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1．はじめに
　今さらながらであるが、人も企業も環境が変化
する中で生きている。今年、新型コロナウイルス
の影響で、われわれを取り巻く環境は大きく変わっ
た。
　本稿では、まず、新型コロナウイルス拡大の影
響を受け、意識と行動を変化させ続けている個人
について考察する。そして、同様に対応変化を余
儀なくされた筆者の関わるクライアントの意思決
定事例を挙げ、企業が「破壊的技術」に直面した
際に取る対応との類似性を指摘する。その上で、
いまだに落ち着きを見せることのない暫定的状態
の今、企業組織において求められる思考態度につ
いて考えてみたい。

2．		個人変化に関する考察
（1）意識と行動を変えざるを得なかった個人
　図表 1 は、市場環境の変化と企業適応のプロセ
スを一般化したものである。これによると、市場
環境においては、例えば企業間競争や社会の実態
など市場を形成するある種の「構造」が基盤となり、
それが派生して人々の価値観やものの考え方と
いった「意識」の変化、さらには新たな芽生えを
もたらすことになる。人の意識は目に見えにくい
が、それは「行動」として顕在化し、やがて社会
や企業から認識されることになる（図表 1 下半分
の三角形）。そして、市場環境におけるこうした「行
動」の変化を知覚し認識すると、何らかの対応を
とるべきだ、との「意識」が企業組織の中で生ま
れ始める。最初は組織内の一部で生じた意識でも

コロナショックの暫定状態における思考態度
—感染拡大初期局面での対応から考える—

Point
❶ 新型コロナウイルスの影響を受け始めてから、事柄の内容を問わず、人々はそれぞれの場面で従来
の発想を変え代替手段を通してこの苦難を乗り越えようとしている。その過程で生まれた発見や創
造は身近でイノベーションを実現した証しであり、「進化した個人」がそこにいる。

❷企業活動においても、もちろん、従来方法を変えて対応する場面が増えている。
❸個人にとっても企業においても、その代替手段は当初は未熟である。
❹ 企業で求められるのは、未熟な代替手段を発展させる過程で学習し知識を蓄積する力、試行錯誤を
許容し未知なことへのチャレンジを促す組織内環境である。

❺ それを支える基本発想は、組織メンバーそれぞれの解釈を組織全体の知恵につなげていく構成主義
的なものといえる。
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次第に社内の合意が図られて、企業としての対応
（「行動」）となる。その蓄積が社内の仕組みや制度
といった内部の「構造」をつくっていく（図表 1
上半分の三角形）。
　新型コロナウイルスの影響による個人変化を、
図表 1 下半分の三角形に沿って振り返ることがで
きる。本年 4 月の緊急事態宣言をはじめ、その後
も続く三密回避の要請など、世の中はわれわれに
経験したことのない制約を急速に課した。それは
構造的なレベルから社会を変えるほどのインパク
トを感じさせるものだった。その中で、「いつか元
に戻る、一時的なものだろう」との希望的観測に
よる根拠の乏しい前向きな意識を支えにして、手
探りで行動を変え始めるしかなかった。

（2）コロナ禍で進化した個人の存在
　こうした行動変容はわれわれにストレスを与え
た。健康社会学者のアーロン・アントノフスキー
によると、人間が持つ、ストレス対処のカギは、
次の三つの要素で構成されているという。

■  「把握可能感」：そのストレス状態は、混沌とし
ていて説明のできないものではなく、構造化さ

れた明瞭な情報として捉えられていると感じる
程度

■  「処理可能感」：そのストレス状態に対応するた
めの十分な資源を自分が自由に使えると感じる
程度

■  「有意味感」：そのストレス状態は、自分のエネ
ルギーを投入するに値し、関わる価値がある歓
迎すべき挑戦であると感じる程度

　未知で見えない強敵によって私たちのさまざま
な生活場面は制約を強いられた。何が正しい情報
なのかの判断はつき難く錯綜し、マスクや消毒液
など感染を防ぐための必需品の不足もあり、われ
われの「把握可能感」や「処理可能感」は著しく
低下した。そうした中だからこそ、意識・無意識
にかかわらず「有意味感」を大切にしようとした
人は多かったのではないだろうか。この機会を使っ
て新しいことに取り組んだり、巣ごもりしながら
独自の工夫で快適さを見いだしたりと、我慢の中
でも、自分なりに意味付けをして価値を見いだし
乗り越えようとしてきたに違いない。
　その過程では、状況を仕方なく受け止めて一時
的に意識や行動を変化させる対応や、むしろそれ
を受け入れて積極的に新たに何かを創造しようと
してきたことと思う。ここで考えたいのは、状況
を受け止めて
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一時的に対処するのと、受け
4 4

入れて
4 4 4

主体的に対処するのとでは、難局に向き合うスタ
ンスが異なるという点である。初めのうちは急に
訪れた不安定な状況を受け止め

4 4 4 4

、課された制約に
対して受け身の反応であったものが、その状況を
徐々に受け入れ

4 4 4 4

て能動的な対応を生み出した意識
と行動の変化に着目すべきと考える。なぜなら、
逆境にさらされたとき、状況に抗うだけでなく、
その中でも自分なりに意味を見いだし事態を乗り
越えるようとする前向きな姿勢を持つことが生き
抜く力となるからだ。コロナ禍において、事柄の
内容を問わず、発想を変え工夫をしながら新たに
何かを生み出した経験をわれわれ一人ひとりが
持っているとするならば、それまでとは違った「進

図表 1　市場の変化と企業適応のプロセス
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出所：嶋口（1984）を一部改変
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化した個人」になっている。仕事とは関係のない
ことでも、ある種のイノベーションを身近で実現
した個人の着想力や発想転換力を企業活動におい
ても活かしていくことはできないだろうか。むし
ろ、そのエネルギーを活かせない組織は、進化し
た個人からすると変化対応力の乏しい姿に映るか
もしれない。

3．		組織対応に関する考察
（1）筆者の周りで起きたこと
　今年の 2 月くらいから、筆者の仕事にも影響が
出始めた。クライアント組織内でのプロジェクト
型トレーニングやコンセプトワーク、単発の研修
が予定どおりに実施できなくなっていった。当時、
クライアントとのミーティングの中で筆者が一貫
して伝えていたことは、「予定していた取り組みを
“やる” か “やめる” かの方向性を、まず判断してく
ださい」、そして「“やる” という方向性が決まっ
たら制約の中での最善のやり方をご提案しますの
で、それを踏まえて方法を一緒に考えましょう」
ということだった。
　クライアントの対応はさまざまあったが、まと
めてみるといくつかのタイプに集約できる。

①「優先順位変更」型：

結果として、コロナ対応もしくは他の事柄の優先
度が相対的に高まり、予定どおりの取り組みがで
きなくなった事例。

②「手段変更」型：

“やる”と決め、そのやり方を見直して進めた事例。
このタイプの中でも、“やる” という意思決定が迅
速になされた組織と、結論を出すまでに時間を要
した組織とに分けることができる。後者のケース
には、次に示す③の要素が多分に含まれていた。

③「論点迷走／手段・目的逆転」型：

“やる”か“やめる”かの意思決定までに協議の論点
が迷走した事例。例えば、実施手段が制約される

ことによる期待効果の比較や、それを社内で説明
するための整合性をとることにとらわれ過ぎて、
枝葉末節な検討が続いたり本来の目的を見失った
りするような事例。結局、理解困難な理由で取り
組みの中止が決まった例もあった。

　このような大別において、③（「論点迷走／手段・
目的逆転」型）のタイプの組織で共通していたのは、
クライアントサイドから聞こえてくる「難しい」
という言葉だった。それに対して「何が難しいん
ですか？」と尋ねると、その答えはボンヤリして
いることが多かった。「難しい」というあいまいな
言葉は問題の本質を隠してしまい、本当に考える
べきことに蓋をしてしまう危険性があると感じた。
　確かに、従来は対面形式が当たり前だった企画
をこの騒動の中で実施することの難しさは観念的
には理解できる。しかし、「難しい」と一言で片付
けようとせずに、何が、どう難しいのかを突き詰
めて考えていかないと、思考とともに意味ある検
討や協議ができなくなり時間ばかり経ってしま
う。「難しい」という声の背景にあったのは「従来
のやり方（手段）を変えて、同じアウトプット（効
果）が得られるのだろうか？」という懸念だった。
しかしそれは、「難しい」のではなく「分からない
こと」なのではないか。手段を変えて同じ（ような）
効果が得られるかどうかは、正直、やってみない
と分からない。分からないことを考えても仕方が
ない。むしろ考えるべきことは、期待効果が得ら
れるような新たな手段の選定であり、それこそが

「難しい」のである。不可能という意味でなく、チャ
レンジという意味での難しさがそこにはある。

（2）未熟な代替手段のポテンシャルを引き出す
発想

　また、もう一つ考えるべきことがある。今後大
きく環境が変わっていく過渡期において、そもそ
も従来と同じ効果を求めることは適切なのだろう
か？ということだ。課された制約の中で講じる代
替手段は、当然、初めは不慣れで未熟な方法とな
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る。しかしそれが、これからの時代において当た
り前の手段になる可能性もある。なぜならば、初
期の段階では不安定ながらもそれを行い続けるこ
とで認められる価値は一定程度生じるからだ。そ
して、その価値に目覚めてしまうと、手放し難く
なるものでもある。テレワークについて考えてみ
てほしい。例えば、会社で仕事をするのが当たり
前で、会議は直接会って行うのが当然だった従来
のスタイルに対して、かつてのテレワーク環境は
要件を満たすことのできない不十分なものだっ
た。それゆえ「働き方改革」と叫ばれながらも浸透・
定着が進まなかったが、今回の騒動を契機に環境
を整え工夫を重ねていくことで、個人と組織の両
方に新しい価値をもたらした側面があることは否
定できない。このことを一般化すると図表 2 のよ
うになるのではないだろうか。
　これまで一定の効果（価値）が認められていた「手
段 A」があったとする。しかし環境変化により、
それは現実的な方法でなくなった。するとそれに
代わって「手段 B」が現れる。先々の平常が見え
ない暫定的な状態において当初、「手段 B」は従来
の「手段 A」と同じ効果を生むには未熟な方策と
見なされながらもやむを得ず採用される。それで
も、暫定状態が一定期間続く中で「手段 B」は継

続的に用いられ、そこに工夫が重ねられていく。
もちろん、手段そのものの発展ばかりでなく使い
手の力量も向上していく。すると「手段 B」が持っ
ていたポテンシャルが開花し、「手段 A」とは次元
の異なる新たな価値が認められるようになってく
る。そしてそこに、さらなる改善や工夫が加えら
れて、その価値はさらに高く出現するようになる。
かつて認識されることのなかった新たな価値は、
暫定状態がさらに続く中において、また、その先
でいつの間にか定着しているだろう新常態におい
て当然の方法として認められるものとなる。新常
態において「手段 A」が元どおり使えるようになっ
たならばそれも選択肢として残るかもしれないが、
それまでの試行錯誤の中で享受した価値は手放し
難く「手段 B」は当たり前のように世の中で受け
入れられていくようになる。
　従来の方法に制約が生じる急激な変化に直面し
たとき、その初期段階においては未熟な代替手段
を採用しながらもそれを使いこなすノウハウを素
早く学習し蓄積する力が、環境変化に適応する上
で重要であることを今回われわれは学んだ。その
とき企業組織においては、新たな取り組みに対す
る個々人の試行錯誤を許容し未知なことへのチャ
レンジを促す環境づくりと実際の後押しが必須と

図表 2　代替手段への期待効果とその変化
期待効果
（価値）

時間

Beforeコロナ

手段A

コロナ制約下
（暫定状態）

（制約下での未熟な代替手段）

新常態
（new normal）

手段A

手段B

手段B

出所：筆者作成
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なる。まだまだ続く暫定状態において、将来にわ
たる競争力の種まきは組織の中で始まっているの
だ。

（3）「破壊的技術」と「手段B」

　この論考の過程で思い出すのが、クリステンセ
ンの理論だ。既存製品の性能を向上させる「持続
的技術」と、短期的には製品の性能を引き下げる
ことになるがそれまでとはまったく異なる価値基
準を市場にもたらす「破壊的技術」に関する主張
である。顧客の声に耳を傾けて、例えば顧客の次
世代の要望に応えるような「持続的技術」に注力
するという論理的で正しい判断が、少数の新たな
顧客には評価されるがそれまでの主要市場のメイ
ン顧客には見向きもされない「破壊的技術」への
対応を遅らせて、行く行く失敗に陥ってしまうこ
とになる、というものだ。
　この「破壊的技術」と「手段 B」への対応につ
いて、両者で共通している点は多い（図表 3）。い
ずれも現に世の中に存在し始めたものであるが、
その効果や影響はまだ誰も体験したことがないの
で未知である点。そして、未知であるにもかかわ
らず意思決定に必要な分析情報を人は従来同様に
求め知りたがるという点。しかしその求める情報
は当然整わないのでこれまでの価値基準に照らし
た明確な評価ができず、従来路線を優先しようと
する傾向に陥る点。そのため、新たに出現したも
のに対する慎重な態度が対応を先延ばしする思考
態度を誘発させる点、である。

　従来の当たり前が通用しない混沌とした中では、
知らないことや予見できないことは当然ある。し
かし、そのこと自体を受け入れて、今とこれから
を主体的に想像し、創造していく意識と実践が個
人にも組織にも求められる。破壊的技術や手段 B
のような従来基準からすると好意的に見ることの
できない新たな刺激に触れたとき、特に組織にお
いて既存の論理でそれを全面否定したり、情報が
ないからといって判断が「難しい」と静観したり
する意思決定のスタンスが根強くあるならば注意
が必要かもしれない。コロナ禍の暫定状態を受け
入れてそれぞれに意味付けをしながら発想を変え、
主体的に行動を変えてきた、つまりイノベーティ
ブに進化した個人からすると、そうした組織の思
考態度に素朴に違和感を持つことは想像に難くな
い。そこから自分が所属する組織の将来性を見極
め、それが個人として組織を選ぶ基準の一つになっ
ても不思議ではないからだ。

4．		イノベーティブな個人を活かす組織として
の思考態度（組織開発の潮流から）

　組織は時代の変化とともに、その喩
たと

えられ方、
捉えられ方も変わってきた。
　古くは「建物」に喩えられ、今でも「組織の土
台ができていない」とか、「柱となる人物がいない」
という言い方がなされる。
　そして 20 世紀前半になると、組織を「機械」と
して捉える考え方が主流となっていった。生産性
や効率性を重視し、外部に閉ざされた組織システ

破壊的技術（破壊的製品）に関連して見られる特徴 手段Bに関連して見られる特徴

「破壊的技術の用途となる市場は、開発の時点では単にわか
4 4

らない
4 4 4

のではなく、知り得ない
4 4 4 4 4

」
「手段 B」による効果は、まだそれをやったり、使ったりした
ことがないので、単にわからないのでなく、だれも知らない

「破壊的製品がどのように、どれだけの量が使われるか、そ
もそも使われるかどうかは、使ってみるまでだれにも

4 4 4 4

、企業
にも顧客にもわからない」

「手段 B」による影響や効果はそれを使ってみるまでだれに
もわからない

「データがないのに市場データを必要」とする
「（破壊的製品の市場性が：筆者注）不透明な状況に直面した
マネージャーは、だれかが市場の輪郭をはっきりさせるまで
待とうとすることがある」

「破壊的技術を研究室で温め、主流市場に適したものになる
まで育てようとする」

「難しい」と考え、「手段 B」を用いる意思決定を先延ばしす
る傾向がある

図表 3　「破壊的技術」と「手段 B」

出所：クリステンセン『イノベーションのジレンマ』（左半分）に筆者加筆
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ムをあたかもスイッチ一つで始動させ、不具合が
生じたらその箇所を修理したり部品を交換したり
するかのようにして、全体を機能させていった。
それは「組織の歯車」とか「組織の潤滑油」とい
う表現につながっていった。
　20 世紀半ばになると「生命体」として捉えるよ
うになった。環境変化が激しく複雑性が増す中で、
組織内外の出来事に自律的に適応し、体内の器官
が自然と調和しながら全体を為している姿をイ
メージした。
　その上で、20 世紀後半以降、組織開発の分野に
おいて新たに認識されているのが「解釈を重視す
る」という傾向である。そこには社会構成主義と
いう考え方が背景にある。それは、「社会および文
化は既定のものとして存在するのではなく、意味
は社会的相互作用の中で、あるいは、それを通し
て創造されている」（フランク・J・バレット）と
いうものであり、対話や人間同士の関係性によっ
て現実世界が生み出されていくという考え方とい
える。例えば、部屋の隅にあるテーブルは物とし
てそこに存在するものの、物としての意味はその
物自体に本来備わっているわけではなく、それは、
学習机だったり、ドアストッパーであったり、物
置棚であったりするかもしれない。われわれが現
実として理解する世界は、人々の解釈とその合意
によって出来上がるものだと考えようとする態度
である。
　いつ元に戻るかどうか分からない暫定状態が続
き、何が正解なのかを誰もが知り得ない状況が続
く。その中においても、われわれは何かを生み出
していかなければならない。そんなときこそ、未
知なことを含めて周りで起きていることを新たに
意味付けしたり、見直したりすることで、その先
の方向性を積極的に描いていかないと後塵を拝す
ることになる。変化の時代に合わせて新しさばか
りを追求することが本質ではない。しかし、誰も
が見通せない状況において一歩前に出るには、組
織として自分たちなりに新しい意味を形成してい
かなければならない。手段 B の価値をどのように

見極め評価するのか。そこに唯一の答えはない。
しかし、組織の成功を支えてきた従来の論理や当
たり前を前提にして変化に直面したときの対応を

「難しい」と考えるのではなく、まずは組織を構成
する個人の解釈を引き出し、それを素材として組
織的解釈へと昇華させていく思考態度がこれから
の組織において求められることだと考える。個人
にとっても組織においても、それぞれの思考態度
がこの苦難の状況を経てもなお変わらずに済むこ
とはあり得ない。どのような思考態度を持つ個人
や組織が次の時代を早く切り拓き、リードするの
だろうか。組織開発の潮流からすれば、相互の関
わりの中で新たな意味や価値を創造するしなやか
な対話を尊重すること、そうした価値観を個人と
組織で共有し新たな取り組みにともに挑戦してい
くところにポイントがあるように思う。
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