第 15 回：二つの相反する事柄が、同時多発的に起こっている
時代の粒 度が変 わった のです 。今ま で一つ の事 柄（事象 ）と思 ってい たのが 、じつ は二つ
の事柄（ 事象）が混じり 合って いたと いうこ と が、次々 とあき らかに なって きてい るのです 。
原因は何 か。時 代を観 察する 装置が 変わっ たか らでした 。その 結果、 今まで 観えて いなか っ
た事柄（ 事象） が、観 えるよ うにな ったの です 。その観 えるよ うにな った事 柄（事 象）は い
ままで観 えてい なかっ ただけ の話で 、もと もと 存在して いた事 柄（事 象）で した。
ここが大 事なと ころで す。もと もとあ った事 柄（事象）が 顕在化 しただ けなので す。10 倍
の倍率の 顕微鏡 で観て いた飲 み水を 100 倍の倍 率の顕微 鏡で観 てみた ら、なに やらモ ゾモゾ
動き回っ ている 得体の 知れな い虫が いた。 きれ いと思っ ていた 飲み水 が、じ つはき れいな 飲
み水では なかっ た、と いうよ うな話 です。
この問題 は果て しのな い議論 になり かねな いの です。一 つには 、100 倍の倍 率の顕 微鏡で
観ている 人たち と、 10 倍の 倍率の 顕微鏡 で観 ている人 たちと の間の 争いに なりま す。「そ ん
なことが あるは ずがな い。事 実をよ く観て みろ 」という 、その 事実が 存在し ている か、い な
いかの議 論です 。
もう一つ は、同じ 100 倍の 倍率の 顕微鏡 で観 ている人 たちと の間の 争いで す。「も うこの
水は、飲 み水と しては 使えな い。新 しい飲 み水 を探そう 」とい う、い わば改 革派と、「いや 、
今まで飲 み水と して何 の問題 もなく 使って きた のだから 、この ままで いい」 という 、いわ ば
守旧派と、
「い や、飲み水は 、飲 み水と して使 っていこ うよ、ただし 煮沸す るか 、どう かして
使ってい けばい いんじ ゃない か」と いう、 いわ ば中間派 という ように 、事実 がどん どん枝 分
かれして いく議 論です 。
前者の議 論は、 宗教裁 判にま で発展 した歴 史が あります 。この 場合は 、顕微 鏡では なく望
遠鏡でし たが、天体を 観てい たガリ レオ・ガリ レイが、
「 それで も地球 は動い ている 」と言 っ
た天動説 と地動 説の議 論でし た。ガ リレオ は、 当時のロ ーマ法 王と昵 懇だっ たため に火あ ぶ
りの刑は 免れた が、ジ ョルダ ー・ブ ルーノ は、 異端の烙 印を押 されて 西暦 1600 年 に火あ ぶ
りの刑に なりま した。
後者の議 論は、時代が 新しく 変わる たびに 、い つもおこ る歴史 です。
「 新奇な モノは 何で排
除する」 という 生き物 として の人間 の根源 的な 問題でも ありま す。こ の議論 は、改 革派と 守
旧派と中 間派に 枝分か れして 、とき には戦 争へ と発展し た歴史 があり ます。
たとえ話 はこの くらい にして、
「二つ の相反 す る事柄が 、同時 多発的 に起こ ってい る」に 戻り
ます。今 、起こ ってい る、二 つに相 反する 事柄 とは何か 。
例えば 、①「 人が余 ってい る、人が足り ない」。この場合 は人材 の価値 観が、＜人手 ＞から
＜知識＞ に変わ ったこ とが原 因とい えます 。② 「倒産し た会社 、過去 最高の 利益を 上げた 会
社」。この場 合は、原 因は、色々 ありま すが、過 去にこだ わった 会社、未来 にこだ わった 会社。
もしくは 、改革 できな かった 会社、 改革で きた 会社など が原因 といえ ます。 ③「老 後を都 会
で暮らす 人、田 舎で暮 らす人」。この 場合は 、ラ イフスタ イルの 考え方 の違い を原因 に挙げ て
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おきます 。
このよう に、時 代が大 きく変 わろう として いる ときには 、二つ の相反 する事 柄が、 同時多
発的に起 こるの です。 時代が 飽和状 態から 過飽 和状態へ と煮詰 まった 結果、 今まで 液体だ っ
たモノが 、突然 、固体 に変わ ってし まった 。こ のような 現象を 相転移 したと 言いま す。見 た
目はまっ たく違 うが、じつは同 じ因果 ででき て いるモノ である 。形態 が変わっ たにす ぎない 、
という割 り切り 方もあ ります 。
また、モ ノゴト の摂理 として 「陰が 窮すれ ば陽 に転じ、 陽が窮 すれば 陰に転 じる」 という
タオの思 想もあ ります 。陰を 背中に して陽 を眺 めれば、 陰は見 えにく くなり ます。 陽を背 中
にして陰 を眺め れば、 陽が見 えにく くなる ので す。陰と 陽を左 右に置 いて、 モノゴ トには 陰
と陽があ るのだ と割り 切って 、陰と 陽と対 峙し ていこう 、とい う摂理 でもあ ります 。
とにかく 時代の 粒度が 変わっ たので す。時 代を 観察する 装置が 変わっ たので す。新 しい価
値観が、 次々と 顕れて は消え ていく 時代で す。 せめて観 測する 装置を 新しく する。 ここか ら
始めるの も、一 つの割 り切り 方の方 法です 。

※ 次回 掲載 予定 ・・ ・ 第 16 回： 経営 の目 的と、 その 手段 をあ いま いに する 経営 者
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