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経営戦略のキー ワー ドは数 多 くあるが ､主 とし
て企業環境 ､経営組織 ､適応生存であ り､その策
定 と実行 の相互関係 として考 え られている｡各企
業 は､激変す る経済環境 において適応生存す るた
めに､いか なる戦略 を ｢
策定｣ し ｢
実行｣すべ き
かの方策 を模 索 してい る｡経営戦略の策定 につ い
ては理論研 究が磨 き澄 されている と見受け るので､
ここでは若干の経営戦略策定 もし くは仮 設の問題
と戦略実行上の諸 問題 につ いて触 れて見 たい｡

1. は じめ に
今 日､バ ブル崩壊 に伴 い企業経営 は経済不況 の

2.戦略の意味

中におかれてお り､販売不振 ､資金繰悪化 ､製 品

企業 はオープ ンシステム としての環境 の中で活

在庫過剰 ､欠損拡大 ､人員削減 な どと良 くない循

動 を続け生存 し､成長 し､発展 してい る｡活動 の

環過程 におかれている｡新 聞紙上 を見 る と企業 は

主体 は企業組織 であ り外部環境 と関係 をもつ｡組

生存のため限界的な知 恵 を絞 り､ リス トラクチ ャ

織生存条件 として､人的､物的､技術 的､情報的

リング｣経営改革､意識改革 を掲 げ低迷 ･激変す

な経営資源が必要 とな る｡組織は企業主体 として

る経済環境 を乗 り切 ろ うとしている｡加 えて今 日､

独 自の 目的一手段 の関係連鎖 の もとに機能 が果 た

各企業 は経営戦略 なる用語 を独 自の解釈 の もとに

され る｡外部環境 と企業の間に複雑 な諸 関係が成

使用 している｡つ ま り､経営戦略に何かの期待 を

立す る｡外部環境 を乱気流水準 として とらえる と､

かけなが ら全社 的に適用 しようとしてい る｡例 え

｢
安定的｣､｢
反応的｣､｢
先行 的｣､｢
探究的｣､｢
創造

ば産業能率 大学総合研 究所 ｢
マ ネジメン ト教育実

的｣の 5段階 に分け られ る 2)｡

態調査報告書 ｣ (
1
99
3
年 3月)
の経営者が見た部長

ア ンゾフは環境 の挑戦課題 の変化可能性 の程度

層 に対す るマ ネジメン ト教育 の重点課題 に よる と､

を 〈
環境 の乱気流〉の水準 と呼んでいる 3)｡そ し

今 までは経営管理 の基礎知識約6
0%の ものが ､今

て この乱気流水準は次の組合せ によって発生す る

後の重 点性 につ いては4
0%に減少 してい る｡その

としている｡｢
市場環境の変化可能性｣､｢
変化 の速

代 り戦略立案能 力の養 成につ いては今 までが約6
0

度｣､｢
競争 の職烈度｣､｢技術 の繁殖度｣､
｢
顧客 に よ

%弱の ものが ､今 後の重点性 につ いては7
0%以上

る差別化｣､｢
政府 と影響力 グループに よる圧 力｣

にな ってい る｡ これは何 を意味す るのか｡従来経

な どの要 因の組合せ ｡

営管理 の基礎知 識の普及 につ いて企業は熱心 であ

通常 ､環境 の乱気流水準が高ければ企業の対応

ったが､ これか らはあ ま り重点課題 とな らないこ

は真剣 になるものであ るが､乱気流 を正 し く認識

とにな る｡ その代 り求め る ものは､戦略立案能 力

す る企業 と危機 を認識 で きない企業 も存在す る｡

の基本 となる ｢人格的成熟の促進｣､｢
創造性企画

ひ とつ の環境現象に対 して対応の違 いに よ り､企

提案力の養成｣､｢
情報収集 ､情報感受 力の養成｣

業行動 の差 異が発生す る｡ この要 因 として ｢
企業

に重点課題が移行 してい る1
)
0

の過去 の歴史､企業規模 ､社 内で蓄積 された組織
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慣性 ､環境ニー ズに対す る自社の技能の妥当性 ､

配 される企業活動の経営 である｡そこでは､①

特に野心 ､マネジャー ･グループの推進力 と能力

戦略の明確化の必要性あるいはその成果 しだいに

が ある4)｡｣

よって戟略の変更の必要性 ､(
卦 す でに決定 され

アンゾフは環境認識 をこの ように説明 している

たコースに沿 って将来に参入す る必要性 ､この二

が､戟略の コンセプ トとして､戦略は組織行動 の

つの必要性 に対 して明示的な関心が払われる 8)｡

方向づけに対す る意思決定ルールのい くつかのセ

矢矧晴一郎氏は経営戦略 を定義9
)
して､
時代 と環

ッ トのひ とつであるとしている｡た とえば､次の

境の変化に対応 しなが ら､企業のあるべ き姿 を実現

ようなセ ッ トを掲げている5)｡

す るために､長期的未来展望 と広角 的視野で､最

①

企業の現在 と将来のパフォーマ ンスを測定す

少投入で最大成果 を発揮 できる重要 な手段 の有機

る尺度｡ こうした尺度の質 を一般 的に く目的)

的組合せ を決定す ることとしている｡そ してこの

と呼び､望 ましい量 を一般 に く目標) と呼ぶ｡

ためには､第一 に先見力､洞察力､第二に構想力

企業 と 〈
社外環境) との関係 を開発す るルー

と創造力､第三 に豊かな構想力 と実務経験､第四

②

ル｡すなわち､ 自社は (どんな)製品 ･技術 を

に卓抜な着眼力 と強力な問題解決力､第五に重要

開発す るのか､その製品を くどこで)､そ し て

手段の組合せ｡

〈
誰に)販売す るのか､自社 は競争会社 に対す る

これ らを参考 に､戦略 とは何か明確 な定義 をす

優位性 を くどの ように〉獲得す るのか､こうし

ることはできないが､ここでは次の ように考 える｡

たルールのセ ッ トが製 品 ･市場 戦略 あ るいは

ある組織単位 の主体が持つ 目的 を実現す るため､

〈
事業戦略〉である｡

時系列の中で環境状態 を認識 し､必要条件 を設定

(
卦 組織の く内部 における)関係 とプロセス を設
定す るルール｡ これは く
管理戦略) とよばれ る

し､環境 と相互依存 もしくは競争関係 を結ぶ実際
的行動 である｡

ことが多い｡

④

自社が毎 日の事業 を行 う際のルール｡これは
(日常業務 の方針) とよばれ る｡

3.戦 略仮 設の 問題

アンゾフは経営戦略 を､組織行動 の方向づけに

環境 と企業の関係は多面的､多重的に観察す る

対す る意思決定ルール として四つの例示 をしてい

ことができる｡企業は乱気流に対 してどの ように

2
) 事業戦
る｡(
1
) パ フォーマ ンス測定の尺度 ､(

対応す るのか ､時系列の流れの中でその企業は環

略 ､(
3) 管理戦略､お よび ､(
4) 日常業務の方針

境に順応す るのか､適応 してい くのか､さらに環

に分けている｡

境 を変 えてい くのか とい う素朴な疑問が発生す る｡

ホファー/ シェンデルは戟略の概念 を､組織の

行動的には攻撃的か防衛 的なのか､企業 自体 は変

能力 を､その資源が経時的に有効かつ能率 的に展

化 を求めているのか､変化 を拒絶す るのか､それ

開できるような方法で､環境の変化が生み出す機

はなぜ なのか を考 える必要がある｡

会 とリス クにマ ッチさせ るこ とにかかわることで

企業 とい うもの を生物学的な面か ら観察す ると､

あるとい うものである｡組織がその環境に対 して

企業は進化 とか変化 を選んでいかな くてはならな

な しとげ られ るこのマ ッチの基本特性が､戦略 と

い｡その理由 とす るところは､現代 の環境変化が

いわれる6)｡組織能力 と経営資源､ 環境の機会 ､

次第に大 きく､変化の速度 も増 している｡ この よ

リス クとのマ ッチ を問題に している｡

うな環境状態に適応 して生存 してい くためには企

アン ドルー ズは全社戦略は企業における意思決

業は進化 しなければな らない｡積極的に環境に働

定パ ター ンである｡
戦略に関す る定義の精髄はくパ

きかけ､環境 とともに進化 してい くことが､企業

ター ン)である｡存在 目的､経営方針 ､組織行動の

の役割であ り､生 き残 る条件 である10)0

相互依存関係 は､個 々の戦略の特徴 と競争優位 を
識別す るための 自社 目的に とって不可欠である 7)0
アン ドルー ズの戦略経営 とは､①
②

撞 く平凡をパ ター ンであるな らば､企業が生存
す るためには市場の需要動向の調査 をおこな う｡

存在 目的､

つ まり顧客ニーズを確認 し､それに見合 う商品を開

将来機会に関す る検討 ､この両者によって支

発研究 し､生産改良 を続けなが ら市場に供給 し､
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市場がそれ を認容す るか どうかに よる｡この関係

が認識 し改め るのが一番良いであろうが､誤 りに

は商品 と顧客の関係か ら市場が形成 され る一連の

対 して関係者が感知 していない場合 には悲劇 であ

過程 をとる｡言い換 えて企業進化 の過程 をたどる

る｡誤 りを認識 して も手 を打たない､手 を打てな

とは どうい う事情か を説明す ると､ある時期に企

い､タイ ミングが合 わない､条件が完備 しないな

業は別途の商品 を市場に提案 して需要度､欲求度

ど､ とい うこ とは多分にある｡この ような状況に

を測定 し､現在お よび将来の潜在ニーズを発見 し

あるときには個々の企業の実情に合 わせ て対策 を

実現化に向けて努力す る(
商品開発､新市場開拓 )
｡

真剣に考慮 しなければな らない｡

これは企業の市場に対す る働 きかけであ り､市場 ､

どの企業で も戦略思想があ り､戦略仮設が形成

顧客のニー ズ も伴 い､企業お よび市場 ともに進化

され るが､実行 についてあま り論ず ることはな く,

してい くとい う相互進化 を意味 している11)｡

一般 の経営書において も戦略の策定のみ を論 じて

企業が環境に適応 しなが ら生存す る意図 を戦略

いる例が多い｡
通例 ､標準的な経営諸条件が完備 しているとい

的に とらえると､そこに経営戟略の策定の必要が存
在す る｡策定の前段階にある種の仮設 も存在す る｡

う前提 で戟略策定 を論 じている｡個 々の企業の条

この仮設が生 まれる背景､条件については多重構造

件 ･状況は同業種､同規模 ､同地域 ､同時期にお

で説明されな くてはならない｡基本 となるものは経

いて も微妙な格差がある｡ もちろん戦略思想 も違

営思想､経営哲学､経営倫理などか ら派生 した基本

い､企業成果に も格差が生 じる｡ これは戦略仮設､

構想､ビジョンである｡戦略思想 を貫 く価値基準は

戦略対応の格差 に帰因す る｡個々の企業は戦略仮

何 であるか､ 自己本位的な利益 なのか､あるいは

設 をす るにあたって､一般的な企業条件 を念頭 に

高遠 な社会貢献なのか､企業 を進化 させ なが ら永

お き､ 自己の企業の長所､短所 ､強味､弱味 を形

遠に存在 させ るものなのか とい うことになる｡

式的に認識､評価 した上で簡単に扱 っていないだ

現実的な経営戦略において､その価値 の基準は

ろうか｡経営理論 を絶対正視 しているが ､結果的

何であるか を明確 に確認 しておか なければな らな

に中途半端に理解 していることがある｡過去の成

い｡経営戦略はこの価値基準か ら導かれ､選択 さ

功体験が強 く印象に残 ってお り､惰性的に真の熱

れ､アウ トサイ ドイン､インサイ ドアウ トの立場

意が生 まれないために よる場合 もある｡

か ら評価 され､方向づけ られ る｡経営戟略策定の

簡単 な仮設の もとに社 内で論議 した経営戦略の

前に､戦略的仮設が大局的な立場か ら定め られる｡

策定､あとは時間の経過 と共に自動的に経営活動 を

それはあ くまで も仮設である とい う認識が重要 な

実施すれば､経営戦略が困難 もな く展開 して くれる

のである｡

筈だ と考 えがちである｡戦略案策定 までのプロセ

経営戦略 を支 える価値基準に戦略上の錯誤､時
代錯誤､論理的矛盾 ､虚勢な どはないか を確認す

スにおいて､その条件整備 を他者依存 ･他人責任
の思考が入 ると､この考 えに陥る｡

る必要がある｡ もしそれがあるとすれば変 えなけ

仮 に多 くの時間 と予算 コス トを費消 し､議論百

ればならない｡この変革 をどの ように手がけ るか

出の結論 を得 た素晴 らしい経営戦略案 であって も､

は容易ではない｡なぜ な らば長 い企業風土､企業

それが実行 で きなければ､また成果が出なければ

慣習が基準 となってこれ らの経営戦略思想が定着

価値 はない｡概略的な経営戦略であって も実行 さ

しているか らである｡

れて成果 を上げ､企業の業績向上 に貢献す ること

過去において予想外の成功 を収めた企業は､時

もで きるO人間の情 として､外 形は立派､内容に

流が激変 しているに もかかわ らず､過去の戦略思

おいて数値 とか数表､
理論 ､
事例が豊富である戦略

想 を一貫 して巧みに踏襲 している｡それ とは別 に

提案書が提示 された ときに､あとは誰か他者の力に

過去 と現在の世情の移 り変わ りを認識は している

おいて数値 とか数表､理論､事例が豊富である戦

が､変化に対応す る行動がな く､情報社会 ､技術

略提案書が提示 された ときに､あ とは誰かの力に

社会､国際社会 を偏見で認識 しているような企業

よって 自動的に実行 され ると思い込みが ちであるo

も見受け られる｡
戦略思想に誤 りがあることを当事者お よび周辺

在 していないか どうか疑 うべ きである｡戦略仮設

常に戦略の仮設､戦略案策定の条件に欠陥が潜
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の条件 の うち何が不備 であるのか､何が実行 の障

上の企業 ビジ ョン､企業 目的､本音 レベ ルでの企

害になっているのか を発見 しなければ な らない｡

業 ビジ ョン､企業 目的であ るか を意識 してお く必

戦略案 のすべ てが成功す る とは言 えない｡いろ

要がある｡実際にはあい まいな意識が 多い｡

いろな要 因において成功 した り失敗 した りす る｡

建前上 は一義 的には 自己の企業の経営戦略の効

成功 した場合 には賞賛 され､失敗 した場合 には責

率 的向上 に役 立 ちしめ る とい うこ とになるが､本

任が追求 され る｡ 日本的企業 においては賞賛 も責

音 レベ ルにおいては個 人の欲望 が見 え隠れす る筈

任 もあいまいになる｡経営戦略実行上 の失敗はそ

である｡論議 においては本音 レベ ルの前提 をお互

の まま会社 の危機 の状態 に陥れ るので､企業は構

いに確 認 してお くこ とが重要 である｡ 日本人はな

え としては戦略策定 に真剣 にな らざるを得 ない｡

ぜ建 前 と本音 を使 いわけ るのか｡ 日本人の深層心

経営戦略は大 き くは戦略策定 と戦略実行 とに分 け

理 の中では､つねに別 にの ものが何か存在 してい

られ､策定面 において状 況の分析 ､戦略の仮設､

る｡ こんな ところか ら日本 人の行動様式の中で特

戦略 の策定 とい う手順 を経て､それが戦略実行 に

長的な､建 前の思想 を生んだ｡絶 えず ､これ らは

移 され る｡

自分 自身の ものではな く発言 され､ 自分 自身の理

一般 的には戦略 を策定す る部 門お よび登場人物

解 ではない仕方 でそれ らが理解 され る構造 にな っ

によって､戦略案の内容 と方向がほぼ決 まる｡戟

ている13)｡経営戦略においては本音の レベル を引

略 を策定す る人物は 日頃､戦略の仮設 を自分 な り

き出 してお くこ とが成功 に繁 る｡経営者 と策走者

に抱 いている｡ しか もこの抱 き方に､好み､傾 向､

との間に相互理解 ､感情的な融和が成立 してい る

偏見性がある12)｡ しか し共通 の仮定 をす ると､か

か どうか ､策走者同志において社 内共通言語の意

な り一般 的､概括的､普遍的 とな り具体 的な戦略

味の理解 が なされているか どうか ､戦略策定 の運

立案 には役立 たない｡戦略仮 設は論議 の過程 で､

営方式 を合意 の上 で確認 してお くこ とを心かけて

各々の心の中で意識 され るこ とが 多い｡共通の解

お くこ とな どである｡相互理解が ない と戦略の策

釈に仕上げ る と平凡な戦略案 にな るので､異な る

定 は非能率 にな るばか りでな く､義務 的な ものに

経験 と異なる部 門 とい うよ うに幅広 く仮設が求め

終 わる｡
論議 の過程か ら新 しい問題 の発見､新 しい問題

られなければな らない｡
英知 の結集 に よ り戦略状況の分析 ､
戟略仮設､
戦
略策定 と進 んで､これ を実行 に移 した場合 ､
欠陥が

の投 げかけに伴 う新情報が どうして も必要 とな る｡
戦略 の仮 設 と戦略案が前後 して大 き く揺れ る共振

露呈 し損失被害 を与 える機会が 多い｡戦略策定の

の ときである｡戟略案の探究 と無形の戦略仮 設に

プロセス を振 り返 って見 る と､企業に よって策定

声 を出 させ顕在化 させ る時で もあ る｡必要情報 資

手順が異なる とはいえ､
一定 のパ ター ンがあるO策

料の入手の具合 と論議 の内容 で状況が変 わ り､戦

定者 は企業の ビジ ョン､ 目的 を念頭 にお き､戦略

略策定の 日限 も迫 り､ある時点で戦略案の策定は終

状況の分析か ら開始す る｡状 況分析 は一定の情報

結に向 う｡ この過程 において戦略が完壁か どうか

資料 を頼 りに し､ さらに有利な情報 を獲得 しよう

の保証 はない｡戦略案策定 においては論理が正 し

とす る｡状況分析においてまだ未知の領域があれば､

いか どうか ではな く､戦略的 目的が達成 され るの

もう一度状況分析 のための情報 を収集 して分析が

か ､達成 されないのかの論理 の展開である｡戦略

おこなわれる｡新情報の必要性 を認知す ると必要情
報の収集方法 につ いて繰 り返 し検討がお こなわれ

には不確実性 と偶 然性 の要素 があ ま りに も多 く入
ってい るので､なかなか達 成確率 の推測は難 しい｡

る｡元来状況分析 に必要 な情報資料 は完全には集
まらない｡引 き出された戦略仮設 を念頭 にお きな
が ら戦略策定の作業 に入 る｡主 として 自分 な りの

4.基 本 構 想 と人

戦略仮設 を持 っている人間 と収集 された情報資料

小企業 では ビジ ョンない し基本構想は､経営者

と､戟略仮設に もとづ いて論議が続 けられ る｡論

だけの秘密 になっているこ とが 多い｡大企業 では

点で重要 なこ とは企業 ビジ ョン､企業 目的 をいつ

効率 を高め るために､その ビジ ョンの創造的な達

も意識 しなが らお こな うこ とである｡ ここで建 前

成に関与す るすべ ての社 員がその ビジ ョンを共有
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している例が 多い14)0

1
8
8

換 をもた らすための道具 であ り､変革 と転換 をも

ビジ ョンは､企業にかかわる将来環境 を仮設 し､ た らさないのはここで言 う経営戦略にな らない15)｡
企業の生存条件 について考 え､あるべ き姿､経営

経営戦略は真に力 を発揮 して､それが実行 に移 さ

理念､企業の方向 を表示 した ものである｡戦略は
これ を基本構想 として策定 され､ビジ ョンが単な

れなければ意味がない｡経営戦略の中には 目的､
目標 という用語が使用されているが､論者によって

る願望 であれば､絵に描いたモチ､あるいは社会

使 い方が異なるので次の ように理解す るのが よい

に対す る見せかけであっては意味がない｡実現性

と思 う｡

を強 く求め られているか どうか､実行 されなけれ

目的 とい う用語は､相対的に中 ･長期にわたっ

ば意味がな くなる｡経営の ビジ ョンを実行 に移す

て 自社が追求す る一般 的な基本方向ない しは基本

のは経営者､管理者以下の人間であって､ビジ ョ

像 を示すのに使用 される｡ したが って､ 目標設定

ンを共有 しているか どうか､その企業の人間 とビ

にあたっては､一般 に ク リア ･
ア ン ド･
エ クスプ 】
)

ジ ョンの関係が どの ようになっているか戦略実行

スイッ トな文章に よる定性的なアプローチが採用

面か ら評価 ､観察す る必要がある｡

される｡

ビジ ョンに続いて戦略が策定 され る段階におい

目標 とい う用語は､相対的に短 ･中期にわたっ

て､企業内に顕在化 している経営問題､将来起 る

て 自社 が追求す る具体的な到達点ない しは到達数

潜在化 している経営問題の対策のために具体 的な

値や計数数値 を示す 16)｡

案が策定 され る｡戦略案の策定はその企業の収益

仮設に もとづ いて戦略 目的､戦略 目標が策定 さ

力､社会貢献力 を示す もので､そこには収益の源

れ､あ とは組織の人間 を動かせ ば､その 目的 と目

泉が潜在 しているといえる｡戟略 を実行 し成功 さ

標 を達成す るこ とが出来 る筈だ と合点す ることが

せ るこ とは､企業の経済的な意図 を達成 させ るこ

多い｡ どうして もこのように思いたが るのが人の

とになる｡

常である｡ ここにある種の誤解 と錯覚が 多 く潜ん

また､戦略の策定は人間の創造的能力 を必要 と

でいることに注意 しなければな らない｡組織 を構

す る｡創造的能力は急に生 まれるものではな く､

成す る人間の状況､戦略案 と人間のマ ッチ､組織

日頃の心構 え と訓練が必要 となる｡企業 としては

のマ ッチ､環境の時系列 での変化の様子 な どすべ

学習､研修の機会 を多 くしてこの間題 を解決 しな

て動態の中で多角的に考慮す る｡例 えば経営者能

くてはな らないO

力､ リーダー シップ､人間の抵抗心理 ､協調心理

戟略策定 は そ こに理 想 的 な ビジ ョンがあって

な どのことについて考 えな くてはな らない｡

も､ 現 実 的には過 去 の経験 的積 み上げ､現状延

管理者が経験不足､能力不 足に伴 う誤 りもある｡

長 的 な案 文 に な り易 い｡ 環境変化 の予測能力の

管理者 自身が能力あるもの と過信す る場合 もある｡

欠如 に よる もの と､ その ため に歴 史的経過の推

管理者の戦略推進処理能力 とくに説得力､動員力

測 を前提に､単 なる机の上 での一人 よが りの もの

を過信 し､断続的に異常 な使命感 を燃や し､その

とな りやすい｡内容不備 な戟略案が､見かけは立

時の状況､相手の能力､感情 を無視 して戦略の策

派な体裁 をもって役員会 に提 出されるこ とが多い｡

定 をお こな うな どは過信 と錯覚が大いにあ り､戦

情報資料が不適正 で､ しか も確認の方法が困難

略の実行 は停滞す る｡

なため不正確性 に気付かず､勝手な思い込み を混

戦略の策定は､実現性 と実行性 を念頭 に各種の

入させ ､論理的には非常 に正確 な表現で精密に仕

経営 システム､制度 を現実的な面か ら検討 してお く

上げ られ ることになる｡この場合 ､戟略実行 にお

必要がある｡この点につ き､社員に対す る教育研修

いて混乱 を引 き起 こすので実行案の事前検討 ､検

プログラムが課題 となる｡戦略教育研修 の意図､

証 を慎重におこな うようにす る｡全員が盲 目状態

方針について､ここでは触れない｡戦略の策定 は

の場合 には､全員賛成 となるか ら注意 を要す る｡

全員が参加 しで 慎重 に出来上がった ものなのか､

これは全員が誤 った思い込み を持つ ことによるも

一部の策走者が作成 した ものなのか を問わず実行

のである｡

し､実現 されなければな らないことを強調 したい｡

経営戦略は､組織の構造や行動様式に変革 と転

‑ 5‑

戦略的なビジ ョンが堂々 と掲げ られて も実行に

189

第1
5
巻 第 2号

長野大学紀要

移 されない､絵に描 いたモチの例 を参考 に してみ

1
99
3

が求め られ る｡
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経営者能力の発揮が充分 でないために戦略経営

(
1) 数字追求 ･デ ジタル ･オ ン リー型 の戟略

の失敗例が 多い｡ これは経営者不在 と同 じであ る

克服策 として経営 の質 の向上に狙 い を定め た長

し幻の経営 となるO経営者の リーダー シ ップの重

期 ビジ ョンを作 る｡

要性 に職責 ある者は身 をもって知 るべ きである｡

(
2
) 美辞震句 ･自己陶酔型の戦略
克服策 として長期 ビジ ョン実現の経路 と理 由づ
けに力 を注 ぐ｡

5.経 営 者 の 問題

(
3
) 半熟卵 ･未熟児型 の戦略

経営戦略は経営者が､現在おかれている企業の

克服策 として長期 ビジ ョン検討 の組織化 ､効率

現況 を観察 し､一定の認識領域 に入 り込み､重大

的運営の仕方に力 を傾 け る｡

な問題 を発見 し､問題 として形成 し､企業の課題

(
4) 折衷 ･妥協 の産物型の戦略

として確定 され る｡経営者が関心 を集 中すべ き最

克服策 として同 じ水準か らの取 りまとめに終 ら

重要課題 であ るべ きものであ る｡問題は経営者が

せ てはな らない｡

最重要課題 であ る と認識す る ｢時点｣が重要 で､
問題認識の芽生 え と問題 の絞 り込みのプロセスが

(
5) 戦略分離 ･空中浮遊型 の戦略

克服策 として経営戦略 の コンセプ ト､シナ リオ､

いつ開始 され るか､社 内において どの ような受 け

技法 を取 り入れて､長期 ビジ ョンを結ぶ｡

止め方 をされ るのかが気に掛 る所 である｡
経営者の心 の中に戦略仮設が明確 に意識 され る

(
6) 思考実験欠如 型の戦略

克服策 として コンピュー タを使 って､長期 ビジ

までの時間経過 ､戦略が策定 され るための登場 人

ョンの実現可能性 の シュ ミレー シ ョンをす る｡

物 ､必要時間､プロセス内容が吟味 され るべ きな

これ ら六つの項 目の意味は､詳 しい説明 をしない

経営者の個 人の価値観 ､経営者が引 き継 いだ企業

がおおむね内容 において想像 がつ くもの と思 われ

文化 ､ さらに 自らたてた経営理 念に よって､企業

る｡この事例の責任主体は一体誰であろうか という

ご とに大 き く異なっている18)0

のである｡経営 目的の設定 ､戟略の策定や実行 は､

ことである｡どのようなプロセスでこの ようなビジ

経営戦略の策定 と実行 においては､経営者の能

ョン作成に至 ったのか を想像す るこ とはあ ま り難

力 とい うこ とが最重要課題で､戦略論 においては

しいことではない｡実際にこのような帰結に至 るの

必ず取 り上 げ られ る｡その中で経営者の洞察力 も

は小企業ばか りでな く大企業において も結構 ある

経営者能力のひ とつ として重視 され る｡

と思われる｡経営者 と管理者､とくに戦略策走者は

経営者 は企業環境の変化 をどれ程 まで客観 的に

その前提 となるビジョン､経営基本構想 を作成す る

洞察 しているだ ろ うか｡問題点の切 り口をどの角

にあたって どの ような考 えで対応すべ きか を慎重

度か ら把握 しているのか ､事象変化 の速度 と流れ

に考 えな くてはならない｡その人の創造性 と力が企

の方向 をどの ように見立て るのか ､結未は どの よ

業発展のため強 く発揮 されなければな らない｡

うになるのか を明瞭に洞察 し､ 自己の認識 を確立

ビジ ョン作成にあたっては､経営者の密度 の高

しておか なければな らない｡ しか し経営者個 人は

い関与が必須の条件 で､構想か ら確定 まで成功 さ

幼少での育成条件 ､教育条件 ､生活背景 ､企業経

せ る手順 を指導 しなければな らない｡企業の歴史､

験 な ど皆 それ ぞれ異な るものであ り､価値観 ､世

社風 ､文化 な どの面において 自社 を知 り尽 した経

界観 ､感性 ･理性 な ども違 っている｡ これか ら派

営者の もとで独特 な どジ ョンを作 る必要が ある｡

生す る経営理 念､ 目的､ 目標 ､情報観 ､人､物 ､

前提 として経営者 の価値観 ､
判断､
直感 ､
感性 ､
理性 ､ 金 ､経営観には大 きな開 きが生ず るo
戦略策定 システムの整備 ､それに企業 内において

今 日､不 況低迷 ､激変す る経済環境 にあって､

十分 な時間 をかけて論議 し経営者､管理者間にお

どの企業 もリス トラクチ ャ リング､企業活性化 ､

いて不協和音 を解消 してお くこ とであるO経営者

戦略的経営 ､企業延 命策 な ど論 じない企業はない｡

お よび管理 者には不協和音 を解消 し調整す る能力

これ らの事情 につ いて指導力 を発揮す る第一人者
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経営 戦 略実 行上 の間者

は経営者 であって､これが リー ダー シ ップ論 とな

固定的な組織 にな る と､臨機応変性 が失われ､戦

り広 く論ぜ られ研究がなされている｡ア ンゾフは､ 略案 の段 階か ら障害 に直面 し､戦略の実行 はおぼ
企業 の成功 と生存に貢献す る戦略行動 に対す る影

つか な くな る｡

響 を戦略的 リー ダー シ ップ と呼 んでいる19)｡企業

戦略の実行 において､成果 を出す企業 と成果 を

に対す る期待 を明確 にす る経営者 と､こうした期待

出さない組織が ある とすれば､その原因 を分析す

を遂行す るために誠心誠意 を尽す とみな され る最

る と､その組織 にエネル ギー (
熱意 )があるか な

高経営者 グルー プが､戦略的 リー ダー シ ップに対

いか ､フ ァイ ト (
挑戦意欲 )が存在す るか どうか

す る責任 である｡

であ る｡ この こ とか ら組織パ ター ンはいろいろな

経営戦略の策定 と実行 の責任 は経営者 なのであ

タイプに分類 で きる｡基本的には戦略能 力 を発揮

って､経営者は地位 ､名誉 ､報酬 な どを持つ特権

す る創造的 ･革新型 で経済環境 を乗 り切 る方法が

ではな く､経営責任 を果 たす主体 なのである｡責

よい｡組織の現状 を分析 して､組織 の特徴 を発見

任 を感ず る主体 で もな く､責任 を取 る主体 である

し､企業体質 を改善 し､改革す る とい う命題があ

前に充分責任 を果 たす主体 であ るこ とを自覚 しな

る｡ これ をいか に実施 して行 くのか とい う第二の

ければな らない｡責任 を果たす主体 なのであるが､

命題 も存在す る｡挑戦意欲 をどの ように芽生 えさ

複雑 な経営機構 においては責任 を取 るシステム､

せ ､創発 させ るのか､意識革命 をどの ように起 さ

責任 を果 たす システムが不 明瞭であ る場合 が 多い｡

せ るのか､戦略実行 におけ る重要 な課題 となる｡

経営責任 の 自覚 が薄 い経営者は､経営戦略 を策

戦略策定 と実行 において､経営者か らの指示 ､

定すればあ とは書 き込 まれた戦略案 に何か を期待

命令 と､管理者 の応答の関係が社 内公式的には成

で きるか も知 れない し､社員全員の協 力に よって

り立 っている｡経営者の方針 の意図 と､それ を実

自動 的に成果が 出る もの と表層的に思 い込む経営

行す る管理者能 力の理解 の間にギャ ップが生 じ､

者が いない訳 で もない｡

その まま不本意 な管理者能力の理解 レベ ルで実行

他 人依存症候群 もし くは他 人責任論 的傾 向が強
い と､戦略の失敗 を他 人のせ いに して戦略の推進

されて しまう事例が 多い｡
成功 している企業の個 々の成員は､会社 の高業

と結果において 自己の能 力 を棚上 げに して しまう｡

績は 自分 たちの努 力､知 恵の出 し合 い と見 な して

戦略 を成功 させ るためには改めなければな らない

いる｡ さらに組織内に革新 に強 く指 向 した規範が

点であろ う｡

醸成 され､好循環がみ られ る20)｡
この ような ときには､個 人 と組織が革新 の方向
に向 ってい る実感が もたれ る｡ しか し管理者が担

6.組 織 の 問題

当す る個 人に対 して､変革にかか わる諸 々の情報

戦略 を実行 に移す段 階で考 えなければな らない

を与 えるな ど､意図的な働 きかけ をして も､① そ

こ とは､組織の状況が どの ようになっているのか､

の事柄 を真正面か ら真剣 に受 け止め ようとす る姿

組織面のチェックが重要である｡戦略 を推進できる

勢がなか った り､② その事柄へ の興 味や関心が欠

組織になっていない と戦略実行が で きないので､

けてい る ときがある｡ また個 人が ､その事柄 を真

環境変化 を認知 して､戦略的に対応が で きるよう

剣 に受 け止め ､関心が高 い場合 で も､③ その事柄

にす る必要がある｡

に関 して十分 な知 識や判断 をもち合 わせ ず､適切

組織は個 人か ら形成 され､個 人意識 と行動が組

な判 断能 力 も備 えていない と小 うこ ともある｡①

織に影響 しエネル ギーに合成 され るO原点 となる

と② につ いては管理者 の熱意に対 して､部下 は醒

個 人意識 と行動 に どれだけの積極的な弾力性が存

めてい る状態 となる｡③ については能 力不 足で､

在す るのか を知 るこ とは重要 である｡個 人的な欲

す ぐに期待 で きるものがない｡① ② お よび③ は と

求 と組織 的な欲求 の関係 は よ く問題 になる｡理想

もに浅 い情報処理 となるので､組織変化 は進 まな

的にはこれは一致 の方が望 ま しい｡ しか し､あま

い21)O この ような状況か ら根本的な態度 に変化 さ

り個 人の欲求 と組織の欲求がかけ離れてい ると､

せ なければな らない必要が生ず る｡ これに進むた

組織上の問題が とか く発生 しやすい｡弾力のない

めには､①
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ければな らない｡②

個 人に十分 な知識や判断材

料 を提供す る｡必要情報 を繰 り返 し何度 も与 える｡
③

1
99
3

7.情 報の 問題
戦略の策定 と実行過程 にあっで情報の流れ を良

個 人に対 して､ 自分のこととして感 じさせ る

好に保つ ようにす る｡戦略の実行の上で問題が発

機会や材料 を用意す る22)｡
戦略の実行 においては経営者の意思､意図が伝

生 した ときに修正 を加 えた り､新 たな指示 をす る

達 されていない､理解 されていない､ とい うこと

ためにダイナ ミックな現場 での情報伝達 と､応答

がある｡ また管理者の方では､能力意識 ともに過

がで きるシステムに してお く必要がある｡今 日で

剰 ､あるいは能力不 足に よ り勝手な解釈 をして実

は情報機器が発達 し､世 界の情報が瞬時に して伝

行す るということもある｡ この ような組織的な欠

達 されるが､これは‑‑ ド面のことで､ソフ ト面

陥は､早急に解消 されな くてはな らない｡

をとくに重視 したい｡重要な情報 をいかに要領 よ

現在 と将来の環境 を認識 し､戦略の必要性 を感

く相手に伝達す るのか､情報価値の認識感覚 ､伝

じ､戦略の発想､戦略仮設の形成､策定過程にお

達 の タイ ミング､内容形成､伝達効果 ､影響な ど

ける試行錯誤 を伴 う相互作用の循環 をとって戦略

を想定 しな くてはな らない｡

的な意思決定の上で戦略案が確定す る｡戦略 を実

情報の流れは上か ら下 ､下か ら上 ､横へ と､あ

行 に移 して成功す る､成功 しない とい う､いずれ

るいは多角的にタイ ミングよ く届け られるシステ

かの極論が考 えられ る｡成功 ､失敗の要 因分析は

ムが確立 している｡ しか し時には取 り返 しのつか

複雑 であるが､戦略の開始か ら実行終了までに､

ない伝達の誤 りが発生 し､原因を探す と人為的な

その要所要所に人間の システム思考が存在 し､そ

ミスであ り､当然や るべ きことがおろそかにされ

の企業のシステムが機能 していることになる｡言

ている例がある｡

い換えると､人間の能 力 と感情､それに物的シス

情報は受信者に とって適時に提供 され､内容の

テムが介在 しているので､企業に適応 したシステ

解釈が客観的に正 しく伝 えられ るべ きものである

ム上の問題 を発見 し､コス トと時間をかけて改善

が､時には貧弱で疑問の余地のある情報が発信 さ

す ることが必要 になる｡

れ ることがある｡

ここで言 うシステム思考 とは､①

さまざまな

情報資料 を処理す る過程においては､推理や判

異なる事象 を関連づけ られ る能力､お よび②

原

断 を必要 とす る場面 も多 くあるが､この場合 は､

因 と結果 を読み分け られ る能力､さらに､③

そ

自己の推理能力や判断力 を過信す るこ とな く､さ

れぞれの問題や事象があるレベルで仕分け られ る

らには先入観に とらわれて客観性 を失 うことな く

能力である23)｡

常に推理や判断のための根拠 をもって､理論的か

戦略的な意思決定の観点か らシステム思考はな
かなか採用が難 しい｡複雑 な過程 を経 るために､

つ客観 的 に整然 とした処理 を実施 す る必要があ
る25)｡

経営者のすべての意思決定過程の うちでシステム

有効情報は利用の方法によ り付加価値が発生す

化が最 も遅れている24)0

るものである｡情報 内容の整理 ､分析､加工 ､表

反面､徹底 したシステム化､標準化 ､合理化､

現形式､効果的な発受信 ､その他重要 な情報の付

ス リム化の状態での戦略実行 は効果が生 まれない｡ 加価値 の発見に努め るオ覚がな くてはな らない｡
心理的な余裕がな く､固定化組織に よ り意欲の減

情報の伝達は場所 と時間の領域 を単に移動 させ る

少 を発生 させ ､形式的な戦略思考 と実行 に終わる

単純 な ものではな く､移動領域 とその周辺に､有

確率が高 くなるか らである｡

効 な構想の発見､問題解決策､新 たな ｢
何か｣ を

創造力の高い､変化 に対 して鋭敏 に反応す る戦
略実行 に役立つ組織に してお く必要がある｡
ここに戦略 と組織の重要 な課題が存在す る｡

生 じさせ ることに役立つ ことにある｡｢
何か｣を伝
達す るときにこれ を意識す る必要があ り､何かが
生 まれ､何か を動かす新 しい価値創造のための情
報伝達 になるように したい｡戦略の実行 において
は､情報伝達､情報資料の価値づけに関す る初歩
的技術が重要であることを知 ってお くことが望 ま
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不適切 さが まず考 え られ る｡ ここでは社 内 コ ミュ

戦略案 は不確実性 と偶 然性 に頼 る訳 で､それは

ニケー シ ョンの立場か ら､行動 のための意味の具

将来の青写真 を示す ものではないこ とに注意す る｡ 体化 につ いて触れ る｡
しか し､で きる限 り将来の 目標 を実現す るために

ある言葉 は､あ る活動 の状態や意味 を表 わす だ

信頼性 を付与す る情報 を用意 しておか なければな

けに とどまって､その言葉 に ともなって行 う諸活

らない｡ その情報 の正否 を問 うものでな く､第一

動 の仕 組みや理 念､ また他 の活動や仕 組みの関係

次的には企業 目的 を実現す るためにふ さわ しい情

な どの面 につ いて表 していない27)
｡

報 であ るか どうかの認識基準 とな る｡

社 内 コ ミュニケー シ ョンにおいては､行動 の意

経営戦略の仮 設は､あ る情報資料 を参考 に しな

味 と行動 を示唆す る意味 とで語義上の行動論 とな

が ら考 え られ展開 され､それは主 として言葉 ､文

り､実際行動 を引 き起 こす 肉体行動上 の意味 とは

字 ､数値 ､図形な どに よってある事実 ､状態が表

たやす く一致せ ず ､連動 しない｡理解す るこ とと､

示 され理解が深め られて行 く｡ この認識の段階 で､

行動 は別 々な ものであ るこ とを良 く示 している｡

真実 な ものが歪め られ､歪め られた ものが真実化

社 内において賢明な同志 であれば､無言の状態

され るこ とが､ 日常 には多 くある｡真実が虚偽 で

で も､その企業言語の意味 と､企業行動が一致 し

あるのか不 明の ものなのか を論議 して も､推測の

て解釈 され る｡状況に よ り能 力差 に よ り言葉 を表

領域 であって､正 しい答 えは出 し得 ない｡何事 に

示 ､伝達 して も､解釈が出来ない､間違 った解釈 ､

よらず問題 を解 こうとす る ときには真実 のデー タ

独 自の勝手 な解釈 ､言葉 の意味 を常識的には正 し

を観察す るこ とが大事 であるO真実のデー タ とは､

く解釈 出来て も､行動 の意味､方法論が解 らない｡

自分の 目で見､ 自分 の肌で感 じたこ と以外にはな

あ るいは解 っていて も行動 に移せ ない とい うこ と

い筈 である｡

は よ くある｡ ここに現代 の経営者が経営戦略の実

一番 間違 いやす いのは言葉 に よる情報 である｡

行 において､ 日常 よ く悩む一面が潜んでいる｡

他 人か ら聞いた こ と､文献で読んだこ とは真実 と

意味内容 を明 らかにす る とい うのは､ただ解釈

は限 らない｡ もっ と悪 いのは 自分 で､ああではな

学的な意味内容 を明 らか にす るのではな く､その

いか ､こ うではないか とあ らぬ こ とを妄想す るこ

言葉の影響 を受け る人たち､ またその言葉 を使 っ

とである｡

てある 目的 を実現 しようとい う人たちに とって必

い くら正 しい情報 を集め たか らといって､推論
の仕方が間違 っていた ら正 しい判 断はで きない｡

要 な行動 に､直接間接 に役立つ意味内容 を明 らか
にす る とい うこ とである2
8
)
0

正 しい推論 とい うのは､集め られた真実のデー タ

日常の経営活動 において言語の意味 と､行動論

を､ 自分の偏 見､固定観 念に よって分類 ､整理す

の意味 を多分受信側 は理解 してい る筈 ､ とい う前

るのではな く､デー タをして語 らしめ るこ とでな

提 で話 しを終了 して しまうと､あ とでそんな筈 は

くてはな らない26)｡

なか った とい うこ とが ある｡そ して､誤解 の帰 因

どうして も推論 に よる答 えを出さなければな ら

を相手方 に押 しつけて しま う｡発信側 と受信側 に

ない時には直感に頼 るこ とが 多い｡経営戦略にお

おいて諸概念が充分理解 しあえるこ とが基本的に

いては､直感の役割 につ いて論ぜ られ るこ とが 多

重要 なこ とであるが､ 日常 の企業活動 においては

いが ､ここでは これに触 れない｡

あ ま り意識 され るこ とは少 ない｡ただ し事 が発生

経営戦略の実行過程 において ｢
重要 な事実､問

した ときに､相互 の常識的理解 に格差 を発見 し後

題点が認識 ､把握 されていなか った｣､ あ るい は

悔 した り､原因者 を批難す るこ とはあ る｡ この繰

｢
戦略の実行 活動が効果的に調 整 され て い なか っ

り返 しは厳 に避 けな くてはな らない｡

た｣ とい う過 去形の言葉が発生す るこ とが ある｡

厳密 に言 うと価値観 の 多様化 時代､ 自己実現 の

これは理想的には､難 しいこ とではあるが 未来形

時代 にあって､時には 自己本位 的主張 で内容 にお

で発す るように しな くてはな らない｡過去形 で言

いては唆味な意味解釈 の言語 を組み合せ て経営戦

われ る ときには社 内 コ ミュニケー シ ョンの不適切

略が策定 され るこ とがある｡戟略の実行 において

さ､ リー ダー シ ップの不適切 さ､社 内動機づ けの

も同様 に､相互 に異な る独 自の解釈 で行動 を引 き
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起 こす ことが 多い｡多分上手に処理 され るだろう

(
3) 戦略の仮設は実行段階において整合 しないこ

とい う､甘い思い込みが潜んでいないか どうか を

とに気付 くこ とがある｡仮設の設定が論理的､

自問す る必要があるO

内容的に方向 を改めなければな らないことがあ

戦略の仮設､戦略策定､戦略実行 にあたって､

る｡状況に より戦略 の変更が発生す るときに､

その言葉の中に含 まれ るさまざまの意味や活動 を

責任主体 と責任帰属 を明確 に しておかない と組

行動 の立場か ら一つのシステム としてまとめあげ

織の上で混乱 を引き起 こす｡仮設の欠陥 を迅速

て､できるだけ矛盾 のない原理 としてロジカルに

に改め られ るシステムの確立が必要 となる｡あ

固めあげることである29)｡つ ま り､経営に関す る

らか じめ仮設 と実際行動の ギャップを予測 し列

事象 を鋭敏 に認知す る才覚 と､戦略的行動 に役立

挙 してお くことが望 まれ る｡勿論対策方法につ

つ情報形成能力､さらにはあ らゆる状況下におい
で情報 を的確 に､ しか も迅速に伝達 できる能力 を

いて も考慮 してお く｡

(
4
) 戦略の コン トロールシステム を確立 してお く

経営 システム として確立 してお く必要がある｡

必要がある｡戦略の仮設の妥当性は戦略的意思
決定が正 しいか どうかの判断に繁 る｡ しか し戦
略的事象は不規則であ り､時間基準 もな く､定

8.結び

性的な面が 多 くコン トロ‑ル基準 を見付けるこ

経営戟略は市場環境の側面に新発見 をしなが ら､

とは困難である｡このため量的な成果基準の比

企業内環境の側面に対応力 をつけて､重点課題の

較で済 ます例が 多い｡例 えば前年対比､同業他

順位 を決め実際に行動 を起こす ことか ら着手 され

社比較な ど｡

る｡具体的には経営者の リーダー シップの もとに

戦略の成功 を評価す るために適切 な標準 を見

全社的な創造的､革新的な意識 を加 えて､経営資

つけることは困難である｡なぜか といえば多数

源 を優先順位の もとにインプ ッ トす る｡その結果

の 目標が提供 され､ しか も戦略が修正 され るた

売上 と利益がアウ トプ ッ トされる｡

びごとに さらに新 しい 目標が うかび上が って く

現実の経営においては 口先で言 うほ ど簡単に売

る｡戦略の成果は､計画化 の知 恵､執行の技能 ､
お よび多 くの環境条件 を反映 している30)｡

上や利益の確保 は出来ない｡戦略実行 の上 で気に

(
5) 戦略策定にあたって､その価値基準 を積極的

かか る重要点 を再度かかげて結び とす る｡
(
1) 戦略仮設にあたって採用 されやすい ものは､

企業の過去の事象､情報資料 である｡従 って策
定 されるものは現状延長的な仮設に陥 り､ トレ
ン ドに修正 を加 えた程度の もの となる｡将来の

に見 るのか､消極的な立場 で見 るのか､それぞ
れの根拠 を確認 してお くこ と｡
戦略案策定それ 自身に興味 を持 ち過 ぎていな
いか､あるいは軽視的傾向はないか｡

事象は過去､現在 と関係があるように見受け ら

現実 を軽視 し､個 人的な願望が盛 り込 まれて

れ るが､将来の事象は過去の もの とは完全に切

いないか｡過大な目標 を掲げていないか､企業

り離 し別個の ものであるとい う前提に立 って戦

ができることとできないこ との区分は きちん と

略の仮設 をす る必要がある｡

理解 しているか｡

(
2
) 戦略の仮設はある個 人の構想か ら始 ま り組織

自己顕示 ､虚勢誇示だけの戦略案でその場限

の英知 を結集 し､企業 レベルに高め られ戦略の

りの体裁 を整えていないか31
)
0

策定に至 る｡ しか しこの中に人間の判断の誤 り､
情報資料の不備 ､錯覚 な どがつ きまとうことは

景 を理解 し実行 に移 さない と混乱 を引き起 こす

避け られない｡関係者はこれ を見過 し戦略の策

原因 となる｡

定が終結 した とき､事実はスムー ズに運ぶ もの
と考 え勝 ちである｡戦略の仮設 と事実の発生 を
同一視す る傾 向になるので注意 しておかな くて
はな らない｡ ここで仮設 と現実的進行度合 との
チェック機構が必要 となる｡

‑1
0‑

戦略の価値体系 をよ く評価 し､策定 された背

(い とう じろう 教授 )
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経営戦略実行上の問題
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