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1 はじめに

これまで倫理の問題やスピリチュアリティ（spirituality）の問題はビジネスとは対極にあ

るとされ、経営学においては十分に論議されてこなかった。しかし、企業の不祥事が多発する

につれて、企業に対する人々の意識が大きく変化し、企業倫理ないし経営倫理への関心が高ま

り、それが経営学の重要な研究テーマとなってきている。また、スピリチュアリティについて

も、近年、企業において過労死、バーンアウト、長時間労働、過度のストレス、鬱などの働く

人々の精神性ないしスピリチュアリティへの侵害が起こるにつれて、スピリチュアリティの問

題もビジネスで論議され、それが働きやすい職場づくりなどの問題として論議されている。

人々は、ビジネスにおいて道徳ないし倫理の問題に直面し、どのように意思決定し行動す

るかという問題に悩むものである1）。多様な行動準則がある中でどの準則に従い行動するかと

いう問題を道徳性の問題としてマネジメント論で体系的に分析したのは、C.I.バーナード

（Barnard）である。彼は、「人々の間の協働を維持しようとするたたかいは、ちょうど戦闘が

人々を肉体的に殺傷するのと同じように、ある人々を道徳的に破滅させることは不可避だと思

われる」2）と述べ、協働の維持が人々の道徳を破壊するとしている。そして、その道徳的破壊

を起こすのは経営者の能力不足にあり、この問題を解決するためには、経営者の道徳的創造が

必要で、それが最終的にはリーダーシップの質に依存し、その質は道徳性の高さから生じると

しているのである。

企業の不祥事等の倫理上の問題は、バーナードが言うように、一般に経営者の道徳性や倫理

観、あるいはスピリチュアリティに対する意識の高低に関係している。しかし、それは、単に
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経営者の道徳性や倫理観だけに問題があるのではなく、最終的には企業全体としての経営倫理

の発達レベルに依存している。経営者がいくら高い道徳意識を持っていても、高い倫理規範が

企業全体に共有されていなければ、企業の不祥事は起こるからである。企業の方針や倫理規定

や罰則規定といった企業のコンプライアンス（compliance）の仕組み、倫理研修等を含めて

企業全体での倫理への取り組みが大きく規定するのである。しかし、従来の経営倫理に関する

研究は、専ら不祥事等を防止するためのコンプライアンスの問題を中心に行っており3）、経営

倫理の発達とスピリチュアリティがどのように関係するか、あるいは高い倫理意識やスピリチュ

アリティに基づく働きがいのある職場（組織）をどのように作るかという問題については十分

に分析していないのである。

そこで、本稿では、先ず、道徳ないし倫理の発達とスピリチュアリティの関係を検討して、

経営者の意識の発達やスピリチュアリティがどのように経営倫理の発達と関係しているかを明

らかにする。そして高い倫理意識やスピリチュアリティに基づく働きがいのある最高の職場

（組織）づくりのためのスピリチュアル経営の構築の条件を明らかにすることにしている。

2 道徳の発達

企業が経済的利益を求める組織体であり、市場経済体制の中で活動しているならば、なぜ企

業は倫理的に行動する必要があるのであろうか。あるいは、企業が不祥事や道徳的破壊を避け、

高い倫理観に基づいて働きやすい職場を作るためにはどうすればよいのであろうか。この問題

を検討する前に、道徳とは何か、倫理とは何か、それがどのように発達するか、という問題を

検討しよう。

道徳（morals）や倫理（ethics）が何かということについては多くの定義が表されている。

バーナードによると、道徳とは個人における人格的諸力、すなわち個人に内在する一般的、安

定的な性向であって、かかる性向と一致しない直接的、特殊的な欲望、衝動、あるいは関心は

これを禁止、統制、あるいは修正し、それと一致するものはこれを強化する傾向をもつもので

ある。それは積極的あるいは消極的な指示からなる私的な行動準則である4）。R.T.ディジョー

ジ（Degeorege）は、道徳は人間行動のルールから構成され、ある行動が不正あるいは不道徳

的であること、また、別の行動が正しく道徳的であることを規定する5）、としている。E.ヘン

ダーソン（Henderson）は、道徳とは、宗教的教義またはそれに似た個人的確信と深く結びつ

いていると思われる個人的信念であり、倫理とは、話し合いによる相互の期待感を公式に表明

したものである6）、と定義している。K.ヴィルバー（Wilber）達は、倫理は特定の集団が共

有している価値観、および特定の集団に期待されていることであり、道徳は、個人のくだした

判断を意味するとしている7）。

以上のように、道徳や倫理は、一般には正しいこと、間違っていることに関して人々の行動

を規定する価値や規範であるといえる。道徳も倫理も人々の行動を規定する基準ないし規範に
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関わっているが、本稿では、道徳も倫理も互換的に使用し、道徳という場合は、個人の内面的

な行動規範の意味で、倫理は集団や組織の行動規範の意味で用いる。

2.1 コールバーグの道徳発達

それでは道徳や倫理はどのように発達するのであろうか。道徳を発達レベルの問題として分

析したのは、L.コールバーグ（Kohlberg）である。彼は、道徳の発達レベルを次の三つに分

類している8）。（1）前慣習、（2）慣習、（3）後慣習のレベルがそれである。

（1）の前慣習（preconventional）レベルは、行為のもたらす物理的結果や罰、報酬に基づ

いて行動する。このレベルでは、子どもは善い、悪い、正しい、正しくない、といった個々の

文化の中で意味づけられた規則や言葉に反応するが、これらの言葉の意味を行為の結果や、罰、

報酬といった快・不快の程度によって考えたり、そのような言葉を発する人の力によって考え

る。このレベルは二つの段階に分類される。

第一段階は「罰と服従志向」である。これは、行為の結果が、人間にとってどのような意味

や価値をもとうとも、その行為がもたらす物理的結果によって、行為の善悪が決まることであ

る。罰の回避と力への絶対的服従が価値あるものと考える。

第二段階は「道具主義的相対主義者志向」である。ここでは、正しい行為とは、自分自身の

必要と、ときに他者の必要を満たすことに役立つ行為である。また公正、相互性、等しい分け

前等の要素はあっても、自己にとって有用であるかどうかが行動の基準になる。行為の動機は

報酬ないし利益への願望である。人間の生命の価値は、本人や他の人々の欲求充足の手段と考

えられる。

（2）の慣習（conventional）レベルは、集団や国家の期待あるいは規則にしたがって行動す

る。それは、家族、集団、あるいは国の期待に添うことが価値があると認識されるからである。

このレベルにも二つの段階がある。

第三段階は「良い子志向」である。これは、人を喜ばせ、人を助けるなどの「良い子」であ

ることによって承認を得るように行動することである。行為の動機は他人の否認である。人間

生命の価値は、本人に対する家族やその他の人々の共感と愛情に基づく。

第四段階は「法と秩序志向」である。ここでは、権威、定められた規則、社会秩序の維持な

どへの志向が求められる。行為の動機は予想される不名誉、義務の不履行に対する公的な非難

の予測や、人に対して加えた具体的な危害に対する罪の念である。生命は権利と義務に関する

道徳的秩序もしくは宗教的秩序の中での位置づけにより神聖なものと考えられる。

（3）後慣習（postconventional）レベルは、道徳的価値や道徳原理に基づいて行動する。こ

のレベルも二つに分けられる。

第五段階は「社会契約的遵法主義志向」である。ここでの正しい行為は、一般的な個人の権

利や、社会全体により批判的に吟味され、合意された基準によって規定される傾向がある。行
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為の動機は、対等の人々やコミュニティからの尊敬を確保しようとする関心である。生命は、

コミュニティの福祉との関係において尊重され、またそれが普遍的な人間の権利であるという

点において尊重される。

第六段階は「普遍的な倫理的原理志向」である。ここでは正しさは、倫理的包括性、普遍性、

一貫性に訴えて自ら選択した倫理的原理に一致する良心の決定によって規定される。これらの

原理は、人間原理の相互性と平等性、一人ひとりの人間の尊厳の尊重など、正義の普遍的諸原

理である。そこでこの段階は人間尊重の段階である。人間の生命の価値は、個人の尊重という

普遍的な人間的価値を表すものとして、人間の生命は神聖であるという信念である。

以上のようにコールバーグの道徳の発達モデルは、幼児から大人へ成長する過程での道徳観

の形成過程を示している。これは、自己と他者が未分離で、何よりも自己の欲求の充足を求め、

自己中心的に思考し行動する前慣習段階から、社会の法律や規則に従って行動する慣習段階を

経て、さらに人間に対して愛情と関心を向け、人権を尊重する後慣習段階への発達過程を示し

ている。しかし、これは人間の最終的な発達段階までは明らかにしていない。これは、倫理と

いうものが、社会の中で間主観的に形成されるものであり、われわれの社会の倫理や道徳の発

達段階というものが、その社会や時代の平均的な価値規範を反映するので、その社会一般の理

想的倫理観を超えた倫理が何かを明らかにできないからである。しかし、人間の発達では社会

の平均的なレベルを超え、個人としての究極的発達段階に到達した人々がいる限り、それがど

のようなものかを明らかにすることが必要なのである。

2.2 ハイトの道徳基盤

J.ハイト（Haidt）は、進化心理学のアプローチに基づいて道徳基盤理論を提示している9）。

彼によると、道徳システムとは、一連の価値観、美徳、規範、実践、アイデンティティ、制度、

テクノロジー、そして進化のプロセスを通して獲得された心理的メカニズムが連動し、利己主

義を抑制、もしくは統制して、協力的な社会の構築を可能にするものである10）。

彼の道徳についての基本的な考え方は、（1）社会的直観モデル、（2）六つの道徳基盤、（3）

マルチレベル選択によって表される。（1）は直観が先に来て、戦略的な思考（理性）はその後

に来る、というものである11）。彼は、これを象と象の乗り手（象使い）の関係で説明している。

象は、情動、直観、そしてあらゆる形態の「見ること」を含む自動プロセスのことである。乗

り手は、「理由を考えること」などの意識によってコントロールされたプロセスのことである。

すなわち、直観モデルは、先ず直観が生じ、思考は通常、判断が下された後で、他者に影響を

及ぼすために働く。しかし、議論が進行するにつれて他者の提示する理由によって直感や判断

に変化が生じる場合がある、としている。

（2）は、次の六つから成っている12）。①ケア／危害、②公正／欺瞞、③自由／抑圧、④忠誠

／背信、⑤権威／転覆、⑥神性／堕落である。①は、自ら身を守る方法を持たない子どもを保
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護しケアすべきということである。これは、他者が示す苦痛や必要性の兆候に容易に気づける

ように、また残虐行為を非難し、苦痛を感じている人をケアするように私たちを導くものであ

る。②は、他人につけ込まれないようにしつつ協力関係を結ぶべしというものである。これは

協力関係を結ぶのにふさわしい人物を容易に見分けられるようにし、またペテン師を避けたい、

あるいは罰したいと思わせることである。③は、暴君に抵抗し、その支配を倒すべしというも

のである。④は、結束の強い連合体を形成し維持すべきというものである。これはチームプレ

イヤーを見分けるのに役立つ。⑤は、階層的な社会の中で有利な協力関係を形成すべき、とい

うものである。これは、階級や地位に対して、あるいは人々が分相応に振る舞っているかどう

かについて、人々を敏感にする。⑥は、汚染を避けるというものである。この適応課題は、身

体の接触や接近によって伝染する病原菌や寄生虫、あるいはその他の脅威を避ける必要性から

生じたものである。そして、それは、集団の結束を強化するのに必要な非合理的で神聖な価値

を有する何かに人々の労力を投資させる。この神聖の心理は、互いに結束して道徳共同体を築

く方向へ人々を導くものである。

（3）は、道徳は人々を結びつけると同時に盲目にする、というもので、私たちはマルチレベ

ルの選択の産物であり、それによって利己的でありながら集団を形成するホモ・デュプレック

ス（homoduplex）になったということである13）。すなわち、集団間の争いの中で集団内の協

力関係を可能にする道徳が適応的な優位性を与えたが、しかしそれは自集団中心の郷党的なも

のになり、その結果、道徳は人々を結びつけると同時に盲目にする、ということである。ハイ

トは、人間の本性の90パーセントはチンパンジーで、10パーセントはミツバチであり、「人

間は一定の条件のもとではミツバチのごとく振る舞う」というミツバチ仮説で説明している14）。

私たちは私欲を捨てて自分より大きな何ものかに没入する能力を持っており、ほとんどの時間

を日常的な世俗世界で過ごしているものの、つかの間ではあれ神聖な世界へ移行し、そこで

「全く全体の一部」になって至上の喜びを享受できる、としている。これは、後述のスピリチュ

アリティに関係している。

以上のようにハイトは、人間は欲望や欲求、情動、直観などで行動する動物（象）的性質を

その理性（道徳）がコントロールし、その道徳に六つの基盤があるとしている。そして、それ

は、チンパンジー的な個人的特性とミツバチ的な集団的特性を持つことで生存競争に勝ち残っ

て人類の進化の適応過程で生じたとしている。このようにハイトは、コールバーグが道徳につ

いての個人の発達過程に焦点をあてているのに対して、道徳の進化論的な起源と集団特性に焦

点をあてている。これはコールバーグが道徳について垂直的な発達の段階ないしレベルを分析

しているのに対して、ハイトのそれは水平的な広がりであり、道徳の範囲を意味している、と

いえる。この垂直的発達と水平的広がりを同時に考慮し、道徳発達をスピリチュアリティとの

関係で考察しているのがK.ヴィルバー（Wilber）である。そこで、次に、彼の道徳の発達に

ついて検討しよう。
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2.3 ヴィルバーの道徳発達

ヴィルバーの道徳発達の問題を考慮する場合に重要なことは、価値を三つの種類で捉えてい

ることである15）。①基礎的価値、②内在的価値、③相対的価値がそれである。①の基礎的価値

（groundvalue）とは、すべてが平等に絶対的なスピリット、空の、真如の、神の、顕現であ

るという事実を示す概念である。この基礎的な意味では、すべての存在とすべての自然は―と

りわけ人間は―無限のかけがいのないものであり、また、平等に倫理的に尊重されるべきもの

とみなされる。ヴィルバーによると、深さとスパンを検討するときには基礎的価値の存在を認

識する必要がある。

②の内在的価値（intrinsicvalue）とは、構造的な深さを示す概念である。深さが深く大き

いほど、そこには大きな内在的価値が存在する。ヴィルバーは、深さを検討するとき、それが

多様な側面を有するものであることを認識し、それらのすべてを意識するように心がける必要

がある、としている。

③の相対的価値（relativevalue）とは、具体的な文脈のなかでの有用性を示す概念である。

ヴィルバーは、内在的価値の点からは劣るとしても、状況によっては相対的価値が重視される

こともある、としている。

ヴィルバーは、このように価値を捉えることで、統合的道徳の考え方を表している。統合的

道徳は、最大多数の視点を尊重し包含しようとしながら（スパン）、最も深い高次の視点に対

してそれにふさわしい尊敬を払うことである（深さ）。このように倫理や道徳を捉えると、こ

れは、コールバーグとハイトの概念を包含することになる。コールバーグは垂直的な発達（深

さ）を問題にしており、ハイトは水平的な広がり（スパン）を意味しているからである。

ヴィルバーは、コールバーグの道徳の発達段階に、さらに後・後慣習レベルを追加している。

三段階まではコールバーグと同じであるが、それらを次のように説明している16）。（1）前慣習

（自己中心的）レベルは、幼児の意識の段階で、他者の存在を尊重する意識がない。（2）慣習

（自集団中心的）レベルは、自己の所属する集団・部族・国家の価値観を中心として考える。

（3）後慣習（世界中心的）レベルは、民族、人種、性、信仰に関係なく、あらゆる人間に対し

て愛情と関心を向ける。（4）後・後慣習（宇宙中心的）レベルは、自己のアイデンティティを

あらゆる生命体に拡張し、愛情を向ける。ヴィルバーは、このレベルをスピリチュルレベルと

している。このレベルでは、自己超越性、自己超越的利益を求める。このレベルは地球や人類

全体あるいは次世代の利益を考えて行動する。この発達のレベルがどのようなものか明確にす

るために、次に、スピリチュアリティについて検討しよう。

3 スピリチュアリティ

それではスピリチュアリティとは何であろうか。スピリチュアリティの語源は、spirit（ス

ピリット）で、スピリットはラテン語のspiritusから出ており、その意味は、息（breath）
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であるといわれる17）。スピリチュアリティについては、宗教、心理学、社会学、医学、哲学な

ど多くの分野で議論され、多くの定義が表されている。ヴィルバーは、スピリチュアリティの

問題を多面的に論議し、多様なアプローチを統合する統合理論の構築を図っているが、これま

でのスピリチュアリティの研究は、主に、次の四つの意味で使用されている、としている18）。

（1）至高体験ないし意識の変容状態、（2）意識の発達ラインにおける最高の段階、（3）意識の

発達したラインの中で独立した一つのライン、（4）愛、信頼といった精神的な態度、姿勢、が

それである。

（1）は、A.マズロー（Maslow）のいう至高体験の状態（states）であり、自己実現人が最終

的に経験する状態である。ヴィルバーは、状態には、少なくとも①粗大な覚醒の状態、②微細

な夢見の状態、③元因の無形の状態、④目撃者の状態、⑤非二元の状態、があるとしている19）。

①は人が起きて意識している状態である。②は鮮明な夢を見ている状態である。③は深い夢の

ない眠りの状態である。④は観想の状態とも呼ばれる状態で、他のすべての状態を目撃する能

力で、覚醒状態でも、明晰夢の状態でも目撃することである。⑤は他のすべての状態に対して

常に現前する基底（ground）である。この中でスピリチュアリティを広義に捉えると④と⑤

を含むが、狭義に捉えると⑤の状態ということになる。

（2）は、例えば、超－合理的な知覚をスピリチュアルと考え、単なる合理性や論理性をスピ

リチュアルとは考えない。これは意識をオメガー・ポイントに向かって進化していると捉える

ものであり、最終到達地点としての意識の発展である。

この意識の発達段階ないしレベル（levels）に関しては、3段階、4段階、13段階など多く

の発達段階が示されているが、ヴィルバーは、次のような段階を示している20）。彼は、意識の

段階にラベルや名称をつけることは誤解を生むとし、それを虹色のように色で示している。

①インフラレッド、②マジェンタ、③レッド、④アンバー、⑤オレンジ、⑥グリーン、⑦ティー

ル、⑧ターコイズ、⑨インディゴ、がそれである。この点については、すでに論述したので、

要約して述べよう21）。

①インフラレッド（infrared）は、原始的世界観で、そこでは生存こそがこの世界観を衝き

動かす使命であり目的である。これは乳児の世界観であり、自己と世界を区別することができ

ない原始的な世界観である。②マジェンタ（magenta）は、呪術的世界観で、神秘的な力を

信奉する世界観である。③レッド（red）は、力の世界観で、この段階の人は自己中心的で、

自らの欲求と欲望を表現し充たそうとする。世界は適者生存の法則に則って生き、死ぬところ

であり、脅威を排除して生存するために自らの力を誇示し強力なリーダーと組んだりする。

④アンバー（amber）は、神話的世界観で、神の支配は人間の営みに直接関与する力として

経験される。規範と規則は人生に明確な全体的意味、方向性、目的を与える。⑤オレンジ

（orange）は、合理的な世界観で、特定の集団に対する帰属を超越して、普遍的なシステムと

法則（平等、自由、正義などの理念）をすべての人類に適用する世界観である。⑥グリーン
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（green）は、相対主義的な世界観で、あらゆるものが包括的な生命の網を構築する等しく重

要な存在とみなされる。⑦ティール（teal）は、統合的システムの世界観である。この段階の

人々は、明晰性、創造性、生産性、意思疎通などの領域において画期的な飛躍をもたらすよう

になり、すべての関係者が満足できるウイン―ウイン（Win-Win）の解決策を創造しようと

する。⑧ターコイズ（turquoise）は、統合的・全体論的な世界観である。この段階では個人

としての私を超越し包含する体系そのものと自己を一致させようとする。また人々は他者と世

界に貢献することに興味をいだき、行動するようになる。

⑨インディゴ（indigo）、およびそれ以上の段階（violet、ultraviolet、clearlight）は、超

統合的な世界観で、真の意味での個を超えた（transpersonal）世界観である。この段階では

主体と客体の分離を超克し、「個」であることに対する執着を放棄し、その「個」が内包す

る緊張とストレスを開放することになる。ヴィルバーは、この段階を心霊（psychic）、微細

（subtle）、元因（causal）、非二元（nondual）の四つのレベルに分け、スピリチュアル段階と

している。

（3）は、多くの発達ライン（lines）の一つで、他とは相対的に独立した発達ラインである

とする見方である。この見方ではある人間がスピリチュアリティは非常に高いが、他のライン

では不幸な結果を招き病理的なまでに低い発達を示す場合もあることを意味している。ヴィル

バーによると、ラインとは人生が差し出す問いかけに対する異なったタイプの答えである。そ

れは表1のように10のラインについてそれぞれの問いで表される22）。そして、それぞれのラ

インは発達の段階ないしレベルを持っている。

（4）は、人生の態度、性質などを指し、慈悲、内面的な平静さ、善性などが高いことである。
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表1 発達ライン、人生の問い、および代表的調査者

出所）Wilber,K.（2006）IntegralSpirituality:AStartlingNewRoleforReligioninthe
ModernandPostmodernWorld,IntegralBooks,p.60（松永太郎訳『インテグラル・
スピリチュアリティ』春秋社、9293頁）.



これは後述のV.E.フランクル（Frankl）の態度的価値と同じであり、他者や苦難な状況に

対してとる態度や人格的品性などである。これは、基本的には、人が他者に対して、あるいは

ある状況に対してどのような態度をとるかという形で現れるものであり、人の道徳として表さ

れるものである。

ヴィルバーは、人はスピリチュアリティという言葉を使うとき、これら四つの意味を選択し

て使用しているとしている。そこで、彼は、状態、段階（レベル）、ラインなどを矛盾なく包

括するモデルとしてAQALモデルを提示し23）、これによってスピリチュアリティの四つの定

義を取り組むことが可能であるとしている。

AQALは、全象限・全段階・全ライン・全状態・全タイプ（allquadrants,alllevels,all

lines,allstates,alltypes）の略である。このAQALは、宇宙（kosmos）そのものを地図化

し、われわれの生活のほとんどすべての領域を網羅するもので、統合的な認識を実現するため

の効果的な道具である。AQALの構成要素のレベル、ライン、状態については前述したので、

以下では象限とタイプについて説明する。

象限（quadrants）は、内面と外面、個人と集団の二つのカテゴリーを組み合わせて四象限

で表される。すなわち、四象限は個人と集団の内面と外面を示すものである。これを組み合わ

せると図1のように四象限に分類される。ここでは経営倫理に関係する用語も入れてある。

左上象限は、個人の内面で、「私」空間で、感情、思考、瞑想状態、道徳などを示す。左下

象限は、集団の内面、「私たち」空間で、共有された意味、関係、相互理解、倫理規範などを

表す。右上象限は、個人の外面、「それ」空間で、歩行や挨拶などの行動、脳波の活動、身体・

エネルギー、道徳的行動などを表す。右下象限は、集団の外面、「それら」空間で、環境、テ

クノロジー、社会の制度や仕組み、倫理規定などを表す。この象限により科学の見方や視点の

違いを統合的に捉えることが可能になる。

タイプ（types）はあらゆる発達段階に存在する水平的な差異のことで、例えば、男性性、

女性性、文化的差異などであり、経営者やリーダーのタイプやスタイル、あるいは民主的、参

加的、専制的といった管理スタイルないし経営タイプである。

以上、ヴィルバーのスピリチュアリティの考え方について論議してきたが、この論議から、

本稿ではスピリチュアリティを次のように捉える24）。意識の発達レベルは、自己を越えて他者、

集団、組織、社会、地球、および宇宙を志向して、自己と他者や全体と一体化、融合化する過

程であり、それは個々の具体的状況でどのような態度をとるかという意識の発達レベルとして

現れる。そこで、スピリチュアリティとは、自己と自己を超越した外部の崇高なものなどとの

一体化や融合化、あるいは自己利益と他者利益の統合化であり、自己（利益）に執着せず、自

己と他者の区別がなくなり、自己即他者あるいは個即全体の意識の状態である。それは自己超

越性であり、自己と他者や社会あるいは宇宙との連結性ないし一体化であり、意味実現の状態

として現れるのである。したがって、スピリチュアルな人は、自己と周りのもの（他者あるい
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は組織や社会）との一体化・融合化を求め、自己利益よりも自己超越的利益ないし他者や社会

全体あるいは地球全体の利益を求め、さらに他者、社会、地球への貢献を志向するのである。

それではスピリチュアリティは経営者の意識の発達あるいは経営倫理の発達とどのように関係

するのであろうか。次にこの点について検討しよう。

4 経営倫理の発達とスピリチュアリティ

4.1 経営者の意識の発達

ヴィルバーによると、発達というのは自己中心性の減少であり、意識の増加もしくはより深

く広い展望を考慮に入れる能力の増加である25）。意識の発達のレベルないし段階はそのレベル

で固定するのではなく、そのレベルを中心に上下運動をしている。あるときは高いレベルの視

点で、あるときは低いレベルの視点に基づいて思考する。しかし、一般には意識が発達するに

つれて、低次の視野は放棄され、自己を世界の中心に位置づける傾向は否定される。これは、

ヴィルバーが意識というのは高次の意識が低次の意識を包含するようにホロン階層的に発達す
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図1 ヴィルバーの四象限モデル

出所）Wilber,K.,Patten,T.,Leonard,A.,andM.Morelli（2008）
IntegralLifePractice,ShambhalaPublications.Inc.,p.73
（鈴木規夫訳『実践 インテグラル・ライフ』春秋社、2010年）、
97頁を参考に筆者作成。



ると捉えるからである。ホロン（holon）というのは、A.ケストラー（Koestler）の造語で、

他の全体の部分であるような全体のことである26）。

このように意識が発達すると、経営者の意識の発達の段階にはどのようなものがあるのであ

ろうか。人の意識の発達がヴィルバーの言うようなレベルがあるとすると、それに対応する経

営者の意識の発達は、（1）自己中心的、（2）自組織中心的、（3）社会中心的、（4）世界中心的、

（5）地球中心的、（6）宇宙中心的、レベルないし段階として捉えられる27）。これは、基本的に

はヴィルバーの発達モデルに基づいているが、インフレッド、マジェンタ、レッドを一つのレ

ベルとして捉えている。それは経営者としてマネジメントを行うためには、ある程度人間的発

達がなければできないからである。またヴィルバーは自集団中心レベルに国家も含めているが、

経営者にとっては、企業がそれを取り巻く社会の中で活動する以上、社会の視点は自集団の視

点とは区別する必要があるので、社会中心的レベルも考慮している。

（1）の自己中心的レベルないし段階は、何よりも自己の利益を最大化することを目的に行動

することである。この段階はヴィルバーのいう力の世界観であり、自らの欲求や欲望を満たす

ことを求めるレベルである。（2）の自組織中心的段階は、自己の利益の追求よりも、自己の所

属する組織全体の利益の最大化を求め、自組織の利益やその発展を中心に行動する段階である。

この段階の経営者は自己の利益より組織の利益を重要視し、組織の成長発展を中心に行動する。

（3）の社会中心的段階は、自己の所属する組織は社会を構成する一部であると考え、組織を超

越して、社会全体の利益や繁栄を求めて行動する。この段階にある経営者は、一般には自組織

を超えて業界団体や国家レベルでの役割を考え、自組織よりも業界全体あるいは社会全体の利

益を考慮することになる。（4）の世界中心的段階は、自分のいる社会を超えて、世界全体の視

点から自己の存在を捉え、世界そのものの繁栄と平和を求め、すべての人々の福利を中心に考

え行動する段階である。この段階ではすべての国の人々が満足する解決策を求め、またすべて

の人々の人権に配慮し、世界の繁栄を求めて思考し行動する。（5）の地球中心の段階は、個を

超える意識の段階で、人類全体の持続的発展、地球環境の保全を考慮し、地球を大切にして行

動する。この段階は、自己における心と身体を統合する意識であり、個を超える意識が始まり、

スピリットを意識し始める段階である。（6）の宇宙中心的段階は、超時空間的段階あるいは非

二元の段階であり、スピリチュアリティの段階である。

以上、経営者の意識の発達段階を示してきたが、これを前述のコールバーグの道徳の発達段

階、ヴィルバーの意識の発達段階と比較したのが図2である。図の中で非二元が発達の下位か

ら上位まであるのは、それが発達の究極の段階であり、またすべての意識の基盤にあるという

ヴィルバーの考え方に基づいている。また図ではインディゴ以上のレベルとして本文では説明

していないバイオレット（violet）、ウルトラバイオレット（ultraviolet）、クリアライト（clear

light）を示している。

人間は自分の持っているいろいろな能力を発達させ、より高いレベルへ到達することを求め
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ている。一般に、人間は低いレベルからより高いレベルへの発達を求めて努力する。そして人

はそれぞれの発達段階にある課題や困難あるいは危機を解決してホロン階層的に発達する。発

達がホロン階層として進展するということは、高次のホロンは低次のホロンを包含するもので

あり、高い発達レベルにある人は、低いレベルの人より、より広くより高い視野や視点を有し、

より長期的観点から思考し行動することができることを意味している。高次レベルにある人は、

それ以前のレベルや段階での様々な諸問題や困難を解決し、危機を乗り越えて人生観や価値観、

あるいは世界観を拡大し意識を高めている。そしてスピリチュアル段階にある人は、自己利益

よりも自己超越的利益ないし社会全体あるいは人類全体、地球全体の利益を求め、社会や地球

への貢献を志向するのである。このように意識ないし道徳性が高いレベルへ発達したというこ

とは、より低いレベルの人より様々なコンフリクトないし相対立する諸問題、あるいは価値観

や道徳観の対立を解決してきている。そこで、意識レベルや道徳レベルの高い人は、より広く

より高くより深い視点、そしてより長期的な視点で思考し行動するように人々のメンタル・モ

デルを変え、新たなコンテクストを創造することができるのである。このことからバーナード

の言うように道徳性の高い経営者は、質の高いリーダーシップを発揮し、人々の相対立する問

題や困難を解決する道徳的創造を行い、組織を持続的に発展させることができるのである。
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図2 意識の発達モデルの比較

出所）狩俣正雄（2013）「経営者の意識の発達とスピリチュアリティ」『経営研究』第64巻第2号、
18頁を一部省略。



4.2 経営倫理のレベル

それでは経営倫理のレベルにはどのようなレベルがあるのであろうか。経営倫理は、基本的

には企業が正しいこと、正当なこと、公平なことを行う義務である。それは四象限モデルの左

下象限の領域であり、企業ないし組織の人々の平均の道徳的発達レベルで、企業としての価値

観、世界観を表すもので、道徳や倫理についての企業ないし組織の文化や風土を示すものであ

る。したがって、これは組織ないし人々の間に共有された行動規範や価値規範であり、集団な

いし組織の成員の平均レベルの価値観や規範である。いくら経営者ないしリーダーが高い道徳

や倫理意識を持っていても、組織の多くの人々が低い道徳観や倫理観しか持っていなければ、

それらの道徳観や倫理観の平均的なレベルがその組織の倫理レベルを示すのである。このよう

な企業ないし組織の倫理レベルは、ヴィルバーの倫理の発達段階に基づくと、（1）経済的、（2）

法的、（3）人道的、（4）スピリチュアル、の四つのレベルとして捉えられる。

（1）の経済的レベルは、何よりも自社（自組織）中心で、自社の利益を極大化することを目

的に行動することである。経済的利益の追求こそがすべての企業行動の基本であり、企業はあ

らゆる手段を使って利益を追求すべきと考える。

この段階はヴィルバーのいう力の世界観であり、自らの欲求や欲望を満たすことを求める。

世界（市場）はジャングルであり、そこでは勝者と敗者が存在し、世界で勝利するためには力

と叡智が必要で、力を持つ人こそ世界を支配し、力や才能がない人は世界（市場）から排除さ

れるのは当然と考える。この段階の企業の経営者は、企業で働く従業員を私的利潤追求の道具

と捉え、また企業も自己の利益や欲望を満たす手段であると考え、すべての企業行動は経済的

利益中心に行われる。またこの段階の倫理規範では、社会の規範や規則も企業に利益があれば

従うが、利益がなければそれに反してでも利益極大化を求めることになる。

経済的レベルの考え方は、新古典派経済学ないし新自由主義の人々の典型的な考え方である。

新自由主義は、人間の福利は強い私的財産権、自由市場、および自由な取引によって特徴づけ

られる制度的枠組みの中で個人の企業家的自由や技術をはたらかせることで最大に促進される

と考える。個人的効用や個人の福利は自己利益の追求によって最大限に達成される。そこで新

自由主義的観点からの人間行動の究極の目的は自己利益を追求することである。それは他者の

利益に配慮しなくても、自己利益を追求することが社会全体の利益（福祉）につながると考え

る。

このような新自由主義的自己利益の追求は経営者の行動を指揮し監視する単一目的を採用す

ることになる。そこでは従業員はコストと見做され、株主価値を高めるためには彼らを解雇し、

リストラするのである28）。さらに自己利益の追求は、その利益追求活動に付随する社会問題や

環境問題を解決することはコストと考えるので、それらの問題が法に抵触しない限り解決する

ことはない。そこでは、従業員に対する人権への配慮や人間の尊厳の尊重の考え方はなく、社

会問題や環境問題も企業の利益に役立たない限り考慮することはないのである。
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企業が経済的利益を求める組織体であり、市場経済体制の中で行動しているならば、利益追

求こそが企業の役割と考えている経営者は、このレベルにあるといえる。そして、このレベル

の倫理規範を有している企業は、利益極大化志向企業として表され、企業として利益追求行動

に専念するのである。

しかし、市場経済の中で個人利益の自由な追求が社会全体の効用を大きくするという新古典

派経済学の考え方は、一人勝ちの社会、あるいは勝ち組みと負け組みの拡大という大きな格差

社会を生み出し、さらに地球環境問題を悪化させてきている。経営倫理での経済中心の考え方

は、経済的利益中心に行動することになり、企業における社会的連帯感を希薄化させ、人々の

信頼関係を無くし、相互に助け合い支え合う仕組みを崩壊させてきているのである。

（2）の法的レベルは、法令順守の規範に基づいて行動することである。このレベルでは、企

業は社会の下位組織であるので社会の規則や規範に従い、それに違反しない限りで自社の利益

を追求する。これは、企業が利潤追求の経済組織体であるとしても、社会の法律や規則の中で

経済活動を展開するならば、法律の範囲内でその活動が認められるのであり、法の枠内で利益

を追求すべきとなる。この段階にある経営者は、一般には自社の利益を超えて業界全体あるい

は社会全体の利益を考慮する立場にあると言える。これはヴィルバーの言う合理的段階であり、

特定の組織を超えて、平等や自由、正義といった社会の規則や規範に従いながらも、自由主義

的市場競争での勝利を求めて行動する。これは、法的制約の中で効率的能率的に行動すること

が競争に勝利し、その結果として社会の発展につながると考えるのである。

社会の法律や規則は社会の秩序を維持するために人々が最低限守るべき規範である。S.B.

シマノフ（Shimanoff）によると、規則とは、コンテクストの中でどのような行動が義務づけ

られれ、好まれ、禁止されるかを示す遵守可能な規定である。それは次のような特徴を持って

いる29）。すなわち、規則は、①守ることができる、②規定である、③コンテクスト的である、

④人間行動に関係している。①は、規則は守られるだけではなく、破られるかもしれない、と

いうことを意味している。これは、科学的法則とは違って、規則には人々がそれに従うかどう

かの選択の余地があるからである。②は、規定は何事かが起こるべきこと、そしてこの行動か

らの逸脱は評価に従うことを意味している。③は、規則はすべて同様な状況では適用されるが、

異なる条件では適用できないかもしれないということである。④は、規則の適当な領域は行動

であり、規則そのものは何を考えるべきか、あるいは何を考えるべきでないかという精神的心

理的なことは規定しないということである。規則は適当な行動を明確にするのである。

このような規則は社会的習慣として生じたり、法律のように社会的に制定されたり、職場の

職務規定、役割規定、地位や権限のように生じたりする。規則は基本的に社会の人々の合意の

結果として生じるのである。しかし、合意の結果として法や規則があっても、人々はそれから

逸脱する行動もするものである。人々は規則に支配されるというよりも、規則に従いながらも

自主的主体的に行動するからである。人々は自己の利益を優先して、規則や法律を守ることが
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自己の利益に反すると思えば、それに従わず、規則に違反することもするのである。このこと

が企業の不祥事の原因ともなるのである。

しかし、法律や規則が社会の秩序を維持するために存在するならば、人々はそれらを守る必

要がある。人々が法律や規則に従わず、それを順守しなければ、社会的秩序は維持できないか

らである。そこで社会はそれに違反しそれを犯す人々を批判したり罰したり、制裁を科すこと

で、法律や規則を守るように人々を制限、制約するのである。

近年、多くの企業が倫理規範の問題として捉えているのはこの法的レベルであり、経営倫理

とはコンプライアンスを重視することと考えている。これは、法令に違反するような不祥事を

起こすことで社会的制裁を科され、時には企業倒産の危機に直面したりするからである。しか

しながら、コンプライアンスは法令順守であり、法的レベルは社会の最低限の規範であり、人

間に求められる高い行動規範ではないのである。

（3）の人道的レベルは、法的レベルを超えて、人間としての尊厳を尊重し、正義の普遍的原

理に基づいて行動することである。この段階は、自分のいる社会を超えて、世界全体の視点か

ら自己の存在を捉え、世界そのものの繁栄と平和を求め、すべての人々の福利を中心に考え行

動する段階である。世界は様々な国や文化から成り、多様な価値観、思想、宗教、文化が存在

している。この段階は、ヴィルバーの言う相対主義的世界観の段階であり、すべての存在の神

聖性を認識することができ、すべての道は平等であるという相対主義と平等主義の考え方に立

ち、多様な視点を平等に尊重しようとする。したがって、この段階ではすべての国の人々が満

足する解決策を求め、またすべての人々の人権に配慮し、世界の繁栄を求めて思考し行動する。

すなわち、世界中のすべての人間を大切にする生き方である。

それではなぜ、本来、経済活動をする企業にこのような人道的レベルの倫理を求めるのであ

ろうか。ビジネスと経営倫理について論述しているディジョージ（Degeorege）によると、倫

理と道徳には、ビジネスで担うべき重要な役割があり、ビジネスの中心的な道徳的責務は、そ

の行動の影響を受ける人に被害を及ぼす原因を作ってはならないということである30）。しかし、

企業活動によって引き起こされる被害等の負の結果を防止するためにすべて法律によって規制

することはできない。D.スチューアート（Stewart）によると、規則によって行動を統御す

ることは、与件において適用できる規則がない場合にどうしたらよいかという問題を生み出す。

また、それは、最低限求められることのみを行い、規則の基本的な考えを充足するようにはな

らず、さらに規則が防止することを意図した事柄を行っても、規則の解釈上の要件を充たすよ

うな抜け道を探すよう人々を誘惑するようになる31）。

人々が社会の中で活動する限り、人々の行動を規定する法や規則以上に、人間として守るべ

き最低限の行動規範や義務が存在する。これらの道徳や倫理があることで社会は秩序を維持し

ている。経済活動ないしビジネスは、本来、人間の幸福や生活の利便性に役立てるために行う

ものである。ディジョージはビジネスと倫理の関係を次のように述べている。「ビジネスは、
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人々が相互の利益を目指して財とサービスを交換するために交際する活動である。ビジネスは、

それ自身が目的ではない。ビジネスは、自己および愛する人のための良き生活を達成する目的

で用いる手段である。・・・・企業は利潤のために設立されるかもしれないが、得られた利潤

は、ある目的のための手段であり、それ自身が目的ではないのである。この事実が曖昧になり、

利潤が目的となるとき、ビジネスの過程で人間は忘れ去られ無視されることになり、ビジネス

は、人間にほとんど奉仕しなくなる」32）。ディジョージは、「ビジネス非道徳性の神話」を克

服するためには、ビジネスのあらゆる局面に関係する人々の道徳意識の向上が必要であるとし

ている。すなわち、経営者をはじめ従業員、株主、消費者などの道徳意識の発達を必要とする

ということなのである。

人道的レベル以上が本来の経営倫理レベルであるといえる。このレベルを実践している企業

が有徳企業ないし倫理的企業である。これは、たとえ企業が経済的主体であり利益追求活動を

していても、法令違反をしないことは当然のこととして、人道ないし倫理に反する経済活動を

禁止する倫理規範を持たなければならないことを意味している。企業が社会の中で活動する限

り、企業も企業市民として社会規範ないし倫理観を持って活動するのは当然のことであり、企

業市民として企業活動に責任を負っているのである。企業市民（corporatecitizen）とは、企

業は単に経済的生産組織体としての存在ではなく、地域社会で活動する市民と同様に地域社会

の一員として行動し、社会に貢献することである33）。今日、企業は、単に利益追求活動にのみ

専念し、地域社会の問題や環境問題は政府や公共団体あるいはNPOにその解決を委ねれば良

いと考えていては、存続できない。企業も一般市民と同様に、その倫理観や社会規範に基づく

活動が求められている。企業といえども、経済的利益を追求する以上に倫理意識を持って事業

を展開することが求められているのである。

（4）のスピリチュアルレベルは、超時空間的段階あるいは非二元の段階で、個を超える意識

の段階で、人類全体の持続的発展、地球環境の保全を考慮し、地球や宇宙を大切にして行動す

る段階である。この段階は、自己における心と身体を統合する意識であり、個を超える意識が

始まり、スピリットを意識し始める段階である。組織成員が自己超越的に行動する段階であり、

利他主義的愛に基づき、経済的利益よりも他者や社会全体の利益を求めて行動するのである。

このレベルは、スピリチュアル経営を実践する企業であり、スピリチュアル企業として表され

る。

以上の経営者の意識の発達レベルと経営倫理のレベルを四象限モデルで表したのが図3であ

る。これは、それぞれの象限についての発達段階を示している。左上象限は人々の意識の発達

レベルであるが、ここでは経営者の意識の発達レベルを示している。左下象限は経営倫理レベ

ルである。右上象限は、左上象限に対応して六つのレベルが考えられるが、ここでは自己中心

的、法令順守的、人道的、自己超越的行為の四つのレベルを示している。右下象限は、経営倫

理レベルに対応して、利益極大化志向企業、遵法志向企業、有徳企業、スピリチュアル企業を

経営研究 第66巻 第3号16



示している。現代の資本主義社会では、利益極大化志向企業や遵法志向企業が大多数であり、

有徳企業は少数であり、スピリチュアル企業は極めて少数である。

企業行動はこれらの四象限の相互作用の結果として生じることになる。すなわち、企業がど

のような行動をとるかは、各象限の発達レベルに依存しており、特に、企業の不祥事は倫理の

発達レベルがどの程度かによって規定されるのである。M.H.ベイザーマン（Bazerman）と

A.E.ランブラセン（Tenbrunsel）によると、エンロンの社内倫理要綱は厳しい倫理基準（右

下象限）を持っていた34）。しかし、「職業倫理基準部」に所属する人たちは、社内で小ばかに

され、ないがしろにされ、倫理基準が骨抜きされるような非公式の組織文化（左下象限）に圧

倒され、公式のコンプライアンス・システムの影響力はかき消されていた。それは、元CEO

のケネス・レイが非公式のルールを公式の倫理要綱より優先していた（左上象限）からである。

その結果、エンロンは不祥事を起こし（右上象限）、倒産したというのである。このように企

業がいくら高い倫理要綱を持っていても、経営倫理のレベルが低ければ不祥事を起こす可能性

が大きくなるのである。

それでは、なぜこのような高い倫理規範あるいはスピリチュアリティに基づいて経営する必

要があるのであろうか。企業が経済的利益を求める組織体であり、市場経済体制の中で行動し

ているならば、なぜ企業は高い倫理的観点から行動する必要があるのであろうか。従来のよう

に、企業が市場経済万能主義で自組織中心的に利益極大化を志向して行動するとどうなるので
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あろうか。ここでは、企業の内外の二つの点から検討しよう。

E.ラズロ（Laszlo）によると、現在、人類は、対立や不調和に満ちた持続不可能な破滅

（breakdown）への道と、人と人の間も、人と自然の間も調和に満ちた持続可能な躍進（break-

through）への道の分岐点にいる35）。現在のまま文明が進展すると、地球は次のような持続不

可能性となる36）。①生態系の持続不可能性（地球環境の悪化、生態系の破壊など）、②経済の

持続不可能性（富の分布の不平等、資源の枯渇など）、③金融システムの持続不可能性、④社

会の持続不可能性（貧富の格差拡大、貧困層の増大、家族崩壊の増加など）、である。これま

でわれわれの社会では、①自然は無尽蔵である、②世界は一つの巨大な機械である、③人生は

適者生存の闘争である、④市場は利益を合理的に分配する、⑤消費すればするほどよい人間に

なる、⑥お金を持てば持つほど幸福になる、⑦経済的な目的は軍事的手段を正当化する、とい

う考え方が支配的であった37）。しかし、このような考え方が地球を持続不可能にしてきてい

る。そこで、ラズロは持続可能にするためには、次のような考え方に変化する必要があるとし

ている。それは、①競争から、和解と協調への変化、②物欲と欠乏から、充足と思いやりへの

変化、③外的な権威に頼った安定感から、内的なもの（知恵）を根拠とした安定感への変化、

④機械的システムから生きたシステムへの変化、⑤分断から全一性（ホロス）への変化であ

る38）。

ホロスというのは次のような集約的発展の考え方である39）。①結びつき（connection）、

②コミュニケーション（communication）、③意識（consciousness）である。①は、すべて

の生命体は生態系のなかで他のすべての生命体とつながっている、ということである。従来の

考え方では、個々の人間は別個の物質的な塊であり、人と人、人と環境との関係は外的なもの

にすぎず、人間は自己の利益を追求する利己的な経済主体であるということであった。②は、

コミュニケーションをより深いものにし、コミュニケーションの意識をより高めるということ

である。③は、コミュニティ、生態系、そして地球を中心に据えた意識をもつということであ

る。ホロスの基本にある考えは、人間として完成された全一的になりたい、自分の周囲と地球

的レベルの両方で健全で全一的なコミュニティを作りたい、どの要素も次元もないがしろにせ

ず十分に配慮したい、自分も存在の全一的な意味と神秘の一部なのだという感覚のなかで他者

と結びつきたい、ということである。

ラズロはこのような考え方に立つことがわれわれの文明を破滅から守り、飛躍の道に導くと

している。このホロスの考え方は、経営倫理のレベルでいえば、人道的レベル、あるいはスピ

リチュアルレベルである。現代社会で最も影響力の大きい企業が、従来の価値観や世界観を変

えて、ホロス的経営をすることが持続的に発展するためには必要ということなのである。

しかし、このような人類の持続的発展のためにのみ、企業に高い倫理意識ないしスピリチュ

アリティに基づく経営が求められるのではない。それは、企業内部の働く人々の基本的要求に

関わっており、働く人々が仕事に肉体と心を持ち組むように、スピリチュアリティを持ち込む
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ことから起こっている。今日、先進国では多くの人々が物質的満足よりも精神ないしスピリチュ

アリティの満足を求めており、働くことや生きることの意味を求め、働きやすい職場環境を求

め、さらに他者や社会との繋がりないし社会貢献や地球環境への貢献を求めている40）。

前述のように人間は知的、言語的、情緒的、道徳的、美的発達等、様々な領域（ライン）で

の発達を求めるものであり、人間として究極的に成長発達したいと思っている。今日の社会で

長く受け入れられてきた考えの一つは、個人として自立し成長することであり、最終的に自己

実現することを人間の究極の成長としてきたことである。確かに、自立し自己実現することは

重要なことであるが、しかし、人間の成長過程で自己実現を理想的発達モデルとすることには

問題がある。人は生きる過程にさまざまな困難に直面し、それを乗り越えることで成長する。

そして、さまざまな苦難や困難にどのような態度をとり、どのように意味を見つけるかによっ

て自己の人生を生きていく。フランクルのいうように、人間にとっては自己実現よりも意味実

現が重要である。自己実現は人生における一側面しか捉えていない。意味実現は創造的、体験

的、態度的価値の実現で達成される。人間は苦悩に対してどのような態度をとるかによって意

味を実現できる。人間は、苦悩や苦難あるいは失敗を経験し、それを乗り越えることで成長す

るのである41）。

さらに、人間は自己中心性をいかに克服し、他者のために捧げるか、ということもその成長

にとっては重要である。人間の究極的成長は自己中心性を克服し、自己超越し、他者との調和

を図り、他者を支援し、自己犠牲を伴う愛を捧げることで達成される。これを可能にする精神

の自由と責任性を持つことが人間としての成長である。人間は意味的存在であり、精神的存在

である。人間はスピリチュアリティの発達を求める存在なのである。

人間がこのように精神的存在ないしスピリチュアルな存在であるならば、仕事や職場でもそ

れを取り入れる必要がある。しかし、多くの企業においては働く人々のスピリチュアリティは

十分に考慮されていない。それは、市場経済の中で効率性や能率性が重要視され、効率的に仕

事を行い、利益を上げることが高く評価されてきているからである。しかし仕事での評価が過

度に重視され、人もその業績によって評価されるとき、仕事に意味を見出せない人は実存的虚

無に陥り、仕事で虚脱感や脱力感に陥るのである。

人間がスピリチュアリティないし精神的存在であるならば、企業や組織で精神の欲求を満た

すように仕事を作ることが必要である。働く人々は誰でも意義のある仕事を求めているからで

ある。意義のある仕事は、人々に働きがいを与え、生きがいを与える。人々がそのような仕事

に就き、積極的に働くことは、個人にとっても、組織にとっても、また社会にとっても望まし

いのである。そして、それはスピリチュアル経営を実践することで達成されるのである42）。す

なわち高度の倫理観に基づくスピリチュアル経営が求められているのである。
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5 スピリチュアル経営の構築に向けて

それでは、経営倫理レベルの高いスピリチュアリティに基づく経営とは何であろうか。その

特徴は何であろうか。近年、新しい企業経営のあり方、あるいは働きがいのある最高の職場環

境に関する研究が行われ、理想的な職場ないし充実した組織モデルが表されてきている。例え

ば、J.マッキー（Mackey）とR.シソーディア（Sisodia）は、これからの社会ではコンシャ

ス・カンパニー（consciouscompany、意識の高い会社）が必要であるとして、そのような企

業に必要な経営者ないしリーダーの役割を明らかにしている43）。彼らによると、コンシャス・

カンパニーは、社員が学び、成長する意欲をかき立てられるような、目的の明確な職場環境を

作り出し、また存在目的や愛情といった内的動機づけによって成立し、社員が人として自己実

現を図りながら活躍できる職場環境を作り出す。そして、なるべく多くの人々が天職と感じら

れる仕事に就くことを目指している。そのような会社のコンシャス・リーダーは、仲間に希望

や自信を与える希望の人であり、意味を生み出す人である。また共有目的を心の奥底に刻みつ

け、社員が仕事から意味を得られるような環境を作り、組織の中での立場や役割とは関係なく、

どんな人にも尊敬の念を持って接し、各個人に備わっている適性や天賦の才能を高く評価し、

人の強みに働きかけて、成長と進化を後押しする人である。

M.バーチェル（Burchell）とJ.ロビン（Robin）は、働きがいのある会社研究所（The

GreatPlacetoWorkInstitute）での調査結果から最高の職場（greatworkplace）の特徴を

明らかにしている44）。それは、従業員が会社や経営者を信頼し、自分の仕事や商品・サービス

に誇りを持ち、同僚と連帯感を持てる会社であり、信頼（信用、尊敬、公正から成る）、誇り、

連帯感を持っている。バーチェルとロビンによると、良い会社と最高の会社との決定的な相違

を生むのは人であり、リーダーは、従業員と組織の強い絆を築くことに深く関与しており、職

場における信頼・誇り・連帯感の強化こそ、今日の組織における効果的なリーダーシップのま

さに中心的課題である。

D.ウルリッチ（Ulrich）とW.ウルリッチ（Ulrich）は、仕事や職場における意味の重要

性を指摘し、充実した組織作りに必要なリーダーシップを明らかにしている45）。彼らによると、

充実した組織（abundantorganization）とは、「個々の従業員が自分自身に対する意味を生

み出し、ステークホルダーに対する価値を創造し、人間社会全体に希望を生み出すために、自

らの意欲と行動を注ぎ込む職場である」46）。このような充実した組織を作り出すことがリーダー

の役割であり、それは意味形成ないし意味実現（充実）に関係している。この役割を果たすた

めにリーダーは次の課題に取り組む必要がある47）。①アイデンティティ、②目的と方向性、

③良好な人間関係の形成、④充実した職場の構築、⑤働きがいのある仕事、⑥成長、学習、再

起力、⑦礼節と幸福感、がそれである。リーダーがこれらに取り組むことで、働く人々の充実

した組織が作られる、としている。

経営研究 第66巻 第3号20



以上のような職場における働きがいや意味充実を図る職場を形成するためには、何よりも職

場の倫理規範が高くなければできない。それは、働く人々の人間としての尊厳が尊重されなけ

ればならないからである。前述のように、経営倫理の経済的レベル、法的レベルの企業では、

働く人々がやる気を持って仕事ができるような職場はなかなかできない。それは、現在の市場

経済体制下では何よりも従業員の尊厳よりも企業の利益を求めるからである。最高の職場や充

実した組織を形成するためには、少なくとも人道的レベル以上の経営倫理が求められるのであ

る。しかし、本稿では、さらに一段高いスピリチュアルレベルの職場づくりを求め、スピリチュ

アリティに基づいて経営を行うことが働く人々が真に充実し、意味実現する最高の職場を構築

すると考えている。近年頻発している不祥事や過労死など企業を取り巻く厳しい社会的状況の

中で、社会から真に信頼され、従業員が働きがいや生きがいを持てる組織を構築するためには、

経営者はスピリチュアリティに基づいて経営する必要がある。人々がスピリチュアルな価値を

求め、働くことの意味や人生の意味を求めるにつれて、スピリチュアル経営が必要になる。そ

して、人間としての究極的発達がスピリチュアリティであるならば、人々はスピリチュアル経

営を求めるのである。

それではスピリチュアル経営とは何であろうか。この点についてはすでに論議したので48）、

要約して示そう。スピリチュアル経営は、①自己超越性、②信頼、③支援、④憐情、⑤献身、

⑥天職、の特徴を持っている。この中で、特に、①の自己超越性と④の憐情について説明する

と、次のようになる。①の自己超越性は、自我や自己利益を越えて他者や社会あるいは地球全

体の利益を考慮することである。スピリチュアリティが自己から集団、組織、社会、地球、そ

して宇宙を志向する意識の発達であるならば、自己超越性がスピリチュアリティの基本的特質

である。それは、一般には利他的愛に基づき他者や社会の利益を求めることである。これは、

従来の経営が自己の利益極大化を志向することとは逆の考え方である。

④の憐情（compassion）は、他者を深く配慮し思いやることである。それは他者の存在に

関心を払い、他者の問題や悩みと一体化し、それらの問題を一緒に考え、解決することを目指

すことである。これは利他的愛の行為として現れるものであり、スピリチュアル行為である。

このようなスピリチュアル経営は、経営者が職場におけるスピリチュアルな欲求や価値の重

要性を認識し、人々（従業員）を単に物質的、肉体的、心理的存在としてのみ捉えるのではな

く、スピリチュアルな存在として捉え、組織の使命やそのスピリチュアルな価値を成員と共有

し、彼（女）らの意味実現を支援し、自己超越的に行動するように運営することである。スピ

リチュアル経営の経営者ないしリーダーは、自己の経済的利益よりも社会全体あるいは地球全

体の利益を求めるものであり、スピリチュアリティに基づいて組織の有効性を達成するのであ

る。

しかしながら、多くの人々がヴィルバーの意識の発達段階での神話（自組織中心）レベルで

あり、せいぜい合理的（社会中心）レベルにあるならば、相対的（世界中心）レベル以上の組
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織を構築することは困難である。しかし、困難であるとしても働く人々にとって最高の職場、

多くの利害関係者にとって良い組織が持続可能な組織であるなら、組織が長期的に存続発展す

るためには、そのような組織を構築する必要がある。

それでは高い倫理意識を持ったスピリチュアル経営を構築するためには何が求められるので

あろうか。その条件とは何であろうか。第一の条件は、経営者ないしリーダーが高いレベルへ

成長発達することである。そして、そのために自ら高い発達段階を求めて研鑽し、成長を続け

る努力をすることである。少なくとも、世界中心レベルから、地球中心、宇宙中心レベルへ、

すなわちスピリチュアルを求めて努力研鑽することである。しかし、いくら経営者が高いレベ

ルにあっても、企業としての経営倫理レベルは企業全体の従業員の平均レベルを表すので、経

営倫理レベルを高めるためには企業全体として道徳ないし倫理意識を高める教育研修をするこ

とである。

そのためには経営者は次の役割を果たすことが重要である。一つ目の役割は、経営者が自己

や役員の発達レベルがどの段階にあるかを把握することである。これは意識、思考、道徳、世

界観や人生観などの左上象限でのレベルを把握することである。二つ目は、自社の経営倫理の

レベルがどの段階にあるかを診断し、把握することである。これは集団や組織全体の平均レベ

ルの倫理観、世界観、価値観、あるいは組織文化や倫理風土などの左下象限である。三つ目は、

倫理規範、組織構造、報酬体系、罰則規定などの企業の外的システム、すなわち右下象限がど

のようなものかを把握することである。四つ目は、従業員の職務行動や倫理的行動などがどの

ようなものか把握することである。企業活動は、最終的には個々の成員の行動で現れるもので

あり、個々人が倫理的行為ないし法令順守的行為をするか、あるいは法令に反する不祥事を起

こすかで現れる。これらの役割は、四象限モデルに基づいてそれぞれの象限の現在の状態、レ

ベル、ライン、タイプを把握することを意味している。

そこで、スピリチュアル経営を行うための第二の条件は、組織の現状やタイプなどを把握し

た後で、その望ましい状態やレベル、すなわち目標を設定することである。そして、四象限モ

デルに沿ってそれぞれの象限での目標達成に必要な施策を実施することである。目標達成のた

めの発達レベル（左上象限）、目標とする経営倫理レベルや組織文化の構築（左下象限）、目標

とする倫理規範や罰則規定、報酬規程の制定（右下象限）、理想とする倫理的行動ないし模範

的行動（右上象限）を奨励するのである。

第三の条件は、経営者の意識の発達が高いレベルにない場合の課題である。これは、経営者

の発達がたとえスピリチュアリティの段階でなくても、少なくともラインとしてのスピリチュ

アリティの存在を認めることである。前述したように、人間には多様なラインがあるが、近年、

マネジメントでも人間の知能として、PQ（PhysicalIntelligence,身体的知能）、IQ（Cogni-

tiveIntelligence,認知的知能）、EQ（EmotionalEntelligence,感情的知能）、SQ（スピリチュ

アル知能）の存在が認められ、SQの重要性が認識されてきている49）。そして、SQが阻害さ
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れると、人々は職場で働くことの意味を失い、組織目的を達成しようとするモチベーションを

低下させることが示されている。これは、今日のマネジメントでは、知性、感情、身体、スピ

リットが重要であるからであり、特に、スピリットは人間の身体に宿っている生命力であり、

エネルギーの源であり、前者の三つの基礎にあるからである。このことは発達の最高レベルの

スピリチュアリティではなくとも、ラインとしてのスピリチュアリティが企業経営にとっては

重要な要因であることを意味している。

しかし、従来のマネジメント理論はSQをほとんど考慮していない。IQは仕事や職務に関

連する専門的知識であり、EQは人間関係能力である。またバーナードの道徳性の問題は一部

SQに関わっているが、彼はマネジメントに関連するSQの問題を分析していない。しかし、

従業員が働く意味や働きがいを求め、精神的な充足を求めているならば、スピリチュアリティ

はマネジメントでも重要な問題である。もし経営者が従業員をスピリチュアルな存在として捉

え、スピリチュアリティの欲求を満たすように仕事を工夫するならば、従業員の態度は変化し、

結果として生産性や業績も向上する。J.キウーラ（Ciulla）のいうように、人間は敬意をもっ

て扱われ、意味のある仕事を通じてまっとうな暮らしができれば満足するからである50）。経営

者は、少なくとも従業員をスピリチュアルな存在として捉え、尊敬と敬意を持って扱うことが

必要なのである。

第四は、利害関係者から信頼される組織を構築することである。倫理に基づく有徳企業であ

れ、スピリチュアル企業であれ、その最低限の条件は企業に関わる人々から信頼されることで

ある。企業がどのように崇高な理念を掲げ、高い道徳ないし倫理規範を掲げても、日々の活動

で人々の期待を裏切り、信頼されなければ、有徳経営やスピリチュアル経営は実現できない。

それは、経営者と従業員との間に、あるいは組織成員間に絶対的信頼がなければ行われないか

らである。

それでは信頼とは何であろうか。信頼についてはすでに論述したように51）、信頼は、自分

で解決できない問題を抱えた人（信頼者）が、その問題解決において他者に依存するという脆

弱な状況で、他者（被信頼者）がその脆弱性や弱点を攻撃するどころか，逆にその問題解決を

図るという期待である。それではなぜ信頼者は脆弱な立場にありながらも被信頼者を信頼する

のであろうか。それは，被信頼者が言行一致、配慮、平等、自己開示、一体化、などの特徴を

持っているからである。しかし、これは人間関係一般での信頼であり、対人的信頼である。さ

らに仕事において信頼を得るためには、能力とロゴスが必要である。これらの特徴は、道徳性

を表す指標であり、これらの特徴を有する人は人徳のある人間と呼ばれるのである。

信頼は、一般には対人的な問題が中心になるが、しかし、信頼が組織の問題になる場合には，

組織はさらにシステム的信頼とコンテクスト的信頼を形成する必要がある。システム的信頼は，

システムそのものが全体として持つ信頼のことである。これはシステムを構成する個々の要素

の相互関係によって生み出される信頼である。例えば、飛行機についていえば，パイロットが
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優れた能力や技能を持っていても，飛行機が整備不良であれば，飛行機に搭乗することは危険

であり、それは飛行機、パイロット、整備士などシステム全体としての信頼性に欠け、システ

ム的信頼がないことになる。

コンテクスト的信頼は組織自体の信頼である。この信頼は、組織が利害関係者の期待に応え、

彼らや彼女らからどのように評価されるかという組織の有効性の問題である。これは，組織参

加者の動機の満足ないし意味充足、組織目的の達成、社会貢献、組織自体の変革や自己創造、

を行うことで達成される。すなわち、組織がこれらを達成すると多くの利害関係者から信頼さ

れ、コンテクスト的信頼を得られるのである。

以上のように信頼に対人的信頼、システム的信頼、コンテクスト的信頼があるならば、これ

ら三つを形成することが多くの利害関係者から高く信頼される組織を構築することになる。こ

のような信頼性の高い組織は、基本的には意味充足ないし意味実現する組織である。このよう

な意味実現は、基本的には個々人がどのように意味を発見するかに依存している。フランクルの

言うように、人間は自分の人生について意味を発見することに責任があるからである。しかし、

意味実現に対して個々人に責任があるとしても、経営者は職場作りや職務編成に大きな責任が

ある。経営者が従業員をスピリチュアルな存在として捉え、スピリチュアルな欲求を満たせる

ように職場作りを行うかどうかは、従業員の意味実現に影響を与える。そこで、経営者（リー

ダー）と組織成員は、共に仕事の意味や働きがいのある職場作りをする必要がある。経営者と

組織成員が、自己超越的に行動し、相互に尊重し、真の声を聴き、一体化するようにコミュニ

ケーションを行うならば、高い倫理規範のあるスピリチュアル経営が実現できるのである。

6 結び

以上、倫理の発達とスピリチュアリティの関係、および経営倫理のレベルについて検討して

きた。道徳ないし倫理の発達段階として、（1）自己中心的、（2）自集団中心的、（3）世界中心

的、（4）宇宙中心的レベルがあり、宇宙中心レベルがスピリチュアルレベルであることを示し

てきた。

経営倫理は、基本的には企業が正しいこと、正当なこと、公平なことを行う義務であるが、

経営倫理は企業全体の平均の道徳的発達レベルであり、これには、道徳の発達レベルに対応し

て（1）経済的、（2）法的、（3）人道的、（4）スピリチュアルレベルがあることを示してきた。

現代の資本主義社会では、経済的レベルや法的レベルの企業が大多数であり、有徳企業は少数

であり、スピリチュアル企業は極めて少数である。

それでは、なぜこのような社会的状況の中で、高い倫理意識あるいはスピリチュアリティに

基づいて経営する必要があるのであろうか。あるいは企業が経済的利益を求める組織体であり、

市場経済体制の中で行動しているならば、なぜ企業は高い倫理的観点から行動することが必要

なのであろうか。それは企業が市場万能主義的に経済的レベルで活動し続ければ、ラズロがい
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うように、生態系、経済、金融、社会を含め世界そのものが持続不可能になるからである。持

続可能な組織や社会を作るためには、われわれの意識、価値観、世界観を変え、より高い倫理

観あるいはスピリチュアリティに基づいて経営することが必要なのである。さらに、人間の究

極的発達段階がスピリチュアリティであり、また人間がスピリチュアリティないし精神的存在

であるならば、企業や組織でスピリチュアルな欲求を満たすように仕事や職場を作る必要があ

るからである。

そこで、本稿は、そのピリチュアル経営を構築するための条件を示してきた。第一の条件は、

経営者自身が高いレベルへ成長することである。そして、そのために自ら高い発達段階を求め

て研鑽し、成長を続ける努力をすることである。第二の条件は、組織の現状やレベルなどを把

握し、組織の望ましい状態やレベル（目標）を設定することである。第三の条件は、経営者が

少なくともラインとしてのスピリチュアリティの存在を認め、従業員をスピリチュアルな存在

として認識することである。第四は、利害関係者から信頼される組織を構築することである。

有徳企業であれ、スピリチュアル企業であれ、その最低限の条件は企業に関わる人々から信頼

されることにあるからである。このような条件が整うことで、倫理意識の高いスピリチュアリ

ティに基づく最高の職場や充実した組織を形成できるのである。

スピリチュアル経営は、経営者がスピリチュアルな欲求や価値の重要性を認識し、人々（従

業員）を単に物質的、肉体的、心理的存在としてのみ捉えるのではなく、スピリチュアルな存

在として捉え、企業の使命やそのスピリチュアルな価値を成員と共有し、彼（女）らの意味発

見を支援し、自己超越的に行動するように運営することである。スピリチュアル企業の経営者

は、自己の経済的利益より社会全体あるいは地球全体の利益を求めるものであり、スピリチュ

アリティに基づいて組織の有効性を達成するのである。
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The Development of Business Ethics and Spirituality

Masao Karimata and Yanmei Wang

Summary

This paper investigates the relationship between the development of morality

and spirituality, and the level of development of business ethics. It also clarifies

the conditions needed to facilitate spiritual management in order to build a

workplace（organization）that is most rewarding.

There are different stages in the development of morality or ethics: egocentric;

ethnocentric; worldcentric; and kosmocentric; with the last being the spiritual

level. Business ethics is basically the duty of companies to act correctly, legiti-

mately, and fairly. Business ethics also pertains to the average level of moral

development of a company as a whole, which includes economic, legal, humani-

tarian, and spiritual levels.

Since a company pursues economic benefits and functions within a market

economy, why should it maintain a highly ethical standpoint? This is because if

they continue to act from a purely market oriented and economic standpoint,

the world itself would become unsustainable. In order to build sustainable

organizations and societies, our awareness, values, and worldviews must change,

and management must be conducted based upon a higher sense of ethics or spiri-

tuality. Further, the ultimate stage of human development is spirituality, and if

humans are spiritual in nature, it will become necessary for companies to provide

them with work and workplaces that satisfy their spiritual needs.

Spiritual management is not merely managers understanding employees in

terms of their physical, corporeal, and psychological existence, but also in terms

of their spiritual existence Through spiritual management, a company shares its

mission and spiritual values with its members, supports their realization of

meaning, acts self transcendentally, and achieves organizational effectiveness.
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