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自由

平等 博愛

近代社会における
歴史的な課題



近代化とは、

• 近代社会のもたらしたもの

– 個人、家族、共同体、地域の解体

• 関係性の分断

– 各単位での惑溺化

• 自己目的化：内と外の論理

社会関係資本の解体・減衰

＝＞ 社会関係資本の枯渇



情報化の本質:
構造的変革

• 『情報の非対称性』

– 力の偏在と非対称の源泉

– 社会・経済活動の地殻変動

（サプライヤーと顧客の構造的変化）

– メーカー ｖｓ 消費者

– 医師 ｖｓ 患者

– 行政 ｖｓ 住民

• 『水平連携』による新たな社会・経済活動：



解決の方向性？

• 解決すべき価値の方向性
–分断化 ＝＞ 連携・協力化
–惑溺化 ＝＞ 開放・連携性

• 視点：
–社会構造論： ソーシャルセクター論
–知識産出様式： モード１＝＞モード２論

• 方法論：
–分断化＝＞コミュニティソリューション論
–惑溺化＝＞正統的周縁（周辺）参加論



ソーシャル
セクター
・自発的互助性
・共有財
・自治

ビジネス
セクター

・利潤追求
・私有財
・市場バブリック

セクター
・社会的公平

・公共財
・民主主義

21世紀の社会構造：
セクター論



社会構造：
ソーシャルセクター

ソーシャル
セクター

(自発的互助性、共有財）

ビジネス
セクター

都市型構造

地方型構造

バブリック
セクター

結・講・座
ネットワーク
コミュニティ



コミュニティソリューション

活動の自発性行動の自主性

役割の自生性

•貢献の直接感覚性
•副産物としての学習
性
•情報の相互編集性



コミュニティソリューションの
価値と知恵

• 自発的協働エネルギーを生み出す知恵
– 地域、組織、共同体すべてにおいて

• イノベーションの場としての知恵
– トランスディシプリンな状況現出

• 信頼を増殖し複雑性を縮退する価値
– 互恵、共有、互酬

• マイクロバリューチェーン創出
– 小さな価値をネットワーキングで価値

• Give&Grow（贈与と自己・相互成長）

– 与える喜び、自己成長、相互成長の喜び



参考図書：
コミュニティソリューション



コミュニティソリューション：
社会問題解決

ヒエラルキー・ソリューション
権限と強制力をもつ第三者が統制する方法
コスト大、一部の人の為にみんなが規制を受ける、他人任せ

マーケット・ソリューション

問題を経済的に解決しようという方法
お金さえ払えば何をしてもよい、他人任せ

コミュニティ・ソリューション

みんなの自発的協力を待つ方法
個人との関係性をつなげ解決する



BNO
プロジェクト

企業大学・短大
高校 自治体

(1)各自が情報、技術、
問題を持ち寄る

(2)共有された情報が編集され、
新しい関係・施策が生まれる

フィールド

(3)フィールドにビジネスモデルの種をまき、
実証実験を実施する。

(4)持ち寄った情報や
変化の経験が

ビジネスモデルを
創出する

金融・VC

マスコミ
NCV 医師会

歯科医師会
薬剤師会
福祉施設

生活者
労働組合

ボランティア団体

(5)具体的な成果が上がり、
各自が果実を持ち帰る

コミュニティソリューション
の解決



共有地の悲劇

草がなくなった・・・

うちも知らない振りをして
もっと羊を放そう。

もっと、羊を放して
草を食べさせよう。

ごみだらけ・・・

少しくらいゴミを
捨ててもいいか。

うちも知らない振りをして
ゴミを捨ててしまおう。



コミュニティ・ソリューション論
から

• 自発性のエネルギー
– イノベーションの源泉

• 緩やかなネットワーク
– 環境変化に対する生態学的強さと脆さ

• 例示
– 社会におけるソーシャルセクター

– 企業内のインフォーマルコミュニティ

ネットワーク時代の
コミュニティソリューション



ソーシャルキャピタル論



ソーシャルキャピタルと
パフォーマンス

ソーシャルキャピタル

高

出
生
率

低

ソーシャルキャピタル

多

犯
罪
数

少

＊出典：内閣府調査報告書「ソーシャル・キャピタル」



ソーシャルキャピタル
とは、

認知的社会関係資本社会関係資本

制度的社会関係資本社会関係資本

設備的社会資本社会資本

自発的協力性と信頼関係性

交通法規

道路網・信号機



社会関係資本の
意味すること

• 社会関係資本の充実がすべての価値
の源泉：
– 資本の中の資本といわれる所以

• 近代化とは、暮らしの成熟した知恵とし
ての営々と築かれた社会関係資本を縮
退する流れ。
– 国家においても国家

• （アルゼンチンの没落、東アジアの勃興）

– 地域においても
• 地域（イタリヤ北部と南部）

– 組織体においても（企業体、自治体など）
• 企業（企業内ソーシャル・キャピタルの優劣）

• 援助と社会関係資本の関係：
– 援助が有効に働くとは



社会関係資本：
ソーシャルキャピタル

「人々の協調行動を促すことにより、
社会の効率を高める働きをする社
会制度」

• 基本構成要素は、
– 信頼（Trust）
– 互恵性の規範（Norms of

Reciprocity ）
– 市民参加のネットワーク（Network

of Civic Engagement）
• メトリックス：市民社会度（市民共
同体度：Civicness）



ソーシャルキャピタルの
意味論

• 社会論として
○信頼と協力の絆

– 自発的協働エネルギー
– 様々な複雑性（取引・交渉
コスト）の縮減・低減

○多様な社会資源への効率
的なアクセス能力
– 情報獲得や意思決定のた
めの人的ネットワーク資産
の構造

– 創発的組織活動における接
合型人材の価値論

• 資本論として

○個人・集団にリーター
ン・ベネフィットをもたら
創発的な関係資産

社会関係
ネットワーキング

投資 利得



新旧ネットワーク観

（古い）ネットワーク観 （新しい）ネットワーク観

事例 学閥、閨閥、派閥 ソーシャルセクター、

コミュニティソリューション

特長 •他律性

•依存的

•排他性

•同質性

•垂直性

•自律性

•自発的

•開放性

•異質性

•水平性

目的論 •囲い込みネットワーク

•内部求心ネットワーク

•道具・資源としての
創発性ネットワーク



合目的組織における
ソーシャルキャピタルの

意味論

• 資本の中の資本
– 人的資本（HumanCapital)

＝＞人的関係資本（SocialCapital)
• 企業コンピテンシーの中のコンピテンシー

– 経営、戦略、ブランド、技術・・・
＝＞ 組織ソーシャルキャピタル（非模倣性）

• 企業リーダーのミッション

– 「リーダーの役割は、未来の環境において成功を約束するよ
うなネットワークを構築することである」＊＊

＊Professor Jeffrey Pfeffer（StanfordUniv. BS)
＊＊Ram Charan,Noel M Tichy



ソーシャルキャピタルの
意味論

～何が、行為を決定するのか？～

情報

アイデア

就職

幸福

昇進

ビジネスチャンス

知性

努力

個人を取り囲む力：人的ネットワーク資産



コミュニティソリューション：
ビジネス

• パレットの法則(戦略集中）

–２：８ ＝＞ ８：２

• ロングテール論（ニッチの集積戦略）

–２：８ ＝＞ ８：２



オークションサービス
（マッチングサービス）

http://auctions.yahoo.co.jp/jp


OKWave
（コミュニティ相互扶助）

http://okwave.jp/favicon.ico


YouTube
(コミュニティ参画型放送局）

http://www.youtube.com/


ウィキペディア
（コミュニティ知識編集）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%96%B9%E5%BC%8F


Mixi
（ソーシャルネットワーキング

サービス）

http://mixi.jp/
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