Owner Interview

が中心となっています。

ともと自習用教材として考えてい

「もともと当校は別の理事長が運営していましたが、

たEラーニングが9月から稼働して

98年頃に頼まれて運営に関わるようになりました。そ

います。日本語能力試験（JLPT）

れまでは衆議院議員を目指して政治活動一筋だったので

対策用「JSL MeTHOD（メソッ

す。学校に関わるうち、日本語教育と政治は深く関わっ

ド）
」と、日本で生活するための必

ており、日本がアジアの中心で安定した経済・政治基盤

要最小限の日本語能力や知識・習慣

を持っているからこそ、周辺諸国の若者が集い、学ぶこ

を 身 に つ け る「JSL SURVIVAL

とができるのだと気づきました」
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島尻

昇様 （JSL日本アカデミー
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2019 年の入管法改正により、新たな在留資格が設けられ、外国人材の受け入れが可能となった今、
日本語教育機関の存在が大きくなっています。
株式会社 JSL インターナショナルが運営する「JSL 日本アカデミー」は沖縄で設立以来、東京校も開設し、
これまで 40 カ国以上の国・地域出身の卒業生を 1 万人ほど送り出してきました。
「言葉だけでなく日本での生活のすべてを教えるべき」と語る島尻昇理事長に思いを伺いました。

日本語教育機関の役目を広げて
日本の思いや文化まで伝える
少子高齢化で働き手が減少し続ける日本において、有

けでなく、日本人にとっても、日本の社会にとってもよ

能な外国人材の受け入れは喫緊の課題です。そのために

いことであり、
“三方よし”
（売り手よし、買い手よし、

前提となるのが日本語能力であり、それを教える日本語

世間よし）の精神にも通じます」

教育機関は重要な役割を担っています。1986年の設立
以来、長らく沖縄を本拠地として運営してきたJSL日
本アカデミーの島尻昇理事長はこう語ります。
「海外の人材を育て、世に送り出すことは当の学生だ

東南アジア、南米、東欧を回り
幅広く学生を募集する
JSL日本アカデミーは沖縄校に続いて2018年10月に
東京校を開校し、定員が沖縄校675名、東京校100名の
およそ計800名で、年間300～400名の卒業生を輩出。
コロナ禍前までは550～600名の在校生を抱えていまし
た。1999年に理事長に就任以降、ほかの日本語教育機
関があまり注目しなかった東南アジア諸国にも目を向
け、現地で熱心に募集活動を行ってきました。その結
果、在校生はネパール、ベトナム、フィリピン、インド
ネシアなどの東南アジア諸国やバングラデシュの出身者
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9月から始まったEラーニングの
イメージ画像

（サバイバル ）
」の2種から成り、

現校名であるJSLとは、ESL（English as a Second

来日待機中の学生の事前学習や、

Language：第二言語としての英語）の冒頭をJapanese

途中で帰国を余儀なくされた学生

に変えて命名したものです。

および勉強を続けたい卒業生、そ

「当初は中国人留学生が多く、間口を広げるために東

して在留外国人向けの教材として提供しています。JSL

南アジア各国、南米、東欧などを回りました。そこで世

の学生でなくても日本で働いており、日本語や日本の文

界の日本への期待を直接聞くことができました」

化に不安を感じている方も利用できるといいます。

同校では、学生本人と日本のために、日本語だけでな

2018年には学生に東京を体験させるために東京校を

く、日本での生活に必要な知識や作法などもすべて教え

開校。それがボルテックスとの出合いでもありました。

ます。最初の１年間は沖縄校の寮で過ごし、ゴミ出しや

「東京では30カ所ほど物件を回りましたが、なかなか

掃除などの生活習慣や交通ルールまで丁寧に指導。24

校舎としてふさわしい物件がありませんでした。その中

時間365日対応で相談に応じ、病気や事故では病院にも

で、ボルテックスさんの区分所有オフィスを初めて知

スタッフが付き添います。

り、浅草橋という好立地で予算に合った物件を入手でき

「ネパールの学生が母国でコンビニをつくるのが夢だ

て感謝しております。ワンフロアで教室を配置でき、学

というので、すでにコンビニはあるだろうと言ったら、

生の流れがよく見えるのがいいですね」と島尻理事長。

商品だけでなくサービスも売る“日本のコンビニ”を

「特に群馬県や栃木県の工場では日系ブラジル人の子

つくりたいと答えたので、日本の精神や文化がしっかり

供たちが日本語能力の不足に困っています。子供だけで

と伝わっていると感じ、うれしかったですね」

なく、家族全体を弊社が支援できれば、最終的には行政
にとってもプラスになります。今後はEラーニングを普

9 月から E ラーニングをスタート
どんな外国人でも日本語を学べる

及させ、日系人の家族や外国人を雇用している企業にも
役立ててほしいですね」と語る島尻理事長。これから

コロナ禍で海外の学生が来日できなくなった中で、も

も、外国人と日本人のよりよい架け橋を追求し続けます。

お客様ご紹介

ご保有物件のご紹介
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沖縄県生まれ。東京都立西高を経て慶應義塾大学へ進学。卒業
後、衆議院議員を目指して政治活動に打ち込む。1998 年に JSL
日本アカデミーの前身となる日本語教育機関の運営に参加。99
年に理事長に就任、2000 年に現校名に変更。07 年に専門学校
「JSL インターナショナルカレッジ」を設立。趣味は焚き火。
「い
ぶす」香りが好きで、最近は桜チップなどを使ったスモーク料
理を楽しんでいるとのこと。座右の銘は「志在必得」（志があれ
ば、必ず目標を達成できる）
。愛読書は田中角栄氏に関する書籍。
JSL日本アカデミー

http://www.jslnippon.jp
[ 所 在 地 ] 〒901-2125 沖縄県浦添市仲西1-1-1 JSLビル
[ 事業内容 ] 外国人に対する日本語教育

2014 年 6 月撮影

VORT浅草橋

(台東区・区分所有オフィス）

DATA
［専有面積］ 353.15㎡（106.82坪）
［ 最 寄 駅 ］ 総武線「浅草橋」駅 徒歩 6 分、浅草線「浅草橋」駅 徒歩 7 分
［構造・規模］鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建
［ 総 戸 数 ］ 10戸（店舗：3戸 事務所：7戸）
［ 築 年 月 ］ 1991年12月 新耐震基準適合
［敷地面積］ 509.62㎡（154.16坪）
［延床面積］ 3,221.33㎡（974.45坪）
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たる国が日本だといえますが、その主な要因としてあげ
の状況は、景気が悪いというよりも、経済的、社会的な
構造の弱さを持っているといえます。これが「構造的不

Profile
1974年東京大学経済学部卒業。専門は国際経済学。
東京大学大学院教授を経て 2016年4月に学習院大学
国際社会科学部教授、6月に東京大学名誉教授に就任。
2013年から6年間にわたり経済財政諮問会議の議員を
務める。そのほか、復興推進委員会委員長、社会保障制
度改革推進会議委員などの要職を務め、政策の実践現場
で多数の実績を有する。著書に、『入門経済学』(日本評
論社)、『ゼミナール国際経済入門』
、『ゼミナール現代経
済入門』(ともに日本経済新聞出版)など多数。

2022
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における日本の長期金利は3～5％程度ですが、近年で

う莫大な金額です。一方、政府はほぼ同じ規模の財政赤

はマイナス域にあり、非常に長期間にわたって金利が落

字を出していました。政府が財政赤字ということは、資

ち続けています。もう1つは、この状況は日本だけでは

金が足りず、加えて貯蓄不足ということです。

なく、アメリカやドイツも似た動きをしていることです。

少し大胆な言い方をすれば、コロナ禍以前の日本で

これが「長期停滞」です。構造的・長期的に金利が下

は、企業が膨大な余剰貯蓄をする一方で、政府が赤字を

がるこの状況では、各国経済の体温が低いといえます。

出すことで収支の不足を補い、双方が金額的に釣り合っ

これは景気が悪い、または景気の循環が滞っているわけ

ていたのです。その結果、
「経済は停滞しているが安定

ではなく、経済の構造的な問題が背後にあります。最大

していた」ともいえます。

のポイントは、企業が投資をしないことで起きる、資金

企業が投資をしないことによる資金需要の弱さは低金

需要の弱さです。それと連動して成長率も下がり、物価

利につながりますが、金利が低いと借金をしている企業

も上昇せず、または下がっていきます。

しています。日本は諸外国と比べて、突出して企業の貯

公表されていました。

おいては安定的だったといえます。

蓄が多く、つまり投資をしていません。その規模は、

しかし、2021年の数値を見ると、世界全体の成長率

経済というのは新陳代謝している状態が健全であり、

GDP比で5％を超える規模で続いています。その額は

は6％と予測され、アメリカは7％。世界経済が急速に

業績の悪い業界や企業は淘汰され、たとえばデジタルな

25～30兆円に上り、膨大な額の余剰貯蓄があるといえ

回復していることがわかります。日本は2021年に2.8％

どの新しい分野にシフトして、産業構造が変化していく

ます。

しか回復していませんが、ワクチンがさらに普及すれば

込んだ世界経済は、今年は順調に回復しつつあるのです。

2

全体で4.9％と、比較的高い経済成長率を予想していま
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成することを「リカバリー」といいます。つまりIMF

す。コロナ禍以前は3％前後でしたので、それを超える
成長率です。リバウンドは、もとの状態に復帰すること

は2022年の世界経済を、コロナ禍以前よりもさらに好
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か？」に移っています。IMFは2022年においても世界
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そして世の中の関心はすでに、
「2022年がどうなる
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を貯め込んでいました。これは対GDP比で約5％とい

10年間における倒産件数は非常に少なく、その意味に

6.0

V-Value

30年間、ずっと金利が下がり続けていること。1990年

− 3.5％、日本に至っては− 4.7％と、非常に悪い数値が

－3.2

出典：IMF
（国際通貨基金）2021年7月「世界経済見通し（WEO）改定見通し」
最新の成長率予測をもとに編集部作成

前の日本では、企業は毎年25～30兆円の「余剰貯蓄」

いい、企業がどのくらい余剰貯蓄を保有しているかを示

世界全体

中国

これを見ると2つのことに気づきます。1つは、この

とに、経済はずっと停滞しているにもかかわらず、この

況を「リバウンド」といいます。コロナ禍で大きく落ち

2021

られます。企業が投資をしていないのです。コロナ禍以

図3（次ページ）のグラフは「貯蓄投資バランス」と

図1）では、2020年は世界全体で − 3.2％、アメリカが

2020

利は、10年物国債の利回りを指標にしています。

にとっては利子負担が軽減します。そのため不思議なこ

このように、いったん悪化した経済状態が回復する状

実質GDP、
年間の増減率（％）

「長期金利」
（実質金利）の動きを表しています。長期金

経済が低調なほかの要因として「投資の停滞」もあげ

好転するでしょう。

IMFによる経済成長予測（GDP成長率）

図2のグラフは、1990年から近年までの約30年間の

況」であり、
「長期停滞」の原因の1つです。

IMF（国際通貨基金）の経済成長予測（GDP成長率、

図1

長期金利の 30 年間の動き

られるのが「低金利」
「低成長」
「低インフレ」です。こ

伊藤 元重氏

て、世界経済は大きく崩れはじめました。

望ましくない状態ではあります。

コロナ禍以前の世界経済はとても低調でした。その最

東京大学 名誉教授・学習院大学
国際社会科学部 教授

2020年以降新型コロナウイルス感染症の影響によっ

多く見受けられます。経済安定性を考えれば悪くはあり
ませんが、日本経済が活力をもって拡大するにはあまり

企業の投資が
今後の成長の鍵を握る

2022 年、日本経済の行方とは？

従来型のビジネスモデルのままで生き残っている企業が

「構造的不況」と「長期停滞」の解消

経済回復

本稿では、2021 年 9 月 7 日にオンラインで開催され
たセミナー「伊藤元重氏が語る企業の成長戦略」の
内容をレポートします。
ポストコロナの時代に停滞した世界経済を回復させ
るヒントとなるのが、気候変動問題に対応するこ
とで促進するグリーン・トランスフォーメーション
「GX」であり、すでに世界を席巻しているデジタル・
トランスフォーメーション「DX」です。
その世界的な流れに乗るには、日本は何をすべきな
のか？ 日本経済の課題と歩むべき道筋を、東京大学
名誉教授の伊藤元重氏に解説いただきました。

のが通常の動きです。しかし、世界的に見ると日本には

転するシナリオを織り込んでいるのです。
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, Long-term interest rates（indicator）. doi: 10.1787/662d712c-en（Accessed on 27 March 2019）
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（indicator）
. doi: 10.1787/eee82e6e-en（Accessed on 28 March 2019）をもとに編集部作成
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もう1つ大きなポイントは、
「供

ここで重要となるのは、
「気候変動を供給サイドだけ

給」が伸びてないという点です。供

の対応ではなく、需要サイドにまで結びつける」という

給とは、企業による投資です。先ほ

ことです。供給サイドの対応とは、経団連や経済産業省

このような動きが、今世界中で起こっています。同時

ども申し上げたとおり、供給サイド

などが各産業に対してCO2 の削減目標を設定し、それ

にこれらの事例は、日本経済が成長するための大きなヒ

としての企業による投資が増えない

を実現すべく関係する企業に対応を促すことを意味しま

ントになるはずです。日本企業によるEV（電気自動

限り経済は活性化しません。なぜな

す。こうした働きかけは重要ですが、企業は不可能な目

車）や再生可能エネルギーへの投資が加速すれば、国内

ら、供給が伸びなければ生産性も経

標を立てないために、目標が甘くなる傾向にあります。

の需要が高まり、生産性や潜在成長率も上がるはずで

済成長率も伸びないからです。民間

そこで、
「需要サイドまで結びつける」ことが重要に

す。さらに、投資した業界における技術革新への貢献も

投資は、企業が積極的にビジネスモ

なります。それは、政府が2030年までにCO2 を46％削

デルを変え、さらには産業で新陳代

減するという大きな目標を掲げたときに、企業がその対

謝を発生させるためにも必要なので

応策を具体的に考えるようにする、といったところまで

す。

を含みます。金融面では、気候変動問題に対応しない企

政府は企業にもっと投資をしてほ

業に対してお金が回らない仕組みを構築する、というア

そのためには役員の構成も変えていく必要がある、と考
えたわけです。

期待できるのです。

DX に関する論点
DXはすごいスピードで社会の変化を加速化させてい

1998年に日本は金融危機に陥り、金融機関も大きな

しいと考えています。しかし、それは企業の判断にゆだ

ダメージを受けました。企業はこの時期、
「過剰債務」
「過

ねられています。
「企業が動かなければ供給サイドは変

また、規模の大きな有力企業においては、自社だけで

倍ずつ高速化しています。また、5Gなどの「情報伝達

剰雇用」
「過剰設備」に苦しみ、それを解消するために

化しない」のです。コロナ禍以後、日本における企業の

なく、取引先企業にも「脱カーボン」を要求するという

技術」の発展にも注目が集まり、膨大なデータを蓄積す

リストラを行い、借金の返済を加速化し、投資を抑えま

こうした体質が変わったかどうかを見極めることが重要

仕組みも考えられます。これによって中小企業でも気候

るための「記録媒体」も安価になっています。その結

した。その結果、1998年から日本の企業の余剰資金が

です。今、企業は「改革と投資を進める危機感を持って

変動問題に真剣に取り組む体制が生まれます。さらに

果、情報処理、伝達、蓄積の技術が複合することによっ

徐々に増加したのです。当時の対処としては不可避だっ

いるか？」が問われています。

は、カーボンを出す活動には税金をかける、という仕組

て、さらなる進化が相乗的に促進されているのです。

たかもしれませんが、これが現在に至るまで続いている
ことは問題です。近年では企業業績が好転しているの

「GX」による成長戦略

日本がこうした経済状態に陥ったのは、何が原因だっ

みも考えられるでしょう。

ます。たとえば「半導体」の処理スピードは1年半で2

AIも同様に、機械学習によって急速に進化していま

以前であれば、気候変動問題は地球環境を守るために

す。近年、グーグルの翻訳ソフトのレベルが上がってい

やむをえないという理由から対応されてきました。しか

ますが、これはその恩恵によるものです。以前グーグル

投資の対象として今、世界が注目しているのが

し近年は、この問題へ積極的に対応することが企業に

は多くの言語学者を採用して翻訳ソフトをつくろうとし

「GX」と「DX」です。GXとは、気候変動問題などへ

とって成長のチャンスになる、経済活力を得るための大

ましたが、当時はあまりうまくいかなかったといいま

の対応によって経済が大きく変化することで、グリー

きな力となる、強いては「GXに対応しない企業は競争

す。その後、情報処理のスピードが上がり、膨大な文章

ン・トランスフォーメーションと呼ばれます。DXとは、

力を失っていく」という考えに変化しつつあります。

を機械に読ませ、AIに機械学習させたのです。その結

に、投資に対して非常に慎重な態勢を取っているのです。

日本に不足する「需要」と「供給」

プローチも考えられます。

デジタル・トランスフォーメーションであり、デジタル

数年前までは石炭で発電をするのはもっとも安価な手

1つは、日本経済において消費者や企業の「需要」が

技術の活用で経済が大きく変化することを意味します。

段でした。石炭を使用すればCO2 が排出されるので批

ここで強調したいのは、単に技術が進化しているだけ

非常に弱いという点です。2013年に発足した安倍内閣

実は、この2つが日本経済や世界経済のリカバリーの鍵

判を受けますが、それよりもコストを優先した結果で

でなく、より多くの資金と人材がそこに集まっていると

では、アベノミクスによって弱い需要を刺激しようと

を握っています。DXとGXを推進するためには大規模

す。しかし現在では、石炭でコストを下げて生産活動す

いうことです。今年9月にGAFA4社の時価総額が、日

し、金融政策を大胆に行いました。その結果、2012年

な民間投資が必要になるからです。

る企業は、今後の生き残りが問われる傾向にあります。

本の全株式総額を超えました。それほどGAFAをはじ

銀行においてもそうした企業に融資しない傾向が強まる

めとしたIT企業にお金が集まっています。それと連動

はずです。

し、膨大なベンチャー資金がデジタル分野に集まり、有

たのでしょうか。 その２つの要因をご説明します。

果、現在の高レベルな自動翻訳システムに昇華しました。

には8500円だった日経平均が、2019年には2万3000

まずはGXにおける動向をご紹介しましょう。昨年10

円、今年9月時点では3万円前後まで回復しています。

月に菅前総理が、2050年までに「温室効果ガス」の排

また、失業率も半減しています。

出を実質ゼロにすると宣言をしました。バイデン政権で

世界有数の石油会社であるアメリカのエクソンモービ

コロナ禍の直前までは、アベノミクスによって雇用、

は気候変動問題を政策に取り上げるとともに、パリ協定

ルでは、株主総会で「物言う株主」
（この場合は少数株

経済全体の大きなパイのなかでデジタル分野が広がっ

株価、企業業績、GDPなど、さまざまな指数が改善さ

に復帰。今年4月にはアメリカが主導して気候変動サ

主）が、脱石油に積極的な人物を役員に推薦したとこ

ていくほど、従来からある市場は縮小していくでしょ

れました。しかし、多くの国民は「日本経済が元気に

ミットを開催し、日本もこれに参加しました。このサ

ろ、この提案が受け入れられ、大口の投資家もこれをサ

う。旧態依然な企業は、デジタル関連事業にビジネスを

なった」という実感を、今なお得られていません。その

ミットの重要なポイントは、2050年の目標に加えて、

ポートし、結果、脱石油に熱心な3名が取締役に選ばれ

奪われながら、縮小した市場の中でしか活動できなくな

最大の理由は、経済の成長率が伸びておらず、投資行動

2030年の目標を掲げたことです。2050年を排出ゼロと

ています。これは現時点で儲かってはいるものの、数十

るのです。これからの企業の持続と発展は、その危機感

が活発でないことにあります。日本の経済が長期停滞

すれば、2030年までに何を達成しておくべきかを明確

年後も同じような事業が展開できるとは考えられない、

を持てるかどうかにかかっている、と言っても過言では

し、経済の体温が下がっていく背景には、需要が極端に

にする必要があり、日本は、2013年比でCO2 を46％削

と判断された結果でしょう。

ありません。

弱いという構造的な問題があるのです。また、高齢化な

減するという目標を打ち立てます。それを実現するため

エクソンモービルの株主たちは、今後も持続可能な経

どの人口構造、あるいは技術革新が進まないなどの背景

に、企業は働き方や戦略を変えざるをえなくなりまし

営を続けていくには、どれだけ積極的に、スピーディー

この続きは「100 年企業戦略オンライン」に掲載予定です

もこれを助長しています。

た。海外も同様の動きをしています。

に脱炭素に舵を切るか、ということがポイントであり、

https://100years-company.jp
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堀内勉コラム－ le vent －

『読書大全』をひらく④ ～『隷従への道』
ボルテックス 100 年企業戦略研究所 所長
多摩大学 社会的投資研究所 教授・副所長

堀内 勉

この連載では2021年4月に上梓した拙著『読書大全』の

れができない体制という選択ではなく、少数の計画者によっ

中から、企業の持続可能性に関わるものをピックアップして

て分け前が決定される体制と個人や企業によって決められる

解説していきます。

体制の選択であると考えたのです。

前回のバーナード・デ・マンデヴィルの『蜂の寓話』とア
イン・ランドの『利己主義という気概』に続いて、今回は

この点について、ハイエクは、本書で次のように述べてい
ます。

オーストリア出身の経済学者・哲学者、フリードリヒ・ハイ

「われわれの共通の倫理的規範を形作っている様々なルー

エク（1899～1992年）が著した『隷従への道』
（1944年

ルはどんどん少なくなり、かつより一般的な性格のものに

刊）を読み解きながら、
「利己」
「利他」という問題について

なってきている。
（中略）誰も、すべてを包括する価値尺度

考えてみたいと思います。

を持つことができない、
（中略）つまり、彼がいわゆる『利

フリードリヒ・ハイエク 著
村井章子 訳
日経 BP

「V-Value」編集部

5選

コミュニケーションと
「エンゲージメント」の相関関係
最近、ビジネスシーンで「エンゲージメント」という
言葉をよく耳にするようになった。

用・育成の問題点を端的に指摘。巻末には、若手社員に
対する具体的なサポートマニュアルも書かれている。

「エンゲージメント」は、通常、従業員の会社に対する

「これまでのような複雑で面倒な管理手法にしがみつ

ことではない。きわめて重要なことは、どんな人間であろう

「愛着心」や「思い入れ」を表すものと説明されるが、著

いていては、企業が直面する課題に立ち向かえるはずが

が、限られた分野以上のことを調査することや、ある一定の

者はさらに一歩踏み込み「個人と組織が一体となって、

ない」と言う著者は、エンゲージメントカンパニーとな

数以上のニーズがどれだけの緊急性を持っているかを考慮す

双方の成長に貢献し合う関係」と定義する。似た考え方

るための核となる 5 つの考え方①チャレンジ、②ファミ

にロイヤルティーと従業員満足があるが、ロイヤル

リズム（気兼ねない仲間意識）
、③オープンネス、④

ティーは、従業員の企業や組織に対する忠誠心という上

オーナーシップ、⑤リーダーシップの大切さを説く。

己的』か『愛他的』か、ということ──も、さして重要な

『隷従への道』

術を知る
ミュニケーション
生産性を上げるコ

ることは、不可能であるという、基本的な事実である」
このようにハイエクは、
「利己的」と「利他的（愛他的）
」
に大差はないと考えています。すべての人に共通する包括的
な倫理規範や価値尺度を想定することは現実的ではないとい
う意味で、個人の自由と小さな政府を強調したのです。
全体主義に反対して個人の自由を擁護するハイエクの思想

本書は、中央計画経済は必然的に国民生活の隷従をもたら

は、一般にはランドと同様に、個人的自由と経済的自由の双

すことになると定義した政治学書です。ハイエクは、ファシ

方を重視するリバタリアニズム（自由至上主義）と考えられ

ズム（全体主義）やナチズム（国家社会主義）は社会主義・

ています。

共産主義に対抗する概念であるという当時の理解を覆し、そ

しかし、ハイエクは、ケインジアン（ケインズ学派）だけ

れらの本質的な同一性を明らかにしました。つまり、ファシ

下の関係性が前提にあり、従業員満足は、処遇や環境に

エンゲージメントと業績との相関は科学的に証明され

対する企業側の取り組みで左右される。ともに、ある意

ている。日本でも、エンゲージメントの高い組織は営業

味一方通行の構造にある。これらに対して、エンゲージ

利益率や労働生産性にプラスの影響をもたらすことが慶

メントは、企業と従業員が対等の立場に立ち、双方向の

應義塾大学等の研究で明らかになっている。一方で、日

関与によって結びつきを強めていく点が大きく異なって

本のエンゲージメントは世界で最低レベルとの調査もあ

いる。

る。そうした中でエンゲージメントの高い組織を実現で

でなく新古典派経済学やシカゴ学派が前提とする「合理的経

このとき大事になるのがコミュニケーションだ。社内

きれば、人材は組織に定着し、企

ズムやナチズムと社会主義・共産主義は、個人に対する国家

済人」という個人像に対しても疑問を投げかけ、自分自身で

の人間関係を構築するコミュニケーションが良好であれ

業の業績や生産性の向上が期待で

の優越を主張し、市場経済の代わりに中央計画経済を導入す

は「古典的自由主義者」を自称していました。

ば、社員は生産性を高め、高いパフォーマンスを発揮す

きることは間違いない。

る点において同根の思想であると考えたのです。
ハイエクは、デカルト以来の理性主義を「設計主義的合理
主義」と呼び、理性の傲慢さがもたらす危険性を問題視し、

こうしたハイエクの思想は、イギリスのサッチャリズム、
アメリカのレーガノミクスから日本の小泉構造改革に至るま
で、大きな影響を与えたといわれています。

る。エンゲージメントは職種に限らず、上に立つ人が身
につけておくべき考え方といえる。
著書はコンサルティング会社の代表として、これまで

一部のエリートが主導することで、国家や社会という複雑な

新自由主義を代表するシカゴ学派のミルトン・フリードマ

ものを合理的に設計できるとする中央計画経済の非現実性を

ンは、本書を20世紀末に起こった社会主義国家の崩壊と市

人事や会計関係を中心に 45 冊以上のビジネス書を世に

批判します。同時に、マクロ経済政策による国家の市場への

場主義の勝利を招いた名著であり、18世紀以降におけるア

出してきた。本書は架空の教授による講義の形をとって

積極的介入を容認するケインズ政策も、同じく全体主義に至

ダム・スミス的な意味を持っていると評価しています。他

る道だとして批判しています。

方、
『大転換』
（1944年刊）を著した経済人類学者のカール・

書かれ、ギリシア神話や心理学などを例にとった授業は

中央計画経済は、経済に対する政治の優越を前提としてい

ポラニーは、自由市場こそが社会秩序を脅威に直面させてお

ます。これに対してハイエクは、人間は既存の秩序を破壊し

り、繰り返される経済不況とバブルの崩壊こそが独裁者の出

てまったく新しい秩序を建設できるほど賢明ではないと考

現をもたらしているとして、ハイエクの考えを批判していま

え、イギリス経験論的で自然発生的な秩序の重要性を説き、

す。

般的な基準に従いながら妥当な分け前を獲得できる体制とそ

いくかなど、毎日の仕事に活かせるヒントも多い。
従業員のエンゲージメントを高めるものとして「理解
度、共感度、行動意欲」の 3 要素をあげて解説した上で
「従業員の心地よさを考える前に明確な企業文化をつく

参加者がみずからの利益や選好に基づいて判断を下す市場こ
そが最も効率のよい手段だと説きました。つまり、各自が一

面白くわかりやすい。強いチームや組織をどうつくって

https://100years-company.jp/articles/life/070407

る」ことを提案する。そして「従業員の大多数が今の会
社で働けて幸せと思える会社」を目指せと語る。
特にコミュニケーションが難しい新入社員に向けた対
策（オン・ボーディング）には多くのページを割いて解

注 目 コ ラ ム をピックアップ！

説する。
「誤解して入社し、理解して会社を辞める」
「大
急ぎで採用してぐずぐず解雇する」など日本企業の採
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❶
『従業員のパフォーマンスを最大限に高める
エンゲージメント カンパニー
カンパニー』
広瀬 元義 著／ダイヤモンド社／1760 円（税込）

◉そのほかのおすすめ書籍
わかりやすい 50 のルールで、コミュニケーションスキルを学べる

『世界最高の話し方 1000 人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた !
❷
「伝説の家庭教師」が教える門外不出の 50 のルール』
岡本 純子 著／東洋経済新報社／1540 円（税込）

世界の成長企業が重視する、社員がいきいきと働く組織づくり

❸ 『組織の未来はエンゲージメントで決まる』

新居 佳英、松林 博文 著／英治出版／1650 円（税込）

「ロジカルに伝え、相手を納得させ、人を動かす」メソッドが身につく

❹ 『マンガでわかる 必ず伝わる ! ロジカル会話術』
船川 淳志 監修、深山 雪男 画／双葉社／1210 円（税込）

創造的かつ説得力あるコミュニケーションを実現するための理論

『ハーバード・ビジネス・レビュー コミュニケーション論文ベスト 10
❺
コミュニケーションの教科書』

ハーバード・ビジネス・レビュー編集部 編／ダイヤモンド社／1980 円（税込）
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VORT秋葉原Ⅳ

（仮称）

基準階
2～12 階

オフィスは「借りる」より
「買う」時代へ

実需での使用も可能

＊7階のみ個室トイレが２室。ほかフロアも
テナント退出後、順次増設工事の予定。

販売物件については、
弊社担当営業まで
お問い合わせください。

バリューアップ工事後のエントランス（イメージ図）

躍動する街のユーティリティに富んだオフィス

東西南北へ複数路線利用可能！

日本を代表するコンテンツビジネスの聖地として知られる秋葉原エリア。さらに神
アピール
ポイント

田川をはさんで南に広がる神田エリアは、古くから商業の街として発展してきた土

クールジャパンの聖地に建つ
足回りのよさが魅力のビル

地柄であり、現在も多くの企業がオフィスを構えるビジネスの最前線。大小さまざ

まなオフィスビルが建ち並び、現在もその需要は衰えることがありません。
靖国通りと中央通り（国道 17 号）の交差点そばに建つ当物件は、その立地から視認性も高
「秋葉原」駅や「神田」駅
く、さらに隣地には「VORT 秋葉原 maxim」が並びます。また、
はもちろん、
「御茶ノ水」駅などまで含めた複数路線が徒歩 10 分圏内という足回りのよさは
大きな魅力。東京都内をはじめ千葉や埼玉、神奈川方面はもちろん、学研都市である筑波に
もアクセスは良好です。各フロアは 20 坪弱と実用性の高いオフィスで、今後、外観や共用
部分のバリューアップ工事も予定されています。今後の躍進が期待される「VORT 秋葉原Ⅳ
（仮称）
」をぜひご検討ください。
アクセス
＊銀座線「神田」
駅

徒歩 2 分

＊新宿線「小川町」
駅

＊JR 各線「秋葉原」
駅

徒歩 4 分

徒歩 5 分

＊つくばエクスプレス
「秋葉原」駅
＊千代田線「新御茶ノ水」
駅

徒歩 6 分

徒歩 7 分

＊丸ノ内線「淡路町」
駅
＊新宿線「岩本町」
駅
＊JR 各線「神田」
駅

徒歩 4 分

徒歩 5 分

VORT 秋葉原Ⅳ
（仮称）

徒歩 6 分

＊日比谷線「秋葉原」
駅

徒歩 7 分

＊JR 各線「御茶ノ水」
駅

徒歩 9 分

■名称 /VORT 秋葉原Ⅳ（仮称）●所在地 / 東京都
千代田区神田須田町一丁目 7 番地 8 ●構造 / 鉄骨造
陸屋根 12 階建●用途地域 / 商業地域●敷地面積 /
118.00㎡（35.69 坪）●延床面積 / 920.43㎡（278.43
坪）●土地権利 / 所有権●総戸数 /12 戸（事務所：
11 戸 店舗：1 戸）●販売戸数 /12 戸●基準階（2～
12 階 ） 専 有 面 積 / 64.15 ㎡（19.40 坪 ） ● 築 年 月
/2008 年 3 月 新耐震基準適合●施工 / ㈱小野組●管
理 /〔全部委託〕〔巡回〕ボルテックス合人社建物
管 理 ㈱ に 変 更 予 定 ● 基 準 階（2～12 階 ） 管 理 費
35,155 円（月額）●基準階（2～12 階）修繕積立金
42,532 円（月額）●設備 / エレベーター1 基●駐車
場 / なし●現況 /4 階のみ空室●引渡し / 相談●取引
態様 / 売主
※坪表示は 1㎡=0.3025 坪で換算した表示です。
※徒歩分数は 1 分 =80m として換算したものです。
※掲載の情報は 2021 年 10 月 8 日現在のものです。掲
載情報は予告なく変更される場合があります。ま
た万一ご成約済みの際は、ご容赦ください。
※現況に相違がある可能性があります。その場合は
現況を優先といたします。
※広告有効期限：2021 年 11 月 5 日
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バリューアップ工事後の外観（イメージ図）

同工事後のエレベーターホール（イメージ図）

周辺エリアの光景

2021 年 9 月撮影
秋葉原駅前のオフィスビル群

流行の商業施設が建つ万世橋周辺

V-Value Vol.65
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新しい働き方のスタイルを提案する
「在籍型出向マッチングサービス」を開始
弊社ではこのたび、お客様の事業継続性強化に
貢献することを目指し、
「財務の課題」だけで

出向マッチングサービスが目指すのは「三方よし」という考え方です。
帰任前提の出向契約

なく、
「人材の課題」のソリューションを提供
するサービスも開始しました。

出向料

人材に余裕のある企業と必要としている企業と
をマッチングし、
「在籍型出向」によって限ら
れた人材の流動化を促進することで、人材の過
不足解消だけでなく、コロナ禍での緊急対策と
しての雇用確保や新規事業立ち上げなどのプロ
ジェクト型人材活用、人材交流による社員の成
長機会の拡充、経験豊富なミドル・シニア層の
活用など、多様な目的で活用していただける
サービスです。まずはお気軽にご相談ください。

MAIL

03-6893-0539（平日 9:30～18:00）

step1

POINT

女子プロゴルファー

受入企業

マッチング

有意な人材活用

出向者

異動

メリット

jinzai-info ＠ vortex-net.com

ご意見・ご要望窓口（苦情等含む）：03-6893-0546
有料職業紹介事業 13 －ユ－ 313532

マッチング

・雇用確保
・出向料の受領
・社員のキャリア形成
・ノウハウの獲得
・人材交流

指示

メリット

成長機会の獲得
メリット

・就業機会の確保
・キャリア形成
・スキル、ノウハウの獲得

・人材確保
・ミスマッチのリスク軽減
・ノウハウの獲得
・社内活性化
・人材交流

マッチングから出向期間満了まで、両企業・出向者をサポートいたします。
step2

サービス
申込

お問い合わせ
電話

送出企業
休業・失業回避

希望条件の
ヒアリング

step3

step4

マッチング
支援

出向手続き・
コミュニケーション
支援

step5

出向契約
締結支援

step6

在籍出向
スタート

マッチングや出向手続きに関する支援はもちろん、出向予定者とのコミュニケーション支援や産業
雇用安定助成金に関する支援、さらに出向期間中の出向者へのケアも含め、出向の活用経験がない
企業様でも、安心して使っていただけるサービスを提供いたします。

●報酬設定
について

コンサルティングフィー（成功報酬） 出向の成立を条件とし、出向者想定年収を基
準として成功報酬を送出・受入企業から受領いたします。
月額委託報酬 送出企業・受入企業から月次面談・報告の対価として委託報酬月額 2
万円 / 人を申し受けます。

イ・ボミ選手がボルテックス本社を表敬訪問

2021 年 9 月 27 日、弊社が 2016 年よりスポ

ました。

ンサー企業としてサポートしている女子プロ

同日、販促物や SNS 用の撮影をセミナー

ゴルファー、イ・ボミ選手の表敬訪問を受け
ました。

ルームで行いましたが、女性社員が多かった

年間スポンサー契約の更新にともない、宮城
県で開催された JLPGA ツアーの終了後に来
社され、当社代表取締役社長兼 CEO の宮
沢、取締役兼 COO の中野とともに近況の報
告、ゴルフの話題、今後出場されるツアーに
ついて会談を行いました。その後、イ・ボミ
選手を弊社の執務エリアや専有スペースへと
案内し、社員とのコミュニケーションを深め

こともあって、終始愛らしい明るい笑顔で、
和気あいあいとした雰囲気の中、撮影を進め
ることができました。
帰り際に、宮沢と記念撮影をし、花束とプレ
ゼントの贈呈を行いました。
弊社は、イ・ボミ選手のさらなる飛躍を願
い、今後ともその活動をバックアップするこ
とはもちろん、スポーツ文化の発展と活力の
ある社会の実現を目指してまいります。

ボルテックスのサービス
500 万円から始める不動産小口化商品

〈東京本社〉〒 102-0071 東京都千代田区富士見 2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム 22F
宅地建物取引業 国土交通大臣
（2）
第8509号

（公社）
全国宅地建物取引業保証協会加盟

マンション管理業 国土交通大臣
（2）
第034052号

（公社）
首都圏不動産公正取引協議会加盟

賃料コストを削減する実需という選択肢

TEL.03-6893-5550（代） FAX.03-6893-5470

東京都宅地建物取引業協会加盟
不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣第101号 （公社）
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