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菊澤 研宗（きくざわ けんしゅう）氏
慶應義塾大学 商学部・大学院商学研究科 教授
1981年慶應義塾大学商学部卒業、1986年同大学院商学研究科博
士課程修了。博士（商学）。1988年防衛大学校社会科学教室管理
学科講師・助教授、同社会科学教室・安全保障研究科教授、2002
年中央大学国際会計研究科教授、2006年から現職。この間、ニュー
ヨーク大学スターン経営大学院客員研究員、カリフォルニア大学
バークレー校経営ハース大学院客員研究員。現在の公職は、経営
哲学学会理事、日本経営学会理事、経営行動研究学会理事。著書は、
『改革の不条理』（朝日文庫）、『ダイナミック・ケイパビリティの戦
略経営論』（中央経済社）、『成功する日本企業には「共通の本質」
がある』（朝日新聞出版）など多数。
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東レ経営研究所では、2019年 11月 5日、経団連会

館にて「予測困難な時代に求められる経営、人材とは

－成功する企業の本質と新ビジネス創出のヒント－」

と題した、2019年度特別講演会を開催しました。本

号では慶應義塾大学商学部・大学院商学研究科 教授 

菊澤研
けんしゅう

宗 氏の講演をご紹介します。
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特別講演会抄録

成功する日本企業には
「共通の本質」がある

─組織の不条理とダイナミック・ケイパビリティ─

　最初に、興味深い三つの失敗例についてお話し
します。
　まず、長篠の戦いです。織田信長の鉄砲隊が武

田勝頼の騎馬隊を破った歴史的な合戦です。当時、
鉄砲が普及し、武田勝頼も鉄砲を所持していまし
た。しかし、彼は利用しませんでした。それゆえ、

Point
❶  現状の非効率を変革しようとしても、その変革のための取引コストが極めて大きいと、損得計算の
結果、人は現状を維持する方が合理的と考え、失敗してしまう不条理に至る。

❷  不条理を理論的に回避する有効な方法の一つとして、既存の資源を再構成し、プラスを高めて変革
する「ダイナミック・ケイパビリティ」があるが、これだけでは二次的不条理に陥る。

❸   優秀な日本人ほど一見客観的に見える基準により行動しようとするが、不条理を回避するには、リー
ダーは主観的な価値判断を行い、その責任を取ることを恐れてはならない。
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一般的には、「勝頼は時代遅れの人物であり、無知
で非合理だった」との評価が通説です。
　2番目は、コダックです。デジタルカメラの急
速な発展によって、主力のフィルムビジネスが消
滅し倒産しました。しかし、デジタルカメラを最
初に発明したのは、実はコダックだったのです。
なぜコダックはデジタルカメラビジネスへと移行
できなかったか。一般的な評価では、やはり「コダッ
クの経営陣は、無知で非合理的だった」というこ
とです。
　3番目は、東京大学です。大学の世界ランキン
グを上げるには、優秀な外国人学生をできるだけ
多く受け入れる必要があります。そして、そのた
めに、東大は完全9月入学・6月卒業へと移行す
ると発表しました。慶應義塾大学や早稲田大学も
それに追従する動きはありましたが、結局、実現
できませんでした。こうして、「東大をはじめとす
る日本の大学のリーダーは、無知で非合理だった」
という評価になっています。
　これら三つの失敗事例の共通点は、「環境が変化
している中、リーダーがより良い方向へと変革で
きず、それゆえ保有している既存の資源を有効活
用できなかった」点にあると思います。そして、
通説では、いずれの事例も「リーダーが無知で非
合理的だった」との厳しい評価が下されています。
　しかし、果たしてそうだったのでしょうか。実は、
いずれのリーダーも、環境が変化し、現状が非効
率であることを十分知りつつも、変化しない方が
合理的だと判断したのではないでしょうか。つま
り、「不条理」と呼びうる現象に陥り、合理的に失
敗したのではないかと考えられるのです。
　これからお話ししたいのは、人間は無知で非合
理的に失敗するのではなく、合理的に失敗すると
いうこと、それゆえこのような「不条理」な現象
が現実には多く存在しているということです。特
に、頭のいい人ほどこのような不条理に陥りやす
いのです。そして、どのようにしてこのような不
条理を回避できるのか、これらについてお話しし
たいと思います。特に、不条理を回避するには、リー

ダーの行動が重要となります。
　以下、まず人間が合理的に失敗するという不条
理現象を説明する取引コスト理論について説明し、
次にこの理論を使って先に挙げた三つの事例がい
ずれも合理的に失敗した不条理な事例であったこ
とを説明します。最後に、このような不条理をわ
れわれはいかにして回避できるのか、特にリーダー
の役割や条件についてお話ししたいと思います。

人間関係上で発生する見えないコストを
「取引コスト」という
　最初に、「取引コスト理論」についてお話ししま
す。この理論は、正統派経済学（ミクロ経済学）
を批判して出てきた理論です。正統派経済学では、
全ての人間は完全に合理的で利益を最大化するも
のと仮定されます。この仮定によって、P. A. サミュ
エルソンは、経済学の全ての問題が最大値と最小
値の問題になると主張しました。
　ここで、もし全ての人間が全知であり、完全合
理的に利益を追求するのであれば、個別の効率性
と全体の効率性は必ず一致します。また、もし全
ての人間が全知で完全に合理的ならば、不正をし
て利益は追求できませんので、経済効率性と倫理
性も一致します。従って、このような人間世界では、
不条理な現象は起こりません。
　しかし、実際には、多くの企業で社員が合理的
に行動しているにもかかわらず、個別の合理性と
会社全体の合理性が一致しない状況に陥っていま
す。これは、企業だけではありません。大学でも
起こっています。最近は、働く女性が増えた結果、
大学では経営学部や商学部の人気が高くなってい
ます。すると、他学部も頑張り、文学部の中に経
営情報という科目ができたり、あるいは法学部の
中に企業法やコーポレート・ガバナンスという科
目が作られたりして相互に似てきます。一つひと
つの学部は合理的に行動しているのですが、全体
的に見ると相互に似てきてしまい、結局、共食い
現象が起きて失敗します。また、今日、多くの企
業では、個々の社員は決して無知でも非倫理的で
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もないのに、多くの不祥事が発生しています。こ
のような現象も正統派経済学では説明できないの
です。
　では、正統派経済学のどこに問題があったのか。
それは、人間観にあるということです。現実の人
間は、正統派経済学が仮定しているように、完全
に合理的ではないということです。もちろん、人
間は完全に非合理的でもないのです。従って、今日、
多くの研究者は現実の人間の情報の収集処理能力
は限定されており、限定された情報の中で合理的
に行動するという「限定合理性」の仮説を受け入
れています。
　そして、この人間の不完全性を受け入れると、「利
益を最大化する」という仮定も、「機会主義（オポ
チュニズム）」へと変わります。すなわち、人間は
隙あらば、多少悪いと思っていても利己的利益を
追求するということです。現代の最先端の理論で
は、この限定合理性と機会主義が人間仮定として
受け入れられています。
　では、このような「限定合理的で機会主義的な
人間世界」では、何が起こるのでしょうか。知ら
ない人同士で自由に取引する場合、互いにだまさ
れないように駆け引きが起こるということです。
それゆえ、さまざまな取引上の無駄、つまり「取
引コスト」が発生することになります。
　例えば、不動産取引など大きなビジネスの場合、
事前に取引相手を調査し、弁護士を雇って正式に
契約を交わします。そして、契約後も、施工業者
が手抜きをするかもしれないので、建築現場をモ
ニターする必要もあるでしょう。つまり、取引を
始めてから完了するまでに、多大な無駄、つまり
取引コストが発生します。
　このような取引コストは、会計上の数字に表れ
る見えるコストではありません。人間関係上で発
生する見えないコストです。しかし、人間は瞬時
にこれを認識し判断します。このような「取引コ
スト」が、経済社会に大きな影響を与えることを
発見し、説明したのが、1991年にノーベル賞を受
賞したR.H. コースや、2009年に同じくノーベル

賞を受賞したO.E. ウィリアムソンです。
　そして、このような「取引コスト」の存在を理
解すると、世の中には不条理な現象が発生するこ
とが理解できます。つまり、全体を無視して個別
を追求する方が合理的という現象、正当性を無視
して効率性を追求した方が合理的という現象、そ
して長期を無視して短期を追求した方が合理的と
いう現象、つまり不条理の発生を理解できます。
　特に、現代のようにインターネットでつながっ
た世界は、VUCA（ブーカ）と呼ばれる不確実な
世界であり、不条理が発生しやすいことが分かり
ます。このブーカとは、Volatility（変動性・不安
定さ）、 Uncertainty（不確実性・不確定さ）、 
Complexity（複雑性）、 Ambiguity（曖昧性・不明
確さ）の略語ですが、このような不確実な時代では、
環境が変化しやすく、それゆえ企業には柔軟な変
化が求められます。
　ところが、環境が大きく変化し、それゆえ企業
内の既存の制度や状態が非効率的あるいは不正で
あると認識しても、企業内の個々人にとって現状
を変化し改善することは難しくなります。という
のも、現状を変化させるには、多くの利害関係者
を説得する必要があり、それゆえ多大な人間関係
上の取引コストが発生するからです。
　ここで、図表1のように、もし個々人が損得計
算の原理に従い、環境の変化に適応し、効率的で
正しい方向へと変化することで得られる個別利益
が変化に伴う人間関係上の取引コストよりも大き

図表 1　損得計算の行動原理：条理な世界

出所：講演資料より
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ければ、個々人はより効率的で正しい方向へ変化
した方が得なので、企業は変化するでしょう。
　ところが実際にはほとんどの場合、図表2のよ
うに、個別利益より人間関係上の取引コストの方
が大きくなり、たとえ現状が非効率的であっても
現状にとどまる、あるいは現状が不正でも維持隠
蔽する方が損得計算上プラスになるので、合理的
に不正・非効率を維持する、つまり不条理が発生
することになるのです。

取引コストを忖度して損得計算すると
非効率的な現状にとどまる方が合理的（不条理）
　以上のような取引コスト理論に基づいて、先に
挙げた三つの失敗事例を改めて見直してみましょ
う。
　実は、武田勝頼は、当時、父である武田信玄か
ら非常に有能かつ忠誠心の高い騎馬隊を受け継い
でいました。これまで多くの功績を挙げてきた彼
らに対して、勝頼は果たして「君たちはもう役に
立たない。これからは、鉄砲隊で行く」と言えた
でしょうか。この人間関係上のコスト、つまり交
渉取引コストがあまりに高い場合、たとえ最新兵
器である鉄砲が利用できたとしてもそれを使わず
に、現状維持つまり伝統的な騎馬隊による攻撃を
選択する方が合理的だったかもしれません。勝頼
は、このような合理的非効率、つまり不条理に陥っ
た可能性があるといえます。
　また、コダックがデジタルカメラ技術を初めて

開発した当時、フィルムビジネスは大きな利益を
生んでいました。それゆえ、こうした中でデジタ
ルカメラへと移行することは、コダックにとって
自滅（共食い・カニバリズム）を意味していまし
た。このことを考慮すると、コダックの経営陣に
とって、デジタルカメラへの移行は、株主や投資家、
従業員や関連会社との間に多大な取引コストが発
生する状態にあったといえます。従って、コダッ
クの経営陣は合理的に現状維持するという不条理
に陥った可能性があります。
　さらに、東大のケースでは、多くの外国人を受
け入れて、大学の世界ランキングを高めるには、
欧米の大学に従い、現状の4月入学から 9月入学
へと移行する必要があるのですが、そのためには
日本企業の4月入社という就職慣行を変える必要
があります。同時に、他大学も同じように9月入
学へと移行するように説得する必要もあります。
そうしないと、東大の学生だけが就活に不利にな
るからです。しかし、この取引コストはあまりに
も高いものです。それゆえ、たとえ現状が非効率
的であっても変化しない方が合理的だという判断
になったのだと思います。つまり、不条理に陥っ
たのです。
　このような不条理な事例は、ほかにもたくさん
あります。ヤマハは従来から赤字であるピアノ事
業を切り捨てられないでいます。かつて、ヤマハ
はヤマハピアノ教室、エレクトーン教室を全国展
開していて大きな利益を上げていました。その関
係者がいまだ多く社内に残っていて、彼らを説得
する取引コストがあまりにも高いために、変化で
きないのです。
　また、優秀な女性社員が出産後に職場復帰しな
いという点が、日本の女性労働の特徴の一つです。
その理由として、日本政府は女性管理職のポジショ
ンが少ないからだといっていますが、そうではな
く、これも取引コストの問題です。赤ちゃんは、
突然、熱を出したりするものです。このような事
態に対応するには、女性は社内での勤務時間を突
然調整する必要があり、そのために上司や同僚と

図表 2　損得計算の行動原理：不条理な世界

出所：講演資料より
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交渉する必要があり、その交渉取引コストは非常
に高いものです。また、家庭内でも夫と育児時間
の調整をする必要があり、その取引コストも高い
のです。これらのコストの高さを考慮すると、現
場に復帰しない方が合理的となるわけです。　
　また、伝統ある大学のスポーツチームは伝統的
な戦法がすでに時代遅れになっていてもなかなか
それを変えることができません。というのも、そ
の伝統的な戦法を変えるには、多くのOBたちを
説得する必要があり、その取引コストがあまりに
も高いからです。こうして、合理的に非効率な戦
法を維持し続けることになります。
　このような不条理な現象は、人間の無知や非合
理では説明できません。取引コストという見えな
いコストを忖度して損得計算すると、非効率的な
現状にとどまったり、不正を隠蔽したりする方が
得だということ、つまり合理的だという不条理に
陥ることになるのです。特に、日本企業では、人
間関係が非常に密なので、このような人間関係上
の取引コストが高くなる傾向があり、不条理が発
生しやすい組織であるといえるでしょう。

「取引コスト節約制度政策」で
不条理を回避し、より良い方向へ
　それでは、このような不条理を回避する方法は
あるのでしょうか。一つの方法は、「取引コスト節
約制度」を展開することです。このような制度を
事前に作って取引コストを節約するようにすれば、
より良い方向へとシフトするメリットが大きくな
り、企業は不条理を回避し、より正しく効率的な
方向へと変革することが可能になります。
　例えば、大改革が必要なときには、社内重役だ
けでなく、社外役員や外国人役員などが効果的な
役割を果たします。というのも、彼らは、社内に
知り合いがほとんどいないので、変化に伴う人間
関係上の取引コストも小さく、それゆえ変革しや
すいのです。この意味で、「ダイバーシティ」経営
は効果的であり、まさにゼロベースで議論が可能
となり、改革をめぐる取引コストが小さいために、

変革しやすい状態を形成します。
　しかし、変革の必要のない平時には、ダイバー
シティ経営は逆にデメリットを生み出します。基
本的なことでも「1から説明しないと分かっても
らえない」など、かえって取引コストが大きくなり、
それゆえ逆効果になるからです。
　また、人間関係上の取引コストを節約する制度
としては、飲み会のようなコミュニケーションツー
ルも有効です。最近の若い人たちは飲み会に参加
しない傾向にありますが、いわゆる「ノミニケー
ション」も取引コストを下げる効果を持ち、組織
変革しやすい状態を作ります。
　さらに、最近は、上層部が現場に足を運ばなく
なっているといわれています。パソコンを通して
現場の情報を獲得できるので、あえて現場に行く
必要がないと思うかもしれませんが、それは間違
いです。人間は、情報システムを通して多くの情
報を得ることができるのですが、実際には自分の
好きな情報しかピックアップしない傾向があるか
らです。こうして、上層部と現場が分断化され、
取引コストの高い社内分断化社会（タコツボ化）
が形成されるのです。やはり、見たくないモノも
見なくてはいけません。そのためには、上層部は
積極的に現場に足を運ぶ必要があります。そうす
れば、予想外の情報に出くわす可能性が高まるの
です。

ダイナミック・ケイパビリティで
変化していく環境に変幻自在に対応
　次に、不条理回避方法として「理論理性的ダイ
ナミック・ケイパビリティ」についてお話ししま
す。もし、不条理の発生が取引コストを含む損得
計算原理に基づくものならば、コストの側面を減
少させるだけでなく、逆にプラスの側面を高めれ
ば損得計算の不等式の方向が変わり、不条理は回
避できるはずです。
　現代のようなVUCAの時代に、環境変化を感
知し（sensing）、そこに機会を捕捉し（seizing）、
既存の資産や資源を再構成して自己変容
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（transforming）し、プラス部分を高める能力のこ
とを、ダイナミック・ケイパビリティ（変化対応
的な自己変革能力）といいます。これは、カリフォ
ルニア大学バークレー校のD.ティース教授によっ
て展開されている議論です。
　図表3のように、企業が保有するケイパビリ
ティ（能力）は、オーディナリーとダイナミック
の二つに区別されます。オーディナリー・ケイパ
ビリティ（通常能力）とは、既存のビジネスモデ
ルのもとで、できるだけ無駄を削減して効率性を
追求し、利益最大化を目指す「技能適合力」のこ
とです。
　これに対して、その定常状態が環境と乖離して
いないかどうか、常に批判的に現状を見て変化す
る環境と現状を適合させようとするより高次の能
力がダイナミック・ケイパビリティです。オーディ
ナリー・ケイパビリティは内向きの能力であり、
既存のパラダイム自体を精緻化する「技能適合力」
であるのに対して、ダイナミック・ケイパビリティ
は外向きの能力であり、環境変化に対応してパラ
ダイム自体を変革する「進化適合力」といえます。
　さて、図表3のように、「利益」と「付加価値」
は異なる概念であることを理解する必要がありま
す。オーディナリー・ケイパビリティは利益を追
求する能力であり、この能力しかない企業は、で
きるだけ質の悪い安価な部品を外部から購入し、

安価な機械を使って減価償却費を削減し、賃金の
安い人を雇用しようとします。そうすれば、費用
は低下するので、利益は一時的に上がります。し
かし、それでは企業全体が劣化します。
　これに対して、ダイナミック・ケイパビリティ
が目指すのは、付加価値を向上するために売り上
げを伸ばすことです。図表3のように、付加価値
と利益は異なるものです。付加価値は、今期の売
上額から外部から調達した部品費を引いて残った
額を意味します。それゆえ、付加価値は、人件費＋
減価償却費＋営業利益から構成されることになり
ます。
　従って、付加価値を高めるには、より優れた人
材を雇い、より良い機械設備を購入し、イノベー
ションを起こして売り上げを伸ばす必要がありま
す。コストを下げても付加価値を高めることはで
きません。この付加価値を従業員の数で割ったも
のが「生産性」です。それは、利益に関わる「効
率性」とは別ものです。今日、日本はこの生産性
が低いといわれていますが、ダイナミック・ケイ
パビリティのもとに付加価値を高める必要がある
のです。
　さて、オーディナリー・ケイパビリティとダイ
ナミック・ケイパビリティとの関係を通して、ど
のように企業は進化するのか。図表4の右上がり
の点線のように、環境は常に変化しています。そ

図表 3　利益と付加価値の違い

出所：講演資料より

図表 4　  ダイナミック・ケイパビリティと
オーディナリー・ケイパビリティの関係

出所：講演資料より
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れゆえ、オーディナリー・ケイパビリティに基づ
いて、企業が定常状態を維持すれば、時間ととも
に環境との間に必ずズレが生じてきます。そこで、
そのズレを感知し、そこに新しい機会を見いだし、
企業全体を再構成してそのズレを埋めるダイナ
ミック・ケイパビリティが必要となります。
　このダイナミック・ケイパビリティのもとに、
企業は既存の資源や資産を再構成し再配置して機
会費用（逸失利益）を節約する必要があるわけで、
これこそが企業経営者の役割であるといえます。
そして、このようなダイナミック・ケイパビリティ
によって確保できるベネフィットが、その変化に
よって発生する人間関係上の取引コストより大き
ければ、企業は変革が可能となり、不条理を回避
できることになります。そして、企業は進化する
ことになります。
　しかも、ティース教授によると、既存の資産や
資源や知識の再構成・再デザインの原理として、
「共特化の原理」の重要性を強調しています。この
原理は、環境が安定しているときには、企業内に
数ある資源はそれぞれ特殊なので、それ自体では
十分なメリットは生み出さないが、環境が変化す
ると、化学反応が起きるように大きなメリットを
生み出す資産の組み合わせがあるといいます。こ
の意味で、共特化の原理は補完性の原理ともいえ
ます。
　しかも、この原理は、企業内の資産だけではなく、
他社の資産や技術との組み合わせ、タイアップの
場合にも成り立ちます。進化論によれば、生物は
進化するときに、自分の器官だけでなく外部のも
のとともに進化するそうです。人間が視力を高め
るために、自らの視力を高めようとするだけでは
なく、眼鏡、顕微鏡、望遠鏡などを発明したのです。

ダイナミック・ケイパビリティを持つ会社
　さて、以上のような理論理性的なダイナミック・
ケイパビリティを持つ強い日本企業の事例につい
てお話ししたいと思います。
　まず神戸製鋼です。この会社は、2017年にデー

タ改ざん問題を起こして評判を落としました。し
かし、ダイナミック・ケイパビリティを持つ企業
の一つでもあります。
　神戸製鋼は、実は2000年以前から生産過剰状
態に陥っていました。中国の製鉄企業が隆盛を極
め、大量に鉄鋼を生産していたからです。ところが、
2000年に電気事業法が改正され、電気の小売りが
自由化されました。これをいち早く感知し、そこ
に利益を得る機会を捕捉したわけです。
　より具体的にいえば、神戸製鋼は、従来から製
鉄事業で高炉や転炉から発生する副生ガスを活用
して自家発電を行っており、環境の変化に基づい
てこのノウハウを活用して、製鉄事業と発電事業
を「共特化」したのです。つまり、既存の資源や
技術を再構成して、神戸市に石炭火力発電所を建
設し、電力の卸売りを始めたのです。
　さらに、東日本大震災後はこの電力事業を拡大
し、栃木県に本格的な火力発電所を建設しました。
まさに、神戸製鋼は、ダイナミック・ケイパビリ
ティのもとに、既存のオーディナリー・ケイパビ
リティを刷新し、既存の資源や知識を再構成して
進化し、変容している企業だといえます。
　次に、富士フイルムですが、この企業はデジタ
ルカメラの出現により、本業のフィルムビジネス
消滅の危機を感知します。その危機的な状況に、
逆に多くの機会を捕捉します。しかし、この環境
の急激な変化の中で、既存のフィルム技術を応用
し、新事業として液晶パネルを保護する特殊フィ
ルムを生み出しました。それは液晶とフィルムと
の共特化であり、大ヒットしました。　　
　また、同社はコラーゲンによって写真の乾燥を
防ぐ高度の技術を保有しており、コラーゲンが肌
の老化を防ぐことにも気づいていました。そこで、
既存のコラーゲン関連技術を利用して化粧品を開
発し、化粧品業界にも参入しました。まさに、フィ
ルム技術と化粧品技術の共特化だったといえます。
　さらに、今日、他社を買収し、サプリメント、
医薬品、そして再生医療へとビジネスを発展させ、
さまざまな形で共特化を実現させています。まさ
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に、富士フイルムは、ダイナミック・ケイパビリ
ティに基づいて自己変容し発展している企業とい
えるでしょう。
　最後に、目薬で有名なロート製薬です。この会
社は、2000年頃になると目薬市場が成熟化し、売
り上げが下がってきていることを認識していまし
た。こうした状況で、2001年の薬事法改正で化粧
品業界への参入が容易になったことを感知します。
　当時の化粧品メーカーは機能性を追求するより
も、ブランドイメージ戦略を重視しており、ロー
ト製薬は、ここにチャンスを見いだし、機会を捕
捉します。そして、肌に即効性のある「ピュアビ
タミンC」を開発し、「オバジCセラム」という
美容液を商品化しました。
　本来、ピュアビタミンCは壊れやすいうえに肌
に浸透しにくく、化粧品への配合は困難というの
が常識でした。しかし、ロート製薬はメンソレー
タム事業で皮膚に関する多くの技術を蓄積してお
り、ピュアビタミンCを高濃度・高安定の状態で
角質層間に浸透させる製品の開発に成功したので
す。
　しかも、ロート製薬は、「製薬会社が製造してい
る機能性化粧品」をアピールするために、あえて
薬品のような茶色の小瓶にスポイトのふたの容器
を採用しました。こうして、ロートの「オバジC
セラム」はビタミンCブームの引き金になると同
時に、機能性化粧品の先駆けともなり、そしてそ
れは同社の主要事業へと成長しました。まさに、
ロート製薬はダイナミック・ケイパビリティに基
づいて自己変容して発展している企業といえるで
しょう。
　また、「企業外の資産との共特化」で成功した例
もあります。例えば、インバウンドの流れに対応
して、ビックカメラとユニクロがターゲットを外
国人に特化し、2社が結合して「ビックロ」を形
成しましたが、これもダイナミック・ケイパビリ
ティ・マネジメントの一例です。また、女性社員
や共働き家庭の増加に従って、電車の各駅にコン
ビニが出店するようになりましたが、この鉄道と

コンビニのコラボレーションも共特化の実現だと
いえるでしょう。
　さらに、ビジネス・エコシステムの形成原理も
共特化の原理の一つです。近年、一つの企業が単
独で利益を出すのではなく、他社を取り込んで相
互にプラスの利益を生み出すようなビジネス・エ
コシステム（生態系）を形成することが注目され
ています。かつて、ソニーがプレイステーション
を開発してゲーム業界に参入しましたが、そのと
きにソニーは単独で利益を生み出したわけではあ
りません。ソフト会社などのサードパーティや販
売店をも取り込み、まさにビジネス・エコシステ
ムを形成し、みなで利益を得て絶対王者であった
任天堂に打ち勝ったのです。

損得計算だけだと、
二次的不条理に陥ってしまう
　さて、日本の会社は、本来、ダイナミック・ケ
イパビリティを潜在的に持っている企業が多いと
思います。歴史的に、1960年代から日本とアメリ
カとの間には絶えず貿易摩擦の問題が発生し、何
度も米国から厳しい条件を押しつけられてきまし
た。そのたびに、大きな環境の変化が起き、日本
企業はこれまでその変化に柔軟に対応してきまし
た。まさに、日本企業はダイナミック・ケイパビ
リティを発揮してきたわけですが、これを可能に
していたのは、日本企業独自の組織構造です。
　欧米型の企業組織は各職務権限が明確で、その
職務に対応して給与が支払われる職務給となって
います。それゆえ、職員は固定的な単能工であり、
職務をめぐる契約も明確で、配置転換は非常に難
しい組織となります。そのため、変化に対応して
職員を再配置し、組織を柔軟に再構成することが
できません。再配置しようとすると、従業員との
取引コストは非常に高くなるからです。それゆえ、
このような組織はダイナミック・ケイパビリティ
が発揮しにくい組織です。
　これに対して、日本の企業組織は柔軟です。各
職務権限が曖昧で多能工が多く、契約も曖昧なの
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で、配置転換がしやすく、変化に対応して柔軟に
資源を再構成・再配置できます。このような組織
では、環境の変化に対応して、物的人的資源の再
構成や再配置をめぐる取引コストは低くなりま
す。つまり、日本の企業組織はダイナミック・ケ
イパビリティを発揮しやすい組織なのです。
　さらに、近年、デジタル化が叫ばれていますが、
デジタル化も日本企業の自己変革能力つまりダイ
ナミック・ケイパビリティをさらに高めることに
役立ちます。ドイツのシーメンス社は、現実の工
場から多くのデータを収集し、それに基づいてサ
イバー上で仮想工場を作り上げるソフトを開発し
ています。
　このような仮想工場は、「デジタルツイン」と呼
ばれています。この仮想工場と現実工場とをリン
クさせ、まず仮想工場で、環境の変化に対応させ
て製品工程を最適化し、それに基づいて現実の工
場を改善し、そこで得たデータに基づいて再び仮
想工場であるデジタルツインを洗練するというサ
イクルを繰り返して、進化するという仕組みです。
　さらに、シーメンスは、この考え方を拡張し、
業界全体をサイバー上で結びつけて仮想産業を作
り出し、それと現実の産業とをリンクさせ、自分
たちがそのプラットフォームになろうとしていま
す。
　このような「デジタルツイン」に基づくシステ
ムでは、状況に応じて最適な仮想現実を作り上げ
て、そのもとでシミュレーションし、現実を最適
化することができますが、欧米企業では先に述べ
たようにジョブ・ベースの組織のため、各職務に
各人が張りついており、それゆえ現実の世界を変
化させようとしても、個々人との間に高い取引コ
ストが生じる可能性があるといえます。
　これに対して、メンバーシップ型の日本企業で
は多能工が多いため、組織は変化しやすく、デジ
タル化による環境変化にも迅速に対応できます。
特に、日本では系列化が進んでいるため、デジタ
ル化によってビジネス・エコシステムも形成しや
すいといえるでしょう。

　以上のように、理論理性的なダイナミック・ケ
イパビリティを行使することによって、プラスの
側面を高め、これによって不条理を回避できる可
能性があります。しかし、全ての不条理を回避す
ることはできません。というのも、このようなダ
イナミック・ケイパビリティを行使して変革しよ
うとすると、必ずコストが発生するからです。こ
のコストがあまりにも高い場合、やはり損得計算
上「何もしない方が合理的」という二次的不条理
に陥る可能性があるのです。
　例えば、日本の製造業の未来はデジタル化にあ
り、おそらくこの流れを変えることはできないで
しょう。ところが、デジタル化を進めようとする
と膨大な費用とレガシー・システムをめぐって多
大な人間関係上の取引コストが発生する可能性が
あります。結局、人間が損得計算原理に従って行
動する限り、改革、変革、そしてデジタル化を回
避し、非効率的な現状にとどまる方が合理的とい
う不条理に陥ることになります。これらのことを
考えると、失敗の本質は、実は経済合理的な損得
計算原理という行動原理にあるように思います。

損得計算の上に必要な
アントレプレナーシップ（企業家精神）
　人間というのは不思議な存在です。人間には、
損得計算に基づく理論理性的なダイナミック・ケ
イパビリティだけでなく、実はもう一つの動態能
力つまり実践理性的なダイナミック・ケイパビリ
ティもあります。それが、J. A. シュンペーターや
ティースのいうところの「アントレプレナーシッ
プ」です。それは、I. カントのいう「実践理性」
やM.ヴェーバーの「価値合理性」も同様の意味
を持ちます。
　アントレプレナーシップつまり企業家精神とは
何かを説明することは非常に難しいといえます。
しかし、以下のような思考実験をしてみると、そ
れは「正しいかどうかを判断する主観的な価値判
断能力」つまりカントのいう「実践理性」である
ことが分かります。
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　いま、企業が新ビジネスを立ち上げようとして
いるとします。このとき、経営者は提案される新
ビジネスをめぐって二つの問題に直面します。す
なわち、（1）その新ビジネスは儲かるのかどうか、
（2）その新ビジネスは正しいのかどうかです。

（A）ここで、もしその新ビジネスは儲かりそうだ
し、しかも正しいビジネスならば、これは実行す
べきです。しかし、このような先の見通せるビジ
ネスからはイノベーションは起きません。という
のも、他の企業も簡単に予想できるからです。
（B）もしその新ビジネスは儲からないし、不正な
ビジネスならば、中止すべきです。
（C）もしその新ビジネスは儲かりそうだが、不正
なビジネスならば、下品なので、中止すべきです。
（D）最後に、もしその新ビジネスは儲からなさそ
うだが、正しいビジネスならば、実行すべきです。

　従って、もしイノベーションが起こるとすれば、
このケース（D）しかないのです。それゆえ、イ
ノベーションを生み出す企業家精神とは、あるこ
とが正しいかどうかを価値判断する能力だといえ
るでしょう。カントは、人間には物事を理論的に
認識する「理論理性」だけではなく、自ら「正し
いかどうか」「良いか悪いか」を価値判断する「実
践理性」も存在しているとしています。
　ここで、なぜこのような価値判断する理性が「実
践的」なのかといえば、例えば、いま「ある製品
を販売することが正しいかどうか」という問題に
対して「正しい」と価値判断するとしましょう。
そうすると、次に「ではどうすべきか、何をなす
べきか」と、われわれに実践を要求してくるので
す。この意味で、価値判断する理性は動態的な理
性であり、われわれに実践を要求してくる理性な
のです。そして、ここに人間性があると、カント
はいうのです。
　この人間的な実践理性によって、損得計算（理
論理性）による不条理を回避できるのです。つまり、
不正で非効率的な状態を維持することが、損得計

算上、得であっても、リーダーがそれを正しくな
いと価値判断すれば、組織はより正しく効率的な
方向へと変化するように実践していくことになる
のです。
　しかし、最初から主観的に「良いか悪いか」価
値判断しようするのは軽率かつ安易な人間です。
まず、徹底的に理論理性に基づいて損得計算し、
その上でその計算結果に従うことが正しいかどう
か、重層的に価値判断すべきです。
　価値判断は主観的なので、優秀な人たちほど客
観性を求めるので、それを避けようとします。し
かし、実はこの主観的な価値判断こそが人間とし
ての見せ場であり、人間としての魅力の源泉なの
です。価値判断に基づく行為は主観的であるがゆ
えに、「責任」を伴う道徳的な行為でもあるのです。
つまり、主観的であるがゆえに責任を取らなけれ
ばならないのです。逆に、損得計算に基づく人間
行動は客観的であるがゆえに、それは責任を取る
必要のない無責任な行動となり、人間としての魅
力がまったくない行動だといえます。つまり、即
物的で物理的な行動だといえます。
　では、より具体的に、このような価値判断に基
づく人間行為とは、どのようなことなのでしょう
か。例えば、ソニーのウォークマン。それは録音
できないステレオプレイヤーでした。ソニー創業
者の井深大氏は米国への出張が多く、「飛行機内の
イヤホンの音はひどい。いい音で好きな曲を聴き
たい。何か作ってほしい」と日頃から研究開発部
の人たちに言っていたようで、ある日、現場に足
を運んだところ、ステレオで聴けるテープレコー
ダーが開発されていた。そこで、「これはいい」と
いうことで、試作品を持ち帰ったという。そして、
それを隣の部屋の同じく創業者の盛田昭夫氏に見
せたところ、「これは面白い」といい、さらに「録
音機能はいらない」といったようです。このとき、
研究開発部も営業部も量販店も「絶対売れない」
と反対したようです。しかし、盛田氏は録音機能
がない方がクールだとあくまで主張し、こうして
ウォークマンは世に出て、大ヒット商品となりま
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経営センサー　2020.4
1414

した。まさに、経営者の損得計算ではなく、企業
家精神つまり価値判断がイノベーションを生み出
した事例です。
　同様に、黒田博樹投手はヤンキースからの年俸
20億円のオファーを蹴って、広島カープに戻って
きました。もちろん、彼も損得計算したと思いま
す。損得計算すれば、ヤンキースに残った方が得
であり、明らかに合理的でした。しかし、黒田氏
はそれをあえて蹴って広島に戻ってきました。な
ぜか、損得計算の結果ではなく、それが彼にとっ
て正しいと価値判断をしたのだと思います。この
同じような行動を取ったのが、エンゼルスの大谷
翔平選手だと思います。
　逆のケースもあります。ある会社は、約8,000
人の学生会員の行動履歴に基づいて、AIで内定辞
退率を予測、学生の承諾を得ずに企業にデータを
販売してしまいました。損得計算すれば、このビ
ジネスは儲かるものだったのでしょう。実際、多
くの大手企業がそのデータを購入しました。しか
し、このビジネスをめぐって損得計算をした後、
果たしてこのようなビジネスが良いことなのかど
うか価値判断する人はいなかったのでしょうか。
結局、合理的に不正を行うという不条理に陥って
しまいました。

損得計算の合理的マネジメントと
人間主義的マネジメントとの
重層的マネジメントで不条理を回避できる
　以上の議論をまとめたいと思います。
　不条理を回避するには、徹底した損得計算原理
に基づく経済合理的な客観的マネジメントだけで
は危険です。非効率で不正な現状を維持隠蔽する
方が合理的という不条理に陥る可能性があるから
です。従って、常にまず徹底的に損得計算を行い、
その上でさらにその計算結果に従って行動するこ
とが正しいのかどうかを主観的に価値判断して行
い、そしてその責任を取るという人間主義的マネ
ジメントも必要となります。この重層的なマネジ
メントによって、不条理は回避できる可能性があ

ります。
　P.F. ドラッカーによると、自由にイノベーショ
ンを起こすには、当然、多くのお金が必要となる
ので、損得計算に基づく経済合理的なマネジメン
トは必要となります。しかし、このような経済合
理的なマネジメントだけでは不十分だと主張しま
す。というのも、このような経営では、損得計算
上得だからこの会社にいるという従業員が育ち、
この会社の株を買うと得だからという株主が株を
買い、そしてこの会社の製品は安いから得だとい
う顧客が製品を購入することになります。このよ
うな状況では、会社が赤字になると、従業員は損
得計算上損するので会社を辞め、株主も損するの
で株を売り、製品の値段が高くなると顧客は買わ
なくなります。つまり、個々人は損得計算して合
理的に行動し、結果として会社が倒産するという
不条理に陥ってしまうのです。
　強い企業組織とは、会社が赤字になっても従業
員は辞めず、赤字になっても投資家は株を持ち続
け、製品が高くなっても顧客が買い続けてくれる
ような会社です。そのような従業員や投資家や顧
客を獲得するには、彼らに「この会社が好きだ」
と価値判断してもらう必要があります。そうすれ
ば、赤字になっても逃げないのです。むしろ、助
けてくれるでしょう。こうして、不条理は回避で
きるのです。
　しかし、「この会社が好きだ」と価値判断しても
らうには、それゆえファンになってもらうには、
そもそも経営者が損得計算原理に従う以上の人間
的な魅力を持つ必要があります。つまり、経営者
やリーダーは価値判断し、それに対して責任を取
るようなより高次の人間であるべきであり、ここ
に人間としての「真摯さ」「気品」「魅力」が生ま
れてくるのです。
　このような重層的マネジメントとは、より具体
的にいえばどういうことか。例えば、人事評価に
ついて考えてみましょう。上司は部下の人事評価
をする際に、まずある従業員が経済合理的に高い
業績を上げているのかどうか、つまり「見える」
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点を評価する必要があります。つまり、営業成績
や売り上げを伸ばしているか、どうかです。その
上で、さらにその従業員が正しい行動をしようと
しているのかどうか、「目に見えない点」も評価す
る必要があるということです。

（A）もしある従業員の業績が高く、正しい行動を
する人物ならば、 高く評価する。
（B）もしある従業員の業績は低く、しかも不正な
行動をする人物ならば、評価しない。 
（C）もしある従業員の業績が高く、不正な行動を
する人物ならば、危険なので評価しない。
（D）もしある従業員の業績は低いが、正しい行動
をする人物ならば、評価する。

　もし経営者がこのような重層的マネジメントを
展開するならば、悪いことをしてでも業績を上げ
ようとする従業員は見つかるのではないかとびく
びくするでしょう。そして、正しいこと、誠実な
行動をしようとする従業員が生き生きと働く健全
な組織が形成され、不条理は回避される可能性は

高まります。
　最後に、松下幸之助氏が述べていることを紹介
したいと思います。彼は、自分の長い経営者の経
験の中で、さまざまな新規プロジェクトを扱い、
データに基づいて損得計算すると損をすることが
予想されるものもたくさんあったといいます。し
かし、そのプロジェクトが、お客さまのためにな
る、お客さまにとって良いもの、お客さまにとっ
て適切なものだと思うと、たとえ損をすると思っ
ても、それを実行しようという「勇気」が湧いて
きたといっています。このように、経営者やリー
ダーになる人には、損得計算原理に逆らうような
行動を、一度でいいからしていただきたいと思い
ます。

【質疑応答】
質問：新規事業計画を多く手掛けてきましたが、
ことごとくつぶされてきました。長期的に未来を
見据えて新規事業を立ち上げるのですが、既存の
組織の問題もあり、また過去の実績は当然ながら
なく、リスクはあり、マーケットはゼロに等しく、

成功する日本企業には「共通の本質」がある



経営センサー　2020.4
1616

（利益を生むという）証明の材料はありません。そ
こで、新しいものの評価の仕方と、どう可視化す
ればいいかを教えてください。

菊澤：損得計算を行動原理として徹底的に可視化
することは重要です。しかし、そのような行動原
理だけを徹底すれば、結局、変化しない方がいい、
新規事業を行わない方がいいという不条理に陥る
ことになると思います。この事態を解決するには、
損得計算を徹底するだけではなく、お客さまのた
め、社会のためになるのかどうか、という異なる
次元での評価が必要になると思います。このよう
な評価ができる上司やリーダーを育てていかない
限り、この不条理な事態はずっと続くでしょう。
確かに、業績の追求はパワー（権力）の源泉には
なりますが、オーソリティー（権威）は発生しま
せん。損得計算原理に従って合理性を追求するだ
けの上司を説得することは難しいかもしれませ
ん。非力かもしれません。しかし、それでもそれ

とは別の次元、社会的にあるいは顧客にとって良
いかどうかという視点も必要ではないか。そういっ
たことを、いろんな場所や場面で上司とお話しし
議論してみる必要があるのではないでしょうか。
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