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Ⅰ は じ め に

「複式簿記は企業経営の〈羅針盤〉である」。ビジネス（企業経営）を航路に喩えると，羅

針盤（複式簿記）が示す計測値の意味を読み取ることができれば，ビジネス（航海）は安全だ

というわけである。これまで長年，簿記・会計学界において，異口同音に聞かされてきた話で

ある。しかし，それは実話だろうか？

少し立ち止まって，この国の税務統計をながめてみると，何だか怪しい。複式簿記 ＝ 羅針

盤説は，もしや「為にする」話ではないのか？ 我われが既刊拙稿1）において得た所見である。

税務申告統計によると，近年の日本には300万社近い法人企業が存在する。当該法人企業の

ほぼ全数（99％）は，青色申告（基本的には複式簿記に準じた税務申告）に拠っている。しか

し，複式簿記に拠りながら，法人全体のうち23に近い企業は，「欠損」を名目に法人税を納

付していない。それら多数企業のビジネス（航海）は，安全でないとの徴候（意味）と見られ

る。これが税務統計に表れた日本の現実である。

このようなことで，複式簿記は果たして企業経営の〈羅針盤〉と言えるのであろうか。真に

〈羅針盤〉であるならば，日本は納税法人で満杯に近いはずである。しかし，現実はそれとの

間で大きな落差がある。税務申告統計によるかぎり，複式簿記はむしろ「合法的な免税（逃

税）」のための手段になっていないか。我われには，そうした疑念が払拭できないのである。

「複式簿記は企業経営の〈羅針盤〉である」というのは，ひっきょう「神話」（mythe）で

はないのか。今の我われは，そうした思いを抑えがたい。

人間の住む社会には，いずこも神話が存在する。アポロ神話や天孫降臨神話なども，その事
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例である。ただ，神話は一概に無意味だとも言えない。神話の中には，人間が生きてゆく上で

参考となる教訓も，いろいろ含まれているからである。しかし，今どきそれら神話を「実話」

（事実あった話）と信じる人は，さして多くもないように見える。

もっとも，「ものは考えよう」である。「神話」という言葉の意味も，取り方（解釈）次第で

一義的ではない。多義的である。

ロラン・バルト（Roland Barthes，1915～1980）によれば，言葉の意味において，フィク

ション（文化）でしかないものがノンフィクション（自然）化したとき，「通説」（ドクサ）が

生まれる。彼はそれをもって，「神話」の誕生とした。「通説」（ドクサ）の意味でならば，「神

話」はその辺に，幾らも転がっていよう。会計の世界も，ご多分に漏れないことであろう。一

例は，先に言及した，「複式簿記神話」とでも名付けられうる会計言説がそれであろう。

20世紀を代表する哲学者の一人に，ウィトゲンシュタイン（Ludwig Wittgenstein，1889～

1951）がいる。彼は，人間社会における日常言語の意義解明に関心を寄せた。その結論は，人

間の日常言語はゲーム（遊戯ないし娯楽）に類似している，というものであった。そうして，

「ゲームとしての言語」論として，世界的に知られる独自の言語理論を提起した。

哲学ないし現代思想論の分野では，20世紀になり「言語論的転回」（the linguistic turn ）が

生起した。従来の二元論（現象か本質か，精神か自然か）における言語透明観（言語写像論）

に代わる，言語相対観（唯言論）が出現した。我われがこれまでに援用してきた，ソシュー

ル・ウィトゲンシュタイン（以下，必要に応じて「ウィ氏」と略称）・フーコーらの言語理論

である。

ソシュールの唯言論によれば，人間の言葉（言語記号）の〈意味〉はどれも，語彙（連合関

係）と文法（連辞関係）とからなる〈文脈〉により決定される。法人企業（ビジネス）の言語

としての会計に置き換えて言えば，語彙（単語の集合）は勘定体系（勘定の集合）に相当す

る。文法（語順が基本）は勘定形式（複式簿記）に相当する。会計用語の意味も，勘定体系と

勘定形式とからなる〈文脈〉により決定される。

我われの見るところでは，近現代における会計的神話は，大きく2つ存在する。言語の文脈

的意味は，常に語彙（連合関係）と文法（連辞関係）により画定される。けだし，会計言語の

場合，語彙（勘定体系）の点では「時価主義」（公正価値評価）が，文法（語順）の点では

「複式簿記」が，それぞれ近現代における会計的神話をなしている。我われはそのように踏ん

でいる。

言語ゲーム論をベースに，「複式簿記」に関わる会計的神話，すなわち「複式簿記神話」に

ついては，前稿で解析した。本稿においては，言語ゲーム論をベースに，「時価主義」に関わ

る会計的神話，すなわち「時価主義神話」についての解明を目指す。

「会計的神話」を扱うにあたり，本稿においては，知の準拠枠としての認識＝存在論
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（recognition and existence views）を掘り下げて議論する。ただし，「複式簿記」に関する会

計言説もまた，認識＝存在論に深く係わっている。それゆえ，ゲーテになる複式簿記讃辞言説

についても，唯言論の視座からその「言語ゲーム」的意義につき，再び並行して究明を試みる。

内外会計研究において，近代哲学・現代思想（現代哲学）への参照は，かねて決定的に欠落

してきた。本稿は，そこを多少とも埋めようとする試みである。

Ⅱ 近代科学における「知の準拠枠」

内外の歴史認識によれば，日本の近代は「明治」に始まる。徳川幕府が支配した江戸時代ま

で，島国・日本は諸外国との交流に消極的だったと言う。しかし，幕府の大政奉還後，明治の

日本は欧米の〈近代科学〉を積極的に輸入した。

以下，我われの手近にある入門的な哲学書から得た知見を摘記する。近代科学における「知

の準拠枠」（後述）は，多くはデカルトの主客二元論からなっていた。がんらい，世界は混沌

（カオス）である。そうした世界に対し，デカルトは敢えて，この世界は「精神」と「自然」

という対立的な2つの元からなっている。そのようにアブストラクト（単純化）した。彼の言

う「精神」とは，「主体」ないし「主観」と同義である。また，彼の言う「自然」とは，「客

体」ないし「対象」と同義である。

ただ，精神が自然を観察したとしても，人間の観察には誤認が多い。また，人間の精神が行

う推理や論証も，誤謬がつきものである。しかし，仮に精神により認識された事象（事物・現

象）がすべて誤認であるとしても，少なくとも，人間がそのように思う（考えている）こと自

体（そのもの）だけは，疑い難い。不可疑である。デカルトはそうした思いに至った。こうし

て彼は，「われ思う，ゆえに我あり」（コギト・エルゴ・スム）と主張した。彼のコギト論はそ

の後，世界的にあまりにも有名な言説となった。

19世紀以来の近代科学における知見も，言わばデカルト心身二元論を「下敷き」となし，

その上で写影された「青写真」とも称しえよう。人間の認識が未熟であれば，自然に対する誤

認はあり得る。しかし，自然の中には，誤認のありうる主観とは別の，客観的で普遍的な法則

がしかと存在する。人間の精神は，叡智をもち理性を働かせば，いつかはそうした法則の発見

が可能である。そのように見られてきた2）。やがて，「近代科学で分かることだけが正しい」3）。

そうした思想（神話）が，世界を席巻した4）。

2）池田清彦，『科学はどこまでいくのか』，筑摩書房，2006年，152～153頁。

3）小阪修平，『そうだったのか現代思想』，講談社，2002年，147頁。

4）三浦雅士，「近代科学と聖俗革命 村上陽一郎著」，『國文學』，第27巻第9号，1982年6月，學燈社，32～

33頁。
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デカルトに先立ちプラトンも，心身二元論とは別の二元論を展開した。ただ，プラトンの言

う二元は，いずれもデカルトにいう自然（世界）の側の存在であった。すなわち，眼に見える

世界（現象）と，眼には見えないがその背後に潜むイデア（本質）の世界との二元である。プ
もと

ラトンはソクラテスと共に，日常使用されている既存の「言葉」5）（言語）を基（基準）に，実

在論の言語観を披歴した。

他方，デカルトの場合は，精神（主体）と自然（客体）との二元論である。彼のコギト論に
おのれ

おける前提は，「思う（思惟する）われ（自分＝主体）は，われ（ 己）自身の存在を曇りなく

（透明に）知って（認識して）いる」というものであった。言い換えると，『われ（主体）とい

う概念（思考）と，われという対象（客体）とは，〈一対一で対応〉する。その際，言葉は既

存の思考をそのまま透明に表現する道具にすぎない』という趣旨6）の言語観となる。

プラトンとソクラテス，両名は実在論の言語命名論を言明した。他方，デカルトは観念論7）

の言語命名論（主知主義）を披歴した。両論とも「反映論」（一対一の対応論）の言語観に立

脚している。この点で，共通している。実在論は，存在をオリジナル（ア・プリオリ）とし，

観念はそのコピー（反映）とする考え方である。他方，観念論（主知主義）は逆に，観念をオ

リジナル（ア・プリオリ）とし，存在はそのコピー（反映）とする考え方である8）。

プラトンとソクラテス，両名の言語観が言語命名論（反映論）である点は，デカルトと共通

している。それゆえ，デカルトの二元論は，近代に復活したプラトン主義であるとする論説も

ある9）。

哲学界における観念論は，デカルトからカントまで続いた。デカルトの観念論は，上記のよ

うに，「われ（主体）思う，ゆえにわれ（客体）あり」であった。主体としての「われ」がオ

リジナルで，客体（存在）としての「われ」がそのコピーとなる内容であった。

カントの観念論は，先ずは眼に見える（認識できる）具体的な諸概念をオリジナルとする。

そして，それらを機縁（スタート）として，その後に認識の対象（存在）に向かう。ただ，そ

れら諸概念が指向する対象（存在）そのものについては，その根底（奥底）にある「物自体」

（Ding an sich）は思惟されうるのみ，決して認識することはできない，とした。すなわち，

5）たとえば，「本」，「三角形」，「愛」，「机」等などである。以下を参照のこと。

全在紋，「複式簿記の誕生と宗教的レトリック」（CiNii収録論文 機関リポジトリ オープンアクセス公開），

『桃山学院大学 経済経営論集』，第60巻第3号，2019年1月，36頁。

6）丸山圭三郎，『文化記号学の可能性』〈増補完全版〉，夏目書房，1993年，15頁。

7）下掲は，観念論者としてのカントとデカルトに対する比較討究である。

山田弘明，「カントと『デカルト的観念論』」，名古屋大学文学部研究論集（哲学篇），第48巻，2002年3

月，3頁。

8）丸山圭三郎，『カオスモスの運動』，講談社，1991年，30頁。

9）小阪修平・ひさうちみちお，『新版 イラスト西洋哲学史』，宝島社，2019年，149頁。
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カントの場合，「物自体」はオリジナルに非ず，むしろ認識諸概念のコピーと見なす内容で

あった。彼の観念論は文脈的にみて，見えるから（物自体が）ある，というものであった。

カントの観念論によれば，人間の眼に見える（経験できる）諸概念（「月」「Aさん」「コッ

プ」その他）は認識できるが，それら諸概念の指向対象をなす抽象的な「物自体」は元もと眼

で見る（認識する）ことなど出来ない，とした10）。それゆえカント哲学の要諦は，「自然に秩

序を与えたのは人間の恣意による」ということになる。すなわち，自然法則（秩序の一種）を

含む近代科学の知見は，すべて人間の精神（主観）の所産だというのである。

カントによれば，我われの眼に見える（経験できる）「月」なら，認識できる。しかし，物

自体（真の存在＝実体）としての『月』は，眼で見る（認識する）ことは出来ないと言う。そ

うは言うものの，カントの場合，明らかに，言葉（概念）としての「月」と実体（意味）とし

ての『月』とは，一対一で対応するものと想定されている。この点で，カントの言語観は，デ

カルトと同類の「反映論」と見ることができよう。

哲学における分析対象は，19世紀までは主に「精神」であった。すなわち，『意識』や『理

性』などと同義であった。20世紀になって，それは「言語」に転じた。前述のとおり，哲学

や現代思想論の分野においては，それを「言語論的転回」11）と呼んだ。ウィ氏の思想も，言語

論的転回に該当する12）。デカルトやカントらまでは「理性」が始発概念であったが，ウィ氏ら

唯言論者は，理性に代えて「言語」を始発概念とした13）。言語は観念（精神）の表現ではな

く，逆に観念の方が言語の所産であると見られた。ここに「言語論的転回」の趣意がある。

ところが，哲学や現代思想論の分野とは異なり，近代の自然科学や社会科学の分野では，20

世紀に至っても，言語観は反映論を維持してきた。しかし，現代の哲学思想においては，反映

論の言語観は唯言論的言語観によりほぼ完全に否定されている。「無意識」を発見したフロイ
くつがえ

トは，人間（われ）の思考におけるデカルト的透明性を覆した。また，ソシュールは人間の思

考が非実在的なラング（「日本語」・「フランス語」など言語システム）によりコントロールさ

れ，プラトニズム（言葉の意味の本質論）やデカルト的理性に自由はないことを指摘した。

20世紀においては，反映論（実在論および観念論）の言語観（言語命名論）とは別に，唯

言論の言語観（言語分節論）から立論する者が次つぎ現われた。ソシュール，ウィトゲンシュ

タイン，フーコーらである。我われの会計言語論が彼らの唯言論を援用してのものであること

10）レーニンは，それまで唯物論者であったカントを評して，「〈物自体〉は決して認識できないと言ったとき

に，かれは観念論者となった」とした。

エドワルド・リウス（小阪修平訳），『マルクス』，現代書館，1980年，143頁。

11）貫成人，『哲学』，ナツメ社，2001年，192頁。

12）竹田青嗣，『21世紀を読み解く 竹田教授の哲学講義21講』，みやび出版，2011年，285頁。

13）山本信・黒崎宏共編，『ウィトゲンシュタイン小事典』，大修館書店，1987年，154～155頁，248頁。
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は，今さら多言を要しない。

我われの理解によれば，プラトンもデカルトもそしてカントも，彼らがそれぞれ生きた時

代・社会において，日常使用されている既存の「言葉」（言語）が，『基準』すなわち『思索の

際の単位』となっている。しかも，彼らの言葉（システム［集合］をなす単語）の意味は，接

続詞など一部単語を除き，基本的には反映論の言語観で共通している。唯言論的には，「日常

使用されている既存の言語システム」など，文化的（人為的）にして自然（非人為的）とは無

縁の，〈原罪的バイアス〉にまみれた思索拘束体系でしかない。

Ⅲ 近代会計学における「知の準拠枠」

しかしながら，斯学近代会計学の大勢は，19世紀以来の，もっぱら近代科学の方法に範を

とってきた。その言語観は，実在論になる反映論（単語とその意味との一対一の対応論）に立

脚したままである。それを端的に示すのは，今なお圧倒的多数会計人における会計表現の「写

像論」である。たとえば，「表現の忠実性」（representational faithfulness）強調などは，その

最たるものと言えよう。

会計表現が「写像」（picture）であると言うのは，かねて学界の定説であった。その代表例

は，アメリカの財務会計審議会（FASB）の言明である。地図が地形を写像しているように，

財務諸表は企業の経済活動を〈写像〉していると明定している14）。

顧みれば，太古いらい中世キリスト教社会まで，宇宙に対する真理は「天動説」であった。

一方，「地動説」が真理と見なされるようになったのは，コペルニクス革命以来のことにすぎ

ない。この一事に明らかなごとく，「真理」は変化する。真理として唯一の「客観的にして普

遍的な法則」など，この世には存在しえない。真理と見られる言説は，常に可変的である。我

われの会計唯言論においては，普遍的にして不変的真理を装うがごとき「会計表現の写像論」

は最初から排除される。

「客観的にして普遍的な法則」存在の否定や「会計表現における写像」の非在，それを如何

にも疑わしく受け止める同学会計人にアピールしたい。諸兄姉らの「知の準拠枠」は，しょせ

んプラトンやデカルトに由来する相対的な前提（思い込み）でしかない。絶対的に確実な前提

ではありえない。ここにそれを宣明しておく。

ただ，我われとは別に，日本において，近現代哲学の知見をベースに「現代会計学」を志向

した論考も，少数ながら存在する。実在論ではなく，観念論を認識＝存在論（知の準拠枠）と

14）平松一夫・広瀬義州共訳，『FASB財務会計の諸概念』〈増補版〉，中央経済社，2002年，73頁，365頁。

他に，会計言語論を強く意識した研究者の中にも多い。たとえば，次を参照せよ。

田中茂次，『会計言語の構造』，森山書店，1995年，18～19頁。
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なす会計言説である。たとえば，デカルト観念論をベースとする近時の会計論考としては，山

地の研究がある15）。また，明示的にカント観念論に依拠した会計論考として，古くは谷端の研

究がある16）。カント観念論に依拠した近時の会計論考としては，國部の研究がある17）。

他方，本稿が地（背景）となす唯言論は，如上「言語論的転回」をベースにしている。読者

には，「知の準拠枠」における，こうした彼此の相違にはしかと留意を求めたい。

ここで，本稿においてキーワードをなす「知の準拠枠」（frame of reference，FoR）につき，

その意義をしばし再確認しておきたい。外界を認識するにあたり，人間には何らかの判断基準

適用が不可欠である。逆に言えば，何かしらの判断基準適用なしには，人間にとって〈認識〉

というものもありえない。そうした判断の基準は，一般に「知の準拠枠」と呼ばれている。

「知の準拠枠」を論議する場合，表現となって明示された顕在的な判断（言明）は，しばし

ば「図」に譬えられる。また，当該表現の前提をなす潜在的な判断の基準は，「地」と比喩さ

れる。言うまでもなく，絵（図）は，キャンバス（地）なしには，描けない。この場合，「図

と地はもともとゲシュタルト心理学の用語であり，視覚経験において注意を向けている部分を

図，それ以外の背景を地と呼ぶことがある。有名な『ルビンの壺』においては，どの部分を図

として注目するかによって，壺に見えたり人の顔に見えたりする」18）。

ちなみに，当該判断基準には，上位・下位の各種クラスが存在する。我われの会計言語論に

おいては，「知の準拠枠」として最基層すなわち最上位のクラスをなすものとして，認識＝存

在論に対する3種の見方（実在論・観念論・唯言論）が措定されている。

本稿において論議の主たる内容をなすのは，当面，実在論と唯言論である。実在論は「存在

するがゆえに認識できる」を基本テーゼとする。そして，言語（言葉）とは，かかる存在につ

いて一対一の対応をなす名前（名称）であると考える。唯言論は，「言葉なくして認識なし」

を基本テーゼとする。言葉（言語）は思考（認識）の〈乗り物〉であると考える19）。乗り物に

乗らないでは，思考（認識）に至る（移行する）ことはできない。そうした主張である。

支持者の多寡で言えば，洋の東西を問わず，いずこもいまだ実在論が圧倒的多数を占める。

それは〈常識〉となっている。唯言論の支持者は今もごく少数である。ビジネス（企業）の言

語を研究する学界会計人においても，またしかりである。

認識（知覚）と言語（言葉）との関係について言えば，言葉というものに対する実在論の見

15）山地秀俊，「心と合理性─企業情報公開論の観点から─」，『国民経済雑誌』，第216巻第5号，2017年11

月，53頁。

16）谷端長，『動的会計論』（増補版），森山書店，1968年，106頁。

17）國部克彦，『アカウンタビリティから経営倫理へ─経済を超えるために』，有斐閣，2017年，v頁。

18）窪薗晴夫編著，『よくわかる言語学』，ミネルヴァ書房，2019年，190頁。

19）L．ウィトゲンシュタイン（藤本隆志訳），『哲学探究』，大修館書店，1976年，212頁。
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方は，意味の実体視（＝言語命名観）である。どの言葉もすべて，個々の実体（事象＝事物お

よび現象）に対する「名前」であると見る。しかも言葉には，それぞれに必ず「正しい（本質

としての）意味」が実在すると考える。言葉は，個々の実体（事象）を「写像」するとの，

「言語模写説」に立脚する。

他方，言葉というものに対する唯言論の見方は，意味の関係視（＝共属他言語との関係観）

である。言葉には，本質的（自然的）な意味など一切存在しないと考える。言葉の意味は，

もっぱら他の言葉との体系的な関係から恣意的に決まる。そのように考える。人間の認識活動

は，使用言語により強く影響されるとの，「言語相対説」に立脚する20）。

ちなみに，この国に，高寺貞男（1929～2014）という名の，卓越した碩学が存在した。我わ

れも彼から多くのことを学んだ。高寺はバックリ（H．B．Buckley，1845～1935）やメイ

（G．O．May，1875～1961）らの主張に賛同して，財務諸表は事実（事象）の表示ではなく，推

定と意見（オピニオン）の表明でしかないと述べている21）。

バックリ・メイ・高寺らに対する我われの理解は，次のようである。すなわち，彼らにおい

ては，「資産」「売上高」「利益」等々，財務諸表上に表示されるそれら会計諸項目（言葉）の内容

（言葉の意味）はすべて，推定や意見（オピニオン）からなる諸観念の所産，という見方である。

バックリ・メイ・高寺らはまず，推定や意見（オピニオン）からなる諸観念をア・プリオリ

（オリジナル）な根拠（出
�

発
�

点
�

）となす。そして，それら諸観念が，透明な（バイアスのない）

言葉である会計諸項目を媒介としながら，当該諸観念の向こう側（到達点）にあるはずの諸存

在をア・ポステリオリ（コピー）として，「一対一」で個別対応している。これが，バックリ・

メイ・高寺らの見方である。

認識＝存在論としては，観念論の表明である。言葉としての財務諸表上の会計諸項目からす

れば，それらの意味をなすのは諸観念の方である。諸存在の方ではない。学界における会計言

語観は，現在も「写像」観に立脚する実在論者が圧倒的多数である。それに引き替え，高寺ら

の会計言語観は，少数観念論者に属すると言えよう。

ただし，高寺の場合，「推定」や「意見」を展開する主体（経営者）に対しては，彼（彼女）

の「意識」ないし「理性」の働きにまでしか想定がない。彼（彼女）自身の中で，思考（意識

ないし理性）の〈乗り物〉をなす「言語」による認識拘束性までの論及は，皆無である。この

点で，高寺の立場は主知主義と読める。主知主義なら，彼の認識＝存在論は観念論ということ

になろう。

リトルトン（A．C．Littleton）と並び称せられる，近代会計学者の雄がもう一人存在する。

ペイトン（W．A．Paton）である。それは既に世評の定まるところであろう。ペイトンは，単

20）長滝祥司，『知覚とことば』，ナカニシヤ出版，1999年，164～165頁，169頁。

21）高寺貞男，『会計と組織と社会』，三嶺書房，1992年，28～29頁。
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式簿記は複式簿記の一部を省略した不完全な簿記である，と主張した。高寺は，当該ペイトン

説を引用して，複式簿記先行・単式簿記後続論に対する支持を表明している。

その際，「言葉の正しい意味（in any proper sense of the term）では，『単式記入』簿記と

いうものは存在しない」とのペイトン説を，高寺は〈肯定的〉に引用している22）。我われの目

には，実在論者ペイトンの言語観は反映論そのものである。唯言論によれば，もともと「言葉

に正しい意味（イデア）」など存在しないと見られるからである。唯言論では，言葉の意味は

常に可変的で，不変的ではありえないからである。この点からも，高寺の観念論は傍証される

ことであろう。

Ⅳ 会計的神話としての時価主義

後期ウィトゲンシュタイン（1935年以降）は，広く言語活動全般ではなく，人間の「日常

言語」に関心を集中した。そして，日常言語はゲーム（遊戯ないし娯楽）に類似していると見

た。そのため言葉（言語）の意味は，ひっきょう規則（ルール）の適用次第であり，元もと

パーフェクトに恣意的（人為的）であるとした。人間が使用する言葉（言語）の意味に，反映

論（言語命名論）的な本質（イデア）など，存在するはずもないと断じた。

唯言論（言語分節論）の始まりはソシュールにある。彼は，「言葉」の意味について3語を

もって識別した。「ランガージュ」（言語活動）と「ラング」（言語体系）と「パロール」（発話

行為）である。ソシュールやフーコーの研究主題は，共にラングにあった。他方，ウィトゲン

シュタインの研究主題は，パロールにあった。

ウィトゲンシュタインが言うように，「会計」（ビジネスの言語）もまた「言語ゲーム」とみ

るならば，会計的パロールの意味は適用される後付けルール次第ということになろう。会計と

いう言語ゲームでなくても，たとえば，スポーツ・ゲームとしての野球のルールは，スポー

ツ・ゲームとしてのサッカーのルールと相違していて，不思議ではない。

また，同種酷似スポーツ間でも，日本の「野球」のルールが，アメリカの「ベースボール」

のルールと後付けで相違していても，相互に尊重（黙認）されている。それぞれ双方のルール

相互に，必然的な優劣がないからである。同様に，会計ルールとしての「発生主義」（accrual

basis）と「現金主義」（cash basis）相互間にも，不動の優劣などは存在しない23）。

22）高寺貞男，『会計学アラカルト』，同文舘出版，1982年，34～35頁，194頁。

23）英語の“accrual basis”は，日本語で「発生主義」とも「発生基準」とも訳出される。また，英語の“cash

basis”は，日本語で「現金主義」とも「現金基準」とも訳出される。訳語それぞれの適否は，それら前後語

句との文脈次第である。本稿での「発生主義」「現金主義」という日本語は，下掲著作から得た。

青柳文司，『現代会計学』，同文舘出版，1974年，124～129頁。
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定説によれば，単式簿記に可能なのは，せいぜいビジネスにおける損益結果の知得に留ま

る。それに引き換え複式簿記は，財産法と損益法による二重のビジネス損益計算が可能であ

る。財産法により企業財産増減（損益）の「結果」を知得し，損益法により企業財産増減（損

益）の「原因」まで知得できる。それゆえ，複式簿記は企業（ビジネス）の〈羅針盤〉とな

る。こうした見方が，長らく会計人に確信され保持されてきた。

定説における単式簿記（財産法）と複式簿記（財産法プラス損益法）の識別は，双方とも実

在論的認識になるものである。単式簿記と複式簿記は，相互に別々の実体として存在しうると

する認識である。他方，我われになる唯言論によれば，単式簿記なしに複式簿記は存在しえ

ず，複式簿記なしに単式簿記は存在しえないと認識される。

あるいは唯言論はまた，財産法なしに損益法は存在しえず，損益法なしには財産法も存在し

えないとも認識する。じっさい，「資本」という概念（言葉の意味）の存在なしには，「利益」

という概念（言葉の意味）も存在しえない。「利益」という概念（言葉の意味）の存在なしに

は，損益法（利
�

益
�

＝収益－費用）ばかりか，財産法（利
�

益
�

＝期末資本－期首資本）の計算式も

成立しえない。この一事からして明らかであろう。

「複式簿記神話」については，既刊前稿24）で解析した。本稿序論で予告したとおり，我われ

は次いで，近現代におけるもう一つの主要な会計的神話について吟味しよう。近時にとりわけ

盛んな，「時価主義」（公正価値）評価論である。

ソシュール言語学的には，「時価主義神話」は語彙（連合関係）側面での神話である。ここ

でも，ウィ氏の言語ゲーム論が，会計というビジネス（企業）言語の特性を再点検するうえ

で，大きな示唆を与えてくれる。

ときに，「ゲーム」と言えば，最初から勝負事のことだと解する人は多い。しかし，そうし

た理解はウィ氏の所見とは隔たりがある25）。なるほど，「ゲーム」には勝敗のあるものも多い。

しかし，勝敗のないゲームもある。トランプの一人遊び（占い）や，子供の一人遊び壁当て

キャッチボールなどは，勝敗のないゲームの事例であろう。

だが，会計が言語の一種であり，ビジネスは会計のルールをベースにした言語ゲームである

と解釈した場合は，どうか。「黒字」や「赤字」という結果（業績）は，勝敗の証しと見なさ

れえよう。すなわち，会計は勝ち負けのある，勝負事としての言語ゲームだと言えよう。

ウィ氏は，パロール次元での言葉を研究対象に据えた。ただ，その場合，規則（ルール）と

プレイ（ゲーム）との間には，ラング次元の場合とは異なる「逆転」現象がある。永井によれ

ば，「ルールとプレイのこの逆転現象こそが，後期ウィトゲンシュタインの『言語ゲーム』概

24）全在紋，前掲「『複式簿記』の終焉（言語ゲーム論から）」，93～102頁。

25）ウィトゲンシュタイン（藤本訳），前掲『哲学探究』，一部66節，67節，69～71頁。
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念の最大のポイントである」26）とされている。

永井の説を受けて，我われは会計を言語ゲームと見ながら，会計的認識の深化を試みよう。

いま，言語ゲームと見なした場合の企業会計と，言語ゲームと見なした場合の野球（球技）双

方の，類似性について考えてみよう。

野球の場合，日本では球審が「ゲーム」と宣告した時に，試合（プレイ）が終了する。それ

により，勝敗が決定する。この場合，球審による「宣告時点」は，企業会計でいうところの

「決算時点」に類似（相当）している。そう解される。野球の試合終了時には，結果としての

「勝ち」と「負け」の違いが発生する。同様に，企業会計における決算時にも，結果としての

「黒字」と「赤字」の違いが発生する。

たとえば，日本において，期間収益の計上基準には3種の別がある27）。①販売基準，②発生

基準，③現金基準の別である。この場合，企業ごとにそれぞれ個別に実施される会計が，パ

ロールとしての企業会計ということになる。ここで，「発生基準」と「現金基準」の差異に限

定して議論するとしよう。

たとえば，ある特定の企業会計において，パロールとして発生基準による場合なら黒字決算

となるのに，パロールとしての現金基準による場合でなら赤字決算になるという事態は，当然

ありうる。逆に，パロールとしての発生基準による場合でなら赤字決算となるのに，パロール

としての現金基準の場合でなら黒字決算になるというケースもありえよう。

パロールとしての発生基準における黒字・赤字の決算が，常にパロールとしての現金基準に

おける黒字・赤字決算と同一である（ソシュール的「差異」がない）ならば，両種基準がわざ

わざ識別される現象など，生起することもなかったであろう。

すなわち，「発生基準」とか「現金基準」などという，相互に異なる規則（ルール）が生ま

れることもなかったであろう。一定の時代および社会環境の中で，両種いずれの会計が優勢と

なるのか。基本的にそれを決定するのは，もちろんその時代・社会における「権力」の志向す

るところ次第である。

発生基準という規則（ルール）であれ現金基準という規則（ルール）であれ，あるいは複式

簿記という規則（ルール）であれ単式簿記という規則（ルール）であれ，その他あらゆる対立

的（被識別的）諸規則をも含めて，会計的規則（ルール）は会計的行為（プレイ）の〈正否〉

を規定できない。これが，ウィ氏「言語ゲーム」概念最大のポイントをなす「ルールとプレイ

の逆転現象」に対する，我われの会計的解釈である。

会計評価論における近年最大の対立は，収益費用観（収益費用アプローチ）と資産負債観

（資産負債アプローチ）の衝突であろう。前者は原価・実現概念による評価（測定）規則

26）永井均，『ウィトゲンシュタイン入門』，筑摩書房，1995年，152～155頁。

27）武田隆二，『最新 財務諸表論』〈第11版〉，中央経済社，2008年，354～355頁。
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（ルール）論，後者は時価・発生概念による評価（測定）規則（ルール）論と見られている28）。

いかなる会計的規則（ルール）も会計的行為（プレイ）の〈正否〉を規定できない以上，対立
とうぜん

的両種アプローチ間に対する優劣論議など，当然無意味ということになろう。

ちなみに，我われのいう「時価主義神話」という表現は，『原価主義非
�

神話』を含意しない。

言い換えれば，「時価主義」も「原価主義」も，共に語彙（連合関係）側面での『神話』と見
むじな

ている。その点では，両主義とも，同じ穴の狢である。すなわち，我われは「時価主義」も

「原価主義」も，ともに語彙（連合関係）側面での神話にすぎないと見ている。そして，「神

話」に『真理』は元もと存在しない。したがって，我われの「時価主義懐疑」は『原価主義是

認』を含意するものではない。念のため，読者にこの点は予め断っておきたい。

前者（収益費用アプローチ）は大恐慌（1929年）以降のアプローチと言われることも多い29）

が，それは実在論的な認識である。唯言論的な認識としては，前者はFASBの1976年討議資

料において，後者のアンチテーゼとして提示された際に同時に新生したと見られる30）。多数説

（実在論的認識）とは，時間的に半世紀近いギャップが存在する。

国民国家経済の大きさから，会計基準における最高の世界標準は，現在のところ資産負債ア

プローチにあると見られている。米国のFASB会計基準や，欧州の国際会計基準（IFRS）は，

資産負債アプローチに立脚している。かたや日本は，アドホック（部分的）には欧米会計基準

の評価論を徐々には組み入れながらも，基本的にはいまだ収益費用アプローチに立脚している

と見られている31）。

渡邉によれば，収益費用アプローチは産業資本主義に親和的であり，資産負債アプローチは

金融資本主義に親和的であると論定されている32）。そうした主張と同調するように，田中は，
あだ な

前者に対し「継続企業会計基準」，後者に対し「切売企業会計基準」との別称（渾名）を与え

ている33）。会計処理の前提という視座から，前者の公準を「継続公準」と呼べば，後者は「清

算公準」とでも言うべき内容となろう。

田中はかねて，前者を〈健全〉，後者を〈不健全〉と見てきた。すなわち，収益費用アプ

28）平松一夫，「概念フレームワークと会計基準」，『企業会計』，第54巻第1号，2002年1月，25頁。
29）たとえば，次を見よ。

田中弘，『会計グローバリズムの崩壊』，税務経理協会，2019年，104～105頁。
30）「唯言論」には言及していないものの，八重倉の説はそれに通底している。

八重倉孝，「収益費用アプローチ」，神戸大学会計学研究室，『第六版 会計学辞典』，同文舘出版，2007年，
631頁。

31）たとえば，次を見よ。
木本圭一，「収益費用アプローチから資産負債アプローチへの転換」，『企業会計』，第49巻第1号，1997
年1月，121～122頁。

32）渡邉泉，『会計学者の責任』，森山書店，2019年，135頁。
33）田中，『「書斎の会計学」は通用するか』，税務経理協会，2015年，332頁。
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ローチを健全会計となし，資産負債アプローチを不健全会計と見てきた。規則（ルール）にお

ける精粗の点では，前者に親和的な「細則主義」（rules-based）を〈適〉とし，後者に親和的

な「原則主義」（principles-based）は〈否〉としてきた34）。

実際，内外の会計法規は，その間，増加（増量）の一途をたどった。法規集と並行して，書

店に並ぶ簿記・会計のテキスト類まで，分厚くなる一方であった。フーコーのいう規律権力支

配に適合するのは前者であるから，田中の健全会計論は期せずして，フーコー近代権力論の代

弁とも見られる。

国際会計基準審議会（IASB）は，「単一で，高品質の会計基準」を目指すという。田中はこ

れに反発して，「会計基準の生命線は『正しさ』とか『品質の高さ』ではなく，『合意の高さ』

にあるのです。『正しい基準』が支持されるのではなく，『支持される会計基準』が正しいとさ

れるのです」とする。自然科学の理論も会計基準も，「正しさ」よりも「合意の高さ」で決ま

るとまで強調している35）。

「合意の高さ」を「民主主義尊重」の表明と見ると，この点も，田中説はフーコー近代権力

論の囚われ説に収まる。渡邉の近著によれば，「会計学者の責任」は，「真の民主主義」，「事

実」に基づく信頼性，最大多数の人間の「幸せ」追求からなっているとする36）。渡邉の民主主

義尊重は，田中とともに，フーコーが近代規律権力のエピステーメーとなす「人間中心主義」

と投合している。

ただ，「民主主義」とて，相対的な「知の準拠枠」の一つにすぎない。絶対にして確実な

「知の準拠枠」ではありえない。「民主主義」なる自己流の価値観（知の準拠枠）を絶対化し，

他者にもそれを促すことは，一考を要するであろう。この地球は，人間のためにだけ存在す

る。そうした考えも，ある種の思い上がりであろう。「人間中心主義」は，19世紀エピステー

メーにより要請された虚構にすぎず37），昨今の人文学においても多方面から超克すべきテーマ

となっている。

前述のとおり，田中は従来，収益費用アプローチを〈健全〉，資産負債アプローチは〈不健

全〉と見てきた。しかし，近時に至り，その主張はトーンダウンしている。企業個別の経営理

念を敬重し，将来は両者併存（両者選択）の道を探るしかないとしている。妥協案の提示であ

る38）。しかし，会計基準としては，基本的に前者に対する健全観，後者に対する不健全観，そ

34）田中，『GDPも純利益も悪徳で栄える』，税務経理協会，2016年，読者の皆様へのメッセージ 2～3頁。

35）田中弘，『IFRSはこうなる：「連単分離」と「任意適用」へ』，東洋経済新報社，2012年，96頁。

36）渡邉，前掲『会計学者の責任』，163頁。

37）ミシェル・フーコー（根本美作子訳），「人間は死んだのか」，蓮實重彦・渡辺守章監修，『ミシェル・フー

コー思考集成Ⅱ 文学／言語／エピステモロジー』所収，筑摩書房，2000年，366～367頁。

38）田中，前掲『会計グローバリズムの崩壊』，248頁。
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の点に関する変化は窺えない。

資産負債アプローチは会計情報の「有用性」を優先し，収益費用アプローチは会計情報の

「信頼性」を優先する。日本の学界では，そのように見る向きも多い。ただ，後者アプローチ

の支持者らは，前者アプローチ（有用性）のためには，会計において複式簿記システムはかな

らずしも必要なくなるという。複式簿記という歴史的遺産なしでも，有用な会計情報の取得は

可能である39）として，前者アプローチに対し非を鳴らしている。

もっとも，ここで言う「複式簿記システム」とは，文法（連辞関係）すなわち記帳側面に限

定された概念（言葉）である。語彙（連合関係）すなわち近代損益計算側面をも統合した概念

（言葉）ではない。

田中の上述妥協案は，欧米先進諸国における資産負債アプローチの手ごわい隆盛を前に，な

るだけ収益費用アプローチの実質を残したいがための譲歩案にも見える。田中の意中はどこま

でも，収益費用アプロ─チを優とし，資産負債アプローチを劣となす考えであろう。双方アプ

ローチにおける優劣評定の余地は，残されている。かたや我われは，双方のアプローチの優劣

評定よりもむしろ，アプローチが双方に分岐する原因の解明を目指す。もって，第三のアプ

ローチの可能性を探ろうとするものである。

既述のとおり，野球を「言語ゲーム」というパロール次元での言語活動と見れば，適用規則

（ルール）は後付けがどの様にも可能であった。すると，収益費用アプローチや資産負債アプ

ローチといったラング上の規則（ルール）を不動の前提となし，パロール次元における「信頼

性」，「有用性」，「健全性」などを云々するだけでは，ウィ氏の哲学が発する警鐘を見逃してし

まうということになろう40）。

Ⅴ 貨幣ベール説と貨幣錯覚論

経済学が扱う国内総生産（GDP）とは，国内において一定期間内に生み出された「付加価

値（value added）の合計額」とされる。田中によれば，当該「付加価値は，新しい価値を生

産することではなく，生産価値が実現したものをいうのだ。『実現した』というのを，一般的

な言葉で言い換えると，『売れた』ということであり，『他人によって価値が認められ，対価が

支払われた』ということである。少し格好をつけて言うと，『新しい価値の創造が社会的に認

知された』ということである」41）とされる。

39）田中，前掲『IFRSはこうなる：「連単分離」と「任意適用」へ』，87頁。

40）山本・黒崎共編，前掲『ウィトゲンシュタイン小事典』，144～147頁。

41）田中，前掲『GDPも純利益も悪徳で栄える』，75～76頁。
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田中のこの，言わば「実現付加価値論」は，会計人の我われもこれまで出会ったことのな

かった主張である。管見の身ながら，比類なく明快な解説と見受けた。脳内でもやもやしてい

た濃い霧がさっと消散したような，爽快な会計的経済理論に見えた。

「実現したこと」と「売れたこと」とがイコールであるという田中の主張（だけ）は，認識

＝存在論的に見れば，唯言論に通じている。先ず「新しい生産価値」という〈実体〉を前にし

て，《認識》が可能になったという話ではない。「対価（貨幣価額）」すなわち〈貨幣（言語）〉

というフィルターにかけられて，初めて《認識》が可能になった。そうした内容を含意してい

るからである。

ただこの場合，言語としての貨幣が，その指向対象（実体＝実在）とどのような関係を取り

結んでいると言うのか。問題はそれである。

貨幣と実物経済との関係については，基本的には「貨幣ベール説」（veil-of-money theory）

が伝来の有力説である。貨幣は，実物経済の上にかかったベールのようなものにすぎない。貨

幣は，実物経済の動きを円滑にする。しかし，その本質には何ら影響を与えない。経済現象解

明のためには，貨幣よりも本質としての実物経済の分析こそ肝要である。そうした見方が貨幣

ベール説である。

しかし，貨幣ベール説に対しては，その反例にこだわる考え方もある。いわゆるマネー・イ

リュージョン（貨幣錯覚）の作用を軽視しない，そうした見方である。本稿では，それを「貨

幣錯覚論」と呼んでおく。

経済学のテキストでは，貨幣について，今も3つの基本的な機能が指摘されている42）。以下

のようである。

（1）交換機能（流通手段）

（2）価値尺度機能

（3）価値保存機能（価値保蔵手段）

これら3機能のうち，貨幣ベール説は，貨幣の機能をもっぱら交換（流通）手段に求める理

論である。それは古典派経済学に由来する43）。当該理論の反証として挙げられるのが，マ

ネー・イリュージョン（貨幣錯覚）現象である。

すでに，貨幣錯覚に論及した会計書も存在する。たとえば，日常経験において，労働者はえ

てして貨幣賃金の切下げには強く反対するのに，賃金財の価格騰貴に基づく実質賃金の低下に

42）https：／／www．management-consultant．info／?p＝905

三橋規宏・内田茂男・池田吉紀共著，『ゼミナール日本経済入門』〈第25版〉，日本経済新聞社，2012年，

351～352頁。

43）保坂直達，「貨幣錯覚（money illusion）」，大阪市立大学経済研究所編，『経済学辞典』第3版，岩波書店，

1992年，169～170頁。
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は反応が鈍い。換言すれば，フィッシャー貨幣数量説の破綻現象である44）。経済書にも，同様

の論及がある。周知のとおり，近年，日銀は金融緩和に懸命である。しかし，国内の物価上昇

にはつながらなかった。そうした指摘である45）。

経済社会における商品は，貨幣を媒介に交換されている。交換の対象となる商品の値段は，

貨幣金額（貨幣が表現する価値）が指標となる。商品の値段は，需要・供給の変化により絶え

ず変動する。加えて，貨幣の公分母的な交換表現価値（購買力）もまた，政府による貨幣発行

量の増減その他原因により絶えず変動する。

仮に，貨幣は商品の経済価値を測る物差しであると見る。すると，指標（貨幣）の価値も指

標の源泉をなす商品の価値も，共に極まりのない変化にさらされていることとなる。近代経済

学によれば，貨幣価値の名目値（金額）と実質値（購買力）の違いがしっかり区別できない場

合に，貨幣錯覚（money illusion）が発生する46）。貨幣の購買力は日々変動しているが，それ

を見落とすことが，貨幣錯覚の原因となる47）。

思うに，貨幣ベール説にせよ貨幣錯覚論にせよ，共に実在論的な言語（貨幣）認識である。
ある

この点に，変わりはない。商品自体の実質価値，或いはそれを表現する貨幣の実質価値（購買

力），それらの実在48）を想定していると見られるからである。

貨幣ベール説も貨幣錯覚論も，共に貨幣（言語）とその意味（指向対象）をなす商品価値

（実体）との間で，基本的には〈一対一の対応〉が存在するものと想定されている。我われが

双方言説とも，実在論的言語観（言語命名論）に立脚しているとする根拠である。

補説して言えば，実在論は存在（実体）を独立変数，認識を従属変数と見る。そして，言語

は両変数を媒介する透
�

明
�

な
�

パラメータ（媒介変数）とみる。他方，唯言論は認識を制する（コ

ントロールする）言語を独立変数，存在の方をむしろ従属変数と見る。

我われの唯言論は，貨幣ベール説や貨幣錯覚論とは対極をなす，貨幣言語観に立脚する。マ

ネー・イリュージョン（貨幣錯覚）よりも，むしろ，「マネー・リーディング」（貨幣統御）と

もいうべき経済観に立つ。換言すれば，いわゆる実物経済の方こそ貨幣の上にかけられたベー

ルごときもの，とする「逆転の発想」である。

マネー・リーディング（貨幣統御）は，貨幣という言語が経済認識を主導的に規定している

と見る。交換価値の差異を表わす商品別価格は，分節価格（articulated prices）ということに

44）青柳文司，『会計学の基礎』，中央経済社，1991年，177～178頁。

45）水野和夫，『資本主義の終焉と歴史の危機』，集英社新書，2014年，44頁，117頁。

46）岩田一政，「社会契約としての貨幣」，館龍一郎編，『金融辞典』，東洋経済新報社，1994年，31～32頁。

47）堀家文吉郎，「フィッシア『貨幣錯覚』を巡って」，『早稲田政治經濟學雑誌』，1985年3月，第280-281

号，2頁，4頁。

48）高野昌也，「貨幣錯覚における貨幣の名目，実質価値の影響」，『行動経済学』，第4巻，2011年，121頁。
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なる。それは，「貨幣唯言論」とも呼び得よう。この見方からすれば，「マネー・イリュージョ

ン」（貨幣錯覚）という言語表現それ自体も，「貨幣実在論」の反照と見られる。
い つ

田中の「実現付加価値論」が，もし何時かマネー・リーディングの里を通過する時でもあれ

ば，会計的認識＝存在論の点で，田中と我われは出会うことになろう。

田中は，収益費用アプローチを健全，資産負債アプローチを不健全とする。しかしながら，

財務諸表紙面（言語）上に写像せんとする国民経済的な富（GDPやGNP）については，両ア

プローチともに，見落としが現存している。すなわち，十全には汲み取りきれていない経済要

素も少なくない，という点である。この現象については，田中も警戒を忘れていない。我われ

は，その慧眼にも敬意を表するものである。

たとえば，「家事労働」，「無償譲渡」，「自家消費」などに関係する経済価値である。それら

は社会的にプラスの意義ありと見られる経済価値である。しかし，対価（貨幣）の授受がな

い。それゆえ，付加価値（value added）に含めてカウントされていない。そうした，重大な

見落としが現存している。田中はその点も遺漏なく指摘している。

逆に，経済価値としては反社会的なマイナスの意義しか有しないと見られる製品（たとえ

ば，麻薬49））もある。ただし，それらは対価（貨幣）の支払いを受け，売上高には計上されて

いる。田中によれば，付加価値に含めてカウントされているとされる。

田中による例証の他には，原発をはじめとするいわゆる「公害」などに起因する社会的災害

などもある。社会的に見て，深刻な問題であろう。それらもまた，対価（貨幣）の授受がな

い。それゆえ，会計上はマイナスの付加価値としてカウントされていない50）。

Ⅵ 言語ゲームとしての会計

米国財務会計審議会（FASB）によれば，会計システムとは，さまざまな財貨ならびに事象

（ストックおよびフロー）を貨幣という公分母により財務諸表に写像51）する行為であるとされ

ている。ここでの「写像」（picture）とは，財貨ならびに事象という実体（実在）が貨幣数値

という言語によって表現される，との趣意である。財貨ならびに事象という実体が独立変数

で，貨幣数値という言語はその従属変数である。そうした見方がベースになっている。

49）「麻薬」までは，少なくとも田中の認識に含まれている。次に明らかであろう。

田中，前掲『GDPも純利益も悪徳で栄える』，85頁。

50）この点に関説して，梶原は「バッズ（Bads，負の財）会計」論を強調している。

梶原太一，「原発ローコスト言説と資産除去債務会計」，『経済科学通信』，第126号，2011年9月，67～68頁。

51）米国財務会計基準審議会（平松一夫・広瀬義州共訳），『FASB財務会計の諸概念』〈改訳新版〉，中央経済

社，1994年，73頁。
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換言すれば，資産なるがゆえに貨幣数値が貸借対照表借方に計上（写像）されるという，実

在論的言語観（言語模写説）である。我われは，かねてそれに異を唱えてきた。そうした斯学

の定説とは逆に，貨幣数値として貸借対照表借方に計上されるがゆえに資産になるという，唯

言論的言語観（言語相対説）に立脚するゆえである。

伝来の経済学でいう「価値（実体）」では，「使用価値」と「交換価値」とが識別されてき

た。アダム・スミスが当該識別を「水」と「ダイヤモンド」を比喩に用いて説明したことは，

あまりにも有名である。

前者の「使用価値」とは，「交換価値」に先立ち52），財貨ならびに事象がそれ自体として個

別に備わるところの価値（有用性）と見られている。後者の「交換価値」とは，「使用価値」

という実在論的な実在を前提としつつ，社会（集団）的に成立した価値（相互価額）と見られ

ている。交換価値を有する財貨ならびに事象は，「貨幣」（言語）を媒介手段として相互に交換

されるものと見られている。

この場合，明らかに“交換価値が独立変数で，貨幣（価額）はその従属変数となる。さら

に，使用価値が独立変数で，交換価値はその従属変数である”という回路が想定されている。

そうした回路は，実在論による認識＝存在論によるものである。逆に，“交換価値が独立変数

で，使用価値はその従属変数である。そして，貨幣（価額）が原初の独立変数であり，交換価値

はその従属変数である”という逆回路もありえよう。これが，唯言論の認識＝存在論である。

ちなみに，「交換価値が独立変数で，使用価値はその従属変数である」というのは，一見，

倒錯転倒した言明に響くかもしれない。多数読者の不審を買うやも知れない。しかし，あまた

存在する『禁食タブー』を一顧すれば，それらはすぐにも氷解する不審であろう。

たとえば，食用としての犬肉（dog meat）の交換価値について顧みよう。市場における食

用犬肉の交換価値は，欧米人や日本人にとっては今もほぼゼロに近い。それゆえ，彼らの社会

における使用価値（有用性）もゼロに等しい。しかし，中国人や韓国人の社会では，犬肉は相

応に高価な交換価値で市場に出回っている。一定の使用価値（たとえば「食べたら健康に良

い」との文化的有用性）さえ認知されている53）。犬肉の使用価値（有用性）もまた，交換価値
い か ん

ひいては貨幣（対価）の先在性如何によることが分かる。

使用価値を凌駕する交換価値の事例として，遥かにスケールの大きなものは，為替相場や株

価の変動に見られよう。日々刻々と変化する為替や株価は，もちろん交換価値を表わしてい

る。しかし，それら交換価値の日々の変化と，それらの使用価値における日々の変化との直接

的な関係は見出しがたい。

52）思想の科学研究会編，『新版 哲学・論理用語辞典』，三一書房，2012年，96～97頁。

53）丸山圭三郎，『生命と過剰』，河出書房新社，1987年，178～179頁，254頁。
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にもかかわらず，伝来の経済学においては，かねて強固な実在論的認識＝存在観が知の準拠

枠とされてきた。すなわち，為替や株価の変化は，一時的に多少の齟齬は生じても，基本的に

は実体経済における使用価値の変化を反映する。そうした見方である。交換価値の背後に，潜

在的な本質（イデア）としての使用価値が存在する。そうした見方である。

だが，そうした見方は現実的であろうか。すなわち，現実に，実体経済における使用価値

に，為替や株価の日々の動きに見合う大小絶えざる変化が随伴していると，考えられるであろ

うか。
ノン

答えはむしろ「否」であろう。それは，「相場のことは相場に聞け」といった，投げ遣りな

格言の存在にも明らかである。言うまでもなく，この場合，「相場」とは『非実体経済』の謂

である。日々の為替や株価の変動こそは，本質（イデア）としての実体経済非在の証明でなか

ろうか。まさに，非実体経済としての〈為替や株価の変動〉こそは，経済界における〈言語

ゲーム〉の進行に重なる現象と見られよう。

たとえば，日本の為替相場における「円安」「円高」は，米ドルを基軸通貨と見た場合に生

起する現象である。当該米ドルにかかわる金融政策を主導するのは，言うまでもなくFRB
たびたび

（米連邦準備理事会）である。米国内の物価安定や失業率低下という名目で，FRBは度々政策

金利を変更する。その度ごとに円安・円高が招来される。

為替相場の変動も，一種の言語ゲームと見ることが可能である54）。ウィ氏が言うように，

ゲームとしての言語の意味は，後付け規則（ルール）の適用次第でいか様にも変更可能であ

る。その通りとすれば，ゲームの勝敗はどのようにして決まるのか？ FRBによる政策金利の

頻繁な変更は，日本側にとっては，ダブル・スタンダードならぬマルチプル・スタンダードの

適用ということになろう。幼少児童らにままある，「後出しジャンケンの常用」に類する不公

平な仕儀と言えよう。

手近にある経済史の教科書によれば，人類の経済は狩猟経済から農耕経済へ，さらに工業経

済へと変遷した。たとえば食糧をベースに，経済相互の相違を見るとしよう。狩猟経済下にお

いては，肉や魚など保存（貯蔵）のきかない食物を捕獲しての，その日暮らしの生活であっ

た。その後の農耕経済下では，穀物栽培により保存（貯蔵）のきく食物の獲得が可能となっ

た。食糧生産高は飛躍的に上昇し，人びとの間で余剰生産物の交換が現出した。そして，産業

革命以降の工業経済下では，食糧以外にも余剰生産物があふれ，デフレが常態化したという。

伝来の経済学によれば，財・用役には，まず事前に使用価値というものが存在する。そし

て，それの余剰分が交換価値を生むとされる。その交換価値が，公分母をなす貨幣という言語

54）ちなみに，この「為替相場の変動イコール言語ゲーム」論は，学術書・論文の中では，本稿に初出の可能

性がある（CiNiii Research，2022年11月30日現在）。
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（言葉）によって，その後に商品と化す。そして，当該商品以外の余剰使用価値とともに，市

場に出回り，相互に交換される。一般的には，そのように考えられている。しかし，それは実

在論に典型的な発想である。

唯言論はその逆で，貨幣が最初に商品を作り出したと考える55）。貨幣（言語）なしでは，商

品（という名の実体）など元もと存在しなかった，と考える。ただし，貨幣（言語）により商

品（交換価値）が生まれるとしても，言葉にはそれに特有のマジック（落し穴）が潜んでい

る。

当該〈言葉のマジック〉により，商品（交換価値）が，今度は人間をして，その商品の中に

は可視的な交換価値とは別の，本物（不可視）の価値（使用価値）が先に前もって内在してい

るとの見方を誘導するのである。だが，それは言葉のマジックであり，実在論による錯覚にす

ぎない。唯言論はこうした回路の見方により，実在論に対抗するのである56）。

前拙稿においても例示したが，「安倍晋三」という名前の政治家が存在した。彼の心身は，

時間の経過とともに日々刻々変化していた。しかし，彼の名前（言葉）は，昨日も今日も変わ

らない。明日も変わりそうにない。時間を超越して不変のままである。

そして，時間を「超越」した〈名前（言葉）の不変〉が，今度は，〈心身（実在）の不変〉

観念を生み出し，錯覚を拡大させていく。もし錯覚であるならば，不変の心身（実在）など元

もと存在するはずもない。人間は，有りもしない「不変の実在」を，〈言葉のマジック〉によ

り「本物の実在」であるかのように，つい信じ込んでしまう。丸山は，そうした現象を「本物

志向のフェティシズム」と呼んだ57）。ここで言う「本物」こそ，プラトンが言うところの「イ

デア」に他ならない。

経済学のテキストにおける貨幣の3機能については，前述したとおりである。交換機能（流

通手段）・価値尺度機能・価値保存機能（価値保蔵手段）である。

それら3機能のうち，会計理論における貨幣の機能は，交換手段（交換機能）の意味に限定

される。会計の場で，貨幣に価値尺度機能（価値保存機能を含む）も存在すると考えること

は，要らぬ混乱を招く。斯学において，そうした実在論否定・唯言論肯定につながる見解が，

つとに表明されている58）。貨幣という言語は，会計においては交換価値の交流を実現するの

み，当初から使用価値の尺度や価値保存の手段とは無縁である。そうした論意と解される。

田中によれば，株式投資は「国を挙げてのマージャン大会」だと言う。「新しい価値」を生

55）内田樹，『街場の現代思想』，NTT出版，2004年，88～90頁。

56）丸山圭三郎，「欲望のディスコンストラクション」，山本哲士編，『欲望のアナトミア 人の巻 消費の幻視

人』所収，ポーラ文化研究所，1985年，9頁，13頁。

57）丸山圭三郎，『文化＝記号のブラックホール』，大修館，1987年，109～112頁。

58）青柳文司，前掲『会計学の基礎』，177頁。
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まない「ゼロサムゲーム」であると力説される59）。しかし，株式投資のみが新しい価値を生ま

ないゼロサムゲームであろうか。ビジネス（企業）の言語としての「会計」そのものもまた，

ゼロサムゲームでなかろうか？ 読者諸賢に対する，我われからの問い掛けである。

既述のように，収益費用アプローチにおける実現付加価値も，資産負債アプローチにおける

実現付加価値も，カウントされる経済価値の中身は十全網羅的ではない。両アプローチ共に，

取りこぼし（見落とし）部分（概念＝項目）が内含されている。「家事労働」，「無償譲渡」，

「自家消費」などに関係する経済価値である。さらに，原発をはじめとするいわゆる「公害」

などに起因する社会的災害については，現在もカウントされないままである。「資本」も「利

益」も，『実体』ではなく，『プロセス』ということになろう60）。「資本」も「利益」も，その

中身は，ずいぶんと非道なルール（プロセス）適用の所産ということになろう。

こうした点を捨象したままでは，収益費用アプローチを健全な会計となし，資産負債アプ

ローチを不健全な会計とみる61）のは，言わば「五十歩百歩」の議論ではなかろうか？ あるい

は，「どんぐりの背比べ」ないしは「大同小異」といった類の議論と，同じではなかろうか？

国際基準（資産負債アプローチ）とのコンバージェンス志向の中で，日本基準（収益費用ア

プローチ）はそのフローモデルの中に，ストックモデル（資産負債アプローチ）をアドホック

に浸透させつつある。そうして，今や意味不明で歪曲された会計情報を産出しつつある。これ

をもって，「現代会計の危機」とする見解がある。その「言語観」を我われなりに解読すれば，

言葉の意味をなす実在が先で，その実在を意味となし表現する言葉（言語）は後，とする順列

の会計論である。明らかに，実在論（言語命名論）を知の準拠枠にしている。

そして語っている。「このままアドホックな会計基準の改廃が進めば，資本市場に提供され

る財務情報は意味不明な歪んだものになっていくだろう。そしてそのような会計情報が市場に

提供されることを念頭において舵取りをしている経営にも，その影響がボディブローのように

効いて，企業の体力がいつの間にか弱ってしまう可能性は否定できない。その社会的コストは

計り知れない。現代会計はまさに危機に瀕している」62）。

まず，引用文中に言う，危機に瀕している「現代会計」との文言の意味が不明である。だい

いち，その文言の及ぶ〈領域〉が分かりにくい。前後の文脈からして，おそらく「日本」に限

定された意味であろう。しかし，「現代会計」は欧米にも存在するはずである。

すると，「日本における現代会計の危
�

機
�

」は，「欧米における現代会計のチ
�

ャ
�

ン
�

ス
�

」でもあり

59）田中，前掲『GDPも純利益も悪徳で栄える』，103頁。59） 田 中，前 掲『GDPも 純 利 益 も 悪 徳 で 栄 え

る』，103頁。

60）ラジ・パテル（福井昌子訳），『値段と価値』，作品社，2019年，90頁。

61）田中，前掲『会計グローバリズムの崩壊』，192～193頁，232～233頁，249頁。

62）辻山栄子，「特集解題『現代会計の危機』」，『企業会計』，第71巻第1号，2019年1月，22頁。
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えよう。その点を見落とすと，「現代会計の危機」云々は，日本（収益費用アプローチ）本位

の主張すなわち保護主義的（＝自国中心主義的＝非国際化的）言説に陥ることとなろう。果た

して，それは著述者の本意（真意）であろうか。

言語（言葉）としての会計による財務情報に，実在論者が言うところの「歪んだ不明な意

味」，それに非ざる情報など，実際は皆無なのである。本稿第Ⅲ節に既述のとおり，ペイトン

らが言うような，「言葉の正しい意味」などありえないからである。そうした会計基準の動向

を「危機」と言うならば，その「危機」は現
�

下
�

権
�

力
�

機
�

構
�

にとっての危機にすぎない。

唯言論的には，そうした危機は時代の如何に関わらず，むしろ超時代的な〈常態〉である。

言語（言葉）であるかぎり，意味の恣意性は常態的に不可避である。言語（言葉）の唯言論的

な意味の恣意性に照らせば，「過去の危機」などありえないように，「現代の危機」もありえな

い。したがって，「現代会計の危機」なるものもありえない。

会計基準としての収益費用アプローチも資産負債アプローチも，ウィ氏の「言語ゲーム論」

に照らせば，ともに「ゼロサムゲーム」ということになろう。唯言論的には，田中がそれを意

識していると否とにはかかわりがない。我われには，田中による「実現付加価値論」そのもの

が，会計のゼロサムゲームを支えている。そう思われるのである。

収益費用アプローチ・ゲームにおいて勝者であった者も，資産負債アプローチ・ゲームでは

敗者となりうる。適用される規則（ルール）が異なる（変更される）からである。換言すれ

ば，両者アプローチのルール（会計基準）いずれを適用しようとも，結果としての勝者・敗者

に変更がないのであれば，前者のアプローチが後者のアプローチに変更されるからとて，大騒

ぎする必要もないことであろう。

「利益」とは，収益費用アプローチが想定するような，「期間費用を超過する期間収益」で

はない。資産負債アプローチが想定するような，「期首純資産を超過する期末純資産」でもな

い。「実現付加価値」として，『カウントされる経済価値』の中身次第である。『カウントされ

る経済価値』により会計の適用ルールが決まり，それに伴い「利益」の意味も定まることとな

る。「利益」という言葉に，元もと『正しい意味』などというものはあり得ない。ウィトゲン

シュタインの言うとおり，言葉の意味は使用（慣習）の適用ルール（規則）次第である。

斯学においてはこれまで，ビジネスの世界における「黒字」「赤字」は，業績の結果として資

本の増大や減少が招来されるところの帰結を示す。そのように考えられてきた。すなわち，財務

情報としての業績は，実体経済下における結果（写像）であると解されてきた。「賭け事」ゲーム

におけるプレイの結果であるなどとは，豪も考えられてこなかった。しかし，唯言論的には，ビ

ジネスは明らかに企業会計という言語を初発ルールとする賭け事ゲームと見られるのである。

我われは，最近拙稿においてアインシュタインを援用した。そして，数学の加法的法則（例

えば，2＋2＝4）でさえ，絶対的な真理（自然法則）ではないとの主張を引用した。唯言論
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的には，「複式簿記」は18世紀産業革命を契機として誕生した。それ以来，企業会計において

は，損益計算書や貸借対照表の諸項目相互に加法性ありとした計算を，ほぼ3世紀にもわたり

延えん惰性で繰り返してきた。そのことに言及した63）。

ウィ氏の言語理論にヒントを得て，会計を言語ゲームと見るならば，今や我われは従前には

皆無であった知見をもう一つ獲得できよう。すなわち，企業会計において損益計算書や貸借対

照表の諸項目相互に加法性ありとしてきた計算は，自然法則の反映（写像）ではなく，それと

は無縁の恣意的（人為的）な「勝敗ルール」適用の帰結に過ぎなかった。これである。

企業会計を言語ゲームと見た場合，それは〈賭け金〉のかかった勝敗を争うゲームと見なし

うる。じっさい，制度会計という言語ゲームにおいても，黒字・赤字という結果（勝負）に

は，賭けの要素（たとえば，大負けすれば「倒産」）がしかと絡んでいる。それにしても，言

語ゲームとしての企業会計は，何よりも勝ちが求められる。その訳は，過去・現在・未来と

も，〈勝ち〉は〈負け〉より《愉快》だからである。

Ⅶ お わ り に

以上の小考につき，我われなりの結論を要約して示せば，次のとおりである。

（1）財務諸表は事実（事象）の表示ではなく，推定と意見（オピニオン）の表明でしかな

い。学界に，そうした見解がある。バックリ・メイ・高寺らの見方である。推定や意見（オピ

ニオン）からなる諸観念を，ア・プリオリ（オリジナル）な根拠（出発点）とする見方であ

る。認識＝存在論としては，観念論の表明である。学界における会計言語観は，現在も「写

像」観に立脚する実在論者が圧倒的多数である。それに引き替え，高寺らの会計言語観は，少

数観念論者に属している。

（2）「ゲーム」と言えば，最初から勝負事のことだと解する人は多い。じっさい，「ゲーム」

には勝敗のあるものが多い。しかし，勝敗のないゲームもある。トランプの一人遊び（占い）

や，子供の一人遊び壁当てキャッチボールなどは，勝敗のないゲームの事例であろう。だが，

会計が言語の一種であり，ビジネスは会計をベースにした言語ゲームであると解釈すれば，

「黒字」や「赤字」という結果（業績）は，勝敗の証しであると見なしえよう。すなわち，会

計は勝ち負けのある，勝負事としての言語ゲームであると言えよう。

（3）我われは会計を言語ゲームと見なしながら，認識の深化を試みた。言語ゲームとして

の野球と，言語ゲームとしての会計双方の，類似性を探ってみた。野球の場合，日本では球審

が「ゲーム」と宣告したとき，試合（プレイ）が終了する。それにより，勝敗が決定する。こ

63）全在紋，「ゲーテと複式簿記 ─会計言語論的考察─」，『産業經理』，第81巻第4号，2022年1月，14～15頁。
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の場合，球審による「宣告時点」は，企業会計でいうところの「決算時点」に類似している。

野球の試合終了時には，結果としての「勝ち」と「負け」の違いが発生する。同様に，会計に

おける決算時にも，結果としての「黒字」と「赤字」の違いが発生する。

（4）ビジネス（企業）の言語としての会計も，ウィトゲンシュタインのいう「言語ゲーム」

にあたる。当該ゲームの規則は，ラングの先付けルールではなく，パロールの後付けルールた

るを特徴とする。それゆえ，時間と場所を同じくするビジネス社会において，現金主義会計な

ら黒字（または赤字），発生主義会計なら赤字（または黒字）となっても，何ら不思議でない。

ゲームのルールが相互に異なっているためである。どちらのルールに拠るのか，その決定は

フーコーのいう「権力」次第である。

（5）資産負債アプローチは会計情報の「有用性」を優先する。収益費用アプローチは会計

情報の「信頼性」を優先する。日本の学界では，そうした見方が多い。そして，自身は複式簿

記神話の虜囚であることを忘れ，前者のアプローチに対し非を鳴らす者が少なくない。彼ら

は，双方のアプローチに対する優劣評定に熱心である。かたや我われは，構造主義会計言語論

の観点から，双方のアプローチの優劣評定よりもむしろ，双方に分岐する原因の解明を重視す

る研究である。

（6）為替相場の変動も，一種の言語ゲームと見ることができる。ウィトゲンシュタインが

言うように，ゲームとしての言語の意味は，後付け規則（ルール）適用によりいか様にも変更

可能だからである。その通りとすれば，ゲームの勝敗はどのようにして決まるのか？ FRBに

よる政策金利の恣意的で頻繁な変更は，日本側にとっては，ダブル・スタンダードならぬマル
さら

チプル・スタンダード適用に晒されていることを意味しよう。「後出しジャンケン常用」に類

する不公平な仕儀と言えよう。

（7）ビジネスの世界における「黒字」や「赤字」は，実在論的に先在する（原因としての）規

則（ルール＝会計基準）をベースとし，当該業績の結果として資本の増大や減少が招来される。

斯学においては，これまでそのように考えられてきた。すなわち，財務情報としての業績は，

基本的には実体経済下における企業活動の結果（写像）と捉えられてきた。しかし，唯言論的言

語観に立脚すれば，ビジネスは明らかに会計という言語を初発ルールとする賭け事ゲームだと

言えよう。

（8）実現付加価値の点で，どの会計基準も十全網羅的でない。また，会計を言語ゲームと

見た場合，それは〈賭け金〉のかかった勝敗を争うゲームであると見なし得る。じっさい，制

度会計という言語ゲームにおいては，黒字・赤字という結果（勝負）には，賭けの要素（たと

えば，大負けすれば「倒産」）がしかと絡んでいる。ビジネスに限らず，どのようなゲームで

あれ，ゲームは勝ちを目指さなければならない。その訳は，過去・現在・未来とも，〈勝ち〉

は〈負け〉より《愉快》だからである。

（2022年9月26日受理）
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Business Accounting as Language-game

CHUN Jaemoon
（chun@andrew.ac.jp）

The conclusions reached in this paper are summarized as follows:

（1）In the accounting community, financial statements are not representations of facts

（events）, but only estimates and statements of opinion. The view of H. B. Buckley, G. O.

May, S. Takadera, and others is that financial statements are not representations of facts

（events）, but only statements of estimates and opinions. The recognition and existence views

are the expression of idealism. The accounting language view in the accounting academia is

still dominated by realists who base their views on the “picture” view. On the other hand,

Takadera et al.’s view of accounting language belongs to a minority of idealists.

（2）Many “games” have winners and losers. However, there are also games without

winners or losers. Playing cards alone（fortune-telling）or when a child throws his ball at the

wall and catches it again, are examples of games without winners or losers. However, if

accounting is a kind of language and business is interpreted as a language game based on

accounting, the results（business performance）of “surplus（or black figure）” or “deficit（or

red figure）” can be regarded as proof of victory or defeat. In other words, accounting is a

language-game with winners and losers.

（3）Following Nagai’s theory, we have attempted to deepen our understanding of

accounting as a language-game. Now, let us explore the similarities between business

accounting as a language-game and baseball（ball game）as a language-game. In baseball, the

game（play）ends when the umpire calls “game” in Japan. This determines victory or defeat.

In this case, the “time of pronouncement” by the umpire is interpreted to be similar to the

“time of closing” in business accounting. At the end of a baseball game, the difference

between a “win” and a “loss” occurs as a result. Similarly, there is a difference between a

“surplus” and a “deficit” at the end of a corporate accounting period.

（4）Accounting as the language of business is also what Wittgenstein called a “language-

game. The rules of this game are characterized not by Langue’s rule of first, but by Parole’s

言語ゲームとしての企業会計
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rule of second. Therefore, in a business society where time and place are the same, it is not

surprising that cash basis accounting results in a surplus（or deficit）and accrual basis

accounting results in a deficit（or surplus）. This is because the rules of the game are

mutually different. It is up to what Foucault called “power” to decide which rule to follow.

（5）The asset and liability view prioritizes the “usefulness” of accounting information,

while the revenue and expense view prioritizes the “reliability” of accounting information. In

the Japanese accounting community, such views are common. Many of them criticize the

former view, forgetting that they themselves are prisoners of the double-entry bookkeeping

myth. They are eager to give superiority or inferiority ratings to both views. We, on the

other hand, are not interested in rating the superiority or inferiority of the two views from

the viewpoint of structural linguistics of accounting, but rather in clarifying the causes of the

divergence between the two views.

（6）Exchange rate fluctuations can also be viewed as a kind of language game. As

Wittgenstein said, the meaning of language as game can be changed in any way by applying

postulation rules. If this is true, how is the game won or lost? The FRB's arbitrary and

frequent changes in policy rates mean that the Japanese side is exposed to a multiple

standard, not a double standard. It is an unfair practice akin to the defeated in every match.

（7）In the business world, “surplus（or black figure）” or “deficit（or red figure）” is based

on rules（rules=accounting standards）that exist in advance（as causes）from a realist

perspective, and increases or decreases in capital are caused as a result of such performance.

This has been the conventional view in this field of study. In other words, business

performance as financial information is basically considered to be the result（picture）of the

real economy. However, from the standpoint of structural linguistics, business is clearly a

gambling game in which the language of accounting is the initial rule.

（8）No accounting standard is exhaustive in terms of realized value added. Moreover,

when accounting is viewed as a language-game, it can be seen as a game of “wager” in which

the stakes are high and the winner loses. In fact, in the language-game of legal accounting,

the outcome（game）of “surplus（or black figure）” or “deficit（or red figure）” has an element

of wagering（e.g., “bankruptcy” in case of a big loss）. In any game, not just business games,

you must aim to win. Winning is more enjoyable than losing.
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序章

ベンチャー企業が興り，発展していけば，社会全体に経済的恩恵をもたらす。そう考えられ

て，地域や国単位で熱心に基盤整備を行ってきている。ベンチャー企業が軌道に乗れば，最終

的には地域や国の産業振興に資すると考えられている。これは先進国だけではなく，発展途上

国にも当てはまるように思われる。しかし，先進国でのベンチャー企業を興す取り組みはさま

ざまに検討し，研究されているi）一方，発展途上国に関する起業の議論は進んでいないといえ

る。発展途上国こそ，産業の育成を通じた経済的な発展を強く望んでいるにもかかわらず，で

ある。先進国と発展途上国との間にベンチャー企業の発生や発展の条件ii）のうち，発展途上国

特有の課題が存在しているのではないか。あるいは発展途上国のイノベーションを検討するう

えで，検討が必要な条件が欠落している可能性があるのではないかという問題意識を醸成して

きた。

このような問題意識のもと，研究のきっかけをつかむため，現状把握の目的で，フィールド

調査を行った。本論文では，発展途上国として，フィリピンの現地調査を取り上げる。

フィリピン・ミンダナオ島中西部における起業行為
─起業行為の複線化─

＊本学経営学部教授

＊＊本学経営学部外部講師

キーワード：フィリピン・ミンダナオ島，起業，フィールド調査

i ）例えば，田中譲（2003）では，OECD諸国といった先進国を主たる対象としている。

ii ）すぐに思い浮かぶのは，ベンチャーキャピタルの厳しい制限であろう。本論では，資金源以外（以前）の

要因について検討を行うことにする。

山 田 伊知郎＊

関 浩 成＊＊
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第一章 フィールドワーク周辺の概略

はじめにフィールドワークを行ったフィリピン中西部地域の概略を説明する。この地域は調

査を行った2010年当時，紛争地域に分類されており，起業の調査を行うには特殊な状況に

あった。まずこの状況を出稼ぎ経済と大土地所有制とともに説明する。

1 2010年当時キダパワン市周辺の紹介
本論は2010年から2015年まで12回にわたり，フィリピンのミンダナオ島中西部にあるコ

タバト州で行ったフィールドワークの記録をもとにしている。

当時，ミンダナオ島西部や島嶼は政府軍とゲリラ軍の抗争が絶えない紛争地域であった。そ

のため外務省コードにおいてもミンダナオ島のダバオ市を除く全域が渡航延期エリアに分類さ

れていた。キダパワン市はミンダナオ島の中西部の内陸州，コタバト州の州都である。当時，

大学が五つもあり，高原の学園都市ともいわれていたが，すぐ西方には紛争地区が隣接してお

り，2008年8月に再び勃発したフィリピン政府軍とMILF（モロ・イスラム解放戦線）の紛争

では，80万人の避難民がこの内陸州に避難してきたといわれる。

この地域に行った目的は，主催するNGO活動の一環で，就学前の子どもたちのために三つ

の保育園を建設することにあった。キダパワン市に拠点を置く日本のNGO団体ミンダナオ子

ども図書館（以下，略称MCLを用いる）は，キダパワン市に拠点を置きつつ，ミンダナオ中

西部で教育支援活動を行っていた。ここで2000年頃から10年以上に亘って難民支援や教育支

援などの活動を展開していた松井友（MCL代表）によれば，このミンダナオ中西部は，西方

での紛争により難民が多数移住してきており，就学前の子ども達が学ぶべきとされている保育

園数が絶対的に不足している。どういうわけか暗黙のうちに保育園での初等教育を受けなけれ

ば小学校以降の義務教育を受けられないことになっているようで，そのため学校に行けない多

数の子ども達がいるということであった。そしてこのMCLの保育園建設の要請に応じ，コタ

バト州及びその周辺の三か所に保育園を建設することを約束した。

したがってフィールドワークに行く主目的は，現地に行き，地元の住人や子どもたちと対話

をしながら保育園建設の候補地を下見することにあった。しかしながら，現地の状況をつぶさ

に見聞していくうちに，仮に保育園を建設して小学校，中学校と進学がかなったところで，卒

業後に生計を立てることは難しいと予想され，将来の仕事を探すことが，より優先される課題

となっていった。そして現地での起業がこの課題への解決法の一つと思われたため，NGOミ

ンダナオ子ども図書館で共同生活を送っていた約200名の生徒たちや，下見のために訪問した

バランガイ（村落）の住人達から，起業に関する聞き取り調査を併せて行った。

ただし，起業に関する聞き取りはできない地域も多くあった。たとえば2010年8月15日，
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ミンダナオ島西方のキダパワン市から，さらに西方に進み，プランギ川をカヤック型の手漕ぎ

ボートで渡河し，ピキット市の近くのマブンタスという中州のバランガイ（集落）に行った。

その際は，自動小銃等で武装したフィリピン軍15名ほどに周囲を円陣に警護されながら，デ

イケアセンターの候補地を視察した。その地域は独立を主張して抵抗運動を続けるイスラム系

ゲリラ（モロ・イスラム戦線）と共産主義系のゲリラが政府軍と三つ巴で紛争を繰り返してい

た。それに対してフィリピン軍の要請で米軍が空爆を行ったが，その際，劣化ウラン弾が使用

されたという証言が複数あった。その証言を裏付けるかのように，周囲のバランガイで会った

子どもたちの中には目や指や唇など身体の末端に，明瞭な障害を抱える子ども達が複数いた。

したがって，現地住民も政府側に対して好感を持っていたとは思われない状況であり，日本か

らの教育NGO活動というのも非常に微妙な立場にあった。子ども達は概して明るく，ほほえ

みながら興味深そうに近寄ってきた。その中の男の子一人に，将来何になりたいかを聞いた

ら，軍に入りたいと答え，自動小銃を構えた兵士とじゃれ合っていたのを覚えている。

このように，戦禍の残る地域では，起業に関する意識調査という行為は，あまりにも場違い

であるような思いがあった。

2 海外への出稼ぎ経済
NGOミンダナオ子ども図書館で共同生活を送っていた生徒達に聞くと，家族の兄弟姉妹数

は概ね5人から10人であった。子どもの数が多いのは，熱心なカトリック教徒が多いことも

あるかもしれないし，あるいは避妊や中絶をする道具や施設が整っていなかったからかもしれ

ない。2012年末の法改正まで，フィリピンでは中絶は憲法で一律禁止されていた。比較的都

市部であるキダパワン市内の総合商店にはひっそりとコンドームが売ってあったが，村々の小

さな店では見かけなかった。出産は病院ではなく，近所に住む産婆的な役割の人々が行うた

め，人間関係が緊密な村落共同体の中で中絶の施術を行うのは精神的な負担のかかる，そして

非常に危険な作業となっただろう。

子ども達が多い場合，子どもの成長につれて家計は苦しくなる。そこで，ひとまず食い扶持

を減らすためにNGO団体へ子どもを預けたり，あるいは家事や仕事を手伝わせるのが一般で，

男子はその体力を活かして小学校の頃から家の仕事を手伝うのが当然とされていた。一方，女

子のごく一部には特別な仕事を与えられる者もいた。それは，一家を代表して出稼ぎ労働者と

なることである。

当時，キダパワン市の一般的な給与は，工事現場労働者の日給が180円程度，スーパーの店

員の月収が4千5百円程度，私立学校教師が1万円程度，公務員が2万円程度，NGO職員は8

千円から1万円で働いていた。これはコタバト州都で都市部といえるキダパワン市の水準であ

るから，農業を基幹産業としている周辺の村落の現金収入は，これに比して格段に低かったで
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あろう。したがって都市への出稼ぎ，あるいは海外への出稼ぎは，各家庭における現金収入源

として非常に重要なものとされていた。しかし，出稼ぎをさせるのも子どもを送り出すための

準備や資金が必要であり，一種の投資となる。子どもが出稼ぎに失敗して里帰りした場合に

は，近所からの借金だけが残る場合もある。そのため，一家で最も優秀な子どもを送り出そう

とするようになる。男子は肉体労働者として近隣の都市へ送り出すことができるが，肉体労働

に向かない女子の方はそうはいかない。そこで，特に優秀な女子に教育を施し，時には村全体

でお金を出し合って海外へ出稼ぎに送るという構図ができあがる。

そういう構図があれば，学校でも勉強熱心なのは女子であり，特にフィリピンでは第二公用

語になっている英語の会話力に長けてくるのも女性となる。したがってインタビューは英語で

行われたが，対応したのは女性が圧倒的に多く，特に農村部では男性は近くにいて微笑んでい

るだけで，会話に加わらないことが多かった。

3 大土地所有制の残滓
2010年代前半のキダパワン市周辺地域は，工業も商業も発達しているわけではなく，多く

の家庭の職業は農業が主であった。したがって手元の資源を利用して起業できる分野としては

農業があげられ，耕地面積を増やしたり，既存の畑での収穫の効率化を図ったり，あるいは新

たな商品作物に着手したりするのが，家庭での収入を増すための身近な起業的行為となるはず

である。

しかし，フィリピンでは，17世紀のスペイン植民地化政策下において土地の共有から私的

所有化がすすめられ，さらに19世紀末のスペイン領有からアメリカ領有へ移行した際には，

大土地所有制の近代化が施行されて地主の所有権が法的に整えられた。従来，土地を個人で所

有するという慣習や，所有権や借地権の制度もなく農業を営んでいたミンダナオ島の住人は，

こうして外部者からの不条理な管理を強いられ続けることになった。

したがって耕作地の規模を拡大するには，大地主や近隣の仲間から土地を新たに借りねばな

らず，商品作物を作るには土地の入手に加えて，貸し主への特別の料金を支払う必要があった

りするなど，現状の労働形態を変えようとするのは非常に困難なようで，耕作地の拡大や商品

作物への着手を提案してみても，彼らは笑いながら首をかしげるばかりだった。

また，一度紛争や組織的な犯罪が起これば，田畑や農作物が壊滅的な打撃を受けることもあ

る。紛争隣接地域ではこのリスクが常にあり，将来のために借金をして投資しようというイン

センティブは低くなってしまうかもしれない

※（同時期の南コタバト州での調査については参考文献）。

当時，ミンダナオ子ども図書館の周辺の広大なバナナ園はすべてがDollであった。そのバナ

ナ園で周辺の住人たちがアルバイトをしていた。一日働いて100円程度の安い日給ではあった
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が，住人達によれば収入がないよりはましだという。自分たちでバナナを作ってはどうか，と

聞くと誰しもが訝し気な視線を返してきた。それはバナナを栽培するのが難しいからではな

かった。単純に土地の権利の問題だった。地権者は1haあたり2万円／年ほどで広大な土地を

一括して長期でバナナ会社にリースしていた。なお，外資による広大なバナナ園の経営と現地

住人達による低賃金労働によって，日本向けのバナナ価格が低く抑えられ続けている現状は，

以前から指摘されているとおりである。

その点，山岳地帯のマノボ族の集落に行くと村人たちがバナナを栽培していた。自分たちが

食べるために栽培しているようで，日本で見かけるバナナとは異なる種類であり，味は良かっ

たが，バナナのサイズが小さかったり種があったりした。そのバナナを栽培している山岳の傾

斜地はすべて住民の不法占有地とされていた。幸いにも山岳地のため土地の活用がされにくい

ため，土地の所有者は活用ができず，そして文句も言わないようであった。

第二章 起業的行為の実例

以下6件は，12回の記録を基に，起業，あるいはそれに類する行為をエピソード的に記述

したものである。先述のとおり，12回の現地での聞き取りは多岐に及んでいるが，制度的制

約や紛争の影響により，人々の生活は現状維持を旨とし新しいことに挑戦しようという機運は

薄かった。そのような中でも営まれていた起業的行為に関して報告し，そしてこれらを基に，

起業的行為の分類を試みる。

その1 サリサリストアの経営
フィリピンの田舎に行けば，今でも自宅の一部を小さな店に改造し，大きなスーパーから

買ってきて並べて売っている店がある。日本のように，店に入口があってお客が店内に入って

自分で商品を手に取って選ぶスタイルではない。小さめのガラスなしの窓があって，客は外の

道路に立ちながら店内を覗き込み，欲しいものを口頭で店員に指示し，店員がそれを手に取っ

て商品を買うというスタイルが一般的である。小さめの窓には，防犯のためか，鉄格子がはめ

られている店も少なくない。フィリピンではこのようなストアは，サリサリストアと呼ばれて

各地で定着しているようである。

※（参照サリサリ論文）

このサリサリストアがNGOミンダナオ子ども図書館の傍に作られ，経営されていた。商品

数は日常雑貨や消耗品，お菓子など100種類ほどで，商品は，NGOのスタッフが近くのメガ

パレンゲ（大きな市場）へ買い出しに行った時，ついでに仕入れてきて，それらを商品として

サリサリストアに並べていた。仕入れ値の10％ほどを上乗せしてそのまま売っていたり，石
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鹸や飴やボールペンなどは，大口の袋で仕入れてきて，それをばら売りして売ったりしてい

た。そして学校から帰ってきた生徒達が交代で店番をやっていた。

歩いて10分以内の近所にサリサリストアが2軒あった。店へ行くと，値段設定は，全く同

じだった。その店に，NGOがこんなに近くに店を出すと困るだろう，と聞いてみた。しかし，

両店とも「仲間だから構わない」という回答だった。価格が同じで競争相手が増えていくと，

それだけお客も減るだろうから，これは不思議な回答である。

サリサリストアに興味を持ったため，ダバオ市内の5軒のサリサリストアに，業務拡大の提

案をしてみた。現地では日本製品に対する信頼は厚かったため，日本のものは中古でも大変重

宝されていた。そこで，バザーで売れ残った物品を日本から無料で送るから，それを商品とし

て店で扱わないか，という提案をしてみた。簡単な契約書まで作成して説明して回った。店か

らすれば元手もなく，そしてさしたる手間もなく開始できるので，次々と提案を受け入れるだ

ろうと思っていた。

しかし，熱帯の炎天下，丁寧に店を回ってみた結果，サリサリストア5軒中，受け入れたの

は1軒だけであった。その1軒も乗り気というよりは，こちらが暑い中一生懸命やっているか

ら付き合っているという観であった。断られた真の理由はわからないが，「そんなことはした

くない」「今のままでよい」という答えが笑顔とともに返されてきた。さしたる手間もなく，

大きな商機があるのに，それを断って現状を維持しようとするのはなぜだろうか。

その2 トゥクトゥクタクシー
フィリピンでもタクシー業は特殊免許制度が整いつつあり，素人が自家用車を使ってお客を

乗せるのは違法視されるようになっていた。しかし，それもマニラなどの大都市の話で，地方

では自家用車をタクシーにして一日単位の予約制で人を乗せたり，あるいはバイクを改造して

屋根付きの架台を連結したり，牽引したりしてお客を運べるようにしたトゥクトゥクタクシー

がよく走っていた。このトゥクトゥクタクシーは，自動車よりも格安で入手できることもあっ

て，台数が多かった。バス停のそばや街角には，トゥクトゥクタクシーのたまり場のようなと

ころがあり，そこへいって行き先を告げて値段交渉をすると，その中の誰かが格安で現地まで

乗せてくれた。

MCLのあるキダパワン市には，毎回マニラを経由してダバオに飛び，そしてバスターミナ

ルへ行って，ダバオからキダパワン行きのバンバス（個人経営者が自家用のワンボックスカー

で人を運ぶ。定員を超えていることもよくある）に乗る。そしてキダパワンのバスターミナル

からは，トゥクトゥクタクシーに乗り換えてMCLへ行くのだが，あるとき女性の同伴者が多

かったため，トゥクトゥクタクシーに二組ずつ2台に分けて乗せてもらったことがある。

上述したようにトゥクトゥクタクシーはバイクを改造したものである。バイクは中国製の
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125ccが多く，もともとは一人か二人の人間を乗せて走るために作られている。そこに大きな

屋根付きの重い架台を連結させてトゥクトゥクタクシーに改造し，運転手も併せて3人が乗

り，しかも数日分の重い荷物を二人分無理矢理載せたので，バイクは最初からスピードも出な

かった。それでも2台のバイクは走り始めたので，なんとかなるのだろうと思ってそのまま

乗っていた。

走り始めて30分もしたら，1台のトゥクトゥクタクシーは突然止まってしまった。途中の

何もない道路で，止まったままエンジンも全くかからない。どうするんだろうと思うと，もう

一台のトゥクトゥクタクシーの運転手が携帯電話で連絡を取り，数十分後に別のトゥクトゥク

タクシーが来ることになった。待っている間に運転手達と話をすることができた。

今回，壊れた箇所はバイクのエンジン部分で，修理ではなくバイクの買い換えになってしま

う。友人達に誘われてこの商売を始めたのは先月からで，友人達に借金を返し始めたばかりで

ある。それなのにまた借金を追加してバイクを買い直さなくてはならない，という話であっ

た。他に仕事はないのかと聞くと，ない，と答えた。バイクの故障に遭った運転手も含めて，

二人の運転手は終始笑っていた。笑う理由は全く分からない。ようやく到着したトゥクトゥク

タクシーの運転手仲間も，壊れたトゥクトゥクタクシーをみて，そして顔を見合わせて笑い

合っていた。生活のかかった非常に深刻な事態になっていると思い込んでいたため，不思議に

思いながら彼をその場に残して目的地MCLへと向かった。

トゥクトゥクタクシー業を起業してすぐにトラブルがあった場合，運転資金も貯蓄もない彼

らはどうしているのだろうか。仮に仲間同士で当然のように融通し合うという慣習がある場合

には，トゥクトゥクタクシー業を会社で組織で行う（法人登録して行う）ことと何か違いがあ

るだろうか。アクシデントに見舞われた彼には，トゥクトゥクタクシー業をやめるという選択

肢はなかったのだろうか。

その3 高品質違法コピー腕時計販売
マニラで宿泊したホテル周辺の露店商で，非常に安い腕時計が並んでいた。1本800円程度

で，デザインが非常にいい。よく見ると全てブランドのロゴが使用されている。いわゆるバッ

タものである。まとめて買ってみようと思って店屋の女性と話をしながら選んでいた。ところ

が私が日本人だとわかると，彼女は態度を変えて，商品は向こうにもっとあるといいだした。

店をそのままに二人で少し離れたところへ行くと，ちょっとした住宅地の間に入っていき，彼

女はとある家に入っていったかと思うとすぐに出てきて，ここだという。入り口のドアを開け

て入ったところには木の箱が10数個あり，それぞれにたくさんの時計が並べてある。その店

の主人と交代するようにして女性は仕事場へ戻っていった。

その箱の時計は先のものより値段が上がり，1個3千円から5千円となっていた。見た目も
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格段に良くなった。ベルトもゴム製ベルトだったのが金属製になり，時計のバックルも薄い

バックルから重みのあるものに変わった。時計のブランドも，高級志向の有名なブランドに

なっていた。

帰りの税関検査で引っかかれば面倒なことになるし，そもそも購入するのは経済の歪みを助

長するようで良くないと思い，断り文句として「欲しいのはオーディマピゲだ。残念ながらこ

こにはない」というと，店の男性が「ある。こちらへ来い」といって手招きをして歩き出し

た。仕方なくついていくと，男性は街中へどんどん歩いていき，5分ほどついて行くと，小さ

な小汚いビルの地下に案内された。地下にある部屋の中に入ると店の内装はビルの外観と違っ

てしっかりとした高級店仕様となっていた。勧められるままにソファーに座ると，目の前のガ

ラスのテーブルの上に次々と時計を置き始めた。それらはロレックスのデイトナ，オメガのス

ピードマスター，タグホイヤーのカレラ，ブライトリングやパネラといった数十万円は下らな

い一流ブランド品のバッタ物である。リクエストしてしまったブランド，オーディマ・ピゲも

ちょっと厚めであるが五本ほど並べられた。これらの時計はすべて一律3万円だという。

手に取ってみると，遠目では一瞥しても分からないくらいの非常に高い完成度であり，重量

感もしっかりとしていた。時計の厚いバックルにはブランドマークが深く刻印されている。た

だし，ベルトの光沢にはまだ安物感が残り，時計の竜頭の回り具合は非常に堅いものもあり，

自動巻きで動くはずのゼンマイのシステムに信頼性は薄いように思われた。そもそも違法コ

ピーものをはめて使う趣味はないので，ここはなんとか断りたい。しかしスタッフは男性ばか

り五人ほどおり，私を囲むようにして次々と時計を薦めてくる。

そこでクレジットカードで支払うということにして，体格の良いスタッフ一名とともに店を

出た。クレジット支払いのレジ（普通の衣料品店）に行って支払いを済ませようとしたが，あ

らかじめ用意して持っていた，使えなくしたクレジットカードだったので支払いができない。

厳ついスタッフは他にクレジットカードはないのか，現金を下ろせないのか，等と30分ほど

頑張っていたが，ようやく諦めて解放してくれた。

あのような完成度の高い腕時計を多様に大量に作るには，家庭での手作業では無理であり，

相応の設備が必要である。仮に海外で製造しているとすれば，陸路での搬送ができない島嶼国

フィリピンへの輸出入時のリスクがある。したがって違法コピー製品の輸出入に関して，それに

寛容な見えないシステムが存在しているのかもしれない。あるいは周辺の国々から航空機や船

舶で大量に輸入しているのではなく，フィリピン国内に量産できる町工場があるのかもしれない。

輸入にしても，工場での製造のいずれにしても，その違法行為を見逃すシステムが存在する

ことになる。いわゆる地下経済の一種iii）であるが，これは起業という面からどのように評価さ

iii）地下経済（闇経済）とは政府当局から金銭的，規制的，制度的に意図的に隠蔽された財貨・サービスの↗
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れるべきだろうか。

その4 大学の起業家育成学科
2012年4月4日は，ダバオ市にあるミンダナオ国際大学を訪問し，学長や学部長と会談し

た。ミンダナオ国際大学は，2002年，日系人のフィリピン・ボランティア協会によって設立

された大学で，その当時はフィリピン唯一の日本語学科を有する大学であった。

この大学には起業家育成学科があったが，自分たちで考案したビジネスプランに基づいて，

3年生と4年生のグループが実際に五つの起業を行い，経営をしていた。

起業したショップは，

1）アイスクリーム屋（4年生）

2）ハロハロ屋（4年生）

3）バーガー屋（3年生）

4）ゆで卵フライ屋（3年生）

5）コピーショップ（3年生）

であった。4年生の話では，アイスクリームとハロハロで売上げは18万円程度（おそらく

開催期間の数ヶ月間）。この学内での運営の実践を基にして，卒業後に自分の起業につなげて

ゆくという話であった。

コピーショップは学外にあったが，それは起業というよりは，既存のコピーショップを大学

生がアルバイト感覚で運営しているという雰囲気であった。他の店舗も学内で屋台のような風

体で開業しているものの，見たところでは閉店しているようであった（午後3時頃）。起業と

はいっても前年までにやったことの模倣に過ぎず，経営とはいっても顧客管理も人員配置も店

全体の利益も分からず，決算などの会計的な作業もないようであった。商品を誰が購入したか

（大学関係者など身内なのか，外部の客なのか），開店していた期間は実質どのくらいか，売上

げからかかった費用や大学からの支援を差し引いた利益は，どのくらいであったかは不明であ

る。また，そもそも18万円の売上げにも裏付けがないため，詳細は分からない。したがって

その時には，日本の大学の学園祭で出されている期間限定の屋台の方が，まだ経営らしい経営

をやっているのではないか，という感想を持っていた。

しかし18万円の売上げというのは，ダバオ市内と日本での金銭感覚の差からすると，100

万円程度に換算されるだろう。また，大学からの支援は，取引コストの高い周辺地域の社会的

なインフラを補うもの，あるいは公的団体や企業からの返却不要の助成金と考えることもでき

生産活動で，非公式経済，ブラックマーケット，闇経済，グレイマーケットなどと呼称されるものをすべ

て含む。各国ごとの地下経済の規模の資料としては，GLOBAL NOTE（https：／／www．globalnote．jp／

post-3916．html）。

↘
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る。顧客が不特定多数ではなく極端な偏りがあったとしても，起業されたその店は毎年開かれ

て維持されており，顧客限定の会員制モールと考えることもできる。こうした学生の学内起業

は，どのように考えるべきだろうか。

その5 物乞い的商売
日本の軽犯罪法では，その22号で「こじきをし，又はこじきをさせた者」は，拘留又は科

料に処すると定めている。また，いわゆるホームレスに関しても軽犯罪法1条4号で「生計の

途がないのに，働く能力がありながら職業に就く意思を有せず，且つ，一定の住居を持たない

者で諸方をうろついた者」と定義して拘留又は科料に処すると定められている。いずれも犯罪

の一類型で，先進国においては珍しくはない犯罪類型iv）である。

ダバオ市内にも見かけたが，マニラにはたくさんの物乞い，あるいは物乞い的商売人がい

た。赤ちゃんを抱いて手を伸ばしてくる母親，小さな花を手渡して手を伸ばしてくる少女，真

昼の暑い中，道路脇に寝そべってお金を投げ入れる箱を置いている男性，赤信号で車が止まる

と窓を叩いてお金をせびりにくる男の子・・・。さまざまな物乞い的商売が見受けられるが，

そこにはいくつかの商売のパターンがある。したがって，ここでは個々人が生活に困窮して乞

食を行うv）というよりは，人々の憐憫に訴えて金品をもらう乞食という手法によって商売を

し，生計の一部を支えている物乞い的行為とみれば，こうした形態の中には起業的行為とみる

ことができるかもしれない。

そのような物乞い的行為をする人々の中で，ストリートチルドレンを装う二人の少女がい

た。彼女たちは，マニラで宿泊していたホテルの玄関から少し離れたところにいた。夜ご飯を

食べようと徒歩で外に出た私と目が合うと，二人ですかさず寄ってきて，「お金を下さい」と

言ってきた。小学校の低学年と高学年くらいの年齢の少女二人である。姉妹か，ときくと「そ

うだ」と答え，お金はあげられないというと「なぜ」と聞いてくる。そこで，「ここで私がお

金をあげるとお金をもらおうとする癖を助長するかもしれない。それは将来のあなたたちのた

めにならない」というようなことを説明した。（参照：ルンペン経済性）すると姉の方は，「分

かります」と答える。その表情は，適当に相づちを打っているわけではなく，理解の上で答え

iv）1600年代のイギリスを起源とする浮浪法に関しては，「アメリカにおける反ホームレス法の憲法適合性

（1）」（橋本，xxxx）。

v）乞食とは「他人の憐憫や同情に訴えかけて金品の交付を求めること」であり，現在の日本でも時折見かけ

る犯罪類型である。最近の執行例では，インターネットを利用した類型がある。2015年2月に香川県でイ

ンターネット動画配信サイトを使って物乞い行為（「高松駅周辺にいるのでお年玉をこのカップに入れてく

ださい」などと中継し，不特定多数の閲覧者に金品を乞うた）をしたとして，23歳無職の男性が書類送検

されている。
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ているように見えた。そしてその目は，ストリートチルドレンの疲れたそれではなく，普通の

賢い女の子の目にも見えた。話を聞いてみたくなって，お金はあげられないが，食べ物ならお

店で買ってあげるというと，喜んで付いてきた。

道すがら両親はどうしているのかときくと，妹が何か答えようとしたのを姉が制して，「父

も母もいない」と言う。昨日はどこに寝ていたのか，というと「道路だ」と言う。おとといは

どこで寝ていたのかと聞いても同じ答えなので，でもあなたたちはかわいい服を着ていると

言ってみた。妹が「ありがとう」と嬉しそうな顔をしたのを姉がダメダメという感じで現地語

で制していた。私はそれを見て笑ってしまっていた。

コンビニエンスストアで買い物をした。二三日まともに食事をせずに路上生活をしていたと

いう割りには，二人ともお菓子ばかりを買っておいしそうに食べている。生活用品や夕食っぽ

いものは買っていない。一緒に来た道を戻りながら再び話を聞くと，実は家はすぐ近所にあ

り，元気な両親がいて普通に学校にも通っており，学校から帰るとこうして自分たちのお小遣

いを稼いでいる，という話だった。時折数千円もらうことがあるが，そういうときは両親にあ

げている，と悪びれることもなく，笑いながらいう。コンビニで買ったスナック菓子を食べな

がら手を振るその少女達と，途中で別れた。少女達は家の方向に元気に走っていった。

仮に彼女たちが学校帰りにほぼ毎日このようなことをやっていて，月に10日くらいはこの

商売に成功するとする。そして合計金額が1万ペソ程度（当時のレートで1万8千円ほど。そ

して日本の金銭感覚では12万円程度）であるとすれば，彼女たちのこの反復性のある行為は

どのように評価されるべきなのだろうか。

その6 日本へ出稼ぎをした女性のいる村
ミンダナオ島中西部のアポイアポイという村落へ行ったとき，日本に出稼ぎに行ったという

女性に会った。家の外壁は周囲に比べると派手な赤系であった。そこから派手な洋服を着た女

性が「社長さん」といいながら出てきた。当時は村落内には観光資源もなかったため，村に外

国人が来ることは殆どなく，日本人は中国人や韓国人と一絡げにされがちであったが，その派

手な女性は，「日本人，すぐ分かるよ」とたどたどしく言っていた。

話によると，彼女は昔，十数年，来日して東京で働いていたらしく，その時にはかなりの給

料をもらっていて，たくさん仕送りをしていたという。（残念ながら具体的な金額を聞くこと

はできなかった）十数年も毎月仕送りをしていたというのにも驚くが，この周辺の地域の平均

月収が5000円程度（当時の州都キダパワン市の店員の月収）だとすれば，毎月の日本からの

送金額は，少なく見積もっても月収の10倍以上になるはずであり，それを貯蓄していたら，

村では相当の大金持ちになっているはずである。

しかし，実際はそうではない。外壁が周囲と比べて派手に塗られていて，お金持ちの家とい
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う観はあるが，造りも構造も周囲の木造家屋と同じである。聞いてみたところでは，送金した

お金は家族だけではなく，村全体で使われていた模様である。その使用用途を聞いても村の人

は答えてくれないし，出稼ぎをした彼女も知らないという。彼女に，将来何をしたいのか，と

聞いてみると「のんびり暮らすよ」と返ってきた。まだ30代半ばのように思われたが，彼女

の物言いは，既に役目を終えて引退した人のように感じられた。

このようなお金の使われ方をしても彼女がそれを受け入れているのは，彼女が日本へ行くの

に村中でお金を出し合ったのかもしれないし，彼女が義理堅い人だったのかもしれないvi）。し

かし，お金を稼ぎだしてもそれが共同体内でうやむやに使われてしまう場合，そのような地域

に起業家は誕生しうるだろうか。一方で，彼女が出稼ぎに行く際に投資をした人々が，その出

資的行為の対価としての便益を得たと考えると，この出稼ぎ労働は株式会社への投資と似てい

るかもしれない。いずれにせよ，独立した合理的な個人と高度に自立した社会システムを前提

とした起業のイメージは，共有や地域共同体の意識が高い地域には適用できないかもしれない。

第三章 起業的行為の定義づけ

以上の6つのエピソードから，ミンダナオ島中西部における起業的行為に検討を加えて分類

する。

1つめのサリサリストアは，家族経営の小売りショップで，車やバイクで大型のスーパーへ

行って商品を仕入れ，それらに割り増しして小売りを行い，利ざやを稼ぐという形態である

が，店の店長やスタッフには店を大きくしていこうという意欲が感じられないことも特徴で

あった。地元の住人との交流ツールのような役割もあるようで，利益のために効率性を追求し

続けたり，経営の合理化を図り続けるのではなく，中長期のビジョンもなく自分たちが無理な

く楽しくやってゆくことを目的としているように思われる。これは，利潤を最大化してゆこう

とする起業のやり方，経営の仕方とは異なる類型である。

2つめのトゥクトゥクタクシーは，旅客業の端緒ともいうべき起業行為である。特徴は会社

組織形態ではなく，ゆるい仲間同士の相互扶助で経営されている点である。時に誰かが大きな

利益を得たとしても，それは仲間のために使われたり，逆に突如，誰かに大きな損失が出たと

しても，それは仲間同士の助け合いによって埋め合わせられたりしている。仲間全体の収支は

全く分からないし，それどころかそれを計算しないところがうまくいっているコツなのかもし

れない。会社組織を基準にした利益という発想ではなく，仲間同士の漠然としたつながりの中

vi）フィリピンからの日本への当時の出稼ぎ状況や仕送りをする理由に関する検討は，「アジアからの出稼ぎ労

働と送金行動-フィリピンとタイの女性単純労働について」（小保内弘子，xxxx）。
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で，場当たり的に利益を調整し合うというのは，会社組織を基準にする起業のやり方，経営の

仕方とは大きく異なる類型である。

3つめの違法コピー商品の販売は，売っている本人も違法であることを十分に認識した上

で，本来市場に流れるはずのない違法な商品を売るものであり，ミンダナオ島のみならず，マ

ニラ周辺でも堂々としたブラックマーケットとして存在している。そしてこれは時折なされる

警察の取り締まりや，罰金のコストを計算に入れた上で成立している商売である。注目される

べき点は，警察の取り締まりの緩さに期待したり，あるいは警察の取り締まりをかいくぐった

り，捕まって科せられる罰金の金額を差し引いて考えたうえで，違法な物品を製造販売して利

益を得る市場ができあがっていることである。この違法な物品の販売は，その地域の警察権力

や法的強制力の強弱と広狭によってその規模が大きく左右される市場となっている。したがっ

て，その地域の法律や慣習などの制度に依拠した起業といえるだろう。

4つめの大学の学内起業は，一見，起業や商売といったようなものではなく，授業の一環と

して大学の管理下で行われた，時限的な体験学習と思われるかもしれない。しかし資金もない

若者が起業を行うために，良好な社会的な環境や，助成金や補助金といった行政的なサポート

が起業を促進する要素となるのはいうまでもない。情報のアクセス，移動コスト，犯罪率の低

さ，会社設立への手続きの容易さといった起業環境が整っていないような状況で若者が起業を

するには，正確な情報を得たり，移動手段を確保したり，犯罪に遭わないような工夫をした

り，会社設立のために知人から資金集めをしたり，書類を書くための専門家へ依頼したりする

など，起業準備コストが高い。したがって，資本が豊富ではない若者にとっては，通常ならば

起業のための準備さえできないが，大学の内部という起業をサポートする十分な環境が与えら

れさえすれば，比較的容易に収益事業を営むことができる，ともいえるだろう。この大学内起

業は，起業を支援する制度の有無によって起業の可能性が高まる事例であるといえる。

5つめの物乞い的行為は，真正の物乞い的行為（5A）と不真正の物乞い的行為（5B）に分

けて考える必要があるかもしれない。前者は，生活に困窮し，やむなく物乞い行為を行う場合

であり，この起業的行為は，政府の福祉政策の失敗に起因しているといえるかもしれない。後

者の不真正の物乞い的行為は，生計の一部を得るために物乞いを装って金品を得ようとする場

合である。この後者の場合は，犯罪類型的には詐欺に該当するだろうが，彼ら，彼女たちが本

当に生活に困窮しているかどうかを調べ，わずかな金品を取り返すような法的措置を採る者は

限られるだろうし，フィリピン警察も容易に動いてはくれないだろう。したがって前者の真正

の物乞い行為は，福祉制度の欠陥部分からやむなく生まれてきた起業行為であり，後者は現存

の行政制度の網の目をかいくぐって成立している起業的行為といえる。

6つめの出稼ぎは，そもそも起業的行為には当てはまらないかもしれない。しかし，出稼ぎ

に行く者が独立した資金で行くのではなく，通常出稼ぎ者は資金不足であるため，見返りをす
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ることを前提にして複数の者から出稼ぎのための資金を集め，それを原資として他地域で働

き，月々の収入を得て，切り詰めた生活費を超える余剰部分を出資者へ送金し，出資額に応じ

て分配するという形態が一般的であるとすれば，これは設立当初の株式会社への投資に似てい

る。フィリピンでは，株式会社の設立において資金面や書類面などで参入障壁が大きく，ま

た，貧しい村の一個人が資金を調達する手段として銀行などの金融機関から借り入れをするの

も困難である。このような経済環境下では，法人への出資ではなく，代替的に自然人への出資

が行われていると考えることも可能ではないだろうか。

フィリピン経済の特色ともいわれるGDPの10％にも迫る出稼ぎ経済は，フィリピン政府が

ビザの取得などにおいて手厚くサポートし，後押ししているからこそ成立している。先の起業

環境を併せて考えれば，この整備された制度にのっかって出稼ぎに行くのは，国の経済振興の

施策や制度を利用した起業と解釈することもできるだろう。

以上6つは以下のように三つにグループ分けできる。

まず，（1）サリサリストアと（2）トゥクトゥクタクシーのグループである。

この（1）も（2）も通常語られるところの起業のイメージとは大きく異なる。いずれも組織

と収益の最大化を目的とせず，気心知れた自分たちにとって最適な規模を目的とする。事業を

拡大しようとするよりは，自分たちの精神的な満足の方を選択しがちである。これらを自治型

の起業行為として分類する。

次に（3）違法コピー商品の販売と（5）物乞い的行為である。

この（3）や（5）は，既存の法制度の網の目を抜けたグレーゾーンが公然と存在していた

り，あるいは不完全な警察力を背景にした違法行為，制度的欠陥からもたらされる社会問題の

当事者が行う違法行為，そしてそれらを一種の慣習，あるいは可罰性の薄い犯罪として許容す

る社会が存在することで成立している。これらを制度欠陥による起業行為として分類する。

三つ目の類型は，（4）学内起業と（6）出稼ぎである。

この（4）と（6）は，大学や政府，行政がその事業を保護したり促進したりすることで成立

しており，そのサポートがなければ成立しない事業である。これらを，制度を活用した起業行

為として分類する。

以上の三つを，教科書で描かれる起業イメージとも合わせて整理しなおすと，以下のように

再分類できる。

Ａ 普遍主義型起業行為

Ｂ 自治型起業行為 （1）（2）

Ｃ 制度依拠型起業行為 ａ 制度欠陥型（3）（5） ｂ 制度活用型（4）（6）
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A普遍主義型起業は，市場規模の目標をグローバルマーケットを目標とし，強い合法性と自

立した個人，開放的な組織を基盤とする。B自治型起業は，この普遍主義型とは異なり，市場

規模を自分たちでローカルコミュニティマーケットに限定し，弱い合法性と閉鎖的な人間関係

を基盤として成立している。一方，C制度依拠型起業は，普遍主義型や自治型とは異なり，そ

の国や地域にある制度の特性を原因として生まれている起業行為である。制度依拠型において

は，その市場規模を制度が及ぶ行政的範囲とし，合法性をかいくぐる脱合法性と非合法の組織

を基盤としたり（制度欠陥型），あるいは，政府の推奨する施策を利用し，時には合法的なフ

リーライドをしたりする起業行為（制度活用型）があるのが特徴である。

類型B自治型起業行為とC制度依拠型起業行為は，社会不安を抱えた当時のフィリピンのミ

ンダナオ島中西部地域に特有の限定的な形態ではなく，現在のフィリピン全体にも，他の途上

国や中進国，そして先進国においてもあてはまる類型のように思われるし，また，それは，A

普遍主義型起業行為の前段階的な行為，あるいは途上国特有の過渡的な起業形態などとも思わ

れない。

この所感とモデルの検証は，別の論で報告してゆく。

考察

フィリピン・ミンダナオ島中西部におけるフィールド調査を通じて様々なケースを見てきた

が，これらの結果をもとに，いくつかの考察をするvii）。

フィリピンやタイといった東南アジア地域発展途上国とみられている国の一つにベトナムが

ある。特にベトナムは日本との関係が深いviii）。ベトナムは，2021年現在，GDPは，4090億ド

ルで世界39位であるが，2050年には世界20位に入る経済規模を目指している。72か国中の

15歳対象の学習到達度調査では，数学は世界21位，化学は8位となっている。このような状

況から，ベトナムは経済発展の意思があり，教育に関する基礎力もあると推測される。一方，

新聞社の特派員が現地に派遣されて，感じたことを次のように三点に要約している

（宋，2022）。

一点目は，政府批判は罪とされる政治体制である。ベトナムは一党独裁制である。2021年

末にベトナム公安相がイギリスの高級レストランで30万円の金箔に包まれたステーキを有名

vii）以下は，朝日新聞2022年10月16日の記事を中心にしている。

viii）国際労働機関によると，22年時点で56万人のベトナム人が43以上の外国や地域で働いている。この中で

最も多くの人が働いている国が日本である。同時に，日本の厚生労働省の外国人労働者に関する統計で

は，2020年に中国を抜き，ベトナム人が44万人と最も多くなった。出入国管理局の統計によると，日本

に暮らす外国人は，中国の72万人に次ぎ，ベトナム人は43万人と二番目に多い。
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シェフに食べさせてもらっている動画がインターネットに流出した。ダナン在住のフォー

（麺）屋のラム氏は，皮肉を込めてパロディ動画をフェイスブックに投稿したところ，反国家

宣伝罪容疑で逮捕された。二点目は，経済格差である。ハノイの旧市街地の狭い道の路地の壁

面の上にある屋根裏の広さ約6平方メートルほどのタイル張りの床に住んでいる人がいる。家

財道具は，ブラウン管テレビと扇風機程度という。彼は，発展に取り残され，行くところがな

いと述べている。三点目は，外国企業関係者と政府系機関との情報伝達についてである。政府

内の担当者が後から刑事罰を伴う責任追及を恐れて，決定をたらいまわしにすることから，や

り取りが進まないという事態になっている。

以上ベトナムでの状況でみてきたように，個人の自由が制約されている社会状況では新しい

事業を起こすことはむつかしく思える。

経済学のテキストでは，経済学の原理が紹介されている。フィリピンやベトナムの事例から

経済学の原理に照らし合わせて，発展途上国のなにが経済発展の障壁になりうるのかについ

て，考察してみたい。「 」でくくられた文章は，Mankiw（2018）の翻訳から引用したもの

である。

「あるものの費用は，それを得るために放棄したものの価値である」

通常，先進国においては一つの行動に伴う費用は想像以上に不明確であるとされる。例え

ば，ベトナムの例では，前もって確認することが困難な国からの罰則を受ける可能性がある。

罰則の可能性は実際に起こるか起こらないかにかかわらず，起業家にとって大きな費用とな

り，起業意欲が失せてしまう。

「人々は様々なインセンティブ（誘因）に反応する」

合理的な人々が費用と便益とを比較して意思決定するということは，インセンティブに反応

することを意味する。「人々はインセンティブに反応する。残りはすべて，その例証である。」

とまで主張する経済学者もいる。りんごを購入したい人が貧困状態であれば，りんごの価格が

下がったとしても，購入することはできない。ガソリン税を下げて燃費の良い自動車に買い替

えできる先進国では当てはまるとしても，自動車を持たない多くの貧困層にとってはインセン

ティブに反応できない。経済原理が働くためには，顕在化していない前提条件があるのだろ

う。発展途上国における起業を考察するにあたっては，これら前提条件を明らかにしていく必

要があるだろう。多くの人々が貧困状態にあれば，経済学が主張するインセンティブに反応で

きないのである。

「一国の生活水準は，財・サービスの生産能力に依存している」

ある時点での財・サービスの生産能力により，生活水準が規定されるという原理は，ある時

点での財・サービスの生産能力が乏しい状態では，新しい財・サービスの生産能力が大きくは

期待できないということを意味するだろう。この意味で，先進国と発展途上国における起業を
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同列にとらえることは，困難を伴うことが判断できる。

先進国における起業と発展途上国における起業は，一部根本的な部分から見直ししなけれ

ば，効果的な起業は起こらないのではないかと考えられる。
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Ⅰ．問題意識

本稿は顧客やクライアント，サービスの利用者と継続的なコミュニケーションを行い，複雑

な感情管理を行う「高度な感情労働」の内容と，その学習の特徴を明らかにしようとするもの

である。感情労働（emotion work）は，知識労働（knowledge work）とともに，今後の社会

の主要な労働となる可能性が高いものである。Frey and Osborne（2017）によれば，IT

（information technology）やA I （artificial intelligence）の進歩によって，将来多くの仕事が

消滅するか，その価値が低くなってしまう可能性がある1）。そのような中において知識労働と

感情労働は，機械に代替されることなく，人間らしい能力が活かせる仕事だと考えられるので

ある。

感情労働とは，「その職務にふさわしい感情（感情規則）にそって自分の感情を管理すべき

仕事」であり（Hochschild，1983），「自分の感情を誘発したり抑圧したりしながら，相手の中

に適切な精神状態を作り出すために，自分の外見を維持する労働」である（田村，2018）。そ

の中でも本稿が注目するのは，店舗における接客や販売といった比較的単純な感情労働と異な

り，顧客，あるいはサービスの利用者との接触時間がある程度長く，かつそれが一定期間継続

されるような「高度な感情労働」（崎山，2017）である。医療や介護，教育等の，対人支援の

領域に多いものであり，感情労働だけでなく，何らかの専門知識を用いてサービスを行うこと

から，知識労働にも従事する仕事だといえる。具体的な職種をあげるならば，教員，看護師，

介護福祉士，社会保険労務士，あるいは各種のコンサルタントやキャリア支援職（キャリア・

高度な感情労働とその学習の特徴
─インタビュー調査を通じた探索的分析─

＊本学経営学部教授

キーワード：感情労働，知識労働，感情表現，深層演技，省察的学習

1）肉体労働による仕事だけでなく，保険の審査担当者，給与・福利厚生担当者，税務申告書代行者，苦情の

処理・調査担当者，簿記・会計・監査の事務員等，定型的な手続きが多く含まれる知識労働も消滅の可能

性があるとされている。

三 輪 卓 己＊
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カウンセラーや企業研修の講師）などになる。

これらの仕事は人間らしい能力が活かせるだけでなく，長期的な成長が期待できるもので，

社会的な重要性も高いものだといえる。今後はこうした仕事に従事する人が増加することが予

測されるため，高度な感情労働に対する理解が深まることの意義は大きいものと思われる。高

度な感情労働に従事するうえで何が重要になるのか，またそこで成長するために，どのような

学習が必要になるのか，それらを解明することが求められているといえよう。本稿では，教

員，介護福祉士（主にケア・マネジャー），社会保険労務士，ならびにキャリア支援職（就職

支援，カウンセラー，研修講師）を対象に，①彼（彼女）らにとって重要となる感情表現や感

情管理と，②それに取り組むために行われる学習の特徴を，インタビュー調査を通じて明らか

にしていきたい。

Ⅱ．先行研究のレビュー

Ⅱ－1．感情労働の主要な先行研究
感情労働の研究はHochschild（1983）に始まったといわれている。そこでは，感情労働の要

件として，①対面あるいは声による顧客との接触が不可欠であり，②他人の中に何らかの感情

変化，感謝の念や恐怖心などを起こさせなければならず，③それらの職種における雇用者は，

研修や管理体制を通じて労働者の感情活動をある程度支配することがあげられている。顧客や

サービス利用者との接触の中で，組織が定めた感情規則に則り，適切な感情表現をしなければ

ならない仕事だといえるだろう。Hochschild（1983）の研究対象は航空会社の客室乗務員や集

金係であるが，例えば客室乗務員は，乗客がくつろいで飛行機を利用できるように，実際の心

理的状態とは関わりなく，あたかも自分の家の居間にいるかのような雰囲気を作らなければな

らない。そこでは感情の私的な利用が，商業的な利用へと道を譲るのである。感情規則は個人

の自由裁量による感情表現や，他者との個人的な交渉よりも優先されるものとなってしまい，

それは客室乗務員向けのマニュアルや研修の課程，その他あらゆるレベルの上司の指導の中で

公式に定義づけられるのである。

Hochschild（1983）のタイトルである，‘The Managed Heart’には，本来個人のものであ

るはずの感情が，感情規則によって支配され，商品として扱われることが示されている。それ

ゆえ，感情労働に従事する人は，ともすれば実際の感情とは異なる感情表現をしなければなら

なくなり，いわゆる感情的不協和（emotional dissonance）に陥りやすくなる。そしてそのよ

うな経験が蓄積されることによって，バーンアウト（情緒的消耗，脱人格化，個人的達成の減

退）に至ることもありえるのである。Hochschild（1983）はこうした感情労働の負の効果を強

調したのであるが，それはその後の研究にも大きな影響を与えており，多くの研究において感
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情労働とストレス，バーンアウトの関係などが研究されている2）。

さて感情労働の研究は，初期の段階では主に接客サービス等に関わる仕事が対象とされてい

たのであるが，その後，医療や教育，ケアワークなどの社会福祉分野の仕事に対象が広がって

いった。そしてその中から感情労働に関する新たな論点も見出されてきたといえるだろう。

例えば看護師の研究の先駆けにあたるのはSmith（1992）であるが，そこでは，①感情労働

は看護師の仕事の主要な部分であるにもかかわらず，看護師の教育における感情労働のウエイ

トは小さいこと，②専門教育の大半は実習によるもので看護学生は実質的に労働力として期待

されていること，③専門教育は体系的なものではなく，看護学生はあれやこれやとつまみ食い

したように感じていること，④コミュニケーション能力や対人スキルは自らの経験とモデルと

なる先輩たちから学ぶこと，⑤感情労働，あるいはケアリングは生まれ持った資質に頼るも

の，または自然に出来るものと見なされており，教育で学習するものとして扱われないし，高

く評価されもしないこと等が論じられている。それを見ると，感情労働は経験の中で徐々に身

につくものとみなされており，必ずしも専門教育の重要なテーマになっていないことがわか

る。もちろん，感情労働を教室のような場所で効果的に学ぶ方法を確立するのは容易なことで

はないだろうが，Smith（1992）の時点では，それに対する必要性の認識も弱かったことがう

かがい知れる。

また日本においては武井（2001）が，看護は感情労働であることを強調したうえで，患者の

感情に働きかけるという意味と，自らの感情を制御するという両面があること，誰かの感情に

共感できる力を持ちつつ，冷静さを保つ能力が求められること，看護師の仕事は聖職のような

職業倫理が求められる割には評価や報酬が低いこと，看護師のメンタルヘルスが脅かされる可

能性があり，だから離職率も高いこと等が論じられている。このことから，看護師の感情労働

が高度なものであり，同時にハードなものであることがわかる。またSmith（1992），武井

（2001）の研究から，組織が定めた感情規則ではなく，職業倫理に基づく感情労働が存在する

ことや，感情労働の学習は難しいことなど，新たな論点も明らかになったといえるだろう

こうして感情労働の研究対象が広がるのに伴い，その研究方法も多様になっていった。

Hochschild（1983）やSmith（1992）の研究は定性的な研究であるが，その後の研究では感情

労働の定量的な研究が進められ，測定尺度の開発やそれを用いた仮説の検証が行われるように

なっていった。第1表は，それらの代表的な研究の概要をまとめたものである。こうした研究

の増加により，感情労働の研究は詳細になっていったといえる。

2）Morris and Feldman（1996），Brotheridge，and Lee，（2003），Zapf and Holz（2006）他，多くの研究で検

証されている。同時にポジティブな効果の検証を行ったものもある。
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研究者 測定される感情労働の下位次元（測定尺度）
Morris and Feldman（1996） 適切な感情表出の頻度，表出ルールへの注意，表出される感情

の多様性，感情的不協和
Mann（1999） Emotional Labour Inventory

感情表現に関する期待や規則，感情の抑圧，感情の偽装
Brotheridge and Lee（2003） 感情表出の頻度，多様性，強さ，相互作用の継続性，

深層演技，表層演技
Zapf and Holtz（2006） Frankfurt Emotion Work Scale

ポジティブな感情を表出する必要性，ネガティブな感情を表出
する必要性，クライアントの感情に敏感である必要性，感情的
不協和

片山・小笠原・辻・井村・永山
（2005）

（看護師）ELIN（Emotional Labor Inventory for Norse）
探索的理解，表層適応，表出抑制，深層適応

矢部・東條（2011） （中学校教員）自己感情表出の操作，生徒感情の積極的感知，
指導感情表出

第1表 代表的な定量的な研究の概要

出所）筆者作成

ここにあげられた下位次元は，感情労働の内容，すなわち感情表現や感情管理をより細かく

検討し，それを測定可能にしたものだといえるが，それは本稿で分析する高度な感情労働で重

要となる感情表現や感情管理を考えるうえでも参考になるものだといえるだろう。高度な感情

労働に従事する人には，どのような次元が顕著に見られるのか，それを見ることによって彼

（彼女）らの仕事への理解が深まるものと思われる。詳しくは後述するが，ここであげられた

いくつかの下位尺度を参考に，高度な感情労働の分析視点を設定していきたい。

Ⅱ－2．高度な感情労働への注目
さて近年において，高度な感情労働が注目され始めている。Frey and Osborne（2017）で

は，AＩやＩTの発達によって，頭脳労働や知識労働であっても，比較的定型化や標準化がし

やすいものは，それらの技術に代替されてしまうことが述べられている。そしてそれは，感情

労働にも当てはまるのである。

例えば崎山（2017）は，今後の社会では比較的単純な感情労働が減少するか陳腐化してしま

い，高度な感情労働が増えていくことに論及している。ここでいう高度な感情労働とは，顧

客，あるいはサービスの利用者との接触時間がある程度長く，かつそれが一定期間継続される

ような仕事を指している。反対に利用者との接触時間が短く，それが繰り返されないような仕

事は単純な感情労働とみなされることになる。前者の例を具体的に言えば，教員，医師，看護

師，介護福祉士，カウンセラー，各種のコンサルタントなどになるだろう。一方後者の例とし

ては，小売店や飲食店等における接客や案内の仕事があげられる。これからの社会では，そう

した単純な感情労働は減少するのに対し，高度な感情労働は，機械に代替される可能性が低
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く，人間らしい能力を活かせることになると考えられる。

本稿ではそれらの高度な感情労働における感情表現や感情管理を具体的に把握しようとして

いるのであるが，先に見た第1表の感情労働の下位次元も参考にして推察するならば，次のよ

うなものが主な要素として想定できると考えられる。

第1に，感情表現の多様性があげられる。高度な感情労働にあたる仕事は，相手を喜ばせた

り，楽しませることだけでは遂行できない。時には顧客，クライアント，あるいはサービスの

利用者を諫めたり，彼（彼女）らに自省を促すための感情表現をすることが必要になる。もち

ろんもっとポジティブな感情表現，すなわち相手に共感したり，相手を励ますような感情表現

が必要になることもある。高度な感情労働では，状況に応じてこれらの多様な感情表現を使い

分けなければならないのである。それはかなり難易度の高いことであり，誰もが出来るような

ものではない。一定の熟練や経験の積み重ねが必要なものであり，それゆえ，これからの社会

でも重要になると考えられるのである。

第2に，高度な感受性，あるいは顧客，クライアントやサービスの利用者への探索的理解が

必要になることがあげられる。状況に応じた適切な感情表現をするためには，相手の感情を察

知し，潜在的な要望等を理解する必要がある。表面的な言葉のやり取りのみで対応を決めてい

ると，誤ったサービス，あるいは感情表現をしてしまう恐れがある。それゆえ，単純な感情労

働に従事する場合よりも，能動的な探索的理解が求められることになるのである。

そして第3に，高度な感情労働では職務上望ましいと考えられる感情を表出するにあたっ

て，表層演技（surface acting）だけでなく，深層演技（deep acting）が強く求められる（田

村，2018）ことがあげられる。表層演技とは，例え相手に悪い感情を持ったとしてと，それを

表に出さず笑顔で丁寧に接するなど，自分の外見や感情を装うものであり，もう一人の自分を

演じることだといってよい。それゆえ，感情的不協和やバーンアウトの原因になるものだとも

いわれている。一方，深層演技とは自分自身の感じ方をその仕事に適したものに変えていこう

とするものであり，その職業の理想像を体現することを目指すものだといえるだろう。おそら

くその背景には，職業上の倫理観や志などがあるものと思われる。前者は単純な接客などにお

いてもよくみられるものであるが，後者は顧客との信頼関係が非常に重要になる仕事や，公共

サービス部門に多く見られるものだといえる。本稿が注目している，介護，教育関連の仕事や

キャリアを支援する仕事においても，非常に重要なものだといえるだろう。

高度な感情労働には，業務独占や名称独占の公的資格を持つものが多く含まれている。その

ような仕事では，独自の職業倫理や社会的な使命感が共有されており，感情労働はそれに基づ

いて行われることが多くなる。それは組織の感情規則に沿った受動的な感情労働ではなく，自

らの信念に基づいた能動的な感情労働だといえる。永井（2009）が医師や弁護士を含む対人援

助専門職を「感情労働型専門職」と呼んだのは，感情労働を上司からコントロールされておら
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ず，Hochschild（1983）が示した狭義の感情労働の定義からは外れるからである3）。高度な感

情労働には，能動的な深層演技が多くみられるのであり，したがって，ある程度自律的な働き

方も可能になるものと考えられる。

また，そうした仕事では感情労働だけでなく，知識労働にも従事することになる。先の感情

労働型専門職の議論にもあるように，元々ここで議論している仕事の多くは，専門職に分類さ

れることの多い，一定以上の専門教育を必要とするものである。そこにはその専門性に由来す

る高い自律性があるものと思われる。それゆえ高度な感情労働は，バーンアウトやストレスな

どのネガティブな効果だけでなく，満足ややりがい，達成感といったポジティブな効果も生み

やすくなるものと考えられる。

Ⅱ－3．高度な感情労働に従事する人の学習
高度な感情労働に注目する際に，議論すべきもう一つのテーマは，感情労働に従事する人は

どのように学び，成長するのかということである。高度な感情労働は複雑な感情表現などを要

するもので，それを適切に行うためには，ある程度の学習の蓄積が必要になるものと思われ

る。その学習の方法やプロセスの研究は，今後の社会における中核的な労働者の成長過程を解

き明かすという意味で，極めて重要なものになるといえる。

先行研究においては，感情労働は体系的に学ぶことが難しく，学校教育の授業のように教室

で学ぶのに適していないといわれることが多い。それゆえ働く場において，実際の仕事の経験

や人との相互作用を通じて行われる学習が注目されることになる。

先述の通り，Smith（1992）では，看護師の専門教育の大半は実習によるものであることが

明らかにされている。そしてその専門教育は体系的なものではなく，つまみ食いのような形で

行われがちであること，中でも感情労働やケアリングは，教育で学習するものとして扱われて

いないことも述べられている。それらのために必要なコミュニケーション能力や対人スキル

は，自らの経験とモデルとなる先輩たちから学んでいるのである。

Smith（1992）の研究からは30年が経過しているものの，現在でもその傾向は継続してい

るようである。看護師，教員，ケアマネジャーを対象とした三輪（2021）の調査結果において

も，ロールプレイングを取り入れた一部の先進的な教育訓練の事例を除き，個人の経験や努力

に依存した学習が中心になっていることが示されている。やはり，感情労働を学ぶうえでは現

場での経験が重要であり，それに頼ることにもなりえるのだろう。

ケアワーカーやソーシャルワーカー等の感情労働従事者に関する研究では，早くからこうした

経験に基づく学習が論じられており，彼（彼女）らにとっての省察的学習（reflective learning）

3）教員や医療現場における感情労働の増進については，三輪（2021）を参照されたい。
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の重要性が指摘されている。省察的学習は，Dewey（1933）の省察的思考（reflective

thinking）に基づく学習であり，実践を振り返り，経験を捉え直すことで行う学習である。

Baker（1996）は，省察的学習を「創造的にそれぞれの経験を見直し，自分の言葉でその意味

を明らかにし，探究する過程であり，自己認識，自己実現，新しい知識の発展を促すものであ

る」と定義している。そこでは本来，知ることと行うことは分かちがたく結びついていると考

えられており，テキストや教室で学ぶことよりも実践を通じて学ぶことが重視されている。感

情労働に関していえば，例えば南（2007）において，「ソーシャルワーカーは自己の実践をふ

りかえり，状況理解を深め，さらに自分自身に気づき，気づいて変えていこうとする『省察

力』を身につけていくことが望まれる」と述べられている。これは高度な感情労働に従事する

人が，Schön（1983）のいう省察的実践家（reflective practitioner）にならねばならないこと

を意味していると考えられる。

また看護師，保健師，ソーシャルワーカー，保育士，児童館職員，ケースワーカーなどの対人

支援職者を研究対象とした高橋・槇石（2015）においても，同様に実践を通じた学習の重要性

が述べられている。中でも彼（彼女）らが注目したのが，実践共同体（community of practice）

における学習である。

Wenger，McDermott and Snyder（2002）は実践共同体を，「あるテーマに関する関心や問

題熱意などを共有し，その分野の知識や技能を持続的な相互交流を通じて深めていく人々の集

団である」と定義している。そこでは，参加者が実践共同体の一部になるということに価値を

見出しながら，実践共同体に参加を深めていくこと（正統的周辺参加）を通して，技能の獲得

と成員のアイデンティティの発達を達成していくとされている。高橋・槇石（2015）では，そ

うした学習がケアワーカーやソーシャルワーカーの成長に強く関わっていることが論じられて

いる。

看護師を例にあげるならば，病院内で行われるカンファレンスが新人に対する意識的な教育

機会としての意味を持つことに注目している。そして「新人看護師による患者の症状に合わせ

た看護ケアプランとか，観察のポイント，処遇の適否など，カンファレンスは教育の場として

意識的に使われている。さらにカンファレンスは混乱事例をめぐる解決方法を作り上げる協同

の場でもある。とりわけ患者や家族との関係をどのように調整するのかということはある意味

で一つの正解がない『真なる問い』としての性格を持つ。この看護の過程で遭遇する問題を解

決すべく情報を集め，状況についての理解を整理しながら，解決方法を協同で作り上げる創造

的なプロセスである」4）とその意義を述べている。

またソーシャルワーカーについては，「個々（の利用者）に応じた支援を行うための分野横

4）高橋・槇石（2015），67頁。
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断的な知識や専門的な支援技術とともに，コンテキストが異なる人々との間で支援関係の構築

を図っていく省察的で高度なコミュニケーション能力が必要とされる」と述べたうえで，「他

の福祉現場と比較してより多くの他分野の知識と手法の理解，専門性を横断して共通認識を図

るコミュニケーション能力，多職種からの信頼を獲得するための態度など，ソーシャルワーク

の専門職としての高度な力量が要求される」ことを指摘し5），組織の境界を越えた実践共同体

への参加の必要性と有効性が主張されている。

以上の議論から，高度な感情労働従事者にとって，実践を通じた学習や省察的学習が，彼

（彼女）らの成長において，そしてとりわけ感情労働の熟練において重要であることが推察で

きる。またその有効な方法として，組織内外の実践共同体への参加があることも推察できる。

本稿ではこうした認識をもとに，高度な感情労働に従事する人の学習の特徴について実態を見

ていきたい。

Ⅲ．研究方法と分析視点

ここからは前節までに見てきた先行研究を踏まえて，本稿における具体的な研究の方法と分

析視点を定めていきたい。本稿では教員や介護福祉士（主にケア・マネジャー），社会保険労

務士，ならびにキャリア支援職（カウンセラーや企業研修の講師）を研究対象とし，①彼（彼

女）らにとって重要となる感情表現や感情管理と，②それに取り組むために行われる学習の特

徴を明らかにするという研究課題を掲げている。

この課題に取り組むための研究方法として，実際に上記の仕事に従事する人たちへのインタ

ビュー調査を行うのであるが，その理由は次のようなものである。

1つには高度な感情労働の研究蓄積はそれほど多くなく，感情表現や感情管理を見るにして

も，学習方法を分析するにしても，仮説を立てて検証するような段階にはないと思われるから

である。片山他（2005）による看護師の研究や，矢部・東條（2011）による中学教員の研究に

見られるように，高度な感情労働を測定するための尺度開発も行われつつあるのだが，それら

は一部の職種に特化したものであり，複数の職種を研究対象にする場合には，それらをそのま

ま使うわけにはいかないだろう。むしろ，そうした先行研究を参考にしつつも，より柔軟で新

たな発見の可能性がある研究方法を採用する方が適切であろう。その意味で，インタビュー調

査を通じて，重要な事実を一つ一つ見つけ，それを積み上げて結び付けてくような探索型の研

究方法が望ましいものと思われる。

またもう1つには，インタビュー調査は研究するテーマの背景や，経時的な変化のプロセス

5）高橋・槇石（2015），140頁。
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等を含めた調査が可能だからである。例えば感情表現の多様性という感情労働の特徴について

見ても，なぜ多様な表出が必要になるのかといった理由や背景が存在するはずである。同じよ

うに，感情労働の学習が省察的に行われるとしても，そこには独自の背景やプロセスがあるは

ずである。インタビュー調査には，それらのことを含めた調査ができるというメリットがあ

る。それゆえ本稿ではインタビュー調査を研究方法として選択したのである。

さて次に，インタビュー調査とその分析を行う上で，基本的な分析視点を設定しておきた

い。

まず重要となる感情表現や感情管理についてであるが，第1表でみた先行研究を参考に，①

感情表現の多様性，②クライアント，利用者感情への敏感さ（探索的理解），③深層演技（感

情規則に縛られるか否か），④感情的不協和について見ていくものとする。これらは複雑なコ

ミュニケーションを継続的に行う感情労働に必要なものだと思われるからである。また深層演

技は感情労働型専門職に顕著に見られる特徴だと推察され，かつそれが感情労働のポジティブ

な効果に関連する可能性があるものと考えられる。そしてもちろんこれらを見るだけでなく，

感情労働のネガティブな効果と関係のある感情的不協和や，そうした感情表現や感情管理が大

事になる理由，背景についての考察も行いたい。

次に，高度な感情労働の学習の特徴についてであるが，多くの先行研究が指摘しているよう

に，そこにおいて省察的な学習が重要になることは想像に難くない。感情労働は標準化，定型

化したコンテンツを，教室で学ぶといったことが難しい。それゆえ，現場での経験を通じた省

察的な学習が有効になると思われるのであるが，それを確認する必要があるだろう。またその

際，何等かの形での実践共同体が活用されることが多いことも推察されるが，その実態を見る

ことも必要であろう。

その一方で，研究対象となる職種は知識労働も行うことから，何らかの形での専門知識等の

体系的な学習も必要になるものと思われる。それを考慮すると，高度な感情労働に従事する人

は，省察的学習と体系的な学習の双方を行い，それによって成長すると考えられる。したがっ

て双方の内容や意義を具体的に把握することが重要になると思われる。

Ⅳ．調査の分析結果

Ⅳ－1．調査の概要
インタビュー調査は，2019年の8月から2022年の2月にかけて行った。全部で16名の協

力が得られている。インタビューの方法は，勤務先に訪問して対面形式で行うか，もしくはオ

ンラインで行う形式が取られ，60分から90分程度，話を聞くことができた。第2表は，イン

タビュイーのプロフィールである。
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職種 仮名 役職他 備考
介護福祉士 Ａ氏 介護付き有料老人ホーム

園長
Ｂ氏 介護老人保健施設事務長
Ｃ氏 介護付き有料老人ホーム

ケアマネジャー
教員 Ｄ氏 小学校教員

Ｅ氏 小学校校長
Ｆ氏 大学准教授 前職は経営コンサルタント

社会保険労務士 Ｇ氏 事務所を開業 前職は企業の総務部門
Ｈ氏 事務所を開業 前職は企業の人事部門，会計事務所
Ｉ氏 事務所を開業 前職は法律事務所

キャリア支援職 Ｊ氏 大学の進路指導職 一般の大学職員
Ｋ氏 大学の進路指導職 嘱託のキャリアカウンセラー（専門職）
Ｌ氏 大学の進路指導職 一般の大学職員
Ｍ氏 就職支援（契約職員） 失業者への対応

外国で働いた経験，会社経営の経験あり
Ｎ氏 コーチ（独立） 経営者や管理者が対象
Ｏ氏 キャリアカウンセラー（独立） 前職は人材サービス企業
Ｐ氏 研修講師（独立） コンサルティング・ファームから業務を

受託

第2表 インタビュイーのプロフィール

出所）筆者作成

本稿の研究対象は，介護福祉士，教員，社会保険労務士，キャリア支援職（就職支援，カウ

ンセラー，研修講師等）であるが，インタビューはそれらの職種を管理する立場の人，あるい

は指導する立場の人にも話を聞いている。その理由であるが，彼（彼女）らは長いキャリアを

持っているため，自らのことだけでなく，後進を含めた他者のことも考慮したうえでの意見を

聞ける可能性が高く，それが本稿にとって有益であると考えられたからである。

また調査は複数の職種を対象に行っているため，インタビュイーの回答にはその職種固有の

事情が反映されている場合が多い。そのことが回答のバラつきにつながることにもなるのだ

が，多くの職種に共通していることと，職種に固有なことの識別にも注意を払いながら，調査

結果を見ていきたい。

なおインタビューにあたっては，調査の趣旨をよく説明したうえで研究への理解と協力を得

ている。また個人情報に関わるものは許可なく公表しないことや，支障のある事柄には回答す

る必要がないこと等，研究倫理にまつわる配慮について説明し，了承を得ている。そのうえで

会話の内容をインタビュイーの同意を得て録音し，後日文書化を行っている。
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第1図 本稿において調査した職種のクライアントや利用者の特徴と仕事の目的

出所）筆者作成

Ⅳ－2．高度な感情労働で重要となる感情表現や感情管理
Ⅳ－2－1．感情表現の多様性

では調査の結果について見ていきたい。まず研究課題①で取り上げた重要な感情表現や感情

管理についてである。

4つの分析視点の中で最も顕著であったのは，感情表現の多様性であり，インタビュイーは

実に多様な感情表現と，そのための感情管理を行っていた。そこには，それぞれの職種のクラ

イアント，もしくは利用者の特徴や，仕事の目的の違いによる多様性もあるのだが，1つの職

種に限定して見た場合でも，感情表現はとても多様であった。

第1図は，調査対象になった職種を，①クライアントや利用者の特徴，すなわちクライアン

ト，あるいはサービスの利用者が，社会的地位が高い人や，知的な仕事，または熟練労働に従

事している人なのか（図の右側），あるいは心身の事情で弱い立場に置かれている人や，年少

者，または未熟練労働に従事している人なのか（図の左側），②仕事の目的，すなわち支援を

することによってクライアント，あるいはサービスの利用者に何かの成果を出させようとする

ものなのか（図の上側），それとも主に日常生活を支援することが目的なのか（図の下側）の

2軸で比較し，配置したものである。学校教員は左上に位置することが多く（年少者が対象），

社会保険労務士は右上に位置することが多い（経営者が対象）。そしてキャリア支援職はクラ

イアントが誰になるかで右上か左上のいずれかに位置することになる。それらの職種ではクラ
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イアントや利用者が，学業成績の向上や，適切な労務管理の実現，あるいは仕事での成功等の

何らかの成果を出すことが望まれる。一方，介護福祉士は主に左下に位置することになり，利

用者の日常生活への支援が仕事の目的となる（もちろん自立支援が目的となることもある）。

調査で見られた感情表現の中には，これらすべての職種に共通して見られるものもあったが，

図中の位置づけに応じて，異なる感情表現が顕著になることもわかった。

まず共通する感情表現から見ていきたい。それらは①相手に安心感を与える，②相手を否定

せず傾聴する，といった感情表現，あるいは感情管理であった。介護にしろ，教育にしろ，仕

事やキャリアへのアドバイスにしろ，相手に安心感を与えることは必要不可欠なことである。

そのために言葉や表情に細心の注意が払われることになる。また相手を否定しない，傾聴する

といった姿勢を示すことも，長期にわたる信頼関係を作るうえでは欠かすことができない。そ

れゆえこれらの感情表現は，すべてのインタビュイーにあてはまるのだと考えられる。

次に，クライアント，あるいはサービスの利用者が，社会的地位が高い人や，知的な仕事，

または熟練労働に従事している人の場合（第1図の右側）に多い感情表現について見ていきた

い。それらは，①自らの感情を抑制して冷静に振る舞う，②手順を踏んで丁寧に話をする，③

相手を尊重して自分の考えを押し付けない，④相手の変化を積極的に認めて褒める，⑤相手を

恐れずに踏み込んだやり取りをする，といったものであった。そしてそこにはもちろん，クラ

イアントや利用者の特有の事情がある。こうしたクライアント，利用者はそれなりに年齢や社

会的地位が高く，仕事で過去に多くの実績を持つことが多く，知的な能力が高い。それゆえ，

相手の人格を尊重しながら，過度に感情に訴えることなく，理性的なアプローチをする必要が

ある。抑制や冷静さの維持が感情表現，感情管理の中心になるのである。

ただし，そうしたクライアント，利用者にも悩みや迷いがないわけではない。さらなる成長

や昇進のために，自分を変えたいと考えている人も多い。また人一倍仕事熱心で自分にも他人

にも厳しいゆえに，部下にパワーハラスメントのような行為をする等，失敗経験のある人もい

る。そうした人はそれを強く後悔し，自分を改めたいと考えている。地位の高いクライアント

に対するコーチングやカウンセリングにはこのような事情がある場合も少なくなく，それゆ

え，クライアントや利用者に何らかの変化が見られた場合は，積極的に認めることが必要にな

るのである。一見成功体験が多く，自信を持っていると思われる人が相手であっても，認め

る，褒めるといった感情表現は重要なのである。高度な感情労働において多様な感情表現が必

要なことがわかる事例だといえるだろう。また，こうした感情労働に従事する人にとっては，

相手が年長者や目上の人になることが多いため，仕事を遂行するうえでは相手に気後れせず，

堂々と渡り合うような感情表現が必要になる。そうしないと相手のニーズに応えられないし，

本当の信頼関係も築けなくなるのである。

一方，今度はクライアント，利用者が，心身の事情で弱い立場に置かれている人や，年少
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者，または未熟練労働に従事している人の場合（第1図の左側）に多い感情表現についてであ

る。それらは，①励ます，自信をつけさせる，②（コンプレックス等の）思い込みを解く，③

弱さを肯定する，④自分の常識だけで判断しない，⑤本人だけでなく家族等にも配慮する，⑥

相手の裏切りや失敗に過度に失望しない，⑦相手の気まぐれや感情の不安定さに振り回されな

い，といったものであった。

もちろんそこにもクライアント，利用者に特有の事情がある。これらの人々の中には，過去

に多くの失敗体験をしていて，何かに取り組むにあたって恐怖心や「できない」という思い込

みを持っている人が多い。また女性である，高齢者であるといった，自分ではコントロールで

きない属性を理由に，各自の希望を拒絶された経験を持つ人も少なからずいる。したがってそ

れを理解し，寄り添うような感情表現が必要になるのである。さらにそれらの人の中には，健

康状態や家庭環境に恵まれない人も数多く含まれている。ドメスティック・バイオレンスを受

けている，シングルマザーで経済的にも困窮している，何らかの障害を持っている，いつも対

人関係でトラブルを抱えているなどがそれにあたる。そうした人に対処するうえでは，相手が

抱える弱さに理解を示さないといけないし，自分の常識や社会通念だけに頼って対話をしない

ように注意しないといけない。相手は自分が想像できないような体験をしてきており，その結

果として現在の問題を持つに至ったわけである。感情労働に従事する人は，それに真摯に向き

合う必要がある。さらにそれらの利用者，クライアントには保護者，あるいはそれに立場の近

い家族がいることも多く，本人の意思決定にそれらの人々が大きな影響を与えている。それゆ

え感情労働は本人だけでなく，家族に対しても行われることになる6）。そしてそれが感情表現

を多様で複雑なものにするのである。

さて，こうした人を思いやるような感情表現が必要になる一方で，冷静さや厳しさに基づく

感情表現や感情管理が求められることもある。その一つとしてあげられるのが，クライアント

や利用者が望ましい成果をあげられなかったとしても，あるいは感情労働従事者を裏切るよう

なことがあったとしても，それに過剰に傷つくことなく，冷静に対処し，あるいはやり直す気

持ちを持たねばならないことである。これらのクライアントや利用者は必ずしも順調に成果を

出せるわけではない。環境がそれを許さない場合もある。そのことに失望したり，うろたえた

りしない耐性が必要になるのである。

そしてもう一つが，時に相手に厳しい感情表現をするということである。それらのクライア

ント，利用者の中には，世間を知らないがゆえに現実離れした希望や，高すぎる要求を持つ人

などもいる。それゆえ時には，そうした人たちに対する，⑧現実と向き合わせる，⑨考えを正

6）三輪（2022）において，大学の進路指導員が学生本人だけでなく，指導教員や保護者と緊密に連携してい

ることが記述されている。また社会保険労務士も，場合によっては経営者だけでなく，個々の従業員とも

コミュニケーションを行っている。
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す，といった厳しい感情表現も必要となってくる。実現される見込みのない希望や要求を放置

したままでは，問題はいつまでも解決しないからである。相手に寄り添うような感情表現が必

要な一方で，こうした厳しい対処も求められることが，これらのクライアント，利用者の特徴

だといえるだろう。

さて最後に，支援をすることによってクライアント，あるいはサービスの利用者に何かの成

果を出させようとする場合（第1図の上側）に多い感情表現について見ていく。それらは，①

自己開示をする，②気づきや内省を促す，③特定の人のポジティブな姿勢を他の人にも共有さ

せる等となる。いずれもクライアント，利用者に望ましい成果を出してもらうために必要なこ

とであるが，自己開示は支援する側が自らの経験や考えを明かすことによって，何らかのヒン

トを与えるためのものだといえるだろう。また③は教員や研修講師のように，一度にたくさん

の人を相手にする場合に必要なものであり，全体の取り組みを活性化させるための工夫だと言

えるだろう。ここにも親密さに関する感情表現や，指導のための感情表現等，多様な感情表現

が見られるといえるだろう。第1図に基づいて考えるならば，高度な感情労働における感情表

現の多様性は，以上のようにまとめられる。

Ⅳ－2－2．クライアント（利用者）感情への敏感さ（探索的理解）
次に，クライアントあるいは利用者感情への敏感さ，またはその感情の探索的理解について

見ていきたい。多様な感情表現が求められるということは，それだけ相手の複雑な感情に触れ

ていると考えられるため，それに敏感になり，自ら探索することが重要になると思われる。今

回の調査においても，すべてのインタビュイーがクライアント，利用者の感情を察知するため

に多大な努力をしていることが確認できた。

そしてその中においても，職種等における差異の存在も明らかになっている。クライアン

ト，あるいはサービスの利用者が，社会的地位が高い人や，知的な仕事に従事している人の場

合（第1図の右側）には，自らの考えや感情を率直に（あるいは露骨に）表現しない人も多

く，それを探ることに腐心することも多いようである。大企業の管理職等をクライアントに持

つコーチやカウンセラーなどにその傾向が強かったのであるが，そうしたクライアントは，基

本的には理性的に考え，行動することが多く，自らの感情を抑制する傾向が強い7）。コーチン

グやカウンセリングを行う際には，クライアントの感情や本音を理解することが必要なのであ

るが，彼（彼女）らはコーチやカウンセラーと確固たる信頼関係を結べないうちは，簡単に自

らの感情や本音（例えば将来への不安）を表さないのである。それゆえコーチやカウンセラー

7）大企業の管理職は組織人としての意識が強く，組織の考えとは異なる自分の意見等は簡単には話そうとし

ないという事情もある。
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は，クライアントの信頼につながるような丁寧で誠実なコミュニケーションを行い，その中か

ら彼（彼女）らの感情や本音を探索していくことになる。

一方，クライアント，利用者が，心身の事情で弱い立場に置かれている人や，年少者，また

は未熟練労働に従事している人の場合（第1図の左側）は，本人が自らの感情を隠すという

ケースはそれほど多くないようである。ただし，感情労働者から見た場合に，利用者の要望や

感情に正当性や一貫性等を見出しにくかったりすることが多く，それに振り回されることも少

なくないようである。

「（クライアントが）コンサルにすごいあこがれてるんですね。でも，高卒なんです，

その人。だから，そういったところばっかり受けて落ちたって言って。あと，お給料に対

してもすごい要求が高くて。（要求水準を）下げたりすればいくらでも（就職先が）ある

と思うんですけど，（中略）この人も結局何だかんだうるさいから，面接行っても不採用

になったり，コンサル（希望）って言う割には（仕事が）できるかっていうと，書類一つ

できなかったりなんです」8）（就職支援，M氏）

「鬱の方だと，50歳で鬱病で障害者手帳を持ってるとか，ハンデが多くて，書類とか

面接でも落ちちゃったりしてるんで，自信もなくしてるので，ちょっと自分を見つめ直し

たいとかって相談に来なくなったこともありましたし。若い人も，34歳ぐらいの男性で

不眠になったって言ってた人が，最初はなんか高い希望を出していて，絶対無理とかって

思ってたんですけど，でも，だったらこんな道があるよ，あんな道があるよとかっていろ

いろこう見せてあげてたら，最初やる気になってたんですけど，やっぱりもう途中でもう

やめますってなったりとかありますね。それはメンタルヘルスの難しい部分ですよね」

（同M氏）

上のコメントからわかるように，これらのクライアントは，感情をあまり抑制せず，むしろ

それに任せた行動をとるように見えることが多いようである。またクライアントが特別で深刻

な事情を抱えている場合も少なくないため，他者からは理解しがたいようなことを言い出した

り，不適切に思えるような要望を言うこともある。それらを理解して適切に対処するために

は，時間をかけた粘り強いコミュニケーションが必要になるのである。そしてそのために，時

にはクライアントの私生活や，生い立ちを理解する必要にも迫られるのである。

Ⅳ－2－3．深層演技
次に深層演技について見ていきたい。深層演技は高度な感情労働のポジティブな効果と強い

関りのあるものだと考えられている。

8）インタビュイーのコメントの中にある括弧書きは，筆者による加筆である。
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高度な感情労働従事者の中には，業務独占型，あるいは名称独占型の公的資格を持っている

人も多い。それらの資格は，高い職業倫理を求めるものであるため，資格保有者は基本的にそ

うした職業倫理に基づいて働くことになる。またコーチやカウンセラーにおいても，独自の職

業倫理や使命感などを持って働く人が多く，それを体現する取り組みの中に，感情労働におけ

る深層演技が含まれているようである。不本意ながら組織が定めた感情規則に従って働くとい

う人はおらず，自分が信じること，目指すことを基準とした感情労働が行われているようだ。

「相手に対して倫理観を求めたり，リーダーとしてふさわしい振る舞いをすること，あ

とチャレンジすることを求めるので，自分自身がそれを勧めるに値する人間でなければい

けないっていうのはすごくあって。そこは例えばコーチの倫理規定みたいなのはあるんで

すよ，（中略）その中にも明言されています」（コーチ，N氏）

「私，助けてあげたいなって。（昔は）自分がすごいつらかったんですよ。自分がすご

いつらくて，誰にも相談できなくてつらかったんで，そういうつらい人を助けてあげたい

なっていう気持ちがあって，産業カウンセラーとか勉強し始めたんで」（就職支援，M氏）

「ディーセント・ワーク9）の実現のためにっていう自分の中の1本の芯がありまして。

（中略） そうですね。源泉ですね。だから，全ての紛争解決にしろ，社員間のささいな

もめ事にしろ，社長とのやりとりにしろ，全てはやっぱりディーセント・ワークにつなが

るような関わりが自分ができればっていうところなので」（社会保険労務士，G氏）

「できれば一人一人が，どうやったら働きやすいかとか，一人一人がちゃんと自分で考

えて，会社も一人一人に応じたキャリアなり仕事なりを与えてっていう，なあなあじゃな

い，大人な関係を築けていけるような働き方になればいいなっていうふうには思ってると

ころがあります。（中略） 従業員の方も会社も，もうちょっと自分がどういうふうに働

いて，どういうキャリアを積んでいくのかっていうのを，自分で考えていくっていうよう

な，お互いにアサーションに交渉していくっていうような感じのができたら，それはすご

く高い目標なんですけど，イメージとしてはそういうことを思いながら（実現を目指し

て），仕事はしています」（社会保険労務士，H氏）

このように，彼（彼女）らは自分の意志を大事にしながら働いている。そしてそれに加え

て，ある程度専門性の高い仕事に従事しているため，当然ながら自律性の高い働き方をするこ

とになるのである。

社会保険労務士や独立したキャリア支援職の中には，定型的な仕事をほとんどしていない人

もいる。彼（彼女）らは，取り組む仕事の内容もその進め方も自分で決めており，自分の意志

9）ディーセント・ワーク（decent work）とは「働きがいのある人間らしい仕事」であり，ILO（International

Labor Organization：国際労働機関）によって提唱されている。
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や持ち味を生かした働き方ができている。高度な感情労働のポジティブな効果が顕著に見られ

るといえるだろう。もちろん，所属する組織から提供されたプログラムやツールを使って働く

人（例えば研修講師のP氏）もいるのであるが，その場合も一定の範囲で自律性があり，自分

のアイディアを加えて創意工夫しながら働いているようである。

Ⅳ－2－4．感情的不協和
続いて感情的不協和について見ていく。感情的不協和は先行研究において，もっともストレ

スの原因になりやすく，感情労働従事者のバーンアウトにつながりやすいものとして論じられ

ていた。

しかし，16名の高度な感情労働従事者に対するインタビューにおいては，感情的不協和へ

の論及は少なかったといえる。これは彼（彼女）らが主に，先に見た深層演技に基づく感情労

働をしているからであり，「自分に嘘をつく」機会がそれほど多くないことに原因があるもの

と思われる。とはいえ，そこに感情的不協和がまったく存在しないわけではない。特に，第1

図の左側，利用者が心身の事情で弱い立場に置かれている人や，年少者，または未熟練労働に

従事している人の場合は，表層演技もせざるを得ないし，そこに感情的不協和が伴う場合もあ

る。心身に不調がある人や，過去に多くの挫折経験をしている人は傷つきやすくもあり，その

半面でわがままになることも珍しくない。そうした人に対処する際，本人の甘えを指摘したく

ても優しい言葉に置き換えねばならず，また不当なクレームも一度は静かに聞かなければなら

ない。そうした中で感情的不協和が生まれるのである。

中でもそれが最も顕著であったのは，教員であった。初等教育の教員に対するインタビュー

では，保護者からの過度な要請や干渉によって，教員が感情的不協和を経験しやすくなってい

ることが明らかになった。例えば，自分の子どもの成績や日常の指導に対して，非常に敏感な

保護者が増えており，些細なことでもクレームが来るようになっているという。また保護者同

士でSNSで連絡を取り合っていることが多いため，そうしたトラブルが広い範囲で知られるこ

とになりやすいらしい。そこからまた新たなトラブルが発生することもあるのだが，それに強

い態度で応えてしまうと，さらに反発を招きかねないという。保護者から見て，「教員は完璧

であって当然」とされてしまうからなのか，わずかなミスも非難の対象になるし，要求も過大

なものになりやすい。そして，それだからといって初等教育の教員は特定の児童や保護者との

関係を自分の意志で断ち切ることはできない。それゆえ，教員の対応は及び腰になりやすく，

多大な感情的不協和を経験することにもなるという。

また大学の教員においても感情的不協和が見られている。入学難易度の低い大学では，学力

や意欲が不足している学生が存在するのだが，彼（彼女）らに対処する際，率直に厳しい指導

をしてしまうと，それが退学に直結してしまうこともあるらしい。そして多くの場合，そうし
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た学生は励ましても叱っても無反応であり，何ら意思表示をしない。虚無感に近いような感覚

を持ちながらも，それに耐えてコミュニケーションを継続することが，教員の大きな仕事の一

部になっているということであった。そしてそうした学生の存在が教員の意欲を低下させ，そ

れが教育の質の低下につながるという悪循環も起こりかねないということであった。このよう

に，感情的不協和については教員において問題が大きいということが明らかになったといえ

る。

先述の通り，全体的には高度な感情労働には感情的不協和は少ないようなのであるが，教員

については例外のようである。その理由を推察するとしたら，①教員は基本的に教える児童や

学生，保護者を選んだり関係を断つようなことができないこと，②児童や学生，保護者の顧客

意識が強くなり，教員への要求が過大になっていること，③聖職者のようなイメージが教員へ

の期待水準を過剰に高め，批判の対象になりやすくしていること，などがあげられるだろう。

また④教員の仕事が基本的に一人で行われることも彼（彼女）らの負担につながっていると考

えられる。キャリア支援職の中にも，クライアントと接することによるストレスへの言及は

あったのだが，そうしたストレスは同僚や仲間に相談することによって軽減されているようで

あった。しかし教員にはそうした支え合いや教え合いの場が少ないらしく，一人で問題を抱え

込む人が多いようであった。こうした孤独，孤立といった問題も，教員の感情的不協和とその

ネガティブな効果を深刻なものにしていると考えられるだろう。

Ⅳ－3．高度な感情労働に従事する人の学習の特徴
次に，2つ目の研究課題について，つまりインタビュイーがどのように学んでいるかについ

て見ていきたい。そこには，①感情労働のためには主に省察的学習を行っており，知識労働の

ためには体系的な学習によって専門性の基盤を作り，そこに省察的学習を加えている，②省察

的学習には実践共同体や人とのつながりが活用されている，③過去の経験，特に前職がある人

は，そこでの様々な経験を活かすことによって新しい学習がしやすくなる可能性がある，と

いった特徴が見られたといえる。

まず省察的学習と体系的学習について見ていこう。Smith（1992）では，看護師が感情労働

を現場の経験を積みながら省察的に学んでいる様子が記述されていた。また看護師，保健師，

ソーシャルワーカー，保育士，児童館職員，ケースワーカーなどの対人支援職者を研究対象と

した高橋・槇石（2015）においても，実践を通じた学習の重要性が述べられている。今回の調

査においてもそれは同様であり，インタビュイーはそれぞれに現場で経験を積みながら実践を

通じて自分なりの感情労働のポイントを学んでいた。感情労働はそれぞれの仕事，それぞれの

環境や文脈において発生するものなので，テキスト等で学ぶのは難しい。クライアントや利用

者と実際に対峙することによって学ぶことができるものだといえるだろう。そこでの成功体験
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や失敗体験，痛い思いをした経験や相手を傷つけてしまった経験を振り返り，それに何らかの

意味を付与することによって，感情労働を学んでいたといえる。ただそのような中で，N氏に

よると過去に勤務していたコーチングの会社では，従業員同士でコーチングのシミュレーショ

ンを行って，お互いにフィードバックをするような試みが行われていたのだそうだ。

例えば，今日はこういう質問を試そうとか，ここに話し合いの重点を置こうというテーマを

決め，3人組でシミュレーションを行うのである。一人がコーチ役，一人がクライアント役

で，それをもう1人が客観的な観察者の立場で見ている。そのうえでシミュレーション終了後

にコーチングが効果的であったかを，クライアント役ともう一人の観察者役がそれぞれの立場

からフィードバックをするのである。こうした学ぶ機会を設けることによって，省察的学習の

質と頻度を高め，学習を組織的に促進する努力がされているといえる。

一方知識労働については，体系的な学習も大事になる。それは主に公的な資格を取得するこ

とによって行われているようである。業務独占型の社会保険労務士において公的な資格が重要

になることは言うまでもないが，キャリアカウンセラーにとっての日本キャリア開発協会

（JCDA）の資格や，コーチにとっての国際コーチング連盟（ICF）の認定資格等が，彼（彼

女）らの専門性の基盤になっている。後述するようにその資格を持っているからといって仕事

ができるわけではないのだが，その有無は彼（彼女）らにとって重要なものであり，自信にも

つながるものなのである。カウンセラーやコーチには資格のないままで働き始める人も多数い

るのであるが，実務経験のみを積み重ねたとしても，今後もこの仕事でやっていけるという自

信を持てないことが多いようだ10）。

またそのように仕事に直結するようなものでなくても，必要だと思われる専門知識，それも

かなり高度な知識を積極的に学習する人も多い。例えばN氏はインタビュー当時，MBA取得

を目指してビジネススクールに通っていた。コーチングは企業の管理職や役員層に対して行う

ものであるため，そうしたクライアントが話すビジネスの話や組織の話を理解できなければい

けない。またそれらについてある程度の洞察力がなければ適切なコーチングは不可能である。

それゆえN氏は経営に対する高度な知識を得ようとしたのである。同じように，長年心理学を

勉強しているというインタビュイーも数名いるし，研修講師であるP氏はキャリアカウンセ

ラーや産業カウンセラーの資格をいくつか取得している。そしてそこで学んだ様々な理論を研

修に組み入れるなど，有効に活用しているようである。

ただし当然ではあるが，高度な感情労働では専門知識を持っているからといって適切な仕事

ができるとは限らない。「厳密に，資格を取ってるからエグゼクティブコーチングができる

10）鈴木（2005）においても，異分野の大学卒業者が，たまたま福祉の仕事に就いた後，自分のアイデンティ

ティのよりどころを作るために国家資格を取ったライフヒストリーが紹介されている。
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かっていうと，それはまたちょっと別な話です」というN氏の言葉からもわかるように，専門

知識を基盤としながらも，そこに省察的学習を重ねることによって，はじめて高度な感情労働

において成長できるのである。

全てのインタビュイーが，知識労働においても実践と振り返りによる学習が大事だと話して

いた。理論的に学んだことを実践の中で見直し，そこに経験から学んだことを組み合わせて自

分なりに再構成していくのである。例えば社会保険労務士においては，クライアントである経

営者との交流の中で，難しい法律用語やそれを用いた指導，提案が，法律の専門家ではない経

営者が理解でき，興味が持てるものに翻訳され，意思疎通がしやすいものになる。またキャリ

ア支援職においては，クライアントや受講生とのやり取りにおいて，心理学等の理論的知識が

身近な事例やストーリーを使って語られるようになり，より共感しやすいものに変わる。その

ようなプロセスを経てはじめて，高度な感情労働従事者の専門知識は「使える」ものになるの

である。

さて次に，そうした省察的学習において活用される実践共同体や，人とのつながりについて

見ていきたい。同僚，先輩，メンターからの学習を重視する声は数多く聞かれた。

「コーチングをしながらも，社内でいわゆるメンター的な感じの人にセッションの概要

を終わった後に話して，次回へのアドバイスをもらうとかっていうのはやってましたね」

（コーチ，N氏）

「結構高齢で，そんなに高学歴でもない先輩がいるんですが，本当に頼りになります

ね。彼女，介護職の派遣をやってたりとか，いろいろ経験していて，いろいろ教えていた

だいたりですかね」（就職支援，M氏）

こうした日常的で身近なつながりを活かした学習は多くのインタビュイーに共通するもので

あった。そしてそれに加え，社会保険労務士などでは組織を超えたネットワーク，実践共同体

のようなものが構築されており，そこにおける相互学習が活発に行われているようである。同

じような問題意識や志を持った社会保険労務士が定期的に集まり，議論するだけでなく，お互

いの活動を報告し合う。それを参考に学び合い，それぞれの活動に活かして成長を遂げていく

のである。時にはそれを契機に一緒に働くような場合もあり，そうした機会が省察的学習を促

進しているようである。

そして最後に，過去の経験，特に前職がある人は，そこでの経験が省察的学習を促進する可

能性があることについて見ていく。例えば先述の通り，N氏には大企業の管理職にコーチする

うえで，経営や組織に対する高度な知識や理解が必要となる。それについてMBA等で学ぶの

も一つの方法であるが，大企業で働いた経験を持つ人，特に役員や管理職と一緒に働いた経験

を持っている人は，そうした知識や組織の動き等に慣れ親しんでいることが多い。それゆえ，

現在の高度な感情労働に必要な知識を学ぶのも容易になるのである。こうした事実はN氏が以
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前に勤務したコーチングの会社内でもよく認識されていたそうで，その会社ではもっぱら中途

採用だけで人材を確保していた時期が長く続いたそうだ。

その他にも，高度な感情労働に従事している人たちには，過去の経験を活かして学び，活躍

している人が多く見られた。代表的な事例は，社会保険労務士であろう。インタビュイー全員

が何らかの企業で人事や総務の仕事を経験したり，法律事務所で働いた経験をしている。そこ

で組織に参加し，経営者を近くで見たことによって，現在のクライアント企業やその経営者を

理解することが容易になっているし，それらに対する学びも活発になっている。

また研修講師であるP氏も大企業の人材開発部門にいた経験があり，その際に社内研修に参

加した多くの人にインタビューをしたことが，現在の仕事や学びに役立っている。当時の経験

を元に新たな試みを始め，その結果を振り返るようなことも多いのだそうだ。

さらに過去のハードな経験を感情労働や感情管理に活かしている例もある。就職支援をして

いるM氏であるが，外国で働いた経験もあり，そこで数年経営者もしていたことがある。そこ

では日本では考えられないようなトラブルも起こり，その度に驚き，人間不信になりかけるよ

うなこともあったそうである。しかしそういう経験をしているからこそ，今の仕事で色々な予

測していなかったことが起こっても冷静に対処でき，そこから新しいことを学べているのであ

る。ハードな経験をしているからこそ，相手の事情も推察できるし，相手の行動を理解するこ

とも可能になるのであろう。このように，過去のハードな経験は，高度な感情労働への適応に

つながる可能性がある。

このように見ていくと，過去の経験と高度な感情労働の学習について，二つの仮説が想定で

きるように思われる。一つには過去の多様な経験やハードな経験が，省察的学習を促進すると

いうものである。やや細かく見るならば，過去の経験がクライアント，利用者のコンテキスト

の理解や，感情の探索的理解を促進し，それが高度な感情労働の学習を深いものにするという

仮説である。そしてもう一つには，過去の多様な経験やハードな経験が，感情管理を容易に

し，それが高度な感情労働の学習を円滑にするという仮説である。もちろんこれらは今回の調

査から得られた現段階での仮説でしかない。引き続き検討が必要なものである。

Ⅴ．要約と今後の研究課題

以上の分析結果から，研究課題①にあげた高度な感情労働で重要となる感情表現や感情管理

としては，とりわけ感情表現の多様性と，クライアント，利用者の感情への敏感さ（探索的理

解），そして深層演技があるということができるだろう。感情的不協和は教員以外ではそれほ

ど強くなく，結果として高度な感情労働はそれに従事する人たちに，ネガティブな効果よりも

ポジティブな効果を与えていたといえる。また研究課題②にあげた高度な感情労働に従事する
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人の学習については，主に知識労働に関する体系的学習と，主に感情労働に関する省察的学習

があり，より重要度の高い省察的学習には実践共同体が活用されること，また前職等の過去の

経験が活かせることが明らかになったといえるだろう。

最後に，今後の研究課題について述べたい。課題は山積しているが，ここでは代表的なもの

のみ4つをあげておく。

第1に，感情表現の多様性は，その感情労働の目的やクライアント，利用者の特徴に基づく

ことがわかってきたのであるが，そのことをより詳しく調査し，議論をより明確で精緻なもの

にしていく必要がある。そのことによって，状況に応じて重要になる感情表現や感情管理の理

解が進むものと思われる。

第2に，教員に見られた心理的負担について詳しく検討していくことがあげられる。今回の

調査の中では，感情労働のネガティブな効果が突出して高いように思われた。聖職者のような

イメージが深層演技のレベルを過剰に引き上げているからなのか，あるいは保護者等の要望，

要求の増大が表層演技を過大なものにしているのか，また孤独が情緒的消耗を促進しているの

か。それらの分析が必要である。

第3に，感情労働の学習に有益だと思われる人とのつながりや，実践共同体に関する詳しい

分析が必要である。できればいくつかの実例を比較検討して，そこにどのような学習のパター

ンがあるのかを明らかにしていきたい。

そして第4に，省察的学習を促進すると思われる過去の経験について分析することが必要で

ある。過去に有意義な経験をしている人は，省察的学習がしやすいことが明らかになってきた

のだが，その経験の内容をより詳しく見ていきたい。今後は，何らかの仕事をしていた人がセ

カンドキャリアとして高度な感情労働に転身するといったケースが増えてくるものと思われ

る。過去，あるいは前職の経験の意義を分析することは，そうしたキャリアの円滑な移行を考

えるためにも重要だと思われる。
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Characteristics of Advanced Emotion
Work and Its Learning

─An Exploratory Analysis Through Interview Surveys

MIWA Takumi

This paper focuses on “advanced emotion work,” which is expected to increase in

importance in the future, and attempts to identify the content of emotional expression and

emotion management that is important in this work, as well as the characteristics of the

learning that takes place to address it. Advanced emotion work is a type of emotion work in

which contact time with customers or service users is somewhat long and continues for a

certain period of time（Sakiyama, 2017）, and which requires complex communication and

emotional management. It can be said that this type of work is often found in the area of

interpersonal services, such as medical work, care work, and educational work.

In this paper, we conducted an interview survey and analysis of three teachers, three care

workers, three licensed social insurance consultants, and seven career support workers

（counselors, training instructors, etc.）. In analyzing the content of emotional expression and

emotion management, we focused on the following perspectives:（1）variety of emotions

required to be expressed,（2）sensitivity requirement（exploratory understanding to client

and user emotions）,（3）deep acting（whether or not bound by emotional display rules）, and

（4）emotional dissonance,. In analyzing the characteristics of learning, we focused on

reflective learning for emotion work, systematic learning for knowledge work, and the

existence of a community of practice utilized for reflective learning.

The results of the analysis suggest that advanced emotion work is characterized by,

among other things, variety of emotions required to be expressed, sensitivity requirement

（exploratory understanding to client and user emotions）, and deep acting. In contrast,

emotional dissonance was not so strong except for teachers, and as a result, advanced

emotion work had more positive effects on those engaged in it, such as satisfaction and a

sense of accomplishment, than negative effects such as emotional exhaustion. Regarding the

learning of those engaged in advanced emotion work, it was found that systematic learning
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was mainly emphasized for knowledge work, while reflective learning was important for

both knowledge work and emotion work. It was also found that communities of practice

were used in this learning, and that people with diverse experiences in their past work and

life may be more likely to engage in reflective learning in advanced emotion work.

高度な感情労働とその学習の特徴
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概要

多様なデータにアクセス可能なビッグデータ時代，データ量が多いほど大きな利益が獲得で

きると，データマイニングに終始している企業が散見される。単に探索的データマイニングを

実施するだけでは，データをマネタイズすることはほとんど不可能である。マネタイズの源泉

は，非効率な状態が効率的状態へ遷移するときに生じるコストの差分であり，この差分を解消

したときに利益として獲得できる。これはファイナンスにおけるアービトラージ戦略と同様な

考え方であり，データサイエンスにおいても有用な戦略となる。データサイエンスのアプロー

チには，機械学習と数理モデルがある。機械学習は，背後にあるデータ生成の構造には無関心

だが，迅速かつ正確に出現確率を予測する。数理モデルは，背後に潜在するデータ生成メカニ

ズムが最大の関心事であり，精緻に因果関係をコントロールする。データサイエンスでは，こ

れらアプローチを用いてアービトラージ戦略を実行する。本論文では，データサイエンスが，

どのようにデータをマネタイズして価値を創造するのかについて議論し，企業のデータサイエ

ンスに対する取り組み方を提唱する。

1．はじめに

データサイエンスは，ビッグデータとアナリティクスを包含した概念として捉えられる。数

年前まで，ビッグデータということばが先行し，あたかもデータを集めれば何でも分かると

いった誤った印象さえ与えていた。ビッグデータが多用化され始めた背景は，すべてのコン

ピュータがネットワークで接続された状態を表すユビキタスコンピューティングという概念に

データサイエンスにおけるアービトラージ戦略
─データのマネタイズと価値創造─

＊本学経営学部教授

キーワード：データサイエンス，アービトラージ戦略，ビッグデータ，アナリティクス，マネタイゼーション

宮 津 和 弘＊
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遡る。ユビキタス（Ubiquitous）とは，いつでもどこでも存在することを意味する偏在を意味

し，ユビキタスコンピューティングは，いつでもどこでもコンピュータが使える状態を表して

いる。パーベイシブコンピューティング（Pervasive1） Computing）とも呼ばれ，Weiser

（1991）によって提唱された，コンピュータが生活環境の一部として組み込まれ偏在した状況

を示す概念である。同時期に，将来インターネットの爆発的な普及によるIPアドレスの枯渇問

題が懸念され，それまで32ビットのIPv4から128ビットに拡張されたIPv6が提案された。

これにより，ほぼ無限大のIPアドレスが割与えられるようになり，コンピュータ以外の様々な

装置にIPアドレスが付与され，コンピュータに限定せず全てのものがネットワークに接続され

る世界が描かれる。その結果として，ネットワークに接続された様々なものが，IoT

（Internet of Things）としてデジタル社会に取り込まれ，SNSとスマートフォンの普及，サブ

スクリプションビジネスの台頭，医学および自然科学分野における技術の発展，公文書のデジ

タル化などと相まって，世の中はデータで溢れかえったビッグデータの時代を迎える。一方，

様々なデータを収集したものの，どのようにデータを活用していくかが不明瞭であり，社会全

体がビッグデータの恩恵を受けるに至っていないことも否めない。これら大量データを活用し

て，企業や社会に利益をもたらすための処理や分析を担うのがアナリティクスであり，ビッグ

データと併せて，データサイエンスは捉えられる。しかしながら，データ量が多いほど大きな

利益が獲得できると，データマイニングに終始している企業が散見される。単なる探索的な

データマイニングを実施するだけでは，データをマネタイズすることはほとんど不可能であ

り，データへアクセスする前にアナリティクスの目標を適切に設定することが必要である。本

論文では，様々なデータにアクセス可能なビッグデータ時代に，アナリティクスを活用して，

いかにビッグデータのマネタイズおよび価値創造を実現するかを議論する。そして，データサ

イエンスの本質について理解を深めながら，企業や社会がどのようにしてデータをマネタイズ

および価値創造すべきかを提唱する。

本論文の構成は次の通りである。2節でデータサイエンスの領域を整理し，3節でデータサ

イエンスとビジネスパフォーマンスとの関係性，およびマネタイズのアプローチについて議論

し，4節ではデータサイエンスの本質についてまとめる。

2．データサイエンスの領域

データサイエンスとは，機械学習または数理モデルなどの理論や技術にとどまらず，データ

1）Pervasiveとは，いたるところに行き渡るという意味でUbiquitousと同義であり，Weiser（1991）も当初は

Pervasive Computingを使用していた．
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を用いて企業や社会に有用な知見を提供するまでのアプローチである。そのためには，機械学

習や統計理論の専門知識に加え，大規模データから分析に必要なデータを抽出・加工するため

のETL技術も必要となる。さらに，企業や社会に有用な知見を見出すためのドメイン知識も

必須である。一般社団法人データサイエンス協会（2014）は，データサイエンティストに必要

な3つのスキルセットとして，データエンジニアリング力，データサイエンス力，ビジネス力

を挙げている。本小節では，これら3つのスキルセットに関して，それぞれビッグデータ，ア

ナリティクス，ビジネスとして整理する。

2－1．ビッグデータ
ビッグデータということばが使われ始めたのは，企業におけるIT化が促進された2010年頃

からである。2008年からFacebookやTwitterなどのSNSサービスが開始され，2010年代にス

マートフォンが急速に普及し始めた時期と重なる。この頃から，テキスト，音楽，画像，映像

などの非構造化データの量が増大し，従来の構造化データと非構造化データを統合的に格納す

るData Lake（データレイク）が提供され始めた。企業は収集されたデータをそのままの形式

で格納できるため，取り扱われるデータ量は爆発的に増加した。ビッグデータは構造化および

非構造化データを統合的に扱うことで，いままで構造化データのみで実施されていたデータ分

析に対する付加価値が期待されていた。しかしながら，データ格納基盤を有する企業は，半ば

データ収集が目的となり，データ分析の着手からは遠のいてしまった企業も少なくない。従来

の構造化データを管理するDHW（データウエアハウス）およびData Lakeは，企業独自ハー

ドウエア上に実装され，社内の情報システム部が管理・運用するオンプレミス型がほとんど

だった。ビッグデータの登場以前，企業が扱うデータと言えば，営業販売や生産管理，社員の

人事や経理といった自社データが中心であった。企業のITシステム化が進み，異なる国や地

域がシステム上一体化され，運用効率は格段に向上した。この範囲ではデータ爆発は起こら

ず，オンプレミス型でも事は足りるが，自社に関連する外部の非構造化データを考慮すると事

態は一変する。しかしながら，企業はセキュリティーの観点から自社データを社外で管理する

ことに大きな疑問を抱いており，クラウドサービス開始当初パブリッククラウドへ移行する企

業は少なかった。最近では一般的に利用されているパブリッククラウドサービスが開始された

のもビッグデータと同時期2）で，物理的に異なるハードウエアを論理的に統一した仮想化技術

により，コンピュータネットワーク上に巨大なハードウエアリソースを構築した。中でも，

Amazon web service（AWS）は自社のEコマースサービスの爆発的な流行に合わせて自社向

2）ビッグデータの登場とともにグローバルプラットフォーマ各社は，2006年（Amazon），2008年（Google），

2010年（Microsoft）にそれぞれクラウドサービスをリリースしている．
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けに開発した技術を一般に開放したものである。GoogleはWeb検索エンジンのために絶えず

世界中のサイトをクロールしており，その結果を蓄積するためにクラウドのようなスケーラブ

ルなインフラが必要であった。MicrosoftはWindows OS以降，クラウドサービスに事業転換

を図っていた経緯がある。令和3年情報通信白書によると，日本では68．7％ の企業でクラウ

ドサービスが採用されている。また，Gartner（2022）によれば，2021年のグローバル市場に

おけるクラウドサービスのシェアはAmazonとMicrosoftで60％ を占めており，日本市場にお

いても上位シェアを2社が占め，富士通とNTTの国内企業が続く。当初，日本企業では内部

データを外部ネットワークで管理することに大きな抵抗感を示したが，ネットワークの拡張性

および頻繁なセキュリティー機能更新など自社で維持していくためには手間が大きく，

AmazonやMicrosoftなどの専門性の高いプラットフォーマーに委託することの安心感も浸透し

たことから，いまではパブリッククラウドを利用する企業も少しずつ増加している。

企業におけるパブリッククラウドも徐々に浸透し，躊躇なく膨大なデータを蓄積できるよう

になったが，次のような疑問が残る。ビッグデータの格納基盤が整い，企業がデータ収集を高

頻度に開始し，蓄積されるデータ量が増加すればアナリティクスから得られる知見も増えるの

だろうか？ 文字通り，ビッグデータとは多様な形式の超大量データのことである。それまで

のデータは，様々な制限から期間を区切ったり，観測頻度を控えたりして，収集するデータ量

は抑えられていた。そのため，分析で用いるデータ量は全体の一部に相当し，サンプルデータ

での分析を余儀なくされた。ビッグデータ時代では，全数データにアクセスすることが可能と

なり，サンプルデータで分析することの必然性は崩れ，アナリティクスのアプローチにも変化

が生じている。一方，超大量データである全数データを用いて分析する場合，高速処理可能な

コンピュータリソースが必要となる。例えば，当日の全取引データを用いて翌日の売上を予測

する場合，その算出のために二日の時間を要するならば意味がない。この問題を解消するため

にも，パブリッククラウドの技術が大いに役立つ。クラウドはデータ格納領域をロバストに増

加出来るだけではなく，運用に必要なコンピュータリソースを必要なレベルまで一時的に増強

できる。また，アナリティクスに用いるデータが，全数データまたはサンプルデータかによっ

て，得られる結果の解釈と活用方法にも差異が生じる。これについて，Anderson（2008）は，

仮説を立て因果関係モデルで実証する，サンプルデータを用いた従来の手法は役割を終え，全

数データを用いるビッグデータに対して理論は不要だという。さらに，Mayer-Schonbergerら

（2013）は，ビッグデータでは全数データを用いることから，厳密性の切迫感は薄れ，量さえ

あれば精度は重要ではなくなると指摘している。このことは，従来のサンプルデータを用いた

因果関係モデル3）では，統計科学の技術を駆使して，データが観測された背後にあるデータ生

3）Mayer-Schonbergerら（2013）は，全数データをビッグデータというのに対して，サンプルデータをス↗
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分類 分析データ容量 主な分析アプローチ
ビッグデータ 全数データ（～数ペタバイト） 機械学習（相関分析）
スモールデータ サンプルデータ（～数十メガバイト） 数理モデル（因果分析）
ゼロデータ データなし（0バイト） エージェントシミュレーション

表1 データサイエンスにおける分析データの分類

成メカニズムの解明とはアプローチが大きく異なる。本論文では，ビッグデータおよびスモー

ルデータと併せて，ここではゼロデータを追加する。データを用いないデータサイエンスとは

何事かといわれるかもしれないが，エージェントシミュレーションはデータサイエンスの領域

に含まれると筆者は捉えている。最近では，デジタルツイン環境も整備され，データがなくて

も様々なシミュレーションを実行することで，有用なインサイトが得られる。表1にデータサ

イエンスにおける分析データとアプローチの分類についてまとめる。

Anderson（2008）によれば，ビッグデータの場合，ペタバイト程度のデータがあれば，厳

密な因果関係ではなく相関関係で充分なインサイトが得られるという。また，機械学習（とり

わけ，多層型ニューラルネットワークであるディープネットワーク）を適用する場合，推定結

果は学習データに大きく依存するために期間を長く取ることはせず，数ギガバイトから多くて

も数テラバイトのデータを用いる。一方，スモールデータでは，統計理論に基づく仮定のもと

に構築される数理モデルには，サンプルデータとして数十メガバイトのデータ容量を用いる。

エージェントシミュレーションを実施する場合は，エージェントのポリシー設定用に数バイト

必要となるものの，分析データとしてはゼロである。

2－2．アナリティクス
ビッグデータ以前，アナリティクスの主要技術は統計学であった。ファイナンス領域では，

クレジットリスクやアセットプライシングなどに対して様々な数理モデルが構築される。マー

ケティング領域では，マーケティング戦略を構築するための多変量解析，個人レベルの消費行

動をモデル化するための階層ベイズなど，高度な統計手法が用いられる。そして，いま注目を

集めているのは，機械学習の中でも多層型ニューラルネットワークのディープニューラルネッ

トワークである。情報科学分野で研究開発されたディープニューラルネットワークは，1980

年以降の生物神経系統を模したニューラルネットワークに端を発するが，Hintonら（2006）に

よるオートエンコーダーから研究が活発化した。オートエンコーダーとは，ニューラルネット

ワークを使用した次元圧縮のアルゴリズムであるが，入出力に同じデータを用いて教師なし学

モールデータと呼んでいる．↘
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分析手法 特徴

機械学習

・現象の出現を予測することが目的である
・データサイズが大きい（ビッグデータ）
・推定モデルの解釈が不可能（Black Box）
・不確定要素は明示的に含めない

数理モデル

・観測されない背後の構造理解が目的
・データサイズは大きくない（スモールデータ）
・推定モデルの解釈が可能
・不確定要素は明示的にモデルに含まれる

エージェント
シミュレーション

・まだ発生していない将来を予測する
・データが無くても実行できる（ゼロデータ）
・様々な知見にもとづき手軽に着手できる
・エージェントのポリシーを設定する

表2 データサイエンスの枠組み

習させるものである。これにより，ニューラルネットワークを用いることで観測データから本

質的な特徴量を抽出できることが示された。そして，Leら（2012）Googleの研究開発チーム

が1000万枚もの画像をディープニューラルネットワークに教師なし学習させて，人が教えな

くても猫を認識できたという所謂Googleの猫で研究は加速化する。ディープニューラルネット

ワークを猫以外の様々な画像を含むビッグデータを用いて学習させることで，特定のニューロ

ンが強く反応するようになり，それらを集めたところ猫であったのだ。別のニューロンに反応

する画像を集めると人間であることなども確認された。これらの研究成果により，機械学習の

技術を活用することで人間の作業に取って代わる人工知能への期待が高まり，企業や社会での

積極的な活用が求められるようになる。

アナリティクスは，データの容量に対応した分析手法の観点から，機械学習，数理モデル，

エージェントシミュレーションの3つに大別された。機械学習と数理モデルで根本的に異なる

点は，分析の目的であり，機械学習はデータにもとづく現象の出現を正確に予測すること，数

理モデルでは観測されない背後に存在するデータ生成の構造を解明することが主眼となる。

ビッグデータを用いた機械学習の場合，Anderson（2008）も指摘するように，仮説構築のた

めの理論は不要であり，学習されたモデル自体の解釈には意味をもたないBlack Boxである。

一方，数理モデルでは，観測データの背後に存在する構造に対して仮説を立て，明示的に不確

定要因を含め，サンプルデータを用いて推定する。つまり，ビッグデータで学習したニューラ

ルネットワークの各シグモイド関数の係数には意味はなく，推定されたモデルを解釈すること

は出来ないが，スモールデータで推定された数理モデルは解釈が可能で，推定された回帰モデ

ルの各係数には意味がある。

これら技術の詳細については他に譲るとして，本小節ではアナリティクスの役割について議

環太平洋圏経営研究 第23号

－78－



論する。アナリティクスのフレームワークとして広く認知されているのは，Harvard Business

ReviewにDavenport（2013）が 提 唱 し たAnalytics3．0で あ ろ う。Analytics1．0の 記 述 的

（Descriptive）アナリティクスは，過去に生じた事象やビジネス成果を記述的にまとめたもの

であり，アナリストが知見をまとめて経営者に報告するには，自ら様々なビジネスシナリオを

立て分析する必要があり，作業量は多くなる。Analytics2．0予見的（Predictive）アナリティ

クスでは，記述的アナリティクスから一歩進み，過去データにもとづいて将来のビジネスパ

フォーマンスや様々な事象の生起確率を予測する。ただし，将来の不確定要因については，ア

ナリストが自らシナリオを立案して将来ビジネスの見通しについて複数の選択肢を経営者に提

示することになる。そのため，記述的アナリティクスよりは作業量が軽減されるものの，アナ

リスト作業は依然として残留する。現状のアナリティクスとして提案されているのが，

Analytics3．0（指示的）アナリティクスである。指示的アナリティクスとは，予見的アナリティ

クスから更に一歩進んで，将来の不確定要因に応じて複数提示されるビジネスシナリオから，

最も推奨すべき選択肢を自ら選別して提案するものである。この場合に経営者は，提示された

選択肢を実行するか否かを判断するだけとなる。実際の企業経営において，想定内の不確実性

を前提とした最適解を採択するとは限らず，指示的アナリティクスが提案する最適案を戦略的

に採択しないケースも存在する。例えば，現時点での経営的な最適案が売上額に見合わない営

業人員の削減だとする。確かに，一時的に人員削減することで企業の財務状況は改善するかも

しれないが，それによりデータでは測り得ない企業に対する評判，さらに株価に対しても影響

するかもしれない。そのような場合には，指示的アナリティクスが提案する案が最適であった

としても，最終的に実行するかどうかの判断確認は経営者が行う。そして，アナリティクス

3．0では，アナリストの作業は不要となる。いずれの場合も，アナリティクスへの入力は最新

のデータであり，経営者の意思決定にもとづいたアクションが出力される。この判断確認にヒ

トが介入せず，アクションの指示が直接出力される場合もある。つまり，アナリティクスは自

図1 アナリティクスと業務タスクの関係性
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動化され，業務プロセスの一部であれば人的作業の置き換えとなり，一般的にAI（人工知能）

と呼ばれる。図1に自動化を含めたアナリティクスと業務タスクの関係性を示す。

2－3．ビジネス
データサイエンスでは，ビッグデータや機械学習のような技術的議論が先行しがちだが，企

業がデータサイエンスの恩恵を受けるためには，いかにビジネスへ取り込むかが重要であり，

適用アプローチを誤ると利益を生まない。データを用いてビジネスを扱う限り，対象となる企

業ビジネスプロセスや経営状況を数値で捉える必要がある。重要業績評価指標（KPI）にもと

づく経営を実践する企業は多いが，この概念はDrucker（1954）が提唱した目標管理（MBO）

に遡る。MBOにおいて設定されるKPIは測定可能であり，逐次モニタリングできることを前

提とするが，データサイエンスを導入する場合も同様である。ここで最も重要な点は，何を

KPIとして設定するかであるが，これはデータサイエンス固有の課題ではない。しかし，デー

タサイエンティストも業界のビジネスプロセスについてある程度は知っておく必要があり，複

数業種についてドメインナレッジを獲得することが望まれる。基本的なことの繰り返しにはな

るが，設定されるKPIはビジネスパフォーマンスに相関する数値指標であり，その指標に対し

てアクションが伴うものでなくてはならない。データの種類と更新頻度が上がると，詳細に指

標を設定しがちになるが，興味本位に指標をモニタリングするのではなく，その指標の変化に

合わせたアクションが伴わなければならない。明確な目標を持たず，分析のみを詳細に設定す

ると，商用システムへの実装と運用のコストが増加してしまう。このことに関連して，

Sculleyら（2015）はAIアルゴリズムをシステムに実装するためのコストを機械学習負債

（Machine Learning Debt）と呼んで，AIアルゴリズムの実装と運用はただではないと警鐘を

鳴らしている。図2にAIアルゴリズムをシステム実装と運用する場合の構成概要を示すが，

一つのAIを動作させるために様々なモジュールが必要であることが分かる。また，AIアルゴ

リズムが開発できたとしても，その後の実装と運用のコストの方がAI開発コストよりも大き

図2 Sculleyら（2015）によるAIアルゴリズムの実装システム（原文をもとに筆者が作図）
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くなることさえある。AIアルゴリズムのモジュールをあまり複雑にせず，付随する周辺サー

ビスをできるだけシンプルにすることで，機械学習負債も低く抑えられる。さらに，技術革新

の速い機械学習分野において，比較的容易に最新のAI環境が維持できるように備えておくべ

きである。

すべてのデータサイエンスに関わるプロジェクトが商用化されるとは限らず，概念実証

（POC：Proof of Concept）の結果を検討してから商用化に移行する場合が多い。POCの場合，

全数データを用いるのではなく，サンプルデータによる限定された範囲でプロジェクトを実施

するが，その後ビッグデータプロジェクトとして展開されるケースは少ない。VentureBeat

（2019）によれば，データサイエンスプロジェクトの87％ が商用システムに至らずに終了して

しまうという。その理由は，Sculleyら（2015）が指摘した機械学習負債に寄るところもある

が，Data Science Process Alliance（2022）は，次のように分析している。そもそもビジネス

課題の設定が適切ではなく，データサイエンスで取組んだ結果からビジネスに有用な価値が得

られない場合，または有用な知見が得られたとしても適切なシステム実装をもともとのスコー

プに含めていない場合，プロジェクト自体が失敗することが多い。KPIの設定はデータサイエ

ンスの範囲外とも言えるが，既に指摘した通りデータサイエンティストも業界のビジネスプロ

セスについてある程度は知っておくべきである。または，対象とする業界に精通した人材をプ

ロジェクトメンバーに招いて，データサイエンティストと連携させることも選択肢の一つであ

る。仮に，適切なKPIを設定してビジネスに有用な示唆が導かれたとした場合でも，商用シス

テムの中で誤ったプロセスに実装されたり，システム連携への検討が遅れたためにアルゴリズ

ムの実装に制限がかかったりすることを避けなければならない。

企業がデータサイエンスを用いて利益を得る前提として，まず企業のビジネスプロセスや市

場のビジネスシステムを充分に理解し，適切なKPIを設定してモニタリングできなければなら

ない。その上で，機械学習を用いて将来のパフォーマンスを予測し，数理モデルを構築して

KPIに対する影響メカニズムを解明する。また，アナリティクスから得られる知見は，それに

伴うアクションが起こせる粒度にとどめ，いたずらに細かくしてはならない。詳細にこだわる

と，商用システムに実装および運用した際に，機械学習負債がかさむからである。データサイ

エンスをビジネスに活かすには，技術的詳細にこだわり過ぎず，変更や更新に対して素早く柔

軟に対応できるよう，アジャイルなビジネスシステムの構築が望まれる。

3．データサイエンスとビジネス

データサイエンスを導入すれば，ビジネスのパフォーマンス向上につながると安直に期待す

る企業は少なくない。データサイエンスはソリューションではなく，業務の効率化や新しい価
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図3 Akterら（2016）による構造モデル（原文をもとに筆者が作図）

値の創造を支援するフレームワークであり，適切に活用しなければ単なるコストに終わってし

まう。本節では，データサイエンスをどのような考え方で導入すべきか，企業パフォーマンス

向上とマネタイズに関して議論する。

3－1．ビジネスパフォーマンスとの関係性
データサイエンスに多大な投資を実施してきた企業にとって，目下の関心事は企業パフォー

マンスとの関係である。蓄積されるデータの量が増加してくると，企業はデータサイエンス投

資に対して一層大きなリターンを期待し始める。Akterら（2016）は，データサイエンスと企

業パフォーマンスの関係性を分析したところ，企業のデータサイエンス力4）が高いほどパ

フォーマンスも良くなることを示した。さらに，データサイエンス力はビジネス戦略との整合

性を媒介して，企業パフォーマンスにプラスの影響を与えることも示した。図3にAkterら

（2016）が明らかにした構造モデルを示す。企業におけるデータサイエンス力はBig Dataと

Analyticsに関連する技術力，マネジメント力，人材力の3因子から構成され，これら能力が

総合的に高まることで企業のデータサイエンス力は向上する。

Wambaら（2017）も，同様な構造モデルを用いてデータサイエンスと企業パフォーマンス

について分析したが，媒介変数にはプロセス志向型動的能力を仮定している。プロセス志向型

動的能力とは，競争優位性を獲得するためにBig DataとAnalyticsに関する能力を増強して，

ビジネスプロセスを柔軟に改善させるための能力のことである。通常，企業における競争優位

性の確保は，ビジネス戦略の一部を占めるため，プロセス志向型動的能力との相関性は高いと

考えられる。データサイエンス力の構成要素となる3因子について詳解すると，BDA技術力

4）Akterら（2016）は，Big Data Analytics Capability（BDAC）と呼ぶが，企業パフォーマンスのイネイブ

ラーであることを鑑みて，ここではデータサイエンス力とした．
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はデータ分析プラットフォームおよびデータの整備，外部との接続性，アナリティクス技術開

発など組織的な技術的能力レベルを表す。BDAマネジメント力とは，データおよびアナリ

ティクス設備の運用プロセス，これら設備と運用に対する投資計画がロードマップとして策定

されているかなどにより評価される。BDA人材力では，データサイエンティストの組織体制

や知識レベルなどに関連する。これら企業の設備，組織，運用プロセスなどを評価するのは，

ある程度の客観指標を用いて可能であるが，潜在的能力を詳細に評価することは難しい。ま

た，企業ではデータサイエンティスト組織とは別に業務ごとの専門部署が存在し，ビジネスと

データサイエンスの調整を行うことが多い。そのため，ビジネス戦略との整合性やプロセス志

向型動的能力が媒介して企業パフォーマンスの向上へ有意に貢献しているということは，企業

ではデータサイエンティストに業界知識やビジネス対応を求めず，ビッグデータやアナリティ

クスに専念しているのが現状だと推測される。Akterら（2016）とWambaら（2017）の構造

モデルでは，ビジネスプロセスや戦略にデータサイエンスを新たに導入することを想定してい

る。この場合，企業でデータサイエンスによる大きな変革をもたらすためには，データおよび

アナリティクスの部門と業務プロセスの部門による充分なすり合わせを行うことが重要であ

り，その結果として業務パフォーマンスの向上をもたらす。一方で，既に運用しているビジネ

スプロセスでは，データ，アナリティクス，運用システムインフラの品質や正確性がダイレク

トに企業パフォーマンスに効いてくる場合もある。Renら（2017）はBDAシステム品質，

BDA情報品質，BDAビジネス価値が企業パフォーマンスに有意に影響を与えていることを示

した。いままで取得できなかったデータベースと自社プラットフォームが接続性を確保した場

合，これまで以上の高頻度でデータ取得が可能となった場合などが，このケースに相当する。

Chaeら（2014）は，サプライチェーンマネジメント（SCM）に関して，データの正確性と高

度なアナリティクス活用が，SCMの運用パフォーマンスの向上に影響することを実証した。

このケースでのデータサイエンティストには，業務プロセスおよびその最適化に関する専門的

知識が求められる。

産業界におけるデータサイエンス5）は，デジタルトランスフォーメーション（DX）の一つ

として捉えられている。BCG（2020）の調査によれば，コロナ危機の影響でDX実施の緊急性

が高まってはいるものの，DXに成功している日本企業は14％ であり，デジタルハブに注力

している割合が低いと指摘されている。つまり，依然として部門間でのサイロ化が障壁とな

り，Akterら（2016）が言及するBDAマネジメント力が欠如しているために，データサイエン

ス力の向上が思うように進んでいないと考えられる。また，EY（2022）が実施した調査によ

5）産業界では，データにもとづく企業経営やビジネスプロセス改善という意味で，データ＆アナリティクス

と呼ぶことが多いが，ここではデータサイエンスとデータ＆アナリティクスは同義とする．
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ると，今後2年間の投資対象として重要視されているテクノロジー分野は，データ＆アナリ

ティクス，クラウド，IoT，AI・機械学習の4つが主要テクノロジーの上位を占めている。中

でも，データ＆アナリティクスに対する投資は急拡大しており，35％（2020）から53％

（2022）へ増加した。ただし，これら4つのテクノロジーは本論文中で議論するデータサイエ

ンスが扱う範疇であり，今後益々企業による投資が期待される。それでは，データサイエンス

を導入することによる価値はどこで生み出されているのであろうか？ McKinsey（2020）に

よるDXに関する報告書によれば，DXで創造される価値の7割が既存事業の変革により生み

出され，残り3割が新規事業からだという。データサイエンスに限っても，大方同様な傾向で

あると推測できる。そもそもDXとは，ITシステムとビジネスを一体的に捉えて新たな価値を

創造する戦略を立案する必要があり，IT部門が主導するのではなく，むしろビジネス側が推

進すべきものである。そして，IT部門が主導してきた既存ITシステムに関わるDX推進が先行

し，既存事業での価値創造が7割を占めていると考えられる。この場合，Renら（2017）によ

るモデルが適用でき，システム品質と情報品質の改善が直接的に企業パフォーマンスの向上に

つながる。その結果として，McKinsey（2020）が示しているDXリーダー企業のEBITDAの

成長率は，DXを推進していない企業よりも3～4倍のパフォーマンスを上げ，売上は5～

10％，従業員の生産性も2．5倍向上したということにつながる。

企業におけるデータサイエンスの成熟度にも依存するが，データサイエンス力の向上は企業

パフォーマンスの改善に大きく貢献する。既存または新規のビジネスプロセスに関わらず，プ

ロセス全体の効率化が重要であり，そのためにデータサイエンスが活用される。しかしなが

ら，具体的にデータサイエンスをどのような考えの下で導入し，運用すべきかについての詳細

はあまり議論されていない。一般的なITシステム導入ステップは，現状評価，ロードマップ

策定，システム開発と実装，運用，改善のように進められるが，データサイエンスでも同様で

ある。ここで最も重要なのは，プロジェクト開始前に，投資効果を測定するための評価指標が

定義されるか否かにある。Shimら（2015）は，データサイエンス6）投資に対するROIについ

て，まずは測定可能な成果指標を設定し，それを最大化するような活動を推進すべきだと提唱

する。さらに，Brownlowら（2015）は，データサイエンス7）をマネタイズするためには，ま

ずは定量化可能な指標の設定が必要だという。しかし，多くの場合で指標の測定よりも目先の

実装に注力する傾向がある。例えば，マーケティング投資において，本来ならばオンライン，

オフライン，プロモーションを含めた全体最適の観点から，複数メディアに対して最適比率で

予算配分すべきである。しかし，企業がデジタルマーケティングだけを考慮して予算を振り分

6）Shimら（2015）の原文では，Data and Analyticsというが，本文ではデータサイエンスと同義とする．

7）Brownlow（2015）の原文では，Data-Driven Business Modelというが，本文ではデータサイエンスと同義

とする．
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けがちなのは，施策に対する結果を早く期待するためであり，その場合のマーケティング投資

は部分最適でしかない。マーケティングサイエンスでは，全体最適と部分最適を明確に区別

し，全体最適の実現を推進しなければならない。

3－2．マネタイズのアプローチ性
データサイエンス力を高めて企業パフォーマンスを改善するには，逐次更新されるデータを

用いて算出可能な評価指標の設定が必須である。しかし，これら評価指標をどのように設定

し，継続的にモニタリングすればよいのであろうか？ これまで，どのような思想の下でデー

タサイエンスを導入し，運用すべきかについての詳細はあまり議論されてこなかった。本小節

では，データサイエンスをビジネスプロセスへ，どのように実装して運用すべきかについて検

討する。まずは，データサイエンスを活用したマネタイズとは何かについて考える。データサ

イエンスを上手く活用できていない企業からは，マネタイズのアイディアがない，またはマネ

タイズに適したデータを保持しているのかが不明であるとの意見が聞かれる。一方で，今まで

知り得なかったことが測定できるようになり，新たに入手したデータが価値を有する場合，生

データがマネタイズの源泉となる。例えば，Apple Watchは内蔵センサーによる所有者の生体

データを収集し，個人の健康や睡眠の状態データと突合させることで，健康に生活していくた

めの新たなインサイトを創出することが期待される。しかし，このような特殊データではない

場合，マネタイズの源泉をどこに見出せばよいのであろうか？ 次のように捉えると分かり易

い。マネタイズの源泉とは，非効率な状態が効率的状態へ遷移するときに生じるコストの差分

であり，この差分を解消したときに利益として獲得できるのである。これはファイナンスにお

けるアービトラージ戦略8）と同様の考え方であり，データサイエンスにおいても有用な戦略と

なる。さらに，これを量子力学とのアナロジーで考えると分かりやすい。量子力学の世界で

は，電子が存在し得るエネルギーバンドは離散的であり，伝導帯は電気伝導に寄与する自由電

子が存在するエネルギーバンド，価電子帯は半導体において電子で満たされた状態のエネル

ギーバンドである。伝導帯に存在する電子が，価電子帯へ状態遷移するとき，これらエネル

ギーバンドの差分エネルギーが光（半導体レーザー）となって放出される。データサイエンス

の場合も同様で，ビジネスプロセスが非効率状態（非効率バンド）から効率状態（効率バン

ド）へ遷移したとき，そのコストの差分がマネタイズされて利益9）となる。同じビジネスプロ

8）アービトラージ戦略とは，同一の価値を有する投資商品の一時的な価格の歪みが生じたときに，割高な商

品を空売りし，割安の商品を買付け，価格の歪みが適正に戻った時に反対売買することで利益を獲得する

取引戦略のこと．

9）量子力学では電子が伝導帯から価電子帯に遷移するとき，エネルギーバンドの差分が光エネルギーとなる

（左図）．そのアナロジーとして，データサイエンスでは非効率な状態にあるビジネスプロセスが最適化↗
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セスでも，コスト高のプロセスが非効率状態であり，コストが最適化されたプロセスが効率状

態である。ここで示したマネタイズ効果は，データサイエンス特有のものではなく，一般的な

ビジネスプロセスの効率化にも適用可能な論理である。しかし，この点をデータサイエンスで

強調するのは，データとアナリティクスを活用することで非効率な状態を定量化し，それを最

適化して効率的状態に遷移させるためのアクションの導出が可能だからである。しかも，それ

が勘や経験ではなくデータから客観的に判断できることが重要な点である。前小節で，マネタ

イズするためには，まずは定量化可能な指標の設定が必要であるというのはこのためである。

次に，マネタイズの源泉からどのように利益を獲得するのか，2つのアプローチについて説

明する。まずは，既存プロセスにおける評価指標に対する数理モデルがスモールデータから構

築可能な場合である。これにより，観測値の背後に潜在する評価指標生成のメカニズムが解明

され，時点ごとにアクセス可能な経営資源を最適配分することで，ビジネスプロセスを非効率

状態から効率状態へ遷移させることが可能となる。結果として，同じ経営資源を効率的に投資

することで大きなリターンが獲得できる，または，同じリターンをより少ない経営資源での達

成が可能となる。例えば，ある消費財の値引き率を決定する場合，各消費財が有する価格弾力

性を最新のデータから算出し，期待する売上増分を達成するための最適価格が設定される。価

格弾力性には，当該商品の自己価格弾力性と競合商品の価格に対する交差価格弾力性があり，

実際には近隣等で販売される競合商品の価格も考慮する必要がある。仮に，これまでの経験か

ら当該商品の10％ 値引きを実施したとしても，いつも値引きされている競合商品の値引きが

実施されていなければ，売上目標に対して過剰値引きとなり，実は8％ 値引きでも充分だった

かもしれないというわけだ。もう一つのアプローチは，ビッグデータを用いた機械学習によ

り，通常と異なるパターンを短時間で見出してアクションを取る場合である。過去のビッグ

データで学習させたニューラルネットワークを用いて通常と異なる状態を検知し，それが非効

率性から来るものであれば，効率化に向けたアクションをとるというものだ。特に，観測対象

に競合が存在する場合，非効率性を認知して最初にアクションを起こしたものが利益を獲得す

るため，出来る限り素早く非効率性を検出することが求められる。例えば，株式売買におい

て，投資家は当該株式が割安なときに買付けて適正価格に遷移した際に売却し，割高のときに

されて効率的状態に遷移す

ると，その差分がマネタイ

ズ効果として利益を創出す

る（右図）．

↘
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は空売りして適正価格で買い戻すことで利益を獲得する。ここで，当該株式が割安価格または

割高価格であることは非効率な状態であり，適正価格は効率的状態を表す。市場では，トレー

ダーが経済や金融に関連したビッグデータを用いて，素早く非効率な価格をつけた株式を見つ

けては売買しており，最近では自動化されたアルゴリズム取引が盛んである。このように，

ビッグデータを用いた機械学習とスモールデータによる数理モデルではマネタイズのアプロー

チが異なる。機械学習の場合は，観測データの背後にあるデータ生成の構造には無関心で，出

来る限り迅速かつ正確に出現確率を予測することがマネタイズでは重要となる。一方，数理モ

デルの場合は，観測データの背後に潜在するデータ生成メカニズムが最大の関心事であり，精

緻に因果関係をコントロールできるかが大変重要となる。以上の観点から，再度各アプローチ

の事例を考えてみよう。まずは，機械学習を用いた異常検知の例である。これまで工場ライン

での異物除去などの仕分け作業を人が目視で行うことが多かったが，異物を機械学習した

ニューラルネットワークを除去プロセスの判断AIモジュールとして採用することで，人為ミ

スの無い継続作業が可能となる。この場合の非効率状態は，人がマニュアル作業していた状態

で，効率的状態はAIで置き換わった状態である。ここで運用コストの削減または処理効率が

向上できれは，データサイエンスによるマネタイズが成就する。もう一つの数理モデルの例と

して挙げるのは，Marketing Mix Modeling分析10）（MMM）である。現代マーケティングで

は，複数メディアへ同時に出稿されているため，各メディアに対する費用対投資効果を直接測

定することは難しい。そこで，マーケティング投資が収穫逓減特性を示すことを前提にモデル

化し，メディア単体の売上貢献を推定してマーケティングROIを算出する。さらに，推定した

モデル式を利用することで，多様なマーケティング投資戦略のシミュレーションが可能とな

り，状況に応じた最適なマーケティング投資戦略が立案できる。

最後に，現実に存在しないものを機械学習で創造してマネタイズする場合について言及して

おく。冒頭で述べたApple Watchで収集される生体データは，新たに取得されたデータが市場

価値を有すると判断したときに価値創造される。同様に，現実に存在しないものが機械学習で

創出されるとき，市場がそれに価値を見出せば，マネタイズされることになる。例えば，ピカ

10）MMMでは非効率なマーケティング投資配分を最適配分することで，マーケティングROIを最大化する．

各メディアに対する売上貢献度の特性曲線にプロットされてい
るのは，現時点での投資ポイントである．各ポイントにおける
曲線の傾きが限界ROIを示し，与えられたマーケティング投資
総額を3つのメディアで傾きが等しくなるポイントが最適投資
配分となる．左図では，テレビとデジタルに対する投資を減額
して，プロモーションに再配分することが推奨される．
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ソやゴッホといった特徴ある画風の絵画を機械学習させることにより，現実には存在しないピ

カソやゴッホ風の絵画を創造することが可能である。同様なことは，音声や文章に対しても技

術的には可能であるが，このような創造物が価値を生み出すかは分からない。最近フェイク

ニュースとして話題にあがる偽装画像なども，機械学習の技術から生成されている。企業から

データサイエンスを活用したマネタイズのアイディアがないとの声を聞くが，無から有を生み

出すような幻想を少なからず抱いていないかと懸念する。しかし，アイディア次第というとこ

ろもあるが，自動翻訳のような消費者のニーズを満たす創造物も多数考えられ，この点におい

て可能性は無限大である。

4．まとめ

データサイエンスを活用したマネタイズのためには，単に設備を整え，データを収集し，専

門組織を創設するだけでは不充分であり，組織全体のビジネス戦略と整合的な活動を行うこと

が最低条件である。さらに，収集された構造および非構造データをデータマイニングするだけ

ではなく，マネタイズのためにはプロセスやシステムに潜む非効率性の定量化が必要である。

そして，効率的状態へ遷移させるためのアクション，または効率的状態へ遷移したときに有利

となるアクションを選択して実行する。本論文では，データサイエンスのアプローチとして，

数理統計モデルまたは機械学習を活用して非効率状態との差分コストをマネタイズするアービ

トラージ戦略を示した。機械学習では，背後にあるデータ生成の構造には無関心で，出来る限

り迅速かつ正確に出現確率を予測することが必要である。一方，数理モデルでは，背後に潜在

するデータ生成メカニズムが最大の関心事であり，精緻に因果関係をコントロールすることが

必要となる。脳科学者であるLibet（2004）は，人間は出来事が実際に生起して0．5秒後には

じめて，その出来事を意識することを実験で示した。そうであるならば，現実と意識には0．5

秒の乖離があることになるが，さらに人間は意識した際に，それが0．5秒前に生じたこととし

て時間補正しているので，乖離は生じない。つまり，外部刺激が与えられると，意識の関与し

ない脳活動（無意識）が判断や行動を起こす。データサイエンスでは，機械学習の処理は無意

識に相当し，特に因果を意識することなく判定結果を出力する。一方，数理モデルは，人間の

目的ある行動（意思）を表し，因果関係が意味をなす。企業においても，組織の無意識と意思

による行動をデータサイエンスで実行しながら，発展していくことが期待される。
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Arbitrage Strategies in Data Science
─Data Monetization and Value Generation─

MIYATSU Kazuhiro

In the era of big data, in which various types of data can be accessed, there are some

companies that are preoccupied with data mining as they believe the more data are

possessed, the more profit can be earned. It is hardly possible to monetize data simply by

conducting exploratory data mining. The source of monetization is the cost difference that

occurs when transitioning from an inefficient state to an efficient state, and profits can be

obtained when the difference is eliminated. This idea corresponds to the arbitrage strategy

in finance, and it is also a valid strategy in data science. There are two approaches in data

science: machine learning and statistical modeling. Machine learning is indifferent to the

underlying structure of data generation mechanism but to predicting probabilities of

occurrence as quickly and accurately as possible. Statistical modeling is most concerned with

the underlying data generation mechanism and fully controlling causal relationships. Data

science uses these approaches to implement the arbitrage strategy in data monetization.

This paper discusses how data science monetizes data and create values and proposes how

companies should deploy and manage data science.

Keywords: data science, arbitrage strategy, big data, analytics, monetization
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特別会員 徴収しない
名誉会員 徴収しない
学外会員 年 間 3，000円
準 会 員 年 間 3，000円

決 議 日 1998年3月10日
本細則は，1988年4月1日より施行する。
本細則は，2004年4月1日より施行する。
本細則は，2012年10月20日より施行する。
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『環太平洋圏経営研究』投稿規程

1．本誌は，定期刊行物であり，原則として一年に1回発行する。

2．本誌の編集は，環太平洋圏経営学会によって選ばれた編集担当理事によって行われる。

3．本誌の投稿原稿は，会則第2条に示す目的に沿った投稿原稿と依頼原稿からなる。

4．本誌に投稿できる者は，本会の会員とする。ただし，理事会は，必要と認めた場合，非会
員に原稿を依頼することができる。

5．投稿原稿については，「論文」，「研究ノート」，「書誌」，「資料」，「書評」，「その他」のう
ちから，投稿者の希望する類別を指定するものとする。ただし，編集の都合で類別が変更
されることもある。

6．原稿は，環太平洋圏の言語で書かれた未発表のものに限るものとする。

7．原稿の掲載は，編集担当理事の合議で決定するものとする。

8．原稿料については，別途定める。

9．本誌原稿の著作権は，環太平洋圏経営研究学会に帰属するものとする。

10．原稿の提出に際しては，別途定める執筆要領に従うものとする。

11．本誌に掲載された論文等の著作権のうち「複製権」，「公衆送信権」の行使は，桃山学院大学
総合研究所に委託する。

12．本誌に掲載された論文等については，桃山学院大学学術機関リポジトリに公開することを
原則とする。

付則 本規程は，1998年4月1日より施行する。
本規程は，2003年11月1日より一部改訂施行する。
本規程は，2007年5月16日より一部改訂施行する。
本規程は，2011年10月20日より一部改訂施行する。
本規程は，2012年10月20日より一部改訂施行する。
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