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ディシジョンマインド社代表

立命館大学MOT大学院テクノロジー・マネジメント研究科客員教授

籠屋 邦夫 氏（こもりやくにお）
1978 年東京大学大学院化学工学科修了、1984 年スタンフォード大学大学院エンジニアリン
グ・エコノミック・システムズ学科修了。Ronald Howard 教授から意思決定理論の手ほどき
を受ける。三菱化学、マッキンゼー&カンパニー、米国ストラテジック・ディシジョンズ・グ
ループ、A.T.カーニー副社長を経て 2002 年から現職。著書に『戦略意思決定』（ダイヤモン
ド社）、『意思決定の理論と技法』（ダイヤモンド社）、『選択と集中の意思決定』（東洋経済新
報社）など。

宮木 宏尚（みやきひろひさ）
東レ経営研究所特別研究員MOTチーフディレクター
東京農工大学大学院技術経営研究科非常勤講師

1968 年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。東レ（株）入社。13 年間工場におい
て合成繊維原料・エネルギープラント等の計画・管理担当の後、全社の技術戦略企画、新事
業企画、経営企画、情報システム企画などを担当。2002 年 12 月退社。2003 年 3 月から東レ
経営研究所特別研究員。2006 年 8 月東京農工大学大学院非常勤講師。現在、ミヤキ（株）代
表取締役社長、（社）化学工学会経営システム研究委員会委員長、日本技術者教育認定機構
（JABEE）審査員など。

山崎 阿弥（やまさきあみ）
フリーランス・ライター

繊維メーカーやWEBのプランニング会社での企画・デザイン、デジタル・デザイン系の専門
学校講師、企業グループが発行する新聞の記者等を経て現在に至る。環境関連の専門誌での
ライティング、各種デザインのクリエーティブ・ディレクターのほか、企業のブランディン
グにかかわるリサーチャーとしてマーケティングに携わる。2006 年から「戦略的技術マネジ
メント研修」の講義記録作成を担当。

Point
1 意思決定の質と事業価値創造の成功確率を高め、リスクを最小化するためには、実践的に使える技

法のマスターが望ましい。
2 日本企業は戦略的マネジメントに 3つの弱点を抱えている。（a）戦略構想の脆弱さ （b）戦略の

具体性の不足 （c）パッションの欠如。 社員の人生に大きな影響を与える意思決定に、トップは

“腕まくり”で臨むことが必要。
3 天才的なヒラメキだけでマネジメントはできない。適切な技法を使い、確実に解を出す素養を身に

付けることが肝要。また、日頃から「直感力」を磨くことも重要。
4 本研修の目的は、明日からの業務に使える「意思決定のための実践的な技法とパッション」の習得。
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このシリーズは、東レ経営研究所が主催する上級

MOT短期集中「戦略的技術マネジメント研修」で主

要科目を担当される講師の方に、講義の内容やMOT

（技術経営）についてインタビューするものです。

このインタビューを通して、各講師の先生とプログ

ラムディレクターの間で、研修の狙いや進め方など

について、より深い擦り合わせを行うものです。

今回はディシジョンマインド社代表の籠屋邦夫

先生にお話を伺いました（2007 年 6 月 7 日、東レ

本社ビルにて）。籠屋先生には「戦略的思考：論理

的思考と意思決定」と題して、戦略的意思決定の

ための理論と技法を講義いただいています。

建設的な不満や不安

宮木：籠屋先生はスタンフォード大学のロナル

ド・ハワード（Ronald  Howard）教授の理論をベ

ースとしたディシジョンマネジメントという考え

方を様々な企業に伝え、主に研究開発から新規事

業をつくる現場を支援されていますが、大学で化

学工学を専攻され、化学会社で技術開発に携わっ

ておられた先生が、ハワード教授のもとで意思決

定理論を学ぼうと思われたのには、どんなきっか

けがあったのでしょうか。

籠屋：最初に入社した大手化学会社で、総合研究

所でできた技術の“種”を実際に工場の現場で動

くところまで持っていく仕事に携わっていたので

すが、あるとき、数年間取り組んだテーマが中断

されてしまいました。「このテーマが工業化され

会社や社会に貢献することに向け、人生の大切な

時間を費やし、一生懸命仲間と続けてきた仕事が

中断されるのは、何と残念なことか」という思い

を強く持ちました。

そして、そもそもプロジェクトやテーマ自体

をいかに設定するかが非常に重要であり、「自分

はそこに携わりたい、そのための知識やスキルを

高めたい」という気持ちが次第に強くなりました。

宮木：つまり籠屋先生の著書にもあるところの

「建設的な不満や不安」（不満や不安を取り除くた

めに、建設的な努力をすること）を抱かれたわけ

ですね？　

籠屋：そういうことになりますね。

ハワード教授との出会い

宮木：学ぶ場を探すに当たっては、やはりアメリ

カが当時から進んでいたのでしょうか。

籠屋：はい。アメリカに焦点を当てて大学を探す

うち、スタンフォード大学のハワード教授が提唱

している意思決定論に関心を持ちました。

宮木：書店で籠屋先生の本に出合ったとき、これ

は「実践的に使える」と強く感じました。これは、

やはりハワード教授から受け継がれたものなので

しょうか？　

籠屋：そうですね。彼の特徴は徹底的にロジカル

に概念を明確化するところ、そして非常に実践的

であることです。例えば「意思決定」という概念

は「後戻りができない経営資源配分へのコミット

メント」、また、「戦略」は「対象とする企業や事

業の長期的業績に大きな影響を与える意思決定の

総体」、つまり意思決定のかたまりと明確に定義

します。単に文学的な表現で思いを語るのではな

く、具体的に何をやるのか、経営資源配分に踏み

込んだところまで考えています。

また、面白いことに彼は自分を仏教徒だと言
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っていました。不確実性に対する彼の態度を振り

返ると、確かにそれを思わせるところがあります。

私も本の中で「色即是空　空即是色」と述べてい

ますが、これを戦略論に当てはめて考えるならば、

将来は「必ずこうなる」と予測できるものではな

いけれど、それが物事の本質であるならば、それ

を認識した上で前向きに実践的に取り組んでいけ

ば良いじゃないか、というところと通じますね。

宮木：戦略策定の際の科学的なアプローチについ

ては、どのようなスタンスにあるのでしょうか。

籠屋：まず、数学的アプローチとか定量計算の意

味は、計算結果のNPV 1 の値がどうこう言う前に、

不確実性の数値を知的に読んだりそれをもとに計

算をする思考プロセスを通じて、戦略の中身をよ

り具体的に考え、思考を明晰化することにあると

いうことです。

例えばNPV 1 は不確実性の読み方によっていく

らでも変わりますから、会社の設定した基準値を

クリアするために数字を捻じ曲げる、鉛筆を舐め

るなどは論外としても、戦略を深く具体的に考察

し不確実性の読みを知的に正直ベースで行うこと

ができていなければ、そもそも NPV の計算をす

ることに意味がないのです。

また、不確実性やリスクを考える際、どこまで

数学的に精緻なモデルを使用し、扱えるほどの知

見があるかを吟味することが大切です。モデルを

どれだけ精緻に作っても、パラメーターを知的に

読むことができなければ意味がないからです。実

践的なレベルでの理屈を展開することが大事です。

その意味で、何でもかんでも理屈でやるのは

ロジカルでない、つまりこれ以上のロジックを展

開することは今の知識レベルでは実践的に無意

味、したがってロジカルでない、という見方もデ

ィシジョンマネジメントのロジックと実践性の特

徴だと思いますね。

宮木：ロジカルに済まないところをいかにプラク

ティカルにロジカルへ繋げていくかが大切なので

すね。そこのバランスを欠くとまずいマネジメン

トになってしまいますね。

日本企業の得手・不得手
戦略的マネジメント上の3つの弱点

宮木：お話を伺っていると、まさに日本企業が苦

手とするところに訴えかけてくると感じます。

籠屋：日本企業はオペレーションマネジメントが

非常に優秀です。しかし、大きく分けて 3つの点

で戦略的マネジメントに弱点を抱えています。

まず戦略構想が弱い。今後市場や技術がどう

なっていくか、それを捉える視野が狭い。今見え

ている顧客や技術の範疇でしか考えていない。そ

して、それを踏まえた上でどういう顧客にどんな

価値訴求ポイントを提供していくのか、すなわち、

自社がその事業を止めたら、潜在顧客も含めて誰

が便益を失い困るのか、喜びを得られなくなるの

かを熟慮し明確化していないために技術が事業化

しないのです。顧客が誰で、どんな価値訴求がで

きるのか、という考え込みが足りず、また、それ

らが競合他社や競合技術に比べて持続的優位性を

保てるかどうかを熟慮しなければならない。

宮木：そのようにして定性的に整理すると、大体

の企画は淘汰されます。そして、そもそもこの段

階でワクワクできないものに、人生は賭けられま

せんよね？　

1 NPV： Net Present Value 正味現在価値



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2007.7･8 経営センサー
61

上級MOT短期集中研修「戦略的技術マネジメント研修」について（第5回）

61

籠屋：はい、その通りです。そして、定性的には

大変興味深い戦略構想ができたとしても、これを踏

まえた上で組み立てる戦略の具体性が弱い。「明日

から何をすれば良いのか」、具体的にどのような

質・量の経営資源が必要で、それによってどの程度

儲けることができ、そこにはどのような不確実性や

リスクがあるのか、定量的な部分まで踏み込んだ実

現性・具体性が残念ながら見受けられません。

宮木：そして、最後はやはり・・・

籠屋：パッションが足りない。会社に言われたか

らやる、一応テーマを作らなければならないから

出した、という安易なレベルではなく、自分の人

生を賭けるテーマだという発想でテーマの設定と

検証を行うべきなのです。

宮木：さらに言うならば、真剣に取り組んでいる

現場に対するトップの姿勢が重要ですね。

籠屋：社員の人生に大きな影響を及ぼす仕事をや

っているという意識を持ち、もっと“腕まくり”

でテーマアップや意思決定、経営資源の配分を行

ってほしいと思うことがしばしばです。

ある会社でいくつかのテーマ検討を行ったと

きに、社内での評判が思わしくなかったテーマを

再検討してみると、技術開発や事業化の方法や方

向性によっては大きな事業価値を生む可能性があ

ることが明らかとなり、もう少し大きな投資を行

うべきではないかと提案しました。また、有望だ

と言われていた別テーマについては、今目指して

いる技術レベルでは事業性が低いことが予想され

たので、もう一段階高いレベルの技術目標を設定

し、半年か 1年のうちにそれがクリアできなけれ

ばむしろ中断した方が良いのではないか、と前評

判とは違うアドバイスをしたことがあります。

すると、その会社の技術担当副社長に、前者

については「そんなに事業価値があるとは思えな

い。技術開発はそんなに簡単じゃない」と言われ、

後者については「みんな頑張っているのだから、

あんまり将来性がないと言ってしまうのはどう

か」と検討そのものの意義を覆すようなことを言

われてしまいました。

宮木：意思決定に対する真剣味が足りないという

ことでしょうね。

幾何の問題
補助線で解く？　ベクトル解析で解く？　

宮木：しかし、実は今お話に出てきたような経営

者にこそ、ディシジョンマネジメントの技法は役

に立つと思うのです。私の経験でも、マネジメン

トは決して天才的な能力のみで行われるのではな

いと感じています。

籠屋：その意味で、世の中に、天才的な人のヒラ

メキで成功した、という話が多すぎると思いませ

んか？　ヒラメキや発見的手法は否定するもので

はありませんが、それを当てにしたマネジメント

は適切ではないと思います。

ハワード教授の考え方で、もう 1 つ感動的だ

ったのは、マネジメントや戦略がエンジニアリン

グできるということです。私は高校時代、幾何の

証明問題が苦手でした。補助線を一本引くと証明

できるわけですが、その補助線の引き方は誰も教

えてくれないのです。天才的なヒラメキに頼るか、

練習問題をたくさん解いて覚えたパターンを使う

かといった方法しかない。

しかし、ベクトル解析を使うと、幾何は必ず

解けるんです。解くための時間はかかりますが、

一瞬のヒラメキにかけて逡巡し時間を空費するよ

りも、ある程度時間をかければ解を見出せるやり

方の方が確実ではないでしょうか。

ディシジョンマネジメントもこれと同様です。

もちろんベクトル解析的アプローチばかりじゃ経

営はつまらないでしょう。

しかし、持続的な企業の経営には必要であり、

各人がある程度その素養を身につけることが肝要
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です。天才的なヒラメキを全く否定するものでは

ありませんが、それだけを追い求めていると、幻

の補助線があるかのごとく集団幻想で間違った方

向に進んでしまうのではないかと思うのです。カ

リスマの下では部下も考えなくなってしまいます

し、上司もその人がなぜその提案をしているのか

理解できない。

宮木：ロジカルにたどれることで、部下が検証す

ることも可能になりますね。しかし、天才的なヒ

ラメキではなく、直感力といったものは必要で、

それは日々感受性を磨くことによって養われ、気

づきやすくなりますね。

籠屋：そうですね。直感も、天才的なヒラメキだ

けではないと思います。諸葛孔明や竹中半兵衛と

いった軍師たちは古今の文献に当たり、自分の中

に多くの引き出しを作っていく。彼らの編み出し

た戦略・戦術も、どの局面でどの引き出しを開く

かというコンビネーションによるところが大きい

のではないでしょうか。端から見れば「天才」に

見えるけれど、奥にはそういった鍛錬があるので

はないかと。

宮木：なるほど。ディシジョンマネジメントは、

経営やマネジメントに対するエンジニアリングア

プローチの最たるものと言えますね。

籠屋：そうなんです。最低限このレベルを上げてお

くと、場合に応じて駆使することができ、かなり有

利です。補助線と違って人に教えることも可能です。

また、マネジメントとエンジニアリングの根

っこは一緒ではないかと思うことがあります。あ

る困難な状態に対して「何とかする」というニュ

アンスが似ているな、と思います。エンジニアリ

ングも、サイエンス的には分からなくても、実務

的に「何とかする」ですから。文系で言えば哲学

ではなくてマネジメント、理系で言えばサイエン

スではなくてエンジニアリング、でしょうか。

宮木：エンジニアは 100 点の解答でなくても何ら

かの答えを出さなければいけませんから。また、そ

ういった作業において、ある引き出しとある引き出

しが関連づけられて解が出るだけでなく、時には全

く関連性がないと思われるような引き出しを合わせ

てみるようなこともできると面白いですね。

籠屋：発想が変わるということで言うと、物理系

の研究開発者の中に化学系の開発者が加わると、そ

れぞれの学問大系では当然と思っていた発想が互い

に新鮮に感じられ、一種の化学反応が起こりますね。

“明日から”実践的に取り組む

宮木：さて、東レ経営研究所のMOT研修で、先

生にはこの戦略的な意思決定のための論理と 6つ

の技法を中心に教えていただいていますが、どん

なことを重視しておられますか？　

籠屋：研修に当たって重視したいのは、明日から

でも実践的に使えるツールを 1 つでも多く手に

し、マインド面で活性化されて、パッションを持

って帰ってもらうということです。

また、質問やコメントを受けた場合には、皆

さんがそれぞれどんな現状を抱えていて、どんな

バックグラウンドからそのような発言をしている

のかということを掘り下げ、できる限り想像力を

働かせて答えていきたいと思っています。そうい

ったことが各人のパッションの刺激にも繋がって

いくと思うんです。

出所：『意思決定の理論と技法』籠屋邦夫著 ダイヤモンド社

意思決定の質を左右する 6要素
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宮木：私たちの研修では、研修全体の流れを整理

し、各授業の繋がりやバランスを考えてカリキュ

ラムを組み、各担当講師に研修をお願いしていま

すが、感想やアドバイスをお聞かせ下さい。

籠屋：全体のバランスがよく取れたプログラムだ

と思っています。それぞれの取り組みについて優秀

な先生を集められているな、と感じます。私の講義

は実践編といった位置づけにあり、それに必要なア

カウンティングやマーケティング、戦略論の基礎知

識を他の先生たちに担っていただいていると考えて

います。また、目を見開く、意識改革を促すような

講義も組み込まれていますね。私の講義も実務家と

してのパッションを持ってもらうための刺激を提供

するための授業だと認識しています。

宮木：現状では研修の中盤にご登場いただいてい

ますが、もっと早い段階に、という案もありますか。

籠屋：そうですね。基礎知識が不足した状態、つ

まり最初の段階で授業を持つならば、「基礎知識

を学ぶことによって私の授業がより理解でき学ん

だことが使えるようになる」と、基礎知識獲得へ

のモチベーションを高めることができるでしょ

う。また、後ろの方で授業を持てば、それまでに

習ったことを実践に結びつけて生かすことを学べ

ますね。

宮木：研修時間は、現在丸 1日ですが、これにつ

いてはどうでしょうか？　

籠屋：できることならば、もう少しお伝えしたい

ことがあります。研修で知識と意識の両レベルで

得たものを実際の現場で使ってみたときに、必ず

ギャップを感じ、悩まれると思うんです。講義で

は一般化した状態で伝えていますから、個別具体

的な悩みが出てくるのは当然のことです。そのと

きに、どうやって乗り越えるか、ブレークスルー

するか、ということについて、各自が必死に努力

するのはもちろんですが、その段階でもサポート

できれば嬉しいですね。

例えば半年後、1年後に卒業生が集まって、講

師や別会社の仲間からアドバイスをもらうこと

で、糸口を見つける“クリニック”的な場がある

と良いと思います。

宮木：修了生からも、この技法を実際に現場で使

ってみて、うまく使いこなせなかったので、もう

少し具体的な演習のようなことも受講したいとい

う声もあります。OBのためのアドバンスドコー

スの研修なども、計画したいと思っています。

また、この研修は異業種交流の場の提供とい

うことも大変重要視しています。卒業後も刺激を

与え合い、それぞれの職場でのパッションを高め

合っていけると良いと思っています。

籠屋：そういった意味では、パッションを実務化

する、ということができるかもしれません。パッ

ションという言葉自体が難しいところがあって、

「やっぱり気持ち・気概だよな」と酒の席の話で

終わってしまいがちになる。そうではなく、別の

会社で同じように頑張っている人が、このような

方法で成功している、もしくは成功しつつある、

ということが分かれば、空理空論ではないパッシ

ョンを得られ、実務的に刺激し合えると思います。

宮木：いただいたご意見を随時反映し、より良い

研修にしていきたいと思います。本日は貴重なお

時間をいただき、ありがとうございました。
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