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風の時代とは？ 
風の時代というのは、西洋占星術の世界の言葉で、2020年 12月 22日、つまり冬至の日に、20年に
一度起こる地球から見ると木星と土星が重なって見えるというタイミングなのです。 
このタイミング自体が20年に一度と珍しいので、「グレートコンジャンクション」と呼びます。 
 
古代の人は、夜空の観察していて、星々の中には動かない星（恒星）と動く天体（水星、金星、火星、
木星、土星、太陽、月）があることに気づき、動く天体には大きな意味があると考えました。その中で
も太陽は格別に輝いていますし暖かいので、どの文明でも特別に神格化されたのは無理のないことだと
思います。 
 
実際には太陽の周りを地球が周っているわけですが、地球から見ると太陽が動いているように見えるわ
けで、その太陽の通り道を黄道と呼び、約2000年前に、この黄道をほぼ12等分することで12星座
（乙女座、獅子座、かに座、双子座、牡牛座、牡羊座、魚座、水瓶座、山羊座、射手座、蠍座、天秤
座）を作りあげました。 
 
1 年のあいだの特定の時期には、太陽は特定の星座に位置しているように見えるわけです。 

 
これと同じ要領で、20年に一度に起きる「グレートコンジャンクション」は、特定の星座の位置で起
きるわけですが、それが220年ぶりに風のエレメントである水瓶座の位置で起こったのです。 
 
風のエレメント？ 
実は、12星座には、大きく4つのエレメント(火、地、風、水)に分類されています。 
 
l 火のエレメント：牡羊座、獅子座、射手座 
l 地のエレメント：牡牛座・乙女座、山羊座 
l 風のエレメント：双子座・天秤座、水瓶座 
l 水のエレメント：蟹座、蠍座、魚座 
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各エレメントにはそれぞれの特徴がありますので、簡単に解説します。 
 
■火のエレメント 
熱く燃える炎のような情熱や、目標へ向かっていく向上心を司るので「直感と行動」のイメージです。
本能的な直感力と高い行動力を併せ持ち「ピンときたら即行動」という言葉がぴったり。 
 
■地のエレメント 
4エレメントの中で、唯一固形であることからもっとも現実的なエレメントで「物質と安定」を意味し
ます。収入や財産、肉体など手で触れて確認できるものや、ステータスや権力、格式のあるもののイメ
ージです。 
 
■風のエレメント 
物事をきちんと言語化することや、論理的に考えることを好むような知的なエレメントで流行や変化、
チャンスなど風のように流動する「知性と情報」を意味します。 
 
■水のエレメント 
人の心や無意識の世界、情感、スピリチュアルなど、目に見えない分野を司り、「感情と精神」を意味
します。液体のように異なるものを混ぜあわせたり、融合させたりするエネルギーが特徴です。 
 
 
これまでの220年間は、「グレートコンジャンクション」が地のエレメントである牡牛座・乙女座・
山羊座で起きていたのですが、220年ぶりに風の時代のエレメントである水瓶座で起きたのです。 
2040年は天秤座の位置で「グレートコンジャンクション」が起きる予定です。 
ということで、2021年から「風の時代」が始まると大きな話題になっているわけです。 
 
え？星占い？と思うかもしれませんが、これがなんとなく腑に落ちるところが多いのです。 
 
ちなみに、2020年 12月を境にバッサリ変わるわけではなく、当然ながらじわりじわりと変化してい
くのです。 
というのも、1981年にも天秤座で「グレートコンジャンクション」が起きていますし、2159年には
水のエレメントである蠍座で「グレートコンジャンクション」が起きるのです。 
 
いずれにしても、大きく変化することは間違いなさそうですし、水→火→地→風という４つのエレメン
トの中で唯一の物的な状態がある土から、物的な状態がない風なので、変化というよりは、真逆の転換
なのかもしれません。 
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本当に風の時代が来ているのか？ 
本当に風の時代が来ているのか？ 
それはわかりません・・・。 
しかし、色々と考えてみると、確かにこの10年 20年で大きく変化しているとも思えるのです。 
次からは、地の時代と風の時代の価値観がこんな風に変わるのではないか？そして、その際に組織や人
はどうあれば良いのかについて記します。 
 
 

土の時代から風の時代になって変わる価値観 
なんとなくですが「会社というレベル感」、「組織というレベル感」、「個人というレベル感」の３つ
のレベル感でまとめてみました。 
 
 

会社というレベル感 

■所有から利用・共有 
「いつかは自社ビル！」「いつかはクラウン！」なんていう言葉は遠い昔のように
思えます。 
これまでは自社ビルを固定資産として所有することに大きな価値がありました。そ
の証拠に貸借対照表に固定資産が多く計上されていれば安定の証拠でもありまし
た。しかし、現在の多くの企業はなるべく固定資産を減らして無駄な資産を持たな
い経営をするのが一般的です。それは、資産に対してどれほどの利益があるのかとい
う「ROA（総資産利益率）」が高ければ資産を有効に活用していて経営効率が良いと
言う証拠でもあるからです。ですから、自社ビルを保有している企業であれば、自社
ビルを売却し賃貸契約にすることでROAを高められるわけです。 
また、個人的にみても、自動車保有台数も2000年ぐらいをピークに減少傾向で、その代わりにカーシ
ェアやレンタカーの利用率は増えていますし、持ち家比率も減少傾向にあります。 
多くの方がご存知の、Uber や AirBnBなども自家用車のシェアであったり、自分の部屋のシェアだっ
たりしますので、風の時代を象徴するサービスですね。 
個人も法人も「何かを所有する」ことより「使いたい時に使う」方が身軽で気楽で良いのかもしれませ
ん。まさしく地の時代から風の時代の象徴的な傾向だと言えそうです。 
 

 
■秘密・独占から公開・共有 
現在のソフトウェア開発において、ゼロベースで作ることなどほとんどありません。多くの場合は、イ
ンターネット上に公開されているソフトウェアコードを流用したり、コミュニティ内で共有されている
コードを再利用したりして開発を進めています。 
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しかし、これは近年の傾向であり、20年前にインターネットはあったものの、コミュニティでソース
コードやプログラムコードを共有する概念が乏しかったのです。つまり、知的財産権の塊であるソフト
ウェアコードは秘密にするべきで、秘密にすることで独占できたのです。しかし、今は大きくその概念
が変わってきています。 
 
 
■クローズからオープン 
これまでのソフトウェア開発の世界では、複製が出来ないようにソースコードをクローズ（秘密）にし
て、知的財産を守るのが当たり前でした。 
マイクロソフト社は、秘密主義で独占的でクローズドソースコードで有名でしたが、オープンソースへ
の転換を図り、大きく展望を遂げました。 
オープンイノベーションという言葉がありますが、自社の持っている特許や技術をオープンにして他社
とのイノベーションを進めるということも最近は多くなってきています。これは自社のエンジニアやア
イデアというクローズドなリソースだけではイノベーションができないし、できたとしても不効率だか
らです。 

 

 
 
■固定資産・有形資産から流動資産・無形資産 
前述の通り自社ビルのような固定資産を保有するのではなく、現金のような流動資産を保有する方が身
軽だと言えます。ここでのポイントは無形資産です。 
無形資産は物的な実態の存在しない資産なので、特許・商標権・著作権のような知的資産、従業員の持
つ技術や能力などの人的資産、顧客のロイヤリティや共感する心理、企業文化や理念のような資産も無
形資産です。これは実体を伴わない資産なので、多くの場合は資産として計上することができないので
すが、これらの無形資産こそ企業にとっては大きな価値であることは言うまでもありません。 
４つの経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報）の中で最重要資産はヒトだと言われています。それは、モ
ノ・カネ・情報と言う資産を作るのも運用するのも全てヒトだからです。 
しかし、他社のヒトと言う資産は真似することが難しいですし、顧客のロイヤリティや共感する心理な
どは長年かけて手に入るものですし、企業文化や理念のような資産も簡単に開発できませんし、なかな
か手に入れることができません。 
まさしく地の時代の代表格である固定資産・有形資産から風の時代の象徴的な資産である流動資産・無
形資産が重要だと心底わかってきて、その開発に邁進する企業が多くなっているのだと思います。 
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■固定概念・既成概念から柔軟、革新 
地の時代の象徴的な特徴の一つに安定があります。安定とは変化しないこと柔軟でないことでもありま
すので、固定概念や既成概念は変化や革新を妨げる概念です。これは善悪ではなく、固定概念や既成概
念に囚われていると、違った側面や価値観を認めることができないという状況が産まれるとしたらとて
も危険だということです。 
物事に本質的には善悪はなく、あるのは事実と解釈だけだとすれば、自ずと柔軟性と革新性を持って感
じることができたり行動することができたりするのではないかと思うわけです。 
風の時代はゆるりとふわりと固定せずに・・・というわけです。 
 
 
■オフラインからオンライン 
2020年は新型コロナウィルスというニュースで
幕開けして１年間このリスクと向き合ってきまし
た。 
感染リスクがあるということで、自宅にいること
が推奨され、学校や会社に行くことが制限された
ので、必然的にオンラインでの、授業、仕事、飲
み会、打ち合わせが盛んになりました。 
ある業界からすれば、これまでも普通にオンライ
ンで仕事もしていましたし、授業もしていたかも
しれませんが、多くの企業は自社の都合とは関係
なくオンライン化せざるを得ない状況になりました。 
このことが良いことなのか悪いことなのか、生産性が上がったのか下がったのか、精神衛生上よかった
のか悪かったのかという判断はともかくとして、変わってしまったことは確かです。 
このことがきっかけで、賃貸オフィスすらも解約した企業もあります。賃貸料をオンライン設備費用に
切り替えれば良いわけです。 
ちなみに、インターネットで情報が飛び交うというのは風の時代の象徴ですが、インターネットの基礎
は1980年初頭に出てきた技術なので地の時代から風の時代に向かうタイミングだったわけですが、こ
の数年は音声データ、画像データ、動画データと著しくデータ量が増え、インターネット上の情報が爆
発的に増加しています。 
 
 
■終身雇用からプロジェクト参画 
2019年に経団連の中西宏明会長は「企業が終身雇用を続けていくのは難しい」と発言し、同じ2019
年に、トヨタ自動車の豊田章男社長が「終身雇用の維持は難しい」と発言したことで、いよいよ「終身
雇用は崩壊」したのかと考えられています。 
なぜ、終身雇用が崩壊したのかと、根本的に経済成長が右肩上がりでなくなったからで、年功序列を前
提にした終身雇用は長く雇用するほど人件費が増加します。経済と企業の両方が成長するという前提で
あれば特に問題はないのですが、現時点では日本は大きな成長を見込むことが難しいのです。 
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また、ITによって働き方が変わったり、年功序列を排除して成果主義に移行する会社もあるので、終
身雇用という雇用形態が難しくなってきました。 
終身雇用は帰属意識が高まるとか従業員を長期的・計画的に育成できるというメリットはあるものの、
従業員が向上心を持ちにくかったり、多様な人材を獲得しにくいというデメリットもあるので、一概に
どちらが良いというわけではありませんが、少なくとも風の時代において終身雇用は古いスタイルだと
言えます。 
風の時代では、人材の能力や知識の有無は良し悪しではなくレベルが異なる、役割が異なると考えるこ
とで、その人材に合わせた育成方法があるだろうということと、これまでのように集合研修のような一
律的な教育ではなく、当人が望む研修だけを受講させることになるでしょう。そういう意味では会社と
しての研修費は全てカットして、社員が望む研修を受けさせて、その研修によるROI を約束させる方
が良いかもしれません。 
また、社員の能力や役割は千差万別なので、社員の評価は労働時間ではなく、支払う報酬に対する仕事
ができたかどうかというスタイルに移行するのかもしれません。 
ただ、会社にいるだけでは報酬は貰えなくなり、会社と仕事の範囲や目標を合意して報酬を決めるよう
になるかもしれません。 
そうなると、何もその部門だけで働く必要はないかもしれませんし、極端な話、その会社だけで働く必
要はないかもしれません。求められる部門や会社やプロジェクトがあり、その部門や会社やプロジェク
トの目指す方向や理念やビジョンに共感できれば参画すれば良いのかもしれません。 
まさしく、風の時代に相応しい多様な働き方になるわけです。 
 
 
■伝統から変革 
ソフトバンクの孫正義は「髪の毛が後退しているのではない。 私が前進しているのである」と言い、
ユニクロの柳井正は「変革しろ、さもなくば、死だ」と言いました。伝統はとても重要なことですが、
伝統を守るがあまり企業の存続が危ぶまれては元も子もありません。 
日本の茶道や武道などの芸道・芸術における師弟関係のあり方で修業プロセスを示した守破離は、芸事
の文化が発展、進化してきた創造的なプロセスなのですが、ビジネスや人材教育も同じで、伝統を守る
（守）、守った上で独自の工夫をして自分流のスタイルに変化させ（破）、オリジナルに進化させる
（離）ということだと考えます。 
もっと突っ込んで言えば、伝統など考えずに直感でやってしまうことの方が風の時代の振る舞いのよう
な気もしていますし、実際にそのような会社や個人が増えているようにも思います。 
例えば、下のロゴを見てください。 

  

 
創業当時のマイクロソフト、グーグル、アップル、アマゾン、マクドナルド、twitter ですが、ロゴが
古いということが言いたいわけではなく、今のようなビジネスとは全く異なる、そもそもビジネスでも
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なかった状況でもスタートしたということです。伝統的なビジネスをひっくり返すような変革をまずは
やってみたというレベルのスタートアップが、2021年現在巨大な企業になっているということです。 
 
 
■都会集中から地方分散 
総務省の発表によると、2020年 10月の東京都の転出者数は3万を超えて前年同月に比べて10.6%
増え、4カ月連続で転出者の方が多い転出超過となりました。背景としては、コロナ禍でテレワークな
どが普及し、都心から郊外へ転居する動きがあったり、実際にオンラインでも十分仕事ができることが
証明されてしまったことで、東京から郊外や地方に移住する人も増えているようです。 
また、東京の本社機能の一部や全てを地方に移転する企業も増えています。人材大手パソナグループは
2024年にかけて本社勤務約4600人のうち約1200人を兵庫県淡路島に移す計画を発表しました
し、茶専門店であるルピシアも本社を東京から北海道ニセコ町に移転しました。 
これまでは、官公庁が多く実際に住んでいる人も多いので東京に住み、東京に本社がある企業に勤める
のが「普通」だと考えていましたが、もはや「普通」ではなくなったのかもしれません。 
それは、これまでは東京近郊に住んで東京近郊に勤めることしか選択肢がなかったので、自然との触れ
合い、家族との時間、人が少ない環境を選びたくても選べなかったのが、選べるようになった途端にそ
ちらの選択をし始めたという方が正解かもしれません。 
まさしく、東京という地に縛られていた地の時代から、東京に縛られない風の時代の幕開けなのかもし
れません。 
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組織というレベル感 

■支配と依存から自立と自律 
地の時代では、個人も誰かや何かに依存している方が楽だったり組織や団体という境界の中で縦社会に
いることが安心安全で、収入面でも精神面でも安定していました。それが一般的で「普通」だったと思
います。 
しかし、風の時代は、組織や団体の境目が曖昧になり、縦社会から横のつながりになり、収入面の充実
も重要ですが精神面の充実も大切になってきますので、自ずと支配と依存から自立と自律に移り変わり
ます。 
正式に社員をしながらも副業をする方がもっと多くなるでしょうし、会社をやめて起業したり個人事業
主として活躍する人も増えるのだと思います。 
それが、またより大きく深い横のつながりを作り出し、協業が進み、独占から共有へと進むのです。 
 
 
■縦社会から横のつながり 
地の時代では縦社会というか階層型の構造が多かった気がしています。社長や代表
がいて、その配下に取締役やマネージャーがいて、その配下に社員従業員がいると
いうモデルです。情報は上下に行き来している世界です。ヒエラルキー（階層型）
の組織や社会は、階層別や一人一人の位置付け、役割が決まっていて上下関係がは
っきりしていることから、比較的安定した構造になっています。 
ですから、想定された出来事については、各自がやるべきことをやりルールを守る
のであれば、安定性があって上手くいくのですが、想定外の出来事に対応する柔軟
性に欠けます。大将が居なくなれば組織が壊れるというのもよくある話です。地の
時代では安定性は大きな価値観です。 
風の時代では、横社会というか横の繋がりが重視される世界です。横のつながり社
会は、一人ひとりの位置付けや役割が決まっていても、その状況に応じて変わることがあり、変化に対
応する柔軟性があります。これは安定性がないということになりますが、安定性がないことがまさしく
風の時代であり、ふわりふわりと独立した多様な個人が横につながる、輪のような世界だと言えます。 
平和とはよく言ったもので、横につながる世界は平らな世界でもあり、もしかしたら「和」は「輪」な
のかもしれません。 
 
 
■ボーダーフルからボーダーレス 
後述の公私混同のセクションでも出ますが、仕事とプライベートを明確に分けるというのが地の時代の
概念でした。しかし世の中には色々な境界があります。国、地域、都道府県、市町村、会社、組織、家
族などグルーピングされているものは、属するものと属さないものを分ける境界があるわけですが、そ
れらの境界が曖昧になり、同じようなグループに同時に参加することもあるのかもしれません。 
例えば、個人事業主として複数の組織やプロジェクトに参画することや、会社として副業を認めて個人
がより複数の収入を得ることを支援したり、複数の社会貢献ができるように支援したりすることができ
ます。地の時代では村社会というかある程度の境界内グループで物事を決めたり運営したりしました
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が、風の時代では、境界が緩やかになってもっと自由に境界の内外を行き来することができるようにな
ります。 
 
 
■機能別から協働作業 
会社組織には部署ごとに業務の役割や機能が定められていて、それを効率的に行うことで大きな業務が
成立しています。昔は業務分掌を定めて、部門ごとや業務ごと、職種ごとに業務内容や業務範囲を定義
していました。地の時代らしく境界を明確にして「遊びやゆとり」よりも「明確さ」が重要視されてい
る世界ですが、風の時代ではもう少し緩やかな世界というか、困っている部門や人がいれば積極的に支
援して協働しようという世界観です。 
機能別に設計されている組織が競争があるわけではありませんが、風の時代の仕事の進め方は、競争よ
りも協力を促す方が相応しいのです。社員間で競争して切磋琢磨することは良いことですが、行きすぎ
ると安心して仕事ができないですし、「困った時に誰かに助けてもらえる」と感じられなければ、生産
性もとても悪くなります。 
しかし、「困った時に誰かに助けてもらえる」と感じることができれば安心して仕事ができます。 
風の時代は機能別で競争する世界よりも、協働して支援しあう世界なのです。 
 
 
■組織的から個人的 
組織的な行動は、個人による個別の行動より大きな成果を生み出しますし、高い効率で仕事ができま
す。地の時代においては会社組織や団体という境界が明確なので、組織的な行動が奨励されそれがうま
くいっていたと思います。 
風の時代においては会社組織や団体という境界が明確ではなくなるので、組織的な行動の前に、個人と
してどのような行動を取って、どのような価値を提供できるのかというレベルの話になります。 
風の時代では組織が不要だというわけではく、ヒエラルキー的な組織行動よりも横のつながりの個人行
動の方が相応しいのだということです。 
 
 
■指示・命令から共感 
会社組織では上司や上流工程の方から指示命令されることでうまく機能してきました。これも効率的に
業務をこなすのであれば当たり前の普通でした。しかし、上司や上流工程の方との関係が悪く、その指
示命令をすることが苦痛だったり、そもそも苦手で不得意なことをやることになった場合、ちゃんとや
り遂げるにしてもあまり生産性が良いとは言えないでしょうし、できればやりたくないのかもしれませ
ん。それでも地の時代においては当たり前の状況です。 
しかし、風の時代においては、上司や上流工程の方からの指示命令には、共感という心理的なインフラ
が必要になります。上司と部下、他の部門との共感があった上で指示命令するのが風の時代の世界観で
す。もはや、指示命令という感じではないかもしれません。 
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■公私区別から公私混同 
「公私混同するな！」というのは典型的な地の時代の概念からくる発言です。仕事にプライベートを持
ち込むな、プライベートな時間に仕事を持ち込むなということです。 
しかし、風の時代では、積極的に仕事にプライベートを持ち込み、プライベートな時間に仕事を持ち込
むのです。地の時代は境界が明確にあることが便利だったり都合が良かったり心地良かったりしたので
すが、風の時代は境界がどんどん曖昧になり、境界が曖昧なことが逆に便利だったり都合が良かったり
心地良かったりすることになるのかもしれません。 
 
 
■専業から分業・連携 
地の時代では会社や組織の境界が明確であり、それが良いことで専業として行うことに価値がありまし
た。何かに特化したスペシャリストな人材やスペシャルな組織は専業としてとても良いことなのです
が、そのスペシャルな個性や専業が横につながって連携して大きなことを成し遂げる、ある意味で分業
して大きな目的に向かうのが風の時代の世界観だと言えます。 
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人材というレベル感 

■建前から本音 
人は会社組織でも社会においてもある程度は建前で生きています。何もかも本音を話してしまうと社
会・会社・組織が成り立たなくなる可能性があります。 
しかし、会社組織あるいはプロジェクトにおいて「腹を割って本音で話す」ということは、心理的安全
性が保たれてより良いパフォーマンスを発揮することができます。 
地の時代では、建前の会話や本音での会話が主流で、組織内の均衡を保ち適度な緊張感を持っていまし
たが、風の時代では人を傷つけない自分の本音を素直に吐露することでより深く強い仲間との絆を得る
ことができます。 
 
 
■お金・物質から体験・経験 
お金や物品や名誉などは「地位材」と呼ばれ、他人と比較することができるので、得た時には瞬間的に
は幸福を感じますが、その幸福感は長続きしないと言われています。 
一方で、安心や安全、健康などは「非地位材」と呼ばれ、他人と比較することができないので、得た時
には豊かな気持ちになり幸福を感じて、その幸福感は長続きすると言われています。 
地の時代では、お金や物質的なものに価値があるとされていますので、「地位材」がある人が幸福で立
派で偉い人だと思われてきましたし、実際にそう思う人も多かったのだと思いますが、風の時代は、お
金ではなく安心や安全で目に見えないものに価値があるとされていますので、「非地位材」がある人が
幸福で立派で偉い人だと思われるのかもしれません。あるいは、そもそも「非地位材」は人と比較でき
ないので、自分は自分、人は人だと思うので何も感じない時代なのかもしれません。 
また、お金で買えない体験や経験は多くあります。いくらお金があっても、家族とやんわりとした幸せ
な旅行ができるとは限りません。あるいは、ほんの小さな午後のひと時を幸せに感じる経験はお金では
買えません。 
このように風の時代は、体験や経験に大きな価値があるという世界観になっていくのかもしれません。 
 
 
■目に見えるモノから目に見えないモノ 
地の時代では、お金、家、車、土地、時計、ブランド品など目に見えるもの、手で触れることができる
物質的なものに価値があるとされてきましたが、風の時代では、人間関係、コミュニケーション、情
報、知恵、意思、意図、ビジョンのように、手で触れることができないもの、目には見えないものに価
値があるとされる時代です。お金や家や車などの物質的な物に満たされていても空虚さを感じるよう
な、そんな世界観になっていくのだろうと思います。 
 
 
■ゼネラリストからスペシャリスト 
企業には、広範囲の分野について知識を持ち、さまざまな分野の担当者たちをまとめる役割を担うゼネ
ラリストと、ある特定の分野において突出した知識や技術、経験を持つスペシャリストがいます。 
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地の時代の従来スタイルだと、特定分野に関する深い知識、優れた技術、長い経験を必要とするスペシ
ャリストは、経験を重ねて周りに認められて出世することが多かったのですが、従来のスペシャリスト
は、部下の管理や部のマネジメントが得意なわけではないので、部門長や取締役になるには、マネジメ
ント能力を身に付ける必要がありました。 
ゼネラリストは、広範で豊富な知識に基づき現場のマネジメントを行うのが主な役割なので、上層部ま
での出世が見込めるといえますが、当然ながらマネジメント能力だけでは昇進は難しく専門分野でも長
けている必要があります。 
そもそも、会社の中での昇進や出世という概念は、ヒエラルキーの世界であり縦社会の概念なので地の
時代のスタイルに近く、風の時代はそもそも組織に属して働く世界観ではなく個人として独立して働く
世界観なので、ゼネラリストもマネジメントという役割であり、何かのスペシャリストも何かの役割に
おけるスペシャリストなので、どちらが良いどちらが悪いということからも離れた世界観だと考えま
す。 
会社組織を運営する上では、ある程度は組織内での人材活用を考える必要があるので、人材の役割や能
力を見極めて色々なスタイルで運営するのだと思います。 
ただ、風の時代ではそんな会社組織の運営自体が古めかしいのかもしれません。 
 
 
■単一から多様 
ダイバーシティという言葉を聞いたことがあると思いますが、意味としては「多様な個性、背景を持つ
人材を積極的に採用し、組織にさまざまな人材が存在している」という状態や施策のことです。 
それに対して、インクルージョンは「互いに個性を認め、受け入れ合い、一体となって働く」というこ
とです。 
大きな差はないように思えますが、ダイバーシティは「多様な人材を受け入れる」という意味合いで、
インクルージョンは「多様な人材を受け入れたあと、その人々の個性を活かす」という意味合いです。
よくある話としては、ある企業がダイバーシティ政策として、女性管理職を増やしたり、外国籍の社員
を採用するということだったりします。要するに、性別のグループを分けて多様だとしたり、国籍のグ
ループを分けて多様だというわけですが、これはあまりに大きな括りであり、血液型グループ、出身大
学グループ、星座グループと分けることと大差無いように思います。 
つまりは、個人は個人として多様なので、わざわざ性別、国籍、出身大学などでグルーピングしなくて
も十分に一人一人の個性は違うので多様だということです。 
しかし、地の時代は、職場や職種や業種業態によって性別・国籍・年齢の偏りがあったのが事実で、そ
れが「普通」だと捉えていましたが、男性の客室乗務員、女性のトラック運転手、外国人政治家、若い
政治家、高齢な学生がいても何らおかしく無い世界が風の時代だと言えます。 
単一な概念をやめて多様性を受け入れようということです。 
 
 
■学歴・資格から精神性・人間性 
地の時代は目に見えるものに価値がありましたので、学歴や資格や免許などに価値があるとみなされて
そのようなものを手に入れるように努力してきました。これらはこれからも必要なことですが、これか
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らは学歴や資格や免許のような目に見える価値よりも、精神性や人間性のような目に見えないものの価
値がもっと高くなります。 
これまでも、酷い人間性を持った医者や弁護士や税理士が良かったわけでありませんし、これからも人
間性精神性だけあれば学歴や資格や免許が全く不要かと言えばそうではありません。スキルややり方と
同様にこれらも必要なのですが、これらだけで人の価値、人生の価値が決まるわけではないということ
です。 
高学歴な大学に行けば人生ハッピーというわけではありませんし、医師免許を手に入れればお金持ちに
なれるわけではありません。しかし、高い精神性や人間性があるともしかしたら学歴や資格や免許がな
くても豊かな人生を送れるのかもしれません。 
 
 
■損得から楽しさ 
「それって何が得なの？」「それって儲かるの？」が典型的な地の時代の概念です。 
損得勘定とは、地の時代に大切にされ価値あるものとされてきたお金を得られるか失うのかという判断
基準だったり、お金じゃないしても時間や行動について、それが自分にとって得なのか損なのかという
判断においてやるのかやらないのかという行動を取っていたと言ってもよいかもしれません。 
風の時代では、損得感情ではなく、「それって楽しいの？」「それってワクワクするの？」が典型的な
概念です。お金を払う時も何かに時間を費やす時も何かをする時も、損か得かではなく、楽しいのか楽
しくないのか？が大きなポイントになります。 
楽しい仲間と楽しい場所で楽しい時間を過ごすことが風の時代の価値観なのです。 
 
 
■善悪から役割 
ナイフでスープをすくえないからといって「ナイフが悪い」とは考えません。スプーンで肉を切れない
からといって「スプーンが悪い」とは考えません。それはナイフにもスプーンにも役割があるからで
す。ナイフやスプーンにも役割があるように人にも得て不得手という役割があります。管理が苦手な人
に管理をやらせて「あなたが悪い」と決め、経理が苦手な人に経理部門に異動させて「あなたが悪い」
と決めるというのではその人の能力が最大限に発揮できません。管理は管理が得意な人に、経理は経理
が得意な人に割り当てるのが最適なはずです。 
また、何かの出来事に対して善悪の判断をすることがとても多かったと思います。これはとても難しく
て神経を使う事柄なのですが、善悪の判断というのは誰かが決めること、あるいは大衆が決めること、
あるいは歴史が決めること、あるいは常識や既成概念などが決めることですが、多くの場合、時と場合
によって異なったり、時代が違えば異なったりして相対的なものです。「友人を助けること」「食物を
万引きしてしまったこと」の背景や文脈によって善悪は大きく異なるので、一概に決めつけるのは気を
つける必要があるのです。 
また、役割というのは良いも悪いもありません。そういう役割なんだねということに過ぎないのです。
その役割自体に善悪の判断をつけてしまえば役割にも善悪が発生してしまいますが、基本的にはあまり
善悪はないはずです。 
つまり、地の時代は、人や物事に対して善悪の判断をする世界観でしたが、風の時代は人には役割があ
ったり、物事にはそれなりの意味があったりということなのかもしれません。 
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■不足点の拡充から充足点の伸長 
名前こそ変われど、大学入試には共通一次テスト、大学入試センター試験、大学入学共通テストが実施
されていて、複数科目の殆どで好成績を修める必要があります。つまり、何もかも平均的でいなさいと
いうことです。平均的な学力はもちろん必要かもしれませんが、特筆的な能力があれば大学進学できる
というパターンもあって良いかもしれません。実際には、1990年からAO入試が生まれ、今では東京
大学でも実施されたりしています。現在は、半分近くがAO推薦入試で大学に入学したと言われていて
とても良い傾向だと思います。 
とは言え、まだまだ人の弱点や弱み苦手な点を克服しようという考え方の方が主流で、なかなか人の強
みや得意な点を伸ばそうという考え方には至っていません。 
地の時代では、自分の弱点や不足点にフォーカスしてそれらを改善したり修正したりすることが多かっ
たと思いますが、風の時代では自分の強みや足りている点にフォーカスしてそれらを伸ばしたり拡大す
ることを多くします。 
 
 
■スキルからウィル 
風の時代の象徴であるインターネットや情報流通は、スキルや知識やノウハウのコモディティ化を促進
しています。つまりこれまでは有料でしか手に入らないような内容のものが無料でも手に入ることが可
能になったのです。今やわからないことがあれば、インターネットで検索すれば殆どのことがわかりま
す。 
地の時代は、目に見えるものに価値があるという概念でしたので、スキルやノウハウや知識や資格に価
値があったのかもしれません。しかし、風の時代においてはこのようなものの価値は相対的に下がって
いくのだと思います。相対的に高くなるものは、ウィルと言われているような意思や意図です。もちろ
ん意思や意図も言葉にしたりすれば目に見えるものですが、胸に秘めていれば誰からもわかりません。
しかしスキルや資格などは目に見えるものです。 
 
 
■やり方からあり方 
スキルからウィルのように、風の時代になることによって相対的な価値が変わっていくようなものもあ
りますが、同じようなニュアンスでやり方（Doing, How To）とあり方（Being, Why）があります。
地の時代に、よりよく生活する仕事をすることにおいて重要なことは、やり方だったのだと思います。
人は他人に何ができるのか？どうやるのか？を求めましたし、自分もできることやれることを追求し
て、スキル・知識・ノウハウ・資格・学歴を手に入れてきました。 
これまでもこれからもやり方が不要になることはないと思いますが、それ以上に重要なのはあり方で
す。なぜやるのか？なぜやりたいのか？というあり方がとても重要になってくるのが風の時代です。 
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風の時代に相応しい組織や人材を作るには？ 
これまで見てきたように地の時代と風の時代は真逆の価値観だと言っても過言ではありませんので、こ
れまでのイメージの延長線上で組織づくりや人づくりを考えると違和感があると思います。 
逆に、風の時代の世界観に直感的に反応している場合は、これまでの組織づくりや人づくりに違和感が
あるのだと思います。 
また、風の時代に相応しい組織や人材を作るには大きな転換が必要となり、経営者に勇気が必要だった
り、成長痛もあるやもしれません。 
これらに打ち勝ってこそ、風の時代に相応しい組織づくりや人づくりだと思います。 
思い切って、全てのオフィスを解約する 
思い切って、社員を雇用するのをやめて全員と業務委託契約にする 
思い切って、人事評価制度をやめる 
思い切って、副業を認める 
思い切って、会社携帯と個人携帯を区別せずに使わせる 
思い切って、会社PCと個人PCを区別せずに使わせる 
思い切って、会社から肩書きを無くしてみる 
思い切って、組織を取り払って役割だけにしてみる 
思い切って、本社を東京から地方に移転する 
思い切って、全社員の報酬を公開する 
思い切って、不要なビジネスをやめる 
などなど、思い切ってやることで何かが変わるかもしれません。 
これは無責任に書いてます。なぜならどうなるかは分からないからです。うまくいく場合もあるでしょ
うし、うまく行かない場合もあるでしょう。 
しかし、何かを手に入れるためには、何かを手放す必要があります。両手いっぱいに持っていては、新
しいものを手に入れることはできないのです。 
そして、「風」は、物が密集しているところには吹きません。隙間がある所に風は吹きますので、物質
的にも精神的にも隙間を作ることで良い風が吹くはずです。 
 
皆さんの会社組織や個人に爽やかな風が吹き込みことを願っています。 
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最後に 
株式会社サンクイットは、人や組織に関する潜在資本を開発して強化するために、必要で根元的なこと
本質的なことは「メンバー相互の関係性」だと考えており、ポジティブな組織を創る専門集団として活
動しています。関係の質を変えることで、個人も組織もポジティブ感情を抱き幸せな環境にいることが
できるようになります。 
また、デジタルトランスフォーメーションやイノベーションを起こしたくても、自社の組織文化や風土
が現状のままであれば危機感を感じる方、組織風土の変革、組織文化の変革、組織のコミュニケーショ
ンの変革について課題がある方がいれば、ご相談ください。 
 
 

 
 

メール：info@thankit.com 
サイト：www.thankit.com 

 
 

サンクイット社ではポジティブ心理学、ストレング
ス思考、U理論などをベースにした「明るく前向き
で楽しい組織」を作る様々なサービスをご用意して
います。実際に提供しているサービスや考え方がま
さしく風の時代に相応しいので、新しい組織づく
り、人材づくりをお考えであればご相談下さい。 
 

 
 

メール：info@ swimmy-community.com/ 
サイト：http://swimmy-community.com/ 
 

また、当社は、自分らしく好きなことや強みを生か
して豊かになる風の時代のコミュニティである「ス
イミー・コミュニティ」を運営しています。こちら
は会社ではなく、個人が参加できるコミュニティで
すので、ご興味あれば是非ご参加ください。 
※スイミー・コミュニティは横浜市のSDGs認定事
業です。 
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