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− 人工知能は人間学を理解し、リーダーシップを取ることができるか −
経営管理研究科教授
花村 信也

【要約】
本稿は、人工知能、リーダーシップ、人間学の三点を取り上げ、二つの設問、
「人工知能はリー
ダーシップをとることができるか」
、
「人工知能は安岡正篤の人間学を学習し、活かすことができ
るか」について論考を行った。リーダーシップに関しては、欧米の先行理論を整理し俯瞰した。
また、人間学に関する考察は、安岡正篤の人間学に焦点をあて、先行研究を踏まえて全体像を整
理した。考察の結果、
「人工知能はリーダーシップをとることができるか」に関しては可能であ
ると考えられ、一方、
「人工知能は安岡正篤の人間学を学習し、活かすことができるか」は極め
て困難であると考えられた。いずれも、機械学習 / 深層学習の観点から詳細に検討を行った。
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1．はじめに
某転職コンサルタント会社が行なったアンケートで、
「現在ミドル世代が担当している業務の
中に、10 ～ 20 年以内に AI に代替されてなくなってしまう業務はあると思いますか。
」という
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質問に、81% の人が「ある』と回答し、その中でも特に代替されそうな仕事として挙げられた
のが、
「経理・財務・会計系」
「事務」
「コールセンター」の 3 つであった。情報処理や既存のデー
タ管理などはすべて AI がこなし、人間の手からは離れると予想されている一方で、AI に代替さ
れなさそうな仕事として挙げられたのが、
「経営者」
「経営・事業企画系」
「営業系」の 3 つであ
り、他にもクリエイティブ系の職種が多く挙げられた。すでに存在するものを処理化することに
は長けても、ゼロベースで物事を生み出す力は AI にないため、人間の力によって左右される仕
事は AI に奪われるといったことはないだろうと転職コンサルタント会社はまとめている。AI が
ますます進化し、「人間＜機械」の時代へと突入し、シンギュラリティと言われる状況が生まれ
ることをこのアンケートは反映している。昨今の AI に関する議論では、このように、AI が仕事
を代替することができるかという類いの議論が数多くなされている。アンケートによる分析は否
定しないものの、直感的に明らかな結論を明示的に出すことで、前述の例であれば転職コンサル
タントの利害も絡んでの主張と解釈できなくもないというのが昨今の事情ではないだろうか。
本稿は、このような浅薄なリサーチではなく、より本質的な論考を、人工知能、リーダーシップ、
人間学の三つを取り上げることにより行おうとするものである。論考に当たっては、二つの設問
を設定したい。一つは、
「人工知能はリーダーシップをとることができるか」である。二つ目は、
「人
工知能は安岡正篤の人間学を学習し、
活かすことができるか」である。人間学は、定義により様々
な観点から捉えることができるが、本稿では、安岡正篤の唱える「人間学」とする。

2．本稿の構成
前項であげた二つの設問を考察するにあたって、リーダーシップと安岡正篤の人間学に関して
整理する。第３節では様々なリーダーシップの理論を敷衍し、それらに共通する内容と項目を取
り上げる。第４節では、安岡正篤の人間学を整理する。安岡の思想は、その時代背景と共に理解
すべきであり、内容は極めて多岐かつ広大である。その中で、リーダーシップに関係する主張に
絞って整理を行った。安岡の人間学は、単なる倫理学の域を遥かに越え、人間、さらには国家を
動かす思想の域まで達しており、リーダーシップという観点の眺望に絞ったとしても極めて多様
性のある論説である。第５節では、人工知能の理解として、機械学習 / 深層学習を整理する。機
械学習 / 深層学習を、教師あり学習、教師なし学習、強化学習の三つに分類して、その内容を整
理した。かかる三節を踏まえた上で、第６節で、「人工知能はリーダーシップをとることができ
るか」と「人工知能は安岡正篤の人間学を学習し、活かすことができるか」の二つの設問に対し
て論考する。第７節は総括と課題とし、本稿の考察を踏まえて課題と今後の研究すべき内容や方
向について述べる。

－ 60 －

SBI 大学院大学紀要

第7号

3．リーダーシップ
本節では、リーダーシップの理論について整理を行う。リーダーシップ理論は欧米を中心に数
多くあり、その特徴ごとに整理する。整理した内容を踏まえた上で、リーダーシップ理論につい
て共通する事項と内容を取り上げ、本稿の設問に対応する材料とする。リーダーシップ論におけ
るリーダーとは、組織の目標達成のために他者に影響を与える人物であり、必ずしも管理者と一
致しているわけではない。有効なリーダーであるにはどうすれば良いかについて、リーダーシッ
プ理論の先行研究を比較検討していく。
リーダーシップについての議論は古くからあり、プラトンの『国家論』やマキャベリの『君主
論』は、「リーダー」について具体的に言及した古典として知られている。1900 年以降は経営
学の一分野として「リーダーシップ」の研究が欧米を中心に盛んとなり、様々な仮説が検証され、
それが現代のリーダーシップ理論に繋がっている。
リーダーシップ研究の初期に登場した「特性理論」では、「リーダーシップは先天的なもので、
生まれ持った才能である」という仮説に基づいていたが、普遍的な特性の発見には至らなかった。
リーダーと非リーダーの差異についてはよく説明できたのに対し、
「良いリーダーとは」といっ
た「リーダーシップそのものの詳細な研究」には至らなかった。つまり、事後的にリーダーの行
動を観察していただけなので、成功と失敗という２つのサンプルを対象として考察しているに過
ぎなかったのである。
リーダーシップを先天的な性質だと仮定した特性理論がリーダーシップ理論の主流であった
が、
これでは「良いリーダーになるにはどうしたら良いか？」といった実務上の問題へのアプロー
チができなかった。そこで、次に、1940 年代に行動理論が登場した。リーダーシップ理論の汎
用性を高めるためには、
特性理論の前提を見直す必要があった。その文脈で生まれた行動理論は、
行動パターンに注目することで、
「どういう人間がリーダーなのか」ではなく「リーダーはどう
いう行動を起こすのか」にテーマを置き直した。すなわち、行動理論では「行動結果としてのリー
ダーシップ」を前提にすることで、能力としてのリーダーシップを開発可能なものとみなしたの
である。
「良いリーダー」になるために、
「良いリーダーが取る行動」に着目し、その行動から良
いリーダーを導こうとする研究が、行動理論として研究された。
行動理論の欠点は、人物の能力にだけ注目した点である。ビジネスタスクや環境といった外的
影響が数多くある場合、それに合わせて取るべき態度・行動が変わってくると考えられるように
なると、そうした適応能力に関しては、行動理論では説明できないことが明らかになってきた。
行動理論の一つであるマネジリアル・グリッド論で良いとされている「チーム管理型のリーダー」
や PM 理論における「PM 型リーダー」への実証研究によって、常に優秀なリーダーシップを発
揮できるわけではないことが明らかになったことも、行動理論の限界の裏付けとなっている。あ
る状況下においては優秀であっても、他の状況下においては優秀であるとは限らないため、どの
ような状況下でどのような行動が適しているのかを研究する必要が出てきた。そこで、1960 年
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代には条件適合理論へと移行することになった。どのような要因があるときにどのようなリー
ダーが優秀と言えるのかを追求することが分析の焦点となった。
条件適合理論は、リーダーシップのありかたは一様ではなく、状況や構成員の性質に合わせて
変えていく必要があると論じた。条件適合理論では
◦

リーダーには必ず部下がいるため、部下のことも考慮しなければならない

◦

仕事の難しさなどによって業務の進め方が変わる
ということが前提となる。条件適合理論として、コンティンジェンシー理論、パス・ゴール理

論、SL 理論がある。
以下、特性理論から先行研究を整理する。

3.1

特性理論

リーダーの特性、すなわち、リーダーと非リーダーとを区別する特徴に注目する理論であり、
20 世紀中頃に、リーダーシップを持っていると評価された人に共通する特徴を探そうという意
図から導き出された研究で、リーダーについて以下の７つの特性があるとした。
（1）意欲（2）指揮することへの願望（3）正直さと誠実さ（4）自信（5）知能（6）仕事に対
する知識（7）外向性。これらが特定されたものの、リーダーの特性をモデル化するには至らず、
リーダーシップ の理論では、行動理論、コンティンジェンシー理論が主流となった。行動理論は、
有効なリーダーと非有効なリーダーを区別する際に、行動パターンに注目した理論であり、代表
的な行動理論は４つある。アイオワ大学の研究、ミシガン大学とオハイオ大学の研究、マネジリ
アルグリッド、コンティンジェンシー理論の４つである。以下、それぞれを見ていこう。

3.2

行動理論

アイオワ大学他の研究

アイオワ大の研究
リーダーシップのスタイルを３つに特定した分析である。分類を通して、民主的スタイルが優
れた仕事に結びつきやすいと結論づけた。
◦

独裁的スタイル

極限を中央に集中。仕事方法を命令。一方的な意思決定。

◦

民主的スタイル

従業員を意思決定に参加させる。権限を委譲する。仕事方法や目標決定
に従業員に参加を促す。

◦

自由放任スタイル

意思決定を含む自由を集団に与える。

ミシガン大学とオハイオ大学の研究
ミシガン大学のリッカートが生命保険の監督者を対象に行った実験を基にした研究で、
「仕事中心型」（課題志向で仕事の専門性、作業内容を重視する）と「従業員中心型」
（関係志
向で対人関係を重視する）を軸にリーダーシップを２つの類型に分類した。そして、
オハイオ州立大学はミシガン大学の研究を発展させて、この２つの分類には低いものから高い
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ものに至る区分をし、さらに 4 つの類型に分類した。4 つの分類とは以下である。
（１）独善的専制型
・徹底した課題志向。リーダーは部下を信頼せず、意思決定に部下を参加させない。
（２）温情的専制型
・課題志向＞弱い人間関係志向。リーダーは部下をある程度信頼するが、部下に対し恩着せが
ましいやり方をとる。
（３）参加強調（相談）型
・課題志向＝人間関係志向。リーダーは部下をかなり信頼しており、基本方針や全般的決定権
以外の個別問題は部下に任せる。
（４）民主主義（参加）型
・課題志向＜人間関係志向。
リーダーは部下を全面的に信頼し、
意思決定は組織全体で行われる。
研究では、最も高い業績を上げたのは民主主義型のリーダーシップがとられた組織であるとし
ている。高い業績を上げるためには、仕事中心のリーダーシップだけではなく、従業員との関係
を重視し、従業員を意思決定に参加させる方策をとることも必要であると、人間関係の重要性を
実証から導いた。

3.3

行動理論

マネジリアルグリッド

リーダーシップの行動スタイルを、人への関心と業績への関心という２つの側面から捉えた行
動理論であり、
ブレークとムートンはミシガン大学、オハイオ州立大学の研究を発展させた。リー
ダーの自己評価と部下からの評価を総合し、あるべきリーダーになるには、どのような自己革新
が必要であるかを認識し実践していくべきと主張している。マネジリアルグリッドの図は以下と
なる。

この例では、人への関心度を縦軸に、業績への関心度を横軸にとり、リーダーの行動を９段階
で評価する。リーダーシップを「管理者の生産業務に関する関心度」と「人間に関する関心度」
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の２軸で捉え、それぞれを 9 段階で評価した合計 81 パターンに分離した。この 81 パターンは
大きく分けて以下の５種類に該当し、上図で右上の 9.9 型のスタイルを管理者がとる時に、最も
高いパフォーマンスを上げることができるとしている。
◦

無関心型（生産業務と人間、両方の関心が低い）

◦

権威服従型（生産業務にのみ関心がある）

◦

カントリークラブ型（人間にだけ関心がある）

◦

組織人間型（生産業務と人間の両方にほどほどの関心がある）

◦

チーム管理型（生産業務と人間の両方に高い関心がある）

3.4

コンティンジェンシー理論（条件適合理論）

行動理論の行動特性に、さらに追加条件を加えたものがコンティンジェンシー理論である。コ
ンティンジェンシーとは、偶発的という意味であるが、もしこういう状況ならば、これが最も効
果的なリーダシップであると定義し、リーダーシップを解明しようとする考え方である。斯か
る設定は、if then コンティンジェンシーと言われる。行動理論が提示する行動パターンの中で、
状況に適合したものだけがリーダーシップ行動として有効に機能すると考える。この理論では唯
一最適なリーダーシップスタイルは存在せず、状況に応じて好ましいリーダーシップのスタイル
は異なるという考えに立つ。代表的な主張には、フィードラーのコンティンジェンシーモデル、
ハーシー・プランチャード（1977）の Situational Leadership 理論、パス・ゴールモデルがある。

3.5

フィードラーのコンティンジェンシーモデル

集団が好調な業績を生み出すためには、リーダーが部下と接する際のスタイルと、リーダーが
管理並びに影響を及ぼすことが許容されている状況の程度の適合性をみるべきだという考え方で
ある。リーダーのスタイルは固定的であるので、状況に合ったリーダーを選ぶか、リーダーに合
わせて状況を変える必要があるという主張である。

3.6

ハーシー・プランチャードの SL 理論

ハーシーとプランチャードにより提唱された Situational Leadership 理論は、リーダーシップ
の成功が的確なリーダーシップスタイルを選択することによって実現されるとしている。また、
そのスタイルには、指示的、説得的、参加的、委任的の４つの例を示している。
◦

指示的リーダーシップ

低い

高い

部下の役割を決めて指示する

◦

説得的リーダーシップ

高い

高い

指示的な行動に加えて支援的な行動もとる

◦

参加的リーダーシップ

高い

低い

支援とコミュニケーションを行う。

◦

委任的リーダーシップ

低い

低い

指示も支援も行わない

どのスタイルを選ぶかは部下の成熟度のレベルに依存する。部下の成熟度は、仕事ができるか
どうか、仕事をする意思があるかどうかのマトリクスで決定される。
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ハウスのパス・ゴールモデル

有能なリーダーは、部下が今いる場所から目標を達成するためにとる経路を明らかにして、障
害物や落とし穴を減らすことでその行程を容易にするように働くという考え方である。リーダー
シップのスタイルは４類型があるとし、指示型、支援型、参加型、成果指向型をあげ、リーダー
は、状況に応じて４つのスタイルから１つを選択し適用するとしている。
◦

指示型リーダーシップ
組織の構成員に対してのタスクを指示し、仕事のスケジュールを具体的に設定する。

◦

支援型リーダーシップ
構成員との信頼関係を重視し、自発的な発想やその承認を重視する。

◦

参加型リーダーシップ
決定を下すまえに構成員と相談し、彼らの提案を活用する。

◦

達成志向型リーダーシップ
ハードルの高い目標を設定し、構成員にそれを追うことを求める。
ハウスは、パス・ゴール理論で、リーダーを取り巻く状況を「組織体制などの環境的要因」と

「部下の個人的な特性」の２つに分けて分析し、組織体制や構成員の特徴により、発揮すべきリー
ダーシップが異なることを説明した。

3.8

リッカートの組織の経営管理スタイル

リーダーの類型を４つのスタイルに分類している。
◦

独善的専制型

絶対的な権力があり、チームワークはなし

◦

慈善的専制型

モチベーションは報奨により発生する。

◦

協議型

ある程度のコミュニュケーションとチームワークの活動

◦

協調型

頻繁なコミュニュケーションとチームワーク活動

3.9

ジョン・P・コッターのリーダーシップ論

マネジメントとリーダーシップの違いをベースにリーダーシップとはどんなものかについて検
討した議論である。彼は、マネジャーに求められる「リーダーシップ」と「マネジメント」とい
う 2 つの要素について、その目的も求められる役割も明確な違いがあると論じている。マネー
ジメントとリーダーシップの違いは、マネージメントが「複雑さ」に対処する一方で、リーダー
シップは「変化」に対処するものだとしている。マネジャーに求められる「リーダーシップ」と
「マネジメント」という 2 つの要素について、その目的も求められる役割も明確な違いがあると
論じている。真の意味でシーダーシップを発揮するためには、二つの意味についてしっかりと把
握しておく必要があると主張した。
リーダーシップは、大きな変革を生み出す際、あるいは変化に対処する際に必要となる。進む
べき未来と方向性を定め、ビジョンと戦略を描くことがリーダーシップの役割であり、戦略にふ
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さわしい人員の結集や課題を解決するために社員への動機づけなど、人間関係の面に強く訴えか
け、人心を統合する役目も求められ、総じて、客観的な数値として表しにくい仕事となるのがリー
ダーシップの特徴といえる。
一方マネジメントは、既存のシステムを動かし続ける、あるいは複雑な問題に対処する際に必
要とされ、求められる仕事は、計画と予算の策定、組織編成、人員配置、統制上の問題解決など
事務的なものとなる。
マネジメントの要素として、統制と問題解決によって計画の達成を確実にする、目標＋達成に
向けた具体的な手順＋計画を実現するための資源配分、計画達成に必要な組織構造と業務を作る、
適切な人材を配置し、計画の内容を伝え、実行の責任を負わせて、実行状況をモニターする仕組
みを作る、等を指摘している。一方で、リーダーシップについては、皆を正しい方向へ導き続け
る、ビジョン＋変革を起こすための戦略、メンバーたちがビジョンを理解し、その実現に向けて
努力を傾け、
全員が一眼となれるように新たな方向性を伝える、等を要素として挙げている。リー
ダーシップのカギは、スタイルではなく中身にあるとして、職務遂行の際の核となる行動様式に
関わるもので、表面的な緻密さや策略のことではない。その核の部分にあるものは、時代、文化、
業種の違いによって変わるものではないと述べている。
どのようなリーダーであれば組織改革をスムーズに進めることができるのかについて、コッ
ターは、9 社 15 人の優れたビジネスリーダー達を徹底的に調査し、12 の行動パターンを発見
した。
（１）1 人の時間が極端に少なく、就業中に 1 人でいるのは在宅作業か移動時が大半
（２）会社内外を問わずたくさんの人と時間を過ごしている
（３）議論のテーマが多岐にわたり、ビジネスと関係のない話題でも話し合う
（４）たくさん質問する
（５）会話の最中に重大な意思決定を下すことは殆どない
（６）冗談を言うことが少なくなく、仕事と無関係な話題も多い
（７）誰かと話す時、事業や自社にとって重要でないと思われる話題も多い
（８）誰かと話す時、ビジネスリーダーとして相手に指示を出すことは殆どない
（９）具体的な指示はせずとも、質問したり、頼んだり、説得したりして影響力を行使
（10）他人のやっていることに首を突っ込む
（11）時間の大半が、誰かとちょっとした会話を交わすことに費やされている
（12）長時間働いている
これらの行動パターンから見えることは、コミュニケーションがリーダーシップの根幹を成し
ており、リーダーは、決められたスケジュールに沿って最低限必要なテーマについて話すだけで
はなく、むしろ、貴重な機会を逃さないよう柔軟に対応し、社内外や上下関係を問わず様々な人
と接することで、ビジョンの策定や人員の選定において参考材料となる情報をキャッチしている
ということである。
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小括

各リーダーシップ論に共通するリーダー像や立場、役割については、以下のようにまとめるこ
とができる。
（１）リーダーが重要な組織変革を成功させるには、その手法に関係なく、時間のかかる非常に
複雑なプロセスを踏まなければならない。
決して手っ取り早く、段取り良くとはかぎらない。
（２）成功を目指すリーダーは、それぞれの状況でカギとなる課題に臨機応変に対応するため、
基本の行動はその都度異なる。
（３）有能で志に満ちたリーダーでさえ、大きな変革の際には、予測できたはずの過ちを犯して
しまう。既存のシステムをマネジメントしていく方法や物事を少しずつ変えて習得してい
くしか方法はない。組織が飛躍するための大きな変革に必要なリーダーリップをどうやっ
て発揮するのか誰も教わっていないからである。
（４）リーダーシップとマネジメントは別物である。変革の原動力はリーダーシップであり、マ
ネジメントではない。リーダーシップが不足すると、過ちを犯す確率は大きく高まり、変
革が成功する確率は低くなる。
（５）リーダーシップとは、ビジョンと戦略を策定すること、戦略にふさわしい人員を結集する
こと、障害を克服しビジョンを実現するために、メンバーにエンパワーメントすることで
あり、マネジメントとは、計画と予算の策定、組織編成、人員配置、統制、問題解決を通じて、
既存のシステムを動かし続けることを意味している。
（６）組織を動かす上でリーダーシップが占める割合は、変化のスピードが加速するとともに増
している。
（７）組織を動かす仕事は、次のようなものである。計画・予算（マネジメントの部分）とビジョ
ン・戦略（リーダーシップの部分）を盛り込んだ課題の作成、階層の縦のネットワーク（マ
ネジメントの部分）と複雑な人間関係の横のネットワーク（リーダーシップの部分）を駆
使した課題遂行のための人脈作り、
そして統制（マネジメントの部分）と動機づけ（リーダー
シップの部分）による課題の遂行である。
（８）マネジメントが組織の階層を通して行われる一方、リーダーシップは階層を介さない。そ
のため、変革に当たってリーダーシップの強化が必要になる。
上記のようにリーダーシップを位置付けると、リーダーが行うべき行動は以下のようにまとめ
られる。
（１）計画を立てる
目的を達成するため、メンバーが悩まないよう計画を立て、計画を立てるだけでなく
不測の事態に備えた代替案も準備しておく。
（２）チームの活性化
チームメンバーへ目標に対する達成度合いや活動内容を日々報告し、コミュニケーションを促し
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て各人のモチベーションを維持し、チーム全体を活性化させる。
（３）効率化する
少ないリソースで最大の効果を生み出せるよう促し、優先順位管理の実施や、ツールを導入する
ことでチームメンバーの業務の無駄を無くし、同時に質を上げる施策を行う。
（４）結果を確認する
チームの成果から業績や過程を評価し、
個人の役割について評価を行い、評価の結果からメンバー
への指導を行う。
（５）動機付けする
結果を正しく評価し、パフォーマンスを改善する方法を突き止め、メンバーのポテンシャルを最
大限に引き出す。メンバーには現実的かつ挑戦的なストレッチ目標を設定する。
（６）組織化する
チーム内の各メンバーの役割を明確にして仕組化を進めていく。個人に対してだけでなく、組織
全体に対して規範を示し、良い行動規範がチームに浸透するまでの間、規範を示し続けていく。
現代のリーダーシップ論として、主流となっているのは、「コンセプト理論」である。条件適
合理論を元に具体的な状況を想定して、
「適材適所のリーダーシップ」が詳細に研究されている。
具体的な状況とは、会社が経営危機に陥ったとき、人間関係やモチベーションが重要だとされ
るとき、メンバーの自主性を重視して意見や情報を引き出したいときなどである。様々な状況が
想定され、条件適合理論であるパスゴール理論が「環境要因」と「部下の要因」の２つに分類し
ていたのに対し、より詳細な条件、特殊な状況が想定されているのである。
現代のリーダーシップ論の大きな課題は、時代の変化への対応とも言える。高度経済成長期に
はモノを作れば売れたため、上司が指示を行い部下が従う形が望まれたが、現代ではロボットや
人工知能の発達により単純作業が置き換えられていく状況である。部下は従う一方でなく、構成
員の一人としてもリーダーシップを発揮して新たな発想などが求められるようになっている。
コンセプト理論は条件適合理論の多くを継承している理論で、問題設定の際に「リーダー（人
間）
」と「リーダー（人間）をとりまく環境」の関係性に焦点を当てて議論を行っている。代表
的なリーダーシップの取り方には
◦

カリスマ型リーダーシップ

◦

変革型リーダーシップ

◦

EQ 型リーダーシップ

◦

ファシリテーション型リーダーシップ

◦

サーバント型リーダーシップ

があげられる。ただし、
これで全て分類されるというわけではなく、状況の数だけ適したリーダー
シップが存在し、
会社の抱える課題や状況に応じてどのようなリーダーシップが有効であるのか、
自社の課題が何かを追求し、求められるリーダーシップについて掘り下げていくべきであるとい
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うのがコンセプト理論の根幹である。

4. 機械学習、深層学習
人工知能のアルゴリズムは、大枠として機械学習／深層学習から構成されている。機械学習
にはさまざまな分類方法があり、
「教師あり学習（Supervised Learning）」「教師なし学習（Unsupervised Learning）
」
「強化学習」という 3 種類に分ける考え方がある。

4.1

教師あり学習

教師あり学習とは、
「入力と出力の関係」を学習するもので、「分類」や「予測」と呼ばれるよ
うな問題は、教師あり学習のクラスとなる。つまり、教師あり学習では、人間があらかじめ付け
た正解のラベルに基づき、機械が学習を行い、データセットに対する応答値の予測を行うモデル
を構築する。例えば、今日の天気から明日の天気を予測するような問題が、教師あり学習にあた
り、入力が今日の天気、出力が明日の天気となる。また、手描き数字の画像に対し、あらかじめ
人間などが 0 から 9 までのラベルを付け、機械が学習するのが教師あり学習となる。学習完了
時点では、新しい入力画像に対して、どの数字が書かれているのかを正しく判断できるようにな
る。教師あり学習と呼ばれる理由は、そのアルゴリズムによりトレーニングデータから学習する
プロセスが、
先生が生徒に学習を指導しているように見えるからである。正解が用意されていて、
アルゴリズムがトレーニングデータを予測し、先生（正解）によってその予測結果が直される、
といったような流れになっている。

4.2

教師なし学習

教師なし学習とは、
「データの構造」を学習するもので「教師なし」という名の通り、正解と
なる出力が学習の際に与えられない。
「クラスタリング」や「次元削減」と呼ばれるような問題
は教師なし学習に分類される。例えば、購買情報を元にユーザーを数種類のグループに分けるよ
うな問題が教師なし学習にあたる。この場合、入力は購買情報、出力はグループとなるが、その
出力されたグループには正解がもともとあるわけではなく、単に「似ているユーザー」をグルー
プ分けした結果となり、この点が教師あり学習と異なる。教師なし学習では、入力データのみが
あり、ペアとなる正解のデータは存在しない。学習のゴールは、データに対する理解を深めるた
めにデータの基本的な構造や分布をモデル化することとなる。例えば、ペアとなる正解ラベル
の付いていない画像データだけが手元にあり、それを類似度や規則性に基いて分類するのが教師
なし学習となる。
。教師なし学習と呼ばれる理由は、教師あり学習と違ってそこには正解がない、
つまり先生がいないためである。図で示すと以下となる。
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4.3

強化学習

強化学習は機械学習のひとつの大きな分野をなす。強化学習とは、試行錯誤を通じて「価値を
最大化するような行動」を学習するもので、教師付き学習とよく似た問題設定であるが、与えら
れた正解の出力をそのまま学習すれば良いわけではなく、もっと広い意味での「価値」を最大化
する行動を学習する。
例えば、
株の売買により利益を得る問題が強化学習にあたる。この場合、持っ
ている株をすべて売り出せば確かにその時点では最も現金を得ることができるが、より長期的な
意味での価値を最大化するには、株をもう少し手元に置いておいたほうが良いかもしれない。囲
碁や将棋といったゲームは、本質的に将来の価値（つまり今その手を打つことにより、最終的に
勝つのか負けるのか）を最大化することが目的なので、強化学習とは相性が良い問題となる。
強化学習（Reinforcement Learning）の基本的な枠組みでは、エージェント（行動主体）は環
境の状況に基づき或る行動を選択し、行動に基づき環境が変化する。環境の変化に伴って、何ら
かの報酬がエージェントに与えられ、エージェントはより良い行動の選択（意志決定）を学習し
ていく。教師あり学習が、完全な正解を示すのに対し、強化学習の報酬は、環境の一部の変化に
基づく断片的な値でしかない場合が多い。
例えばサッカーの或る場面で、ボールを或る方向へ蹴ったら、味方にパスが渡ったか否か、と
いった評価が報酬となる。脳内の快楽物質ドーパミンの放出（報酬）が、動物の行動選択に大き
な影響を与える事はまさに強化学習の仕組みで、実際の脳との関連も盛んに研究されている。強
化学習は環境に関する完全な理解が無くても設計出来るため、実際の問題への応用範囲は広い。
強化学習のアルゴリズムは、あくまで枠組みを示したもので、環境・行動・報酬のデータ化、環
境の状態観測、報酬の計算等のアルゴリズムは、応用する問題に応じて別途、設定する必要があ
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る。経験をもとに試行錯誤しながら最適な行動を獲得するための理論的枠組であり、行動と観察
を繰り返すことで、予め設定した「目標」を最大化させるような行動ルールを見つけることを目
的にしている。
分析に際し、強化学習の用語を以下に記す。
強化学習において、行動決定の主体を、エージェントと呼ぶ。エージェントが置かれている状
況を状態と呼ぶ。エージェントが環境に対して行う働きかけを行動と呼ぶ。エージェントの行動
と状態を規定する基本的な時間単位を、時間ステップと呼ぶ。エージェントの行動の即時的な良
さを報酬と呼ぶ。時間ステップにおいて状態で行動をとり、時間ステップで状態になったときに
得られる報酬を表し評価・考察を進める。
強化学習においては、ある時間ステップから将来の時間ステップを見た際の累積的な報酬を、
収益と呼ぶ。報酬を累積する際に、今より将来の報酬をより低く評価するようなケースを考える
ときには、収益は割引報酬和として表す。エージェントが行動を決定するためのルールを方策と
呼ぶ。状態において行動をとったとき、次の状態に移る確率を、状態遷移確率という。ある初期
状態において、ある方策をとったときに計算される収益の期待値を、状態価値と呼ぶ。
任意の初期状態について、価値関数を最大化させるような方策を、最適方策といい、期状態の
もと、最適方策をとった場合の状態価値関数を、最適状態価値関数と呼ぶ。

5. 人間学
5.1 安岡正篤の人間学
「人間学」は、19 世紀になって、西洋哲学の枠組みが東アジア古来の思想を解説するようにな
り、道徳哲学もしくは倫理学の中に位置づけられるようになった。人間学という表現は、本来は
カントがラテン語によって表したアンソロポロジーを指す。現代日本語では人類学と訳されてお
り、文化人類学や社会人類学の意味で使われているが、元々のカントの意図としては人間とは何
かを思索する学問、すなわち哲学的人間学のことであった。性善性悪論争は、東アジアにおける
人間学の展開として、中国哲学という学問分野で重要な研究対象として取り上げられた。
東アジア古来の説が人間学として表現されるようになった時、その裏側では、西洋の人間学が
哲学として扱われるということとなった。安岡自身、西洋哲学の知識も持ち合わせており中国哲
学との関連性は十分踏まえていた1。彼は、自然科学の知識・機械観では心を収めることは出来な
いと説き、自己と対象とを超越した真の体系を認識しなければ解決できないと考えた。物事の真
相を解明、認識することは、自己を開拓することであり、認識論的客観主義から離れた実存主義
に近い立場で、哲理を構成したと考えることができる。人間学とは、その哲理の一つに位置付け
られるというのである。
1

 井（2017）P.266「安岡先生自身、ニーチェには関心があり、院生（金鶏学院の生徒）にもニーチェ
亀
の「ツアラツーストラ」を推薦図書の一つとして挙げた。
」
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「徳慧の学問、即ち広い意味においての道徳的学問、人格学、これを総括して人間学と言うな
らば、この人間学が盛んにならなければ、本当の文化は起こらない。民族も国家も栄えない。（知
命と立命）
」
安岡正篤は学問を二つに分けた。一つは知識の学問、もう一つは知恵の学問である。機械的知
識をさす知識の学問に対して、知恵の学問は経験を積み、試作反省を重ね、人徳を練る中から湧
き出たもので、体験の中からにじみ出てきたもっと直感的な、人格的な学問のことを言う。知恵
の学問は孔孟以後の最大の思想家である荀子の言うところによる。すなわち、本当の学問は、就
職や出世のためではなく、
「窮して貧せず、憂えて意衰えず、禍福終始を知って惑わざるがため
なり」
という荀子の言葉にその本質を求めている。これが安岡が考える人間学の第一条件である。
第二条件は、
「自ら靖んじ、自ら献ずる」ことである。これは、「書経」に出てくる言葉で、内面
的には良心の安らかさを得、それを外に発して、自己を捧げて、世のため人のために尽くすこと
を意味する。人間好むと好まざるに関わらず、働いて糧を得なければならないが、職業選択の意
味はここに出てくるというのである。学問修養をしていく上で、非常に意義深い分類方法であり、
こうした分類方法は西洋の学問の手法にはみられない。
安岡の人間学は、多岐多様に渡っているため、リーダーシップに関連する視座から論考を行い
たい。ついては、本節の構成は以下とする。まず、安岡の人間学及び安岡教学についての概要を
俯瞰する。5.2 では北尾（2009）
「安岡正篤ノート」、北尾（2015）
「実践版安岡正篤」を取り上
げて安岡人間学についてまとめる。5.3 では、5.2 の内容をさらに深めて、安岡の著作、論文を
もとに、安岡の思想の根底に哲人主義的民本思想があることを解釈する。そして、この思想を敷
衍することで、5.4 で、日本人の固有性、日本人の精神についての議論を展開する。安岡の思想は、
西洋対日本、もしくは西洋対アジアの構図があり、その点についての安岡の考えを辿り、日本と
西洋の考え方の違いに関して 5.5 で整理を行う。そして、リーダーシップと関係する視点として、
5.6 において、安岡が労使関係論及び経営者論をどのように考えていたかを考察し、5.7 で安岡
正篤の「人間学」について小括する。

5.2 「安岡正篤ノート」と「実践版安岡正篤」
「安岡正篤ノート」は、
安岡教学の骨格となる 4 冊の本（「日本精神の研究」、
「東洋倫理概論」、
「東
洋政治哲学」
、
「日本精神通義」
）をあげ、安岡正篤の人間学の要点を簡潔に素描し、解説を加え
ている。これら４冊に先んじる著作は、
「支那思想及び人物講話」と「王陽明研究」の２冊である。
これら以外にも安岡の著作は数多くあり、
単著のみならず論説も多く記している。「安岡正篤ノー
ト」は、前述の４冊について著者が解釈したものであり、ノートという題名がそれを物語ってい
る。本節では、
「安岡正篤ノート」を通して彼の人間学を俯瞰したい。
安岡教学は東洋の人間学に基づいており、修養の学問として、「経」、「史」、「子」、「集」の四
部の書に基づいた思想を論じ、
「四部の学」と呼んでいる。
「経」は、人生に最も原理的な指導力のある書であり、いかに生きるべきかという人間の原理
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を指示している。人間いかにあるべきかを学ぶもので、我々の生活の基本原理に関する学問であ
り、経学を学ぶことによって、信念を養い、理性を高め、人間性について深い洞察を得る、と記
している。
「史」は、人間がどう生きてきたかという歴史を記したものである。歴史に照らし人間の行動
のいっさいを明らかにして、
「かくありしがゆえに、我らはかくるべからず」と学ぶのが史学で
ある。史学は経学を実証するもので、史の中に経を見出すことができる。
「経史の学は切り離す
ことはできず、両者を兼ねて修め、初めて知行合一として全人格が形成される。」と述べている。
「子」は、私淑できる優れた人物に学ぶ人物研究の書を指している。例えば、「荀子」や「韓非
子」を挙げている。
「集」は詩文集のことで、情操を養うという意味で非常に大事なものとなる。ある人物がいか
に「経」を解し、
「史」を解し、
実践していったか、その人物が書き残したものに見ることができる。
その詩文を集めたものが集となる。
「唐詩選」
や
「文章規範」などがこれに分類される。「経」、
「史」、
2
「子」
、
「集」の四部の学に通じた人間学が安岡教学ということになる。
安岡教学の信奉者北尾氏

によれば
「安岡教学がこうした力を持ちえたというのは、とりもなおさず安岡先生の論述が、
「経」、
「史」
、
「子」
、
「集」をはじめとする和漢洋の古典と歴史に忠実に立脚し、その教えに基づいてな
されているものだから」である。さらに「安岡先生が東洋思想に基づいて提唱してきたリーダー
論とは、どのようなものだったのだろうか。 安岡教学では次の諸点でリーダーとなるべく人物
3
を磨くこと」が重要であると説いている。

（１）リーダーに欠かせない志と礼
志をきちんと持つ人間でなければならない。同時に礼が大事である。礼により社会全体の調和、
安定がもたらされるからである。例えば、会社組織を考えると、そこには様々な年齢や性別の人
間が関わっている。そうした人間関係の一方には、常に利害関係が存在している。このような複
雑な状況にあって礼というものが欠けていれば、組織は決して円滑に機能していかない。従って、
礼は経営を司る者にとり欠かせない重要な要素である。
（２）全ての責任を自らに帰す
東洋思想においては、最終的に全て己に帰着することを求める。己が反省し、自らの人格を高
め、それによって人を感化していくことが東洋思想の基本である。
（３）直感力を養成する
人の意見を聞くことはもちろんであるけれども、最終的にはリーダー自らが直感的に物事を判
断できなければならない。データを収集して分析するのは、直感が正しかったことを跡付けする
ためのものでしかない。
（４）人間的魅力を高める
東洋思想は人間的な魅力を高めてくれる。経営者は自分一人で仕事をするわけではない。どれ
2

北尾（2009）P.56

3

北尾（2009）P.59
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だけ自分の周りに有能な人を集めることができるかが重要となる。人を集めるためには、特性を
高めて人間的魅力を高めていくしか方法がない。
北尾は、「安岡先生は、人間学を、人生学としての立場から、経、史、子、集の４部の書に基
4
づいている」
「その四部の書に基づいて、何をどのように学ぶことを人間学という」のかを、東

洋倫理概論で解説した。5 そして、
「天稟の明徳を明らかにして人間の進むべき道を学び、そして
教える−これが安岡先生の考えた人間学だといえるのではないか」としている。続けて、
「私は
君子の育成が安岡教学の使命だったのではないか」と解釈している。さらに、
「安岡教学の神髄は、
活きた人物学であり、その人物学の要点は、東洋古典の君子小人観にあると言えるのではないか」
6
と論じている。

そして、安岡ノートでは、安岡教学を踏まえた上で君子の６つの条件として以下をあげている。7
（１）徳性を高める
（２）私利私欲を捨て、道義を重んじる
（３）常に人を愛し、人を敬する心を持つ
（４）信を貫き、行動を重んじる
（５）世のため人のために大きな志を抱く
（６）世の毀誉褒貶を意に介さず、不断の努力を続ける。
「実践版安岡正篤」は、
「安岡正篤ノート」の後に書かれたものである。
「安岡正篤ノート」が
安岡教学へのガイダンスであったのに対して、安岡教学のエッセンスを珠玉の言葉を紹介しつつ
解説を試みている。
「安岡先生は東洋思想に基づいてリーダーとなる人が人物を磨くための４つ
の観点を挙げている。
（1）しっかりとした、志と礼を持つ （2）全ての責任を自らに帰す（3）
8
直観力を養成する。
（4）人間的魅力を高める。
」ととらえている。

5.3

哲人主義的民本思想

安岡は、「支那思想及人物講話」にある論説「儒家政治思想の根本問題」で、儒教の政治的理
想としての「民本思想は、支那民衆の最も根本的な政治思想」9 であると同時に、儒家の根本思想
は民本主義であると主張して、儒教の（政治的）理念を高く評価し、民本主義が儒家における理
想の政治的表現であることを強調した。安岡にとっては、孟子が民本思想を力説した第一人者で
10
あった。その教えは、儒教的な民本主義、すなわち、安岡の表現で曰く「哲人主義的民本思想」

のことを意味し、哲人主義的民本思想＝哲人主義的民本政治の理念として提唱された考え方で
4

北尾（2009）P.70

5

いかに生くべきか 東洋倫理概論 P.192 造化と人

6

北尾（2009）P.90

7

北尾（2009）P.94

8

北尾（2015）P.160

9

安岡（1921）P.49

10

安岡（1921）P.51
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あった。それでは、安岡が主張した「哲人主義的民本思想」とは具体的にどのようなものであっ
たのであろうか。
「哲人主義的民本思想」
は、
聡明、
有徳の天子とそれを補佐する管理が、人民の安寧秩序を確保し、
11
福利を増進し、徳化するという、君主の統治上の主義、すなわち「王道」
を強調した政治思想

であった。
「支那では、民主の思想こそ最も根本的な思想である」とか、「民本思想は品民衆の最
12
も根本的な政治思想」
だと安岡が指摘していた根拠は、この点にあったと考えられ、安岡が紹

介した民を本位とした政治的理念こそがまさに孟子が国家の運営は人民を包囲にしてなされると
いう言につながるのである。
安岡正篤の「天子論及官吏論」は、哲人主義的民本思想における民の安寧秩序の確保に加え、
彼の説く徳化の実現のための為政者論の側面を持ち、日本の現実に適応するように修正、補強し、
民本主義論を表明したものであり、これに基づき彼は自己の政治理論を構築していった。
そして、儒教における民本主義の原理を国内だけではなく対外的にも適用しようとした。民本
主義の権利を駆使することによって、
現状を批判する姿勢を見せていたのである。安岡の活動は、
共産主義思想にもとづく闘争的労働組合やその運動に対抗したもので、彼は、日本主義に基づく
いわゆる日本主義労働運動を展開した。
安岡は一部の官僚とつながりを持っていただけでなく、
「日本における唯一の総合的資本家団
体」であった日本工業倶楽部とつながりを持ち、その講演もこなしている。彼は資本家とも連携
しながら、労使一体化の実現を目指したのである。

5.4

日本人の固有性、日本人の精神

安岡の日本精神は、言葉や文字で表すことのできない性質のものではないが、多義的な意味、
内容を持つ概念である。彼は、その具体的内容を体系的に示したわけではなかったが、その意味、
内容は、彼がデモクラシーや社会主義、自由主義、ファシズムなどの敵対イデオロギーを批判、
克服するための対抗策、すなわち儒教的民本主義論や国体論、錦の御旗革命論、あるいはそれら
を理論的に補強するイデオロギーを次々と打ち出していく過程の中で、漸次明らかにされていっ
たように思われる。したがって安岡の日本精神の意味、内容については、その時々の彼の主張か
ら抽出する作業を通じて明らかにしていく必要があるだろう。例えば、安岡の日本精神の意味の
内容は、次にあげるような、彼のいくつかの論説において見て取れる。
第一に、安岡は、
「禮儀」にこそ、
「日本精神の重大なる特徴」13 があると論じていた。彼は、
海軍大学校で、禮と日本精神と題する講演を行い、「禮儀」という概念について言及している。
第二に、
「和」の精神こそが日本精神だという。彼は、
「日本の維新改革の歴史」の中で、その「改
革の衝に当たった人は皆俺が俺がという独裁思想を持たない、やっつけろという闘争精神を持た
11

安岡（1921）p.52

12

安岡（1921）p.499

13

安岡（2011）p.38
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ないで、みんな縁の下の力持ちをやって、なるべく大事を談笑の中に決しようという精神を抱い
ている。これが日本精神の最も大事なことです」14 と述べている。これは、対立や闘争を否定し
た和の精神の表れであった。和の精神もまた、
彼の日本精神の構成要素の一つであったのである。
安岡によれば、三種の神器こそ、日本民族の精神生活の綱領を示すものであり、智、仁、勇の
三つの徳がそれに該当するという。彼にとって、「卑我の勇敢なる解説、感激に富んだ理想への
躍進」である「勇」
、万有を包容しようとする「仁」、並びに「無我より発して内外を照被」する
15
「智」の三徳が日本精神なのである。
すなわち、批判精神や懐疑精神を持たず、智、仁、勇の「日

本精神」を実践することこそが、安岡の「日本主義」であった。彼の日本精神論が、実践的日本
精神論と称された根拠は、このように実践を重視した点にある。
安岡の日本精神は、多義的要素から構成されており、体系的に理論化されていた訳ではなかっ
た。最大公約数的にみると、デモクラシーや自由主義、社会主義、国際主義など、安岡にとって
敵対思想の根底あった原理とは異質な原理から構成されており、当時の天皇制国家における臣民
のあるべき道や持つべき精神を示すものであった。安岡は、自身の思想を外部環境に敵愾するた
めに構想したのではなく、あくまで、自己の「純粋理性」から構想、構築していった、と解釈す
るべきである。
安岡は、まず東洋人と西洋人の気質の違いを述べ、それぞれの気質が労働組合を始め、事業な
どのあり方を規定していると指摘した。すなわち、西洋人は非常に主我的であり、個人意識が明
確であり、社会生活上において人格の平等という思想及び権利思想、つまりデモクラシーが発達
することになるというのである。デモクラシーが社会生活をしていく上で要求することは共同で
あり、共同は彼らに共同思想や共同生活を強いることになる。しかし、これが悪化するとエゴイ
ズムに転じ、デモクラシーは転じて英雄鉄人の排訴という排他思想を生む。この結果、共同は闘
争へと変化し、西洋の政党、労働組合は全てこのような傾向にあるとした。これに反して、東洋
人の本領、性情は没我的な点にある。東洋人は西洋人のように、平等思想と権利思想を持って共
同するのではなく、
「必ず或大なる事業を求める、或偉大な人物、或は或大なる事業と云ふもの
に惹きつけられて、それに己を忘れ己を没していく」と安岡は見ており、事業、労働組合もみな
同様としている。一方で西洋の労働組合は、労働者が平面的に散在しており、利害を等しくする
ものが組織した一種の共同体である。言い換えると、西洋のそれは、資本と労働両方面の、いわ
ば御義理的協調というものがある。労働者は労働者としての自覚を持ち、資本家は相対立存立を
なしている。だがこれでは一歩誤れば闘争である。これに対して日本の労働者は、誰かの乾児に
なって仕事をしようとする。平面的にたくさんの労働者をかき集めてこれを放置したような西洋
流にやることは日本の社会には合わない。日本の個性には合わない。
「日本の固有性を保存して、彼らの間に好い親分を発見して親分乾児と云ふ関係を生ぜしめ、
之を養成させて親分、兄分、組頭、小頭を造って、細胞的に彼らを統制し」、「資本家が労働者の
14

安岡（1932）p.72

15

安岡（2011）p.329
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親分を使ひ親分が兄分を使ひ、兄分は弟分と一般の労働者を使って此間に日本独特の道徳的人格
的感激性と云ふものを保存すべき」である。
「日本従来の労働運動の行き詰まりも畢竟指導者たちが何ら自ら修養せずして、徒に抽象的な
理論や看板許りの政策で機械的に組合員を動かし、漫然と大衆に訴へることばかりを能にして来
たからである。組合員が其指導者を親とも師とも仰いで、組合の理論や方策がその親分先達の人
格を通じて熱を帯び力を発して来なければ、日本の労働組合長だの委員長だのといふ法制的な存
16
在は長く指導的地位を真実に保てない。
」
「やはり労働組合長に、あるいは、また資本家の中に

自分が全てを忘れて許すような人間がなくては – 精神的に感激するところの対象がなければ能率
を上げて力を発揮することができない。
」17 と論じている。

5.5

日本と西洋の考え方の違い

北尾（2009）は、安岡（2011a）を引用して、東洋と西洋の考え方の違いを指摘している。
すなわち、
「西洋が概念的思惟に偏して論理を重んずるのに対して、東洋では、実在を端的に把
握し、
人為を去って自然の生命を感得しようとして著しく直感が発達している」と説明している。
安岡が、民主主義、自由主義、社会主義などのイデオロギーや西洋の民族性、政治制度などを、
東洋主義、日本主義に敵対するものとして非難、攻撃していたのは、安岡の言う西洋主義が、日
本精神の原理とは異質な、
利己主義、
個人主義からなるものだと考えていたからである。彼が、
「欧
州の教育を受けた知識階級には、
自分さへ良ければ良いと言う気持ちがどうしても抜けきれない。
18
是が今日の非常な矛盾であり、悩みであります。」
と嘆いていたのは、そうした考え方を端的に

示すものであった。だからこそ、安岡は、
「日本精神の研究」や「日本精神通義」、そのほかの論
稿で日本的、東洋的な価値を体現していると彼がみなした英雄や偉人およびその思想を高く評価
し、その鼓吹に心血を注いだほか、西洋的な世界観からの脱却の必要性を力説したのである。
安岡はまず、労働運動のあり方について次のように述べている。「日本の労働運動は、翻訳的
輸入時代、空理空論時代より進み、真剣になってきた。今までのように、流行イデオロギーを振
り回して、型通りの猿真似をしているだけでは、民衆は離散する。」「日本の労働運動は、日本人
の性情にぴったり合う、日本の国体にしっくりよるものでなければならない。
」
「従来のように、
資本家と労働者が、何でも対立闘争的に考えて、やっつけろ主義で憤慨激越に議論行動すること
は無道でかつ頗る非日本的である。
」19
安岡はここで、日本人の性情、あるいは日本的な指導精神に基づく労働組合とその運動、並び
に労使関係のあり方が不可欠であると主張したのである。彼は、西洋流の対立、闘争をモデルと
した翻訳的労働運動、つまり階級闘争的、あるいは、労使の対立を前提とした労使協調的な労働
16

安岡（1932）p.49

17

安岡（1934）p.1

18

安岡（1933）p.12

19

安岡（1932）p.46
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運動のあり方、言い換えると共産主義的、従来の協調的なそれは、日本のシステムには適合しな
い非日常的なものだと批判した。彼の主張には、特殊日本的なものの優越性を強調し、西洋的な
原理ないし規範を批判すると言う、いわゆる個別性、特殊性の論理が存在していた。
それでは安岡が強調する日本人の性情や日本のシステムに適合した日本独特の労働組合のある
べき姿とはどのようなものであったか。また、労使関係、経営者論、労働者論、労働観をいかに
構築しようとしたのだろうか。
安岡は、東洋人と西洋人の性情、気質や民族性の違いを指摘すると共に、それらが労働組合論
や労使関係論、経営者論、労働者論などのあり方を規定していると説いた。安岡は、西洋人は非
常に主我的であり、個人意識が明確である。個人意識が明確であると、社会生活上において人格
の平等という思想及び権利思想、すなわちデモクラシーが発達する。デモクラシーが社会生活を
していく上で要求することは協同である。その協同とは、彼らに協同思想を抱かせると共に、協
同生活を強いることになる。しかし、
これが悪化するとエゴイズムになる。しかも、デモクラシー
は転じて英雄哲人の排斥という排他思想を生む。こうして協同は闘争へと変化する。このような
傾向からなる西洋の労働組合は、労働者が平面的に散在しており、利害を等しくする者が組織し
た所の一種の共同体でしかない。
一方で、東洋人の「本領」は「没我的な点」にある。東洋人は、西洋人のように、平等思想や
権利思想で協同をしない。必ずある感激の対象となる人及び事業を求める、或いは偉大な人物、
或いは大なる事業というものに惹きつけられて、それに己を忘れ己を没して行く。労働組合も同
様である。日本の労働者は、常に感激がないと生きられない。それ故に、日本の労働者は誰かと
共感をして仕事をする。
「平面的に、
沢山の労働者をかき集めて之を放置したような西洋流にやっ
たことは」日本の社会、システム、個性に合わない。日本の労働組合は、権利義務を明らかにす
る一種の雇用関係的存在ではなく、非常にファミリアな自覚と組織からなっている。
安岡が理想とする労働組合とは、労働者が資本家や労働組合長を親、或いは師と仰ぎ、彼らに
全人格的忠誠を誓い、一方、資本家や労働組合長が労働者を道徳的、人格的に指導、教化してい
くという、言い換えれば両者の道徳的、人格的な関係、ファミリアな自覚からなる組織であった。
日本では、それぞれが家族や身内のような関係であるが故に、西洋のような労使の対立や権利観
念は存在しない、というのが安岡の見解であった。主我的で、個人意識や権利意識が明確な西洋
の民族性を批判的に捉え、そのような民族性からなる労働組合は、労働者が平面的に散在するだ
けの組織で、労使関係も対立や闘争が起きてしまうと批判を展開していた。
ここで特筆すべきことは、安岡にとっての労働組合長の役割やその労働観である。安岡が理想
とした労働組合長は、労働者の権利や利害を代弁する存在として、資本家、或いは経営者らと対
立する存在ではなく、彼らと同様に、労働者の親、或いは、師としてその庇護や徳化にあたるべ
き存在だと見なしていたのである。
彼にとって労働の目的は滅私奉公の精神で、資本家、経営者、労働組合長、さらに事業そのも
のなど、彼がいう感激の対象のために死ぬという点に置かれていた。これは、武士道の精神、す
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なわち葉隠の精神の労働者版ともいうべき考えであった。例えば安岡は、たえず何か感激を求め、
そうした対象の中に自分が没していく姿を思い描いていたが、これはとりもなおさず、武士道か
ら発達した日本の忠君愛国の思想であり、尊皇心である。
安岡の労使関係論は、金銭を媒介に結ばれた契約関係、法的な権利義務を媒介とした人間関係
を否定するものであった。安岡にとって両者は、権利、義務、対応、平等の雇用、契約的関係で
はあってはならず、情愛などの家族主義的、温情主義的、情緒的な原理による指導、被指導の身
分的、人格的、道徳的な縦の支配、従属の関係であるべきだった。ここには、両者の対等、平等
の人格性、道徳性は存在する余地はなく、労働者は、徳化されるべき非自律的な統治の客体とし
て位置づけられていた。つまり、労使関係の擬似共同体的再編論は、日本の伝統的な労使主従関
係論、家族関係論を基調にした経営家族主義の系譜に立つ見解とみなすことができるのである。
西洋的な個人主義に基づく権利義務の関係や対等、平等、あるいは雇用、契約関係的な人間関
係を前提とした近代的な労使関係のあり方を否定する理論として機能した。
安岡の主張で特筆すべきことは、職場における身分の高低が、その人物が保有する道徳の高低
を含意するものとなっていたという点である。このような理論の下では、資本家、経営者、管理者、
労働組合委員長らが一般の労働者よりも高い道徳感の保有者と見なされ、後者に対して徳化庇護
をし、後者は前者に対して畏敬の念を持ち、服従をするものとされる。言い換えれば、職務上の
序列がそのまま保有する道徳や身分の上下の序列を規定するということである。ここでの人間関
係は、対等、平等というものではない。つまり、個として独立した責任ある労働者像は一切描か
れていなかった。そのため、安岡の場合、人欲を表徴し、勝手な熱を吹く労働者らは正されるべ
き存在であった。また資本家や経営者に対しては、そのもつべき精神を重要視する傾向が強かっ
た。例えば、安岡は、「十五銀行の破綻を見るにこれは全く経営者の長い間の不道徳な行為が積
もり積もって行き詰まりを生じたと称すべきではないか」。20「資本主義が悪いか、良いかといふ」
問題ではなく、
「要するに資本家の心術の問題」であると論じている。「経済といえば金さへ儲け
21
ればいいんだ」
という考えではなく、
「資本家階級」は「東洋本来の正しき経済（経世済民）観

念に還り、国会に報い、民怨を解消」すべきと主張した。
さらに労働運動のリーダーについても同様の考えを敷衍し、
「東洋、殊に日本のような所に於
いては、指導者の人物如何ということによって全く支配される。寧ろ指導者如何によっては、主
義だの、政策だのというものは必ずしも要しない。その人存すれば自らそれはあり得る。」「労働
運動は理論闘争をやっておりました間は非常に盛んなようでありましたが、段々時が経つに従っ
てリーダーの人物如何ということが、
その運動の理論如何よりも深刻なる関係を生じて来まして、
不幸西洋一点張りで行っておりました労働運動のリーダーたちはつぶさに置いて自己人物の欠陥
の暴露が統率力の破綻となりまして、運動も四分五分裂し、一向に振るわなくなった。
」と指摘

20

安岡（1933）p.10

21

安岡（1933）時務

p.8
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している。22
つまり安岡にとっての労働問題は、資本家、経営者、管理者、労働組合委員長らの人徳や心構
え（心術）、修養の問題に行き着くのであった。安岡が、「真の道徳を宣揚する人」は、「実業家
に不断に高い理想を教え、敬虔の情を養わさねばならぬ」とか、
「産業」でも「道徳がその根底
になければなりません。先祖伝来の家憲、宗教、道徳、芸術を通じて商売企業が行われる様にし
23
なければ本当の産業と言うものは起こらない」
と力説していたのもそれゆえであり、安岡は自

己の役割を、資本家、経営者らに対して、その持つべき精神や道徳、つまり「日本精神」に基づ
いた経営理念、企業理念、座右の銘などを説くことと考えていたのである。

5.6

労使関係論及び経営者論

ここでは、安岡の「日本精神」にもとづく労働組合論、労使関係論、経営者論などにまで、民
本主義の原理が拡大適用されていたという事実に注目したい。
これらの運動の背景には、社会主義や民主主義などの影響を受けた反体制的なデモクラシー運
動や社会主義運動並びに労働運動の広がりがあった。安岡はこのような状況に対して危機意識を
強く持っていた。例えば彼は、共産主義革命の脅威が台頭してきた要因が、労働問題と農村問題
と言う「この二つのものに対する指導政策が大にあやまって」いた点にあると指摘し、労使の対
立や地主対小作の問題に介入し、どのような対応を示したかという点を、自分の研究史上極めて
重要な問題として取り上げている。
すなわち、安岡を日本政治史、日本政治思想史、及び労働運動史上、日本主義労働運動を支援
推進した代表的な人物の一人として位置づけることができるのである。
当時、激しさを増す労働運動を批判しながらどのように克服していくか、そしていかに労働者
階級 / 農民階級を体制内に統合していくか、という体制維持の安定化問題や国民統合は、愁眉の
急として浮上してきていた。
左翼的な労働運動に対抗して展開された安岡の日本主義労働運動は、
日本精神を主柱とする労働組合論、労使関係論、経営者論などを構成要素として展開する、反動
的右翼的な労働運動であった。安岡は 戦前戦後を通じて、労働運動の右旋回を加速促進させよ
うとした。労働者の権利の獲得や地位の向上など、経済的諸関係及び労使関係の民主化を目指し
た本来的な意味での労働運動を否定、抑圧しようとする立場をとっていたのである。
当時の財界指導者らの喫緊の課題となっていた、労働運動の沈静化や労使関係の安定化のため、
労使一体、融合、親分子分といった家族主義の原理を基調とする労働組合論や労使関係論、徳治
主義的、聖人君主論的な経営者論などを展開して産業界を再編すべく考えたのである。安岡は、
反共、労使一体化路線を推進する意欲的潮流を築き上げようと心血を注いだ理論的指導者の一人
であったのだ。彼の活動は、労働者の経済的不満の矛先を、ファッショ化推進運動や産業報国の
流れ、そして戦争協力のためのエネルギーへと変化させる活動であった。同時に、革命予防、国
22

安岡（1934）p.1

23

安岡（1925）p.18
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体護持を目的とした運動であった。
従来の安岡正篤論の多くは、安岡の関係者やその崇拝者、信奉者、あるいは弟子門下生などと
自称する人物たちによる回顧録の類であり、彼が財界の有力者らに与えた影響力を手離しに賛美
する傾向が強かった。24
そのため、彼が日本主義的な労働運動の有力な理論的指導者であり、労働者、農民階級を体制
内に統合していこうとする過程で、決して無視できない役割を果たした人物であったという事実
や、その主張の具体的意味や内容、果たしている役割については重きを置かれておらず、彼がな
ぜ政官界、農業界に一定の影響力を持ち得たのかという点に関しては十分な検討が加えられてこ
なかったように思われる。安岡が、戦前戦後において、財界で果たした役割は大きかったにもか
かわらず、これまでの安岡の思想史研究では、この側面からの分析が抜け落ちていたと言わざる
を得ない。
安岡の考える日本の労使関係は、西洋的な力給付に対する報酬という経済的な雇用、契約関係
に基づいたものとは異なる。労働者が資本家や労働組合長のために総てを忘れて働く、彼らや事
業のために死ぬという程の感激を持つものであり、人格を媒介にした親分子分の関係、あるいは
25
身内の関係でなければならなかった。

5.7

小括

安岡が構築しようとしたものは、もの言わぬ労働者を養成するためのイデオロギー的機能を果
たすものであり、それは、近代的な権利意識に目覚めた人達が、権力の抑圧に対抗して、自らの
生活と権利の擁護のために闘争するといった西洋型の抵抗論理とは異質なものであった。
安岡が、指導者、すなわち資本家や経営者、管理者ら、安岡のいわゆる「民の指導的地位身分」、
つまり労働者階級の指導者に当たるべきだと考えた者の心構えや修養、徳治主義を強調していた
点は、大正デモクラシー期における安岡の民本主義の表れであり、その拡大、延長線上にある主
張であった。
安岡の思想と行動は、非急進的、非暴力的であったが故に、急激、かつ過激な変革を否定する
体制側、言い換えると既存の秩序維持を強く求める財界の指導者や資本家、経営者らにとっても
都合がよく、彼らに十分、共鳴、受容される要素をもつものであった。
渋沢栄一を含む当時の財界メンバーは、労使関係調整に深く関与し、労使関係を日本的秩序の
下で解決しようとした。安岡の日本精神論やそれに基づく労働運動論は、まさに彼らの意に適う
ものであり、彼らが必要としている格好のモラルを提供するものであった。
実際、安岡は近畿日本鉄道株式会社の講演でも、従来と同様の事業観および経営者論を次の様
に表明していた。
「事業は人業、
徳業である。
人あっての資本であり、人あっての施設であり、人あっ
ての事業であります。事業とは煎じ詰めますと人業である。本当の事業というものはそれを経営
24

安岡（1986）

25

安岡（2011）p.217 同様の内容は、安岡（2015）にも同様の記述がある。

－ 81 －

SBI Graduate School

人工知能、リーダーシップ、人間学

する人材、人物の有無にその盛衰がかかっておるのです。だからどうしても事業は人業でなけれ
ば治りません。事業の経営に当たる人物の力というものは、結局その人が持っている知識や技能
よりも、やはり徳であります。経営者の人物内容である徳が事業に浸透して、事業は次第に人業
となって、初めて価値の高い立派なものになるのであります。反対に人を忘れ、徳を失って、機
械的、物質的条件だけになりますと、事業は脆弱になり崩壊性が著しくなります。従って、本当
の事業は徳業に持って行かなければならない。
だから少し心眼を開いた産業界の指導者達が、争っ
て人材育成ちうことに思いをいたし、力を言える様になって来たのは当然の結果であります。」26
「人間は発達すると、単なる事業では済まんので、事業を徳業にまでしないと本当の人間の仕
事ではない。会社の様な事業を経営いたしましても、ただ人間が寄り集まって、そして組織して、
機械的に営むというのでは、これは事業であります。その事業に経営者の人柄、志、思想、信念、
道徳という様なものがにじみ出るようになって、すなわち事業が人間らしく生きてくる。これを
徳業という。
」
安岡は、人の人に対する教化を重視していた。人物、徳性の涵養や教化を重視し、道徳的に優
れた経営者さえ存在すれば自ずと労働問題は解決できるという聖人君子論的な経営者論を表明し
続けた。
「我が世の春を謳歌した証券界が麻痺してきて、四大証券なんて言われるものが倒産に瀕して
きた。こうなってはもういよいよ恐慌である。パニックであるというので、政府も日銀も慌てふ
ためいて、取り敢えず山一を助けた。助けたけれどもこれは山一だけが悪いんじゃない。皆同じ
ことだ。どうしてこんなことになったのかといえば、これは要するに経営者が悪かったんだ。経
営者どう悪かったんだといえば、経営者の心掛けがなっておらなかったんだ。だからこれはもう
経済の技術の問題ではなくて、経営者の精神的根本問題である。
」
、
「経営学とか経営理論で産業
界が栄えるものではない。究極は産業人、一言で言うなら、重役社長がしっかりするより他にな
い。」、「今日の日本経済が行詰まっておると言うのも、元をただせば、日本人の徳が悪かったた
めである。貿易が行詰まったと言うことも、日本の貿易業者の精神、行動が行詰まったのである。
27
国家財政も個人企業も皆同じことである」
と述べている。

安岡は戦前においても、十五銀行の破綻は「道徳問題が惹起したものであり、要するに「重役、
株主の魂が腐っていたからだ。
」と述べていた。戦後の安岡の主張は、戦前のそれと同質のもの
であったと見ることができる。つまり、安岡は戦後においても、戦前と同様のモラルや精神的土
壌の復活、再生を目指そうとしていた。
安岡は、安岡（2011）の中で以下のように述べている。
「現代、是の如き頽廃は如何しても其の縁由を産業革命以来の物質文明に有すると思う。
中略

人間が機械を使って仕事の能率を挙げて居田母野が、やがて機械が人間を使うようになっ

た。換言すれば人間が機械化するようになった。且つ分業制度の精細複雑なると共に、人間はあ
26

安岡（1969）p.9

27

安岡（1974）p.17 安岡（1994）p.238
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る方面の仕事のみ適する極めて偏った部分人に化せられて往って、益々機械化し、商品化せざる
28
を得なくなった。」
かくのごとく、安岡は、西洋の合理主義を批判し、要素分解主義的な思考方

法ではなく、総体を直感として捉える東洋の思考法を己の思考基盤としていた。
安岡の思想的特質は、第一に社会主義的、民主主義的潮流に立脚する労働組合の存在やその運
動の継続的否定、第二に、その唱えた労働組合論や労使関係論、経営者論などが、特殊な日本的
上下関係の原理に象徴される戦前的価値観によって構築されていたところにある。第三に、労働
者階級ではなく、経済界の指導者層や経営者らの役割を重視し、そのもつべき心構えや処世術な
ど、主に儒教の精神に基づく聖人君子論的な経営者論、指導者論を一貫して力説していた点が挙
げられる。それは、日本的経営の慣行や特色との親和性、共通性を強く持ち、それ故に日本的経
営のあり方を支持する日本企業とその経営者達に受容され、その時代状況に適合する素地を持ち
得たものであった。安岡の日本精神論は、儒教的柱から成り立ち、経営者や管理者らにとってそ
れは、時代を超越した重要な価値を持つものと考えられた。そして、第四にこの思想及び行動は、
戦前から連続したもので大戦の前後を問わず終始一貫したものであった。
安岡は一部で単なる学者や理論家などと揶揄され、彼の変革や活動の姿勢が実践性に欠くよう
に見なされる傾向がある。しかし、日本精神に基づく労使一体型の日本主義労働運動論は、時の
権力者、資本家、経営者層に受容され、十分な説得力を持ち得たと言える。そればかりか、彼の
思想と行動は、単なる精神主義、精神運動におさまらず、現実を動かし、一定の実践性を有して
いた事実を見逃してはならない。彼の思想が支持され、受容される社会的基盤が戦前、戦後そし
て今でもなお、財界、実業界では存在し続けているのである。
安岡の労働組合論は、資本家と労働者との関係を家族（親子）や師弟（親分、子分）の関係に
見立て、平面的、対等な横の関係ではなく、畏敬、信従、徳化による縦の関係としてとらえてい
た。そして、資本家、親分（労働組合長）らは、労働者、弟分に対して、情義のもとに指導徳化し、
崇拝を受け、信従され、組合組織は没我献身的原理に基づいて運営されるべきと論じた。この原
理は、大東亜共栄圏下における日本とアジアの諸国家との関係さえも規律する原理であった。つ
まり安岡の民本主義における「義」や「礼儀」
、徳化の発露に他ならなかったのである。

6．考察
本節は、
「人工知能はリーダーシップをとることができるか」と「人工知能は安岡正篤の人間
学を学習し、活かすことができるか」の二つの設問に対して論考する。

6.1 「人工知能はリーダーシップをとることができるか」
４節に取り上げた機械学習／深層学習の手法を適用すると考えると、リーダーシップに関して
28

安岡（2011）p.28
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ては適用できる分野が多いと考えられる。機械学習を利用するアルゴリズムは、教師あり学習を
利用することにより、過去の事象とそれに対応するリーダーの判断と決定でき、その結果を正解
データとすることで学習が可能となる。学習の方法はいくらでもあり、アルファ碁で利用された
ニューラルネットワークにより層を重ねることで正解を導出するパラメータを発見することがで
きるだろう。
過学習は常につきまとうものの、
３節で取り上げたリーダーシップのパターンとデー
タを累積することにより、過学習を避けることも可能となる。教師あり学習にとどまらず、報酬
関数を人間が特定することにより強化学習を適用することも可能となる。リーダーシップを発揮
することによる結果が、３節で整理された内容であれば、報酬関数として設定することは容易と
いえよう。報酬関数を設定すれば、外部環境についてのデータは多いので、報酬関数を最大にす
る最適な決定を探索することは、
アルゴリズム作成からすれば困難とは言えない。欧米のリーダー
シップ論は、外部環境が様々に変わることで、リーダーに求められる内容と行動が異なり、次々
と考え出されてきた歴史があるから、そうであれば、過去の外部環境と、どのようなリーダーの
行動が部下に求められて、また成果を出してきたかのデータは必ずあるはずであり、
（そうでな
ければ、そもそもリーダーシップ理論が成立しない）強化学習を利用して新たな外部環境、局面
に対し機械に成功を探させることは可能と言える。
このようなことが可能なのは、３節で取り上げたリーダーシップ理論が、リーダーシップを
発揮することでどのように組織に成功をもたらすかを要素還元主義的な対応をしているからであ
る。すなわち、リーダーの行動が各要素に分解されて、それぞれの要素がどのような因果関係を
有し成功に繋がっているかが、リーダーシップ理論の分析方法なのである。このような方法であ
れば、分析自体も人間が行う必要はなくなり、成功事例をデータとして積み上げることで、強化
学習、もしくは教師あり学習の手法を使い結果（正解）が得られるであろう。成功事例は、テキ
ストデータとすればよく、テキストの中に成功につながった事例でのワードをデータ化とするこ
とにより、自然言語処理の手法を使って、どのワード、すなわち行動、判断が、成功につながっ
たかを調べることが可能となる。３節で取り上げられたワードは、成功のためのリーダーシップ
のキーワードである。これに限らず、文言＝テキストを収集することで深層学習が可能となる。
コッターは 9 社 15 人の優れたビジネスリーダー達を徹底的に調査したところ、12 の行動パター
ンを発見した。このようなプロセスを、機械学習で代替していくことは十分可能であろう。
条件適合理論、特にパスゴール理論は現在でもマネジメント領域で広く活用されているリー
ダーシップ論となっている。企業が直面する環境は時代によって変化することからもわかるよう
に、リーダーシップのありかたに一つの答えはなく、企業では、先行理論を参考に、自社のその
時々の環境下において求められるリーダーシップ像を明確にし、育成や配置の工夫をしていくこ
とがより求められる。様々な要素が数多く出てくる場合にこそ、人間の直感ではなく機械学習に
よる分類、正否の判定、利得の最大化が求められていくと考えられる。
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6.2 「人工知能は安岡正篤の人間学を学習し、活かすことができるか」
５節で俯瞰したように、安岡正篤の人間学は、彼「頽廃」「退化」個人の思想に基づいており、
それを学習する方法があるかどうかが、まず考えるべき点となる。参考文献にあるように安岡正
篤の著作は、書物以外にも数多くの論考がある。それぞれの論考は、著者の主義と意図に基づい
ており、論説された内容が正しいとか間違っているとかをそもそも判定することは意味がない。
安岡の主張は、
問題解析を目的としてなされているのではない。言語として「頽廃」
「退化」といっ
た、社会的厚生が減じている状況を表現しているものの、それに対して「頽廃」
「退化」を打ち
返すための直接の手段・方策を提示しているわけでもない。この点は、５節で言及した内容の通
りであり、前述したように安岡の主張に多様性があることから、個別の問題に対して言及するの
ではなく、思想として総体的に捉えれば良いからである。
さらに、安岡の人間学は、明示的に主張されることは少なく、東洋哲学や中国古典に基づいて
自説の正当性を主張することが多い。つまり、実在を前提としておらず、観念的に議論が展開さ
れることが多々あるのである。機械学習は、このような implicit な言明を取り扱うことはできな
い。自然言語処理は、単語と文節を記録し、そこから意味をまとめて抽出する作業となるので、
入力の段階で曖昧な要素に対して対応をすることはできない。安岡の人間学をテキストデータに
したとすると、そのデータに基づいて行動した時、基づかないケースの結果がデータとして必要
になる。しかしながら、其のようなデータはおそらく皆無である。従って教師あり学習のアルゴ
リズムを組むことは極めて困難である。安岡の人間学のデータをテキストとして、そのキーワー
ドを数多く記録して、人間の行動と比較することで報酬関数を決めることができるかという点に
関しても相当困難と言わざるをえない。なぜならば報酬関数の決めようがなく、強化学習のアル
ゴリズムを組むことが極めて難しいからである。

7．総括と課題
7.1

総括

本稿は、人工知能、リーダーシップ、人間学の三つを取り上げて、２つの設問、すなわち、
「人
工知能はリーダーシップをとることができるか」
、と「人工知能は安岡正篤の人間学を学習し、
活かすことができるか」について論考を行った。リーダーシップに関して、欧米での先行理論を
整理し、リーダーシップ理論に関して俯瞰した。また、人間学は、定義により様々な観点から捉
えることができるが、本稿では、安岡正篤の人間学として先行研究を踏まえて全体像を整理した。
一方で、人工知能は、機械学習 / 深層学習において、教師あり学習、教師なし学習、強化学習を
まとめた。リーダーシップ、人間学ともに先行研究を踏まえることで、深層学習のアルゴリズム
により、設問に人工知能が対応できるか否かの考察をした。
考察の結果、
「人工知能はリーダーシップをとることができるか」に関しては可能であると考
えられる。解析にあたっては、教師あり学習、強化学習を用いて、データは過去の事例のテキス
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トデータを利用することを考えた。可能である理由は、欧米のリーダーシップの理論に基づいて、
過去のデータを適用してその結果を観察することが可能であることと、外部環境も学習データと
することで、
汎化性能をあげることが可能となることである。具体的なアルゴリズムは、リーダー
シップ理論のキーワードと成功行動と失敗行動のワードを学習データとする。失敗に結びついた
ワードを多くあげることにより、何が失敗と関係しているのか、何が成功と関係しているのか、
についてパラメータ推定が可能となる。失敗の行動は、事前では失敗とわからなかったからであ
り、事後においても何が失敗と関係があったのかを機械学習により発見することが可能となる。
一方で、
「人工知能は安岡正篤の人間学を学習し、活かすことができるか」は極めて困難であ
ると考えられる。彼の深淵なる思想・思考を単純なデータとしプログラム化することは難しいの
である。
５節で述べたように、安岡は、官僚をはじめとするエリートを集めて、暴力を使わずに平和に
国家を改造しようと考えた。
「論語」などの中国の古典を安岡流に正しく理解して人の道を身に
つけた官吏などが、道義的に国内を統治して模範を示す形でやっていけば、極右国家主義者が考
えるような暴力革命は必要なく、天皇の官吏が正義に目覚めて、日々の行政に東洋伝統の政治哲
学や社会哲学を反映させて行けるならば、
行政行為がそのまま日本を変えることになると考えた。
そういう人材を育てるつもりで、安岡は金鶏学院を作った。金鶏学院だけでなく、有力官僚等を
メンバーにした国維会というのも作った。岡田啓介内閣では、内務大臣の後藤文夫、大蔵大臣の
藤井真信、内閣書記官長の河田烈の 3 人が国維会のメンバーで、安岡を師と慕う者が入閣して
いた。
安岡は、終戦直後は超国家主義者と認定されて公職追放の憂き目にあい、金鶏学院も取り潰し
になったが、のちに大平正芳や中曽根康弘など歴代首相も含む保守系政治家や、財界人達のご意
見番として捉えられるようになった。その意味では、むしろ戦後のほうが活躍したと言え、彼の
行動や人脈は、まさに日本の戦前と戦後の連続性を表しているといえよう。29
安岡の思想は、机上の思想ではなく、自身が壮絶な修羅場を潜り抜き、時代を生き抜いた経験
にも基づいている。
「知行合一」は言うは容易であるが行い難い行為であるが、安岡は、身をもっ
30
て、命をかけて、それを実践してきた思想家であった。
これらの点から、彼の思想・思考を機

械に解釈、入力していくことは相当困難と思料されるのである。

29

 だし、このような戦争直後の日本のダイナミクスに安岡だけが関わっていたのではない。実際、親
た
米路線を貫いた吉田茂は、安岡との面識は殆ど無いと言われている。

30

 島 (2006) は、
小
「一般書店の東洋思想の書架を見ていただきたい。私の著作が置かれていないのはま
だしも、名だたる研究者たちの真摯な労作を押しのけて、安岡正篤の講演の類が山積みされている。
今なお旧作が様々に編集し直されて再販され、しかも多くの読者を獲得している。」と半ば揶揄した
表現をしているが、勘違いも甚だしく、机上の理屈で議論を進める「象牙の塔」の住人であることを
自称しているに過ぎないと言えよう。
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今後の課題

亀井（2017）は、安岡教学と哲学との関係について述べている。「安岡先生は実存哲学という
言葉について言及したことはないが、王陽明研究の中で次のように述べている。
『人生のあらゆ
る不安動揺は必ず放心の招く禍である。
』
『放心とは分化をみて統一の理法を忘れていること。
』
安岡先生は、自然科学の知識、機械観では心を収めることができないと説く。機械観は欲望の体
系であり、自己と対象とを超越した真己の体系的発展を認得せしめなければそれは解決しない。
そして、
『本然に帰る』
『至善にとどまる』ことが要件であり、其の方法は『明徳を明らかにする』」
このように安岡の考えを整理し、さらに、
「安岡先生は、物の真相を越名することは、自己を開
拓することであり、
大学の『格物』を『物にいたる』と読む朱子学の立場を自然学的とするならば、
『物をただす』
とよむ陽明学は哲学的見解ではあるまいか。」という考えを述べている。そして、
「筆
者には、朱子学は認識論的客観主義に近く、陽明学は生き生きとした現実存在である個人の主体
31
性を重視する点において実存主義に近いように思えるのである。」と結んでいる。

亀井はこのように二元論で安岡の考えを捉えたが、メイヤスー（2016）32 が昨今提示した認識
論と実在論とを結びつける思弁的実在論の枠組みで、安岡の思考方法を再整理することは今後の
課題であろう。
ヘーゲルが描く市民社会では、
個人の利益が前面に出てくるとともに様々な集団ができあがる。
ヘーゲルのいう「精神」とは個人の心（主観的な精神）だけではなく、人々が共有する規範を伴
う客観的な精神でもある。こうした認識は、法律や慣習、仲間の信頼といった、人々の意識の中
に入り込んで行動に影響を及ぼす存在を「制度」と定義する比較制度分析の発想とも重なり合う。
青木昌彦は「厳密な制度の理論を展開するための強力な枠組み」を利用して、ヘーゲル哲学に適
33
合することで新たな制度分析の枠組みを提示した。
青木は、この考え方を支那の社会形成まで

に延長すべく試みた。青木がヘーゲル哲学に利用した方法と同様に、安岡の思想、支那思想及人
物講話を考察し、
新たな知見を探すことも今後の課題となる。現代の知、科学で整理するにあたっ
ては、安岡教学は無限の多様性と、限りない可能性を有していると言えよう。
そして、このような枠組みで安岡教学、安岡人間学を捉えた上で、新たなアルゴリズムで安岡
の思考を学習し、コピーし、そして適用できるか否か検討することは意義深い。人工知能のアル
ゴリズムの観点から考えるべき課題である。
一方、リーダーシップ理論は、今後、外部環境と人間行動との関連性がさらに明らかにされて
いくであろう。人間行動に関しては、行動経済学の知見からの考察もなされていく。さらに、従
来の深層学習では統計的因果推論には基づいていなかったものの、因果関係のモデルが開発され
るにつれ、どの行動が原因でどの結果が発生するのかがさらに詳しく分析されてくると考えられ
31

亀井（2017）p.266

32

 イヤスー、グレアム・ハーマン、イアン・ハミルトン・グラント、レイ・ブラシエが主張する思弁
メ
的実在論のことを意味する。

33

カーステン・ヘルマン - ピラート , イヴァン・ボルディレフ（2017）
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る。機械にリーダーシップを学習させる分野は、今後広がっていく可能性があり、アルゴリズム
をどのようにのせていくかも含めて今後の研究課題となる。
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北尾吉孝（2015）「実践版 安岡正篤（一流の仕事人になる為に身につけるべきこと）
」プレジデント社
小島毅（2006）「近代日本の陽明学」講談社
安岡正篤（1921）「支那思想及人物講話」玄黄社（1921）
安岡正篤（1921）「天子論及官吏論」社会教育研究所
安岡正篤（1921）P.49「儒家政治思想の根本問題」
安岡正篤（1925）「維新日本の青年に告ぐ」日本青年館
安岡正篤（1932）「日本改造運動の帰趨」 経済研究会 p.72
安岡正篤（1933a）「政治哲学より観たる現代日本」p.12
安岡正篤（1933b）「時務と教育者の使命」大阪府学務課
安岡正篤（1934）「日本精神運動の帰趨」 機関紙 國維 p.1
安岡正篤（1961）「大和 自然と人間の大則」日本通運
安岡正篤（1969）「偉大なる対話 人物・事業・経営について」 関西師友協会
安岡正篤（1974）「人間とは何か 耕心」東北振興研究所 1974 p.17
安岡正篤（1986）「安岡正篤とその弟子」 竹井出版
安岡正篤（1994）「暁鐘」 明徳出版社 1994 p.238
安岡正篤（2011）「いかに生くべきか 東洋倫理概論」致知出版社
安岡正篤（2011a）「日本精神の研究」 致知出版社 玄黄社 1943
安岡正篤（2011b）「人生、道を求め徳を愛する生き方 日本精神通義」 致知出版社
安岡正篤（2015）「新装版 運命を開く」プレジデント社
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第7号

SBI 大学院大学 2019 年春季授業 「人工知能とフィンテック」

SBI 大学院大学 2019 年春季授業は、
講義の内容として、人工知能を取り上げ、その一部でリーダー
シップと人間学に関する質問と課題を受講者に行った。以下はその結果である。
課題１

アンケート回答者 16 名

質問１
人工知能が上司になることはどう思いますか？
構わない８名

嫌である

８名

質問２
人工知能が上司になることができると思いますか？
できる

10 名

できない

６名

質問３
できない、と回答した方への質問です。できないと回答した理由は何ですか？
解答１
人工知能が上司になるには、人間が部下となるので、人間そのものを理解し、人間の感情の分析
を行って臨機応変に対処しなければならないため、現実的に不可能だと思います。また、人間に
は安易なことでも人工知能ではフレーム問題も出てきますし、強化学習の報酬関数は人間が決定
しなくてはなりませんので、やはり不可能だと思います。
人工知能は膨大なデータを学習することは得意であるため、これまで会社や社会に蓄積された
データや文書等を学習し、上司の仕事の一部を補佐するツールとして使用することは可能だと思
います。
解答２
人工知能は今起きている事象に合わせて、過去の事例を参考に指示を出すことは可能である。し
かし、
上司という立場は過去のパターンをもとに必ずしも理にかなった指示を出すわけではなく、
指示をする相手のことを考えて指示をしなければならない。A さんも B さんも同じ課題を抱えて
いたとしても、それぞれ違う指示を出すことが上司には必要である。相手が人間である以上、人
工知能が上司になることはできないと考えられる。
解答３
上司とは、会社の目的（経営理念・収益等）のため、
（1）部下に対して業務を依頼したり、
（2）
管理するだけでなく、
（3）部下の人間的成長をサポート、
（4）案件の実施可否判断、
（5）時に
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は責任を取ったりするものです。人工知能により、（1）（2）はできるかもしれません。ただ、
機械である以上、（3）
（4）
（5）は不可能です。サポートという面では人工知能にも可能かもし
れませんが、最終的には人間が不可欠なのです。
解答４
人工知能はあくまでも過去のデータに基づいて判断していくもので、過去に例のない事が起きた
際に適切な判断ができるとは思えないため。
解答５
上司の役割は決裁権限を持つだけではない。社会人として、企業人として一人前になるためのメ
ンターとしての役割を担うべき立場であると考えている。そのためには尊敬の念が存在すること
が必要であると考えているので、人工知能を尊敬することはできないからである。ただ部下も人
工知能ならば人工知能が上司になることは可能と考えます。
質問４
人工知能がリーダーとなった時に、どのように仕事をしていきますか？
解答
与えられた仕事を自分はやる。
人工知能を強化するように、人工知能により働きかけて仕事をする。
質問５
あなたの同僚、もしくは、あなたが使っていた人工知能が、学習が進み、あなたの
上司になったとします。あなたは、元同僚の人工知能と仕事を一緒にしますか？（同僚が人工知
能であった場合）
する
質問６

13 名

しない

３名

しない、と回答した方への質問です。しない理由は何でしょうか？

解答１
人工知能の学習とともに自分の学習を進め、常に自分が上司になっていきたいからです。
仕事の内容、質にもよりますが、人工知能で学習が進む部分だけが仕事ではなく、人の上にたつ
にはそれ以外の部分も多くあります。
解答２
人工知能の学習とともに自分の学習を進め、常に自分が上司になっていきたいからです。
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仕事の内容、質にもよりますが、人工知能で学習が進む部分だけが仕事ではなく、人の上にたつ
にはそれ以外の部分も多くあります。
解答３
人間としての感情を理解することができずに全てロジカルに判断されそうで、自分が人工知能に
何か指示された際に納得して仕事に前向きに取り組める気がしないため。
質問８
仕事場で人工知能に仕事を代替されてしまったらどうしますか？
解答
• 人間臭さを求める仕事を探す。
（例：批評等）
• 人工知能に出来ない仕事を見つけて行います。また、人工知能が活躍出来るようサポートし
ます。
• 正確性、合理性、迅速性の分野では人工知能に優位性を持たれることは避けられないと考え
ます。そこで、自分自身、また、相手方が人間であるがゆえに現れる感情の揺らぎをとらえ、
人工知能と協業し、人間としての特性を活かせるポジションを模索していきます。
• 人工知能との共存を目指します。まず、人工知能の学習データや報酬関数は人間が決定する
ため、作成する人間の恣意的な判断が含まれることに注意をします。次に、人工知能の得意
分野を上手く活用して仕事の効率化を図り、時間的な理由でこれまで出来なかった人へのサー
ビスに力を注ぎます。
• 非連続的な分野の業務に集中して対応したいと考えます。まず、AI は単に過去の傾向を基に
未来を予測するため、今後 AI が類似事象の予測や問題の予見・回避を担う、つまり継続的な
改善を効率良く行うようになると考えます。現在、人が過去の産物である情報を基に未来を
予測していますが（未来予測とは、過去に起きた事象が未来でも同様に起こるか、新しい事
象や可能性、問題発生の有無の検討など）
、上記の通り継続的な改善や予測は AI が担うと考
えます。しかし、AI は破壊的なイノベーションや前例が無い結果や潮流（新たな不具合や革
新的なサービス開発、新たなプロモーション（SNS や TikTok なども含む））などの予測や対
応に加え、新たな可能性や新しい分野の検討といった非連続的な分野への対応が難しいため、
こういった新たな潮流や事業企画・推進の対応に注力したいと考えます。
• 現在行っている仕事が人工知能に代替されるとしたら、よりクリエイティブな仕事ができる
ため、今後の可能性が広がります。ルーティンワークが可能な限り AI がやってくれると、労
働時間も短縮されストレス社会からも開放される世界が広がると考えております。
• このことにより、人間にしかできない、情緒的価値を広げるためのアイディアを出し合うこ
とができることで、理想的な未来へ加速すると思います。例えば、新規のお客さんを集める
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ためにチラシを印刷して新聞に広告を入れていた時代から、属性別広告配信が SNS 上で配信
できることで、小予算で高いパフォーマンスを出すことができます。また人工知能が資産ポー
トフォリオの最適化を行うことで、安全かつ安心に暮らすことが可能となるため、必要以上
に不安を感じなくなると思います。人工知能で仕事というものが再定義されるような時代に
なることは、間違えないと思います。しかし、それは人類の進化にとっては必要なことであり、
ポジティブな面とネガティブな面が両方あると考えます。
• 人工知能の業務代替問題は着目されることが多いが、過去にも類似問題は存在してきた。業
務内容は都度変化していくものだと考えており、人工知能が代替できない、しづらいような
業務へ重点を起き、業務内容や形態は変化していくはずだと考えている。個人的には自己の
立場や状況にもよるが仕事を積極的に人工知能へ代替させ、その分の時間を他へ回せればと
考える。ただし社会全般において人工知能の代替による雇用形態の変化で、多くの人の生活
基盤を確保しづらくなることが起きてしまうことは避けるべきだろうとは思う。
• 機械的に判断することや、単調な手運用による実施業務については、人工知能に代替されて
もおかしくはないと考えます。
• 選択肢は 2 つあるかと思います。1 つは現在の業務は人工知能に任せて他の仕事を見つける。
２つ目は人工知能を作る側にまわる。これまで行ってきた仕事は、その人が一番わかってお
ります。つまり、どのように仕事が遂行されるべきか一番理解しており、人工知能に要素を
組み入れる上で重要であり不可欠な人材ではないかと存じます。そして、人工知能が実施し
た仕事から、プラスアルファの要素を生み出せないか考え企画したいと思います。
• 人口知能ができない領域、苦手な領域を考え、そしてそれが今後しばらくも改善されない可
能性が高いことを確認した上でその領域の業務スキルを鍛える。
• 人工知能が対応できない領域で何が出来るかを考えます。人工知能がこれまでの仕事を代替
することで、これまでリソースが足りずチャレンジできなかったことや、プラスアルファの
ことに着手することができるようになると思います。それは人工知能をサポートし、より高
度化することかもしれませんし、人工知能では思いつかないような新しい取組みになるかも
しれませんが、仕事がなくなることはないと思います。新人を育て、自分はより高度な仕事
に取り組める環境を作ることと同じだと思います。
• 仕事は人工知能に任せ、より上層の仕事をするか趣味やボランティア活動に勤しむ。
課題２
「人工知能はリーダーシップを取ることができるか。」
取ることは出来ない
ツールとして人間が活用することができる

10 名
５名
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リーダーシップを取れない

人工知能はマネージメントは出来ても、リーダーシップは取れないと考えます。 私が考えるリー
ダーシップとは、常に多様なプロジェクトにおいて主に以下 3 つの能力を発揮することであり、
人工知能での代用は難しいと考えております。
①目標設定、および目標達成に向けた戦略企画能力
◦売上や利益率、会社の成長率などの経営目標の設定
◦目標達成に向けた各戦略の立案（M&A、協業、新規事業、事業強化など）
②経営責任能力
◦各判断や推進の責任を負える能力や立場
③調整・説明力
◦メリット・デメリットに応じた調整や説明
◦複数の関係者や会社間の調整や、各関係者に合わせて説明や調整
まず、①は市場や経営状況（製品ライフサイクル、プロダクトポートフォリオなどを含む）に
合わせた目標設定が必要であり、特に市場や事業が連続的に成長していない場合、人工知能での
目標設定は困難と考えます。一般的には、同じ経営方針や経営資源の会社は存在せず、経営に関
する情報や統計データが少なく、
最適化や重みづけによる処理が難しいためです。また、インター
ネット技術を活用した各戦略（ロングテールやプラットフォーム戦略など）のプロモーション
（SNS や海外から進出してきた TikTok など）
の潮流の変化が激しく、更に経営や事業展開のグロー
バル化も進んでおり、何に対して経営の最適化や予測をするかの検討が、近年はより難しくなっ
ていると考えます。次に②にですが、人工知能は判断（スコアリング含む）や提案（リコメンド
含む）は可能ですが、最終的な経営責任は負えません。理由は以下の通りです。
◦人工知能自体は人が作り、活用するためのツールであり、それをどう用いるかが重要であり、
ツールそのものの責任にはならない。
◦経営責任とは成功 or 失敗した際の事業の推進・拡大や失敗要因の調査・説明、リカバリープ
ランの検討・調整など多岐にわたるものであり、単一の方法論が無く法則化するのが困難であ
る。
そして③ですが、例えば経営層であれば経営の観点や費用対効果などを重要視しますが、実務
担当者に対しては今後発生する工数や業務内容、他の業務との優先順位などの説明が必要です。
つまり、各関係者の利害や着眼点が異なるため、特定分野の特定の方向けの予測や説明のみでは
対処しきれません。
以上から、人工知能はリーダーシップを取れないと考えます。
解答２

リーダーシップを取れない

私は、人工知能はリーダーシップを取ることが “ できない “ と思います。人工知能は、物事を論
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理的・効率的に処理することには優れております。人間には計算しきれない複雑な問題も人工知
能であれば、
自ら学習し解決してくれる可能性は秘めております。そのため、人工知能は人にとっ
てかわる、人間の仕事を奪うなどの報道もよく耳にします。
リーダーシップとは、優れたビジョンを掲げ、卓越したコミュニケーション能力で人々を導いて
行く存在です。会社に所属しビジネスをする以上、１人で全ての仕事をこなすのは不可能です。
目標・目的に向かって、それを成し遂げるべく、同僚とともに考え、行動することとなります。
そのためには、個々人の力（つまり人材）
、そして、チーム力が非常に重要であり、大切です。個々
の力を最大限に発揮するには、どうすればよいのか。それはリーダーによる、個々を活かす力、
チームを統率する力にかかっていると思います。リーダーは皆から慕われなければならないので
す。慕われるには、上司の仕事ぶりを背中で感じてもらう（的確な指示、サポート、責任をとる
等）
、部下の面倒をみる（成長をサポートする）
、ことなど、深い人間力が求められます。人工知
能にはこれは実現できません。なぜか。人工知能はあくまでも機械なのです。感情をもちません。
感情がないものに対して、人はついていくことがあるでしょうか。いや、難しいと思います。人
工知能により、業務の効率化やどの部下に対して仕事を割り振るか等、リーダーシップを諮る上
で、必要とすることをサポートしてもらうことはできるかもしれません。
ただ、サポートという面では人工知能にも可能かもしれませんが、最終的には人間が不可欠なの
です。リーダーシップをとるには、上記の通り、人間力を含めて、部下から信頼されていなけれ
ばならないのです。
解答３

リーダーシップを取れない

まず、はじめにリーダーシップの定義をする。ドラッカーの著書『プロフェッショナルの条件』
の中で「リーダーシップとは、組織の使命を考え抜き、それを目に見える形で明確に確立するこ
と」と定義されている。これに基づくと組織の中で重要な課題を具現化し、組織の構成員を統率
し、目的の方向に仕向ける活動であると言える。このような働きをはたして人工知能ができるの
であろうか。
現時点の人工知能が一番得意とするところは、大量の情報に対して判断や加工といっ
たルーティン作業を瞬時にこなすことである。一方で苦手とすることは、人間の情熱や感情的な
表現、ひらめきなどといった、人間が本来持っている理性や感情といった特性を表現することで
ある。
「人工知能はリーダーシップをとることができるか。」に対しての私の見解は、現時点の人工知能
の技術レベルでは非常に難しい、という立場をとる。何故ならば、人工知能はまだ発展途上で人
間の本質的な性質全てを表現することが難しいためである。しかしながら、長い目で見た場合、
今後の人工知能に関する技術が進歩し、より人間に近い自然な判断や感情が表現できるようにな
る可能性は否めない。そうなった場合、人工知能はリーダーシップを取ることが出来ると思う。
おそらく、人工知能は 100％に近い確からしい解を求めながら都度膨大なデータの中から推論
判断を行い、学習し成長していくと思う。しかし、実際現場では、その過程において必ずしも
－ 94 －

SBI 大学院大学紀要

第7号

100％に近い確からしい解の選択が、結果正解であったということではないと思う。人間の場合
は、たとえ 30％の解であってもその解を選択するという常識であり勇気を持っているからであ
る。人工知能に常識や勇気を持つ行動、といったことをどこまで表現できるかは現時点わからな
いが、私たち人間が持っている良さ、すなわち価値はそこにあると強く感じる。そしてこれから
先も持ち続けていきたいマインドであると思う。
これは、
リーダーシップを人工知能が仮に発揮できるようになっても、個人的には人工知能にリー
ダーシップをとらせるべきではなく、人間本来の生き方として守るべき動き方であると思うと同
時に、人工知能の脅威として受け止めて考える観点である。
解答４

リーダーシップを取ることができる。

人工知能を活用してリーダーシップを取ることはできると思いますが、人工知能自身はリーダー
シップをとることはできないと思います。なぜなら

人工知能は定型的な作業を行わせる道具で

ありツールであると考えるからです。有能な秘書のような存在には

なるのではないかと考えま

す。社会の動向予測を知りたいとした場合、現在ビックデータなどをもとにしたデータサイエン
スや統計的な手法で行っている分析が自動的に行えるようになると考えられるからです。人工知
能はあくまでも道具であると考えますが、道具を有効活用するには周辺環境を整えることが必要
であると思います。高速で帯域の広いネットワークなどのようなソフト的な技術領域だけではな
くハード的な技術領域として小さいながら高容量な電源や高性能な CPU やストレージ等の発展
が必要であると考えます。
解答５

リーダーシップを取ることができる。

人工知能はリーダーシップを取ることはできませんが、使い方次第ではリーダーシップを助ける
有効なツールになると思います。まず、人工知能がリーダーシップを取ることが出来ない理由を
リーダーシップという観点から考えてみます。リーダーシップとは、目標を設定し、組織の環境
を整え、メンバーが主体的に動けるよう働きかけを行って、組織を目標へ導いていく能力のこと
です。人工知能が人間の手を借りずに能動的に目標を設定することは不可能ですし、人間にとっ
ては安易なことでもフレーム問題が出てきます。その上、対象が人間ですので、メンバーの元気
がないのかそれともやる気がないのかなどを見極めるために、人間の感情の分析なども行わない
といけなくなりますので、人口知能では能力不足でリーダーシップを取ることが出来ないと思い
ます。
次に、人工知能を技術という観点から考えてみます。人工知能の授業を受講し、学習するデータ
によって結果が変わること、教師なし学習では報酬関数が必要で、設定値によって結果が良くも
悪くも変わることを学習しました。学習データや報酬関数は人間が決定しますので、作成する人
間の恣意的な判断が含まれることを排除することは難しく、非常に危険だと思いました。悪意の
ある判断が紛れ込む危険がある限り、人工知能がリーダーシップを取ってはならないとも思いま
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す。最後に、使い方次第ではリーダーシップを助ける有効なツールになる理由についてですが、
リーダーに必要なスキルは多岐に渡ります。人工知能を使って、メンバーの知識を蓄積したり、
在庫や進捗を管理したり、面倒な作業を肩代わりさせることは可能であると思います。人工知能
を有効なツールとして使い、生産性を向上させたいとも思います。
課題３
「人工知能は、人間学を学ぶことができるか」
学ぶことができる

８名 （一部学ぶことができるを含む）

学ぶことが出来ない

７名

「人工知能は、人間学から何を学ぶことができるか」
解答１

学ぶことができる。

人工知能が人間学を学べるかということですが、人間学をどう定義するかで変わってくるはずで
す。ただし人間学そのものを定義することが難しいため、結果的には全体を俯瞰する必要はなく、
部分的にでも学べていると判断すれば良いのだろうと考えます。そうした前提を含め、個人的に
は人工知能が人間学を部分的に学べることは可能だと考えます。ただし、人工知能が人間学を学
ばなければいけないのかは、また別だとも思います。
ＳＢＩ大学院では人間力を磨くことを主眼において人間学を学んでいますが、物事の本質を見抜
く力、時代を予見する先見性、大局的な思考など、ぶれない判断軸をかたちづくる人間力を学ぶ
ことだと思います。そういった答えの明確にないものをどう定義していくのかを人工知能を通し
て学んでいくことも面白いと思います。複数の人工知能に違ったアルゴリズムを学ばせた際にど
のように判断するのかなど、人工知能が人間学から何を学ぶのかというよりは、人工知能を通し
て人間学とは何かを学ぶツールとして考えることのほうが個人的にはしっくりときます。人工知
能は人間学から何を学ぶかは定義しだいだと考えます。
解答２

学ぶことが出来ない。

人工知能は人間学を学ぶことはできないと考えます。人間学は「人間はどうあるべきか」を学ぶ
総合的な学問です。過去の研究事例を人工知能に学習させることで、「A が起きたら B をする」
と学ぶことはできると思います。しかし、人間学は数学等とは異なり、問も答えも様々です。「A
が起きたら C でも D でも E でも正解」となる場合があります。また、
「A=B」だった式が「A ≠ B」
になることもあります。そのため、人工知能は正解を導くこともあれば不正解を導くこともあり
ます。人間学は一部を学べたとしても、
それは学んでいないことと同じであると考えます。一方、
人間学から一定のパターンは学習できると考えます。パターンとは A が起きたときにするべき
行動として B,C,D,E,F が存在するということです。過去の膨大な人間の思考や行動をインプット
させることで複数個の解を導くことは可能と考えます。しかし、上でも述べた通り、問も答えも
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様々で重複が多く発生するため、活用できる人間学にはならないと考えます。
解答３

学ぶことができる

人間学は様々な定義がありますが、今回は以下の定義を前提に考えたいと思います。
人間に関する学という意味では，自然科学的，歴史学的，社会学的な側面からなされる人間研究
を包括するが，一般には人間の本性や，人間と世界との関係などを哲学的に研究する一分野（ブ
リタニカ国際大百科事典小項目事典）
私は人間学も他の学問と同じように、大部分は過去の膨大な情報から導きだされていると考えて
います。いろんな時代のいろんな場所のさまざまな人間の行動、書籍や映像などで残されている
思想や考え方、そういったものがベースとなり、「人間とは何か」という問いへの解を研究して
いると思います。人間の閃きも無意識のうちに脳内で変換されている結果だと思います。過去の
膨大な情報をベースにするのであれば、人工知能は人間学を学ぶことができると思います。人工
知能は、人間学から人を人たらしめている要因を洗い出すことにより、人の行動、特性を学習し、
人工知能自身の学習データとすることができるのではないでしょうか。人工知能が人間学を学ぶ
ことができれば、飛躍的に人の生活に溶け込み、今以上に人工知能は人にとって不可欠な存在に
なると思います。
解答４

学ぶことができる

「人間学（独 :Anthropologie 英 :anthropology）は、一般に「人間とは何か ?」
「人間の本質とは何か」
という問いに哲学的な思考と実証的な調査で答えようとする学問である。
」としており、また哲
学とは「広義の哲学は思索を経て何かの意見や理解に辿り着く営みであり、そのような営みの結
果形成されたり選ばれたりした思想、
立場、
信条を指すこともある。」としています（ウィキペディ
アより引用）
。つまり、人工知能が歴史の事実や過去のデータから人間の本質、存在意義につい
て一つの答えを導き出せるかということになりますが、答えを導き出すことそれ自体は AI の発
展とともに可能と考えます。しかし人間学を学ぶ目的は、生きることに不安になった時や何をす
べきか迷った時に、思考を整理して、現状に留まらず一歩踏み出すことができるようになるため
であると考えれば、人工知能が人間学を学ぶ必要性は乏しいと考えます。人工知能は、人間学か
ら何をなまぶことができるか。記述した通り、人間学を学ぶことそれ自体に意味があると考えれ
ば、人工知能の得意分野が「膨大なデータから有益な答えを予測すること」である限り、何も学
ぶ事はできない（意味がない）と考えます。しかし、人間学と近い学問として心理学や神学・宗
教学を学ぶ事で人間の行動パターンをより正確に予測し、過去になかった状況においてもマーケ
ティングにおける有益な情報を提供することで、在庫管理や新商品の開発などに繋げられる可能
性もあると考えます。
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課題４
「講義で説明してきた方法で、機械学習、深層学習は、思想を学習して、そこから新たな知見を
導き出す、もしくは、個人に影響を与えることが可能でしょうか、不可能でしょうか。」
可能である。
不可能である。
解答１

12 名
３名

可能である。

以下の理由から、一定範囲内ではいずれも可能ではないかと考えます。
思想に関する様々なデータを機械学習、深層学習に学習させ、各種の思想を分類していくことで、
全く違う分野の思想であっても実は根本的には同じような考えに基づいていたことなどが判明す
る可能性があります。また様々な思想を学習することで、全く別の思想を組み合わせて新たな知
見を導きだすこともあり得ます。よって、これらが個人にとって意味のあるものであれば影響を
与えることはありうるのではないかと思います一方、インプットデータが前提の機械学習や深層
学習には『全く新しい思想』をゼロから生み出すということはできず、その点はやはり人間が担
うべきことだと思います。
解答２

可能である。

結論としては、個人へ影響を与える事は可能だと思います。
機械学習、深層学習では、事前に膨大な量の予備データをインプットして学習をさせていきます。
1 つの項目に回答が 1 つだとして、いくつかの項目が組み合わさる事で、今まで気づくことので
きなかった新しい発見、知見を広げる可能性があるからです。個人では蓄積できるデータの量に
限界があるので、機械学習、深層学習を使う事で可能性の幅を広げることができると思います。
解答３

可能性はある。

新たな知見を導き出すことは難しいと考えますが、個人に影響を与える可能性はあると考えます。
レコメンデーションを利用することにより、年齢や検索ワード、閲覧履歴から一定の志向を持つ
層に対し、協調フィルタリングを用いて影響を与えていくことは可能かもしれません。特に協調
フィルタリング自体が古くから利用され、問題点の改良がなされていること、最初は単に興味を
引くというレベルから開始し、徐々に表示回数を増加させていけば、刷り込みに近い形となって
も影響を与えることはできるかもしれません。
解答４

可能である

「機会学習、深層学習は思想を学習して、そこから新たな知見を導きだす、もしくは、個人に影
響を与えることが可能か」について、私は可能であると考えます。
「新たな知見」
に関して多くの定義があると考えますが、私の新たな知見の定義は「人が考えなかっ
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た（見つけれなかった）ことについて提案すること」と定義します。したがいまして、次の事例
にも繋がりますが、人のサポートになることが可能となると考えます。また、新たな提案（知見）
から選択肢が増えるため、個人の考え方に影響を与えることが可能になると思います。
解答５

難しい

ビックデータを高速で処理したり、適切なデータを出してヒューマンエラーを極限までなくす
る技術に関しては人工知能は優れた機能を持っています。しかし、
「思想を学習して」という部
分に関しては、AI ロボットが出来ることと、人間の頭脳で出来ることの違いがあると思います。
人間が人工知能より優れている点をまとめると
◦先を考える力＝先を読む力
◦なぜそれを選択したのかを考える力＝思考の整理
◦無から有を生む創造力、直感＝本能的欲求
◦他喜力＝他人を思いやる力
ビックデータと解析する教師データがある前提で、物事を適切に判断することに関しては AI ロ
ボットは適していますが、全くない状態から思考し、過去に経験したことのない可能性に対して
チャレンジするのは人間の思考力でしかなしえないと思います。AI は人間の思考力を高めるた
めや最適な意思決定ツールとして活躍します。しかし、新たな検知を導き出すということは、哲
学的要素がベースとなるため人間に影響を与えることは難しいのではないかと考えます。新たな
検知を導き出すクリエイティブさは、人間の思考が今後も必要です。
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