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《論文》

学際的実践知としての地域経営学の構想のために
堀籠 崇（新潟大学）
本稿は，自然環境・地政学的側面やコミュニティ・制度面，行政面も含めた地域課題の多面的な要素を総
合的・俯瞰的に捉え，現実の課題解決に向けた実践と連動して研究・理論形成を行う，実践的統合知として
の地域経営学の確立に向けた手がかりを探索する試論である。特に本稿では，地域課題解決に資する新たな
学の確立に向けた方向性を見定めるための示唆を得ることに主眼を置き，地域課題に対峙する 2 つの学問的
潮流―内発的発展論の系譜と Social Innovation の系譜―の整理を通じて，地域課題解決に資する新たな学の
確立に向けたヒントを探った。その結果，今後の地域課題解決に資する「学」の確立に向けたヒントとして，
地域を主体として静的に捉えるのではなくプロセスとして動的に捉えていく視点と，
個の変革
（意識の変容，
世界認識，自分が変われば世界が変わる，当事者意識，我が事主義）をどう促進するかという「生涯教育学
的視角」が重要な鍵となることが示された。
キーワード：地域経営学，内発的発展，Social Innovation，これからの経営学
＊本稿は，2021 年 5 月に開催された経営学史学会第 29 回全国大会での研究報告をベースに，大幅な加
筆修正を加えたものである。

はじめに
本研究は，自然環境・地政学的側面やコミュニティ・
制度面，行政面も含めた地域課題の多面的な要素を総
合的・俯瞰的に捉え，現実の課題解決に向けた実践と
連動して研究・理論形成を行う実践的統合知としての
地域経営学の確立に向け，その手がかりを探索する試
論である。この構想は，①2000 年代以降，日本では多
方面で「地域課題」を対象とした学会の設立が続いて
いるがその違いが判然とせず，地域経営に係る概念が
多義的に扱われている，②90 年代以降，学部名称に地
域を冠した学際的な学部設置が続いているが，各学部
の教育研究体系の整理が不十分な為，その総合的な成
果蓄積・発展を阻害している，
以上の問題意識による。
しかしながら新たな学の確立にあたっては，関連す
る諸概念の定義，対象とする現象とその要素・構造，
方法論など，多面的に検証・明確化した上で，理論骨
格と考究体系を精緻に練り上げていく必要があり，と

1

ても本小論でカバーしきれるものではない1。そこで本
稿では，あくまで地域課題解決に資する新たな学の確
立に向けた方向性を見定めるための示唆を得ることに
主眼を置きたい。
そのために本研究が着目する学問的潮流は，以下の
2 つである。1 つは比較社会学や経済開発論から生み
出された方向性であり，内発的発展論といわれる系譜
である。地域課題の解決に向けた地べたからの自生的
な共生社会づくりの意義を強調するものである。本系
譜は 1960 年代後半から 1970 年代にかけて露呈してき
た西欧をモデルとする近代化方式の内包する様々な矛
盾―自然・環境破壊，エネルギー問題，国家間格差等々
―に対抗すべく地域に根ざした新たな発展を求めた動
きに関わるものであり，現代の地域社会にも通底する
問題に，いわば先取りする形で対峙したものである。
いま 1 つは Social Innovation（以下，SI）の系譜であ
り，2000 年代以降に生じた，社会全体をどのようにし
て根本から変えていくかという視点で地域課題を捉え
るものである。ステークホルダーの利害調整と戦略的

2002 年日本地域政策学会，2004 年地域マネジメント学会，2008 年地域
活性学会，2014 地域経営学会等，2000 年代以降に地域課題を対象とし
た学会の設立が加速化している。紙幅の都合上ここで全てを紹介する
ことはしないが，試みに地域マネジメント学会の会則を覗いてみると，
第 2 条「目的」に，
「都市・地域・地区（以下「地域」という。）を形
成するハードとソフトにわたる資産体系の適切な経営管理…」とある。

地域概念は「都市・地域・地区」と広く捉えられている。今後多様な関
係概念の比較，検討を通じた整理によって，その精緻化を目指すことは
必要であろう。なぜならば，そうすることで研究視角の相違点と対象範
囲が明確になり，蓄積されたそれぞれの知見を相互に生かしていくこ
とが可能となると考えられるためである。
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マネジメント志向の方向性をもち，動的に組織を捉え
る「学習する組織」
，個と全体の関係性を取り結ぶ「U
理論」
，SI の創出に向けた「Collective Impact（以下，
CI）
」へと連なる本系譜は，地域課題に対抗する実践と
アカデミックな理論とが相互に絡み合いながら，現在
進行形で展開されている。発生時期も依拠する学術領
域も異なる，
これら 2 つの学問的潮流の整理を通じて，
地域課題解決に資する新たな学の確立に向けたヒント
を探ってみたい。
1 比較社会学，経済開発論の系譜－内生的発展の
場としての地域と開発対象としての地域
この系譜は，1960 年代後半から 1970 年代にかけて
露呈してきた，西欧をモデルとする近代化方式の内包
する様々な矛盾－自然・環境破壊，エネルギー問題，
国家間格差等々－に対抗すべく地域に根ざした新たな
発展を求めた動きに関わるものである。それは，地域
に暮らす人々自身が自らの手によって，地域社会を主
体的に作り上げていくプロセスであって，状況適合的
にそれぞれの地域ごとの多様な発展形態を認める特徴
を持つが，その学説は，さらに似て非なる 2 つの系統
に分かれる。
（1）内発的発展論の背景
1975 年，スウェーデンのダグ・ハマーショルド財団
が，国連経済特別総会における報告のなかで，西欧社
会をモデルとした近代化とは異なる発展の道筋がある
ことを指して「もう一つの発展」の概念を提起した。
内発的発展論の契機は，その際に「内発的」という言
葉を「自力更生」と並んで用いられたことによる2。T.
Parsons を中心とするアメリカ社会学における近代化
論においては，イギリス，アメリカといった発展の先
発国を内発的発展（endogenous development）者と見做
し，後発国に対しては先発国をモデルとして近代化を
成し遂げた（あるいは成し遂げつつある）外来的発展
（exogenous development）者とみなす3。日本における
内発的発展研究の先駆者たる社会学者の鶴見は，こう
した Parsons 流の発展論に異を唱え，非西欧社会であ

2

3

なお「もう一つの発展の要件」は，①人間が生きるための基本的要求（食
料，健康，住居，教育など）が充たされること，②地域の共同体の人々
の協働によって実現されること（自助）
，③地域の自然環境との調和を
保つこと，④社会内部の構造変革のための行動をおこすこと，である
（鶴見 1989, p.46）
。
exogenous については，論者によって「外発的」であったり「外来的」
であったりの語が用いられている。本稿では，エリア外部から「発せら
れる」というよりもエリア外部に「由来する」という意味合いを重視し

る後発国にも内発的発展はあり得るとの問題意識から
「内発的発展論」を提起するに至るのである。すなわ
ち「精神的知的側面の発展－自己覚醒および知的精神
的創造性」をもった，物質世界の向上には限らない発
展である。
（2）比較社会学を基盤とした系統
まずは鶴見和子に代表される，比較社会学を基盤と
した系統である。
鶴見は Parsons の社会学をヒントに，
柳田国男の民俗学に依拠して内発的発展論の基本的な
フレームワークを構築した。鶴見の内発的発展の定義
とは以下の通りである。
内発的発展とは，目標において人類共通であり，目
標達成への経路と，
その目標を実現するであろう社
会のモデルについては，
多様性に富む社会変化の過
程である。共通目標とは，地球上のすべての人々お
よび集団が，衣・食・住・医療の基本的必要を充足
し，
それぞれの個人の人間としての可能性を十分に
発現できる条件を創り出すことである。それは，現
在の国内および国際間の格差を生み出す構造を，
人々が協力して変革することを意味する。
そこへ至
る経路と，目標を実現する社会の姿と，人々の暮ら
しの流儀とは，
それぞれの地域の人々および集団が
固有の自然生態系に適合し，文化遺産（伝統）に基
づいて，
外来の知識・技術・制度などを適合しつつ，
自律的に創出する。
地球的規模で内発的発展が展開
されれば，それは多系的発展となる。そして，先発
後発を問わず，対等に，相互に手本交換をすること
ができる4。
鶴見の内発的発展論は，
「西欧をモデルとする近代化
がもたらす様々な弊害を癒し，あるいは予防するため
の社会変化の過程」であり，社会変化のプロセスとし
て社会運動論的に捉えるところにその特徴がある。そ
して近代化論との対比において「近代化論が『価値中
立性』を標榜するのに対して，内発的発展論は，価値
明示的」であるとして，規範的な発展論であることも
重要なポイントである5。実際鶴見は，内発的発展の「担

4
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て，
「外来的」の語を用いる。なお development に関しては endogenous
と結びついた場合には「発展」とされるが，exogenous と結びついた場
合に限り，
「開発」の語が用いられることがある。この訳しわけと概念
規定の問題に関しては，内発的発展論において非常に重要な論点とな
るが，その点について詳しくは本節末尾にて詳述する。
鶴見, 川田編（1989）, pp.49-50。
同書, p.43。
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い手」について，歴史上社会変革を主導したのは「不
条理な苦痛を軽減するために，自ら創造的苦痛をえら
びとり，その苦痛をわが身に引き受ける人間＝キー・
パースン」であるという市位三郎の説と概念に依拠し
て，
「キー・パースンとしての地域の小さき民」
とする。
そうした人々が「地域の小伝統の中に，現在人類が直
面している困難な問題を解くかぎを発見し，旧いもの
を新しい環境に照らし合わせてつくりかえ，そうする
ことによって，多様な発展の経路を切り開く」ものと
位置付けているのである。
さて，鶴見の内発的発展論では，その分析単位を「地
域」とする。ただし，この場合地域は国家の下位体系
に限定されない。すなわち鶴見のいう地域は，国家と
自治体との間の先行関係について「伝来説」と「固有
説」の並存の可能性を示唆した玉野井のいう「限定さ
れた実体としての小地域」を基礎として再定義されて
おり，
コミュニティ概念と重複したものとなっている。
鶴見の「地域」とは，コミュニティ概念の三要素①場
所（定住地，定住者，定住性）
，②共通の紐帯（共通の
価値，目標，思想等）
，③相互作用（定住者間の相互作
用，定住者と地域外からの漂泊者との相互作用との双
方を含む関係性）を含み，
「定住者と漂泊者と一時漂泊
者とが，相互作用することによって，新しい共通の紐
帯を創り出す可能性を持った場所」6なのである。
鶴見の内発的発展論において重要な点は，
これが
「文
化遺産・伝統のつくりかえの過程」である点である。
伝統とは「ある地域または集団において，世代から世
代へわたって継承されてきた型（構造）
」であり，
「意
識構造の型」
「社会関係の型」
「技術の型」の 3 つの側
面があるが，
「古くから伝わる型を，新しい状況から生
じる必要によって，誰が，どのようにつくりかえるか
の過程」が鶴見の内発的発展論における鍵となるので
ある7。
（3）地域経済論・経済開発論を基盤とした系統
内発的発展論におけるもう一つの流れとして，宮本
憲一に代表される地域経済論・経済開発論を基盤とし
た系統がある。
まずは宮本の内発的発展の定義を示す。
地域の企業・労働組合・協同組合・NPO・住民組織
などの団体や個人が自発的な学習により計画をた
て，自主的な技術開発をもとにして，地域の環境を

6
7
8

同書, pp.52-53。
同書, p.58。
宮本（1989）, pp.316-317。

保全しつつ資源を合理的に利用し，
その文化に根ざ
した経済発展をしながら，
地方自治体の手で住民福
祉を向上させていくような地域開発を
「内発的発展」
（endogenous development）とよんでおく。私の提唱
する内発的発展は外来型開発に対置されるもので
あるが，
外来の資本や技術を全く拒否するものでは
ない。地域の企業・労組・協同組合・NPO などの組
織，個人，自治体を主体とし，その自主的な決定と
努力のうえであれば，先進地域の資本，技術や人材
を補完的に導入することを拒否するものではない8。
そのポイントは，
「開発」という上（＝行政）からの
視点ならびに，域外との関係性が視野に入れられてい
る所にある。つまり上からの政策を下（＝当該地域居
住者）からコントロール（＝市民ガバナンス）しよう
という視点である。
宮本の問題意識は「都市」の問題を出発点としてい
る。すなわち宮本は，1970 年代半ば以降，イギリスや
アメリカといった先進諸国における経済の行き詰まり
が，大都市圏を中心に明らかな特徴を現したとする。
ロンドンやニューヨークといった「資本主義世界の富
の集積地」における都市問題を契機とする，都市から
農村部への分散，
「再農村化」現象が新たな地域問題を
引き起こしているというのである9。宮本はこうした問
題の解決に向けて「国土の均衡ある発展」と「地方都
市や農村の再生」の必要性を主張する。大都市時代に
おける社会の行き詰まりを打ち破るには，
「地域自治の
時代」をひらいていくことが必要で，そうした「地域
自治の時代」の地域開発として「内発的発展」を主張
するのである10。
改めて宮本の内発的発展論の特徴について示せばこ
うなる。宮本の内発的発展論は「地域開発」としての
内発的発展論（地方自治・政策論）である。すなわち
外部の大企業への依存，中央政府や県の補助金に依存
した外来的開発ではなく，自然環境，文化に根ざした
発展を視野に入れた住民主体の「地域開発」である11。
そして，ここに「開発」と「発展」をどう考えるかと
いう非常に重要な問題が立ち現れるのである。すなわ
ち発展，開発概念の曖昧さの問題である。英語論文で
は，いずれも development となっている。しかし明ら
かに文脈としては自生的・自律的な「発展」と，政策

宮本（1982）, pp.7-11。
同書, pp.242-243。
11
同書, pp.232-246。
9

10
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的な上からの「開発」が混在して論じられ，日本では，
それが鶴見と宮本の学説の形でわかりやすく表面化し
たと言えよう。
（4）新たなるアプローチ−ネオ内発的発展アプローチ
の展開12
2000 年代に入り，EU 圏において「ネオ内発的発展
アプローチ（Neo-Endogenous Development）
」が地域開
発のパラダイムシフトとして注目されるようになる。
この議論において論者に共通するのは，地域の域内で
完結するような内発性は非現実的であるとする点にあ
る。すなわち，地域内外の相互関係が必要であるとい
うことである。
地域開発に関する理論は，元々第二次世界大戦後ヨ
ーロッパにおいて現れた農村開発における近代化モデ
ルとしての「外来的（exogenous）発展モデル」に始ま
り，ボトムアップなモデルである「内発的（endogenous）
発展モデル」
，そして「ネオ内発的発展アプローチ」へ
と展開した。すなわち，外来的発展モデルは，農村地
域と都市との関係性において，農村地域は都市に依存
（技術的，文化的，経済的）するものとして扱われ，
その主要な機能は，増大する都市人口に対して食料を
提供することであったのである13。外来的発展モデル
は，ある面においては農村部における雇用の増大，技
術，通信，インフラストラクチャの改善，長期的な人
口減少への対処などの成功が見られたが，①依存開発
（継続的な補助金，遠方の機関あるいは役員会の政策
決定に依存した開発である）
，②ゆがんだ開発（単一セ
クター，特定の居住地，特定の種のビジネスを後押し
するが，他のセクターを置き去りにし，農村生活の非
経済的側面を無視した開発である）
，③破壊的な開発
（農村地域の文化的および環境的違いを抹消するよう
な開発である）
，④命じられた開発（外部の専門家やプ
ランナーによって考案されるような独裁的な開発であ
る）を助長するといった批判も多く存在した14。
こうした外来的発展モデルに対する批判から，新た
に内発的発展モデルが導かれることとなる。主に農業
を中心とした部門支援的な農村政策から，
公共政策
（農
業，住宅，雇用創出，輸送など）の各部門を総合し農

12
13
14
15
16
17
18

以下本項の記述は M. Gkartzios, P. Lowe（2019）に依拠する。
M. Gkartzios, P. Lowe（2019）, p.4。
Ibid., p.5。
Ibid., p.5。
Ibid., p.6。
Ibid., p.6。
Ibid., p.8。

村地域形成における経済，社会，環境といった各プロ
セスのバランスをとるような包括的アプローチへの転
換である15。このアプローチの要素として含まれるも
のは，地域的に統合化された焦点，地域資源の活用，
積極的な市民参加による地域の文脈化である16。この
アプローチにおいて重要な点は，
「主に地域の衝動によ
って生み出され，主に地域の資源に基づいている地域
開発（local development produced mainly by local impulses
and grounded largely on local resources）
」である点である
17
。内発的発展モデルでは，中央集権的なトップダウン
の政策から，参加型のコミュニティ主導の活動への大
幅な権限移譲による，政策の転換が暗示されている。
しかし現実には（例えばイギリスなど）
「表面的に地元
の人々のニーズに優先順位を付けることを目的として
いるものの，特定のより強力な社会的集団のみを支持
する結果となるような」悪影響を持った疑似内発的発
展（pseudo-endogenous development）と言われる状況が
展開されたのである18。ボトムアップの政策アプロー
チを取りつつも，実際の構想，モニタリング，および
実施においてはトップダウンであり，農村地域への外
部からの圧力と地域内部のアクター間における影響力
関係と権力構造の問題があったのである。結局のとこ
ろ，内発的発展モデルにおいては，外来的発展モデル
に「住民主体」という意匠を施したに過ぎないような
実践が現実であったというわけである。そして，そう
した「トップダウンかボトムアップか」
，
「中央集権か
コミュニティ主導か」
「政策主導か市民参加か」といっ
たような，外来的発展モデルと内発的発展モデルにま
つわる二元的な問題を超越すべく，ネオ内発的発展ア
プローチが生み出されていったのである19。それは「地
域に根ざしているが外向きであり，地域と，より広い
環境の間の動的相互作用によって特徴付けられる農村
「内生的なモードと外
開発へのアプローチ」20であり，
生的なモードを超えたハイブリッド」21である。
C. Ray（2001）はネオ内発的発展アプローチを，①地
域内のアクターによって活性化され得ること，②政府
や EU が現代の政治行政イデオロギーの論理に対応し
て，上から活性化され得ること，③特定のアジェンダ

19

20
21

- 131 -

ネオ内発的発展の考え方が表れてきた直接的な契機は，現代のヨーロ
ッパにおいて地方の農村部が外部からの影響（グローバリゼーション，
外部貿易，政府や EU の行動など）を受けずに自律的に社会経済的発展
を目指すという考えが現実的ではないことにあった。Ibid., p.10。
Ibid., p.10。
Ibid., p.9。
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を追求するための手段として見る NGO（中間組織）に
よって活性化されうること，以上のように，上から，
あるいは中間レベルと地域レベルの相互作用，そうい
った多様な組み合わせの結果として位置付けている22。
すなわちネオ内発的発展アプローチは，ガバナンスの
視点を備えたものであるということである。言い換え
れば，様々な23主体によって発展のための知が生み出
されている現場において，これをどのように受け入れ
ているか，どのように機能しているかに関する思考で
ある。
かようにして，もはや単一の包括的な農村開発のモ
デルや理論を追求するのではなく，様々な空間的文脈
において，独自の文化や知識のつながりが生まれ，多
様なアプローチが生まれてくる24。開発のモデル（理想
型）を提示するのではなく，農村開発についての考え
方や，実際に現場でどのように機能しているのかを理
解し，内省し，実践に活かすという方向性であり，学
識経験者も含めた複数の多様なアクターの関与のもと，
農村開発に関する彼らの立場を理解しようとする，当
事者意識を有した自省的な実践が，ネオ内発的発展ア
プローチなのである25。そしてここに後述する SI の系
譜への接近がみられるのである。
2 SI の系譜－System としての地域
近年世界的な動きとして，地域の課題解決に向けて
SI のフレームワークの積極的な活用が進んでいる。SI
研究は多岐にわたるが26，その中でも本稿が取り上げ
る一連の研究は，Donella Meadows を端緒にその意義
と有用性が広く社会へと伝播していった Systems
Thinking を下敷きにした研究の系譜である。これら研
究には社会全体をシステムとして捉え，これをどのよ
うにして根本から変えていくかという視点で問題を把
握する点に特徴がある。
（1）System Dynamics の展開
1950 年代に軍事的関心から進展してきた Operational

22
23
24
25
26

C. Ray（2001）, pp.8-9。
M. Gkartzios, P. Lowe, op. cit., p.11。
Ibid., p.13。
Ibid., p.14。
SI 研究はその学際性・多分野性のために，現実の社会変革実践の進展
の一方，その概念や研究構造は断片的で掴みづらいものとなっている。
P. Foroudi et al.（2021）による，1970〜2019 年にわたる SI 研究に関する
ビブリオメトリクス分析を用いた網羅的な調査によれば，SI 研究はそ
の理論視角として，①社会起業家精神，②社会変革，③社会的価値創造，
④領土開発，⑤コミュニティ心理学，⑥福祉経済学，⑦制度論，⑧構造
化理論，以上 8 つの研究基盤があるという（p.449）
。こうした多様な広

Research の経営領域への応用（生産計画，在庫管理，
ロジスティクスなど）が進められた。この頃，アメリ
カの計算機科学者，システム科学者である J. W.
Forrester（1918-2016）が，企業行動のシミュレーション
である「Industrial Dynamics」を開発する。Industrial
Dynamics は，1960 年代に入り都市計画を扱う「Urban
Dynamics」
，次いでグローバル世界の相互作用を分析
した「World Dynamics」へと展開，その後整理統合され
て，社会システム分析にコンピュータシミュレーショ
ンを活用する「System Dynamics」へと至る。
System Dynamics では，複雑なシステムを構成する要
素間の関係性がモデル化され，システムの変動メカニ
ズムを生み出す内部構造の解明が目指される。モデル
に対する実際の数値シミュレーションを通じて，シス
テム内部におけるフィードバックループの解析が行わ
れる（定量分析）
。System Dynamics はその後，数値シ
ミュレーションを行うのではなく，システム内部の要
素間の関係性と構造，そのダイナミクスについて定性
的に理解するツールとしての Systems Thinking への流
れが生み出された。地球全体にかかる根源的な問題へ
の対処のために発足した Club of Rome が委託した研究
プロジェクトチームの中心人物の一人，Donella
Meadows によって Systems Thinking の意義と有用性が
広く社会へと伝播されていったのである27。
（2）Systems Thinking と組織研究への適用−Senge の
学習する組織
ここにおいて，組織研究領域へのシステム的なフレ
ームワークの導入が図られていくのである。P. M.
Senge（2006）は，Systems Thinking のフレームワーク
を活用し，
動的視点で組織の本質を捉えようと試みた。
Senge は「複雑で変化の激しい時代において，主体的
に進化し続ける組織」が求められており，
「世界が相互
のつながりをより深め，ビジネスがより複雑で動的に
なっていく」なかで，
「トップダウンの組織では対応で
きず，個々の成員の能力を引き出すことが不可欠にな
っている」として，
「学習する組織」28の必要性を主張

がりを持つ SI 研究全般を網羅することは，本研究に課せられる範囲を
超えるため，本稿では特に，社会的変化と構造化理論にまたがり，
Systems Thinking の枠組みで問題を捉える一連の研究に焦点を当てる。
27
なお Club of Rome に委託された研究プロジェクトチームは，Forrester の
弟子であった Dennis Meadows を中心に，その妻である Donella Meadows
と共にシステムダイナミクスの手法を用いて地球成長の限界について
警鐘を鳴らす報告書，The Limits to Growth（邦訳『成長の限界』）を 1972
年に出版するに至り，世界に衝撃を与えた。
28
「学習する組織」は「人々が絶えず，心から望んでいる結果を生み出す
能力を拡大させる組織であり，新しい発展的な思考パターンが生まれ
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する29。学習する組織は 5 つのディシプリン30を持つと
されるが，その中でも特に重要なのが Systems Thinking
である。Systems Thinking は「すべてのディシプリンを
統合し，融合させて一貫性のある理論と実践の体系を
つくるディシプリン」31であり，個である自己と世界と
のつながりを理解する方法を提示するものである。要
するに「学習する組織」の核心は，個は全体であり全
体は個である「分かたれることのない全体」32として組
織を理解し，外部環境を所与と捉えて政策形成や意思
決定を行うのではなく主体的に外部環境への働きかけ
を行う，通じてルールそのものを変えていく，いわば
イノベーションと自己変容33にある。
（3）学習する組織から U 理論へ
さて，そうした個人の自己変容に焦点を当て，組織
のイノベーションのプロセスの明示を図ったのがC. O.
Scharmer（2016）である。Scharmer によれば，現在我々
が直面している危機として
「従来の社会構造，
考え方，
制度を生み出し，集団の社会体制を具現化する従来の
方法が，もはや機能しなくなっていることを如実に示
している」34という。こうした危機に対しては，①懐古
主義者
（昔の秩序を取り戻そう）
，
②現状肯定主義者
（今
の方法を続けてなんとかしよう）
，
③個人と集団の根本
的な変化を唱道する人々，以上 3 つの反応が見られる
が，現代に要請されるのは③の変容であるという。す
なわち「過去のパターンを超えて未来の最良の可能性
を追求する」ことである35。組織であれ，地域社会であ
れ，
その構造
（あるいはその構造自体を生み出す方法）
が，もはや機能しないとなった場合に，過去から学ぶ
従来型の学習は意味をなさず，全く新しい解決策を講
じることが求められる。イノベーションは，過去の経
験からは生み出されない。過去の経験を一旦手放し，
未来が出現しようとするその瞬間を感じ（源）
，そこか
ら行動していくというのが U 理論の骨子である。
Scharmer によれば，通常，組織的な学習には 2 つの
異なる源があるという。
１つは過去の経験からの学習，

る組織，共に抱く志が解放される組織，共に学習する方法を人々が継続
的に学んでいる組織」と定義される。
29
P. M. Senge（2006）, p.4; （訳書, p.35）
。
30
5 つのディシプリンとは，①Systems Thinking，②Personal Mastery，③
Mental Models，④Shared Vision，⑤Team Learning である。
31
Ibid., p.12; （訳書, p.47）
。
32
Ibid., pp.370-371; （訳書, pp.547-548）
。
33
Ibid., p.73; （訳書, p.129）
。
34
C. O. Scharmer（2016）; （訳書, pp.71-72） 。
35
同訳書, p.75。
36
出現する未来から行動することを Scharmer は，存在（Presence）と感じ
とるあるいは感知する（Sense）からなるプレセンシング（Presencing）

もう一つは出現する未来からの学習である。後者は出
現しようとしている未来の可能性を感じ取り結びつけ
ること36である。U 理論は，創造に向けた個人の思考プ
ロセス（意識の変化，自己変容）において出現する未
来から学び行動すること，そしてそのプロセスが U の
字の形を辿っていくことから名付けられている37。U
のプロセスは，
大きく分けて3 つのプロセスを経る38。
1 つは「ただ，ひたすら観察する」次に「退いて内省す
る（内なる「知」が現れるのに任せる）
」最後に「すぐ
に行動に移す」である39。U のプロセスの各段階は，4
つの意識の層で分類され，個人がどういった意識状態
にあるかによって生み出されるものが違ってくる。1
つは「私の中の私（習慣的なものの見方，考え方で物
事を認識する）
」
，2 つは「それの中の私（感覚や思考
が大きく開かれた状況で物事を認識する）
」
，3 つは「あ
なたの中の私（開かれた思考と心で同調し感じる）
」
，
最後に「我々の中の私と今の中の私（出現しようとし
ているものの源，開かれた思考と心と意志で注意を向
けることから理解する）
」状態である40。重要なのは，
「問題を解決に導くために必要なのは，我々の行動の
もととなっている内面世界を認識し変化させること」
である。そして Scharmer によればそうしたプロセスを
進展せしめる，開かれた思考（Open Mind）
，開かれた
心（Open Heart）
，開かれた意志（Open Will）は，我々
一人一人がすでに持っているものなのである。カギと
なるのは自分の意識に意識を向けることである。我々
の外部の問題が内部の問題の反映であることに気づく
こと，全体の目を通して自分自身を内省する所から，
未来が立ち現れてくるということなのである。
（4）CI の進展
2011 年，Stanford Social Innovation Review に掲載され
た Kania & Kramer の論考を端緒として CI41に関する研
究が幕を開ける。その特徴は，システム思考に基づい
て，多様な利害関係者の連携を促し，セクター横断的
な協働を通じて複雑な課題解決を可能にするところに

という造語で表現している。
同訳書, pp.78-79。
38
同訳書, pp.108-109。
39
この 3 つのプロセスは，さらに以下７つのプロセスとして詳細化され
る。①ダウンローディング（過去のパターンを自分のレンズで見てい
る）
，②観る（Seeing）
，③場から感じ取る（Sensing）
，④プレゼンシン
グ；源につながる（Presencing）
，⑤結晶化（Crystallizing）
，⑥プロトタイ
ピング（Prototyping）
，⑦実践（Performing）
，以上 7 つである。
40
同訳書, p.83。
41
CI は「異なるセクターの重要な関係者グループによる特定の社会課題
を解決するための共通のアジェンダに対するコミットメント」と定義
される。J. Kania, M. Kramer（2011）, p.36。
37
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ある42。CI が従来のコラボレーションと一線を画すの
は，社会課題を Systems Thinking の枠組みで捉える発
想にある。CI では，個々の主体のアイソレイテッドな
行動による部分的なインパクトではなく，主体間の関
係性をつむぎ直し，コレクティブ（集合的）な行動に
よる根源的・持続的インパクトが提唱されている。
CI の登場は，ソーシャル・イノベーションの領域を
中心として，実際にコミュニティ内部において，その
変革に従事している組織やコミュニティリーダーらに
大きな衝撃を与えたのみならず，現在もそのフレーム
ワークは進化を続けている。CI のフレームワークは，
J. Kania, M. Kramer らを中心に精緻化が進められてい
るが43，近年では CI のフレームワークにおける 5 つの
基本要素（CI の 5 つの基本条件）44とその基盤となる
リーダーシップのパラダイムを見直す必要があるとい
う主張（CI3.0）も出てきている45。従来の CI において
は，Systems Thinking に基づく戦略的な社会変革として
の側面を持つ。地域社会全体を，いわば戦略的事業体
として捉え，取り組み全体をステークホルダーの協働
を重視したマネジメント志向により，組織化していく
ことである。これは視点を変えて個々のステークホル
ダーの立場から見ると，CSV（Creating Shared Value）
を視野に入れた社会的協調戦略とでもいうべきものと
なる。これに対し CI 3.0 は，端的にはコミュニティ志
向であるということができよう。地域社会のコミュニ
ティをありのままに活かしつつ，コミュニティの全構
成員を巻き込んだ「ムーブメント」として CI が捉え直
されている。つまり主体としての CI から，プロセスと
しての CI への転換ということができるかもしれない。
いわば，ある面では従来の CI よりも緩やかであり，あ
る面では強固であるような，レジリエンスさを持った
フレームワークへの再構築である。M. Cabaj, L. Weaver
（2016）は，以下の様に述べている。
CI の取り組みは，参加者らがムーブメント構築型
のパラダイムに基づいて活動すれば効果的である

42
43

44

45

D. P. Stroh（2015）; （訳書, pp.52-66）
。
Collective Impact Forum（FSG）URL:https://www.collectiveimpactforum.o
rg/what-collective-impact（最終閲覧日：2020 年 12 月 7 日）
J. Kania, M. Kramer（2011）が提示した，CI を成功に導くために必要な
5 つの要素は，①共通のアジェンダ（Common Agenda）
，②共有された
評価システム（Shared Measurement）
，③相互強化活動（Mutually Reinforcing Activities）
，④継続的なコミュニケーション（Continuous Communication）
，⑤背後支援組織（Backbone Support Organizations）
，以上である。
M. Cabaj, L. Weaver（2016）によれば CI はこれまでに３段階の進化を辿
ってきているという。CI 1.0 が J. Kania, M. Kramer（2011）論文が発表さ

可能性が高いということである。
どんなに献身的で
影響力のあるリーダーが 20〜40 人集まったとして
も，自分たちだけで課題に取り組み，深く持続的な
変革を起こすことは不可能である。そのためには，
地域社会全体が最善の状態になろうと努力し，
安全
で，繁栄し，包括的で持続可能なコミュニティのシ
ステム−そして自分たちの行動−にどのような変更
を加えようともコミュニティ全体が責任を持ち関
与し，投資を行うことが必要である46
地域社会の構成員一人ひとりが「当事者意識」を持
って行動を起こす「自己変容」を伴ったムーブメント
こそが社会変革を生み出すということであり，要は，
より地べたからの根源的な変容である。その意味で，
CI3.0 は，
本来の意味での
「社会変革：Social Innovation」
に向かおうとしていると言えよう。
以上を小括すると，その鍵は Systems Thinking にあ
り，いずれも活動主体と環境との関係性をオープンか
つインタラクティブなものとして捉える点にあること
が理解できる。個人－組織－社会の，どのレベルに焦
点を当てるかにより，U 理論，学習する組織，CI と派
生したが，CI 3.0 に至り，個人を基盤としたコミュニ
ティ志向，運動論としての社会変革への流れが生み出
され，ここにおいて先に記したネオ内発的発展論へと
展開した内発的発展論の系譜と SI という二元的系譜
が，地域課題を前に互いの歩み寄りによって一元化し
つつあるということができるのである。
3 これまでの経営学とこれからの経営学
（1）企業経営の学から協働の学を目指す経営学
さて経営学の枠組みでは，かの C.I. Barnard（1938）
が「社会 society」
「共同体 community」を「非公式組織
informal organization」として捉えている。藤沼（2019）
によれば，バーナード理論において，非公式組織概念
は 2 つに分かれており，直接的な特定公式組織の成立
に随伴する非公式組織である「第二次非公式組織」に

46
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れた 2011 年以前の時期であり，様々な組織がいわば自然発生的に，後
の CI に結びつくような活動実践に取り組んでいた時期にあたる。CI 2.0
は J. Kania, M. Kramer（2011）論文発表後 5 年間を指し，多くのコミュ
ニティが提示されたフレームワークを採用した時期にあたる。そして，
CI の示す変革の基本構造は認めつつも，そうした実践の中から見えて
きた当初のフレームワークの限界や課題を踏まえ，CI 以外のコミュニ
ティ変革における効果的なフレームワークを活用してCI をアップグレ
ードしようという CI 3.0 の提唱へと至るのである。M. Cabaj, L. Weaver
（2016）p.3。
Ibid., p.12。
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先立つプライマリな非公式組織として「第一次非公式
組織」があり，これがいわば地域共同体や社会を意味
するという。藤沼は「これまでの経営学」が，
「
『組織
の有効性確保』に資する限りでの『手段としての非公
式組織』に着目してきた」のに対し，バーナード理論
は「
『目的としての非公式組織』という視点を有してい
る」47と指摘し，現代社会における様々な局面での断絶
を克服するために「これからの経営学」の進むべき道
として「手段としての非公式組織」観から「目的とし
ての非公式組織」観に立脚した経営学を目指す「バー
ナード理論的転回」が必要であると主張する。
「
『生活
圏を共有（共同生活）する第一次非公式組織』とのバ
ランスの確保（開かれた『非公式組織の充実』
）をこそ
目指す48」べきであるというわけである。
（2）主流の経営学と本流の経営学
藤沼が「これからの経営学」として捉えた問題意識
について，もう少し掘り下げて考えてみたい。三戸
（2002）は，F.W. Taylor 以降の経営学の発展は全て「科
学的管理の枠内のもの」とし，そこに主流と本流とい
う 2 つの流れがあると見る。すなわち三戸は，Taylor
の科学的管理を「精神革命」と捉え，その本質を「経
験から科学へ」
という事実的命題と
「対立から協調へ」
という価値的命題，これら 2 本の柱を立てたことにあ
るとした上で，
「
『経験から科学へ』の１本柱に立つ多
数派からなる主流と名づくべき流れと，2 本柱の両者
に拠って理論と技法を追究する本流とも名づくべき流
れ」―換言すれば「科学的接近」と「哲学的接近」49―
2 つの流れをもって発展して現在に至っている50とい
う。そう概括した上で三戸は，M.P. Follett，C.I. Barnard，
P.F. Drucker が汲む「本流」の経営学に，つまり「テイ
ラーに還えれ」51と主張するのである。
いうまでもなく科学の進展は，人類の進歩あるいは
人間社会の幸福にとって不可欠なものである。しかし
ながら現代にあっては，行き過ぎた科学のもたらす負
の影響が，人類存続の危機を無視し得ないほどに増大
させている現実がある。目的行為においては，意図せ
ざる随伴的結果を伴うのが常であるが，人間個人とは
異なり組織体は，存在論的に機能性追求を余儀なくさ
れる宿命をもっているが故に，限りない目的追求行為
により目的的結果とともに，それ以上の随伴的結果の

47
48
49
50
51

藤沼（2019）, p.2。
同上論文, p.10。
三戸（2002）, p.25。
同書, p.6。
同書, p.ⅳ。

増大を伴うわけである。三戸は，そうした危機の克服
のために「真因たる随伴的結果の認識に立った人間の
組織的行動，科学的管理の変革」即ち「
『対立から協調
へ』と『経験から科学へ』のテイラー・ディシプリン，
換言すれば，統合と機能の今日的統合，すなわち機能
性追求の目的的結果に関する情報だけでなく，その目
的追求行為が惹起する自然・社会両環境破壊の随伴的
結果に関する諸情報をも意思決定の決定前提に加えた
決定を為すこと」を主張するのである52。
（3）これまでの経営学とこれからの経営学
こうした
「これからの経営学」
という問題について，
杉田（2019）は，経営学に物語論的な解釈学の視角か
ら光を当てることを通じて検討している。杉田は野家
啓一がいう「三人称の科学」
（客観的記述を目指す自然
科学）と「二人称の科学」
（主観的要素を排除しない人
間科学）との対比において，
「
『三人称の経営学』に重
ね描く材料として，
『部分と全体との生ける有機的関係』
を問う『一人称の経営学』
」の必要性を主張する53。杉
田は，
「
『全体から部分へ』と『部分から全体へ』とい
う解釈学的循環」を自己と他者，全体との統合論とし
てのフォレット思想に見出すとともに54，A.N. Whitehead の主客循環過程と有機体の哲学をひいて，それを
経営世界に置き換えて科学と道徳準則の間に立って組
織と個人をつなぐ論理を打ち立てた C.I. Barnard につ
いて，
「自らの経験から会得した一人称の「センス」を
語ったのだ」と述べる。そして規範や価値，意味とい
ったものを含んだ，科学によっては語り得ないものを
語る「本流」の経営学に，経営学の未来を見出してい
るのである55。
さてここまで本稿があとづけてきた 2 つの学問的潮
流の展開と，こうした「これからの経営学」という議
論は，どのようにオーバーラップするのであろうか。
内発的発展論が発展の主導形態を異なるレベルで捉え
ていることは，藤沼が主張する非公式組織と公式組織
という関係性にかかる手段－目的的な主従関係と重な
り合う。特に基盤が異なる 2 つの内発的発展論の相違
はこの点と関わる。内発的発展論はネオ内発的発展ア
プローチに至り，相互に手段・目的の関係として，全
体として 1 つのシステムを構成しつつ，ネスト構造型
の関係へと認識が変容した。
それは主体としての CI か

52
53
54
55
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堀籠：学際的実践知としての地域経営学の構想のために

らプロセスとしての CI への展開と一体化して，地域
課題への向き合い方について，1 つの方向性を指し示
している。それはまさに杉田が「一人称の経営学」と
述べ，三戸が「本流の経営学」と称する，科学的接近
（＝機能性追求）と，その随伴的結果も睨んだ哲学的
接近（＝価値，規範）と，二本の柱にたった経営学に
見出せるのである。
おわりに
最後に本稿がここまで整理してきた研究が，今後の
地域課題解決のための「学」に対して与える視座とは
どのようなものであろうか。
それは運動論
（プロセス）
としての地域理解である。
地域を主体として静的に捉えるのではなくプロセスと
して動的に捉えていく視点である。地域を主体として
静的に捉える場合，地域はあくまで課題解決のための
対象となるが，そうではなく人々が善く生きるための
未来をともに作り出す運動として地域を捉えるという
ことである。それによって地域課題解決の目的的結果
の追求のみならず，その随伴的結果も視野に入れた地
域づくりが可能となろう。
地域社会を分解していった場合に残存するのは「個」
である。個の変革（意識の変容，世界認識，自分が変
われば世界が変わる，当事者意識，我が事主義）をど
う促進するかという「生涯教育学的視角」は重要な鍵
となる。地域に暮らす人々が，働き・活動し・学ぶ地
域で幸福を享受するとともに，当該社会の担い手とし
て有効に力を発揮し，
主体相互の交流・啓発によって，
多様性共生・協働ネットワークの新たな複合的価値を
醸成・創造するために，古くて新しく，新しくて古い，
そうした学が求められている。
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