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BELIEVE IN PEOPLE

11 月 17 日に新刊「Believe in People: Bottom-Up Solutions
for a Top-Down World.」が出版されます。Stand Together の
CEO であるブライアン・フックス (Brian Hooks) 氏との共著で、私の
ライフワークの中心となっている
「誰もが自身の潜在能力を引き出し
成功できる社会の実現」について書いたものです。
本書を書き始めた 5 年前、恐ろしいパンデミック、政府の規制と財政
支出の記録的な増加、さらに私の人生において最も分裂的な政治の
雰囲気と深刻な社会的不安の中でこの本を出すことになるとは思いも
しませんでした。
しかしこの本は、
この困難な時にこそぴったりだと思
います。なぜなら、社会の重大な問題に対し、
どんなものであれ、各個
人がどのように立ち向かっていくかを探っているからです。
この本のタイトルである
「Believe in People」は、私の人生哲学を一
言で言い表したものです。その中心となるのは、人はそれぞれ独自の
才能を持っているということです。私たち一人一人が自らの才能を、
他人の人生の向上のために使うことで、私たち自身の人生を向上さ
せることができます。それをすればするほど、
ますます皆が恩恵を受け
ます。私は 60 年間、ビジネスと社会貢献の場で、人々が最高の自分に
なり、可能な限り最高の社会に貢献するための力を与えられるよう努

チャールズ・コーク (Charles Koch) 氏、Koch Industries
会長兼 CEO
ブライアン・フックス (Brian Hooks) 氏、Stand Together
チェアマン兼 CEO

力してきました。
私の前著と同様、
「Believe in People」は歴史を通じて人々に恩恵を
もたらしてきた科学的、社会的進歩の原理を引き合いに出しています。
これらの原理は私の人生を変え、
とても可能とは思えなかったことを達

誰でも社会起業家になることができる反面、何から始めたらよいかを

成することができました。
これらの原則は Koch Industries も変え、

全員が分かっているわけではありません。
さらに、善意を持つ多くの人々

社員が他者のために価値を創造することに自らの才能を活かせるよう

が、自分の最も気にかけている問題を克服することができません

になったのです。

(「Believe in People」で述べているように、私自身もそうでした）。

前著では、
これらの原理がビジネスにどのように活用されているかを
説明しましたが、
「Believe in People」では、
コミュニティ、教育、そし

私の願いは、
この本が本当の変化を望む何百万人もの人々の役に立
つことです。

て政府を含む社会のあらゆる側面にこれらの原理を適用しています。

私たちの国の将来は、人に対して深い信念を持つかどうかにかかって

そして、前著は企業経営者に向けて書いたものでしたが、
ブライアンと

います。当たり前に聞こえるかもしれませんが、
ことわざにもあるよう

私は、今回の本を社会起業家のために書きました。
では、
「社会起業家」
とは何でしょうか？ その人の経歴に関係なく、他者

に、行動は言葉より雄弁ということです。私たちの社会の大部分は、
人々への根深い不信の上に築かれています。

が潜在能力を発揮することができるように貢献する人のことです。世界

ブライアンと私がこの本で説明しているように、
「個人が自分自身を発

をより良くしようと、自らの才能を活かすことにやりがいを感じる人なら

見して活かすことができるような協調的な取り組みより、他者に対して

だれでも社会起業家です。

実施されるビジネスプロジェクト、社会政策、慈善事業の大がかりな計
画」のほうがたくさんあります。結果として、力を与えられるどころか、
数えきれないほどの人々が管理され、抑圧されています。多くの人は、
誰も自分を信じていないと感じるため、自分自身のことも信じられな
くなってしまうのです。他者を助けることで成功したいという欲求によ
る動機づけではなく、多くの人は否定的な動機づけをしてしまってい
ます。
この動機付けはあらゆる種類の破壊的な態度や行動につなが

BelieveInPeopleBook.com

ページ 2

ります。
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私たちの目標は、
あらゆる人が独自の潜在能力を発揮し
て他者の人生に貢献できるよう、障害を取り除くことです。
その結末は、2 段階の危機を招きます。第一に、人々が抑え付けられたり、

スターリンのストーリーによって、誰がどのような才能を持っているか、

あるいは押し込められたりすることです。第二に、各個人が行うことがで

私たちには決して分からないということに気づかされます。私たちが

きたはずの重要な貢献が、社会全体から失われるということです。私の

誰かを信じて、
トライすることを後押ししたとき、彼らはその才能を私

経験では、見過ごされたり過小評価されたりする人は、
しばしば貢献で

たちに見せる機会を得られるのです。私の経験では、普通の人などとい

きるものを一番多く持っています。

う人はいません。すべての人々が他にはない才能を持っているのです。

では実際に人を信じる (Believe in People) とはどういうことでしょ

第二に、人を信じる (believing in people)ということは、最も予期

うか？ まず、例外なくすべての人が独自の才能を持っていることを認め

していない、ありそうもないと思えるような所で答えを探すことを意味

ることです。

します。

私にとって、会社の歴史において最も偉大なサクセスストーリーの 1 つ
であるスターリン・バーナー (Sterling Varner)

氏に勝る例はありま

歴史の最も偉大な真実の 1 つは、たいていの場合、ある問題の最も近
くにいる人が、その問題を解決するのに最も適しているということです。

せん。
スターリンは、父親が油田の請負業者として働いていたテントの中

反対に、ある問題から最も遠くにいる人はしばしば問題を悪化させ、

で生まれました。彼には吃音があり、深刻な健康上の問題を抱え、公的な

または解決しようとして新たな問題を作り出します。彼らには正しい知

教育を受けていませんでした。ほとんどの人がスターリンを見限ってい

識と理解がないのです。
これはボトムアップ思考とトップダウン思考の

ましたが、私は、彼が非常に社交術に長けており、鋭い起業家のセンスを

違いであり、
この本が示すように、ボトムアップ思考は本当の意味の社

持っていることに、1960 年代に気付いていました。彼はその能力を他

会的進歩を生む唯一の道です。

者の長所を最大限に引き出すために使い、私たちを様々な業界のリー
ダーにする手助けをしました。その貢献によって彼は Koch Industries
の社長に就任したのです。

スターリン・バーナー (Sterling Varner)

氏 (左および左下）は、会社の歴史において最も偉大なサクセスストーリーの 1 つです。
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｢Believe in People｣はより良
い道を探している人のため
のガイドです

ボトムアップの枠組みは、Koch Industries に深く根付いています。
1960 年代以来、私の目標の 1 つは、社員の一人一人が、上司からの指
示を待つのではなく、貢献することにおいてイニシアチブを持つことを
推奨し、それを可能とする企業文化を作ることでした。
これによって社
員がやりがいを感じるようになるだけでなく、彼らの知識を十分活用し、
会社は会社自身と他者のためにより多くの価値を生み出すことができ
るようになります。
コロナウイルスや人種的不平等は言うまでもなく、
貧困や中毒、
また水準の低い教育制度について社会が同様の取り組み
を行った場合どうなるか、
と想像してみてください。
最後の 3 つめは、人を信じる (Believe in People) とは、正しい行い
のために誰とでも協力することをいとわないことです。
11 月 17 日発売 。本書を翻訳する計画は、
まだ確定していません。

このフレーズは、私にとっての英雄の 1 人であるフレデリック・ダグラス
(Frederick Douglass) の言葉ですが、私たちの時代において最も無
視されている真実の 1 つです。それはまた、
どの時代においても最も重
要な真実の 1 つでもあります。それぞれが独自の才能をもっているなら、
私たちの才能をお互いに組み合わせて使用することで、
より多くのこと
をより上手に、
より早くできるようになります。人類はこのようにして進歩
してきました。
これは、私たちが現在直面しているたくさんの試練を克
服する鍵です。

ュニティ、教育、ビジネス、政府) の例を見ることができます。
これらの事例を読めば、
この本の内容を少し味わうことができます。たく
さんのストーリーがあり、多くは私の人生についての話ですが、私が出
会い、長年にわたって支えてきた人々
（薬物中毒経験者やギャングのリー

前号のディスカバリーで連邦刑事司法制度改革ついて述べました。多く

ダー、都心の校長や洞察力のある起業家など）のストーリーはさらにたく

の点で異なる意見を持つ人々が、意見を同じくする 1 つのものについて

さんあります。彼らは他者を助けるための才能を発見し、開発し、そして

団結すれば、
どれだけ驚くべき前進ができるかを示す、最も素晴らしい

活用する力を与えられたとき、
どんなことが可能になるかを証明してい

最新の証の 1 つです。
ブライアンと私が指摘したように、
どんな問題に

ます 。つまり自己実現です。

直面しても、
「様々な考え方の人と協力し、様々な能力を、目の前にある
課題に用いること、つまり私たちは対立しているよりも力を合わせること
ではるかに多くのことを達成できます」。

困難な時期の中、私たちが築くことのできる社会、あらゆる人が貢献し
目標に向かって前進する機会をもつ社会について私は依然として楽観
的です。そのビジョンを実現するために極めて重要な役割をあなたは

これらの原理は多くの人にとってパラダイムシフトを表す以外の何物で

担っています。本号のディスカバリーと、私の新著「Believe in People」

もありません。私にとっては、人生のあらゆる部分において自分の行動

が皆さんの人生と社会そのものを変える旅を加速させることを願って

を評価し続ける標識になっています。私たちの社会がそれらを進んで受

います。

け入れれば（私はそれを信じていますが）、その恩恵は広範囲にわたっ
て速やかに実感されるでしょう。
以下のページでは、人を信じる (Believe in People) とはどのようなこ
とか、いくつかの例をご紹介します。
これらは Koch における私たちの
事業とStand Togetherから選ばれました。社会の核となる制度 (コミ
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社会の
中核となる機関
コミュニティ
コミュニティとは、
「人々が協力して共通の問題を解決し、困難な時期に互
いを支え合い、友好的で愛情あふれる環境において各自の才能と能力を
発見し開発する場所」
です。
多くの人が疎外感や孤独感、取り残されている感じを訴える時期に、

FII は本当の意味でユニークな団体です。FII は、過酷な貧困の中

チャールズとブライアンは、人々に周囲の人を助ける力を与えること

で育ったマウリシオ・ミラー (Mauricio Miller) によって設立され、

によって社会起業家たちがコミュニティを変えるための道筋を示しました。

約 20 年にわたり、人々が貧困から抜け出せるようにするための新

彼らが説明しているように、人々を解決すべき問題と見るのではなく、

しく、最も効果的な方法を追求してきました。解決しようとしている問

困っている人は解決策への道筋として見るべきです。彼らには物事を

題に一番近い人々が運営していることが成功の要因です。貧困の解

根本から変えるために必要な知識と経験があるのです。

決策は、貧困を克服した人々からもたらされることを示しています。
パンデミックをきっかけに、FII は、
どのようにしてさらに大きな変

#GiveTogetherNow
新型コロナウイルス感染症（COVID）によるパンデミックの初期には
大混乱が起きました。ほんの数週間のうちに、何百万人もの人が仕事
を失いました。生活に苦労していた人は、パンデミックによって状況が

化を起こすことができるかを検討しました。FII のリーダーたちは、
Stand Together (チャールズ・コークが設立した慈善活動を行うコ
ミュニティ) に話を持ちかけ、すぐに共同で ＃GiveTogetherNow
と呼ばれる新しいプロジェクトを立ち上げました。

さらに悪化しました。新たな貧困、
または、
より一層深刻な貧困の脅威

＃GiveTogetherNow は、FII の独自のテクノロジープラットフォー

が膨大な数の世帯の目の前に現れました。

ムを利用して、パンデミックで最も大きな影響を受けた人々に、速や

何かをしなければならないことは、初めから明らかでした。
しかし、
問題を解決するには誰が適任者だったのでしょうか？ ファミリー・イン

かに現金の援助を提供するものです。申し込みにかかる時間はほん
の数分で、数日のうちに現金を受け取ることができます。

デペンデンス・イニシアティブ（Family Independence Initiative）

当初の目標は 2 万世帯への援助でしたが、すでにその 10 倍の援助

のチームは、その難局にうまく対処した社会的起業家の団体の良い

を行いました。予想をはるかに上回る 1 億ドル以上の援助が個人と

例です。

組織によって提供されました。
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コミュニティ

お金はそれぞれ、今すぐ必要としている世帯へ届けられました。ある
父親は、子供たちが学校の勉強をするための Wi-Fi を購入すること
ができました。5 人の子供がいるシングルマザーは、家族の安全な住
まいを確保するために家賃の支払いにあてました。新型コロナウイル
ス感染症（COVID）で両親を亡くした遺族の女性は、葬儀費用の他、
失業中に滞納していた支払いにもあてることができました。
パンデミックにおいて、#GiveTogetherNow がすべての人を助け
たり、
ここ数か月間に発生したすべての問題に対処したりできるわけ
ではありません。
しかし、正しい道を歩んできて、
この危機で最も深刻
な被害を被った人々に対して、一息ついて、次に何をするべきか考え
る能力を与えるのです。
私たちがボトムアップから答えを探し、貧困などの大きな試練を体験

Stand Together のドナーコミュニティは、新型コロナウイ
ルス感染症（COVID）の救援活動のために 1 億ドル以上を
集めました。

した人々と協力することによって、
どんなことが可能になるかを示して
います。

ニティを助けた実績のある団体を支援することが、素早く良い結果を生む
最も確実な方法であることを、チームは知っていたのです。

HELP THE HELPERS

#GiveTogetherNow と同様に、Help the Helpers は予想をはるかに

FII は、Stand Together Foundation が支援する、約 200 のコ

超えました。最初の 24 時間で 100 万ドルが集まりました。3 日目までに、

ミュニティベースの団体の 1 つです。それぞれに、人々が貧困から

マッチングファンドで 250 万ドルが集まりました。その取り組みによって

抜け出して人生を変えることを支援してきた実績があります。Stand

総額 600 万ドル以上が集まり、国中で人々が貧困を克服するための支援

Together Foundation は、新型コロナウイルス感染症（COVID）

に使用されました。

の危機に際し、
これらの団体が社会でどんどん増加するニーズを満た
すことができるよう、250 万ドルの取り組みを開始しました。

待ちに待ったその基金は、学校給食に頼っている子供たちが持ち帰り用の
食べ物を買うこと、薬物乱用に苦しんでいる人がバーチャルカウンセリン

「ロジャーズさんのご近所さんになろう」にならって
「Help the

グセッションを受けること、若者が授業をストリーミングで受講するための

Helpers」
と題したこの新しい取り組みによって、それらの団体によっ

電話やホットスポットを配給すること、苦しんでいる家庭が節約するため

て集められた基金は、すべてマッチングが成立しました。自分のコミュ

のファイナンシャルリテラシーのクラスを受けることに使用されました。

教育

教育は、
自分の才能、情熱、
そして自己実現のた
めの道を見つけるための主な手段です。

K-12 教育と高等教育の両方において、教育制度は多くの人にとって役

せん。学校の種類や建物、授業計画、教師の資格のどれも、生徒それぞれ

立っていません。教育を、それぞれの生徒の独自の才能への信念を反映

に合わせた方法で学ぶ能力ほど重要ではないのです」。

するものへと変容させるため、そして生徒がそれを見つけて解き放てる
ようにするため、教育改革を急ぐ必要があります。
「Believe in People」は教育のための道しるべを示します。
「人それぞ
れの独自の才能を考慮すると、教育は人生の中で最もカスタマイズされ
るべき部分です。あまり重要でない事に集中していては、それはできま
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VELA EDUCATION FUND
この春、パンデミックによって全国の学校で授業に障害が出始めたとき、
ほとんどの学校で効果的なリモート学習について何の準備もされてい
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ませんでした。困難な状況は夏の間中続き、新学期になると、K-12
の子を持つアメリカ人の親達はホームスクーリングを検討するよう
になりました。
VELA Education Fund のおかげで、そのような親たちは今、
学習する機会の再構築と改善に尽力している教育者や革新者の新
しいアイデアを利用することができます。その基金のビジョンは、革
新的、非伝統的、かつ生徒中心の学習機会を作り支援することです。
VELA Education Fund は、
チャールズ・コーク・インスティテュート
(Charles Koch Institute) (Stand Together 慈善事業コ
ミュニティの一部) と Walton Family Foundation による 100 万
ドルの「Meet the Moment」助成金によってスタートしました
VELA Education Fund は、チャールズ・コーク・インスティテュート
(Charles Koch Institute) と Walton Family Foundation による
100 万ドルの「Meet the Moment」助成金によってスタートしました。

また、2 つの組織では、変容をもたらす可能性のある教育的な取り
組みを 500 件行うことを目的に、
より大きなキャンペーンを実施し
ています。
VELA の取締役で Stand Together の副理事長であるメレディ
ス・オルソン (Meredith Olson) 氏は、VELA の目標について、
「歴史上前例のないこのような時期に、生徒それぞれが立ち上がっ
て学習を継続できるようにするための、個人に合わせた革新的な
ローカルのソリューションを支援する」
ことだと述べています。彼女に
よれば、VELA は、新しい何かを生み出したり既存のモデルを変え
たりする取り組みに重点を置いています。
また、
これらのイノベー
ションは、
「若い学生のための責任ある本物の学習経験」
を提供するも
のでなければなりません。

これらの経験はどのようなものになり得るでしょうか？ 少し例を挙げる
とすれば、
ラーニングポッド、低コストのマイクロスクール、共同ホーム
スクーリング、カスタマイズされたオンラインラーニングなどが考えら
れます。VELA に関する限り、
アイデアが大胆であればあるほど良いの
です。
チャールズとブライアンが「Believe in People」で述べているように、
「どのような展開が起こるか分からないし、
どの方法やモデルが最良
なのかの予測もできません。
しかし、
まさにそれが狙いなのです。すべ
ての人はユニークです。そして、すべての人が一番良いバージョンの自
分になろうと意欲を掻き立てられるような独自の教育を受ける資格が
あります」。

National Summer School Initiative
チャールズとブライアンが指摘する大きな問題の 1 つは、教育制度に
おける
「標準化」の広がりです。彼らによれば「標準化は自動車の部品や
コンピューターの製造なら理にかなっています」が、人それぞれの独自
の才能を考慮に入れた場合、
「人を育てることには向いていません」。
標準化を打開するための 1 つの新しい取り組みとしては、新型コロ
ナウイルス感染症（COVID）への対応としてこの夏に立ち上げられた
National Summer School Initiative があります。
アメリカでは、
この春に 5,500 万人の生徒が自宅へ帰らされたのを受けて、Stand
Together は、NSSI とのパートナーシップで 100 万ドルを投資し、
すぐにオンライン学習プラットフォームを立ち上げました。
NSSI は既に、3 年生から 8 年生まで 1 万人以上の自宅にいる生徒と
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ビジネス

全国各地の最高の教育者をつなげました。生徒たちは、地元の協力者である

そして、
この秋もリモート学習を継続するという決定が学校で下され、

教師から、個人に合わせた支援とともに、大小のグループでのインストラクショ

NSSI は年間を通したカリキュラムに適合させています。

ンを介して 5 週間に及ぶ充実した内容の授業を受けました。そのカリキュラ
ムは、生徒が科学、
ダンス、
ヨガ、自主研究を試す機会も加えられたクリティカ
ルシンキングの授業による三次元学習など、びっくりするようなものです。
もしこれが非伝統的に聞こえるとしたら、それは非伝統的だからです。通常の

パンデミックの最中やその後に、教育についての議論が継続する中、
NSSI のような革新的なプログラムは魅力のある代替案を提供し
ます。
より良く、
より状況に合わせた教育の選択肢を提供できるイニ
シアチブが必要とされています。あらゆるバックグラウンドを持つ生

サマースクールの授業は、教育の成果に持続する影響をもたらしません。
これ

徒にとってためになり、教師が最高の教師になる力を与え、新型コロ

に対し、NSSI の生徒は、たとえ教室の中ではない環境で学習しなければなら

ナウイルス感染症（COVID）のために親が直面している教育に関連

なかったとしても教育のペースについていく能力が向上していることが既に証

する負担を軽減させます。

明されました。

ビジネス
「企業は、ベストの状態にあるとき、
より多くの人により安い価格でより良
い製品を届け、生活を向上させるイノベーションを創出します」。
さらに、
「最も良い企業は、お客様のために尽くせば尽くすほど、
より多くのやり
がいと報酬が得られることを社員が理解できるよう支援します」。
残念ながら、多くの企業は、社会に貢献することや社員に力を与えることよ
りも、企業福祉（不浄な利益）を追い求めています。チャールズ・コークは、
すべての社員が、社会に価値を生み出すための独自の才能をもっている、
という信念に従って行動するより良い企業風土を構築するために、人生の
大半を費やしてきました。

スキルアップ
今年は、多くのアメリカ人労働者が困難な状況に立たされています。
アメリ
カ労働省によれば、1,800 万人が職を失い、さらに 900 万人がフルタイ
ムの仕事を希望しながらパートタイムで働かざるをえない状態です。パン
デミックによって最も打撃を受けているのは低所得労働者です。現在、彼ら
の仕事のうち 80 パーセントが「影響を受けやすい」
と考えられています。
彼らの多くは、低コストの教育や研修の機会を得ることができたならば、
価値のある仕事を見つけることがずっと容易かったでしょう。特に、付加的
な研修や教育を人の適性に基づいて行うというコンセプトの「アップスキ
リング（スキルの向上）」を受けた場合はなおさらです。
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Stand Together コミュニティの一部である Charles Koch
Foundation は、6 月に新型コロナウイルス感染症（COVID）の影響
で職や収入を失った労働者を支援するために特別に作られた、非営
利団体である SkillUp Coalition の創設メンバーになることを発表
しました。
SkillUp Coalition は、ジョブレディネスにフォーカスしている教育機
関の指導者、事業者、技術開発者、および非営利団体の間のパートナー
シップです。需要のある仕事に就きやすい新しいスキルを身に付けた
何百万人ものアメリカ人を、将来性のあるキャリアパスに繋ぐことを目
標にしています。実際にユーザーを、情報やリソース、および具体的な
ニーズに合う職業訓練へ結びつけます。

Center for Advancing Opportunity

SkilUp は、収入が年間 4 万ドルに満たず、住むところを持たない労

2017 年に、Koch Industries、Charles Koch Foundation、そして

働者を支援することにフォーカスしています。
アメリカでは、そのグルー

Thurgood Marshall College Fund は、連携して Center for

プは異常な割合で、女性、有色人種、そして大学の学位を取得したこと

Advancing Opportunity を創設しました。
この夏、
このセンターは 世

がない人々で占められているのです。パンデミックによる影響が最も

論調査会社の Gallupと協力して、脆弱なコミュニティが直面している最

深刻なのも、
このような人々です。
このプロセスは、キャリアナビゲーションツールを目まぐるしく変わる

も大きな問題のいくつかについての画期的な分析の最新レポート
「アメ
リカにおける機会の現状」をリリースしました。

労働市場のニーズに合わせるウェブアプリを使うことからスタートし

このセンターの 3 つの柱のうちの 1 つは、
レポートに反映されている

ます。SkilUp は、初めに労働者の前職、
どのように働きたいか、そして

ように、
「起業家精神と雇用の拡大に対する障害を見極める」
ことです。

その地域においてはどの業界が成長しているかを分析します。次に、

報告書によると、脆弱なコミュニティに属する人が最もよく直面する問

キャリア目標に合致した無料または低料金の研修プログラムを見つ

題は、
「キャリアアップができるような仕事が不足している」
ことです。

けられるように支援します。

多くの地域で、空いている求人は遠く離れたエリアのもので、収入にな

プロセスは、雇用されるまで終了しません。SkillUp はさらに、労働者

る雇用は手の届かないものになっているという回答がありました。

が教育を継続し、
さらに新しいスキルを身に付けられるよう支援します。

また、
この報告書によると、新型コロナウイルス感染症（COVID）以前

SkillUp の取り組みは、
この点において真に他と異なっています。労働

には、国全体の失業率が 3.5 パーセントだったのに対し、脆弱なコミュ

者が仕事を見つけることを支援するだけでなく、
自己実現への鍵であ

ニティの失業率はおよそ 17 パーセントにも及んでいました。黒人とヒ

る、個人的なやりがいを一番感じられるのはどのような仕事か、
というこ

スパニック系の住民は他の人種よりもビジネスを始める計画を持ってい

とを労働者が理解できるようにするのです。

ることが多い一方、起業の夢を実現するために必要なリソースがないと
いうこともわかりました。
これらの障害は、パンデミックの間、明らかに悪
化しました。
Center for Advancing Opportunity と Stand Together コミュニ
ティは、政府のあらゆる階層の政策立案者たちに、
この調査結果を伝え
ました。
また、
より多くの人が立ち上がることを支援するために必要な関
心を持ってもらうため、全国のビジネスリーダーがこのレポートを読め
るようにしました。そのような関心や行動は、
「Believe in People」で示
されている目標を達成するために極めて重要です。その目標とは、
「誰に
も成功のチャンスがある経済を築く」
ことです。
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政府

政府
「政府は、ベストの状態にあるとき、個人の成功と幸せを可能に
する公正な行動の基準を育てます。
このビジョンを実現するには、
政府が相互利益のシステムを促進させながら、他の機関がその
役割を果たすために必要なスペースを提供します」。
罪人であるほうが良い場合が多いというのは、
この国の嫌な真実です。
非暴力犯罪で逮捕された裕福な家の子供は保護観察処分となるか、
警告処分のみである一方で、同じ罪でも有罪となった失業中の父親は
懲役刑の (時には非常に長期の) 判決を受けるかもしれません。
すべての人が公正な裁判を保障されている制度においては、事件の
99 パーセントは司法取引になりますが、弁護人を雇う余裕のない人
にとってはしばしば賢明なものではありません。つまり、そのような人
たちは公正な裁判を受ける権利を行使できないのです。
この不平等を正すためには、
どんな人でも実際に活動する弁護人をつ
けることができるようにすることが重要です。妙なことに、
これを実現す
ることは国家と地方政府の政策のせいで、非常に難しくなっています。
例えばカンザス州では、規則 712 で、カンザス州弁護士資格を持つ社
悲しいことに、現在の政府は、大抵の場合極めて重要な役割を果
たせていません。対立を生む党派心と表現される部族主義の犠牲
になっているからです。党派心の問題の 1 つは、他の政党を選ぶ
人への信頼がないことです。人に対する信頼に基づいた社会を築
くには、党派心を仲間意識で置き換え、人々が協力して不正を終息
させ、すべての人に力を与えることが必要です。

内弁護士が無償の弁護を提供することを禁止しています。
これは、カン
ザスの組織で働き、カンザス州弁護士会のメンバーである何百人もの
弁護士が、雇用主以外に対して法的助言やサービスを提供できないこ
とになります。
「このルールはめちゃくちゃです」
と KII のゼネラルカウンセルである
Ray Geoffroy は述べています。
「人々の人生を向上させる手伝いを
させてくれないのですから。その代わりとして、私たちは組織をまとめ、
私たちの法的リソースやその他の比較優位を共同出資して、善い行い

Making Real the Right to Counsel
政府が自然に変わるということはありません。人々が政府の外で連
携し、同意する問題を進展させるために相違点は脇へ置いておく
ことからこのプロセスがスタートします。
Koch Industries と Stand Together は、カンザス州とその他
の地域において、刑事司法制度改革に関してまさにそれを行って
います。彼らが取り組んでいることの 1 つは、法的支援を平等に受
けることができないという問題についてです。
刑事司法制度に巻き込まれた場合、無罪の貧乏人より金持ちの有
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をするための、ある種のクリアリングハウスを創設していくべきです」。
2018 年、Koch は Kansas Legal Services およびその他いくつか
の組織と共同で Kansas Board of Law Examiners に 規則 712
を改正する申し立てをしました（2017 年、Kansas Legal Services
は 9,000 人以上の困窮しているクライアントを支援しましたが、
10,000 人以上の同様の要請を断らねばなりませんでした）。
この取り
組みは成功し、条件付きライセンスを持つインハウスカウンセルが、
必要な人に無償の法的支援を提供することができました。
これまで、
Koch は Kansas Legal Services と提携して、89 のケースで 44 人
の犯罪記録を抹消しました。
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アトランタでは、20 人を超えるボランティアが、それぞれのパート
ナーと協力してコミュニティ全体の生活の向上に取り組んでいます。
例えば、ベテランの GP 弁護士である マイケル・デイビス (Micheal
Davis) 氏 は、ジョージア・ジャスティスプロジェクト (Georgia
Justice Project) のクライアントの過去の犯罪の恩赦を支援しま
した。
クライアントである グウェン・ボイド・ウィリス (Gwen Boyd-

白紙に戻す
「すべての人に正義を」を保証するために、他に私たちはどんなこ
とをしているでしょうか？
ウィチタでは、Koch Companies Public Sector が Kansas
Legal Services による Juvenile Clean Slate Project を支

Willis) 氏 は、今では大きな就業の機会とやりがいを得ています。

援しています。目標としているのは、少年犯罪で逮捕されたり実刑

Koch には、
アメリカとイギリスにおよそ 100 の弁護士ボランティア

いくらかの少年犯罪記録の削除を可能としているが、そのプロセス

がいます。彼らは、完了までに 100 時間もの業務と 1 年ほどの期間を

は、対象となる情報によって州ごとに異なっています）。

要するミッドウェストイノセンスプロジェクト (Midwest Innocence
Project) のためのケーススクリーニングを含む、広範囲にわたる無償
の法的支援を提供しています。
これらの弁護士は、刑事司法制度に深く
根付いた深刻な問題に取り組むことによってたくさんの人生が台無し

判決を受けたりした人の記録を抹消することです(すべての州が、

Koch はまた、Youth Entrepreneurs や Rise Up for Youth な
ど変革を生み出す力のあるコミュニティベースの団体など、Stand
Together が支援している機関に働きかけ、
この取り組みから利益

にされることを防ぎました。

を得られそうな対象を探しています。

同じくらい心躍らされるのは、Koch の外部のローファームがこの挑戦

このようなイニシアチブは、
この国が一歩一歩前に進んでいく

に対応したやり方です。7 月に、バーンス & ソーンバーグ (Barnes &
Thornburg)

のナショナルローファームは、Koch の例に続き、

Koch と提携して今後 3 年間の間に10,000 時間の無償の法的支援
を寄付すると発表しました。KII のゼネラルカウンセルの レイ・ゲオ
フロイ (Ray Geoffroy) 氏はそのコミットメントについて
「勇気づけ
られるし、感動的だ」
と述べています。

ために、あらゆる職業および社会的地位の人々を結び付けます。
「Believe in People」で、チャールズとブライアンは ヴァン・ジョ
ーンズ (Van Jones) 氏のストーリーについて語っています。ヴァ
ン・ジョーンズ氏はかつて、今の Stand Together に対する反対運
動を指導しましたが、近年は Stand Together と連携しています。
2018 年に成立した歴史的な刑事司法制度改革であるアメリカ連
邦のファースト・ステップ法の国会通過の後に録画されたビデオ
で、ヴァン氏はこう述べています。
「私たちは、他の人々を自由にする
ために協力し始めましたが、実際に自由を得たのは、
この活動に取
り組んでいる私たちでした」。

｢私たちは、党派主義をパートナー
シップで置き換えるべきだ」
。

ヴァン氏が言うには、その自由とは、私たち全員が「この国を違った
見方で見て、
もっと善い行いをする」
ことができるようになること
（全
員が到達しようと努力する目標）
であるはずなのです。
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Koch の現在開催中の歴史的パネルシリーズ
の最新版が入手可能になりました。Koch の、
最新で極めて重要な相互利益の好循環、つま
り 10 年以上前にデータ解析の製品開発で開
始されたテクノロジー主導のサイクルが拡大
したこの 10 年の歩みを称賛しています。

Building H opens on the Wichita campus. It features many
innovative Koch products made by Guardian, INVISTA, Molex,
FHR and Georgia-Pacific. Even its landscaping benefits
from advanced Koch Fertilizer products.

2015

2013

Charles Koch’s newest
book becomes an instant
New York Times bestseller.

The seminar network founded
by Charles Koch changes its
name to Stand Together.

Purchase of Molex for $7.1 billion, the third-largest acquisition in Koch’s history
(after GP and Infor). Molex heralds the expansion of Koch’s newest and
critically important virtuous cycle of mutual benefit, which is technology-driven.

2018

2017

Koch acknowledges the unprecedented rate of change by making a major update to its
corporate Vision. “To succeed in this new world, we must have a heightened sense

of urgency and the commitment to continually transform our performance.”

In keeping with its new Vision,
Koch commits more than $26 billion
to technology-related investments,
including EFT and i360 in 2016,
followed by Infor — Koch’s secondlargest acquisition ever. Infor is one
of the world’s largest suppliers of
enterprise resource planning software.

Launch of Koch Disruptive Technologies, led
by Chase Koch. Its first investment is Insightec,
developer of a surgery-free treatment for
brain disorders and other ailments.

新しいパネルは、オフィス、会議室、廊
下用にサイズをカスタマイズして注文
することができます。ひとそろえセット
になったものもあります。

As part of its dramatic transformation (including a new name),
Koch Engineered Solutions invests in robotic actuator and gear
technology, and high torque density motors.

Opening of the Mark Arts campus in
Wichita, named in honor of artist and
longtime arts patron Mary R. Koch.
Acquisition of Guardian Industries, one of the world’s leading
manufacturers of coated, value-added glass and automotive trim.

ディスカバリーのデジタル版が更新され
ました。デスクトップやモバイルデバイス
で便利に読むことができます。

KOCH.link/Discovery
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問い合わせメール: Discovery@KOCHind.com
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2019

David H. Koch, who retired as
a KII executive vice president
a year earlier, dies at age 79.

詳細情報の問い合わせ先:
joli@kochcreativegroup.com

安全に
スマートで
いましょう。

新型コロナウイルス感染症（COVID）
と
職場についての最新の情報は以下に
アクセスしてください。Koch.link/info
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Koch.link/Careers

