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1．はじめに　
まず、みなさんは「強い組織」あるいは「弱い

組織」から何を連想（イメージ）するだろうか？
私が連想（イメージ）したのは次の通りである。

「強い組織」から連想したこと：
「強い組織」⇒アメリカ、中国、大国、強国、東

京ディズニーリゾート（TDR）、なでしこジャパ
ン、京都系企業、屋久杉、竹（若竹）、ダイヤモン
ド、渡り鳥の群れ、がん細胞、今の自民党、官僚
機構、軍隊、独裁国家、行列のできる店、リピー
ターの多い店、安くておいしい店、信頼・尊敬で
きる首長がいるまち…。

反対に「弱い組織」から連想したこと：
「弱い組織」⇒今の民主党、日本家電メーカー、

赤字・倒産企業、開店休業、閑古鳥が鳴いている
店、男子柔道界、日本相撲界、人口植林、高くて
まずい店、トップやリーダーが信頼できない組織、
コロコロとトップ交代する組織、長期政権のワン
マン組織…。

連想するコツは 3 つある。これは創造力開発の
基本でもある。

①こだわらない（自由）
② ありありと姿や情景を思い浮かべる（イメー

ジ）
③他のものに例える（類似、アナロジー）

いきなり「組織」という本題（テーマ）について、
理屈で考えない。定義しない。まず感じる（イメー
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ジする）ことから始める。そのほうが視野や発想
は広がるし、柔らかくなる。新しい「知恵」が出
やすくなる。
「思考」とは本来、感じて（イメージして）考え

ることである。思考力とは「感じる力」と「考え
る力」を掛け合わせた能力である。「思考停止」し
ないためにも、私はこの右脳・左脳のバランスの
とれた思考法を「かんかん法」と呼んで推奨して
いる。

2．「強い組織」の事例
現在の日本にも「強い組織」は確かに存在する。

そのイメージをつかむために、その実例をまず 3
つ挙げてみる。

（1）オリエンタルランド（OLC）
強い企業の一例として、「最強のサービス企業」

とも言われるオリエンタルランド（OLC）を挙げ
る。1983 年 4 月に開園した東京ディズニーランド

（TDL）は今年 4 月で 30 周年を迎える。テーマ
パーク業界において相変わらず独り勝ちが続いて
いる。2001 年 9 月に開園した東京ディズニーシ―

（TDS）と合わせると、年間入園者数は毎年 2,500
万人を超える。昨年 4 ～ 9 月の入園者数は 1,325
万人と上半期では過去最高を記録した。今年度

（2012 年度）は過去最高の 2,722 万人（2008 年度
TDL25 周年）を更新する勢いである（図表 1 参
照）。2013 年 3 月期通期は 5 期連続営業増益達成
の公算が大きい。営業利益率も 20％レベルへ上昇
し、株価も今年 1 月から急上昇している。

（2）「なでしこジャパン」
強いスポーツチームの一例としては、「なでしこ

ジャパン」（サッカー日本女子代表）が挙げられる。
2011 年 7 月の W 杯サッカー優勝、2012 年 8 月の
ロンドン五輪準優勝の輝かしい戦績は、「強い組織」
としてイメージしやすく、わかりやすい。選手た
ちの卓越した能力や高い達成・貢献意欲、密な対
話・交流、さらには世界の舞台で活躍する度胸も

素晴らしい。女心をつかんだ佐々木監督のリー
ダーシップ手腕も見事である。

（3）「京都系企業」
強い企業群の一例としては、私はオンリーワン

を追求する「京都系企業」、特に京都の製造業を挙
げたい。例えば、堀場製作所や島津製作所、京セ
ラ、オムロン、ローム、日本電産などである。い
ずれも国内ではあまり目立たないが、独自の企業
理念とオンリーワンの技術と製品を持つ堅実企業
である。その強みを活かして特定分野で世界的に
高いシェアを有している。

3．「強い」「弱い」の基準
そもそも「強い」とか「弱い」とは何を基準（判

図表 1　 東京ディズニーランド（TDL）の 
入園者数推移
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※1　東京ディズニーシーは9/4～3/31
※2　東京ディズニーランド
※3　東京ディズニーシー

出所：OLC（オリエンタルランド）グループHP
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断・評価基準）に決めるのか？　一般的には「強い」
「弱い」とは、一定のルール下で競争（勝負）に勝
てるか負けるかを基準にしている。

ここで、組織の強弱について論じる際に、留意
したい点は次の 3 つである。

（1） 強さとは短期決戦ではなく、中長期の持続的
成長を意図したものである。目先の競争に勝
つことのみに駆り立てても、真の強さは獲得
できない。

（2） 現代日本は「組織社会」であると同時に、好
むと好まざるとにかかわらず何らかの競争を
求められる「競争社会」でもある。他の生物
と同様に、弱肉強食や強者の論理を強いられ
る一面がある。競争を全面否定することはな
い。適度の競争は切

せっ

磋
さ

琢
たく

磨
ま

や真剣・本気にな
ることを促す。

（3） 行き過ぎた競争（過当競争）は、いろいろな
ひずみやストレスをもたらす。その弊害を回
避し軽減するためには、共生の知恵や敗者復
活の機会などの安全弁（セーフティーネット）
が必要である。

4．	「強い組織」と「弱い組織」を見分ける3
つの視点

では、「強い組織」と「弱い組織」とは何がどう
違うのか？　いったん弱くなった組織を蘇生する
道（方策）はあるのか？　あるとすればその要件
は何かについて考察する。

ここでは組織を観る 3 つの視点を提示する。こ
の視点で特定の組織を診断すれば、その強さ、弱
さが判別できる。また組織の強化策や蘇生の方策
も見えてくるはずである。

（1）「知恵」を生み出す視点
現代日本の競争社会は、モノやカネそのものよ

り「知恵」の競争時代に入っている。「知恵」とは、
情報や知識、体験、五感を総動員して、社会に貢
献する新しい価値（サービスやモノ）を生み出す
ものである。私はそれを「知恵社会」と呼んでい

る。知恵の競争には、体力や気力の他に知力が必
要である。つまり、現代の知恵社会を生き抜くに
は、活力＝体力×気力×知力が個人にも組織にも
必要である。

「知恵」という成果を早く生み出すには、ドラッ
カーのいう通り次の 3 つの卓越した「マネジメン
ト」を実践する必要がある。この 3 つの基軸（理
念）がぶれることなく現場で実践している企業は
やはり強い。

① リーダーシップ（社会的使命の自覚、目標達
成、長所伸展、自律と自立の促進）

②マーケティング（顧客の創造、迅速な対応）
③イノベーション（革新と創造、挑戦と改善）
例えば、ユニクロやセブン - イレブン、ソフト

バンクである。ユニクロ柳井社長は『わがドラッ
カー流経営論』の中で、ユニクロ躍進の原動力に
はドラッカーの教えがあると明言している。

（2）「協働組織」の視点
そもそも組織とは、一人でできないことを二人

以上でするためにあると言われる。この考え方は
協働組織論として発展した。協働組織論では、組
織の成立条件として次の 3 つが挙げられる（図表
2 参照）。この場合の組織の構成員には、一定以上
の能力（できる力）があることが前提である。

図表 2　協働組織の成立条件

出所：筆者作成
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① 明快な目的・目標（理念、ビジョン、リーダー
シップ）

② 高い達成・貢献意欲（働きがい、帰属意識、
承認欲求）

③ 密な対話・交流（心の通じ合い、共感と共有、
信頼関係）

上記の 3 条件は、ある目的・目標を達成するた
めに、共感・共有して事に当たる、つまり協働す
るために不可欠である。同時に、「強い組織」を観
る視点としても十分活用できる。つまり、強い組
織（チーム）は、リーダーとメンバーが一体となっ
て、この 3 つを実践している、本気に取り組んで
いるのである。

実例としては、前述 2（2）の「なでしこジャ
パン」である。「世界一」という明快な目標の下で、
自主性を重んじて意欲を高め、試合前後に自主
ミーティングをくり返しやっていた。

（3）「働きがいのある組織」の視点
この視点は、その組織で働いている人々の達

成・貢献意欲に多大な影響を与える。組織の成果
は、その構成員の能力と意欲と実践の掛け合わせ
の結果として出てくる。「働きがいのある組織（会
社、職場、チーム）」とは、次の 5 つの要件を備え
ている。

①信頼
②誇り
③連帯感
④貢献実感
⑤成長実感
中でも①の「信頼」が最も重要である。リーダー

とメンバー、メンバー間の相互信頼関係が、組織
の基盤であり、組織の強さを決するとも言える。

5．「強い組織」に蘇生する方策
人間の集団である社会組織は生き物である。組

織に栄枯盛衰はつきものである。「強い組織」も油
断すると、あっという間に凋落する。「弱い組織」

も失敗体験から気づき、学び、実践すればよみが
えることがあり得る。

組織が弱体化する原因は、環境に適応できなく
なることだと一般に言われている。しかし衰退す
る真因は、組織は内部から腐る、あるいは崩壊す
るケースが多いのではないだろうか。

例えば現場や市場の声が経営トップに届かなく
なる。競争戦略の脅威や市場ニーズの変化がある
にもかかわらず、現場（社員）軽視、事なかれ主義、
意思決定の遅れなど、いわゆる「大企業病」がま
ん延してしまう。その内部崩壊の結果として、環
境に適応できなくなって弱体化するのである。

例えば、年末の衆院選で大敗し 3 年 3 カ月で
あっけなく政権交代した民主党しかり、NHK ドラ
マ「メイドインジャパン」にもあったように、韓国、
中国メーカーに圧倒されているパナソニックやソ
ニー、シャープはじめ日本家電メーカーしかりで
ある。

そうならないための起死回生策は何だろうか？
スポーツチームであれ、企業であれ、政党や国家
であれ、「弱い組織」を蘇生する道はあるのだろう
か？　奇策はないと思うが、前述した組織を観る
3 つの視点から、その蘇生の道や方策を探ること
ができる。「強い組織」への蘇生の条件は次の 3 つ
であると私は思う。

（1）温かくて厳しい（あたきび）組織をつくる
「強い組織」の共通点の 1 つは、「温かく厳しい」

ことである。私はこれを略して「あたきび」と呼
んでいる。

日本型経営の本質は今なお、アベグレンが『新・
日本の経営』（2004 年日本経済新聞社）で述べた
とおり、「社員共同体」である。これこそ日本企業
の強みである。もちろん顧客第一ではあるが、現
場で働く社員をコストではなく資産として何より
大切にする。長期雇用・長期育成を前提とした経

強い組織と弱い組織を分けるもの
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営こそ重要であると私も思う。
社員を大切にして、温かく成長支援を行う。「温

かい」の反対は「冷たい」である。いずれも人間
性や愛情の有無を指している。温かさがあって初
めて、社員は信頼して安心して働けるのである。
この信頼こそ、前述の「働きがいのある組織」を
つくるのである。

しかし、仕事に対する取り組み姿勢は厳しさを
求める。厳しさとは真剣、本気を求めることであ
る。本質を追究することである。妥協や言い訳、
甘えは許されない。「厳しい」の反対は「甘い」で
ある。甘やかされると楽だが、人は育たないので
ある（図表 3 参照）。

厳しさだけでは人はついていけない。温かさが
あってこそ、厳しくても人はついていけるのであ
る。前述 2 で実例を示した「強い組織」はみな「あ
たきび」な組織である。この「あたきび」な視点で、
組織内のあらゆる制度やシステムを見直し改善す
ることが重要である。この場合の実践の決め手は、

「ストローク」である。心理学でいう「ストローク」
とは、「相手の存在価値を高める言動のすべて」（エ
リック・バーン）である。具体的には、ほめる、「あ
りがとう」を言う、愛情をもって叱るなどである。
決して、「ディスカウント」（無視・軽視）しない
ことである。この 2 つを自覚して実践することに
より、心の通じ合う対話・交流ができる。

「あたきび」は人が育つ原点でもある。信頼関係
を築く基盤ともなる。「あたきび」な企業文化（風
土）を形成して、社員にとって「働きがい」のあ
る組織にすることが持続的成長が可能な「強い組
織」になる。

（2）「面白まじめ」な組織をつくる
「強い組織」の共通点の 2 つ目は、「面白まじめ」

である。「面白まじめ」とは、面白いことをまじめ
にする、まじめなことを面白くすることである。

「根はまじめ、でも面白い」ことである。
根はまじめである。まじめ（Integrity）の本質

は、誠実、高潔、本気である。これはビジネスで
あれ人間関係であれ、信頼や尊敬を得るための基
本である。

しかし、まじめだけでは重苦しい。行き詰まる
こともある。もっと伸びやかに軽やかでないと動
けなくなる。そのために、まじめさに面白さを加
味する必要がある。

「面白い」とはわくわくドキドキすることであ
る。「面白い」（Exciting）の本質は、明るさ（明快）、
軽さ（軽快）、自由（愉快）である。
「面白い」とやる気が上がる。やる気が上がれば、

成果が出やすくなる。特に「知恵」を出すには、
本気レベルのやる気が必要である。面白くなれば、
好機（タイミング）を逃さず、意思決定や行動も
軽快に速くできる。つまり、面白さは知的生産性
を高めるのである。例えば、京都系企業である堀
場製作所の社是「おもしろおかしく」は本社のい
たるところに目がつく、人生の一番よい時期を過
ごす会社での日常を積極的でエキサイティングな
ものにしてほしいという、前向きな願いがこめら
れている。

日本人や日本の多くの組織は、今なお「まじめ」
である。しかし、まじめだけでは強くはなれな
い。このまじめさゆえに、がんじがらめになって
動けなくなっているケースも少なくない。

このまじめさを強みとして活かすためにも、

図表 3　「あたきび」な組織

温かい（人間性）

冷たい

厳しい
（取り組み姿勢）

甘い

出所：筆者作成
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もっと面白くなる要素（面白要素）を組織の中に
採りこむ。面白要素としては、例えば非日常、創
造、意義、没入、連帯、主体性、感受性などがあ
る。これらを組織内の制度やしくみにどんどん採
りこんでいくのである。

（3）気づき、学び、すぐ動く組織をつくる
組織であれ個人であれ、成長するには、ある体

験を通じて気づき、学び、実践する必要がある。
実践すれば何らかの体験をして再び気づき、学
ぶ。これを私は「気づきと学びの成長サイクル」
と呼んでいる。

気づいても動かない、動けないケースが多い。
気づいたらすぐ動くことが、危機管理やしなやか
で強

きょう

靭
じん

な組織をつくるために重要である。今、求
められているスピード重視の経営にも直結する。

すぐ動くには、次の 3 つのポイントがある。

（1）信念を持って動く
信念を持ってぶれずに動くことを「実践」とい

う。私は「実践」を単なる実施や実行と区別して
いる。信念は判断軸、行動軸になる。組織の信念
を理念と呼ぶ。理念を持ってすぐ実践するには、
創業精神（初心）に帰ることである。つまり、温
故知新するために原点（本業）回帰することである。

（2）軽快に動く
気づいてすぐ動くには、軽快であることが必要

である。まじめに考えすぎたり、失敗を恐れたり

すると、重たくなって動けなくなる。できない理
由をあれこれ考える前に、「面白いから、まずやっ
てみよう！」という前向きで明るい軽快さが必要
である。

気づいて学んで動けば、何らかの体験をする。
この体験、特に失敗体験から気づき学ぶことが大
きい。これが「体験学習」であり、最も効果的な
教育法、学習法である。

（3）強みを活かして動く
気づくとは、強み（長所）や弱み（短所）に気

づくことでもある。学ぶとは、強み（長所）を伸
ばす方法や、弱み（短所）を改善する方法を考え
ることである。私はドラッカーと同様に、強み（長
所）伸展法を重視している。その方が「面白い」し、
独自（オンリーワン）の知恵が出やすいのである。
この気づきと学びのサイクルは、成長と同時に知
恵を生み出すサイクルである。

6．おわりに
強い組織と弱い組織を見分けるために、多面的

に組織を観る視点を提示した。いずれの視点も、
その中で述べている組織要件が強いか弱いかの違
いを明らかにするとともに「強い組織」をつくる
ための組織蘇生の条件と方策にヒントを与えてい
るのである。

それらを踏まえて、最後に持続的成長を続ける
「強い組織」に共通する特色（強み）と組織蘇生の
方策にも少し触れてみた。

強い組織と弱い組織を分けるもの


