
心構えの変革はなぜ必要か （前半=PART-Ⅰ）

1979年 MGマネジメントガイドNO.286に記載された南博一橋大学名誉教授との対談

その社会的背景

■不安と自我不確実感
栁平： 「不確実性の時代」ということで、今

後五～十年の間に予測される社会的な問題を低

成長、円高、従業員の高齢化、高学歴化などい

ろいろと取り上げられ「そうした時代に生き残

るために・・・」ということで、議論をよんで

いますが、こうした不確実な現象は、ビジネス

の世界だけでなく、私たちの個人的生活にも、

かなり影響をもたらしていると思います。「今

までのように泰平ムードではいられないのだ」

という不安な気持ちを皆、なんらかの形で感じ

ているようですね。

南： 今の世の中、天下泰平で、すべてが事も

なし、としている人の方が問題です。先のこと

は実に不確実で、すべてが疑問です。だから、

こういうときに迷うとか悩むこと自体は決して

悪くはない。悩みがなければ、人間的成長がな

い。その意味で確実性の時代などというのはな

い。ただ、問題は、不確実の度合いがどのくら

いか、ということです。心理学でいう「自我不

確実感」というのが強すぎると、人間には
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いろいろ問題が出てきます。

栁平： 量的にも質的にも、昔より、不安現象

がかなり増えているように感じますが。

南： 社会の近代化というのは、ノイローゼを

増やします。江戸時代の文献をみると「ノイ

ローゼの人」というのはいない。身分制度が

はっきりしていて、ある意味では、人々の心が

安定していたのでしょう。ところが、社会が近

代化され、身分ということを離れて一人ひとり

が比較的同じレベルで付き合わなければならな

くなると、あらゆる意味で競争過剰の社会に

なってくる。しかしその一方で、社会一般には、

一人ひとりの人間関係が平等になってきている

ので、会社などで上役と部下というような上下

関係が出てくると、それにスムーズに対処でき

なくて、それが自我不確実感を高める原因に

なってしまう。しかし、なんとかうまくやろう

と、四方八方に気を配り頑張ってやる。ところ

がはりきりすぎるから、時には適応過剰という

状態になってしまう。人もうらやむほどの早い

出世と回転の早さで知られている有能部長が、



突然、不眠症になったり、ノイローゼで入院する

のは、適応過剰が原因になっている。

栁平： そうした環境の中で、私たちが確実に生

きていくには、どのように対処していけばよいで

しょうか。

南： 結局、不確実性の時代とか、社会不安とい

うけれども、問題は、一人ひとりが確実感が持て

るように努力すること。確実感が持てるというの

は、どのような状況でも、ちゃんと頭の中に引き

出しがあって、社会環境と自分との関係をはっき

りとらえられる、ということです。

時代が不安定で不確実というのは避けられない

と思う。そうすると、問題は、環境がどんなに不

確実になっても、その中で生きていく人間が、自

分のレパートリー、たとえば人間関係、仕事、家

族、そして自分自身などについてのレパートリー

を、ちゃんと持っていればいいわけです。

ある状況に対して、そこに含まれる危険を知り

ながら、危険の原因がわからず、あるいはわかろ

うとしないで、ただ消極的に気を使っているのが

心配という状態です。危険に対して原因をつきと

めず、したがって、それを防ぐ対策の立たない。

この心配が、さらに未知の危険にまで拡大され予

感されていくと、不安につながっていきます。

おそらく、もう皆さんもご存知のとおり、経済

面でのめまぐるしさ、公害など、近代社会のもた

らす変化への危機意識が、かなり多くの人の心の

中に根づいてしまっているでしょう。それが、今

いわれているような「不確実な時代」という表現

で、一般的な社会不安をつくりあげてしまってい

るのです。

まあ一般的には、このような不安を、瞬間的に

まぎらわす気晴らしのために、お酒を飲んだり、

いろいろの娯楽に興じたり、あるいは強い影響力

を持っている個人、集団によりかかることによっ

て、心の安定を得ようと努力するんですね。

栁平： いま、そういう傾向があらわれてきてい

ますね。学生の就職をみても、まず安定している

ところ、公務員とか、一流企業に殺到します。一

流というイメージに自分を一致させて安心しよう

とするのでしょうか。

南： そういうことがありますね。学校も一流校

に入っていないとダメだ・・・とかね。職場であ

り、家庭であり、社交集団であり、いずれにして

も、私たちは一人では生きられないから、いろん

な集団に属している。およそどんな集団でも、そ

れに属するメンバーの心理的な安定化に一役かっ

ているわけですが、人間というものは、集団の中

で、自分がはっきりとした役割をもち、それに応

じた地位を占めるとき、自分が集団の中で安定し

ているという感じ、つまり自我安定感を持てるよ

うになるわけです。集団が、私たちの自我安定感

の支えになっているんですね。この自我安定感は、

集団の目標がはっきりしていて、同時に、その目

標が自分の個人的な生活目標と重なり合う部分が

多くなればなるほど、確実なものになってきます。

■個人と集団
栁平： 実は、ＡＩＡプログラムの中では、自分

の人生の生涯設計を明確にしていくと作業をグ

ループ・ディスカッションを通じてやっていくん

です。仕事について、経済問題について、精神的

な側面、健康体力面、知性教養面、家庭の問題、

そして自分を取り巻く隣人、あるいは地域社会、

これらの七つの分野で、それぞれ自分の将来の方

向をはっきりさせていくわけです。

このコースの最大の特徴は、常に自分と周囲、

周囲と自分との相関関係のバランスの中で、健康、

心のやすらぎ、やる気、豊かさを確実に自分のも

のにしてゆくためのプロセスなんです。そして、

それらのプロセスの中から、自己の目標設定をし、

それを達成してゆくことを学べる。しかも、いろ

いろな人との話し合いを通じて自分を見つめ直す

という体験ができる。だから、現在は、不確実だ

けれども、自分としては、ひとつこういう目標で

新しくやり直してみよう、という決断をし、行動

に移るわけです。新しい自己像、自己イメージを

明確にすることが、自分自身と集団の関係、つま

り集団の中での自分の地位を明確にし、不安感を

取り除いていくための一つの強力な方法になって

います。参加した人は、自分はこれから積極的に

生きていける、という自信を得るわけです。



参加した人たちの悩みを見ていると、周囲を気に

するあまり自分を失ってしまって、やる気がなく

なっている人、あるいは逆に、周囲から浮かび上

がってしまって空転している自分に気づかずに悩

みをかかえている人、いろいろですが、集団と個

人の心理的な意味でのバランスが必要だと思いま

す。

しかし、今日では、はたして、個人も集団も本

当に人間的成長の心理的欲求を満たしているか、

お互いにそれの応えようとしているか、というこ

とが問題ですね。現在では、むしろ、そこで働き、

成長し、働きがいのあるはずの集団が、逆に私た

ちを無力し、積極性を奪っている。

■なぜ、アドベンチャーをしないのか

そして個人も、その集団の中で甘えてしまって、

アドベンチャーもせず、プラスの影響を周りに与

えることもなく、ただ、受け身で労働時間を提供

しているだけになっているのではないでしょうか。

南： 不確実さが増すと人間は保守的になるね。

アドベンチャーをしなくなってしまう。

栁平： そうなると、自我を不安定にし確実感を

失わせる場となる集団に属している私たち個人の

問題と同じに、そうした集団、特に企業などでは、

企業自体の損失もかなり多くなると思いますが、

そうして悪循環は、どこで断ち切ればよいとお考

えですか。四十八年以降の不況で、企業は今まで

は社員のめんどうを一生みようという考えをすて、

めんどう見切れないという。一方社員の方は、で

は会社を辞めるかというと、いずこも不況ムード

で辞められない。なおさら、企業にひっついてい

く。肉体的にはくっついているけれども精神的に

は、だんだん離れていく。そうなると、社会不安

がだんだん大きくなるのではないかと心配です。

■社会不安と個人不安

南： 社会不安というものと個人不安というのは

重なり合って、相互に強め合うということがある

から、どこかで悪循環が切れないと実際には大し

た危険でもないのに、それを極度に恐れ、絶望的

な心理状況にまで陥ってしまう。特に日本人の

場合は、昔から、天変地異、地震などの影響も

あって、歴史的にみても、不安感度がかなり高く

なっている。まず第一に考えられることは、今こ

そ、私たち一人ひとりが自分の心の安定に取り組

まなければならない、という自覚をし、それを実

行することです。政治家は政治で、ビジネスマン

はビジネスで、みんながいろいろなところで社会

を安定させようと努力している。ところが、これ

らの方法には限界があって、結局、入れ物がどん

なに変わっても、中身が変わっていない。社会不

安の問題では、社会の不安定ということをいかに

解決するか、ということではなく、社会に住んで

いる一人ひとりが安定感を持つようになることが

重要なのです。一人の人が安定感を持つことに

よって、その人の属している家族とか、社会とか、

というように、安定感をもっている人たちが広

がっていけば、日本の社会全体が少しずつでも変

わってゆく。

そんなことをしていたのでは手ぬるい、一人ひ

とりの魂の問題になってくるととても大変だとい

う人もいる。政治とか社会体制ということになる

と、「前よりはよくなる」ということは確かにあ

るでしょう。前に、共産党の宮本顕治氏が対談で、

「社会主義社会になっても人間の魂の問題という

のは解決しない。宗教というものはやはり残る」と

いったことがあるように、心の問題を扱うというこ

とは、これからもますます必要になるでしょう。い

ろいろの世論調査、意見調査、意識調査をみると、

そうした結果が出ていますね。つまり心の問題とい

うのが私たちの社会で、今後は非常に大きな比重を

しめるだろうということは当然であるわけです。

栁平： 社会の不安定は、そうしても、個人のパー

ソナリティに影響してきますね。

南： だから、各自が独立自尊の精神を養って、

「自己」というものをしっかりと確立しておかなけ

ればいけない。

栁平： 独立自尊の精神が新しいパーソナリティを

確立し、より良く生きる人間像を創造するというわ

けですね。



■対自・対他競争心
南： パーソナリティという言葉には、人間が生

きていくうえに必要ないろいろなテクニックのレ

パートリーである。あるいは、人間が持っている

欲求を満たすためのテクニックのレパートリーだ

という考えがあります。

ＡＩＡのプログラムでいう心構え（Attitude)

というのは、そういうレパートリーを状況に応じ

てどう使うかということですね。つまり、“方向

づけ”ということです。ある状況にはこういうテ

クニックを動員しなければいけない、という思考

の方向づけです。能力があっても、その能力の方

向づけ、つまり心構えがしっかり身についていな

いと、どんなときにどんな能力を動員するかとい

うことがはっきり決まらず、結局、宝の持ち腐れ、

ということになります。心構えの啓発をしないで、

他のいかなる教育をしてもムダ、という結論は、

このへんにあるんです。

先ほど独立自尊の話が出ましたが、よりよく生

きてゆくための心構えを確立するということは、

それがすなわち独立自尊のパーソナリティづくり

につながるわけです。独立自尊の真の意味は、自

分を大事にするということ、そして、自分を大事

にするということは、他の人にもそれぞれに自分

というものがあり、その自分を大切にしているの

ですから、他の人の自我をも尊重しなければいけ

ない、ということになる。自尊は同時に他尊につ

ながってゆくわけです。ところが、いまの方々に

は、本当の意味で自分を大事にする人が少なく

なった。つまり、他人との表面的な競争心ばかり

が強くなってしまうか、まったくやる気をなくし

て無気力に惰性で毎日を過ごすか、のどちらかに

片寄ってしまっている。私たちの言葉でいえば、

要するに「対他競争心」ばかりが出てきて、「対

自競争心」がちっとも育っていない、ということ

になる。これでは、本当の意味のやる気が出てこ

ないのが当然。独立自尊ではなく、単に人を蹴落

とすとか、出世欲みたいなものになってしまうわ

けです。真のやる気には、「対自競争心」が必要

です。自分が自分自身と闘う競争心が起こらな

メモ欄

ければいけない。あなた方の間で自己啓発といわ

れているのは、結局そういう問題だと思うんです。

私が「自己発見」といっているのもそのことなん

です。

こういう世の中では対他競争心の方が強くなら

ざるを得ないということもありますが、常に他人

を意識していたのでは、自己啓発とか自己発見は

できない。必要なのは、対自、自分に対する競争

心の確立です。昨日の自分よりは今日の自分、明

日の自分は今日の自分よりも、というように自分

に対する挑戦ということがないといけないんじゃ

ないか、と思うんです。その意味では正に心のア

ドベンチャー（心構えの変革）が必要ということ

になりますね。人間関係についてだって同じこと

がいえますよ。対自関係がしっかりできあがって

いれば、対人関係は自ずとうまくゆくはずです。

パーソナリティーの変革、ということをひと口に

いえば、対自関係をよくすること、といえます。

以上が、40年前の1979年のMGマネジメントガイド

No.286（産業能率大学刊）で南博一橋大学名誉教

授と対談記事の前半部分です。

1. 40年前の日本と令和元年の日本の現状と比べ

て、どのような共通点がありますか。社会背

景に違いがあるとしたら、それは何ですか。

2. あなたは、パーソナリティをどのように理解

しますか。

3. あなたは、Attitudes・心構えをどのように理

解しますか。また、定義しますか。

4. 何なぜ今、心構えの変革が必要だと思います

か。

5. 対他競争と対自競争はどう違いますか。あな

たの生き方に、どのような影響を与えると思

いますか。

グループディスカッションのテーマ


