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Point
❶  日本人は真面目である。成功後も絶えず努力を積み重ねると、現状に非効率や不正があっても変革
コストが大きくなるため、変革しない方が合理的という不条理に至る。

❷  この変革の不条理を回避する方法の一つとして、既存の資産・資源・知識を再構成し、再配置する
能力、つまり「ダイナミック・ケイパビリティ」を用いてベネフィットを生み出す必要がある。し
かし、これだけでは不十分である。

❸  改革の不条理を回避し、変革を起こすには、最後はリーダーがあえて「正しいかどうか」主観的な
価値判断を行って組織をリードし、その責任を取る覚悟が必要となる。

　日本企業の失敗の特徴の一つは、成功体験の罠
と呼びうるものである。一般に、成功体験がもた
らす失敗とは、成功後に気が緩み、その気の緩み
が大失敗をもたらすためだといわれている。しか
し、日本人の場合、逆である。成功すると、真面
目な日本人はさらに努力を重ね、その結果、失敗
するのである。この成功後の絶えざる努力こそが、
真面目な日本人の失敗の本質なのである。
　今日、グーグルやアマゾンを代表とする米国の
IT企業が躍進し、世界中で事業を急速に拡大して
いる。他方、ものづくりで成功してきた日本企業
は未だに迷走している。こうした状況で、一方で
政府は米国流の株主利益主義を推奨し、他方で中

国企業が急速に台頭してくる中、日本企業はかつ
て成功したパラダイムのもとに、真面目に効率性
を高め、コストを削減し、そして利益を高めよう
と努力している。
　しかし、この道は危険である。真面目に失敗す
るという日本的なパラダイムの不条理に陥る可能
性がある。以下では、このパラダイムの不条理と
その回避方法について考えてみたい。
　
1．不条理発生メカニズム
パラダイムとは
　科学史家であるトーマス・クーンが、科学の歴
史を描くために用いたのは、「パラダイム」という
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言葉であった。それは、特定の科学者集団が採用
する共通の理論やそれを応用する共通の方法を意
味した。例えば、ニュートン力学に基づく一連の
研究活動は「ニュートン・パラダイム」と呼ばれる。
　クーンによると、はじめはバラバラだった研究
活動も、ある科学者集団が共通の「パラダイム」
を選択し、それに基づいて研究すると、その活動
は科学として構造化され、発展するという。
　パラダイムは、はじめから完成されていない。
パラダイム内で研究している科学者集団はパラダ
イムをより早く完成させるために、できるだけ多
くのことを肯定的に受け入れながら研究を進め
る。それゆえ、パラダイムに多少の問題が発生し
ても内部から自己変革は起こらない。それを無視
したり、その場しのぎの修正をしたりする。
　しかし、既存のパラダイムでは解決できない問
題があまりにも多くなると、パラダイムは危機に
陥る。その時、まったく別の方向から新しいパラ
ダイムが登場し、既存のパラダイムは崩壊する。
　この時、クーンによると、旧パラダイムよりも
新パラダイムの方がより説明力があるとか、予測
能力があるとか、そういった合理的基準に基づい
てパラダイムはシフトするわけではない。両者は
相互に共約不可能で相容れない。それゆえ、既存
のパラダイム内の科学者は新パラダイムに移行し
ようとしない。もし移行するならば、それはあた
かも改宗するかのように革命的なものだとクーン
は説明した。

取引コスト理論と不条理
　このようなパラダイムをめぐる科学者たちの行
動を、今日、経済学や経営学分野で注目されてい
る取引コスト理論を用いると、それは合理的行動
として説明できる。　
　標準的な経済学では、人間は完全合理的で効用
最大化するものと仮定される。しかし、取引コス
ト理論では、この仮定は非現実的と批判され、人
間は限定された情報の中で合理的に行動しようと
する限定合理的な存在として仮定され、しかも人

間はたとえ悪いと思っても隙あらば相手の不備に
つけ込んで利己的利益を追求する機会主義的な存
在と仮定される。
　このように、もしすべての人間が限定合理的で
機会主義的ならば、知らない人同士の交渉取引に
はさまざまな駆け引きが起こるだろう。特に、不
動産などの取引では、事前に相手を調査し、第三
者を仲介させて契約し、そして契約後も契約内容
を履行しているかどうか監視する必要がある。そ
れゆえ、取引には多くの無駄が発生する。この取
引上の無駄のことを「取引コスト」という。それは、
会計上に表れる見えるコストではない。人間関係
上で発生する見えないコストである。
　この取引コストの存在を認識すると、世の中に、
不条理な現象が発生する。たとえば、いま社会的
に見て明らかに現状が非効率あるいは不正な状態
にあるとしよう。この時、この現状を是正しよう
とすると、現状に利害を持つ多くの人たちと交渉・
取引する必要があり、取引コストが発生する。こ
の取引コストがあまりにも大きい場合、非効率的
で不正な現状を維持し隠蔽した方が合理的にな
る。つまり、合理的非効率あるいは合理的不正と
いう不条理が発生する。
　この不条理発生メカニズムを用いて、パラダイ
ム内の科学者の行動を分析すると、以下のように
説明できる。
　
パラダイムの不条理
　取引コストは、パラダイム内でも発生する。た
とえば、あるパラダイム内でより効率的に研究を
進めるために、真面目な科学者たちは既存のパラ
ダイムに固有の知識を習得し、固有のデータを収
集し、そして固有の実験設備に多額の投資を行う
だろう。
　このような状況では、既存のパラダイムをめぐっ
て深刻な問題が発生したとしても、科学者たちは
そのパラダイムを簡単に放棄したり変革したりし
ないだろう。というのも、これまでの特殊な投資
が無駄になる（埋没コスト）からであり、またこ
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のままパラダイムに従っていれば得られるだろう
利益も失う（機会コスト）からである。
　したがって、パラダイム内の研究者は既存のパ
ラダイムを放棄あるいは変革することに強く抵抗
するので、変革をめぐって高い取引コストが発生
する。このコストを考慮すると、たとえ既存のパ
ラダイムが危機に陥っていたとしても、変革する
ことなく現状を維持した方が合理的という不条理
に陥るのである。こうして、パラダイム内の人は
合理的に失敗することになる。
　意思決定論的にいえば、パラダイムに問題が発
生しても見過ごしややり過ごされることになる。
というのも、問題が時間とともに消滅する可能性
があると考えるからである。しかし、実際には問
題は消えることはなく、逆に大きくかつ重くなっ
て迫ってくるのである。そして、結局、それに対
応できず、既存のパラダイムは自壊することにな
る。

2．  パラダイムの不条理に陥った旧日本軍と
日本企業

日本軍のパラダイムの不条理
　このような「パラダイムの不条理」に陥った典
型的事例が、旧日本軍である。日本陸軍は日露戦
争での奇跡の勝利によって、気持ちが緩んだわけ
ではない。逆である。その後も、努力を重ね、多
額の投資を行い、そして白兵（銃剣）突撃パラダ
イムを完成させていった。　
　しかし、太平洋戦争で米軍と戦い、そのパラダ
イムの非効率性に気づいたが、日本陸軍はパラダ
イム変革できなかった。それは、無知で非合理的
だからではない。その変革には、多くの既得権を
もつ利害関係者を説得する必要があり、その取引
コストがあまりにも大きかったからである。
　同様に、日本海軍も日露戦争での奇跡の大勝利
以後、大艦巨砲主義パラダイムを精緻化し、戦艦
の建造に多額の投資を行ってきた。その後も、決
して怠けていたわけではない。しかし、太平洋戦
争では、すでに戦艦に代わって航空機と空母の時

代がきていた。ところが、海軍はパラダイム変革
を起こすことができなった。というのも、既存の
パラダイム変革をめぐって取引コストがあまりに
も大きかったからである。
　このように、日本海軍も決して非合理的で無知
だったわけではない。合理的に失敗したのであり、
パラダイムの不条理に陥ったのである。
　
シャープのパラダイムの不条理
　この同じロジックで、液晶パラダイムに固執し
て失敗したのが、シャープである。100年近い歴
史を持つシャープは、液晶技術に基づく商品開発
に、次々と成功した。その後も成功に酔いしれる
ことなく、液晶事業発展のために努力を重ね、巨
額の投資を行い、液晶事業パラダイムを形成した。
　ところが、2008年のリーマンショック以降、需
要は急速に落ち続け、しかも海外からサムソンな
どの低価格の液晶が流入してきた。この時、シャー
プはパラダイム変革を起こす必要があった。
　しかし、シャープにとって変革を起こすことは、
これまでの膨大な投資を無駄にし、そして今後得
られるであろう利益も失うことを意味した。それ
ゆえ、既存のパラダイムをめぐって利害を持つ多
くの関係者を説得する取引コストは非常に高かっ
たのである。
　このコスト負担を避けて、シャープはパラダイ
ム変革を行うことなく、既存のパラダイムのもと
に液晶事業を展開し続けた。しかし、それによっ
て好転することはなく、赤字を増やし続け、結局、
鴻海精密工業への傘下入りを余儀なくされた。
シャープは無知で非合理的ではなく、合理的に失
敗したのである。
　
フジテレビのパラダイムの不条理
　同様に、1980年代、視聴率三冠王を連発してい
たフジテレビは、栄光の時代を経験していた。こ
の成功体験に、フジテレビの社員は気が緩み、努
力を怠ってきたわけではない。むしろ逆である。
その後も努力し、過剰なくらいに適応してきたの
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である。
　当時のフジテレビの番組に共通していたパラダ
イムは、お笑いを通して権威主義に挑戦し、建前
だけのテレビの世界を破壊し、本音で迫ることで
あった。特に、バラエティー番組などを通して既
成観念を破壊し、常識や規範に挑戦するその態度
に、当時の多くの若者が共感した。
　しかし、インターネット時代がやってくると、
テレビ自体の存在意義が変わりはじめ、お笑いだ
けでは視聴者を満足させることはできなくなっ
た。フジテレビは、パラダイム変革を起こす必要
があった。しかし、既存のパラダイムの中で育ち、
それを精緻化し、それに投資してきた人々を説得
するコストは、あまりにも高かった。
　こうして、フジテレビは変革に伴う多大なコス
トを避け、環境の変化に適応することなく、合理
的に非効率的な現状に留まったのである。
　

3．パラダイムの不条理の回避法
理論的解決法：ダイナミック・ケイパビリティ
　では、このパラダイムの不条理を解決するには
どうすべきか。まず、世の中には見えない「取引
コスト」が存在していることを認める必要がある。
そして、このコストの存在を考慮して、個々人が
損得計算して行動すると、組織は不条理に陥るこ
とになる。このメカニズムを理解する必要がある。
　したがって、不条理を回避するには、この取引
コストを節約するさまざまな制度や仕組みを形成
し、計算結果を変える必要がある。例えば、1998年、
多額の有利子負債を抱えた日産は危機に陥った。
しかし、その後、日産は大変革を行い、復活し得た。
なぜか。カルロス・ゴーン氏が社長に就任したか
らである。彼は、日本語が話せず、社内に友人も
いなかったため、社内の既得権益者たちが彼に抵
抗できなかったのである。つまり、彼は大変革を
めぐる取引コストが小さい人物だったのである。

図表　失敗を回避できる場合とできない場合
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非効率・不正発見 非効率・不正発見

出所：筆者作成
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　このように、大改革が必要な場合、トップ・マ
ネジメントに外国人や女性や社外重役などを役員
として採用する制度があれば、変革を起こしやす
い状態になるといえる。というのも、彼らは社内
に知り合いがいないので、変革をめぐる取引コス
トが小さいからである。
　しかし、不条理を回避するには、損得計算をめ
ぐってコストを下げるだけではなく、逆にベネ
フィットを高める必要もあるだろう。例えば、環
境が変化した場合、企業が保有する既存の資産を
応用したり利用したりしなければ、企業にとって
宝の持ち腐れ状態となる。つまり、機会コスト（逸
失利益）が大きい状態となる。この機会コスト（逸
失利益）を節約するためには、環境の変化を感知し、
そこに新ビジネスの機会を見出し、そして既存の
知識、人財、資産を再構成・再配置・再編成する
必要があるだろう。
　このような企業が持つ変化対応自己変革能力の
ことを、最新の経営学では「ダイナミック・ケイ
パビリティ」と呼ぶ。この能力のもとに、環境変
化に対応させて既存の資産を再構成して得られる
メリットがその変化に伴う取引コストよりも大き
いならば、パラダイム変革が起こり、不条理を回
避することができるだろう。
　例えば、富士フイルムは、デジタルカメラの急
速な発展によって倒産の危機に晒された。この環
境の変化をいち早く感知し、既存のフイルム技術
を再利用して液晶保護フィルムを開発し、フィル
ムの乾燥を抑えるコラーゲン技術を利用して化粧
品・医療品業界への参入にも成功し、大変革を起
こした。同様に、ロート製薬も既存の技術を再利
用して漢方薬である「和漢箋シリーズ」を開発し
て大成功を収め、さらに既存の技術を利用して化
粧品の開発にも成功し、大変革を起こしている。
彼らは、いずれも新しいものをゼロから生み出し
たわけではない。ダイナミック・ケイパビリティ
を用いて、変化を感知し、機会を捉え、そして自
己変革を行ってパラダイムの不条理を回避してい
るのである。

　しかし、このような制度論的な解決やダイナミッ
ク・ケイパビリティによる解決法によって、パラ
ダイムの不条理は完全に解決できない。というの
も、制度を構築したり政策を展開したりすること
それ自体に多大なコストがかかるからである。そ
のコストがあまりにも大きい場合、結局、何もし
ない方が合理的となり、2次的不条理に導かれる
ことになる。
　ここで、われわれが認識しなければならないの
は、結局、われわれ人間が損得計算原理に従って
物理的に行動すると、必ずいつかどこかで不条理
に出くわすということである。
　
哲学的解決法：リーダーの条件としての価値判断
　ではどうすればいいのか。最後は損得計算原理
に従って物理的に行動するのではなく、リーダー
の人間力つまり価値判断による制御が必要になる
ということである。既存のパラダイムに留まるこ
とが損得計算上では得だとしても、それが果たし
て正しいのかどうか。良いのかどうか。もし正し
くないとすれば、何をすべきか。価値判断は、常
にわれわれに実践を要求してくるだろう。リーダー
によるこの価値判断と実践によって、パラダイム
の不条理が回避される可能性がある。
　たとえば、福島原発事故が発生したとき、東京
電力の吉田昌郎所長と従業員たちの行動は興味深
い。損得計算すれば、事故を無視して動物のよう
に早くその場から逃げ去った方が得だっただろ
う。しかし、彼らは逃げることなく、原発の冷却
作業を続けた。おそらく、損得計算上では損であっ
ても、作業を続けることが「正しい」と価値判断
したのだと思う。
　また、元広島東洋カープの黒田博樹投手。ヤン
キースに残れば、約20億円を得ることができた。
損得計算すれば、ヤンキーズに残留した方が明ら
かに得だった。しかし、彼はそれを蹴って広島東
洋カープに戻ってきた。おそらく、彼は損得計算
上では損をしても、そうする方が「正しい」と価
値判断したのであろう。
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　このように、損得計算し、その結果を自ら価値
判断して行動を制御できるリーダーがいれば、た
とえ非効率的で不正な現状を維持する方が得だと
しても、そのようなリーダーは「正しくない」と
価値判断して組織を変革することになるので、パ
ラダイムの不条理に陥ることはない。
　一般に、価値判断は主観的なので、優秀な日本
人ほどこれを避けたがる。責任を負いたくないの
で、常に客観的に行動しようとする。しかし、も
ともと完全な客観性などないのだ。常に、主観性
は残る。そのことを認めて、むしろ逆にリーダー
は常に責任を取る覚悟が必要なのである。リーダー
は、価値判断に基づく主観的行為を恐れてはなら
ない。それが主観的であるからこそ、その責任を
取ればいいのである。
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