C O M P A S S

慶應義塾大学 大学院
システムデザイン マ･ネジメント研究科
委員長・教授 博士 工(学 )

前野隆司

インタビュー

T a k a s h i

M a e n o

﹁みんなの幸せ﹂
ファーストで
﹁理想社会﹂
をつくろう
﹁働き方改革﹂
の本来の意義を解き明かす

3

モノづくりの目的は、
人を幸せにすること
──労働人口の減少を受けて、働き方改革

Robotics

が喫緊の課題となっています。ＡＩやＲＰ
Ａ（ロボットによる業務自動化：
）などのテクノロジー
Process Automation
を活用した効率化が模索される一方、人間

はないですか。
そこで、エンジニアとして、幸福学をき

にして、心の幸せを捉えようと考えました。

第１因子は「やってみよう因子」
。

た。当時、幸福に関する研究は宗教や哲学

第２因子は「ありがとう因子」
。

もので、これがある人は幸せです。

夢や目標を持ち、成長しようと努力する

の対象でしたが、実用的な学問の中にこそ

感謝をし、利他的であり、多様な人とつ

ちんと研究しなければいけないと思いまし

必要だと考え、取り組むようになりました。

──幸せを精神論ではなく、実学として、

前向きで楽観的、ポジティブな人ほど幸

第３因子は「なんとかなる因子」
。

ながっている人は幸せです。
そのメカニズムを究明する「幸福学」とし

せです。

１つは、カネ、モノ、地位など、他人と

まず、幸せは大きく２つに分類できます。

らしく、人の目を気にせず生きている人は

ました。他人と自分を比較し過ぎず、自分

以前は「あなたらしく因子」と呼んでい

て研究されているのですね。

の比較により満足を得られる財、
「地位財」

幸せです。

第４因子は「ありのままに因子」
。

を得ることによる幸せです。得られた直後

この４つの状態を満たしていると幸せに

的要素、とくに働くうえでの幸福探求の必

エンジニアでした。モノをつくるとき、た

は幸せを感じますが、すぐにもっと欲しく

なるので、製品やサービスをつくるときも、

要性が求められています。

とえばカメラであれば、重さは何グラム以

なるため、長続きしないという特徴があり

前野（以下略）私は、もとは機械工学の

下にし、シャッタースピードは０・３秒以

組織を考えるうえでも、この４つの因子を

満 た す よ う に 考 慮 す れ ば、 幸 せ な 製 品・

ます。
一 方 で、長 続 き す る の は、
「非地位財」

下にするなどの設計をします。しかしこれ
はスペックでしかなく、そこに人の幸せに

先にも述べましたが、かつて「幸せ」は

サービス・職場になると考えています。
健やかな心など、環境と身体と心が良い状

宗教や哲学の対象でした。１９８０年代以

による幸せです。良い環境、健康な身体、

モノづくりの目的は、それを使うことに

態にあることが、長続きする幸せに効くの

関する要素は入っていません。
よって、みんなが幸せになって欲しいとい

心の研究はたくさんありますが、その中

来、心理学や経済学、経営学に脳科学、そ

ることが全く入っていないことに、現代の

の「幸せ」について分析したのが、私の研

近年は、毎年１０００件もの研究が行わ

です。

モノづくりの不十分さを感じました。牛乳

究です。因子分析によって心による幸せを

れ、研究は進展しつつありますが、それぞ

うことなのに、設計段階に人の幸福に関す

でもそうでしょう。飲んだ人が、健康で幸

４つの因子に分けました。この４つを基軸

をするようになりました。

して認知科学などの学者が「幸せ」の研究

せになって欲しいと願い提供しているので

4

C O M P A S S

「みんなの幸せ」ファーストで
「理想社会」をつくろう

れの研究者が思い思いに自身の関心に沿っ

て研究成果を蓄積してきたため、全体を統

合し、体系化するという試みが不十分だっ

幸せな従業員は、
生産性が高い

──企業の経営には成果が求められます。

たのです。私が専門とする工学は、物理学

人々の役に立つ製品やシステムをつくる学

従業員の幸福度と企業の業績には関係があ

や数学などの基礎学問の成果を応用し、

問ですから、取り組むべき時期が来たと感

るのでしょうか。

従業員の幸福度とパフォーマンスの間に

じました。私の「幸福学」の研究成果は、

くの研究者の研究成果を総体的に体系化し

相関があることは実証されています。幸せ

私が一人でつくり上げたものではなく、多

たものであり、その結果、４つの因子に結

生産性が１・３倍に上がるという研究結果

が出ています。しかし、それが企業全体の

業績に結びつくかというと、その検証は非

常に難しい。

三菱鉛筆東京販売のように、
「みんなで

幸せになろう」をトップ理念に掲げてから

年間、増収増益を続けている企業もあり

ます。しかし景気変動などの要素もあり、

学問的に厳密に社員の幸福度の高さによる

ものだと特定するのは簡単ではない。

逆に、ブラック企業であっても儲かって

しまうことはあります。社長のビジネスセ
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な社員は不幸せな社員より創造性が３倍増、

1962 年山口県生まれ。84 年東工大卒。86 年東工大修士課程修
了。キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校客員研究
員、慶應義塾大学理工学部教授、ハーバード大学客員教授等を経
て、2008 年より慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント
（SDM）研究科教授。11 年より同研究科委員長兼任。17 年より慶
應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長兼任。主宰するヒュー
マンラボ（ヒューマンシステムデザイン研究室）では、人間にかかわ
る研究なら何でもする、というスタンスで、さまざまな研究・教育活
動を行っている。また、所属する文理融合の大学院 SDM 研究科では、
環境共生・安全などの社会的価値を考慮したさまざまなシステムのデ
ザインに関する研究・教育を行っている。
主な著書・共著に、
『脳はなぜ「心」を作ったのか』（筑摩書房）、
『錯
覚する脳』
（筑摩書房）、
『幸せのメカニズムー実践・幸福学入門』
（講
談社現代新書）など。近著に『無意識の力を伸ばす８つの講義』
（講
談社）
、
『実践 ポジティブ心理学』（PHP 新書）『幸福学 × 経営学
次世代日本型組織が世界を変える』（内外出版社）『「幸福学」が明
らかにした 幸せな人生を送る子どもの育て方』（ディスカヴァー ･トゥ
エンティワン）『ＡＩが人類を支配する日』（マキノ出版）などがある。

実したということになります。

PROFILE •まえの たかし
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せな会社は、不景気になると、社員が健康

それなりに儲かります。ただ、社員が不幸

ンスがズバ抜けていて、社員をこき使えば

子さんの出来がいいからお小遣いをたくさ

と聞いてみました。すると「たとえば、息

に出来の悪い社員がさぼったりするのでは、

かったら優秀な社員が文句をいったり、逆

いを少しにするなんてことをやりますか。

を損なったり、辞めたりしてしまうので、

逆に社員が幸せな会社は、不景気のとき

社員はみんなわが子と同じ。みんな頑張っ

んあげて、娘さんは出来が悪いからお小遣

にこそ、会社のためにみんなで力を合わせ

ているのだから、みんなちょっとずつ給料

業績好調も長続きはしないと思います。

団結して必死に頑張るのではないでしょう

こうしたトップの思想を社員みんなが理

を上げるのが一番良いのです」と。

不幸せなら儲からないといいたいところで

解しているのです。だって幸せなんだから、

か。私としては、社員が幸せなら儲かり、

すが、 ～ 年といった長いスパンで検証

のペースを崩しませんでした。これが年輪

皆さん、本当に幸せそうです。中小企業の

に仕事をしていることの方が大切なのです。

満足なんですよ。金額の問題ではなく、家

この最も知りたい問いが完全に検証される

経営です。毎年少しずつ伸びる、自然とは

本当に幸せな企業は、とてつもなく幸せで、

していく必要があるようです。幸せが研究

のはもう少し先でしょう。

そういうもの。少しずつ伸びればいい、と

中小企業ばかりではありません。現在、

理想的な幸福企業を実現しています。
業界のトップです。優良企業であり、幸せ

業株式会社の「年輪経営」
。毎年、増収増

んぱぱ」のブランドで知られる伊那食品工

ただ事例はたくさんあります。
「かんて

ガッチリ団結している。決して給料が高い

います。従業員４５０人が家族のように

そこに約２０００人もの応募者があるとい

高い。毎年新人を５人採用するのですが、

伊那食品工業は、何しろ従業員の意識が

ヨタに植え付けようとしています。豊田さ

出向いて講演し、その考え方、やり方をト

越会長が、トヨタのさまざまな関連企業に

でもできるはずだということで、現在、塚

那食品工業でできるのならトヨタグループ

工業の塚越会長に教えを乞うています。伊

トヨタ自動車の豊田章男社長は、伊那食品

益を続けています。寒天業界は、 年前に

わけではありません。昇給も差をつけずに、

企業でもあります。

は企業が乱立していたそうです。寒天ブー

んは大企業の社長であっても、しっかり創

業理念を受け継いでこられていますよね。

年功序列で上がっていくそうです。

50

を行いましたが、伊那食品工業は自分たち

以前、塚越寛会長に、給料の差をつけな

ムが訪れ、多くの企業が大規模な設備投資

なぜ日本には
長寿企業が多いのか

いう精神で、ブレずにやり続け、今や寒天

族と同じような信頼感をもてる仲間と一緒

30

されるようになって数十年が経ちましたが、

20
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思います。世界の長寿企業ベスト のうち

は、社員を大切にする会社が多いからだと
創造性が３倍、生産性が１・３倍になるの

を幸せにするということです。幸せな人は

働き方改革が本来やるべきことは、社員

本当に働き方改革に取り組むのであれば、

て、改善するつもりが改悪となってしまう。

あり、一部だけを変えても逆に歪みが生じ

はありません。改善とは全体の中の一部で

です。時短は働き方の改善であり、改革で

５社ぐらいは日本の企業です。上位１万社

ですから、結果として時短となる。やらさ

全体を見る「広い視点」が必要です。理念

とは正反対の環境になってしまいます。

の中には、日本企業が何千社も入っていま

れるのではなく、やる気が出れば、結果と

から社員の悩みまで、広い視点で俯瞰する。

老舗と呼ばれる長寿企業が日本に多いの

す。要するに日本が一番多いのです。

して生産性が上がり時短につながり、長期

広い視点、オープンマインドを持つ人は幸

目先の利益のために従業員を長時間働か

ことと具体的なことをいつも一緒に考える

せだという研究結果もあります。抽象的な

自分が幸せになり、みんなを幸せにする。

ことが大切なのです。

そもそも私たちは何をやりたかったのか。

的には利益も上がります。

せたり、辞めさせたりするのではなく、み
んなが安定的に働けるようにすることが、
幸せな会社なのだと思います。

そうした理念や、社員の本当の思いという、
根本的、本質的なことを話し合う機会を
もっと持つべきなのです。

のように取り組めばいいのでしょうか。

──従業員の幸福度を高めるためには、ど

望を持つまで徹底的に行うそうです。
「や

力を合わせれば課題は解決できるという希

社員の悩みの解決など本質的な話をして、

為とも思えますが、そこでは会社の理念や、

幸福感には違いがあるのでしょうか。

パートタイマーの方々です。職場における

─ ─ 流 通 業の現 場では、働く人の多くが

幸福な企業実現のための
リーダーシップとは

本来の働き方改革をするべきです。現在

れるぞ」という感覚が生まれ、その後で働

社員に比べ、パートタイマーの方々の方

「働き方改革」
が
本来やるべきこと

西精工株式会社では、毎日朝礼を１時間

の働き方改革では、時短が目的となったり、

くので結果的に効率的になる。幸せになれ

が、幸福度が低い可能性があります。社員

行います。一見、働き方改革に逆行する行

目先の効率化、合理化に走ってしまいがち

ば生産性が１・３倍になるので、 時間の
仕事も７時間で終わる。結局朝礼した分が

と異なる制服、給与体系の違いなど明らか

です。いわれた通りにやれ、というピラ
ミッド組織となってしまうと、そこには豊

な格差があると、幸福度は下がりやすい傾
働き方改革をしたいのであれば、
「無駄

ある会社では、社員もパートタイマーも

無駄ではなくなるのです。

で「やりがい」が「やらされ感」に変わっ

を排除するな！」と申し上げたい。一見、

同じ制服にし、懇親旅行も一緒に行くなど、

向があるといわれています。
てしまうのです。第２の「 ありがとう因

無駄に思えるような対話をもっとするべき

かな会話も、お互いの理解も存在しないの
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子」のつながりも希薄になり、幸せな職場
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が大切です。

象であることを実感してもらう環境づくり

イマーであれ、すべての人が尊敬される対

力をされています。社員であれ、パートタ

平等であることを理解してもらうための努

化する中で、仕事をするために必要な知性

キャリアに対する考え方など価値観が多様

れましたが、産業構造が変化し、働き方や

とで仕事ができるようになることが重視さ

と。要するにスキル、手順などを覚えるこ

従来の知性とは知識、左脳型の知性のこ

定住となり、人口が増え産業構造が大幅に

います。農耕革命によって、狩猟採取から

いのインパクトを、われわれに与えると思

ＡＩは、農耕革命や産業革命と同じぐら

中 で、人 間への 影 響、と く に 働 き 方 は 変

私が「幸せな病院」と呼ぶ病院では、看

は一筋縄ではいかなくなってきました。

わっていくのでしょうか。

護婦長が凄く偉いのです。医師にとっても

ランスも良くなり、一丸となって患者さん

な、あの人についていこうということでバ

るので、医師も、看護師も、事務員もみん

を尊敬している。互いに尊敬する関係があ

わないなあ」とかいいながら、医師は婦長

ニケーション力、モチベーション、幸せに

ました。共感力やリーダーシップ、コミュ

には備わっているということがわかってき

情や心の動かし方が、実は仕事ができる人

る力など、従来は重視されていなかった感

つまり感情です。やる気、幸福度、共感す

起きる。われわれは何百年規模の変化の始

ということなので、きっと凄まじい変化が

ピューターやインターネットに置き換える

業 革 命。 Ａ Ｉ 革 命 は、 知 的 労 働 を コ ン

肉体労働をエネルギーに置き換えたのが産

えました。食料生産の合理化が農耕革命、

から工場生産へと工業化が進み、人口が増

変わりました。産業革命でも家内制手工業

の幸せを目指す環境ができています。

なる力、そうしたものが高い人ほど仕事が

まりの時期にいるのだと思います。

そこで注目され出したのが人間的な要素、

もしパートタイマーの方々が何か不満を

できる。こうした研究がアメリカから始ま

凄いレベルに達しています。医師よりも高

お母さんのような立場で、
「婦長にはかな

抱いているなら、まずは解消する努力をす

）
、日 本
り、Ｅ Ｉ（ Emotional Intelligence
語では感情的知性と訳され、注目されてい

い精度で、画像を見て癌を発見できます。

良質な商品をお客さまに提供する、命を

ぎょう

士などのいわゆる「士業」の仕事もかなり

し

かなりの知的労働も代替し、弁護士や会計

純労働を代替してきましたが、これからは

すでにディープラーニングの技術はもの

る必要があります。そして、立場を越え目

ます。幸福学はその根源的な部分といえる

今までのロボットは、ネジを締めるなど単

指している理念を共有することです。

でしょう。

育む食という大事な仕事に、共に取り組む
という誇りをきちんと感じてもらうことが
大切です。店の一員として誇りが持てると
いう風土を、どうつくるかが重要です。

奪われるだろうといわれています。

ます。１つは、ほとんどの仕事がＡＩに奪

ＡＩがもたらすのは
「暗黒社会」
か
「理想社会」
か
──機械工学ご出身の前野先生に伺いたい

われて、多くの人が職を失う一方で、ＡＩ

今後の見通しには２つのシナリオがあり
に求められるマネジメント能力も変わって

のですが、今後ＡＩ技術が急激に進歩する

──幸福な企業の実現に向けて、リーダー
くるのでしょうか。
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２つ目のシナリオは、人間は知的で創造

ちになるという「暗黒社会」です。

を開発して使いこなした人間だけがお金持

いですか。人間は別のことをすればいい。

てくれるのですから、ありがたい話ではな

い。これまでの辛い仕事をＡＩが全部やっ

いう「理想社会」です。考えてみてくださ

れば、それを産業に活かせばいいのです。

ばいいのです。そこから画期的な発見があ

哲学や科学といった楽しいことだけをすれ

古代ギリシャのように、スポーツや芸術、

私は、遠い未来を楽観視しています。人類

を発揮するようになれば素敵な世界になる。

や哲学やスポーツなど感性を活かし創造性

欧のような再分配の仕組みをつくり、芸術

かしないかです。みんなが知恵を出し、北

２つのシナリオの違いは格差が拡大する

的なことだけをし、残りはＡＩに任せると

みんなの幸せを優先すれば︑
結果として利益はついてきます

もそれほど愚かではないはずなので、後者

の「理想社会」になると信じています。

──経営者の方々に提言をお願いします。

合理的、効率的に、利益を出すことは大

事ですが、その目的は、みんなが幸せにな

り、結果として会社や世の中が良くなるこ

とのはずです。すべての経営者に、そもそ

もの目的を思い出していただきたい。みん

なの幸せを優先すれば、結果として利益は

ついてきます。
「みんなの幸せ」ファース

トという考え方がさらに広まることを期待
しています。

──ありがとうございました。
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