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創発型戦略と学習型戦略

経営戦略論では計画型戦略論が主流を占めてい
る。だが、創発型戦略論というものもある。この
タイプの戦略は、企業の一貫した行動を後から解
釈 し た も の で あ る。 例 え ば、 ミ ン ツ バ ー グ

（Mintzberg, H.）は、①意図した戦略と②パター
ン（一貫した行動）として実現した戦略に分け、
当初に意図しなかった戦略が実現したパターンを

「創発型（emergent）」戦略と呼んでいる。これは、
創発型戦略の一つの定義である。

この創発型戦略は後から解釈されることが多い
ので、学習型戦略と混同されやすい。今回は、そ
の違いを考えてみたい。

ホンダの事例
ホンダは、1958 年に後発の二輪メーカーとして

米国市場に進出したが、当初は計画型戦略を採っ
た。外部環境（米国市場）と内部資源（自社能力）
を検討し、大型の「ドリーム号」（250cc）や「ベ
ンリイ号」（125cc）を主力製品として投入した。

ところが、オイル漏れやクラッチ摩耗という不
具合が生じ計画型の戦略はとん挫する。しかし、
思わぬところから挽回のチャンスが生まれた。そ
れは、1959 年、ロサンゼルスに派遣された社員が、
気晴らしのために「スーパーカブ」で走り回って

いた時に起きた。彼らは、多くの人が自分たちの
乗り回している小型バイクに注目していることに
気づき、新しい（一般の人々がスポーツ感覚で小
型バイクに乗るという）市場を発見したのである。

そのため、主力商品を 50cc で 4.5 馬力の「スー
パーカブ」に切り替え、価格を競合の 4 分の 1 に
設定し、スポーツ用品店などの新規販路を開拓し
た。さらに、『Life』など高級雑誌に “You Meet 
the Nicest People on a Honda（素晴らしき人々ホ
ンダに乗る）” というコピーの広告キャンペーンを
展開し米国市場参入に成功した。

この事例は、後から分析（つまり解釈）すると、
新しいユーザー層にターゲットを絞って、大型バ
イクメーカーとの競合を避けた差異化戦略として
分析できる。当時、「ハーレーダビットソン」など
に乗る既存ユーザーは革ジャンを着て長距離を
ツーリングしていたが、街中を軽やかに走る「スー
パーカブ」はシャレたバイクの乗り方に映った。
また、マーケティング的に見れば、新商品（「スー
パーカブ」）を新価格（競合の 4 分の 1）と新販路

（スポーツ用品店）で売り、新しいイメージで広告
した 4P（Product, Price, Place, Promotion）戦略
に当てはまるが、それらは全て後づけの解釈であ
る。
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参勤交代の戦略的意味
参勤交代は各藩に経済的な負担を負わせて大名

の勢力をそぐことにあったとされる。そのために、
徳川幕府は、江戸の藩邸に大名の正室と世継ぎを
住まわせ人質のようにして、大名に対して江戸と
国元の間を定期的に往来させ、移動にかかる経済
的な負担を大名自身に支払わせた。大名は威厳を
保つために大名行列を仕立て、大勢の従者を伴っ
たため莫大な旅費を使い、軍事力や財政的な基盤
を築くことができず、このことによって徳川幕府
に対抗できる勢力が生まれなかった、と受験勉強
では習ったように記憶している。

ところが、参勤交代を定めた「武家諸法度」
（1635 年）には「参勤交代によって出費がかさみ
領地や領民の負担となっているので、従者の人数
を減らすように」という趣旨の文面がある。各藩
に経済的負担を求めることが目的であったのなら
ば、参勤する人数を減らせと書くはずがない。つ
まり、武家諸法度を発した徳川家光は、大名の財
力を減らそうという戦略的な意図を持っていな
かったと思われる。

そもそも、参勤とは出仕して主君に拝謁するこ
とである。したがって、出向く側（大名）が旅費
を支払うのは当然である。参勤交代は、鎌倉時代
に御家人が鎌倉にいる将軍に会うために定期的に
出仕していたことにルーツがあり、豊臣秀吉が大
名の屋敷を大阪周辺に造らせて妻子を住まわせた
ことで慣例化されたといわれる。要は将軍と大名
との主従関係を確認するための儀礼だったのであ
る。

さて、ここまでは歴史学者の視点である。しか
し、経営学者はそうは見ないであろう。歴史的な
文書に残っていなくても、徳川幕府には、必ず、
参勤交代の戦略的な意味づけを早くから見抜いた
参謀がいたはずである。参勤交代が結果として大
名たちに経済的負担を強いることに気づいていな
ければ「従者の人数は減らせ…」という文面は出
てこないわけで、参勤交代に大名の軍事力をそぐ
実質的な意味合いがあることを知っていた戦略家

がいたはずである。
結果としての創発性（大名自身が疲弊すること）

を見抜いたからこそ、計画型戦略（徳川家光の「武
家諸法度」）とは別に、参勤交代が江戸時代を通じ
て維持される「パターンとしての戦略」になった
と考えられる。

学習型戦略との違い
創発型戦略では体験をどう解釈するかが一つの

ポイントになる。しかし、創発型戦略を組織学習
の方向に持っていくのは誤りである。意味の解釈
過程は、学習過程とは異なる。

組織学習では、情報や知識を共有し伝達しよう
とするから、それらをモノ（例えばキャッチボー
ルのボール）のように扱いがちである。しかし、
情報や知識は、解釈というループを通って取り入
れられるのであって、前者が主として自己の外部
にあるのに対して、解釈は自己の内部に外部のコ
ピーを創り出す過程である。このことを認識論で
説明すると面倒なので「解釈」に似た「感触」に
置き換えて説明してみよう。

人間が外部に触れた時に内部に何かが生じる
が、その典型例が「感触」である。この感触は、
鉄の玉に触れた時と木の実に触れた時には違うよ
うにしなければ食物かどうか判明できないので、
鉄の場合のシグナルと木の実の場合のシグナルで
異なるようにしなければならない。その場合、A
には A’、B には B’ のようにダッシュつきのコピー
を内部に用意しなければならない。

この神経細胞のコピーの過程を、マトゥラーナ
（Maturana, H.）とヴァレラ（Varela, F.）はトポ
ロジカル（位相幾何学的）な理論生物学で「オー
トポイエーシス（autopoiesis）」と命名した。本
論でいう創発型戦略の解釈過程は、そのような自
己産出の過程であり、オートポイエーシス的概念
を理解しないと創発型戦略の仕組みは分からない。

創発型戦略のアイデンティティー化
戦略は、ある地点から他の地点に行くための道
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標でありながら、常に道標の位置の見直しが必要
になる。競合他社、消費者ニーズ、取引先や銀行
の変化など、さまざまな変化に対応しつつ、組織
そのものも変えていかなければならない。

このように、指針を示しながら、指針そのもの
が変化するという状態は、組織の要素が、組織の
要素をつくり出す自己産出的な組織の在り方を示
唆している。
「スーパーカブ」の半ば偶発的な成功事例（過去

の体験的な事例）が、各時点で、再解釈され再編
集されて、新しい意味づけを得て、ホンダの 1970
年代の米国での成功や「オデッセイ」のヒットに
つながった。

外部から見たその企業の一貫性には、少なくと
も差異性と同質性の二つの側面が含まれている。
第 1 の差異性とは、他の企業とは区別されるその
企業らしさである。第 2 の同質性とは、過去の企
業と現在の企業が同じであるという一貫性である。

このことを「ホンダらしさ」で説明すると、ト
ヨタや日産とは違うというのが第 1 の差異性アイ
デンティティーで、今のホンダには、昔の「ホン
ダらしさ」と同じものを感じるというのが第 2 の
同質性アイデンティティーである。

ホンダは、米国市場参入の事例から、「ホンダら
しさ」を獲得し、米国の消費者もそのような「ホ
ンダらしさ」を受け入れたように思える。例えば、
スーパーカブがもたらした「小型化、省エネ、低
床」というコンセプトがホンダの製品に脈々と引
き継がれ、それがホンダのブランドイメージとし
て米国人に定着していった。

その後、ホンダは、二輪に加えて乗用車でも米
国に進出したが、トヨタや日産を猛追したのは
1970 年代のオイルショック後である。石油の高騰
によって、大型で燃費の悪い米国車は「ガスガズ
ラー（gas guzzler）」と呼ばれ、あまり知的でな
い人が乗る車のようなイメージが生まれた。

これに対して、小型車に特化していたホンダ
は、省エネや燃費を強調すると同時に、CVCC と
いう独自の排気ガス対策エンジンで、最も厳しい

カリフォルニア州の排気ガス規制をクリアした。
その結果、日本車の中でも最も知的な車というイ
メージが定着した。

実は、当時、ホンダは、二輪車から乗用車市場
に打って出たばかりで、トヨタや日産に比べて、
大型車のラインナップに欠けていた。したがって、
小型車に集中せざるを得なかったわけで、その点
でも、大型（「ドリーム」／「ベンリイ号」）の不
具合で小型（「スーパーカブ」）しか選択肢がなかっ
た二輪の事例と類似している。

このホンダの戦略は国内市場でも引き継がれ
て、戦略的な統一性（パターンとしての戦略）を
実現した。例えば、1990 年代にヒットした「オデッ
セイ」は、同じクラスの競合他車に比べて、低床
で省エネを実現して成功した。

低床であるため、プラットフォームが低く、乗
り降りが楽で 3 列 7 人が入る居住性も実現でき、
立体駐車場にも入庫が可能となった。「オデッセイ」
を運転した人は、そのスピード感に驚いたのでは
ないかと思うが、その原因は、低重心化による乗
り心地とハンドリングと関係がある。遊園地で
ゴーカートに乗ったことのある人は、時速 20 キ
ロにも満たないゴーカートがスピードとスリルを
感じさせたことを知っていると思うが、低床（低
い運転席）は、運転の楽しさを誘うものである。

しかし、1960 年代の二輪市場と 1970 年代後半
の乗用車市場では環境も競合も異なるし、1990 年
代の日本市場ではさらに違う。つまり、同じよう
なパターンを維持しながら、ホンダが微妙に異な
るコピーを自己産出しながら環境に適応している
ことに気づく。とすれば、それは、各時点では、
もはや偶発的ではなく、創発的な戦略とみなされ
る。

原因と手段の倒置
創発型戦略を理念型やビジョン型の戦略の方向

に持っていくことも過ちである。ホンダの例では
「小型化、省エネ、低床」というコンセプトがあっ
たように書いてしまったので、そのような理念や

創発型戦略と学習型戦略
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ビジョンがあって、現場が臨機応変に対応したよ
うに勘違いされやすいが、この事例は、外部にい
る私から「そう見えた」というだけで、内部の現
場の人々はただ試行錯誤していただけかもしれな
い。繰り返しになるが、創発型戦略とは指針を示
しながら、指針そのものが変化するという状態で、
原形をとどめないほど当初の戦略と違うものが生
まれる場合が多い。ホンダの場合、真のホンダら
しさは、その変わり身のありさま（変化の過程）
にある。

ここでも創発が学習と異なることを強調してお
きたい。通常の学習プロセスでは、法則、モデル、
構想、（あるいはもっと一般化して）知識を応用し
ようとするが、これでは、法則等が応用できる範
囲でしか応用できない。これは、設計図に従って
家を建てるようなもので、広い意味での計画型戦
略に入る。

人間は、目標を立てて、どうしたら目標に到達
できるかを思い描き、それに合わせて行動し、そ
の体験に基づいて学習する。こうした学習型戦略
の典型が、P（計画）⇒ D（実行）⇒ S（統制）の
マネジメントサイクルを回すことである。しかし、
この戦略は、最初に立てた P（計画）をベンチマー
クにしているので、広い意味で計画型戦略に含ま
れる。ちょうど、学習が法則等というフレーム
ワークに縛られてしまっているようなものである。

逆に、創発型戦略では、時間の経過とともに
「産出」した結果が応用領域であり、通常の学習と
は、原因と結果が逆転している。この逆転現象を
言葉で説明するのは難しいが、この関連で幼いこ
ろに聞かされたサントリーの話が思い出される。
サントリーは鳥井さんという人がつくったので、
トリイサン、トリイサンと言い続けるとサント
リーになるというのである。本当のネーミングの
由来は「赤玉ポートワイン」の赤玉が太陽（サン）
に似ているから、それを鳥井のトリーにつけてサ
ントリーとしたようであるが、私の場合、「鳥井さ
ん」を逆にして「サントリー」としたという俗説
が腑に落ちる。

トリイサン、トリイサンと言い続けると、確か
にどこかでサントリイになる。同じように、扇風
機やプロペラを見続けると、どこかで逆回転して
いるように見えることがある。そんな原因と結果
の倒置の結果、結果が原因となり、新たな結果を
生む事態が生じる。この因果律の逆転と継続性が、
最後で述べるダイナミックでフレキシブルな戦略
理論と密接に関係しているように思える。

ルーマンの時間概念
学習型戦略では、未来に向かって流れる時間が

存在し、行為や出来事は、その時間に沿って連続
していくと考える。ところが、ルーマン（Lumann, 
N.）は、その都度の行為や出来事が、時間をつ
くっていくという発想をとった。現在という時間
は、システムが再生産されるごとに存在するとい
うのである。それは、常にストーリーを再生産す
るプロセスであり、パターンとしての創発型戦略
を構築していくプロセスでもある。

ルーマンのシステム論は、伝統的な経営理論と
は逆の時間的発想に基づいている。システムは、
周界（Umwelt）の複雑性を縮減しながら環境へ
の適応を図っていくが、その際、周界（環境）と
の意味的境界を維持するためには、常に「今」の
瞬間に「自己とは何か」を問い直さなければなら
ない。

意味的境界を維持することは、自己の差異性
（他者と違う自分）と同一性（過去と同じ自分）を
統一しながら、自己と社会を再構成することであ
る。そのためには、新しい出来事を付け加えなが
ら、統一的なストーリーを時間軸の中で再組織化
していかなければならない。それは、あたかも自
分史を常に改訂し続けることであり、現在から過
去を見直す作業を繰り返していることに他ならな
い。その意味で、現在が過去を再定義し続けてい
ることになる。

われわれが経験する時間は、物理学的に計測さ
れる時間とは逆に存在する、というのがルーマンの
立場である。時間は、計測すれば、過去から未来
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に向けて直線的に等間隔に刻まれている。しかし、
体験的時間は、現時点を起点に、過去を新しい視
座で再構成しているにすぎない、というのである。

これは、事実は不変であるにもかかわらず、そ
の解釈は絶えず変化していることと関係がある。
車窓から見る風景を考えてみよう。事実としての
風景は同じ場所にあって不変だが、車窓の風景は
変わる。もし、風景が静止し周囲の人も空気も止
まったら、われわれは時間が止まったと感じる。
われわれは、時間とともに、見ているものを再構
成しているのである。

それは「過去は未来によって書き換えられる」
という奇妙な表現と結びつく。実際、大きな目で
見れば、歴史的な評価はいつも書き換えられてい
る。不評で不遇だった芸術家が、後に高い評価を
受けるように、過去の戦略の意味づけは、常に再
評価される宿命を持っている。

その際、未来が現在を拘束するということを、
ルーマンは「予期は可能性の範囲を限定する」と
表現している。予測して計画するという従来型の
戦略論は、固定的な目標を掲げてしまうので、企
業行動を拘束して、柔軟な戦略行動を阻害すると
いうわけである。つまり、計画型戦略が静止画を
作るのに対して、目標を未来に置かない創発型戦
略は動的なダイナミズムを生み出す可能性がある。

すべてのカードを見直す
ここで、創発性の本質とそれを生み出すヒント

について考えてみよう。創発には、クーン（Kuhn, 
T.）がパラダイム変革で述べた「ゲシュタルト変
換」がともなう。つまり、創発型戦略には、ウサ
ギの絵がアヒルに見えるように、それまで見えて
いた世界が消滅し、新たな世界が浮かび上がって
くる瞬間がともなう。

例えば、日清食品の創業者、安藤百福が米国人
バイヤーに即席めんの試食を依頼した際に、紙
コップに湯を注ぎ、フォークで食べ始めた。その
瞬間に「カップヌードル」の応用領域（米国市場
での売り方）が確立したわけである。

このゲシュタルト変換がなぜ起きるかについ
て、ヴィトゲンシュタイン（Wittgenstein, L.）は、
ウサギとアヒルを同時に認識することはできない、
と述べているが、これをルーマンは「複雑性の縮
減」という言葉で表した。人間は、同時に複数の
世界を見ることはできない。ウサギにもアヒルに
も見える世界は幻覚の世界である。だからこそ、
人間は、幻覚が起きないように複雑性を縮減して
生きており、システムは複雑な世界を単純化して
いくことで生存している。

ただ、逆説的に言えば、複雑性にこそ潜在性が
隠されているわけで、偶発性（あらゆる可能性を
もつ出来事）を創発性（意味づけられた方向）に持っ
ていく仕方を見つけなければならない。

ルーマンは、本を読んで気づいたことをカード
に書いてボックスに入れ、あるテーマについて思
考する時に、関連のすべてのカードを並べ変えて
新しく組み合わせていたという。

ここでのポイントは「すべてのカード」を見直
すということである。ゲシュタルト的変換は、す
べての組み合わせがまったく別の組み合わせにな
る瞬間である。したがって、必要な知識はジグ
ソーパズルのように隙間なく組み合わせてはいけ
ない。組み替え可能なカード方式のように知識同
士に隙間を作らなければならない。

その際、ルーマンはどのようにして膨大なカー
ドを整理していたのであろうか。ここからは想像
であるが、おそらく時間軸を利用していたはずで
ある。カードをジャンル別に整理していたら、
ジャンルという既成概念に縛られてしまう。

そんな時、時間軸にしたがってカードをボック
スに入れておくと自動的に重要なものが取り出せ
る。人間の記憶は、重要なものを現在進行形とし
てとどめているので、「あの時」読んだ本は思い出
せる。ちょうど、名刺を日付順に整理しておくと、
企業名や部署名を忘れても取り出せるように、思
索においても重要な思考カードを取り出せる。こ
のカードの取り出しと並べ替えこそが自分史を更
新するルーマン的な時間概念である。
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創発型戦略と学習型戦略
もう読者は、創発型戦略と学習型戦略を対比す

る意義に気づいてくれたことであろう。学習型戦
略では、知識をきっちり積み上げたり、体系的に
整理したりしてしまいがちであるが、そうすると

「ウサギ」の静止画だけになってしまう恐れがあ
る。また逆に、知識をバラバラの状態にしておい
ては、絵が複数見えてしまって幻覚を呼び起こ
す。博学（知識の単純集積）は複雑性を縮減する
どころか、増大させるだけだからである。

教育に携わっている者として自戒を込めて告白
すると、学習には、既成概念に縛られた人間や、
やたら知識をひけらかす人間を作ってしまうとい
う落とし穴がある。

創発型戦略には、偶然を発見に結びつけるセレ
ンディピティ（serendipity）やイノベーションに
通じる部分があるが、そうした発見や変革に最も
縁遠い者として、受験勉強が得意な学習型の人間
がいることも事実である。

では、学習を創発に変えるヒントはないだろう
か。それは 2 次元の問題を 3 次元で解くというメ
タ（次元を超える）発想にあるとひそかに思って
いる。これは、安藤百福が、「カップヌードル」に
気づき、バイヤーは気づかなかったかということ
とも関係がある。安藤は、米国人はどのようにし
て即席めんを食べるだろうかということについて
思いを巡らしていたが、バイヤーは、どうしたら
売れるかを考えていたのである。どうしたら売れ
るかという直近の問題に振り回されずに、その先
にある課題（アメリカ人はどう食べるだろうかと

いう問題）を見すえることが創発を生むために必
要だったのである。

次に、そうした課題を四六時中考えると同時に
リラックスしてみることも大切である。これは武
術やスポーツで緩急を合わせる「気」に通じる。

通常の人がお風呂に入って浮力の理論を思いつ
くはずはない。同様に、リンゴが落ちても引力の
法則は思いつかない。アルキメデスやニュートン
は、課題の先にあるものを見続けていたので、肩
の力が抜けた風呂の瞬間やリンゴをぼんやり見る
という体験を創発的に生かすことができた。

同様に、ホンダの技術者たちは、ロサンゼルス
の海岸を走り回るという気晴らしの瞬間に創発的
な発想を得た。当時、大型車は不具合だったので、
どうしたらよいか必死に考えていたのである。そ
んな時に、気晴らしのドライブというリラックス
状態があったから創発的な戦略が生まれたと考え
られる。

創発型戦略は、ロサンゼルスの海岸のように、
いつどこで起きるか分からない。役員室でも企画
室でもない場所で起きるから、閉じた固定的な理
論では歯が立たない。

私は、能動的にダイナミックで、受動的にフレ
キシブルな戦略理論が構築できないものかと考え
ている。従来の理論はフレームワークを決めてし
まうと、それが災いして、環境変化に対応できな
いような気がする。常に、環境の変化に応じて、
自己産出し、自分史を書き換える創発型戦略に着
目している。




