
 1 

【専制的管理・科学的管理システムの行き詰まりと人間関係論】 

 

 1929 年にウォール街の暴落を期に世界恐慌に陥ると私たちは教育されたと思いますが、

その世界恐慌を期にそれまで経済学への信用は失墜し、公共投資により需要を喚起しデフ

レーションを脱却するというケインズ経済学が注目されたことは人類史上として刻まれて

いる次第です。 

 それとは別に社会学においても産業社会学という分野が、主流派経済学の信用の瓦解す

ると同時に注目を浴びたわけですが、産業社会学は企業を取り扱う領域社会学の分野であ

り、その中でもメイヨーらのホーソン実験結果により人間関係アプローチ（human 

relations approach）が、従来の専制的な経営管理の見直しの端緒となるのでした。 

 

【ホーソン実験による結果】 

 

 ホーソン実験とは、1927 年から 6 年間にわたりシカゴ郊外にあるウエスタン・エレクト

リック社のホーソン工場において、ハーバード大学のエルトン・メイヨーらにより（メイ

ヨー学派と呼ばれている）行われた実験で方法は以下です。 

 

①照明実験（照明の影響による生産性の差異の実験）、 

②リレー組み立て実験（賃金・休憩時間・食事・温度や湿度の変化による効率性の差異を

計測する実験）、 

③面接調査（労働者と面接しての聞き取り調査）、 

④バンク配線作業実験（職種の異なる労働者をグループとして配線作業を行いその協同作

業の結果の計測する実験） 

 

 これらの実験とは別の生産性との相関性が予想とは異なり確認されることになったので

すが、それがインフォーマル（業務とは関係のない集まり。競馬好きなど趣味などをつう

じてのグループ）な関係紐帯が強固な集団ほど生産性が高いというものであり、 

 

①生産能率は働く人々の態度や気分などに大きく依存している。 

②態度や気分は人間関係と密接に関連している。 

 

という実験結果を得ることとなったわけです。（『産業社会学』尾高邦雄 ダイヤモンド社

参考） 

 

【それまでの労務管理とその復活】 
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では、世界恐慌前までの労務管理とは具体的にいったいどういったものでしたのでしょ

うか？ 

特徴としては主流派の経済学に基づく思想そのものであり以下の二つがあげられます。 

 

①専制主義（上に立つものが独断で思うままに事を処理するイデオロギー）の労務管理 

 

従業員は＜ものを言う機械＞でしかなく、しかしながら機械とは異なり本来怠け者であ

り、ほっとけば非効率的となるとみなし、厳しい規律や罰則、権力や暴力で拘束、強制し

恐怖心に訴える管理体制。（パワハラが横行しているブラック企業の管理体制と酷似してま

す） 

 

②能率主義の労務管理 

 

19 世紀始めの＜科学的管理法＞テイラリズム（米国のフレデック・テイラーの経営管理

主義）によるものに基づく管理方法であり、具体的な人格や人間的特質、人間関係は捨象

され、ノルマに達すれば標準賃金・超えれば大幅に割増金という、労働者はホモエコノミ

クス（経済人・損得だけで動く人間）として扱うものです。（ここ 20 年間日本の企業で採

用されている成果主義に酷似してます） 

 

 日本における①の専制主義の労務管理と②の能率主義の労務管理の復活は偶然でも何で

もなく、1980 年代の米国大統領ロナルド・レーガン、英国首相マーガレット・サッチャー、

日本の総理大臣中曽根康弘らのグローリズムの復活によるものと密接な関係があり、つま

りはアメリカから導入されたこれらの労務管理の採用は何ら新しいものでもなく、オース

トラリアの経済学者のジョン・クイギンが揶揄する単なるゾンビ経済学とこれらの管理方

法は何ら変わりないというわけです。 

 

マーガレット・サッチャーがかがけたスローガンの「ヴィクトリア朝（1837 年から 1901

年）に帰れ」はその時代への回帰思想であり、文字も読めない少年少女を劣悪な環境での

労働を強いたり、世界の食料不足の問題解決はまず怠け者の貧困層が餓死することにより

世界の人口の均衡が保て解決されるという思想が実はグローバリズムの根底にあるのです。

（後の農業革命により食料不足はほとんど解決されます。それを可能としたのが後述する

インフレギャップ・潜在 GDP における生産性向上なのです） 

 

【人間関係アプローチの瑕疵（かし）】 

 

 それでは専制主義や非人道的な能率主義に対峙するインフォーマルな集団による人間関



 3 

係論を中心に労務管理が行われれば、全て問題が解決されるかといえばそうともいいきれ

ず、労働経済学者のジョン・ダンロップは人間関係アプローチの瑕疵を以下のように指摘

しています。 

 

①企業内の人間関係のみで企業外の要素を閉却している。（融資先の銀行や顧客との関係な

どの軽視） 

②組織体としての企業の経営政策や組織対組織の関係である労使関係の諸現象の説明に達

していない。（企業の経営状況やら労働者や労働組合等との労使関係の無視） 

③労働組合の存在を閉却し存在しない場面についてのみ研究。（労働組合のない企業のみ対

象） 

④紛争はコミュニケーション不足に起因するといった誤った過程に上に成り立っている。

（逆にコミュニケーションが蜜すぎ、私的関係のもつれにより紛争が起こることもありま

す） 

⑤闘争や競争を罪悪視し未開社会のそれにも似た調和的統一の状態において、労使の対立

を前提とする産業民主主義の原則に反する。（近代化における労働力と賃金の交換を前提と

する契約概念の軽視。例えば縄文人やマサイ族のような未開社会がモデルであること） 

 

要するにあくまで職場内でのコミュニケーションによる効率・生産性向上の域を超えて

いないわけであり、近代化を経た資本主義を採用している社会において、従業員と経営者

との関係は契約における労働力と賃金の交換が前提であり、賃金と労働者とのモチベーシ

ョンとの関係を軽視しすぎだともとらえられます。 

 

つまりはいくら人間関係のよい職場であっても労働時間・休日・労働賃金の問題から、

家族との関係の不和や崩壊、賃金不足を補填するためにかけもちの仕事をかかえることと

なるような問題が浮上して、「働き方改革」という明らかに頭の悪そうなネーミングの法律

まで施行されると、いくら職場での人間関係が良好であっても従業員の不満は拡大すると

言えます。 

 

 これもマクロ的視点であるが日本はまず ILO（国際労働機関）が定めた労働環境整備の

ための「ILO 条約」の批准数が先進国でも最低であり、メイヨーらの人間関係論を論じる

のはそれからだとも考えられますが、日本以外の先進諸国では 1950 年台末から人間関係ア

プローチは行動科学へと新しい管理方法へ以降するのでした。 

 

【士気（モラル）の重要性】 

 

 では、人間関係論では解決しえないこれらの問題に対していかにして対処すればよろし
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いのでしょうか？  

 

ここで新しく加えられるのがモラル（士気）という意欲で、元来モラル（士気）という

言葉は軍事用語でありトルスイの『戦争と平和』では以下のように記されています。 

 

 

 企業においての業務遂行力は戦闘力とみなすことができ、もちろんスタッフの数は兵の

数に相当し、利用者の食事の内容や移乗や入浴は排泄などの効率化を実現するような設備

などは b に相当します。これらの適切なスタッフの人数と設備投資や業務遂行方法による

効果を十分に発揮するのが、士気・モラルとしてとらえられます。そしてモラルの概念は

具体的に以下です。 

 

モラル①与えられた仕事に対する愛着や満足の度合い＜仕事への満足＞ 

モラル②自覚の度合。多少の困難があっても乗り越える自発的な動機 

モラル③帰属意識の高さ。集団にたいする愛着や高い誇り＜集団への帰属意識＞ 

モラル④集団それ自身のモラル。人の和の度合。＜集団の団結力＞＜集団精神＞＜スーム・

スピリット＞ 

 

 何やらどこかで目にしたような項目ですが、あくまでも企業、職場によりモラルの組み

合わせが異なり、例えば仕事への満足は高いが帰属意識が低い職場ではモラル①と②の組

み合わせであり、帰属意識が高いが賃金や地位に不満がありやりがいを感じないとなると、

モラル③と②の欠如の組み合わせだといえます。 

 

 アメリカから導入された成果主義などの管理システムは 19世紀どころかそれ以前の残忍

なゾンビ思想に半世紀以上前の思想を加えただけであり、それらが職場においての精神疾

患やらパワハラ、セクハラや過労死、ひいては家庭内においては子供への虐待や DV、社会

問題としては犯罪等の増加を招いていると言えます。（これらのデーターを引用して立証す

るのは尺が足りないので割愛します） 
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【監督指導方法とモラルの相関性】 

 

 社会心理学者のクルト・レヴィンは 11 歳の学童数名に４つの等質的な集団を形成させ、

以下の指導方法により作業させその生産性を計測する実験を試みました。 

 

＜専制的な方法＞・・一方的に作業方法を決定させる。 

＜民主的な方法＞・・自主的に分担などを相談させて決めさせる。 

＜放任的な方法＞・・仕事の説明だけする。 

 

 実験結果は以下の通りです。 

 

＜専制的な方法＞のもとでは指導者が集団の行動を監視している間だけは＜民主的＞な指

導方法よりも作業能率は高くなるが、指導者がいないときは＜放任的＞な方法によるもの

よりも生産性は低くなり、また集団内部で不和や対立が生じやすくなります。 

 

＜民主的な方法＞のもとでは、モラルも作業能率も、指導者の在不在にかかわらず不変で

ある。 

 

＜放任的な指導方法＞のもとではモラルは低く作業能率も低い。 

 

 他にもレヴィンの影響を受けたコチとフレンチが裁縫工場で同様の実験を試みたところ、

実験結果はやはり 11 歳の学童の実験結果と同様となりました。 

 

 モラル面からみる最も生産性の高い指導方法は、現場の構成員により懇談会をもつなり

協議しながら作業方法を民主的に決めることであり、書店の経営関連コーナーで並んでい

る『マキャベリの君主論』の本のような内容、つまりかつての専制的な上意下達の指導方

法では、国家においても企業においても皆が想像しているほど生産性は高くなくないとい

うのが現実だといえます。 

 

【労使関係の社会学的分析】 

 

 労使関係といえば真っ先に思い浮かぶのが労働組合ですが、労働組合と経営者側との対

立構図というものは、マルクス主義の闘争モデルによるものの固定観念による影響が強い

と思われます。（労働者と資本家の対立構図によるもの） 

 一方で社会学においては①労使間の闘争と協力に関する研究②労働者の組合と経営に対
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する並列した帰属意識の研究が進んでおりますが、帰属意識における＜二重忠誠＞の概念

は日本の経営学ではほとんど取り扱われていません。（私が一般読者向けの書店の経営学の

コーナーをみるかぎりですけど） 

 

【二重忠誠とは】 

 

 ミネソタ大学の社会学者ローズは、1952 年にセント・ルイスの運搬業労働者単位組合の

連帯調査をしたところ、組合に対しての高い意識を持つ者ほど会社に対して高いモラルを

持つまりは＜二重忠誠＞の傾向が強いという結果を公表しました。（労働組合の活動に熱心

な人ほど会社に対して忠誠心も同時に高いということです） 

 

組合の存在と企業の経営や運営とは必ず対立関係にあるというわけでなく、むしろその

逆の現象が起こりえるということなのです。 

 一見奇妙で不可解なこの現象を説明するのは比較的に容易であり、マルクス主義による

資本家と労働者の対立構図は、知識人やインテリ層にありがちな観念論者や理想主義者、

革命主義者に依拠するところが多く、実際現場に携わる労働者の多くは現実的で実利的な

考えを保持し、日々の生活や現実の利益が大切であり、この観点から会社と組合の政策を

同時に評価する傾向にあり、自分自身の生活や利益を犠牲にしてまで株主・経営者に楯つ

かないわけです。 

一般庶民の感覚からするとこの感覚は割りと自然なことなのですが、インテリエリート

層にはこの心理がまるで理解できないのです。 

 

【集団参加型経営システムの導入】 

 

人間関係的アプローチによるコミュニケーションによるものだけでは、効果的に組織に

よる業務遂行は不十分であり、ここで民主的な指導により自律性をうながすことによりモ

ラルが向上し、生産性向上に繋がることは確かなことですが、あくまでも従業員は労働者

であり契約の概念により労働力の提供により賃金を獲得することが最優先事項であり、そ

の賃金上昇の交渉の機関として労働組合の存在が希求されるところであり、賃金交渉の場

を提供する機会も必要となるわけです。 

 

労働者は社会的側面を有すると同時に経済的側面も配慮しなくてはならず、これらを顧

慮して初めて現実世界に近い社会経済人（socioecnomic man）と呼ばれる人物のモデルが

できあがります。 

 しかしながらあくまでも企業は公的団体と異なり利益確保を前提としており、労働者側

も利益拡大のための提案等を通じて参加するというというのが、参加型経営システムであ
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り単なる限られた原資を従業員側と株主側が争奪するゼロサムゲームを超越した、第三の

考えだと言えます。 

参加型経営システムの型を全て説明するとさすがに尺が足りなくなることもあり割愛さ

せていただきますが、参加型システムの中で＜システム４＞の集団参加型が望ましいと仮

託して端的にですが紹介したいと思います。 

 

＜システム４＞ 

①支持関係の原理（スタッフ同士が自然と相互扶助・助け合いをすること） 

 

各スタッフが自己の経歴、価値観、欲求、期待が支持されているように、更には自己の

個人的価値や重要性の感覚が育まれ維持されそれが実感でき、その結果 a)スタッフの非経

済的欲求と経済的欲求から生じる動機力し両立するようになり、ｂ）個々のスタッフの個

人的な動機が行動を引き起こすようになる。 

 

②集団的意思決定（バラバラの個人が集団としてまとまった意見を決めること） 

 

作業集団（work group .その業務を遂行しているスタッフのグループ。例えば３F のスタ

ッフや早出の風呂担当者数名など）が上記①の支持関係の原理を広く採用しているとき、

高度に効率的な集団となり人的資源の潜在可能性が最大限に引き出される。 

 

③高い業績への期待 

 

スタッフは仕事と会社にたいする誇り、職務の保障、適切な賃金ならびに昇進の機会を

望んでおり、会社はこれらの期待に応えるために成功しなければなりません。経済的成功

は、組織、部門、構成員が高い業績目標を持つ場合のみ満たされることのできる「状況要

件」である。（要するにスタッフが満足できる環境を整えるために取締役や管理者が経営を

成功させることが必要であり、その条件が満たされて初めてスタッフは組織に期待を寄せ

ることができるということ） 

 

 ＜システム 4＞を採用している企業・職場は、上司にたいする好意的な態度、高い信用と

信頼、高い相互的影響、優れたコミュニケーション、同僚集団にたいする高い忠誠心のよ

うな傾向がみられ、高い生産性、低い原価、高い収益、低い欠勤や転職といった結果が得

られ、それに対峙する＜システム１や２＞はその逆の結果、短期間での高い生産性がある

一方で長期的には低い生産性につながり、高い欠勤と転職といった結果がもたらされるよ

うです。（『組織民主主義論』奥田幸助 中央経済社 参考） 
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【コントロール概念】 

  

参加型経営システムにおいて重要になるのがコントロールの概念なのですが、アーノル

ド・タウンバウムはコントロールについて、「組織はコントロールを意味する組織に必要不

可欠な相関物」と定義し、実用的な側面（しなければならないこと。自由の範囲。労働条

件の規定）と象徴的な側面（情緒的意義。優位、劣位、支配、服従、指導、援助、助言、

批判、譴責（けんせき））とがあり、コントロールはスタッフの反応、満足、フラストレー

ション、緊張、自己実現、福祉に多大な影響を及ぼし、作業集団の業績や組織に一体感と

強いかかわりがあると言及しています。 

 

 つまりは、コントロールは「一方の人、集団、組織が他方のなすところのものを決定し、

意図的に影響を及ぼす過程」であると、当たり前のことを述べていますが、決して権威に

よる圧力的なものだけを意味しているわけではなく、社会的心理的に人間欲求の満足、広

範な社会的・政治的、ならびに情緒的な意義を含有しているわけです。 

コントロールとして意味する概念は「影響力」「権限」「力」がもちだされ、権限とは「簡

単にはコントロールを講師するために公式的権利である」とされ、組織は権限を通じて混

乱を予防し、予測性、規則性、ならびに秩序を保持しようとします。 

 

影響力として人間関係的アプローチでは社会的容認(social approval)の重要性が指摘さ

れ、そこでは報酬と懲罰による部下たちへの煽動でなく、同僚たちによる承認・不承認の

ために服従しがちとなり、リーダーの権限を受容する基盤を公的なそれよりも信頼

(confidence)に重点を置きがちになる傾向になります。（与えられた職位にもとづくのでな

く事実上影響力ある人が実行力を有するということ） 

これは「人間によるコントロール」に対する「事実によるコントロール」であり、これ

が人間関係的アプローチにおける万能でない点の一つだとも解釈できます。 

 

【コントロール総量の増加の条件】 

 

コントロールの総量は一定でなく可変的で増量し、効果的なコントロール体系を実現す

ることが参加的管理体制では重要となりますが、コントロール総量は以下の二つ外的・内

的条件により決定します。 

 

①外的：組織の環境に向けて外延的に機能を拡大し、メンバーがコントロールできる決定

事項を増加させること。（スタッフがいろんな仕事を覚えてスキルアップさせ任せること） 

②内的：スタッフ間の相互作用や影響力を促進させるような構造条件とコントロール行使

への高い関心、コントロールに服する高い従順性を意味する動機的条件が含まれる。（スタ
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ッフ間で円滑にコントロールが行使できるようにし、それらが規範として機能すること） 

  

 コントロールの外的・内的条件は関連しながら総量を高めていくわけですが、コントロ

ールの総量が増加すると、スタッフの組織への「かかわりあい」や帰属意識が高まり、そ

れゆえにコントロール行使にたいする関心やこれへの服従心を高めていくことになります。 

 コントロール総量を増加させるアプローチはいくつかありますが、ここでは一部だけ紹

介したいと思います。 

 

①上司と部下の関係 

 

参加的な管理者は相互コミュニケーションを促進し、喜んで部下の意見に耳を傾け、部

下から影響力を引き出そうとします。部下の提案は上司に影響を与え、これによって部下

は上司の期待に応えていくようになりますが、専制的な上意下達の権威主義はコントロー

ルの総量を低下させる可能性が高く、それとは対峙した形式つまりはボトムアップされる

ことにより、参加的な経営システムはコントロールの総量が増加されるわけです。 

 

②仲介役となる「連結ピン」の存在 

 

参加型の重層的「組織家族(organizational families)」は多くの点で「有機的」モデルに

酷似しており（軍隊的な感じでなく家族的な感じのこと）、組織家族は高度に結束した作業

集団であり、管理者は部下をこれにとりこみ、さらにその管理者は上位の集団では上司を

もつ部下の立場でもあるからして（所謂中間管理職）、集団間の「連結ピン」としての役割

を果たします。 

これによりスタッフ、管理者、経営者の利害一致の統合が可能となるのであり、決して

上から下から挟まれるジレンマをものとしない資質をもった「連結ピン」の存在が不可欠

となります。 

 

③スタッフ間の人間関係的技巧さの洗練さが必要 

 

参加的アプローチの成否を決めるものの一つに、スタッフ間の強い、個人的な係わり合

いがありますが、それだけに多面個人の紛糾（職場での私的な関係などのゴタゴタなど）

などの衝突が起こりやすくなり、社内でのカウンセラーによる相談窓口の創設や、センシ

ビティ・トレーニングのような感受性訓練などを必要とされます。要するにメンタルヘル

スケアを組織内でする必要があるということです。 

 

【その国の文化や慣習により望ましい経営管理の処方箋は異なってくる】 
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結局、一般書店の経営部門で並んでいるピーター・ドラッガーの「マネイジメント」や、

最近流行している「アドラー心理学」による従業員のモラル育成は、生産性向上が見込め

ないどころか従業員に過度なストレスを与え、あくまでもこれらの処方箋は個人主義が横

行している欧米に有効であり日本においては逆効果となり、下痢の止まらない利用者に下

剤を処方するようなもので、承服するに値しない経営管理といえます。 

 

そもそも西洋と異なり契約の概念がない日本においては、アメリカから導入された成果

主義の導入は徒花で終る傾向にあり、契約の概念がなければ権利の概念もなく、それどこ

ろか労働力と賃金を交換していると自覚していない日本人が多くいる現状では、アメリカ

式の経営管理は功を奏すとは思えません。（事実、この成果主義の導入によって 20 年で日

本での生産性向上は鈍化しています） 

 

労働組合にしても労働者と経営者との対立構図という固定観念が非常に強く、労働組合

を通しての経営参加という概念など日本ではほとんど耳に入らず、参加型経営システムな

んて 30 年前（おそらくそれ以上前）から存在しており、従業員が会社の株を保有すること

により実際経営者として参加する例もあり、最近中国でもそれを採用している企業がある

と耳にしたことがあります。 

 

【銀行預金により国債を購入するという天動説の否定】 

 

そもそも介護業界は貨幣獲得を目的とする市場原理を採用することが自家撞着も甚だし

く、ゾンビ経済学から導きだされる緊縮財政により、多くの介護施設がその経営難にある

のが現状です。 
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上の図は私のブログで過去に作成使用した図なのですが、現実的にこの緊縮財政のもと

で経営再建を強いるなど正気の沙汰でなく、現実的には消費増税して介護報酬引き下げら

れ多くの国民は見事に騙されているのです。 

 

実はマクロの視点からでは介護の業界の問題なんてほとんど解決済みであり、今さら言

及する必要すらないほどの些細な問題に過ぎず、介護報酬を引き上げて投資を促し生産性

向上すればいいだけ、つまりは赤字国債を発行が前提となる条件なのです。（山本太郎議員

はそこらあたり理解して推奨してます） 

 

赤字国債というとイメージは悪くとらえられがちなのですが（L・ランダム・レイは赤字

財政こそが正常な状態といい私も同感です）、まず自国通貨建ての国債を発行している国に

おいて国の財政破綻などありえず、この時点で日本における財源不足はもう解消されてお

り、こんなの 10 年以上前から雑誌「表現者クライテリオン」（藤井聡、中野剛志、柴山桂

太、三橋貴明さんら）のメンバーが唱えており、ようやくアメリカから MMT 理論（「現代

貨幣理論」）として黒船として到来してきて、最近注目を浴びている次第です。 
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現在、TV や新聞で似非知識人が MMT 理論にあたふたしているような状況なのですが、

なぜなら、貨幣の本質を一度も考えたこともない連中では、何が何だか理解できないのも

当然といえば当然です。 

 

 多くの人の誤謬の一つとして例を上げますが、まず預金により国債を購入するという考

えは間違いであり、国債を発行して初めて預金が生まれるわけで、これは仮説でなく事実

です。 

以下は国債発行して初めて預金が生まれるという事実を表した経済評論家の三橋貴明さ

んが作成した図です。 

 

 

三橋貴明ブログ「新世紀のビックブラザーへ」より引用 

 

そして、以下の図は以前私が簡素化して作成した図なのですが、基本的に同じことを意

味してます。 
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日本銀行券は紙幣で日銀当座預金はデーターでありともに貨幣であり、国債発行するこ

とによりはじめて銀行預金が誕生するわけで、これこそコペルニクス的転回、つまりは従

来の誤った考えの天動説に代わる地動説に該当するわけです。 

 

 あくまでも大切なのはモノやサービスを提供する能力であり少子高齢化の労働力不足は、

現在供給能力が過剰なデフレギャップの状態に対してのインフレギャップに該当するわけ

であり、これまで人類は投資することにより技術革新を起こしてきたわけです。 

 

 

三橋貴明ブログ「新世紀のビッグブラザーへ」より引用 
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【巷でいわれる財政問題も人手不足の問題も解消済みという現実】 

 

国家の財政破綻のデマは尺の関係で割愛するとし、介護業界で問題があるとすればサー

ビスを供給する能力であり、これを少子化で人手不足で一人あたり何人の高齢者を支える

とか珍妙な考えなのですが、これがまた多くの国民を騙し不安に陥れているわけです。 

 

TV や新聞・雑誌で「少子高齢化で人手不足」と発言している知識人は、視聴者らを騙し

ているのかそうでなければ正真正銘のあれであり、詳細まで説明しませんが技術革新によ

り年 0.6％の生産性向上するだけで、人手不足は解消されます。（ガソリンスタンドのセル

フサービスやコンビニのセルフサービスも技術革新の結果です） 

 

設備投資することにより技術革新を経て年 2~3％の生産性向上することなんて普通にど

この国でもしていることであり（20 年以上デフレの日本を除いて）、年わずか 0.6％の生産

性向上すら達成できないのならこの国は滅んだほうがいいと個人的に思う次第であります。 

 

特浴やリフト浴も投資による技術革新の結果でしかなく、政府が法人税引き上げと同時

に投資減税するだけで、民間部門での投資は活性化され技術革新が生まれやすくなり、し

かしながらそれとは逆のことを 20 年以上にわたり政府はしており、国民が貧困するし低賃

金によるブラックな労働環境が耐えないのも当然といえば当然のことなのです。 

 

現在水洗トイレどころかウォシュレットが当たり前の時代であり、永遠に汲み取り式の

トイレが改善されないわけもなく、物流の部門では現在列車やトラックが担っているわけ

で、現在江戸時代のような飛脚により運送されてきたわけでもなく、実は経済学のモデル

自体が時間軸のないモデルであり、「永遠の原始時代」を前提として組み込まれていること

をほとんどの人が主知していないと思います。 

TV や新聞で「永遠の今」を前提に少子化で労働人口不足を唱えているだけで、普通考え

れば簡単のその矛盾は理解できると思います。 

 

さて、大事なところなのですがインフレギャップの赤の部分が潜在 GDP であり、これを

原始の時代から人類は技術革新により増やしつづけてきたわけで、年 0.6％の生産性向上な

んてぬるすぎるぐらいなので、もはや介護業界の問題は需要はあり財政出勤（赤字国債国

債発行）して投資減税と法人税引き上げをすればいいだけで、現在無能な政府がむちゃく

ちゃにしてるだけです。 
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【社会に跋扈しているデマによる閉塞感の打破】 

 

しかしながら私たち一般庶民はあくまでも現システムで、労働力と賃金を交換しなけら

ばならず、その賃金・貨幣の獲得量が少ないと将来どころか現生活にも影響を及ぼし、経

済的な問題から掛け持ちの仕事を余儀なくされたり、当然お金の問題により家族の中で余

計な不仲の原因ともなり、無能な政府による失政から経済的困窮が引き起こされ家族が離

散し、それでいて母子加算を減らすとか、保育園無料とかいいながら自治体にその負担を

擦り付けたりとか故意に社会を崩壊させているのです。（他の社会保障が削られるでしょっ

てこと） 

 

社会全体がそうですけど日本はもうだめだとかこれからはグローバルな時代とか、デマ

により混乱と閉塞感で溢れ、そもそもこの閉塞感自体が本来は杞憂でしかなく、しかしな

がら嘘も唱え続ければ実現化されるわけで、いやそれ間違いでしょって普通に指摘してる

だけです。 

 

 実は一個人や一事業所でできることは限られておりますが、その中で閉塞感を打破する

建設的な考えの一つとして、参加型経営システムの導入により利益を拡大させるという第

三の方法もあるということを提唱した次第であります。 

 

令和元年 5 月 22 日 藤原弘康 

 

 

 

 

 


