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要

旨

2011年３月11日東日本を大地震と大津波が襲い、沿岸部では壊滅的な損害を被った。
3.11以降、大災害からの復旧は現代の企業にとって日常的に議論される重大な主題と
なった。本稿では、被災企業が事業の復旧のために競合企業やコミュニティとの共助を
通して、いかに危機的状況を受容し、克服していくかに注目する。その際、３つの視座
からの分析を試みる。社会構成主義、制度派組織論（制度の論理）、そして日本の伝統
的ディスコースである。分析の結果、市場経済システムが麻痺する危機的状況下では、
企業は市場の論理ではなくコミュニティの論理に基づき行動する現象が見出された。そ
こでは、市場の論理による組織化としての「競争」に代わって、コミュニティの論理に
よる「もう１つの組織化」と呼びうる「共助」が有効に機能する。大災害は市場の論理
の有効性を再考させ、資本主義により商品化された日常の生活世界を再構成する契機と
なったのである。3.11以降、支配的なディスコースは変容した。人々は互いの関係性・
繋がりを大切にするようになり、「絆」がそれを象徴するようになった。大災害は生活
世界の脱商品化を促し、市場の論理からコミュニティの論理へのディスコース・シフト
の契機となったといえる。

Keyword
大災害、危機の社会的現実、制度の論理、もう１つの組織化、商品化
Natural Disaster, Social Reality of Crisis, Institutional Logics, Alternative Mod of
Organizing, Commodification

Ⅰ

る損害として史上最悪とされる。約29％の日

はじめに

本企業が直接的損害を被り、70％の企業は関

2011年３月11日14時56分東日本で発生した

係企業や取引先が何らかの影響を受けた。被

大地震はその後の大津波と共に２万人を超え

災後20ヶ月の間に1000社を超える企業が倒産

る死者を記録し、戦後最大級の災害として日

したが、その93% が取引先の被災が原因と

本人の記憶に永遠に残る大惨事となった。そ

される1。

の経済的損失は17兆円に達し、自然災害によ
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精神面と人間関係に多大な影響を与えた。本

の企業が導入し、特に中小企業では大震災対

稿は、こうした危機的状況を克服し、事業復

策として注目された。BCP は危機に対する

旧のためにビジネス・コミュニティに自然発

マニュアルを提供する。その第一義は、危機

生した「共助」の形成過程に着目する。市場

的状況下での最優先事項の明確化である。コ

の論理に基づく組織化とは対照をなすもう１

ミュニティや競合企業との協働は考慮されて

つの組織化と呼びうる「共助」が危機的状況

いない。BCP では、共助は最優先事項では

で形成される課程、そしてリスクや危機の社

ないのである。しかし競合企業やサプライ

会的構成過程がいかにコミュニティや日常の

チェーンによる共助は3.11の大災害において

ビジネスに密接に関係しているかを調査した。

も有効であった3。共助は計画されなかった

3.11以降、事業の早期復旧が主題となった。

が、実際は機能したのである。

これはリスク・マネジメント、特に事業継続

まず社会構成主義の視座に立脚する。伝統

計 画 Business Continuity Plan（BCP） に

的リスク・マネジメントでは、リスクは客観

関わる。事業復旧の方法には自助、共助、公

的に測定でき、その発生確率は統計的に研究

助の３つがある。公的支援が期待できない状

できるとされる。Miller（2009）はこれをモ

況下では、共助の効果が大きい 。

ダニズムのリスク概念と呼ぶ。モダニズムの

2

本稿では、事業復旧のため競合企業と共助

リスク概念では、リスクや危機に内在した複

の関係を構築することで、大災害から見事復

雑性の議論には限界がある。本稿は Miller

旧を果たした２つの中小企業の事例を調査し

（2009）のポストモダニズムに定位した次の

た。

主張を擁護する。１）リスクは社会的で複層

Ⅱ

的な現象である。２）リスク選定・認識・対

共助をめぐる３つの視座

策は学習できる。３）リスクは主観的で測定

本稿では３つの視座から分析を行う。１つ

不可能である。４）環境は複雑で社会的に構

目は、危機概念は社会的に構成されるとする

成されるシステムである。５）倫理観はリス

社会構成主義の視座である。２つ目は、制度

ク評価・管理に不可欠である。６）リスクに

派組織論における制度の論理を基底とする。

は意思決定ではなく、行動が肝要である。本

特に市場の論理とコミュニティの論理が議論

稿の共助をめぐるディスコースの視座は、こ

される。３つ目は、日本の伝統的・文化的文

のリスク概念と同軸にある。
もう１つ重要な観点はコミュニティとの共

脈における危機をめぐるディスコースの視座
である。

助である。近年災害時の共助についての研究
は 盛 ん で あ る（Goldstein, 2012; Kaufman,
et al, 2011; Kourakata, 2011; Miller &

１．危機的状況下での協働： BCP と共助
BCP と共助の関係を議論するため、まず

Rivera, 2011; Ride & Bretherton, 2011）。こ

BCP について調査した。BCP はリスク・マ

れらは自然災害からテロや経済危機まで様々

ネジメント手法として現在最も注目を集める。

な 悲 劇 に 注 目 す る。Ride & Bretherton

日本では2009年以降、新型インフルエンザへ

（2011）は、地震や津波により破壊された６

の対応策として導入が広がった。その後多く

つの地域におけるコミュニティの復旧過程を
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報告する。コミュニティの復旧には相互援助

史的文脈において競存すると主張する。制度

が必須であり、苦境からの回復に重要な役割

の 論 理 を 最 初 に 提 示 し た の は、Alford

を演じるという。Kourakata（2011）は、地

&Friedland（1985）である。「各制度は潜在

域コミュニティとの協働が中小企業の復旧に

的に矛盾しており、それゆえ個人や組織は複

は不可欠なビジネス・コミュニティを強化す

層的な論理を用いることが可能になる」4。

ると論じる。この協働は被災地だけでなく周

彼らは、制度の論理を「政治的に守られ、

辺地域からも生じたことから、通常会社単位

技術的・物質的に強制力を持ち、それゆえ特

で実行される BCP は地域コミュニティ単位

定の歴史的な制約がある、組織に埋め込まれ

で実施されるべきであると主張する。

5
たシンボリックな構造である」
と定義した。

社会構成主義やナラティヴ・アプローチな

彼らは西欧社会に５つのタイプの制度の論理

ど質的研究法の手法を採用した研究もある。

を措定する。資本主義市場、官僚国家、民主

Ride & Bretherton（2011）は、被災者に被

主義、核家族、キリスト教である。Thron-

災からその後の出来事まで経験物語として

ton & Ocasio（1999）は社会構成主義の視座

語ってもらった。その物語を危機の文脈にお

を加味して、制度の論理を、「社会的に構成

いて分析する。危機は客観的存在ではなく、

され、個々人が物質的実体を生産または再生

言説的相互作用により相互主観的に構成され

産し、時空間を制御し、彼らの社会的現実に

る。Miller & Rivera（2011） は、 災 害 か ら

意味を付与する、物質的社会活動における歴

の回復も多様な利害関係者の声や権力や価値

史的雛形・価値観・信念・規範」6と定義し、

観を反映しながら社会的に構成されると主張

６つの論理を提示した。市場、企業、職業、

する。

国家、家族、宗教である7。
本稿は制度の論理の中で特に商品化の概念

２．制度の論理：市場の論理とコミュニティ

に焦点を当てる。Friedland & Alford（1991）

の論理

によると「資本主義の制度の論理は人間活動

通常市場経済では、競争が中心概念である。

8
の利殖と商品化である」
。経済的安定期にお

本稿は市場経済が麻痺した危機的状況下での

いて、商品化は規範となり合理性を持つ。し

協働に着目する。3.11以前の日本社会では

かし危機的状況がこの論理を破壊すると、別

「勝ち組、負け組」や「負けないため云々」

の論理が生じる。商品化という市場の論理か

といった競争を助長するディスコースが主役

らコミュニティの論理へと移行する。

の座にあったが、3.11以降は「絆」のディス

異なる制度の論理間での主導権の移動につ

コースが前面に躍り出た。社会の注目は、自

い て の 研 究 が あ る。Thronton & Ocasio

由競争を第一義とする新自由主義的ディス

（1999）は、高等教育の出版業界における経

コースから共助と繋がるコミュニティ志向の

営権継承の決定要因の変容過程を調査した。

ディスコースへと移行した。ここにディス

彼らは職業（編集）と市場という競合する２

コースの視座に加え、新制度派組織論の制度

つの制度の論理に焦点を当てた。調査の結果、

の論理を考察する意義がある。

制度の論理が職業から市場へ移行することが

新制度派組織論は、複数の制度の論理が歴

見出された。組織内の政治的ダイナミズムの
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下、制度の論理は支配権をめぐり鬩ぎ合うと

以上の歴史を持ち、共通の目的に人々をまと

いう。Almandoz（2012）は、財政とコミュ

める場であった。起源は仏教を学ぶ場で、一

ニティという２つの制度の論理に注目した。

緒に経典を読誦した。また言説的相互作用に

前者は利益最大化、利己的・取引的関係を基

よる社会構成的存在であることから信仰、経

調とするのに対し、コミュニティの論理は小

済、職業という３つの目的と独自の組織化の

集団成員間の強固で感情的な長い繋がりを特

方法が生まれた11。これは地域行政システム

徴とする。記録文書とインタビューの分析に

と不可分であった。

より地方銀行の設立プロセスが調査された。

次に講との関係から「武士道」における公

その結果、銀行設立に向けての関係者間の結

共の概念を考察する。講では、公共に対する

束には、財政の論理よりもコミュニティの論

道徳観を共有した。世のため人のために働く

理が効果的であることが明らかとなった。

ことが強調された。これは「武士道」と親和

本稿は、3.11以降の市場の論理からコミュ

的 で あ る。Nitobe（1900） に よ る と、 武 士

ニティの論理への移行過程を考察する。これ

道は公共に対する道徳観に通じる。ここで重

らの論理は、危機的状況下での共助ともう１

要なのは、非常時を非日常と捉えない行動様

つの組織化のモードを理解するための鍵概念

式である。むしろ彼らは、非常時（非日常）

となる。また制度の論理は、フーコーの歴史

を日々の生活の一部と考えていたようである。

的・文化的文脈による支配的ディスコースの

「武士道は武士の道徳的な掟であって、武士

形成過程の議論に類似している 。

はこれを守り、行うことを教えられ、かつ要

9

12
求されるのである」
。「それは語られもしな

３．協働をめぐる日本の伝統的ディスコース

い書かれもしない道徳の掟であって、だから

ここでは、日本の伝統的ディスコースの視

13
こそ実行を強く求める力がある」
。武士道

座から共助を考察する。そのために重要な２

の理念は仏教に通じ、そこから死生観が形成

つの鍵概念がある。「講」と「武士道」であ

される。「仏教はすべてを運命にまかせると

る。まず日本的文脈における協働の概念を議

いう平常の感覚を武士道に与えた。避けるこ

論する。「共助」の類似概念である「互助」

とができない運命に対して冷静に服従すると

は殆ど同義である。しかしこれらは文脈に応

いう、危険や災難に直面したときのストイッ

じ異なる意味を形成する。「互」は相互を意

ク的な落ちつきと生を軽んじて死に親しむ心

味し、一般的には「互助」が用いられる。一

を与えてきた」14。

方「共」は共同を意味し、「共助」は非常時

武士道は仏教に深くに根ざしており、その

や危機的状況下の文脈において使用される。

死生観は、日本のリスク・危機観に関する重

ゆえに「共助」は緊急時の特徴と非日常の現

要な論点を提供する。日本のディスコースで

実性を内包する10。

は「常」は様々な文脈で日常を意味する。

ここから共助は物質的支援だけでなく、信

「非常」は非日常である。ここで「常」と

頼に基づく創発的な協働に係る精神的支えを

「非常」は日常と非日常とに分節しているよ

も含意する。共助は日本のコミュニティの原

うにみえる。しかし武士道の死生観では「常」

型「講」に関連づけて考えられる。講は千年

と「非常」は相対する関係を含意しない。む
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しろ武士道においては、非常時（非日常）は

の３点を探求する。１）危機的状況において

日常生活の一部である。つまり「常」という

のみ発生する組織化とはどのようなものか。

ディスコースは実践としての非日常と死を包

２）コミュニティや日常的事業活動に対する

含した日常を意味する。それゆえ「常」とい

リスク・危機の社会的現実とはいかなるもの

うディスコースは、伝統的に日常生活に根ざ

か。３）日本のディスコースは危機的状況下

した危機管理に影響力を持ってきた。このこ

での「共助」の集合的意味づけに対していか

とは、西洋の観点では近代社会の日常性は安

なる役割を演じるのか。次節以降で、被災企

定した日常生活と経済に支えられる一方で、

業のインタビューのディスコース分析を行う。

非常時は日常性の対極と把捉されているのと
は対照的である。

Ⅲ

研究方法

武士道の根幹には義と仁の精神がある。共

調査対象は3.11の大災害に被災した宮城県

助 は こ の 伝 統 と 密 接 に 関 係 す る。Nitobe

において BCP の成果が高く評価された２つ

（1900）によると、義は「武士道の中でも最

の中小企業である。両社は産業廃棄物処理業

も厳しい教訓」 であり、仁は「愛情、寛容、

界に属すが、専門領域が異なる。A 社は下水

同情、憐憫」 であり、それらは「人の霊魂

施設の清掃および廃棄物リサイクル業が主業

の属性の中で、最も高貴なるもの」 と強調

種であり、B 社は廃油処理・再利用が主業種

する。これらのディスコースは侍階層では常

である。競合関係ではない。また大惨事から

識であったが、実は商人もまたこの精神を共

の復旧過程において一切関係することはな

有していた。石田梅岩は17～18世紀に活躍し

かった。

15

16

17

た学者であるが、日本の商人は侍同様に義と

2011年から2012年に亘り E メールによる

仁の精神を実践していたと主張する。日本の

調査を実施した。その後2012年９月インタ

中世商業社会では、たとえば近江商人は「我

ビューを実施した。A 社では専務取締役と総

よし、先よし、世間よし」の三方よしの思想

務部長に対して約90分、B 社では約２時間に

を唱えた 。石田はこのような近江商人の道

亘り社長と元 BCP 担当管理職に対して行っ

徳商業観を儒教的視点から体系化した独自の

た。インタビューは全て録音しテープに起こ

商業思想を確立した。武士道と関連する日本

した。

18

のディスコースは日常生活同様商業活動にお

得られたデータを、社会構成主義、制度派

いても強烈な影響を与えていたのである。危

組織論、日本の伝統的なディスコースの枠組

機の社会的現実はこの日本のディスコースに

みで分析した。

より形成され、共助はこうした言説的相互作
用によって実践されてきたのであろう。
この節では、協働、コミュニティそして危

Ⅳ

事例研究

１．事例１

機に対する視座を議論した。ここで本研究の

宮城県に本社を置き、従業員67名、資本金

課題を整理する。資本主義における組織化の

6,000万円の A 社は２つの主要施設が津波に

モードに対する、地域的文脈における組織化

より壊滅的な被害を受けた。海岸に近接して

のもう１つのモードとしての共助について次

いた産業廃棄物の中間処理・リサイクル施設
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の重機械は破壊され、輸送車を喪失した。こ

員の安否確認をし、次に各設備の状況把握に

の施設の建屋は半壊し、焼却炉と水処理プラ

努めた。そして緊急時対応を進めながら、事

ントは海水と汚泥に飲み込まれた。この施設

業復旧計画の準備も開始した。この段階で他

は A 社の主要事業に不可欠であり、事業再

企業との協働が重要であった。山形県の同業

開はほぼ不可能と思われた。さらに海岸から

企業の支援を受けることができた。顧客から

離れていた本社は津波による被害はなかった

引き取った破棄物を山形県まで搬送して処理

が、大地震の影響を被り、事業の統制機能は

してもらった。これにより主要事業の継続が

完全に破壊された。

可能となった。しかしこの協働は BCP には

A 社は経営革新に積極的で、競合会社に先
んじて新しい経営手法を導入する企業風土を

盛り込まれていなかった。両社の社長同士の
繋がりから自然に生じたのである。

持つ。BCP もその一例である。経営陣は20
年以内に90％、10年以内に70％の確率で発生

２．事例２

するとの予測がある宮城県沖地震のリスクを

B 社は従業員46名、資本金3,000万円で宮

考慮していた。また2004年の新潟県中越地震

城県に本社を構える。A 社同様廃棄物処理業

の際に企業活動が停止したのをつぶさに観察

であるが、主要事業は油水加工事業と再生重

した。これらが BCP の導入の決め手となっ

油事業である。本社社屋と２つのプラントが

た。2009年８月に BCP 委員会を設置した。

海岸に近接していたため、主要事業に必要な

検討会は毎月開催され、BCP マニュアルは

全ての設備・機器を喪失した。実験棟、全自

１年以内に完成した。その後年に３回程度研

動工場、ドラム缶4,000缶、タンク12基、ト

修会を開催し、3.11までに５回行った。BCP

ラック10台、営業車６台、従業員の自家用車

も改善を図り、例えば、当初は連絡に携帯電

24台等々である。津波が本社に直撃し、統制

話を使用する計画であったが、非常時では機

機能は完全に麻痺した。建屋の１階部分は塩

能しないことに気づき、連絡用に衛星電話を

水と汚泥で覆われた。
B 社も経営革新に前向きで、常に新技術の

導入した。こうした研修を通して従業員の意

導入に取り組むという社風であり、財務的に

識も変わった。
その結果、A 社は3.11の大災害に対応でき

も堅実であった。また従業員教育に熱心で、

た。危機管理体制構築段階で事業間に優先順

頻繁に社内研修を実施していた。BCP の導

位を設けたことで従業員に役割と責任が明確

入は、社長が将来発生する可能性の高い地震

となり、実際の対応で奏功した。発災時に従

やその他のリスク、例えば B 社は仙台空港

業員は自主的に行動を起こした。地震は３月

に近接しているため、飛行機の墜落事故等の

11日２時46分に発生した。全従業員が即座に

リスクを考慮してのことであった。元宮城県

事務所から退避した。しかし BCP では津波

職員の社員を BCP 担当に任命した。2009年

を想定していなかった。結局地震による退避

検討を開始し、委員会とワーキンググループ

から30分後に津波から退避することとなった。

で定期的に議論を重ね、BCP マニュアルを

津波が引いた後、従業員は事務所に戻り、自

策定した。BCP の発効は2011年１月29日で、

主的に緊急時対応に取り掛かった。まず従業

3.11の僅か１か月半前であった。また僅か２
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日前に BCP の実践的訓練を実施していた。
発災後 B 社も緊急時対応を行った。地震

論的に関連し、ゆえにインタビューは相互作
用であると同時に、物語の生産過程でもある。

と津波からの避難と地震発生後の対応である。

本稿はインタビュー中の物語を社会的現実の

津波が襲ったのは３月11日15時40分である。

理解のための源泉として分析する。リスクの

壊滅的被害を受けた。２日間立入り禁止で

ディスコースと、コミュニティとの協働の

あった。３月14日に漸く従業員は事務所へ入

ディスコースの２つのディスコースに注目す

ることが許され、そこから復旧が始まる。復

る。

旧過程において共助に関する様々な物語が生
まれた。まず従業員は通勤用の車を失ってい

１．リスクのディスコース

たが、隣接の福祉施設から送迎用バスの貸与

２つのインタビューを通して様々な言説的

の申し出があった。同施設とは日頃から良い

相互作用が形成された。まずデータの精査か

近隣関係を構築していた。次に被災後廃油処

ら、津波と地震は組織構成員間におけるリス

理の需要が高まったが、設備も輸送車両も

クの客観的現実ではなく、むしろリスクは組

失っていた。そこに近隣県の同業会社がト

織や地域内で語られ、その集合的記憶の中で

ラックを貸与してくれた。これにより B 社

形成されるということが明らかになった。イ

は事業再開の糸口を掴んだのである。

ンタビュイーは、年長世代が1978年の宮城県

さらに宮城県内の同業２社と戦略的に協働

沖地震を経験し、常に地震を苦慮していたと

関係を築いた。３社は競合関係であったが、

語る。同地震の経験のない若い世代はその物

危機状況下では競争どころではない。僅かな

語を聞いて育ち、集合的記憶を共有する。地

運搬車両とガソリンしかないため、効率よい

震の物語は語られ、集合的記憶に深く根づき、

顧客対応を検討した。市場の論理の下では顧

その結果地震のリスクは彼らの日常生活に埋

客情報は企業機密であるが、非常時の協働に

め込まれた。しかし津波に関しては殆ど語ら

は足枷となる。そこで３社は宮城県を３つの

れなかった。

エリアに分割し、各々の顧客リストを開示す

リスクの社会的現実は日常のコミュニケー

る決断をした。この判断は奏功した。３社は

ションを通して生産・再生産される。この意

事業環境が正常に復した後は入手した他２社

味で、客観的現実としてのリスクが重要では

の顧客リストは破棄するという口頭の約束を

なく、リスクと組織構成員との関係が研究の

交わした。インタビュー時、B 社は既に他社

焦点となる。どのように組織構成員は日常の

の顧客リストを破棄しており、他２社も同様

活動の中でリスクを形成するのか。実際リス

だろうと信じていた。この共助は BCP には

クのディスコースが長年語られるため、組織

一切盛り込まれていなかった。

は物語を共有する共同体と捉えることができ

Ⅴ

る。これは組織が日本の伝統的な「講」のよ

分析

うな存在であることを示唆する。つまり組織

本稿はインタビューを言説的相互作用によ

はリスクを語り、リスクの社会的現実を構築

り構築されるディスコース・ユニットと捉え

し、集合的記憶の中でそれを形作る場なので

る 。データは断片的であるが、互いに意味

ある。

19
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もう１つの重要な点は、リスクがしばしば

よ」（B 社社長）。これは共助が企業の生き残

「生き残り」との関連で語られることである。

りの道であることを示唆する。B 社と競合２

生き残りには２つの観点がある。まず、リス

社は互いに協働しないと共倒れになることを

クのディスコースは生き残りの文脈で頻繁に

理解したのである。協働への戦略的決定は危

見出される。いかに企業は危機的状況下を生

機的状況下でなされた。これは日本企業の生

き残ることができるか。事例１の専務取締役

き残りの１つのディスコースを示す。

は「これだけは止められないのは何だ？とい

もう１つ、経済的安定期における生き残り

うのを社員たちに考えてもらって、…止まっ

のディスコースがある。それは、新技術や新

た場合には、どうやって事業を継続するん

経営手法を導入する姿勢に見出せる。両社共

だっていうのも全部社員たちのほうから挙げ

に市場での脆弱性を強く意識し、ゆえに新し

てもらった」と語る。ここからリスクと文脈

いことへ挑戦する以外に道はないことを強調

の関係が明らかになる。企業にとって生き残

した。両社は経済的安定期でさえ、市場での

りは最優先事項であり、そこからリスクが形

弱い立場というリスクを意識し、常に生き残

作られる。日本の企業では、短期的利益より

りに向け戦略的決断を行っている。緊急時と

も長期的経営が重んじられる。特に家族経営

安定期のいずれでも、リスクの社会的現実は

の中小企業では会社を次世代へ継承すること

生き残りのディスコースと密接に関連してい

が第一義である。それゆえ、最優先事項とし

るのである。

ての生き残りがリスクの理解とその対策の構
築を促進する。生き残りの文脈がリスクに意

２．コミュニティとの協働のディスコース

味を付与する。リスクが緊急時対応策を規定

ここでは、いかに共助が危機的状況下でも

するのではなく、企業の生き残りの文脈がリ

う１つの組織化として機能するかを議論する。

スク形成過程で重要な役割を演じるのである。

まずインタビューから引用し、次に危機の社

次に日本企業の生き残りのディスコースは

会的現実がコミュニティと日常のビジネスに

単に自然災害による緊急事態だけでなく、経

どのように関係するか考察する。

済的安定期でも議論される。前者の例は緊急
時対応のディスコースで見出される。例えば

〈B 社社長の語り〉

「競合企業と協働する以外に道はない」とい

あっちは大丈夫だろうなと私は思ってた

うディスコースである。後者の例は、生き残

んですけど、たまたまそっちの社長に電話

りのための様々な革新手法のディスコースの

入 れ た ら、「 い や あ、 終 わ り だ！」 っ て

中に見出される。

言ってるわけですよ。「え？うちもすっか

インタビュイーは競合企業との協働が生き

りダメだけど、何、どうしたの？」って

残りのために効果的であったと語った。
「やっ

言ったら、「もう何にも無いわ」って言う

ぱり人間誰しも、今ここで死にますかって

わけですよ。「え？うちもだよ」って言っ

言ったら、協力すると思いますよ。協力しな

たら、「ああ、そうだろうな、社長のとこ

いと死にますよ、どうしますかって言ったら、

は海の側だもんな」って会話をした時に今

それはやっぱり協力する道を選ぶと思います

度 は も う １ 社 か ら 電 話 き て、「 ど う な
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の？」って電話来て。「いやあ、誰それの

うところやってあげましたし、終わったら

そっちの社長と話したんだけど、もうメ

逆に戻してやった。そういうふうにしろと。

チャクチャでダメで」って話したら、「い

うちはそういう営業手法っていうか、社風

やあ、俺んとこももうダメだ」っていうこ

なんですね。

とで。お互いに被災したんだなということ
がわかって。…たまたま連絡取り合ってた

上記の２つの語りで、共助のディスコース

３社で、誰から言ったもんだかちょっと記

を読み取ることができ、彼らのビジネスは関

憶がないんですけど。…この３社が共同で

係性の下で成立していることが分かる。これ

やりましょうということで、宮城県内の被

らの物語は、価格や競争の市場経済の原則よ

災した全部３社で。

りも関係性の方がより重要であることを物語
る。これは、顧客や協力会社との関係が危機

〈A 社専務取締役の語り〉

的状況下で事業継続する上で最重要事項であ

（競合企業との協働は BCP の中で事前
に想定していましたか）

ることを示す。ここから、市場の論理からコ
ミュニティの論理への移行の問題が議論され

いや、してないですね、これは。これは

る。この関係性のディスコースはビジネスと

なんでって、BCP って事業止めないこと

地域という２つのコミュニティの重要性を強

じゃないですか。

調する。事実両社共２つのコミュニティとの

やっぱりそれの手段として、もうこれし

協働事例を語った。協働の物語は、いかにコ

かないなっていうと、お客さんにやっぱ、

ミュニティとの関係を構築するかという文脈

うちのプライドだって、そういうの面目で

で語られる。それはしばしば個人的関係であ

ほかの、例えばこういうお客さんもらった

り、その関係構築には歴史的文脈がモノを言

のをそっちに出せれば事業、そのままでき

う。競合企業との実際的協働は１年ほど継続

るのに、うちが１ヶ月間かかるから、待っ

した。協働は一時的なものであった。しかし

ててくれっていったって、お客さんそれ望

関係性のディスコースは緊急時の協働関係を

んでるかっていったら、うちどっちかって

強化し、危機対策を実効性のあるものとする

いったら信用で食ってるっていうか、それ

のに役立つ。

でやってるもんで、やっぱりそれが一番だ

最後にこの関係性のディスコースと、義と

ろうってことでお願いしたんです。で、逆

仁という日本の伝統的ディスコースとの関係

に復活してからも、同業他社さんのやつも

を考察する。いずれも競合企業への尊重と配

全部一応復旧受けてあげて、だからってそ

慮を含意する。例えば、競合企業にその顧客

のお客さん奪うなんてことするなよ、絶対

を返すことは義の実践である。インタビュー

するなよってことでうちの社長のほうから、

では、従業員は称賛され、特に彼らの自主的

そういう人が弱いときに、こうっていうこ

活動が早期復旧を可能にしたと評価される。

とはすんな。うちももちろんお客さんを優

一方従業員の会社への愛着も確実に受容され

先しましたけど、同業他社さんから求めら

ている。緊急時対応の間、経営陣と従業員双

れたもの、宮城県内のいますよね、そうい

方が信頼関係を築き上げ、事業復旧を成功に
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組織、市場、教育）で競争を促進する。また

導いたのである。
Ⅵ

第４号

制度化というマクロレベルでは、3.11以前は

おわりに―インプリケーション

規制緩和と自由市場経済が席捲した。これは

本研究では、共助が危機的状況下の復旧に

言説的商品化の過程と考えられる。

とって非常に有効であること、そして組織化

しかし大災害は市場の論理の有効性の再考

のもう１つのモードであることを論じた。事

を促した。経済安定の文脈では当然であった

前に計画されていなかったが、事業復旧に直

商品化された日常への懐疑が生まれた。3.11

面し、自発的に形成された。この意味で、市

以降の支配的ディスコースは、人と人との

場の論理からコミュニティの論理への自然な

「絆」、つまり関係性を強調するようになっ

移行は特筆に値する。まず重要な点は、コ

た。大災害は市場の論理からコミュニティの

ミュニティの論理は危機的状況下で効果的で

論理への言説的移行を通して脱商品化へと導

あるということである。現代社会では、商品

いたのである。表１に、市場と非市場の関係

の安定供給と適正価格は疑いようがない。し

を四象限に示す。ミクロのディスコースは制

かし3.11の状況下では、この大前提は脆くも

度の論理と密接に関係する。

崩れ去った。震災前支配的な市場の論理の

表１

ディスコースと制度の論理の関係

ディスコースは姿を消し、非常時では関係性

現代資本主義社会

と協働のディスコースが台頭した。被災企業

日常としての支 非日常としての
配的文脈
周辺的文脈

の従業員は危機的状況下でも混乱することな
く役割を全うし、コミュニティとの協働を実
践した。頑健な市場の論理が揺るぎ、共助が
非市場的文脈においてもう１つの組織化の

制度の論理

市場

コミュニティ

現場における
「企
業 の 生き残り」
のディスコース

競争

関係性と協働

モードとして浮上した。大災害は市場の論理

市場の論理が経済的安定の文脈で機能する

の絶対性への懐疑のきっかけとなり、コミュ

時、非市場の文脈は一顧だにされない。言説

ニティとビジネスを繋ぐもう１つの論理の可

的商品化で経済的安定が通常の文脈とされて

能性を議論する契機となったのである。

いる限り、非日常の文脈は市場の論理によっ

もう１つの組織化のモードとしての共助は

て周辺へ追いやられる。ゆえに現代社会は市

危機的状況下のみで形成される。市場経済に

場の論理を通常で自然なものと受容する。一

おいても様々な協働は観測できる。協働は非

方市場の論理が機能する限り、危機的状況は

常に局所的・状況的であり、反対に競争はコ

非日常なものとして認識される（図１を参

ミュニティの論理を支配する。しかし非常時

照）。非日常の文脈の周辺化の効果は、市場

では市場の論理は崩壊し、生き残りに対して

の論理における商品化の言説的形成過程の裏

はコミュニティの論理が有効的であることが

返しである。それゆえ現代社会の文脈は２つ

示された。これは商品化と脱商品化の言語論

のタイプ、日常の文脈としての市場と非日常

的闘争である。経済安定の文脈では、言説的

の文脈としての非市場に分節される。

相互作用は市場の論理に支配される。市場の
論理はミクロレベルの社会的現場（例えば、

しかし3.11の大災害による危機的状況下で、
日本人はコミュニティの論理が協働を促進す
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ることを認識し、絆のディスコースを多用し

う１つのモードの関係性も、資本主義のディ

ながら関係性に注意を払うようになった。図

スコースとの比較の下で深化した議論が必要

１は、日常と非日常の２つの異なる文脈を日

である。方法論的には、異なる業界でのデー

本のディスコース「常」との関係の下で表し

タを収集し、ディスコース分析の精緻化を図

ている。これは２つの異なる文脈の境界の再

ることが肝要である。
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Abstract
Japan experienced a tragic natural disaster when a tsunami struck on March 11, 2011. A key
issue after the 3.11 disaster is to resume the business as soon as possible. In this paper, we are
interested in how devastated companies made sense of crisis through collaborating with
competitors and community in order to resume their business, and we focus on such efforts of
collaborative assistance. Three perspectives are considered to analyze the case of the collaborative
assistance; social reality of crisis from constructionist point of view, shift of institutional logic from
market logic to community logic, and traditional Japanese discourse. An important implication is
that community logic is effective in the crisis where the market economy does not work, and
collaborative assistance is considered as an alternative mode of organizing, instead of competition
as the market logic of organizing. The disaster forced people rethink effectiveness of the market
logic, and they doubted the daily lives of the commodified world of capitalism. The dominant
discourse after the 3.11 disaster is to facilitate connecting people and enhance the relationships.
The disaster leads to a remedy of decommodification, a discursive process of shifting from market
logic to community logic.（JEL : M, L）

― 109 ―

