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はじめに 
 本発表は、前々回（第２６回）（１）・前回（第２７回）（２）の中国・四国ブロック研究会で

の発表に引き続き、さらに研究を進めたものである。今回は、情報公開と秘密の保護に関

し、発表者が定義する「人間学的経済学」という考え方を基に「One  for  All,  All  for  
One.」（一人はみんなのために、みんなは一人のために。）（３）を論ずることで考えてみるこ

とにする。そして、前回の残された問題として、教育等の非定型業務が定型業務的な方向

に向かうことを防ぐ処方についても分析を行い、さらに「共存」・「共生」の社会について

一つの提言ができればと考えている。 
 
１．人間学的経済学の定義 

発表者は、種々の講義の中で次のように説明している。「電力の利用（４）においても、電波の利

用においても、高速道路等の利用においても、インフルエンザの流行においても、共通するものは

『共有の空間』における人間の行動なのです。我々は、『共存』・『共生』するためにこの『共有の空

間』を効率的かつ公平的に使用しなければなりません。そのためには、自分目線でなく、直接的に

も間接的にも多くの方のために特に弱い立場の方のために、その方の目線で考え実践することが

重要です。その考え方が『思いやり』・『支え合い』・『分かち合い』であり、『One  for  All,  All  
for  One.』というキーワードなのです。特に『One  for  All』を第一に行うことが重要であり、継

続性かつ整合性を持って実践しなければなりません。この実践は、社会で生活する上において、

どのような立場であろうとすべての方ができる範囲のことを誠実に行うことです。（南米のアンデス地

方に昔から伝えられてきた話『ハチドリのひとしずく』（５）のように。）たとえば、「思いやりマスク」の考

え方は、自分のためにマスクをかけるのではなく、みんなのために誠実にマスクをかけるのです。こ

のようなことをすべての方が行うことができれば、大きな効果を生み、最終的にマスクをかけないで

もいい思いやりのある社会が実現されるものと考えています。」 

 このような観点から、発表者は、人間学的経済学を次のように定義するものとする。す

なわち、「人間学的経済学は、『One  for  All,  All  for  One.』を基にした思いやりのあ

る社会を実現するために、個人の自由な行動を促進しながらも、共有の空間である社会の

ためになる触媒としての処方を研究することを目的とした経済学をいう。」 
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【１】 【２】 【３】 

 
２． 「One  for  All,  All  for  One.」の考え方を基にしたフレームワークの概念図と分析 
（１）「One  for  All,  All  for  One.」の考え方を基にしたフレームワークの概念図 

「One  for  All,  All  for  One.」は、「共存」・「共生」のためのキーワードであると

考えている。この考え方を基にしたフレームワークを情報公開と秘密の保護に当てはめてその

概念図を図１で示した。 
 

図１ 「One  for  All,  All  for  One.」の考え方を基にしたフレームワークの概念図 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（作成：曽根康仁） 
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（２）図１によって社会の種々の出来事を分析 
社会の種々の出来事について図１の手法を当てはめて考えてみると次のように分析する

ことができる。 
一般にもし図１のフレームワークに合致しない場合、次のような種々の問題が起きてい

るように推察する。すなわち、図１の【１】の情報公開が行われない場合、食品等の不正

表示が起こっている。また図１の【２】の秘密の保護が行われない場合、学生と教員との

信頼関係が希薄になるであろう。（教育は、前回の発表で示したように非定型業務として考

えている。教育において、種々の学生には個人差がありその状況を考慮しなければならな

いこともある。この場合、その考慮することが周りの方に迷惑をかけることがないものと

推察する。したがって、図１の【２】に当てはまるものと考えている。）次に図１の【３】

において、情報公開が行われない場合、インフルエンザの流行拡大が懸念される。（インフ

ルエンザの流行拡大を防止する発表者の一つの提案として、前々回と前回に示した「思い

やりマスク」の考え方がある。これはインフルエンザに感染した方は、まず周りの方に感

染させないために外出等は控えなければならない。そして、感染していない方も今後感染

した場合に周りの方に感染させないよう努力しなければならない。その一つの方策がみん

なのためにマスクをかけるということなのである。もちろん、感染された方への思いやり

を持つことは重要である。このように周りの方への効果的方策と感染された方への思いや

りを分けて考える必要がある。）また図１の【３】に反して十分な情報公開が行われない場

合、食品への放射性物質による風評被害が起こることが考えられる。これについても先述

の「思いやりマスク」のように、放射性物質の汚染の効果的方策と生産者等の放射性物質

による被害を受けた方への思いやり（補償等）は、分けて考えることが重要である。 
 
３．処方としての FS 技術 

前々回で発表した発表者開発の FS 技術（６）は、より早く協調的な行動を多くの方がす

ればするほど、それらの方の利便性がより高まるというビジネスモデルである。すなわち

「One  for  All,  All  for  One.」をシステム化したものであると言っても過言ではない。

さらにFS 技術は、先述の１で明記した人間学的経済学の定義にも当てはまるものである。 
したがって、「One  for  All,  All  for  One.」の考え方を実践することがベースに

ある、先述の２（２）に示す社会の諸問題に対する処方の一つとして、FS 技術は貢献で

きるものと考えている。 
 
４．FS 技術による処方の検証 

先述の図１のフレームワークにおいて、社会の種々の出来事を【１】～【３】の分類

に当てはめて行うことが重要であるが、最も重要なことは「One  for  All,  All  for  
One.」の考え方を人々が継続性かつ整合性を持って実践できなければならない。もし実践で

きなければ、特に情報公開が考えられる出来事の場合は、想定外の状況も含む非定型業

務的な状況において、消極的な対応に終わることが危惧されるのである。また、秘密の保

護を行う出来事の場合は、信頼感等が希薄になることは否めない。したがって、これらの

件を解消することも含め、積極的に「共存」・「共生」するための協調的な行動へ促進する

触媒の一つとして FS 技術が役立つものと考えている。 
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 そこで、FS 技術を適用した場合について詳述すれば次のとおりである。なお、ここで

FS 技術を適用する理由は、協調的な行動を望む場合、一般に難しい状況があるので、それ

を解消する触媒の一つとして考えているためである（７）。まず【１】においては、更なる努

力を、より早くより多くの方がすればするほど、たとえその努力の結果、失敗があろうと

もそれぞれの方に対しての評価が高まる仕組みにする。これによって、情報公開を伴う定

型業務的な対応も必要なものであっても、積極的な「One  for  All」が起こり、それに伴

う「All  for  One.」も得られることが期待される。もちろん不正に対しては厳しい処置を

行うことは言うまでもない。したがって、不正表示の防止や更なる商品開発の促進が期待

される。次に【２】においても先述の【１】の場合のように行えば、少なからず非定型業

務的なことが定型業務的なことに変化しないようにすることが期待される。もちろん相互

の「One  for  All」は基本である。したがって、学生と教員の信頼関係をより向上させ、

更なる教育効果を高めることができる。また【３】においては、周りの方に迷惑にならな

いよう各自ができる範囲ことを積極的に行うことが重要であり、FS 技術を活用して効果的

方策を実践することである。併せて企業等は【１】に含まれる可能性があるので、このラ

インからも情報公開の対応を行う。（「思いやりマスク」は、企業等の社会貢献を示す証の

一つとしても実施されることが望まれる。）すなわち、より早くより多くの方や企業等が効

果的方策をすればするほど、それぞれにメリットが得られるようにするのである。したが

って、インフルエンザの流行拡大を防止することが期待される。また情報公開によって食

品への放射性物質による風評被害をなくすことができるものと考えている。 
以上、人間学的経済学の基本である「One  for  All,  All  for  One.」の考え方を情報

公開と秘密の保護を基に、FS 技術による処方の検証を行ってきた。「共存」・「共生」のた

めに「One  for  All,  All  for  One.」の考え方を実践しなければならない。そのことが

結果として思いやりのある社会を実現することになるであろう。そのための触媒の一つが

FS 技術のビジネスモデルであると考えているのである。 
 

おわりに 

 本発表において明らかになったことをまとめると次のようになる。 
① 人間学的経済学の定義について明らかにした。 
② 「One  for  All,  All  for  One.」の考え方を基にしたフレームワークの概念図を示 
し、この概念図を基に社会の種々の出来事を分析した。 

③ 社会の諸問題に対する処方の一つとして、FS 技術を明らかにした。 
④ 人間学的経済学の基本である「One  for  All,  All  for  One.」の考え方を情報公開 
と秘密の保護を基に、FS 技術による処方の検証を行った。 
 
以上が本発表において明らかになったことであるが，さらに今後の研究として残された

問題について考えると，次のようなものがある。 
① FS 技術による処方を具現化するための手立ては何か。また普及におけるクリティカル 
マス（８）という臨界点（普及率）を超えるためにはどのようなことが必要であるかという 
ことを研究していかなければならない。 
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ところで、２０１１年は東日本大震災や原発事故が発生した年である。確かに厳しい年

であるが、歴史的には苦難の後には新しい考え方が一般に生まれていることが多い。ソー

シャル・イノベーション（社会変革）ともいうべき時期が到来しているのかもしれない。

そのキーワードの一つとして、「One  for  All,  All  for  One.」の考え方があるものと

考えている（９）。したがって、本発表で定義した人間学的経済学の更なる研究が、FS 技術

をはじめとして少なからず社会の諸問題の処方において貢献することができれば幸いである。 
 
注  
（１）日本ビジネス実務学会第２６回中国・四国ブロック研究会での発表者の発表内容を次に示す。 
   「情報公開と秘密の保護についての一考察 ―FS 技術の考え方も含めて―」 
   【発表内容のポイント】 

ゲーム理論の中の囚人のジレンマの考え方を切り口として、次の事例について分析 
を行った。①不正表示の問題 ②成績評価 ③インフルエンザ対策 
個人合理性＞全体合理性 となる状況が起きると、囚人のジレンマの状況を示す場 

  合がある。これは、状況に反して情報公開と秘密の保護を間違った場合に顕著に見ら 
  れるものであると推察する。したがって、囚人のジレンマが働かないようにする一つ 
  の処方として FS 技術を考えている。  
（２）日本ビジネス実務学会第２７回中国・四国ブロック研究会での発表者の発表内容を次に示す。 

      「情報公開と秘密の保護についての一考察（その２） ―定型業務と非定型業務の 
分析を通して―」 

   【発表内容のポイント】 
授業評価の問題を考えるフレームワークの概念図を作成した。学生と教員の信頼感 

の程度のレベルが不透明な状況が含まれる場合においては、情報公開による授業評価 
等により本来非定型業務であるものが定型業務になってしまう恐れが考えられる。し 
たがって、非定型業務であると考えられる教育は、秘密の保護ということを考える必 
要があるのではなかろうか。 

（３）この言葉は、ラグビーのチームプレイ精神を表すときによく言われる言葉である。 
（４）電力の問題において、再生可能エネルギーの開発のことが言われている。ところが 

エネルギーそのものの利用の仕方については、単なる節電だけでなく「パーキンソン 
の法則」というものがあることを忘れてはならない。この法則は、「ある資源に対する 
需要は、その資源が入手可能な量まで膨張する。」ということである。換言すれば、手 
に入れやすい資源ならば使い切る恐れがあるということを意味している。そこには「分 
かち合い」という考え方が必要ではなかろうか。 

（５）つぎのような話である。 
森が燃えていました 
森の生きものたちは われ先にと逃げていきました 
でもクリキンディという名のハチドリだけはいったりきたり 
口ばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは火の上に落としていきます 
動物たちがそれを見て「そんなことをしていったい何になるんだ」といって笑います 
クリキンディはこう答えました 
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「私は、私にできることをしているだけ」 
（出典・「ハチドリのひとしずく」光文社） 

（６） 発表者は、日米のビジネスモデルの特許〔日本：（特許第 3685757 号），米国：（Patent  
No.US 7,392,227 B2）〕を取得している。この発明を基にしたものが FS 技術である。 

[１] [２] [３]参照。 
（７）社会の諸問題は、確かに FS 技術等を適用しなくても人間の積極的な協調的行動で解 

決できるのが最善である。しかし、「２対６対２の法則」があるように、一般に賛成２ 
割・どちらでもない６割・反対２割になると言われる難しい問題もある。そこで、次 
善の策ではあるが、どちらでもない６割の方が自由な意思に従いながらも、協調的な 
行動を取ってもらえるようにできれば、早期に思いやりのある社会を実現することが 
期待される。そのための触媒の一つとなるのが FS 技術なのである。 

（８）クリティカルマスとは、商品やサービスの普及率が一気に跳ね上がるための分岐点 
となっている普及率のことである。 

（９）エントロピー増大の法則（エントロピーという「ばらつき度」が、一般に自然のま 
まにしておくと、そのエントロピーは常に増大し続け、外から故意に仕事を加えない 
限り、そのエントロピーを減らすことはできないというものである。）というものがあ 
るが、この法則から推察すれば人間はばらついていく、換言すれば楽な方向へ行くと 
いうことかもしれない。しかし、社会という共有の空間で生きるためには、まとまり 
を持つことが重要である。ところで、恐らく人間は、元来「One  for  All,  All  for  
One.」の考え方を基本的には持っているのではなかろうか。 
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