
MASTERSが目指す方向とキャリア人材への期待
「経験に裏打ちされ知恵と技術の継承」
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MASTERS 趣旨

高度情報化社会の真只中、２０世紀半ばからはじまった冷戦をピークに、情報は一部の支

配組織に独占される時代が永く続いてきた文明社会に、情報化という大きな波が２０世紀

後半に登場、情報の共有化現象を起こした結果、一部の支配組織による情報の独占が不

可能な時代になったのが２１世紀の最大の出来事である。

組織の時代が連綿と続いた２０世紀までの世界経済はケインズ経済をベースにしていたが、

個人の時代がはじまる２１世紀からの世界経済では、ケインズ経済に取って替わる新しい

経済概念が要求される。

MASTERSは、その会是に示した通り、２１世紀型経済の頭脳集団をめざすために方向と

キャリア 人材への期待 経験に裏打ちされた知恵と技術の継承し、これからの新時代に

立ち向かっていく柔軟な組織を目指すものである。

Ⅰ.MASTERS 趣旨
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●MASTERS 会是

1. ２１世紀型経済の頭脳集団をめざす

2. 組織の時代から個人の時代への渡し役をめざす

3. 小よく大を制す

●MASTERS 綱領

1. 『小よく大を制す』の会是MASTERSの小と大の定義は、２０世紀までの経済における大企業と
中小零細企業に基づくものにあらず、２１世紀からの経済における大小に基づく。

2. 量的優位性（大資本、売上高、大利益）から質的優位性（投資能力、付加価値額、人材数）へ
の抜本的改革

3. 官営と民営の役割分担の明確化

4. 個人の時代の人材資質であるＨＵＢ能力、ＣＯＲＥ能力の開発・養成をする。

5. 最適工業化から最適市場化をめざす。

6. 商品の市場化をめざす

7. サービスの在庫化をめざす

8. 経営資源だったモノの新しいイメージを創出する。

9. 経営資源だったヒトの新しいイメージを創出する。

10.経営資源だったカネの新しいイメージを創出する。

Ⅱ.MASTERS 声明
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Ⅲ.従来の日本の経済構造と需給の変遷

■第二次世界大戦後～１９７０年代

●モノつくりの変遷

■大量生産～大量消費の時代

【作れば売れる時代・量の時代】

・一方的なメーカー主導の経済構造

■１９７０年代からバブル崩壊をへて現在

■多品種少量生産～多品種少量消費

【量から質の時代への転換期】

・メーカー主導の経済構造・需給バランスによる生産・販売

・生産拠点の海外への移動（中国ほか）
・アッセンブル（組立）がメインの生産ライン
・金融機関主導の金融資本主義の経済構造
⇒おカネがおカネを生む社会構造

⇒国内産業の空洞化～日本企業の収益力の悪化
⇒投機経営へのシフトと失敗

結果

21世紀の経済をどのように捉えるかが鍵

●新しい「財」・「サービス」・「生産」・「分配（流通）」・「消費」

Supply 【供給】 ＞Demand 【需要】の時代から
Demand【需要】 ＞Supply 【供給】の時代へ

供給 需要

需要 供給

⇒組織の時代から個人の時代へ・大企業から中小・零細企業の時代へ
⇒量的優位性・質的劣位性から量的劣位性・質的優位性へ

金融資本主義の
弊害

供給需要
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【生産部門】MFG
例）中国への生産拠点の移設

【管理部門】 ADMINISTRETION
例）TKC（会計・管理専門会社 ）

Ⅳ.企業形態の転換 【従来型経済】

経
営
者

●研究開発部長

担当部員

●工場長

工員

●販売本部長

セールス部員

●管理部長

係員

研究開発部門 販売部門管理部門生産部門

社員・従業員

●部門独立法人展開の例

（第3次産業の場合）（第1・2次産業の場合）

経
営
者

社員・従業員

管理部門販売部門

資本金別 年間売上高別 従業員数別 利益額別

1000億円以上 １兆円以上 1万人以上 1000億円以上

100～1000億円 1000億～1兆円 1000～1万人 100～1000億円

1～100億円 100～1000億円 100～1000人 10億～100億円

1000万～１億円 10～100億円 10人～100人 1億～10億円

1000万円以下 10億円以下 10人以下 1億円以下

第1次産業 第2次産業 第3次産業 第4次産業

①農業 ①製造業 ①公益事業 ①金融業

②林業 ②建設業 ②飲食業 ②情報通信業

③漁業 ③鉱業 ③教育業 ③情報産業

④鉱業 ④旅行サービス業

「生産」

工場に
おける生産

供給（工場）⇒
需要（市場）

「財」

剰余の財

時間的財

概念的財

供給（工場）⇒
需要（市場）

「サービス」

市場における
サービス

需要（市場）⇒
供給（工場）

「分配（流通）」

生産者中心の
分配（流通）

供給（工場）⇒
需要（市場）

「消費」

生産者中心の
消費

供給（工場）⇒
需要（市場）

経
営
者

社員・従業員

研究開発部門 管理部門生産部門 販売部門

従来「財」・「サービス」・「生産」・「分配（流通）」・「消費」

【研究開発】R＆D

例）東洋エンジニアリング、本田技術研究所

【販売戦略・売買部門】 MKG
例）販売専門会社（旧トヨタ自販等）

MKGR＆D ADMINMFG

●従来業種別企業形態別カテゴリー

●従来型製造業（ピラミッド型） ●従来型商業（ピラミッド型）

●従来企業規模別カテゴリー

●従来型企業形態（ピラミッド型）
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Ⅴ.企業形態の転換 【21世紀型経済】

研究開発部門 販売部門

生産部門管理部門

HUB
CORE 管理

部門
販売
部門

HUB企業（人材）の
育成

CORE企業（人材）の
育成

財 サービス 生産 分配 消費

需要⇒供給 供給⇒需要 需要⇒供給 需要⇒供給 需要⇒供給

川上 川下の流れ

MKG

R＆D

ADMIN

MFG

（1件）投資額別 （年間）付加価値別 HUB/CORE従業員別

①1件：1兆円以上 ①年間：1000億円以上 ①1000人以上

②1件：1000億～1兆円 ②年間：100～1000億円 ②100～1000人

③1件：100～1000億円 ③年間：10億～100億円 ③10人～100人

④1件：10億～100億円 ④年間：1億～10億円 ④10人以下

⑤1件：1億～10億円 ⑤年間：1億以下

⑥1件：1億円以下

MKG

ADMIN

21世紀経済機能

民営

新第3次産業 新第4次産業

国（官）営

新第1次産業 新第2次産業

●21世紀製造業（スクエア型） ●21世紀型商業（ライン型） ●21世紀業態別企業形態

●21世紀型企業規模別カテゴリー

・基幹農業
・基幹林業
・基幹漁業
・基幹鉱業

・大規模公益
（インフラ）事業
・情報通信業（インフラ）
・大規模（組立）製造業
・大規模建設業（ゼネコン）
・基礎教育産業
（～高校教育）

・全金融業
・情報（ＩＴ）産業

・小規模（部品）製造業
・小規模（ＪＶ）建設業
・専門教育産業
（大学以上）
・旅行サービス業
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Ⅵ.21世紀型経済へ向けた企業・組織の構築

●MASTERSの事業の方向

新時代の産業の構築には「新時代の人つくり」が大命題と捉え
そのために「HUB・CORE」を構築し、HUB・CORE人材の潜在能力を継承し（Human Potential Development）、

「新たなHUB・CORE人材の育成のための事業」を展開していきます。

①「潜在力開発
スクール」の設置

②デイプロマ
【資格】窓口

④ B to B（C）
イベントの開催と
セミナーの実施

③国家・地域プロ
ジェクト推進プロポー
ザル事業

・「新国際人養成英会話教室（仮題）」
・「ニューエイジ新史観（仮題）」
・「新経済原論（仮題）」

・防災介助士（仮）
・健康・介護コンシェルジュ（仮）
・緑化事業推進士（仮）

・異業種交流イベント
・モノ・コトつくりセミナー

・Masters版TED

中小企業からのプロポーザルを
国・行政・大手企業レベルへのコー
ディネート

•スクエアやラインの中心にある（PERSON・
SECTION・COMPANY）各部門との調整担当

•社外調整役・企業間の調整会社の必要性

HUB

COREと
は

HUB・COREになる人材
（プロデューサー・ディレクター）の

発掘と組織の構築

●HUB・COREの要件 Ⅰ
•従来の歴史観ではなく、新しい歴史観が必要

Ⅱ
•従来の常識にとらわれない、新しい価値観・世界観が必要

Ⅲ
•従来の枠組みでの行動ではなく、新国際人としての能力（語学力・コミニ
ユケ―ション能力）が必要

「新国際人としての資質」

●HUB・COREの養成
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