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ビジネスモデルイノベーターを発掘せよ
〜ビジネスモデルイノベーションにおけるリーダー人材〜
イノベーションが求められる時代において、
日本に必要なのは多様な知をコラボレーションし新たな価値を生み出すことができる人材。
実践知によって本質を見抜く実践型のリーダーを如何にして見出し、
育成するかが日本のビジネスモデルイノベーションのかぎとなる。

野中郁次郎
一橋大学名誉教授、米クレアモント大学ドラッカースクール
名誉スカラー、米カリフォルニア大学バークレー校経営大学
院ゼロックス知識学特別名誉教授
早稲田大学政治経済学部卒業。富士電機製造を経て、米
カリフォルニア大学バークレー校経営大学院で博士号を取
得。南山大学、防衛大学校、北陸先端科学技術大学院大
学、一橋大学大学院国際企業戦略研究科の教授を経て、
2006年4月から現職。
『失敗の本質』
（ 共著、
ダイヤモンド
社）、
『 知識創造企業』
（ 共著、東洋経済新報社）
など著書
多数。

安 永 雄 彦
株式会社島本パートナーズ 代表取締役社長
マネージング・パートナー
慶應義塾大学経済学部卒業、
ケンブリッジ大学大学院博
士課程修了
（経営学専攻）
。三和銀行、
ラッセル・レイノルズ
社を経て、島本パートナーズにパートナーとして参画し、
2006年に代表取締役社長に就任。製造業から消費財、
サービス業に至る一般事業法人から、金融業務全般に至る
幅広い人脈と情報ネットワークを持つ。浄土真宗本願寺派
常務委員。著書に
『日本型プロフェッショナルの条件』
（ダイ
ヤモンド社）
。

暗黙知と教養が日本企業の
イノベーションを起す
野中▶日本企業がこのままでは駄目になると言われて20
年。企業経営者は努力しているが、
ビジネスモデルイノ
ベーションを起こすほどには変わりきれていません。
私はビジネスモデルイノベーションのかぎは
「価値命題」
だ
と思っています。一言で言うならば、
「いかにユニークな価
値を提供できるか」。事象の背後にある関係性の多くは見
えないものですが、
この広さと深さを洞察していくには個別
具体の文脈や経験がなくてはできません。抽象的なモデ
ルを借りてきてもダメなんです。だから、経験の質量とロジッ
クが上手くバランスしているリーダーが価値命題を生み出
し、変革を起せると考えています。
安永▶まさに、現場での経験の積み重ねの中から、本当
のリーダーとしての実践知が生まれてくると思っています。
日本企業が直面している様々な課題の原因のかなりの部
分は、過去の成功体験の中で出来上がったフレームワー
クを自ら打ち壊すことができないことです。典型的な例なの
ですが、
ある企業の人事担当常務に呼ばれてこう言われ
ました。
「安永さん、社長からグローバル化が課題だと言わ
れている。ついては、次の人事部長は外人にしたい。外国
人を探してほしい」
と。
グローバル化を成し遂げるために何
が本当に必要なのかという議論が積みあがってない。外
国人の人事部長が来ればグローバル化すると一般化して
信じているところが根深い問題です。
野中▶日本には
「知行合一」
という言葉があって、優れた
リーダーたちは動きながら考えて、絶妙なタイミングで判断
をします。一般論や観念論では走らない。そういう知の方
法論を駆使しているリーダーが過去日本にもいました。本
田宗一郎、井深大、盛田昭夫、松下幸之助もそうですし、
早川徳治とかね。基本的に職人道ですが、同時に本質を
考える。
「理念なき技術は凶器であり、技術なき理念は無
価値である」
とは本田宗一郎の言葉ですが、直観の中か
ら見事に本質を言語化している。物事の背後にある
「何が
グッドか」
を見出し、
そこに英知を結集しながら一歩でも二
歩でも近づいていこうじゃないかという職人道。同時にコ
ミュニティとして過去から連綿と蓄積されてきた伝統をも含
めた、
エクセレンスを絶えず希求していこうとする。
アウグスティヌスが「Unless you believe, you cannot
understand.」
という言葉を残していますが、
やはり、
ビリー
フ、思いこそが我々が世界にコミットする根源であって、
そし
て、
その思いを世界に働きかけて実現していこうとしないと
イノベーションは起こせないと思うのです。

安永▶まさにその点は私も全く同感でして、
やはり本質的
な善が存在するのは
「信念」
ですよね。
あるかないかと言っ
たら、
「ある」
と信じることができなければ、
その次の行動は
起こせません。合理的な分析の結果としての証明ではな
く、思いが前提になって、新しいイノベーションを起こす経
営者が生まれてくるのかなと考えています。
日本の最近の経営者は自分の宗教的信念を言わないで
すね。キリスト教だろうと仏教だろうと関係なく、宗教という
のは、死の問題を取扱います。死後の世界は完全に仮説
の世界です。でも、死後の世界があるという前提を信じて、
「では生きているこの世の中でどういう風に充実して生きよ
うか」
というのが仏教の教えであり、
キリスト教の教えです。
その辺りが前提になっている経営者は強いですね。
野中▶強いですね。金融危機以来、ハーバードビジネス
スクールのカリキュラムの中では教養、
リベラルアーツが
重要ではないかとなりました。その中で最後にあげている
のは神学。そういうことに改めて気づいてきたということは
進歩じゃないでしょうかね。

安永▶私が銀行に入った頃は、
頭取や副頭取など偉い人
が時々来て、
「 今期の目標を必達してくれ」
という話をする
傍ら、陽明学の話をしたりしていたんですね。私は入ったば
かりで
「何でこの人はこういう難しいことを言うのだろう」
っ
て思って聞いていましたけど、頭にはインプットされていて、
不思議とそのときの目標達成よりも、
「こういう高邁なことを
考えながら仕事をしなきゃいけないんだな」
という姿勢を偉
い人から教わり、
それがきっかけになって、安岡正篤さんの
本を読み始めたり、陽明学の本を紐解いたりしました。
そう
いう形で銀行員としての職人としてのあるべき姿を教わっ
た記憶があります。

実践知をもった
グローバル人材が埋もれている
野中▶いま日本企業はグローバル化に悩んでいますが、
実践知を持ったグローバル人材はいるのでしょうか？
安永▶グローバル人材と言っても、
さまざまなタイプがあり
ますが、最近の例をお話します。ある会社のアメリカの現
地法人の社長さんをアメリカ人がやっていました。
ところが
アメリカ人の社長には、
日本の会長の意向がきちんと伝わ
らず、今まで目標達成ができていませんでした。だから、
アメ
リカの現地法人の社長を日本人に変えたいと相談を受
け、
グローバルにサーチしました。結果的にあるメーカーの
ドイツ法人で社長をされていた方に、
アメリカの社長になっ
ていただきました。
この方は、技術者出身で、
自分で設計も
できて、
リーダーシップもとれて、
マネジメントもできる。尚且
つ海外を厭わない。非常に控えめな方ですが、
その会社の
真面目にこつこつやるというカルチャーを体現して、
その会
長とも非常にうまが合う。
こういった人材は日本人でもいる
のです。私はこういう人材に光を当て、
グローバルに探して
ご紹介しています。
野中▶グローバルスケールでぶつかる問題は、知のコン
バージェンス、知の融合です。
しかもそれを１つの会社、
グ
ループだけではなくて、国境を越えて産業を超えて起こして
いかないといけない。
このコンバージェンスをリードする、
ま
さにプロデューサー的な人材がその企業に何人いるかに
よって、
イノベーションの深さと広さが決まってきます。
安永▶グローバルに価値観を統合していくのは、
コミュニ
ケーションの問題もあって、非常に難しい課題だと思いま
す。サミュエル・ハンティントンの著書ではありませんが、
「文
化の衝突」
が起きますよね。例えば、最近の例では、小が
大を食う買収を行われた日本板硝子さん。
ピルキントンをお
買いになりましたけど、
あの巨大な会社が日本板硝子に買
われたと発表で知った時、非常に誇らしいと感じたと共に、
大丈夫かなと心配に思いました。最近お会いして聞いたと
ころ、小が大を食ったが、現実には大が小をコントロールす
ることになってしまっている。圧倒的に売上が海外だから、
海外が主導にならざるを得ない。
それを日本にいる経営陣
たちは、
なかなか心で納得できない。頭では分かっていて
も、
「これまでは良かったものが何でだめなのかと」
という話
になっていて、
まさに文化の衝突が社内で起こっている。
そ
れを克復する人材をどうやって育てていくのかが非常に大
きな問題ですね。

この問題を克復できる人材というのは、現場でそれを体験
してきて、
自分の中で衝突とか矛盾を解決してきた経験が
ある人です。東京の本社からアメリカの子会社に派遣され
た方がいました。赤字の会社を黒字にするために、
たった
一人で行かされたのです。
この方は現場で苦労して苦労し
て、時には夜に脅されたりしながら、何とかリストラを断行
し、新しい商品を売り、黒字にしました。彼の経験や実績を
聞いていると、
この人は別の業界に移っても同じようなこと
ができる人だなと感じまして、
いまその方は他の会社の社
長になっています。業種業界を超えて、
まさに「変革請負
人」
という職人として実績を残すことができる、
そういう人を
発掘して新しい会社でご活躍いただく。
このような手伝い
をさせていただいております。

実践力のある人材を見抜く
安永▶先生はフロネテッィクリーダーの6要件をおっしゃら
れていますが、
その5番目にある政治力。それは私の言葉
でいえば「実践力」
です。善を体感し、
みなを巻き込んで本
質を見据えた目標を設定して、現場におりていって、
まずは
率先垂範する。良きリーダーはよく現場にいくものです。組
織が少しずつ変わり始めていくのではないかなと思います。
そういう人材をどうやって見つけるのか、育てるのかと言い
ますと、
その方が過去にどのような体験をされたのかを具体
的に聞き出すことによって、
その人の潜在能力、職人とし
ての実践力がどのくらい備わっているかを見出します。
どこ
かの大商社や大企業で昇進昇格したから、
その人ができ
たのではなく、
「 経験の力」
です。だいたい保守本流ではな
いところに行かされたことによって発現される能力なので、
どちらかというと左遷された人の方が能力を覚醒させて、変
革を見だす力見つけられることの方が多いのかなと思って
います。
野中▶なるほど。本質を直観しつつ、何がグッドかというビ
ジョンを持って実践する。そして、
ステップバイステップで、
エクセレンスの無限追及をしていく。
そういう人材を探すわ
けですね。

安永▶私自身思うのは、物事を変革するときには、単にプ
ラグマティズムだけではだめで、理想主義、何を目指すのか
が絶対に必要だと思います。同時に観念論から現実論へ
の橋渡し。
それを実現していくための制度や仕組みが上手
く噛み合わないと、本当の意味でのイノベーションはできま
せん。観念論だけ振りかざして変革だと言っても誰も動か
ない。かといって、
やったらいくら儲かるという成果主義的
なものだけを表面に出しても、人々はあまり思うようには動
かない。
それをつなぐのは、野中先生が言われるように、職
人道に裏打ちされた実践力に満ちたリーダーではないで
しょうか。
また、私自身、
お金儲けのためにヘッドハンティングをやっ
ているのではありません。自分が大企業の中ではなかなか
実現できなかったものを、
どうしても支援してあげたいなと
思うクライアントさんから依頼を受け、本来であれば自分が
行きたいと思う案件であればあるほど、
やっぱりいい人が
見つけられますね。私の思いに共感した人に行って頂きま
すから。いわば、私の代わりにその会社に行ってその会社
の変革を主導していただく。なので、単にこういう人を連れ
てきてほしいと言われて、
スペックを満たせている人を連れ
てきてご紹介するのではありません。最初は会社の戦略や
お考え、何がしたいのかを充分にお聞きして、我々なりに理
解して、会社が求めている価値を言葉に定義します。
また、
言葉にならない暗黙知の世界、企業風土などは我々自身
が解釈します。それを実現できる人を探し、
きちんとお伝え
する。
そのフィット作業を、我々自身の目と耳とこれまでの体
験を総動員して確認します。当然なことながら、お入りに
なった後も本当に活躍しているのかどうか、何か問題が起
きていないかなどをちゃんと定期的にフォローアップをして
います。
野中▶まさに安永さんの分身を発見して、派遣・育成して
いるんですね。今の日本の閉塞感を世界に向かって打っ
てでるためには、知のコンバージェンスはクリティカルだと
思います。
そしてそれを実行するのは人ですよね。
グローバ
ルナレッジコンバージェンスができる人間をどれだけ発掘・
育成、
そして働きの場を見つけるかということの重要性を
認識させてもらいました。
これを世界的スケールで、安永さ
んは明確な哲学を持って、人を発見し、
その組織を豊かに
して、社会を豊かにしていかれる。
まさに、
ビジョナリーなグッ
ドヘッドハンティング。
そういう風に思いましたね。ありがとう
ございました。
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