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本書の目的

本書は、日本企業の批判が目的ではない。

米国の経営手法紹介も目的としない。

良くも悪くも特徴的な日本の企業文化に適

合する、再興の仕組みを探ることが目的だ。

企業において、イノベーションを単なる一つの

機能とみなすことはできない。技術や研究の

世界のものではなく、あらゆる部門と活動に

及ぶ。製造業だけのものでもない。事実これ

まで、流通業におけるイノベーションが、製造

業におけるそれと同じように重要な役割を果

たしてきた。銀行業や保険業におけるイノベ

ーションもそうだった。イノベーションとは、人

的資源や物的資源に対し、より大きな富を生

み出す新しい能力をもたらすものであると定

義できる。

－ ピーター・F・ドラッカー
『チェンジ・リーダーの条件』より



- 3 -

目次

＜上巻＞

 １章　はじめに

 ２章　会社の仕組みとイノベーション

✜ イノベーションが生まれない

＜下巻＞　・・・　(予定)
 ３章　組織の力学系から考える

 ４章　イノベーティブな会社へ



- 4 -

１章　はじめに
歴史が人に示してくれる最も重要な

命題は「当時、先のことは誰にもわ

かりませんでした」ということかもし

れない。

－　村上春樹『１Q８４』
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‘60~’80年代、日本企業の仕組みは機能
した。

やるべきことは、単純明快だった。

安くて高品質の製品を作ることだった。

小さな製品を作ることだった。あるいは、

環境問題が叫ばれれば、環境対策に取り

組んだ。
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当時、日本企業は世界で最もイノベーティ

ブだった。

同時期、米国社会・企業には、閉塞感が漂

っていた。米国企業は、その20年前、世界

で最もイノベーティブだった。そして、今日、

再び、頂点に返り咲いた。

成功はつねに、その成功をもたらした

行動を陳腐化する。新しい現実を作り

出す。新しい問題を作り出す。「こうして

幸せに暮らしました」と言って終わるの

は、おとぎ話だけである。

–ピーター・F・ドラッカー

『チェンジ・リーダーの条件』
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代表的なレポート

 Global Competition:
　　　 the New Reality

(1985年、通称、ヤングレポート[1])

 Made in America:
         Regaining the Productive Edge

 (1989年、MITのプロジェクト[2])

偶然ではない。自らを冷徹に観察し、日・独

の優れた点を謙虚に研究し、社会と企業を

イノベーティブにする、新たな仕組みを築き

上げた結果だ。

良い仕組みは貪欲に見習う。仕組み(手段)

を真似るのではなく、その目的を真似る。

米国文化に合うようにアレンジする。科学や

ITと融合し発展させる。

※ 上記は、共に、その後の政権、企業経営

に多大な影響を与えた。
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~例~

 改善 　　　⇒　Six Sigma[3]

 系列企業　⇒　アウトソーシング[4]

 看板方式　⇒　SCM[5]

 品質 　　　⇒　User Experience[6]

※ 日本の優位性が「かつての日本の優
位性」になった。

日本企業の「現場の工夫」は、米国企業によ

り、さらに競争力の高いイノベーションへ進化

した。

経営陣が創意工夫を怠らなかった米国優良

企業(*)は、90年代に世界の頂点に返り咲き、

日米産業界の優位性は逆転する。

(*) 米国政府の手厚い保護を受けて創意工夫を怠った自
動車産業界は、その後、無様な凋落を見せる。GMに今の
日本産業界を見る。
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米国産業界のリーダーは、アジアの台頭で競

争がますます激化した近年、さらなる競争力

強化を訴える。

右は全米競争力評議会が’04年2月に大統領
へ提出した”Innovate America”、通称、パル

ミサーノ・レポート前文からの抜粋である。

米国を追随する欧州、中国、インドをはじめと

する世界の産業界も、成長・競争の鍵が「イノ

ベーション」であるという認識は同じだ。

 For the past 25 years, we have
optimized our organizations for efficiency
and quality. Over the next quarter
century, we must optimize our entire
society for innovation.

http://www.publicforuminstitute.org/nde/sources
/NII_Final_Report.pdf
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人口構造や支出配分(*)の変化、世界市場の

競争の激化、FTA(**)等国際政治・市場の複

雑化、等々、今後、さらに大きな変化が待ち

構えている。

(*) 顧客の全支出のうち、自社が提供するカテゴリ
の製品やサービスに使ってもらえる割合。顧客に
は、政府や大企業なども含まれる。
(**) 自由貿易協定

先進国については、そしておそらく世界全

体についても、すでに一つのことが確実で

ある。根本的な変化が続く時代に入って

いるということである。それらの変化は、

単に経済の変化ではない。技術の変化で

もない。人口の変化であり、政治の変化で

あり、社会の変化である。哲学の変化で

あり、何にもまして世界観の変化である。

ーピーター・F・ドラッカー

『明日を支配するもの』
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「やるべきことは何か」を知ることは、もはや

単純明快ではない。



- 12 -

２章　会社の仕組みと
　　　イノベーション

~イノベーションが生まれない~

イノベーションとは、天才のひらめき

ではない。仕事である。

ー　ピーター・F・ドラッカー

『明日を支配するもの』
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‘80年代、米国は、日本の優良企業と米国の
普通の企業を比較し、競争優位奪還の戦略

策定・実行に結びつけた。

本書では、逆に、米国の優良企業と日本の

普通の企業を比較する。

比較対象

日本の普通の企業 米国の優良企業

vs
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‘90年代まで、日本企業にも、グーグルの
20%ルール(*)に相当するイノベーションを生

み出す仕組みがあった。つまり、経営陣に隠

れ、こっそり進める秘密の研究・開発が可能

だった。

オープン・イノベーションに似た取り組みもあ

った。社外の研究者・技術者と、「これは秘

密ね」といって、こっそり機密情報を共有、

社外の人材とアイデアを錬ることもできた。

(*) Googleでは、技術者に対し、業務時間の20%
を自分の興味ある開発にさくことができる。会社が

奨励している。
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‘90年代後半以降、コーポレート・ガバナン
スやコンプライアンス強化のため、新しい

経営機構が導入された。

経営陣の責任が声高に叫ばれ、経営陣に

こっそり隠れて取り組む研究・開発など、

不可能になった。

情報管理も声高に叫ばれ、何でもかんでも

機密扱いになった。社外どころか、社内の

部門間ですら、情報共有が制限されるよう

になった。
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イノベーションを抑制するこの経営機構を

「米国式の経営機構」という人もいる。

しかし、あまりに違う。表層は、何となく似

ているが、内側があまりに違う。

米国は、イノベーションを加速する経営機

構になっている。
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まず、日米経営機構の内側を比較する。
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1997年にソニーが米国流の経営機構として
執行役員制度を導入した。責任の明確化と

意思決定の迅速化が目的であった。

その後、多くの日本企業が追従。日本固有

の経営機構に固執していたキャノンも2008
年4月、執行役員制へ移行した。

2.1 経営機構の内側比較
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執行役員制は、元々、米国企業を参考に

導入した方式なので、外見は米国企業の

経営機構とそっくりだ。

しかし、ソニー(*)やファーストリテイリング
以外のほとんどの企業は、うわべを真似た

だけで、似て非なるものだ。

(*) ソニーは2003年施行の会社法の委員会設置
会社に準拠した執行役。他方、多くの企業(監査
役設置会社)の執行役員制は会社法の規定にな
い各社の勝手システム。紛らわしいが、執行役と

執行役員は、会社法上、本当は意味が異なる。

しかし、本文中では、簡素化のため、区別せず、

両方を執行役員と呼ぶ。

2.1 経営機構の内側比較
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結果、改革やイノベーションに繋がる行動・

意思決定に働く心理／知識に関する人間

環境は、米国企業とは全く異なる。

2.1 経営機構の内側比較
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右図に、日米の最近の代表的な経営機構

を示す(*)。

Directorを取締役、Vice President(VP)を
副社長ではなく執行役員、Executiveを専
務、Seniorを常務とでも訳せば、おおむね
対応付けられるだろう。

見た目は、そっくりだが、似ているのは、こ

こまでだ。

株主総会 | Shareholders’ Meeting

取締役会 | Board Meeting

経営執行陣営　  | Top Management Team

取締役会会長
取締役
監査役

Chairman
Directors

代表執行役社長
代表執行役副社長
専務執行役
専務執行役 & CFO
常務執行役 & CTO
常務執行役
執行役

*Director数名が監査委員
会等のメンバーを兼任

President & CEO
Executive VP & CFO
Senior VP, HR
CTO
VP, Engineering
VP, Marketing
…
(*) VP: Vice President

経営機構の日米比較の一例

※ 最近は、取締役の肩書きをフラットにし、執行役員の

肩書きに専務や常務等の違いを付ける企業が多い。
(*) 上場した大手企業は、日本では監査役設置会社、米国
では委員会設置会社の形態が主流。

2.1 経営機構の内側比較
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取締役会は、経営執行を厳格に監督し、

また、重要な方針決定を、客観的に下す

ことが使命だ。

2.1 経営機構の内側比較
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289Tiffany

31314Coca-Cola

21012Goldman Sachs

21012Harley Davidson

31012Walt Disney

178Amazon.com

31315Wal-Mart

21011Medtronic

21213Lockheed Martin

31011J & J

41416GE

1710Adobe

279Microsoft

31213IBM

21011HP

内、女性の
取締役

内、社外
取締役

人数企業名

取締役の構成（米国企業15社）

右は、無作為に選んだ米国企業15社の
取締役会の構成である。

米国の会社法では、社外取締役が過半

数を占めることが義務づけられている。

過半数どころか、CEO(最高経営責任者)
と会長以外は社外取締役のケースが圧

倒的だ。

(*) Adobe社は、会長が2名在籍(2人とも創業者)
(*) 日本の法律では、委員会設置会社でも、社外
取締役が過半数を占める必要はない。

米国企業

2.1 経営機構の内側比較

‘09年12月現在
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株主株主株主株主

会社

・所有

経営執行チーム

取締役会

・経営執行の監督
・重要な経営方針
　の判断

・委託
株式会社の原理、即ち、会社の所有と経

営の分離から、取締役会は、会社の所有

者たる株主から、経営執行の監督を委託

される立場にある。

取締役会は、執行の最高責任者(CEO)で

ある社長を、問い詰め、指導する立場に

ある。取締役は、社長の従者になっては

ならない。

この原理から、米国の上場企業の取締役

会は、経営執行チームとの独立性を重視

する(*)。

(*) 特に2001年のエンロン事件以降。

原理
2.1 経営機構の内側比較
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そのため、CEOを含む取締役を指名する
指名委員会(*1)も、社外取締役が過半数を

占める(*2)。

取締役会メンバーに、上司・部下の関係は

ない、対等関係にある。

取締役(CEO)

社外取締役

社外取締役

社外取締役

社外取締役社外取締役

社外取締役

円卓の取締役会

監督・方針決定

経営執行チーム

(*1) 株主総会へ、取締役の選任案、取締役の解
任案を策定、提出する。
(*2) 上場企業は、制度的に義務づけられている。
日本でも、委員会設置会社の場合、指名委員会
は社外取締役が過半数を占める必要がある。

株主

訴訟のリスク

規制機関、

マスコミ、等

圧力

2.1 経営機構の内側比較
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CEOは、取締役会では他の取締役から監
督・指導・支援を受ける立場にある。経営

方針を提案し、承認を受ける立場にある。

経営状況が好調ならば、取締役会をリード

することはできる。会長を兼任すれば、議

長にもなれる。しかし、決して取締役会の

「ボス」にはなれない。

逆に経営状況が芳しくないと、経営執行チ

ームを弁護する苦しい立場に立たされる。

2.1 経営機構の内側比較
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CEO(取締役)

CFO, CIO,
CTO, CMO, …

VP, Engineer
VP, Marketing

VP, Sales
VP, HR

…

運命共同体の

経営執行陣営

評価・監督

取締役会

一方、経営執行チームにおいては、CEO
は絶対的な「ボス」の立場にある。

Vice Presidentや各最高責任者はCEOが
指名する。経営が芳しくなく、CEOが取締
役会から解任されれば、執行役員や各最

高責任者も立場が保証されない。

CEOと経営執行チームは、基本的に一蓮
托生の関係にある。

※  VP: Vice President
　　 CFO: 最高財務責任者
　　 CIO: 最高情報責任者 or 最高投資責任者
      CTO: 最高技術責任者
      CMO: 最高マーケティング責任者

2.1 経営機構の内側比較
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経営執行チームを監督するのは、株主保護

の大義名分で、時に冷酷すぎる決断でも、

躊躇なく下せる、冷徹な社外取締役だ。

共通の脅威である取締役会の下、経営執行

チームは、企業が成功するための、あらゆ

る可能性をCEOへインプットする。

CEOとVice President、各最高責任者の間
のコミュニケーションは、必然的に頻繁、濃

密になる。

経営機構の設計：

企業の業績・価値向上へ取締役会から圧力。

経営執行陣営にチームワークが生まれる。

2.1 経営機構の内側比較
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0018フジテレビ

045ファーストリテイ
リング

0013NTT ドコモ

049富士通

009松井証券

0315セブン&アイ

0012任天堂

0314楽天

039ソフトバンク

0025キャノン

21417ソニー

0221ホンダ

0029トヨタ

0414東芝

0512日立製作所

内、女性
の取締役

内、社外
取締役

人数企業名

取締役の構成(日本企業15社)

右は、無作為に選んだ日本企業15社の
取締役会の構成である。

ソニーとファーストリテイリング(ユニクロ)
以外は、社外取締役は少数派、一人もい

ない会社も多い。そして、取締役の多くは

執行役員を兼任している。

(*) 日立製作所、東芝、ソニーは、委員会設置
会社、その他は監査役設置会社

(※) ソニー以外は、女性取締役が一人もいない
ことにも驚く。

日本企業

2.1 経営機構の内側比較

‘09年12月現在
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原理？？？

株主株主株主株主

会社

　・指導？
（五人組的発想？）

日本の取締役、取締役会は、米国とは異

なる発想で設置されたと考えるべきだ(*)。

元々は、日本の法律では、取締役会が経

営の監督、そのメンバーである取締役が

執行することを想定している。

※ 明治時代、初めにフランスの会社法をベース
とした民法が施行。そこに、ドイツの法をベースと
した商法が策定。さらに、日本旧来の商習慣を取
り入れるべく議論白熱。戦後、英米をミックスした
法改正がなされるなど、会社に関わる法の基本
原理／精神は、歴史的に混沌としている。

-wikipediaを参照

御上

取締役

監督、重要な
方針決定

執行

取締役会

・所有？

・信頼？
・自己責任？

※ 上記原理図は、著者の想像

2.1 経営機構の内側比較
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執行担当の取締役自らに、相互に監督さ

せる考え方は、江戸時代の「五人組(*)」と

同じ発想だ。

この昔ながらの発想があるので、監督と執

行を同一人物が行うことに、社会として受

容性があったのかもしれない。

(*) 起源は飛鳥時代にさかのぼるとも言われる。
ちにみに、故 野村兼太郎教授(慶応)の研究では、
江戸時代ですら、監督の目的では、「五人組」は、

あまり機能していなかったとのこと。

-  「旅研、歴史辞典データベース」より

2.1 経営機構の内側比較
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分離当初、経営の監督と執行の分離を目的に導

入された執行役員制度だが、ほとんどの企

業で、取締役が執行役員を兼任した。

そのため、まもなく、監督と執行の分離は、

目的から外された。

【従来】

取締役：

・経営の監督も執行もする

執行役員：

経営を執行

取締役：

経営を監督

取締役 兼 執行役員：
・従来通り、経営の監
督も執行もする

【経営の監督と執行を分離する方向へ】

執行役員：
・経営を執行
(新ポジション)

監督

当初、…

結局、…

2.1 経営機構の内側比較
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2003年に流行に乗り遅れてトヨタが執行役

員制へ移行した時の理由は、株主から批判

が強かった取締役の人数削減だった(当時、
58名もいた)。それによる、意思決定の迅速

化だった。

2.1 経営機構の内側比較
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このような経緯で、多くの日本企業は、経営

の監督と執行を分離しない「なんちゃって執

行役員制度」を採用している(*)。

(*) 国内に、社外取締役ができ、且つ、時間的余裕
のあるプロ経営者の絶対数が少ないのも原因。

2.1 経営機構の内側比較
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この制度の下では、取締役会は、経営執

行陣営(*)の分科会的な存在だ。

結果、取締役会への共通の脅威に、執行

役員が一致団結して協力する米国企業型

モチベーションは働かない。

取締役 兼
会長 兼 CEO

社外取締役

社外監査役

(非執行役員)
取締役(副社長)

取締役会

取締役 兼
社長 兼 COO

取締役

（専務)

取締役

（常務)

取締役

経営執行陣営

取締役の”肩書き”のない執行役員

2.1 経営機構の内側比較

(*) 経営役員会、経営戦略会、経営委員会等、各
社の名称があると思うが、ここでは、経営執行陣

営と呼ぶ。
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それどころか、取締役会は社長・会長まで

続く階級社会だ。取締役の間ですら、上司

と部下の関係が存在する。

市場より、社内政治に意識が傾く。歪んだ

競争心で派閥が生まれる。ライバルの足を

引っ張らなくとも、進んで協力する関係に

はなり難い。

取締役 兼
会長 兼 CEO

社外取締役

社外監査役

(非執行役員)
取締役(副社長)

取締役会

取締役 兼
社長 兼 COO

取締役

（専務)

取締役

（常務)

取締役

経営執行役員陣営

取締役の”肩書き”のない執行役員

上司部下の関係

2.1 経営機構の内側比較
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この機構でも、高度成長~安定成長期、

つまり、経営の多角化が経営戦略の軸だ

った時代には、機能していた。

事業の成長を基準に、役員を出世競争さ

せる仕組みは、企業の業績・価値向上へ

繋がっていた。

専務取締役 兼
事業部長

取締役 兼
営業部長

取締役 兼
製造部長

事業部 A 事業部 B

事業部 C

今年、我々は50%
成長を狙うぞ！

今のままでは、
10%成長しか
達成しないぞ！

事業部Aに負けるな！

1980年代のある風景

2.1 経営機構の内側比較
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しかし、現在は、成長どころか、どうやって

事業を存続させようか、あるいは、縮小／

撤退するか、考えねばならない。

選択と集中、創造的破壊が差し迫った時

代だ。

取締役 兼
副社長 兼
カンパニー・
プレジデント

社内カンパニーA 社内カンパニーB

社内カンパニーC

2000年代のある風景

我々が稼いだ利益を他の
カンパニーが食い潰してる！
このままじゃ、成長できない！

ホッ、今年は、
赤字は少しだ。

執行役員
兼 事業部長 役員の肩書

きがない
本部長

2.1 経営機構の内側比較
やっぱ、あの事業部は
閉鎖かなぁ。。。
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2.1 経営機構の内側比較

悪い変化は重なる。

この十数年、事業部制からカンパニー制へ

さらに、分社化へ、移行する経営スタイルが

「流行」した。

各事業体の独立性を高め、意思決定を迅

速化するのが目的だった。
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ところが、カンパニーや分社で別会社となっ

た元事業部は、まもなく、その内部に事業

部や本部を作り出した。

それは、あたかも、役所が外郭団体を設立

するように、事業部長、本部長のポストを増

やした。

国土交通省

日本ロジスティクスシステム協会

日本物流団体連合会

日本倉庫協会

全国食糧保管協会

全国通運連盟

日本冷蔵倉庫協会

日本インターナショナル

　フレイトフォワーダーズ協会

航空貨物運送協会

利用運送振興会

笹川平和財団

東京財団

海外運輸協力協会

ジョン万次郎ホイット フィールド
　記念国際草の根交流センター

・・・他、計1,113法人

外郭団体＝天下りポスト

2.1 経営機構の内側比較

どこか似ている、この行動・・・
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ある企業では、10数年前、3事業部、2本部

それに販売会社の社長を加え、相当のポス

トは、6つだった。それが、今では、40以上

のポストがある。

言うまでもないが、この期間、業績は、7倍

も伸びていない。

※ 当時、事業部長、本部長は、経営の最上層で

あり、専務や常務が就くポストだった。平取締役

が部長を兼任していた。

今では、執行役員でもない事業部長もいる。

2.1 経営機構の内側比較
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ABC事業部

○○部 □□部 △△部

ABCカンパニー

○○事業部 □□事業部 △△本部

・・・

☆☆部 ◇◇部

・・・

・・・

社長

折角、カンパニー／分社化したのに、階層

が１つ増えた。意思決定の階層システムと

しては、元に戻った格好だ。

新しい事業部や本部は、元々、部として互

いに協力関係にあった。しかし、事業部長、

本部長ともなれば、一国一城の独立心が強

まる。組織間の壁を高くする。結果、会社全

体の組織力が弱まる。

2.1 経営機構の内側比較

グループ社長
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役員どうしを競争させて、企業の業績・価

値向上に結びつける方法は、ほとんど、機

能しなくなった。

2.1 経営機構の内側比較
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役員を互いに競争させるより、知恵ある者

が一致団結、協力せざるをえない、経営機

構を構築、企業の業績・価値向上を図るべ

きだ。

2.1 経営機構の内側比較
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2.2 インテリジェンスの比較

次に、取締役会や経営執行陣営のインテ

リジェンスについて、そのメンバー構成から

比較する。先に断っておくが、見劣りする

からと言って悲観することはない。

再興へのヒントを探るのが目的だ。
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米国企業

~取締役会~

通常、優良企業の(社外)取締役は様々な
タイプの企業・組織から、百戦錬磨の経験

・実績を持つ経営者を集める(*)。

様々な角度から経営執行を監督し、重要

な経営方針を判断するため、多分野から、

現役、及び、元経営者が招聘される。

(*) 日本の教科書で、米国の社外取締役は、株主
の利益を代表する機関投資家等が多いと記載し

ている書物もある。少なくとも上場している優良企

業に関しては正しくない。各社のWebを調べれば
すぐに分かる。

2.2 インテリジェンスの比較
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大学の学長や経営／経済学の教授、海外

の企業・組織の経営者も招聘される。IBM
は東京証券取引所会長の西室氏を社外取

締役として招聘している。

多様性のある経営専門集団が普通だ。

また、少なくとも、1名は女性が選ばれる。

2.2 インテリジェンスの比較
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次頁に、例としてHewlett-Packard社の社外
取締役のプロファイルを掲載する。非常に多

様なバックグラウンドを抱えた集団であること

が分かる。

また、参考までに赤文字で取締役の使命委

員会の委員を記載した。同社は、会長 兼
CEOのMark V. Hurd氏が社内から唯一の
取締役だが、同委員会のメンバーではない。

2.2 インテリジェンスの比較
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Marc L. Andreessen: ‘09年~
Netscape創業者・CTO、現在、ベンチャー投資家。
eBay、Facebookの社外取締役を兼任。

Lawrence T. Babbio, Jr.： ‘95(*)年~
米国大手通信事業者、ベライゾン・コミュニケーションズ
の元Vice Chairman兼President。
‘95年からCompaq社外取締役。HPが同社買収後はHP
の社外取締役として継続。
取締役指名委員

Sari  M. Baldauf: ‘06年~
‘05年まで、Nokiaの通信事業のExecutive VP。
ドイツのダイムラー、他、複数の企業の社外取締役、そ
の他、多数のNPO理事を兼任。
取締役指名委員

Rajiv L. Gupta: ‘09年1月~
‘09年の4月まで、材料系大手Rohm and Haas
CompanyのChairman&CEO。
The Vanguard Group(投資運用会社) and Tyco
International(セキュリティ、防災、ヘルスケア等の総合
メーカー)の社外取締役を兼任。

John H. Hammergren: ‘05年~
世界最大(売上)のヘルスケア総合メーカー、McKesson
CorporationのCEO。

Joel Z. Hyatt: ‘07年~
ケーブル＆衛星放送のCurrent Media社のCEO。
前職は、スタンフォード大学ビジネススクール講師、起
業家。

John R. Joyce: ‘07年~
投資運用会社のManaging Director。前職の’75~’05
年の30年間、IBMでCFO、Senior VP of IBM Global
Servicesなどを歴任。

Robert L. Ryan: ‘04年~
‘05年まで、心臓ペースメーカー最大手Medtronic社の
CFO。医療保険会大手UnitedHealthcareや食品メー
カーのGeneral Millsなどの社外取締役を兼任。

Lucille S. Salhan: ‘97(*)年~
コンサルティング会社、JHMediaのCEO。
90年代以降、映像制作やマスコミ各社のCEOや
Chairmanを歴任。
Compaqの社外取締役として1997年から継続在籍
取締役指名委員会議長

G. Kennedy Thompson: ‘02年~
Wachovia(金融機関)のChairman、’00~’08年の期間
はCEO。
取締役指名委員

~ Hewlett Packardの社外取締役~

(*) ‘02年まではCompaqの社外取締役。’02年、HPが
同社を買収したタイミングで、HPの社外取締役就任。
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 社員数千名のある中規模銀行のIT
部門は、部員数5名だ。その5名で、IT
コンサルタント等を使い、支店を含む

銀行情報システムを構築・メンテして

いる。

 IT部門トップは、VP Engineer&CTO
の肩書きである。

 彼は、社員千名を超える部門のVPと
同列の経営執行チームのメンバーの

一員だ。CEOが直接の上司だ。

 銀行経営にとり、ITインフラは極めて
重要なので、当然である。

次に、経営執行チームの特徴を述べる。

日本では、通常、一定規模以上の組織の

長、即ち、事業部長や本部長が執行役員に

選出される。

一方、米国では、役割・責任を基準に選任

される。組織の規模は関係ない。

米国企業

~経営執行チーム~

2.2 インテリジェンスの比較
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この違いは、大きい。

日本では、規模の大きい組織の統括者しか

執行役員に任命されない。結果、執行役員

はジェネラリストであり、現役の専門家では

ない。

一方、米国企業は、事業に重要な役割・責

任が求められる業務に、Vice Presidentや
最高責任者が任命される。結果、経営陣に

各分野の現役の専門家が連なる。

2.2 インテリジェンスの比較
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 日本のセミナーで○○担当執行役員の

スピーチは「弊社の取り組み紹介」。

 一方、米国のVice President of ○○の

スピーチは「○○領域の将来」。

大企業でVice Presidentや各最高責任者

に指名される人材は、各分野の専門家とし

て複数の企業を渡り歩いている。

専門分野では、非常に深い知識と経験、幅

広い人脈を持つ。

2.2 インテリジェンスの比較
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互いに異なる専門能力を持ち、尚かつ、役

割分担が明確なので、日本企業の役員間

に見られる無用なセクショナリズムや足を

引っ張り合う動機は小さくなる。

領域横断の専門家で構成された経営執行

チームは、戦略立案とその推進で大きな力

を発揮する。

2.2 インテリジェンスの比較
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日本企業

~取締役会~

2.2 インテリジェンスの比較

社外取締役が少数ならば、「お客様」になっ

てしまう。

ある企業は世界的に著名な経済学者を社

外取締役に招いた。しかし、結局、任期中、

一度も取締役会に出席しなかった。

2007年9月の日経新聞の調査では、社外

取締役の取締役会出席率が低い実態が報

告されている。 この会社独特の用語や仕組みの話が多く
何を話ているのか、よく分からん。
経営の監督や方針決定だけじゃなく、執行の
話もしてるぞ？
私は、はじめから、蚊帳の外か？

O×!&?

X%$&@!

~@&!&?

社外取締役
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取締役は、大抵、経営のプロではなく、その

会社の生え抜きだ。

成果の報償として取締役へ昇進するか、派

閥の力関係で昇進するか、色々、ケースは

あると思うが、「経営の監督」に関する専門

能力が高いから役員へ昇進する、というケ

ースはあまりないだろう。

取締役会の専門性は、低いと言わざるを得

ない。

“As with many Japanese companies, the
board didn’t represent the shareholders
but rather the company’s bureaucracy.
One gained a seat on the board of
directors through mere length of service
rather than because of any ability to
conceive and carry out an effective
strategy.”

- Carlos Ghosn, “Shift: Inside Nissan’s
Historic Revival”

(*) board: 取締役会
　　bureaucracy: 官僚機構
     length of service: 勤続年数
     conceive and carry out: 考え、実行する

2.2 インテリジェンスの比較
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前述したが、米国では、執行役員は企業運

営に重要な「機能」をベースに選任される。

一方、日本企業で執行役員に選ばれるの

は、「大きな組織」の統括者だ。本部長や事

業部長、あるいは、子会社の社長であるこ

とが求められる。

日本企業

 ~経営執行役員陣営~

2.2 インテリジェンスの比較



- 57 -

そのため、執行役員は、自分の専門知識で

はなく、自分が統括する組織をもって自分

の存在価値とする。21世紀に入って久しい

今ですら、組織規模の大きさが自分の価値

と錯覚する。

2.2 インテリジェンスの比較
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執行役員どうしは、お互いの専門知識を融

合して革新的なアイデアを創造すべく、日

夜、議論を重ねることは、まず、少ない。

同じ統括者としてのライバル意識で、互い

の組織の壁を高くする。言うことを聞きそう

な若手を、飲みに連れ出し、派閥作りに熱

心になる。

いくら言っても、壁はなくならない・・・。

っていうか、さらに壁、高くなってないか？

CEO

2.2 インテリジェンスの比較
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個々人では高い専門知識を有する執行役

員もいるが、チームワークにならないので

経営執行チームとしての集団インテリジェン

スは高まらない。

俺って孤独だよなぁ、・・・

CEO

2.2 インテリジェンスの比較
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80年代、90年代には、「欧米から学ぶこと
はもうない」という風潮があった。そのため、

今の日本企業には、役員でも海外駐在の

経験すらない者も多い。

今の会社のことしか知らない、経験がない。

業務プロセスも、社内政治も、人事異動も、

プロジェクト立ち上げも、今の会社の中での

やり方しか経験がない。

2.2 インテリジェンスの比較



- 61 -

多様な環境を経験した人材に乏しい。

これは、改革やイノベーションには、大きな

ディス・アドバンテージだ。

そう言われても、入社
以来、皆、似たような
環境で同じような経験

だし・・・

そう言われても、入社
以来、皆、似たような
環境で同じような経験

だし・・・

そう言われても、入社
以来、皆、似たような
環境で同じような経験

だし・・・

そう言われても、入社
以来、皆、似たような
環境で同じような経験

だし・・・

そう言われても、入社
以来、皆、似たような
環境で同じような経験

だし・・・

誰か、もっと斬新な
アイデアあるやつ
いないのか！？

2.2 インテリジェンスの比較
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2.3 文化・メンタリティの比較

その国の文化・社会風土も、企業の改革

やイノベーションを創造し、推進する力に

影響を与える。経営の仕組みとは関係な

いが、影響があるのは事実だ。

幾つか、例を挙げる。
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米国は原理・原則の文化である。小学校

の授業でも、三者懇談でも、「ゴール(目的)
は何か？」を明確にすることから始まる。

高等教育では、討論の方法を教える。お辞

儀の仕方を身に付けるように、議論の方法

・マナーを身に付ける。

取締役会は、日本企業に比べ、実のある

会議の場になる。

米国企業

2.3 文化・メンタリティの比較
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人の強みにフォーカスするのが米国社会

である。弱みを努力して普通にすることは

強みをさらに伸ばすことに比べ、遥かに経

済効率が悪い。

当人の心理的負担も大きい。弱みの普通

化は、無駄な取り組みと考える(*)。

A person can perform only from
strength. One cannot build
performance on weakness,
let alone on something one cannot
do at all.

-Peter F. Drucker
“Managing Oneself”

(*) 最低限の義務教育では、話は別。

2.3 文化・メンタリティの比較
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強みにフォーカスする社会の評価法は、

加点法になる。失敗を恐れるより、大きな

成功にチャレンジしやすい風土になる(*)。

革新的な取り組みに前向きになる。

経営執行チームが、大胆な改革、イノベー

ションに着手・挑戦しやすい風土がある。

2.3 文化・メンタリティの比較
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日本企業

特に最近の日本(*)は、「謙虚さ」、「察する」、

「空気を読む」等を重視、意見主張をためらう

社会的雰囲気がある。

伝統的に目標が明確に示されれば、然したる

疑問をはさまず、寡黙に猪突猛進する。

時に、その成果は芸術の域に達する。

時に、危険なまでに「手段の目的化」へ陥る。

(※)日露戦争時、陸軍がロシア軍には通用しな
いことがあきらかになった戦術を、その後も長期
間、何度も何度も繰り返し、数万人に及ぶ無用な
死傷者を出した事件がある。上記は、その事件を
記載した箇所からの抜粋。(*) 戦後復興期、幕末~明治、戦国時代の日本は、

リーダー層はもっと主張が強い国民だったはずだ。

2.3 文化・メンタリティの比較

それをあたかも宗教者が教条を守る

ように絶対の原理もしくは方法とし、

反復してすこしもふしぎとしない

–　司馬遼太郎『坂の上の雲』
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日本は、強みよりもバランスにフォーカスす

る社会である。

強みを称賛し、さらなる飛躍を勇気付ける

よりも、弱みを指摘し、檄を飛ばし、普通に

することが大事と考える。

本田宗一郎氏は少数派だ。

私は不得意なことはやらず、得手のこ

としかやらないことにしている。

人生は「得手に帆をあげて」生きるの

が最上だと信じているからである。

– 本田宗一郎

2.3 文化・メンタリティの比較
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バランスにフォーカスする社会の評価法は

減点法になる。どんなに秀でた成果でも

100点以上にはならない。苦手科目の30

点を60点にしなければならない。

大きな成功にチャレンジするより、失敗を

恐れる土壌になる。何もしないことの恐ろし

さに鈍感になる。

既定路線上の改善には前向き、既定路線

を変更する改革には後ろ向きになる。

2.3 文化・メンタリティの比較
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「和をもって尊し」は、目標が定まり、やるこ

とが明確になった後は、極めてスムースに

事を運ぶ。「察する」に「確認する」が加わっ

た時、最強のチームワークを発揮する。

一方、「何をすべきか」方針の討論・議論は

恐ろしく下手だ。

組織を跨いだ議論では、実のある意見がさ

っぱり出ないか、互いに相手の話を聞かず

に紛糾するか、ろくな結末を迎えない。

2.3 文化・メンタリティの比較
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カルロス・ゴーン氏は、日本の企業文化に

関して、興味深い指摘をしている。

 全会一致でないと、事を進められな
いというのは、神話に過ぎない。

 日本産業界の偉業は、専制君主の
ような「個人」によって成し遂げられた。

 そこでは、コンセンサスは、うわべ飾
りに過ぎない。

This idea - that no step can be taken without
unanimous agreement - was, in any case,
largely a myth. Japan's great industrial
successions had been accomplished by
individuals with very strong personalities,
bosses or executives who paid little heed to
conventions, often ruled like autocrats, and
relished power struggles. The so-called
consensus was generally nothing more than
window dressing. In the automobile industry,
for instance, Taiichi Ohno, the inventor of
the Toyota Production System, was thought
by many to have been a veritable tyrant.

–　Carlos Ghosn
“Shift: Inside Nissan’s Historic Revival”

unanimous: 全員一致の合意
heed to conventions: 協議に気をかける
rule like autocrats: 専制君主のように牛耳る
relish power struggles: 権力闘争を楽しむ
window dressing: うわべ飾り
veritable tyrant: 真の暴君

2.3 文化・メンタリティの比較
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 本田宗一郎・藤沢武夫(ホンダ創業者)
 松下幸之助(松下電器創業者)
 井深大・盛田昭夫(ソニー創業者)
 豊田章一郎（トヨタ創業家社長）
 奥田碩(トヨタ元社長)

✜ 豊田章一郎氏が全面的にバックアップ

 大野耐一(元トヨタ副社長)
✜ トヨタ生産方式のため、創業家社長の豊田
喜一郎氏が全面的にバックアップ

 山内博(任天堂創業家社長)
 御手洗毅(キャノン創業者)
 御手洗冨士夫(キャノン創業家CEO)
 稲盛和夫(京セラ、第二電電創業者)
 村田昭(村田製作所創業者)
 立石一真(オムロン創業者)
 孫正義(ソフトバンク創業者)
 土光敏夫(プロ経営者)

✜ 1950年: 石川島重工業再建のため社長
✜ 1965年: 東芝再建のため社長

 稲葉清右衛門(元ファナック社長)
✜ 超ワンマン社長として著名

 柳井正(ファーストリテイリング創業家社長)
・・・

実際、過去も現在も、大きく発展する時期の

企業には、独裁的な力を発揮する「個人」が

いる。枚挙に暇がない。

2.3 文化・メンタリティの比較
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「日本は合議で方針を決める文化」という

社会認識は、本当は、正しくないだろう。

伝統的には、決めるのは、合議ではなく、

権限を持つ１人の人物だった。

(*) Wikipediaの記事を参考。同記事の参考
文献は、利光三津夫氏『律令制の研究 続』

平安時代から戦前まで続いた日本の「合

議制」は、正確には「統裁合議制」と呼ば

れる。合議参加者は議論はするが、最終

的な意思決定の権限は１人の人物に付

与される、独任制の形式になっていた。

2.3 文化・メンタリティの比較



- 73 -

日本は、「合議で方針を決めるのが苦手な

社会(*)」という認識が正しいだろう。

苦手なので、いつも会議を何度も何度も繰り

返し、その挙げ句、貧相な結論に到達する。

端から見ると、あたかも、合議が好きな国民

に見える。国内では、日本が合議で方針を

決める社会だと錯覚する。 – 塩野七生『海の都の物語
–ヴェネツィア共和国の一千年』

「君主制には多くの弊害が合ったが、利点

も少なくなかったという事実を、またある

特定の時代では、最も効率の良い政体で

あったということを認める必要がある。」

(*) そもそも、合議で実のある成果を出すには、参加
者全員に討論のスキルや常識(マナー、ルール)が
求められる。しかし日本の学校教育では、大学院を
含め、討論をきちんと教えていない。

2.3 文化・メンタリティの比較
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この認識が革新的なアイデアが生まれるこ

とを阻害する。

会議が下手なのに合議を重視する。特に

革新的なアイデアは、合意形成が難しい。

結果、提案前にブレーキが掛かる。

提案まで漕ぎ着けたアイデアも、合議を得

るため、尖った部分が丸められ、当たり障

りのない提案に歪められる。

非常に良いアイデアで、私も100%
君の提案に賛成なんだけどさ、、、

革新的だし、根回しをうまくやっても

○○会議で合意を得られないと思うよ。

はい、提案取り下げます。

(即答)

過去に何度あったことか。

あんな不毛な会議や根回しに

誰が付き合ってられるか！
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2.4 本章のまとめ

ここ十数年、日本企業は、経営機構の改

革を進めた。しかし、その改革はイノベー

ションをもたらさないか、むしろ、イノベーシ

ョンが生まれることを阻害している。
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自らの経営経験に基づく哲学で、社長に

改革を促すことができる取締役は少ない。
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社長の周りに、多様な経験を有する専門

家は、不在か、少ない。最新の情報、知識

を基に、大胆なアイデアが社長にインプッ

トされ、議論される環境はない。
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役員同士が、一蓮托生、互いの能力を認

め合い、チームワークで革新的なアイデア

を出すモチベーションは低い。

むしろ、醜いライバル心がうごめく。
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組織改革で階層が増えた。そして、それま

での組織間の壁が高まり、行き交うアイデ

アが減少した。
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減点法の文化では、既定路線上の改善には

前向きだが、既定路線を変える改革には後

ろ向きだ。
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会議が下手なのに合議を重視する。

結果、革新的なアイデアは提案前にブレー

キをかけられる。
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・・・色々あるが、
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これでは、イノベーションが生まれない。

イノベーションの欠如こそ、既存の組織

が凋落する最大の原因であり、マネジメ

ントの欠如こそ、新しい事業が失敗する

最大の原因である。

－ ピーター・F・ドラッカー

『チェンジ・リーダーの条件』
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原因は、「組織の力学系」を無視した経営

の仕組み作りだ。
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組織には、「組織の力学系」がある。

信頼、相互理解、動機づけ、使命感、価値

観、目標、成果、達成感、権力欲、ライバ

ル心、嫉妬、疎外感、強み、等々に影響を

受ける「組織の力学系」がある。
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「組織の力学系」を無視した最近の経営機

構は、米国企業や隣の企業の「もの真似」

になっている。うわべは似ても、機能しない

出来の悪い「もの真似」になっている。

イノベーションが生まれるのを抑制する、

自虐的な機構になっている。
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下巻へ向けて

３章以降では、古い体質の日本企業を

イノベーティブにする方法について、

実施形態を挙げて論ずる予定だ。

「組織の力学系」がキーワードとなる。
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本巻では、日本関係者として、まことに暗く

なる「まとめ」になった。しかし、ものは考え

ようだ。これだけ、徹底的に負の構造を抱

えながらも、何とか、まだ、経済大国として

の存在感は残っている。
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今なら、まだ、可能性が残されている。

「組織の力学系」を考え、イノベーティブな

組織を築けるなら、再び、豊かな経済大国

に戻れる。一段高いクオリティ・オブ・ライフ

の社会に到達できる。
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右は、’80年代前半、つまり日本に徹底的

にやられていた当時の米国の世論だ。

「日本」と「アメリカ」を逆にすると、あたかも

今の日本国内の論調と見間違う。

この問題については、だれもが、自分

自身の理論を持っている。たとえば、日

本があまりに競争的だといって非難す

る人もいるし、法律から教育制度にいた

るまでのアメリカ国内の状況を嘆く人も

いる。また、アメリカの歴史や哲学を調

べて、表面的なことばかり強調して、深

さがなく、不十分だという人もある。

E. A. ファイゲンバウム、他
『起業特区で日本経済の復活を』
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今の日本の状態は、「かつて誰かが通った

道」だ。米国のように僅か20年弱で再興し

た国もあれば、スペインのように400年再

興できない国もある。日本がどうなるか、

我々次第だろう。
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上巻　終わり
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本文中の補足説明
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[1] “Global Competition: the New Reality”
レーガン政権へ提出されたレポート（通称、ヤン
グレポート）。プロパテント政策で有名だが、企
業のインセンティブ制度や効率化政策、あるい
は教育改革にも影響を与えた。レーガン、ブッシ
ュ、クリントンと政権、政党を超えて政策に影響
を与えた。産学労(労働組合)が協力した。

[2] “Made in America: Regaining the
Productive Edge”
MITが中心にアメリカ産業界の現状を徹底分析
し、その復活への方法を日欧に求めた巨大プロ
ジェクト。その後の政策や企業経営に大きな影
響を与えた。

[3] Six Sigma
日本の製造現場で徹底されていた”改善”などの
品質運動に着目、モトローラやGEが米国の企
業文化に合うよう発展させた。徹底したデータ重
視と統計科学、ITを導入、経営一般の継続的改
善に応用できるツールへ進化。

[4] アウトソーシング
日本独自の企業形態として、財閥解体後も残る
企業系列が注目された。それは、ノンコアを系列
企業にまかせ、コアに自社資本を投入できる資
本効率を高める手段と考えられた。

アウトソーシングすること自体が改革ではない。
自社内のビジネスプロセスを戦略的に、冷徹に
且つ徹底的に再検討、何がコアで何がノンコア
かを常に意識する企業体質に変えたことが改革
だった。

[5] SCM(サプライ・チェーン・マネージメント)
トヨタのカンバン方式がSCMの源流である、とい
う話は著名だ。
単に一企業が製造現場のためにシステム開発
するために留まらず、研究熱心で野心的な起業
家達がSCMを巨大なソフトウェア産業へと育て
上げた。その結果、米国では、創業まもないベン
チャー企業でもSCMを使うようになった。

[6] User Experience (UX)
大量生産時代の製品評価基準が品質だったの
を、デジタル・ネットワーク時代に入り、ユーザと
製品のインタラクションを中心に据えたUXへと
発展させた。特にwebサービスやPC、iPod /
iPhoneなどのネットワーク接続を前提とした商
品開発では重要な考え方になっている。


