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世界中を混乱に陥れたパンデミックは、私たちに何を残すのでしょうか？ 
経営の世界でも、にわかに SDGsや ESG（環境・社会・ガバナンス）投資が話題になっています。 
経営学に大きな影響を持つヘンリー・ミンツバーグ教授は、逆説的に「パンデミックが地球を救えるか」と

投げかけます。彼は、すでに表面化しつつあった世界の矛盾を、パンデミックは一気に表出化したのだと言
います。こうした感覚を持つ人も多いのではないでしょうか。 
  

経営学の泰斗 ミンツバーグ教授からのメッセージ 
～今、私たちに問われている社会、会社、個人のあり方～ 

2021年 12月 24日（金） 10:00~11:00 

★参加者（敬称略） 
榎本 晋作（株式会社イーグット代表取締役、明星大学非常勤講師） 
大野 晴生（青少年支援、行政、地域関連サポート） 
岡田 英嗣（製薬メーカー） 
栗山 克（セントラル硝子株式会社） 
絹川 直良（文京学院大学教員） 
藤井 正子（WILVAL） 

★ファシリテーター 
小森谷 浩志、山中 健司（共に㈱ジェイフィール コンサルタント） 
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ジェイフィールでは、この夏、3回にわたってミンツバーグ教授との対話会を開きました。 
セクター（民間・公共・NGO等の社会的組織）の違いを越えて、今まさに問われている、社会や会

社のあり方、そして個人の生き方や働き方など根本的なテーマについて話し合いました。 

今回は、ミンツバーグ教授が訴えていることを糸口にした活動「Rebalancing Society」、そして今回
の対話会を起点に立ち上がった日本での活動に参加している方々にお集まりいただきました。なぜこの活
動に参加したのか、活動を通じて何を感じ、何を学んだのか、そして今後どんな活動をしたいのかについて
対話しました。多様なバックボーンの方々が、思いを持って自主的に集まり、動き出した活動。「ゆるめに
つながった」コミュニティが醸成されてきました。互いが刺激を受けて、元気をもらい、共通の意味が生成さ
れてきています。 

 

コミュニティ立ち上げの経緯 
（小森谷） 
経済合理性、経済的な利益の最大化というの

に追いまくられる中で、社会全体がバランスを失っ
て、今、地球が非常に悲鳴を上げているのではな
いかと感じています。 
そのことに対して、ヘンリー・ミンツバーグは警笛を

鳴らしています。この新型コロナ感染症が起き、今
までの当たり前が、もはや当たり前じゃなくなった。 
こうした現実の中で何が大切になるのだろうか。

いったい本質は何なのだろうか。私達は、何のため
に生きているのだろうか、何のために働いているのだ
ろうか、そして社会はどうあるべきなのだろうか。 
ヘンリー・ミンツバーグは、子供の目と老大家の頭
を持った異能の人、天の邪鬼

あ ま の じ ゃ く
な思想家なんて言

われたりするわけですけども、唯一絶対の解がない
この時代に、矛盾というものに向き合いながら、一
貫して本質を見抜こうとしています。 
今年の 7月 8月 9月と、約 70人の方に集ま
っていただいて、J.Feel の方でヘンリー・ミンツバー
グと語ろうという対話会を行いました。そこでは、営
利企業の方のみならず、NPO の方、学生の方、
教育関係者、医療関係者、いろんな方々が集ま

っていただいて対話会をしました。その中でミンツバ
ーグにいろんな質問をぶつけました。それを映像化
しましたので、後ほどダイジェスト版を公開します。 

私は 2017年に、ヘンリー・ミンツバーグとご一緒
させていただく機会を持ちました。その時に、モダン
マーケティングの父といわれるフィリップ・コトラーと 
ヘンリー・ミンツバーグ、この 2人のセッションも行わ
れました。 
その中で提示されたキーワードが 
「Less is More」というものでした。少ないことは実
はとても豊かなことであると。2017年の時点で、
ヘンリー・ミンツバーグもフィリップ・コトラーも、そうい
う投げかけをしていたのです。 
そして、ヘンリー・ミンツバーグが、現在、ある意味
人生をかけて取り組んでいるのが、この
「Rebalancing Society」というテーマです。冒頭
にも申し上げましたように、社会全体がバランスを
失ってしまっているのではないか。地球が悲鳴を上
げてるいのではないか。経済活動をしている民間セ
クターであり、政治活動している政府セクターであ
り、そして社会活動をしている多元セクター。この 3
つのセクター（民間、行政、団体）、これがバラン
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スを取り戻す。これがとても大切なんじゃないかと彼
は言っています。 
今はどうなっているのかというと、経済合理性、短
期的な数字で評価される、経済活動があまりにも
肥大化してしまっているではないか。ヘンリーは
Greed、貪欲であることによって、社会のバランス
が崩され、そして 1人 1人の視点が非常に狭まっ
てしまっているのではないかと言っています。 

この「Rebalancing Society」という活動をヘン
リー自身が立ち上げ、その思いというものに共感し
て、我々も「Rebalancing Society Japan」を
立ち上げ、このヘンリーの活動というものを、我々1
人 1人が動いて、社会的なムーブメントにしていき
たいと思っているわけです。 
変化というのはなかなか起きないなというふうに思
って、矛盾に苦しむこともありますが、今我々はそう
いう結節点、変化の節目にいるのではないか、そ
んなことを強く感じるわけです。 
この場から、いろんなことを立ち上げていきたいと
思っております。 

 

活動に参画した背景 
（山中） 
1 つのビデオでヘンリーからのメッセージを皆さん見
ていただきました。今回のウェビナーの目的は、
我々J.Feel と、思想をともにしている、ヘンリーの
考え方とか、Rebalancing Society という思想
を広げていきたいっていう思いでやらせて頂いていま
す。 
今日は、そういう思いに共感して、動き出している
方々をお呼びしております。 

まずは、この Rebalancing Society の活動に
参画しようと思った背景を皆さんにお聞きしたいと
思います。 

（藤井さん） 
そんなに大袈裟に、よし、この一歩を踏み込んで
やるぞって決意を持っていたわけではなくて、やはり
夏の 3回の企画も大変面白かったです。テーマよ
りも、みんなで対話をしようという企画自体が素敵
だなあと思いました。すごいいろんな刺激を受けま
したし、発見があり、驚きがあり、嬉しい気持ちにな
りました。 
これは繋げなければいけない、そういう気持ちで
参加いたしました。 

（絹川さん） 
私は、3回の企画に参加させていただいて、若い
世代の皆さんがものすごく柔軟で、こういう方が社
会をこれから動かしていくのでだと思いました。そし
て、社会が変わりそうだなと思い始めました。 
今年はパンデミックや COP26など、いろんな動き
が出てきて、本当に変化が起き始めているなと。 
今起きていることにとりあえず足を踏み入れてみた
ら、どんなふうに理解が違ってくるのかなっていう、そ
ういう視点もありました。 

若い世代のみなさんは、アプローチの仕方とか視
点の持ち方によって、これからの人生とか、組織の
中での活動が違ってくると思います。起きていること
をどう理解するか、ひょっとしたら自分がどういうふう
に関われるか、を考えてもらう必要があるのかなと。 

（大野さん） 
私は以前、カンボジアの復興に携わっていました。
その過程でいろんな NPOの方が入ってきました。
そのときに感じたコラボする感覚が、夏の対話の場
で感じることができました。自分の中でも希望や得
られたことを、ぜひ社会に広げることができたら、意

＜ミンツバーグのメッセージ：URL＞ 
https://youtu.be/2_sin6tXSBg 

 

https://youtu.be/2_sin6tXSBg
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味があることなのではないかと感じて、参加しまし
た。心の声を出してくださいました。また、対話後
の、ミーティングでも、刺激や元気やインスピレーシ
ョンを得ることができて、またぜひ持続しながら参加
したいなと思ったので、参加しました。 

（栗山さん） 
Rebalancing Society のホームページのところ
に具体的な小さなアクションの例示がいっぱい書い
てありました。ただ英語なので日本語の翻訳サイト
ってあった方がいいとすごく思いました。 
あと、対話会のときに文句を言っているのではな
く、既に行動を起こしてる人の姿を見る機会があり
ました。「こんな社会なんて…」とか言うだけじゃ駄
目なんだ、行動だ、と思ったので、手を挙げさせて
いただきました。 

（榎本さん） 
私は未来接続論という科目を作ろうとしていまし
て、そのプロセスでよく高校生とか大学生とかとディ
スカッションや対話をすることがあります。 
その中ですごく大切にしているのが、体から声を出
すっていう考え方です。思考よりも腹から出た腑に
おちる感情（心からの声）っていうのをすごく大切
にしています。 
恐らく、ヘンリーの考え方も、ロジックよりも感情の
方に答えを求めるっていう考え方だなあと感じてい
ます。そして、今世の中はパーパスドリブンが強いと
思いますが、これをフィーリングドリブンに。つまりロジ
ックは納得できますが、何か腹落ちしてないという
瞬間が皆さんも感じることがあるかと思います。フィ
ーリングドリブンで、自分が業務をしている範囲で、
腹落ちできるような対話を実現したいなと思って、
いろいろ勉強させていただきたいと思って参加させ
ていただけております。 

 

（岡田さん） 
私は、あの 3回のセッションに出た後に、そういう
活動をしますよって、英語を翻訳してきますよって
話を聞いたときに、また面白いメンバーが集まるか
もしれないなと思いまして。その中に加われる面白
さは絶対あるはずだというふうに思いました。私、紹
介のところに製薬メーカーって書いてある通り、ずっ
とメーカーに勤めていて、ある意味同一性の中で
過ごしてきたので、ここで多様性のあるチームという
か、メンバーの中に身を投じることができるっていう
のはとても幸せなことなんじゃないか、っていうふうに
思って、この機会をぜひ使わせていただこうと思っ
て、参加をさせていただきました。 

（山中） 
ありがとうございます。本当にいろんな動機、バック
グラウンドを持った方々が集って、 
この Rebalancing Society Japan という活動
が始まりました。 

活動してみて感じていること 
（山中） 
開始して、まだ 1、2 ヶ月ぐらいですが、みなさん
がこの活動に参加してみて、率直に何か感じてい
ることとか、何かこれが印象的だったということはあり
ましたか。 

（岡田さん） 
私は２つありまして、1 つは、英文を訳しましょうと
始まったのですが、何かもっとしないといけないかも
しれないね、という議論が沸き起こってきたのが、す
ごく印象的でした。皆さんに思いがあって、それで
何かしなきゃいけないって思ったのは、自分の中で
刺激的で、自分も一歩踏み出さないという感覚に
なれたことですね。 
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もう一つは、我々としてミッションを、作ろうという議
論になって、「〇〇を目指します」を、1人ずつ埋
めていくという宿題をやりました。そこで同じミンツバ
ーグ先生の話を受けながら、みんな考えていること
には違いあり、それも多様性だなってすごく思いまし
た。多様性ながらもそれを皆で共有して、キーワー
ドをゆるやかに対話して、そこで共通項が出てきま
した。その感覚がすごく面白くて、ミッションはチーム
で動くとき、きちっと決めるものだと思っていました
が、ちょっとゆるめに繋がっていく感覚っていうのは、
すごく自分の中では印象的ですごいワクワク感あり
ます。 

（藤井さん） 
私もまさしくそのことを感じています。 
対話だと面倒くさいという声はよく耳にします。多
様性が力になるためには労力、時間がかかります。
翻訳は、何か翻訳ページに入れたらすぐに翻訳さ
れます。そこから、メッセージを伝えたいとなると、こ
れをどう理解するっていうポイントがたくさんいろいろ
出てききます。それでまたみんなの話し合いが深ま
っていったということです。 
それでそのゆるいビジョンでなぜ繋がっていき、さら
に活動が盛り上がってきているという実感が持てる
のかと言うと、この人なんか私の知らない何かを知
っている、何か思いついている、それを私は知りたい
っていうような個々のメンバーに対する、純粋な関
心みたいなのを、このチームでは感じることができて
いたことです。多様性が生きるとはそういうことだな
と感じられました。 

（絹川さん） 
違う考えをお持ちの方と話し合いをしてみると、実
は目指しているところはそう変わらないということを
確認できました。だいたい同じ方向を向いているな
ということを確認できると、元気ももらえます。 

また、この取組での対話の中からヒントをもらうと
いうことが多々あります。それで、ミンツバーグ先生
が言われる、日本で成功するとしたら、対話の土
壌が必要で、それが前にすすめるきっかけだというこ
とが実証できるのではないかと、思っています。それ
で、楽しく参加させていただいています。 

＜Q&A＞ 

（山中） 
チャットに、「ミンツバーグ先生のムーブメントを起こ
すという言葉を改めて胸に迫ってきました」とコメント
いただいています。これ、我々翻訳している中に出
ていたのはルーズベルトが言ったMake me do 
it.ですよね。 

1人の市民である私達こそポテンシャルがあって、
それを表現する責任があると感じています。何かこ
こに対してコメントどなたかいただけますでしょうか。 

（栗山さん） 
結局、待っていては変わらないということに尽きま
す。組織の大小問わず、実際に汗をかいて活動し
ている人たちの声が本当に大事だと感じました。そ
して、人間の本質は変わっていないと、思わされま
した。 

（榎本さん） 
ルーズベルトの発言を聞いてすごいと思ったこと
は、ちょうど彼の時代は移動がすごく解放されたよ
うな時代かなと思っています。 
リオタールのポストモダンっていうロジックを勉強して
います。その中で彼が言うには「移動の範囲が広ま
ってくると、結局そのコミュニティにある大きな物語や
神話というものの機能が弱まってくる」と言っていま
す。テクノロジーが進んだ時代においては、小さな
物語、自分の言説から自分自身で物語を作っ
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て、それを集めていって大きな物語を作っていくこと
が大事だと考えています。 
今は特に誰でも発信できるような時代になってき
たので、自分自身で自分のストーリーを描き、対
話で合わせていくっていうプロセスが企業や国レベ
ルでも必要になってくるのではないかと思います。 

（山中） 
1 つのキーワードに対しても、常にいろいろな意味
を生成しながら発展していっているという感じを受
けます。 

これからに向けて 
（山中） 
我々が何か正解を持っているわけでは全然ない
ですし、このような対話をこれからも続けていきたい
です。そして、このような輪を広げていきたという思
いは皆さん根底として持っていると思いますので、ど
んどん仲間を増やしていきたいと思っていますので、
こんなことをやってみたいなという方がいれば、ぜひ
ぜひ集っていただけると嬉しいです。 
ヘンリーはいろいろなことを発信しているので、聞く
何かきっかけを作っていきます。ぜひ楽しみにしてい
ただけたらと思います。 

（小森谷） 
ありがとうございます。それぞれ個性ある個々人が
主役なのだ、ということですね。 
ヘンリーは「まず、暖房の温度を一度上げるんじゃ
なくて、セーターを 1枚着ようよと。それが大事だよ
ね」と言っています。 
一人一人ができることは小さいかも知れません
が、同志が集まると、それが大きくなっていく。 
我々がやっている Rebalancing Society 

Japan もそうかも知れませんが、ヘンリーが作った
造語で「コミュニティシップ」というものがあります。 

カリスマ型の強いリーダーシップではなく、もっと市
民感覚を持ったシティズンシップを加味した、草の
根型のコミュニティになっていく。そのような動きを皆
さんと一緒に、つくっていけたら嬉しいですね。 
また今日のご縁を大切に、この後も繋がっていき
たいなと思っております。ぜひ、引き続きよろしくお
願いいたします。 

本日はご参加いただき、ありがとうございました。 


