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P115 
人類が成し遂げてきた ものづくりのほとんどは、すでにあるものを活かすブリコラージュ	

特定の用途に合わせて手段のほうを改善するエンジニアリング、技術開発が主流に

なったのは最近300年程度	

What’s required today?	

P116 文化の開発に取り組むための起業家精神	

What’s the hazard?	

P117 それを持ちにくい組織構造	
５章へ	

おさらい 



（1983年）事実のようです	

118 
世に高名な大企業を商品開発組織と
して観察すると、共通する欠点がある	

いつか見た組織病	



ルーツはもっと根深い	

日本人が勝ってる点	

計算能力 
手先の器用さ 
勘のよさ 
ものを精製する 
歩留まりを上げる 

P119 
「資源」の制約がない世界では、大した強みでない	

「新しいことを思いつく力」では完全に負けている	



悪いことではないのよ	

P121 アメリカほど生活環境の空間コストやエネルギーコストが安い国は他にない	

多くの国々で資源節約型の商品が歓迎されたのは全く合理的	

で・も、	

P122 コンセプトから創造されたのは、日本国内のことではない	

模倣していた問題設定	



もっと小さく 
もっと早く 
もっと安く 
もっと省エネ 
もっと安全	

差	

こんなものがあればいいのに 
こういうのがあれば生活が便利 
こういうのないと、やばくね？	

違い	

P122 最初は欧米で「それがないこと」が問題として設定された	

それをより良く解決するツールを生み出す日本	



時計が	

ある 
ない	

違い	

テレビが	

ケータイが	

ブラウン管か 
FPDか	

当てになる 
当てにならん	

10cm 
5cm テレビの厚さが	

ケータイの重さが	
100g 
50g	

時計の正確さが	
10年に１秒 
１年に１秒	

差	

P124 既存の問題をよりパフォーマンス
よく解決する日本	

P123 その問題をそもそも問題だと思っ
て取り組んだのは西洋	



変なたとえですが	

年に１度が精一杯・・・	週に１回できるぜぃ！	

毎日だってできるぜぃ！	

違い	

差（かえって鬱陶しくないですか？）	

要るんか？問題	

ＪＩ	



P124 
しあわせとはどのような状態で、何がしあわせなライフスタイルかを模索し実用化し
てきた西洋社会	

暮らしのあり方を所与とし、解決手法の改善の競争にまい進する日本	

What	

How	

P125 
すでに持っている資源が価値を持つように「なる」のではなく、「する」	

活かし方を考える	

社会	

社会	

「問いを立てる」ことから始めねばならない	



ブリコラージュは、理論や設計図に基づいて物
を作る「エンジニアリング」とは対照的なもの	

教育のプロセスで優等生たらんと努力してきた
パーソナリティの持ち主には一番苦手なこと	

ちなみにWikipedia	

量産の教育 vs. 逸品の教育	

P125	



これからの子供たちに必要となるのは、いかに社会が変化しようと、

自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に
判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力である	

1996　中央教育審議会　第1次答申	

急にこんなん、言われたかって・・・ 
セットで来たのが「ゆとり」だし・・・	

P125 

問いを立て、問題意識を設定し、価値観を打ち立てる	

Required!	

日本政府だって、看過してきたわけではない	



教育の土台が	
かなり 
激しく 
著しく	

違うのに・・・	

片や 
「読み書きそろばん」	

教育学者	 生没	 主張	 内容	

John	Dewey	 1859	–	1952	 問題解決学習	 自ら問いを立ててそれ
を解く	

William	H.	Kilpatrick	 1871–	1965	 プロジェクト・メソッド	 計画作るところから自
分でやる	

Jerome	S.	Bruner	 1915–		 発見学習	 解決方法は自分で見
つける	

「見つけるところからやれ」と教え込まれている	

ＪＩ	



日本でも「本当に優れた教育者」は、やってきてたけど	

決して多数派ではない	

13/9/12 日経朝刊	



P126　ただ今日のための組織	

・組織の人たちの努力を無碍にはできない 

・失敗したリーダーを罰すると我が乱れ、コミュニティ
がバラバラになる 

・顔を立て、面子に配慮し、和を重んじて敗れていく	

「パッシブ良い子ちゃんたち」の集団	

などや波風　立ちませぬよう・・・	



P129 タバコ屋のおばあちゃんからは、自分と価値観を同じくする相手しか見えていない	

一応、心理学を修めた者として	

社会心理学方面に答えを求めてみた 

なんでこんなんやねん？	



三隅二不二　1966	

Performance 
× 

Maintenance	

P131 
コンセンサスが尊重され、非常にうるわしい
和気あいあいとした風景	

こっちばっかり重視しちゃうのね	

ＪＩ	



良くも悪しくも	

P120 日本の工業製品が優れている点の一つは、資源の節約	

手に入る物の中で何とか
やっていくでござる！	

なんでこんなんやねん？	

じゃないかな	

ＪＩ	



徳川時代の「乱」	

1637 島原 
1651 由井正雪 
1837 大塩平八郎	

以上終わり	

同じころ（17C～19C）、西洋では・・・	

「問題を立てて解決を目指す」 
肉食ライフに慣れていない	

30年戦争 
北方戦争	
プロシア建国	
スペイン継承戦争	
ブリテン成立	
オーストリア継承戦争	
七年戦争	
ポーランド分割 
アメリカ建国	
フランス革命	
神聖ローマ帝国解体	
米英戦争	
クリミア戦争	
イタリア統一 
南北戦争　・・・	

でも同時に	 すぎたのも否めない	

波風は立てないで
ござる！	

ＪＩ	



ちゃんと判断できる人は、 
ごくまれ	

Performanceは要求されなかった・・・伝統的に。	

P131 
どうしようもなくなってから小の虫を切ろうとし、手遅れで大の虫にも被害が及ぶ	

Maintenanceのみが大事	

P133  
とりあえず現在の社会のこのようだと思うので、このつもりで種々の取り組みを行う	



P134 「確かにそれはそうなんですが、社内でもいろいろありまして」（悲しきド”M”）	

世
界

冠

 

川
崎
重
工

	



体質だから、で片付けてはいられない	

P137 いっそ選ばれた新しい優秀なメンバーだけで新天地を開拓	

スカンクワークス	

日本の組織文化の伝統にはほとんどない	

Closed!	

選ばれし者だけで新天地を切り拓く思想	

西洋では基本なれど・・・	



これって、数少ない実
例なんじゃない？	

P138 苦しまぎれに「ソニー木原研究所」が挙げられておりますが	

中枢からはるかに遠い、ほんの一部の人間たち	

ＪＩ	



そもそも「大きな組織」は良いことなのか？ 

Bibb Latane, 1968	

でっかいこと自体が弊害	 小型企業の出番！ 

P141 機動的な小さな組織から学び取れることは少なくない	

ＪＩ	



「大勢でやる」が、必ずしもよくないし	

でも今ってこのエリア、多いじゃん 
（社会性とか福祉とか）	

「量」の世界は、そりゃ
人数多いほうがええ	

ＪＩ	



やれることは２つ	

①組織を小さくする　　②課題を魅力的にする	 ＪＩ	



P143 オーナー企業や家族企業は、文字通り身内	

「和」を取り繕う必要は元々ない	

やらなあかんことは自ずと決まっている 
＝わが身の問題として大きな責任を持って、とにかく「食いつなぐ」	 ＪＩ	



必要なのは「やり遂げるんだ」という熱い想いだけ	

やる気さえあれば、 
環境さえ与えれば、	

一部の人どころか 
１人でええねん	

６章へ	

ビジネスというのは、自分や、自分の大切な人がしあわせになるために誰かが始めるもの	

P144 思い切って踏み出そうとする雄大な企業化精神は、前近代的な組織から学べる	

ＪＩ	



６章	

タイ焼きだったり水着だったり、けっこうあっちこっち飛ぶ章なので	

私なりに文脈を整理してみました。	



６章	

P155　「設計」と一口で言うけれど	 ４段階あるよね	

内容	 たい焼き	

概念設計	 こんなものがあればいいなあ（ねらい）	 腹持ちがよく楽しいお菓子	

機能設計	 ねらいのためにどんな機能が必要か	 魚の形で甘い	

構造設計	 どんなスペックであるべきか	 15×10cmあんこ入り	

工程設計	 そのものをどうすれば作り出せるか	 （量産なら）６連返し式焼き台	

What’s 設計情報転写処理？	

P147企画者の脳裏から最終素材にまで情報が転写されていく	

ものづくりを、設計情報が次の段階へ転写されていく「情報の流れ」として捉える	



P162 
工程は提供価値次第で変わってくるけど	

↑フードコート	

柳屋→	



概念 
↓ 
機能 
↓ 
構造 
↓ 
工程	

ポイント	

近いほうがいいよね	

俺は概念の人だぁ！ 

俺は工程の人だぁ！	
とか遠いと、	

？
だって描いてな
かったじゃん！	

P163 ミラーが片方しかないトラック	

間違いなく速やかに

流れるためには	



素材と手順の同一性	

工芸の世界では、そもそも一人で
全部やる	

工業化（≒マスプロ）につれて遠くなっちゃっただけなんだし	

P149 均質素材と「計画性」	

P180 寿司屋の出前方式	



概念設計 
↓ 

機能設計 
↓ 

構造設計 
↓ 

工程設計	

工芸の世界の分業は	

前工程の作品自体も 

その日の天気や湿度でさえも	
「設計図」として取り込める	

超高度な現場があってこそ成立する	

P165 現場の担当者の能力と志の両方が高くなければ不可能	



現場主義をより優れたものに磨いていくと、設計図や
手順書のような言語化・文書化された情報を超える
文脈依存度の高い、非言語的コミュニケーションに、
現場の人々は依存していきます	

P165	

これ、けっこうこの章のキーポイントです。 
後ほど帰ってきます 



＝P183 現場の本社主義	

「工芸」の世界を「工業」として成立させる	

組織のあり方	

≠単なる現場主義	



たった一人に、全部任す	

P181 基本は「一人でぜんぶやる」	

概念設計 
↓ 

機能設計 
↓ 

構造設計 
↓ 

工程設計	



P170	

社長直属の 
「妙に組織的でないポジション」P189	

P179	

P172	

駒田さん、すごいね。 
よく頑張ったね	

担当者本人が 
何もないところから問いを立てて、ぜんぶ
の穴をつぶしていく	

全社を挙げて協力する	
着脱性 
保温性 
加工しやすさ 
コスト 
デザイン性 
・・・	

先輩に付いてスポーツクラブめぐり	

試作品の現物を現場に持って
いって、担当者本人が粗探しする	



よくがんばった天才の話	
・・・じゃあないねん	

組織の話やねん	

P183　組織的な企画パフォーマンスの改善	

でもここは、	



生産から消費に至る川の上流下流を行ったり来たりしてグレードアッ

プを働きかけるプロセスで、商品の企画意図や商品設計の細部まで

情報化し、文書化する習慣が確立され始めた	

現場主義では、言語化・文書化された情報を超える、

非言語的コミュニケーションに、人々が依存する	

P183 

P165	



P184 ただの記録作業ではありません	

担当者が自分で働きかけて、「それまではなかった情報を世界に発生させて」、

それを記述することで、文書化される情報は希少なものになる	

ある場に行けばそこにある重要な情報に自分が接触できる、という基本的に

受け身の態度では足りません	

行って、眺めるんじゃない	 働きかけて、見つけるんだ	

現場における本社主義	



P186	
確かに駒田さんは企画担当者として素晴らしい	

でもそれだけじゃない	

P187	

同僚や後輩たちに多くのエピソードがしっかりと伝達・記憶されていた。 

そこからいろいろの教訓を引き出そうとしている。	

問題意識とそれを形にする方法知を、企画書兼仕様書のような形式で蓄積していった	



P188  

まだ世にない商品を着想したら、そこから組織の力が試される。 

商品化される可能性を高めるには、企画担当者を取り巻く組織のありようが大いに影響する	

「人次第」と言ってしまっては短絡的 
その人を活かす組織の文化や風土は、組織の側が整備する	

P188 アイデアを活かしやすい組織	

アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何
ものでもない	

既存の要素を新しい組み合わせに導く才能は、物事の関連性を
見つけ出す才能に依存するところが大きい	

ＪＩ	



幸せって、探したって	 そんなに見つからないのに	

ふとした瞬間に	 すぐ目の前にあって	

気付けるか、気付けないか	 たったそれだけのことで	

今よりもっと幸せに	 なれるんだよ	

ＪＩ	



ＪＩ	

気づきを活かせる組織	



気付ける私でありたいし	

活かす組織であって欲しい	

（望み薄・・・）	


