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経営に演劇？
　最近、企業経営者との会話の中で、最も頻繁に
出てくるテーマは「イノベーション」である。新
製品開発やサービス化、新しいビジネスモデルの
創造について取り組むものの、なかなか進展しな
いことに苛立っている経営者が多い。次によく話
題に上がるのは、「ダイバーシティ」だろう。働き
方改革の圧力もあり、女性の活躍促進に苦心して
いるという悩みや、労働力不足により雇用した外
国人と日本人との相互理解に苦労しているエピ
ソードをよく聞く。また、組織のサイロ化や若手
社員と中堅社員の溝など、「コミュニケーション」
にまつわる話題もよく出る。
　こうした経営上の課題に効果があるのが「演劇
アプローチ」である。「経営」に「演劇」？　皆さ
んの頭の中は、今、クエスチョンマークでいっぱ
いだろう。一体、この２つに、どのような関係が
あるのだろうか。「演劇の素養があれば、プレゼン
テーションが上手」ということぐらいは想像でき

るかもしれない。それもそうなのだが、もっと深
い関わりがある。日本では、経営と演劇のつなが
りについて知る人は少ないが、実は、欧米のビジ
ネスパーソンの多くは、その関係を理解している。
欧米のビジネススクールには演劇に関連した科目
があるし、欧米の劇団は企業研修を請け負ってい
るのである。
　では、どんな関係があるのだろうか。この種明
かしは少し後にして、まずは演劇アプローチとは
どのようなものかを見ていこう。
　
演劇アプローチ
　皆さんは、演劇で役を演じたことはあるだろう
か。幼稚園や小学校の学芸会で舞台に上がったこ
とはあるだろう。稽古では、セリフを覚えるのに
必死だったかもしれない。
　プロの俳優は、配役が決まると、セリフを覚え
ることよりも、その役の理解に取り組む。どんな
人物なのか、どういう価値観を持っているのかを
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Point
❶  イノベーションやダイバーシティなど、経営のさまざまな課題に、演劇アプローチが効果的である。
❷  演劇アプローチとは、役者の役作りの手法を応用したものだが、視点取得を通じた共感の手法であ
る。

❸ 欧米では、演劇アプローチの教育プログラムが充実している。
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考える。いわゆる役作りである。もらった役が殺
人者であったなら、その役が人を殺すに至った過
程や理由は何かと考える。そして、その役が自分
とは全く異なる考えの人物でも、役の存在をその
まま肯定して理解しようとするのである。
　俳優の役作りの基盤となっているのが、スタニ
スラフスキーの演技システムである。コンスタン
チン・スタニスラフスキー（1863 ～ 1938）は、
ロシアの俳優兼演出家である。彼は、独裁的な演
出をするのではなく、俳優たちとテーブルを囲ん
で討論していく中で演劇を作っていった。例えば
図表１は、彼が俳優に投げかけた９つの質問であ
る。これらは、俳優が役になりきるために理解し
ておくべき情報である。これらは必ずしも台本に
書いてあるわけではない。行間を読んでイメージ
していくのである。台本を読むだけでなく、役が
生きた場所を訪れたり、役が使ったであろう道具
を触ったりして、イメージを明確にしていく。第
１の質問の「私は誰か」も、単に名前や肩書きを
答えるのではなく、どこで生まれ、どんな人生を
送ってきたのか、だれにどんな影響を受けてきた
のかといった問いに答えていく。こうした準備を
すると、俳優はよりリアリティのある演技ができ
るようになり、即興での対応も可能になる。たと
え相手役がセリフを間違えたとしても、その状況
に合った台本にはない受け答えができるようにな
る。
　故十八代目中村勘三郎がテレビで言っていたが、
父であり先代の中村勘三郎と共演すると、必ず先
代から台本にない問いかけを本番でされたとい

う。江戸時代が舞台の歌舞伎で、「昨晩は何を食っ
たい？」と問われ、的確に答えられず、しどろも
どろになってしまったエピソードを話していた。
そうした問いかけには、その役が食べていそうな
食べ物を即座に答えなければならない。まさかハ
ンバーガーとは言えない。先代のやや意地悪な問
いかけは、「何を問われても、つじつまが合う答え
ができるように準備しなくてはならない」という
ことを教育するためだったようだ。
　俳優は、たんにセリフを覚えるのではなく、そ
の役になりきるためにさまざまな努力をしている
のである。こうした俳優の役作り技法などを経営
に応用しようという取り組みを「演劇アプローチ

（Theatrical approach）」という。
　
視点取得と共感
　経営と演劇の関係は、まだこの段階でもいまひ
とつピンとこないだろうが、もう少し我慢してほ
しい。この節で、演劇アプローチの理論的背景を
述べてから、次節でひもとこう。
　上述のような役作り、例えばスタニスラフスキー
の９つの質問をすると、なぜ、俳優はリアリティ
のある演技ができるのだろうか。それは、俳優が
役の視点を取得できているからである。演じる人
物が、周りの状況をどのように見ていたかが理解
できているからである。そのメカニズムを心理学
の用語を使って説明すると、「視点取得（パースペ
クティブ・テイキング）」をしていることになる。
　視点取得は、「自分が他者の立場にいると想像す
る認知的行為」と定義されている。また、「優勢で
自動的、自己中心的な視点を離れ、それとは別の
視点から出来事、他者、自己を眺め理解する認識
作用」という定義もある。いずれにしても、自分
の視点ではなく、他者の視点で物事を見ることで
ある。
　例えば、友人とテーブルを挟んで向かい合って
いたとする。あなたには、友人や友人の背景にあ
るものが見えているだろう。では、友人には何が
見えているだろうか。おそらく、あなたやあなた

図表 1　スタニスラフスキーの 9つの質問
1. Who I am? 私は誰か
2. Where am I? どこ
3. When is it? いつ
4. What do I want?/action 何がしたいか
5. Why do I want it? なぜそうしたいか
6. How do I get it? どのように達成するか
7. What is in my way? 邪魔しているものは何か
8. Why do I want it now? なぜ今か
9. What will happen, if I don’t get it? もし目的が達成されないと、

どうなるか

出所：  Barter, N.（2016）「スタイスラフスキーの９つの質問」に
筆者加筆
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の後ろにあるものが見えているだろう。こうした
空間に関わる他者の視点を想像することを空間的
視点取得と言う。
　次に、そのテーブルには赤いりんごが置いてあっ
たとしよう。おなかが減っているあなたは、「食べ
たいなあ」と食物としてりんごを見ている。しかし、
りんご農家で育った友人は、同じりんごを見て、
実家や父親を思い出しているかもしれない。こう
した、他者の考えや気持ちを想像することを社会
的視点取得と呼ぶ。
　こうした視点取得の能力は、人間の成長と共に
向上していく。図表 2 に示すように、3 歳から
5 歳ぐらいまでは、自分と他人との区分が未分化
であるため、自分と他人が別であることは分かっ
ていても、自分の好きなものは他人も好きだと思っ
ている。自分がサッカーを好きなら、友達もサッ
カーが好きだと考えてしまう。6 歳ぐらいになっ
てくると、他人が泣いていると悲しいのだろうと
想像できるようになる。しかし、涙と喜びは、彼
らには結びつかないので、うれし泣きは理解でき
ない。
　その後も成長するごとに向上していくが、個人
差があり、大人になっても視点取得の能力の低い
人もいれば高い人もいる。もちろん、俳優は訓練
しているのでかなり高いと考えられる。
　さて、他者の視点が取得できれば、おのずと他
者の感情も湧き上がってくる。それが、「共感」で

ある。共感とは、他者が感じているような感情を
抱くようになることである。図表 3 の通り、われ
われは、視点取得ができれば共感もできるのであ
る。俳優が、泣くシーンで目薬もつけずに涙を流
せるのは、役の視点を取得し、役と同じような感
情を抱いているからである。
　過去の研究から、他者へ共感すれば、他者への
援助行動を起こすことが分かっている。また、人
のためや社会のために無私の心でする行為（向社
会的行為）の確率も高くなる。つまり、他者の視

図表 2　視点取得能力の発達

レベル0
• 自己中心的段階（3歳～5歳）
• 自分と他人という区分が未分化

レベル1
• 主観的段階（6歳～7歳）
• 自分の視点と他者の視点を区別。表面的な行動から感情を予測

レベル2
• 二人称相応的段階（8歳～11歳）
• 他者の視点から自分の思考や行動について考えることができる

レベル3
• 三人称的段階（12歳～14歳）
• 第三者の視点を取ることができ、自分を客観的に見ることができる

レベル4
• 一般化された段階（15歳～18歳）
• 自分がいろんな社会的カテゴリーに属していることに気づく

出所：安藤・新堂（2013）

図表 3　視点取得と共感

視点取得
Perspective 
Taking

共感
Empathy

出所：葉山他（2008）に筆者加筆

図表 4　共感の結果要因

共感

援助
行動

向社会
的行動罪悪感

出所：山岸（2001）に筆者加筆
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点を取得すれば、その他者に共感し援助行動をす
るのである。
　このように、演劇アプローチは、他者への共感
の手法とも言えるのである。

経営との関係
　さて、かなり回り道をしたが、いよいよ演劇ア
プローチが経営に役立つ理由を述べていこう。
　まず、ダイバーシティに対して演劇アプローチ
が効果を持つ理由だが、これはもう説明はいらな
いかもしれない。男性が女性、女性が男性、日本
人が外国人など、相手の視点を取得すれば、相手
へ共感することができる。そうすれば相互理解が
深まるだろうし、互いに支援行動も起きるだろう。
　ダイバーシティを阻む要因として、無意識の偏
見（アンコンシャスバイアス）がよく指摘される。
人は、それぞれ異なる存在なのに、「女性は細やか
な配慮ができる」とか、「米国人は論理的である」
といったステレオタイプで一般化してしまうこと
がある。そうすると、誤った行動をしてしまう。個々
の相手の視点取得をすれば、そうした問題はなく
なるのである。
　次に、組織のサイロ化や若手社員と中堅社員の
溝などの「コミュニケーション」についても、視
点取得が効果的であることは、もう想像できるだ
ろう。他部門の人が何に関心があり、何を考えて
いるか、若手社員が何を考えているかが分かれば、
お互いを理解するようになり、コミュニケーショ
ンは円滑になるだろう。
　イノベーションに対する効果については、少し
説明がいるかもしれない。昨今、イノベーション

を生み出す手法として、デザイン シンキングに注
目が集まっている。デザイン シンキングは、デザ
イナーがデザイン業務で利用する思考法を、ビジ
ネスに応用することである。テクノロジーの進化
やそれに伴った経営環境の変化が激しい今日では、
従来の演繹的なロジカル シンキングに則った手法
では、イノベーションは生まれにくい。したがって、
新しい発想が生まれやすいデザイン シンキングに
期待を寄せる企業が多いのである。
　図表５が、デザイン シンキングのプロセスだが、
第 1 ステップは共感である。実在のユーザーを観
察して、そのユーザーの視点を取得し、共感する
ことから始まるのである。ユーザーへの共感がで
きたかどうかで、プロジェクト全体の成否が決まっ
てしまう。共感なくしてイノベーションなしであ
る。この第 1 ステップに効果的なのが、演劇アプ
ローチなのである。ユーザーの観察に加えて、演
劇アプローチを使うことで、共感の度合いが強く
なるのである。
　また、演劇アプローチは、第 3 ステップのアイ
デア創出や第 4 ステップのプロトタイピングにも
活用できる。アイデアを出すためにボディストー
ミングという演劇的な手法があるし、ユーザーに
共感した状態でプロトタイピングを行えば、ユー
ザーの反応が予測でき、プロトタイプの評価も可
能になる。演劇アプローチは、イノベーションプ
ロセスの諸所で生きてくるのである。
　演劇アプローチは、創業精神の浸透にも活用で
きる。従業員に創業者の視点取得をさせれば、創
業者が述べる社是の本来の意味合いを理解するこ
とができるだろうし、愛社精神も育めるかもしれ

図表 5　デザイン シンキングのプロセス

共感 問題定義
アイデア
創出

プロトタ
イピング

検証

出所：宮澤（2014）
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ない。営業部門で使えば、顧客への提案内容が的
確になるだろうし、サービスのスタッフが使えば、
ホスピタリティが高まるだろう。
　このように、演劇アプローチは、経営の多様な
場面で効果を発揮するのである。

演劇アプローチの教育プログラム
　では、演劇アプローチのビジネス教育とはどの
ようなものなのだろうか。
　欧米のビジネススクールは、リーダーシップス
キルやコミュニケーションスキルの向上に焦点を
当てた授業になっている。マサチューセッツ工科
大学 スローン・ビジネススクールの “EnActing 
Leadership: Shakespeare and performance”　とい
う授業では、履修者は実際にマクベスを演じる。
バージニア大学・ダーデン ビジネススクールの　
“Leadership & Theater: Ethics, Innovation & 
Creativity” という授業でも、演劇の分析から始ま
り、短い芝居の実技を重ね、やや長めの芝居を演
じるという授業構成になっている。
　ケリー・レオナルド、トム・ヨートン著『なぜ
一流の経営者は即興コメディを学ぶのか』という
本には、劇団「セカンドシティ」が行うビジネス
教育について記されている。セカンドシティの研
修は、基本的には即興劇（インプロビゼーション）
が中心になっている。モトローラ、日産、グーグル、
ナイキ、マクドナルドなどの企業がセカンドシティ
の研修を受けていると書かれている。
　実は、青山ビジネススクールでも、今年度から「ビ
ジネスへの演劇アプローチ」という授業が開講さ
れる。講師は、現役の俳優であり、MBA も修了し
ている広瀬彩氏（株式会社トビラボ代表取締役社
長）に依頼している。授業要綱を見てみると、緊
張のマネジメント、言語・非言語のコミュニケー
ション、場のマネジメント、身体で学ぶ意味、他
者の視点取得といったテーマが掲げられ、いずれ
も座学ではなく体を動かして学ぶ内容になってい
る。

　欧米では一般的である演劇アプローチは、日本
では、まだ十分理解されていない。しかし、日本
企業の課題を解決するための手法として検討する
価値はあるだろう。教育プログラムの性格上、実
際にやってみないと効果が実感できないため、な
かなか普及するのには時間がかかるだろう。ここ
まで読んでいただいた皆さんも、まだ腑に落ちて
はいないかもしれない。日本でも、わずかながら
演劇を使ったワークショップが行われているので、
まずは体験することをお勧めしたい。
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