンテンツ制作でヒッ
ト作を連発し大成功を収めているように、過去の
ヒット作品のビッグデータから歌詞や楽曲を自動生
成する、小説のシナリオを提案するような技術はす
でにある。しかし、既視感のあるハリウッド映画よ
り、ミニシアター系の映像作品に人気が集まるよう
に、わたしたちにこれまでにない斬新な驚きを与え、
心動く体験を提供するような作品を創造するには、
過去のデータではなく、現在や未来の社会の心象風
景をデータから理解あるいは予測して表現するほう
が有益だろう。

Tnavi13 は、TVCM の字コンテ案を入力すると、
放映時の好感度を予測してくれるサービスである。
その要素技術開発プロジェクトに筆者も参加して
いたのだが、当時我々が議論していたサービスの想
定利用シーンのひとつは、「好感度はあくまでも過
去の視聴者の評価であるが、TVCM は常に新しい
表現で視聴者のアテンションを引き付けることが目
的である。このことを踏まえれば、好感度評価が低
いと評価された字コンテを選ぶほうが、その意外性
からインパクトが大きくなるのでは？」というもの
だった。もちろん、現場の担当者は好感度が高いと
評価されたアイディアを採用しリスクヘッジをする
のだが、あえて創造性の要素である「新規性」に勝
負をかけ、逆手をとるような提案をしてくれるシス
テムがあっても面白い。あるいは、そうしたリスク
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を許容し、逆転の発想や遊び心から生まれる創造性
にかけてみるようなマネジメントクラスの意思決定
をサポートするような BI ツールがあってもよいか
もしれない。

同じような観点から、行きすぎたパーソナライズに
も留意する必要がある。過去の行動履歴から最も効
率的な選択肢を最適解として与えられ続けると、創
造性を発揮するときのトリガーとなるインプットを
得る機会を逃してしまう。Google マップに頼りす
ぎていれば哲学の道を歩くことがなくなってしまう
し、Amazon に頼りすぎていれば本屋をうろうろ
歩き回るうちにインスピレーションを感じさせる書
籍との出会いを得る機会を失ってしまうだろう。こ
こにも、余白や遊びを適度にもたせるシステムの必
要性がある。

サンタクロースと見えざる手のアルゴリズム
冒頭に述べたサンタクロースのプレゼントのたとえ
話は、「多様な人々に同じ量の幸せを与えようとす
ると、人それぞれに違うモノを届けることになる」
ということでもある。こうした発想は不平等を超越
し、単一の価値観や倫理観しか許容できない不寛容
社会を乗り越えるトリガーになるかもしれない。誰
に、どのプレゼントを配ると幸せの総量が最も高く、
コストが安く済むかをサンタクロースに提案するア
ルゴリズムがあれば、子どもがいる世帯への給付金
の金額設定や、クーポンか現金かの支給方法で揉め
る必要もなくなるだろう。

また、デジタルマーケティングでは、顧客が商品を
「最も少ないクリック数で購入することを解」とし
て、おすすめ商品のアルゴリズムを開発している。
このアルゴリズムは、一見すると販売者にだけ利益
がもたらされる不平等なもののように思える。しか
し実は、顧客が商品選びにかけるコストを低減させ
ているという点で、内容は違っていても、販売者と
顧客の双方に価値をもたらしている。

同じことを意味する別の例では、メルカリなどの

CtoC プラットフォーム上に同じモデルのルイ・
ヴィトンのボストンバッグ A と B が出品されてお
り、Aは未使用品1,000円、Bは中古品5,000円だっ
たとする。このとき、Used の使用感がかっこいい
と考える購入者と即座にマッチングするアルゴリズ
ムがあれば、彼を満足させ、出品者 B はクローゼッ
トのスペースが空いたことを喜び、プラットフォー
マーはより高い収益を得ることができる。このよう
に、現実にはひとつの事象であっても、それを捉え
る側の価値観の多様性によって、創造される価値の
総量を増やすことを可能にするアルゴリズムも存在
可能である。このことを応用すれば、求人情報の中
からその人にとって最も創造性を発揮できそうなも
のを提案したり、プロジェクトの創造性を最大化す
るチームのメンバーを提案するようなソリューショ
ン展開も考えられる。

デジタル・サービスに搭載されるアルゴリズムは、
かつてアダム・スミスが唱えた合理的な経済人にわ
たしたちを立ち戻らせ、見えざる手が個人主義と社
会の秩序を両立させるような社会システムを再構築
する可能性を与えてくれる。そしてこのような社会
システムこそが、わたしたち一人ひとりの個人の創
造性と、社会の創造性をともに高めてくれることに
期待したい。
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1. ウェルビーイングにおけるガバナンスの
役割
ウェルビーイングとは、「ある人にとって究極的
に良い（善い）こと」（“ultimately good for a 
person”）1 を意味し、日本語では「幸福」とも訳
される。ウェルビーイングの本質が快楽（Hedonic 
Well-Being） な の か 美 徳（Eudaimonic Well-
Being）なのかといった議論はありつつも、一人ひ
とりのウェルビーイングを達成することは、人類に
とって究極の目的であり続けた。我が国においても、
日本国憲法 13 条が「生命、自由及び幸福追求に対
する国民の権利」を最大に尊重するとうたっており、
これはまさにウェルビーイングに最高の価値を置く
ことの宣言だといえるだろう。

それでは、なぜ昨今、ウェルビーイングという言葉
がとりわけ重要視されているのか。その背景として
は、第一に、物質的な豊かさが満たされてきたこと
に伴い、心身の健康や持続可能な環境、人間の尊厳
といった、経済的価値に換算できない多様なウェル
ビーイングへの需要が高まったことが挙げられる。
第二に、そうした広い意味でのウェルビーイングに
対するリスクが顕在化してきたという事情もある。
気候変動や環境破壊、少子高齢化や地方の過疎化、
所得格差の拡大、感染症の拡大といった課題は、加
速度的に増長しており、こうしたウェルビーイング
への危機に備える必要性が高まっている。

ウェルビーイングを実現し続けるための
アジャイル・ガバナンス

京都大学 法学研究科 特任教授
弁護士（日本・NY 州）

羽深 宏樹

ウェルビーイングを重視する社会とは、前者のよう
に社会に生み出される価値（正のウェルビーイング）
を最大化しつつ、後者のようにそれに伴う弊害やリ
スク（負のウェルビーイング）を一定の水準に抑制
する社会である。そして、正負のウェルビーイング
のバランスを最適に保ち続けることが「ガバナンス」
の役割である。現代では、正負のそれぞれのウェル
ビーイングの要素が多様化し、相互に影響し合って
いることから、両者を踏まえた最適を達成するよう
なガバナンスを行うことが、極めて重要かつ難しく
なっている。

「ガバナンス」の手法としては、技術・社会制度（法
制度や市場）・組織といった様々なものが含まれる。
たとえば、自動運転車の「安全性」に関するガバナ
ンスを考えるとき、衝突を回避するためのアルゴリ
ズムやハッキングを防止するためのセキュリティ措
置などが、技術的手法によるガバナンスである。こ
うした機能を罰則付きで義務付けたり、製品を販売
するための認定要件としたりするのが、法規制によ
るガバナンスである。法で義務付けるほどではない
が、あったほうが安全という機能については、市場
原理によってコストと効果の最適なバランスが達成
されるであろう。また、自動運転システムには、デー
タ提供者・アルゴリズム設計者・車両製造者・販売
者・利用者といった様々なステークホルダーがおり、
こうしたステークホルダー間で、許容できるリスク
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水準を共有したり、有事の際に迅速に連携できたり
する仕組み作りも重要である。ガバナンスメカニズ
ムの設計にあたっては、こうした様々な要素の最適
な組み合わせを設計することが求められる。

これだけでも十分に複雑であるが、そもそもここで
挙げた「安全性」という価値は、自動運転車が達成
すべき価値のひとつ（「負のウェルビーイング」の
回避）にすぎない。自動運転システムの最適なガバ
ナンスを考えるにあたっては、安全性以外にも、過
疎地における高齢者の移動の確保や、環境負荷の軽
減、そして経済成長への影響といった自動運転車が
もたらす正のウェルビーイングの最大化も考慮する
必要がある。

このように、現代社会においてウェルビーイングを
達成するためには、多様で複雑な要素を考慮したガ
バナンスシステムを構築することが求められる。

２．現在のガバナンスメカニズムの限界
社会においてこのような複雑なガバナンスの必要性
が高まる一方で、従来型のガバナンスモデルは、こ
のような複雑なガバナンスの在り方を前提としてお
らず、様々な課題に直面している。

まず、法規制は、多くの場合、技術によるガバナン
スではなく人間によるガバナンスを前提としてい
る。そのため、たとえ人間がモニタリングするより
精度が高いモニタリングが技術的に可能になったと
しても、なお人間の目視や常駐が求められることに
なる。この点については、2021 年 11 月に設置さ
れた「デジタル臨調」において、今後集中的に見直
していく方針が示されている 2。

しかし、法規制によるガバナンスについては、より
根本的な問題がある。それは、この複雑な社会にお
いて、そもそも事前に最適なルールを特定すること
が難しく、さらには、たとえルールを定めたとして
も、変化の速い時代においてはそれがすぐに陳腐化
してしまうことである。たとえば、自動運転車の安

全性を確保するためのアルゴリズムを仮に法律や規
則で定めたとしても、その内容はすぐに更新する必
要がでてくるだろう。
他方、市場メカニズムの限界もより鮮明になってき
ている。サイバー空間を起点とする複雑な社会にお
いては、需要者に十分な情報や選択肢が与えられる
ことが難しくなる。また、圧倒的な顧客接点とデー
タ量をもつ一部の巨大企業が、ユーザーの取引条件
を一方的に規定することも多くなってきている。多
くのユーザーは、自らがアプリを通じて提供する
データがどのような方法で処理されているか、自ら
に提供されるサービスがどのような品質であるか、
といったことを判断できないであろう。

３．アジャイル・ガバナンスという考え方
このような伝統的なガバナンスの問題点を克服する
新たなガバナンスモデルとして、経済産業省は、「ア
ジャイル・ガバナンス」という考え方を提唱してい
る 3。アジャイル・ガバナンスのモデルは、①マル
チステークホルダー、②アジャイル、③マルチレイ
ヤー、という 3 つの要素から成る。以下、順に説
明する。

（1）マルチステークホルダー
社会の複雑化に伴う情報の非対称性の増大や、価値
観の多様化を考えると、政府など単独の主体がルー
ル形成やモニタリングを一手に担うのではなく、企
業・政府・個人・コミュニティといった様々なステー
クホルダーが、協働的なガバナンスを行っていくこ
とが重要であると考えられる。そこでは、各ステー
クホルダーに、以下のような役割が求められる。

① 企業
企業は、サービスや商品に関する情報を最も正
確に把握している主体として、マルチステーク
ホルダーガバナンスにおける中核的な価値を担
う。すなわち、自らのミッション・ビジョン・
バリューなどを定義したうえで、ルール形成や
モニタリング、問題解決等に積極的に関与する
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図 1　アジャイル・ガバナンスにおける
各ステークホルダーの役割

とともに、ステークホルダーに対して自らのガ
バナンスについて説明し、対話を通じてアカウ
ンタビリティを尽くすことが求められる。

② 政府
政府は、ルール形成やモニタリング、執行等を
一手に担うモデルから脱却し、企業をはじめと
するステークホルダーが適切なルール形成を行
うよう、関係者を集めて議論を促進したり、各
主体が適切なガバナンスを行うようなインセン
ティブ付けを行ったりするファシリテーターの
役割を求められるようになる。また、（3）で述
べるような信頼の基盤を構築することも重要な
役割である。

③ 個人・コミュニティ
個人やコミュニティは、消極的な受益者にとど
まらず、ガバナンスの参加者として、社会に向
けて積極的に自らの価値観や評価を発信するこ
とが期待される。そのために、自ら積極的に質
の高い情報に触れるとともに、様々な価値の相
互関係を理解したうえで広い視野に基づく意見
形成を行うことが重要となる。

こうした様々な役割を担うステークホルダーが、
それぞれのもつ情報と価値観のもとに自主的な
ガバナンスを行いつつ、透明性と対話を通じて
他のステークホルダーとの間での信頼を醸成す
ることが重要である。
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図 2　アジャイル・ガバナンスのサイクル

（2）アジャイル
不確実性の増加する社会においては、事前に正しい
ルールや責任の所在を定めておくことが困難である
ため、失敗を許容しつつ、社会全体で継続的に学習
し、ガバナンスの仕組みを迅速にアップデートし続
けることが求められる。そこでは、各主体が、図 2
のような二重のサイクルを回していくことが重要で
ある。

内側のサイクルは、概ね PDCA（Plan-Do-Check-
Act）に相当する。すなわち、既存のガバナンスシ
ステムが、当初設定されたゴールを達成するもので
あるか、という点に関するものである。他方、外側
のサイクルは、外部環境やリスクの変化を分析し、
必要に応じてゴールも見直すというサイクルであ
る。デジタル社会においては、環境やリスク、ゴー
ルが常に変化していくことから、これらの要素につ
いても、継続的に見直しアップデートし続けること
が必要である。さらに、（1）で述べたような協働
型ガバナンスを考えた場合、このような二重のサイ

クルを回したうえで、各主体は、外部のステークホ
ルダーに対し、透明性やアカウンタビリティを確保
していく必要がある（右下の直線矢印）。

（3）マルチレイヤー
上記のようなマルチステークホルダーかつアジャイ
ルなガバナンスを実現するためには、個々の主体が
行うガバナンスを、都度ゼロから調査しなくても信
頼できるような仕組みが必要である。そのために、
ID やデータ標準といった機能について、異なるス
テークホルダー間での共通の信頼基盤を構築するこ
とが望ましい。たとえば、MaaS（モビリティ・アズ・
ア・サービス）は、大まかに分類するだけでも、①
身元確認、②マッチング、③決済といった複数の横
断的な機能の上に、運行という個別のサービスが接
続されることで成立する。こうした様々なレイヤー
の重要な機能について、公的な ID 基盤や決済基盤
が構築され、そこに接続する主体に一定の認証など
が与えられることで、拡張性をもつ分散型のガバナ
ンスが可能になると考えられる。
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1 Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
 https://plato.stanford.edu/entries/well-being/#Con

2 デジタル臨時行政調査会（第 4 回）資料１「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン（案）について」
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/cb5865d2-
8031-4595-8930-8761fb6bbe10/00f504c3/20220603_meeting_administrative_research_
outline_01.pdf 

3 経済産業省・新たなガバナンスモデル検討会「GOVERNANCE INNOVATION: Society5.0 の実現に向け
た法とアーキテクチャのリ・デザイン」（2020）、「GOVERNANCE INNOVATION Ver.2: アジャイル・
ガバナンスのデザインと実装に向けて」（2021）、「アジャイル・ガバナンスの概要と現状」（2022）

４．アジャイル・ガバナンスの実装に向けて
このようなアジャイル・ガバナンスを社会に実装し
ていくには、適切な制度設計やインセンティブ設計
が必要である。

まず、アジャイル・ガバナンスの中心的な担い手と
なることを期待される企業に対しては、ステークホ
ルダーとの対話やルール形成にコミットすることこ
そが企業の中長期的な成長につながる、という市場
の評価が醸成されることが必要だろう。ウェルビー
イングや SDGs に着目した投資は相当規模になっ
ているが、その際に、単なる理想としてこれらの用
語を掲げるのではなく、実際にそれを実現できるよ
うなガバナンスを備えていることが、投資家の評価
の対象になっていくであろう。そのようなガバナン
スこそ、本稿で紹介したアジャイル・ガバナンスで
あり、今後外部のステークホルダーがその取り組み
を評価できるように、開示制度などが整備されるこ
とが望まれる。

また、制裁制度や責任制度についても見直しの必要
がある。従来のように、「お上」が決めたルールを
守っていればよしとするルールではなく、自らがス

テークホルダーと共に責任あるルール形成をしてい
るか、それを遵守していたかを評価の対象とし、そ
れらが満たされていてもなお事故が生じた場合に
は、事故調査に協力することで免責を与えるといっ
た制度設計が考えられる。これによって、制裁や責
任を回避するというインセンティブの上からも、ア
ジャイル・ガバナンスが促進されることになる。
他方、政府にアジャイルなガバナンスをインセン
ティブ付けるのは、政治の強力なリーダーシップで
あり、それをもたらすのは、国民のガバナンスに対
する強い関心である。社会の複雑さと政府に割り当
てられたリソースのギャップは拡大する一方であ
り、それを埋めることができるのは、国民からの積
極的な働きかけにほかならない。政府としては、そ
のことを自覚し、オープンで水平的なプロセスによ
り多くの民間主体と共同して政策決定を行うことが
求められる。これによって、政府に対する国民の信
頼が醸成され、政府はさらに質の高い政策決定を行
うことができるようになるであろう。



Column 14  

Civictech

一般社団法人コード・フォー・ジャパン代表理事。「テクノロジーで、地域をより住み
やすく」をモットーに、会社の枠を超えて様々なコミュニティで積極的に活動する。住
民や行政、企業が共創しながらより良い社会を作るための技術「シビックテック」を
日本で推進しているほか、オープンソース GIS を使ったシステム開発企業、合同会社
Georepublic Japan CEO 及び、企業のオープンイノベーションを支援する株式会社
HackCamp の代表取締役社長も務める。また、デジタル庁のプロジェクトマネージャー
や神戸市のチーフ・イノベーション・オフィサー、東京都のチーフデジタルサービスフェ
ローなど、行政のオープンガバナンス化やデータ活用、デジタル活用を支援している。
その他の役職：総務省 地域情報化アドバイザー、内閣官房 オープンデータ伝道師 等。

関 治之
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社会課題や地域課題は、構造的な問題であるからこ
そ根本的な課題解決に結びつきにくい。構造化され
てしまった状況を変えるには既存の組織構造を超え
た活動を生み出し、そこから新たな構造を作り出す
必要がある。「ともに考え、ともにつくる社会」と
いうビジョンを掲げ、多様な人々が組織の壁を超
えて参加し、自律的かつ主体的に活動をするため
の共創環境を作っているのが一般社団法人コード・
フォー・ジャパンである。

一般社団法人コード・フォー・ジャパンは Code 
for Japan という誰でも参加可能なコミュニティ
を運営しており、今では、90 以上の地域で地域版
Code for コミュニティが様々な活動を主体的に
行っている。このように、市民自身がテクノロジー
を活用しながら地域の課題を解決する活動は、「シ
ビックテック」と一般的には呼ばれている。

テクノロジーを目的化しないために
2013 年に Code for Japan を立ち上げ、これま
で様々な人と活動をする中で、テクノロジーはあく
まで手段であり、それ自体を目的化してしまうと目
指すべき姿や課題の本質を見逃してしまうというこ
とを経験してきた。そのため、Code for Japan の
活動においては、技術者に偏らず、自治体関係者や
NPO、メディア、教育関係者など様々な人が参加
でき、あるべき姿を考える場づくりを重視している。

市民が主体的に地域に関わることで生まれる
ウェルビーイングシティ

一般社団法人コード・フォー・ジャパン 
代表理事

関 治之

「なぜやるか？」という問いに現場の人たちが腹落
ちしないと、結局テクノロジーの社会実装は行われ
ていかないのだ。

一方で、スマートシティやスーパーシティといった、
都市へのテクノロジー実装活動では IT 企業が中心的
役割を担うことが多く、そうなると技術実装ばかり
に予算が使われるようになる状況に危惧を感じてき
た。しかしながら、ここ数年でそのような流れが変
わってきたように思う。2020 年に内閣府が発表し
たスマートシティのリファレンスアーキテクチャ 1

でも、「都市マネジメント層」という形で、目指す
べき姿の合意形成や地域のマネジメントの視点が重
視されるようになった。つまり、「なんのためにテ
クノロジーを導入するのか？」という問いがとても
重要なのだ。

さらに、日本が推進するデジタル田園都市国家構想
では、ウェルビーイングとサステナビリティの向上
が、デジタル化を推進した社会の目指すべき姿とし
て書かれている 2。

GDP などの生産性をベースにした指標では生活の
幸福感は測れないということは以前から指摘されて
きたが（村上・高橋［2020］）3、政府の方針として、
ウェルビーイングを重視する、という方針が示され
たことは大きな変化である。
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わたしから始めるスマートシティ
シビックテックの活動が、市民自身の自律的な参加
の上に成り立つ以上、スマートシティというのはシ
ビックテックコミュニティにとっても相性の良い
テーマである。

Code for Japan では、前述した技術実装が目的化
したスマートシティや、効率化や利便性を重視した
スマートシティに対して、多様な住民が自律的に参
加しながら課題を解決していく「わたしから始める
スマートシティ」をコンセプトとした Make our 
City プロジェクトを推進している 4。

あるべき姿を考え実装していくには、これまでま
ちづくりの対話で重要な役割を担っていたはずの
NPO やまちづくり関連のコミュニティ、都市設計
関連の組織とも対話を重ねる必要がある。そのため
には自動運転車やドローン配送、テクノロジー主体
でスマートシティを語るのではなく、住民が主体的
にまちづくりに関わることができるようなテーマを
設定することで対話の質を上げる、スマートなコ
ミュニティを目指す必要がある。

そのようなコミュニティを作るために、Make our 
City では以下のようなことを重視している。

１．「わたし」のエンパワーメント
「わたし」発で、なにか新しいことをやってみたい
という意欲やアイデアのある方をサポートし共創を
実現するためのツールや仕組みを開発する
具 体 的 な 活 動： 市 民 エ ン ゲ ー ジ メ ン ト ツ ー ル
Decidim の提供や住民ワークショップの実施

２．暮らしの質をとらえる
都市の暮らしの豊かさを捉えて継続的に改善してい
くために、ウェルビーイング研究にもとづいた幸福
度指標を研究する
具体的な活動：ウェルビーイング指標の研究開発

３．暮らしづくりの基盤整備
さまざまなデータを活用して暮らしをつくっていく
ためのインフラ基盤を開発する
具体的な活動：オープンソースのデータ連携基盤な
どのデジタル公共財の提供

１が市民参加の仕組み、２がウェルビーイング指
標、３が技術基盤という形で相互に影響しあう仕組
みになっている。Decidim は、バルセロナで生ま
れたオープンソースツールで、Code for Japan が
中心となって日本語化やカスタマイズを行った。現
在、兵庫県加古川市や福島県西会津町などで利用さ
れており、市民が行政の様々なプロセスに参加する
プラットフォームとして活用されている。具体的に
は、加古川市では 800 名ほどが登録しており、ス
マートシティの戦略についての意見募集や、公共施
設の名称決定、河川敷の利活用アイデアの募集など
様々なテーマに対して使われているほか、西会津町
では将来世代である中学生が町内外の大人たちとと
もに、まちづくりを行う試みが始まろうとしている。

２のウェルビーイング指標については、一般社団
法人スマートシティ・インスティテュート・ジャ
パンが開発中の Liveability & Well-being City 指
標（LWCI）という指標を協同で研究している。こ
の LWCI は、Liveability（住みやすさ）と Well-
being（幸福感）の双方をインデックス化するとこ
ろが特徴で、住みやすさについては統計やオープン
データなどを利用し客観的な数字として表し、幸福
感についてはアンケートなどの主観的なデータとし
て表す点が特徴となっている。つまり、公共施設や
医療サービス、公共交通などといった客観的な指標
と、充実感や地域の信頼、主体性などといった主観
的な指標を組み合わせることで、ウェルビーイング
を多角的な視点で捉えようというものである。現在、
研究会を実施しており、参加自治体とともに活用方
法について検討しているところだ。

３のデジタル公共財については、欧州で活発に開発
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されている FIWARE というデータ連携基盤を活用
している。デジタル田園都市国家構想でも、共助領
域の活動を推進するためのプラットフォームについ
て書かれているが、それにあたるものである。企業
や自治体が生み出す様々なデータを共有し、意思決
定や事業運営、公共サービス開発に活かすための基
盤になっており、これもオープンソースで公開され
ている。

Code for Japan では FIWARE を利用して事業者
や自治体間でデータを交換できる仕組みを開発し
た。各自治体でバラバラにサービスを開発するので
はなく、オープンソースで公開されたこれらの基盤
を各自治体で使い、FIWARE 上で開発した部品を
他の自治体とも共有することで、様々なプレイヤー
が参画できるプラットフォームが完成する。

Code for Japan でも浜松市などにプラットフォー
ムを提供しているが、大企業や財団とも連携しなが
らこのようなデジタル公共財を開発している。

地域のウェルビーイングを向上するために
幸せが何を意味するかは個人によって様々だが、幸
福の概念は社会的な環境からの影響も大きい。特
に、北米では個人的な成功が重視されるのに対し、
日本や韓国においては対人関係の調和が重視される
ことが示されている（Hitokoto, H., & Uchida, Y. 
[2015]）5。

筆者は、シビックテックの土壌が豊かになること
で、多くの人が主体的にまちづくりに関わり、自ら
の知恵や能力を発揮し、その結果、他者から感謝さ
れるようなポジティブサイクルが生まれ、その地域
のウェルビーイングは向上していくのではないかと
いう仮説を持っている。

シビックテックの概念は、上記のような、市民が主
体的に活動するための場づくりを内包している。こ
のような活動を促進させるには、政府や自治体、企
業等がオープンに事業プロセスを公開し、市民の声

を聞き、その声が反映される、という経験をできる
だけ多く生み出していかなくてはいけない。

Alliance of Democracies と Dalia Research が
2018 年に調査した民主主義認識指数（DPI）に関
するレポートでは、「自分たちの声が政策立案にお
いて重視される」という感覚が「ほとんどない」「まっ
たくない」という回答で日本が突出して 1 位となっ
ている（調査 50 カ国中で 1 位）6。

例えば Code for Japan では大学や高校と連携し、
デジタルシチズンシップのためのワークショップを
行っているが、若いうちから地域の意思決定に自分
の意見が反映されるという自信や、地域の課題につ
いて考え、解決策を実装してみるといった経験が必
要なのではないだろうか。

もちろん、若者だけでなく、地域の住民が、自らの
地域を改善するために積極的に活動をしていくこと
が必要だ。そのような大人の姿を見るからこそ、若
者たちも参加の意義を感じてくれるようになるのだ
ろう。

「ともに考え、ともにつくる」、この姿勢を持ち、組
織の垣根を超えてあるべき姿を考え、行動する、そ
のような人が増えるための活動を今後も推進してい
きたい。
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1 内閣府スマートシティリファレンスアーキテクチャ　
 https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20200318siparchitecture.html 

2 デジタル田園都市国家構想実現会議（第１回）議事次第 - 牧島大臣提出資料　
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/dai1/siryou4.pdf 

3 Yumiko Murakami, Shinobu Takahashi [2020]. Beyond GDP – Development of Measures for 
Understanding Well-Being. Serviceology, 6(4), pp.8-15. 

 https://www.jstage.jst.go.jp/article/serviceology/6/4/6_8/_html/-char/en 

4 わたしから始める、スマートシティ Make our City　
 https://makeour.city/ 

5 Hitokoto, H. & Uchida, Y. [2015]. Interdependent Happiness: Theoretical Importance and 
Measurement Validity. Journal of Happiness Studies, Vol.16, pp.211-239. 

 http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/staff/yukiko-uchida/ 

6 Democracy Perception Index 2018. 
 https://www.allianceofdemocracies.org/wp-content/uploads/2018/06/Democracy-Perception-
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Market Design

経済学者。1979 年生まれ。2003 年東京大学卒業（総代）、2008 年ハー
バード大学博士。イェール大学（博士研究員）、スタンフォード大学（助教
授、准教授、教授）などを経て 2020 年より東京大学経済学部教授。専門
分野は人と人や人とモノ・サービスを適材適所に引き合わせる方法を考え
る「マッチング理論」と、それを応用して社会制度を設計する「マーケッ
トデザイン」。研修医マッチング制度や待機児童問題を改善する制度設計の
発明などで知られる。

小島 武仁
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ウェルビーイング社会における
マーケットデザインの役割

――ウェルビーイングを重視する社会を考えたときに、
経済（マーケットデザイン）にはどのようなあり方
が求められるか

経済学において「社会厚生」や「効用」という言葉
がある通り、ウェルビーイングはある意味で長年、
経済学の中で研究されてきたと言えるのではないか。

マーケットデザインでは労働市場や人事、教育など
様々な分野において、社会や会社の目的はありつつ
も参加している人間を駒と思わずに希望を聞いてう
まく調整していく。つまり、ウェルビーイングを重
視する社会に対して、マーケットデザインは皆がな
るべく納得していく仕組みを作る役割を担うと考え
られる。人々の価値観は多様化しており、個人が何
をしたいか、何を幸福とするかはトップダウンで決
められない状況である。その中で、多様な価値観を
くみ取りうまく使っていくことが、マーケットデザ
インに求められていることではないだろうか。

また、マーケットデザインに関する取り組みの中で
感じていることとしては、労働市場においてウェル
ビーイングが特に重視されるようになってきたこと
である。例えば就職活動において、給与が高いこと
や一流の仕事であることといった理由だけでなく、

「こういう仕事がしたい」と自分の希望を叶えたい

ウェルビーイングの実現における
マーケットデザインの可能性について

東京大学マーケットデザインセンター
センター長

小島 武仁

学生が増えてきている。既に企業で働いている人に
とってもウェルビーイングは重要であり、一昔前の
ような企業が人を駒のように動かす人事はできなく
なってきた。実際に、新卒がすぐに会社を辞めてし
まうことや、窓際族のように社員が活躍できていな
いことなど、働く人の希望や事情をくみ取らないこ
とで様々な問題が生じている。その解決に、マーケッ
トデザインが役立つのではないかと考えている。

――マーケットデザインは具体的にはどのように
活用されるのか

具体的にどのようにマーケットデザインを実装して
いくか、新入社員の配属を例に説明したい。まず新
入社員と部署の双方に希望を聞く。会社には会社の
事情があるものであり、新入社員側の希望だけでな
く当然ながら部署側にも希望を聞く。そして双方の
情報をコンピュータでアルゴリズムを使って処理す
ることで、社員と部署の最善なマッチングを導き出
すことができる。新入社員に希望を聞くところまで
は多くの企業で行っていることだが、それがどのよ
うに活用されているかはわからない、聞かれた結果
がファイルの奥底にしまわれていたということもあ
るのではないだろうか。希望を聞くだけでなく、そ
れを最大限生かすことが重要である。最適なマッチ
ングを見つけるアルゴリズムを活用すれば、それが
可能になる。
今挙げた例のようにクローズドな環境であれば簡単
に実装することができる。計算量自体は非常に少な
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く、10 万人程度の規模で実施することも可能だ。
日本やアメリカなど世界各国における研修医と病院
のマッチングに実装されているほか、高校や大学入
試において全国的に実装している国もある。

個人レベルのマッチングが最も活用されているアル
ゴリズムのひな型であるが、学校の入試のような数
万単位の参加者となると、成績や住んでいる場所な
ど条件をもとにマッチングを行っていくことになる
ため、アルゴリズムの調整が必要になる。

――今挙げた例において、人気の高い人に対しては
賃金を上げるといったような仕組みを入れることも
考えられるのか

賃金をフレキシブルにして最適なマッチングを目指
すことは、経済学者がよく使う伝統的な方法である。
アメリカの研修医の市場においては、病院での給与
まで含めたアルゴリズムを実装することもある。一
方で、企業がジョブ型に移行していく中でポジショ
ンごとに賃金差を設けるような動きは出ているが、
同じ仕事内容であってもこの人は需要が高いので賃
金を上げるといった自由市場のような仕組みを入れ
るには、企業側の内部事情として難しい印象がある。
実施できるところは実施すればいいと思うが、実際、
企業や組織における賃金の調整は様々な事情で簡単
にはできないところが多いのではないか。

そのような場合に、マッチングアルゴリズムはもの
や人を適材適所に配置する方法を提供するものであ
り、予算を付けて力技で解決しなくても良いところ
がセールスポイントである。

――マッチング後、例えば配属してみたらうまくい
かなかった場合に、調整を行うこともあるのか

既存研究を一番活用しやすいのはワンショットでの
マッチングであり、マッチング後の調整に関しては
まだわからないことが多い。関連するものとして、
不確実な状況のもとでの最適な意思決定を扱った

「バンディット問題」というものがある。それを人

事の例に当てはめて説明すると、一人の人が A と
B のポジションのどちらの方が成果を出せるか考え
る時に、どちらのポジションも少しずつ経験し情報
を集めたうえで最適なポジションを予測することに
なるが、バンディット問題とマッチングを組み合わ
せてどう最適化していくかという研究については理
論の論文が数本出た段階である。

――人とポジションだけでなく人と人とをマッチン
グしていくこともあるのか

人事の例でいうと、ある意味部署の長とマッチング
していると言えるかもしれない。大学で先生と学生
とをマッチングさせるような事例もある。

結婚において活用できないかはよく聞かれるが、ア
ルゴリズムの応用があまりない分野である。一人の
人に集中してしまう「混雑」が発生し、ミスマッチ
が起きてしまう。出会い系のマッチングアプリでも
男性がたくさんの人にメッセージを送り、女性は
メッセージが来すぎて困るということが問題になる
が、メッセージを月に何回までしか送れないように
することや、多く送るには課金が必要になることな
ど、コストを高く設定することでコミュニケーショ
ンの交通整理をしている。

――例えば配属において男性を優先的にとるなど、
マーケットデザインを実装することで公平性の問題
が生じてしまうようなことはないのか。高校入試に
男女定員があることで、合格点に性別により差が生
じてしまう問題もある

倫理的な面も含め、どういうことをやりたいか指針
があればできることはたくさんある。企業内で男女
のバランスを達成したいのであれば、適切に男女別
の定員を設定すればよい。アメリカの学校選択制度
では、どこの地区の人を何％とるという条件を入れ
て実装しているものもある。

そもそも社会にとってどのようなバランスが望まし
いかは非常に難しい問題である。学者の世界に閉じ
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ず色々な人と議論をすることが不可欠だと考える。

ウェルビーイング社会への変容を
促進／停滞させるもの

――マーケットデザインを実装していくことがウェ
ルビーイング社会の変容につながると感じたが、
マーケットデザインの実装を促進または停滞させる
ものとして何が考えられるか

マッチングのアルゴリズムを使って希望をくみ取る
ということは昔から行われていて、アルゴリズムの
ひな型も 50 ～ 60 年前からあるものをリファイン
しながら活用している。外国では活用例が多いが、
日本では企業人事においても、入試などの教育分野
においてもあまり活用例がない。

理由の一つは、このような技術や考え方があまり知
られていないことである。問題を抱えている人たち
はいるが、どう対処すればよいかわかっていない。
もう一つの理由に、あまり知られていないものは使
うのが怖いという考え方があるのではないか。アメ
リカから日本に帰国する際、同僚に「日本はなかな
か新しいことを入れてくれないらしいが、大丈夫か」
と聞かれたことがある。しかし、アメリカも 20 年
程前は今の日本と同じような状況であり、成功例を
積み上げていった先人がいたからこそ広まっていっ
た。日本も同じで、地道に実装を進めていくことが
重要なのではないかと考えている。

――マーケットデザインを知り実際に活用したいと
考えたときに、すぐに使えるものなのか

ひな型となるアルゴリズムは大学の授業でも使われ
ており、マーケットデザインセンターでも一部の
コードを公開したり、ウェブインタフェースにデー
タを入れるとマッチングの処理をするものを実装し
たりしている。そうはいっても、企業や自治体の人
が GitHub からコードを見つけて使うことは難しい

かもしれないので、我々が周知に力を入れることも
必要であるし、我々のような実践者に聞きに来ても
らえると良いと思う。特にカスタマイズが必要な場
合は、聞きに来てもらったほうが良い。実際に、企
業の方からしっかり理解したうえで活用したいと依
頼があり、講義を行ったこともある。

――臓器移植などセンシティブな分野への導入は進
みにくいと聞いたことがあるが、どのように促進し
ていくべきか

外国では臓器移植へのマーケットデザインの実装が
進んでいて、アメリカでは年間 1,000 例前後はマッ
チングのアルゴリズムを活用して臓器移植の最適配
置がなされている。日本では倫理的な面での心配か
らか活用が遅れており、個人的には残念だと感じて
いる。外国で活用が進んでいるのは経済学者の論文
をきっかけに医師との協力が生まれ広まっていった
経緯があり、情報発信していくことが促進に大切な
ことだと考える。

一方で、学者は独りよがりに原則だけを言っている
だけではだめで、色々な事情に反応し、くみ取って
対応していくことが重要だ。例えば、腎臓移植はド
ナーが持っている 2 つの腎臓のうちの 1 つを患者
に移植するものだが、血液型が同じでなければいけ
ない等の条件があり、夫婦で移植したいとなっても
血液型が異なれば移植できない。条件が合わないこ
とで困っているペアがたくさん生まれることにな
る。こういう場合にすぐに経済学者が思いつくのは、
需要と供給があるので臓器を売買すればいいという
こと。しかし、世界のほとんどの国で臓器売買は違
法であり、この場合「原則」だけを主張しても仕方
がないということになる。マーケットデザインを活
用すれば、困っているペアを集めて組み替えること
で多くの人が適合する臓器を見つけられ、皆が納得
できる。お金は介していないが、ある意味での取引
をするということ。こうした有形無形の障害をクリ
アしながら、制約がある中で問題を解決していく姿
勢が重要だと考える。
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――今の例のように、お金で解決する市場の原理から
マッチングにシフトしていくような動向はあるのか

市場における価格調整メカニズムが活躍する場は大
きい。むしろマッチングは市場が伝統的に入らな
かったところや、想定するようにうまくいかなかっ
たようなところに実装していく。例えば、アメリカ
では子どもを保育園に預ける場合、保育料は非常に
高額ではあるがお金を払えばある程度の人は入れ
る。ある意味お金で解決していると言える。しかし、
社会的要請としてお金持ち以外の人も保育園に預け
る必要があり、日本やヨーロッパでは政府が補助を
出して保育料を安くしているが、保育にかかるコス
トと比べて安いために超過需要が起きている。では
どうするかという時に、昔の社会主義的な考えで「こ
こに住んでいる人は一律でここにいくように」と全
て決めてしまっては人々の希望をくみ取ることがで
きないので良くない。このように、市場の価格調整
メカニズムには任せられない分野だが、一律に決め
てしまわずに人々の多様な希望をもとになるべく皆
が満足するように調整するというのがマーケットデ
ザインの活躍するところである。人々の希望を調整
するというのが市場の一番重要な役割であり、お金
をどうするかというのは二次的な問題である。価格
調整メカニズムからマーケットデザインにシフトし
ていくというよりは、価格調整メカニズムがうまく
働かない時のクレバーな選択肢であると理解しても
らいたい。

ウェルビーイング社会への変容に向けて
今後期待すること

――ウェルビーイングを重視する社会に変容するに
あたり、マーケットデザインの観点から誰のどのよ
うな活躍に期待するか

色々な人にそれぞれの役割があると考える。まず、
研究者は技術を開発していくことが重要だ。企業人
事を例にとっても、一般的に知られているアルゴリ
ズムをそのまま活用しようとしてもうまくいかな
いことがある。例えば、部署ごとに定員があるのは

一般的だが、複数の部署を 1 つのグループとしてグ
ループにも定員を設けている場合がある。そうした
時にどのようなアルゴリズムを組むかは明らかでな
く、例えば私が関わっている企業人事プロジェクト
では、私自身の制約に関する研究を応用してアルゴ
リズムを調整した。このように問題に対処し、社会
の持っている様々な事情に対してフォーマルな形で
対処できることを示していくことが重要だと考える。

一度実装がうまくいっても、その後社会の変化とと
もに問題が生じることもある。例えば、アメリカで
は 1950 年頃から研修医と病院のマッチングにア
ルゴリズムを活用していたが、1970 年頃に問題が
生じた。その頃アメリカでは女性医師が増えてきて、
研修医が色々な場所に配属される中でカップルが離
れ離れになって困っていた。そこで、カップルにペ
アのポジションのランキングを出してもらい、アル
ゴリズムで処理することで解決した。日本の保育園
でも、きょうだいを同じ保育園に通わせたいと考え
ると同じ問題が生じる。ある程度技術で解決できる
ので、実装して生じた問題に対応しつつ、実証や理
論などフォーマルな形でうまくいくことを示すこと
が研究者には求められると考える。

――研究者以外の人に期待することはあるか

マーケットデザインを実装するにあたっては、配属
であれば企業人事の人、保育園であれば自治体と
いった市場への介入の相手方になる人の協力が必要
不可欠だ。場合によっては制度設計を変えながら実
験していかなければならず、そうした人たちが中心
となって社内等を説得していく必要がある。

また、社会一般に対しては寄付をはじめとしたサ
ポートをしてもらいたいと考えている。実装してい
くには紙と鉛筆では完結せず、様々な人を巻き込ん
でいく必要があり、そうした活動を支えてもらいた
いと考えている。

＊本稿は研究メンバーにより実施したインタビューを
　まとめたものです。
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