第 17 回：批判することの無責任さ。賛成することの勇気。
批判する ことは 簡単で す。
「問 題があ る」と いう 殺し文句 が使え るから です。私の顧 問先の
企業が新 技術を 開発し て、大 手企業 に持ち 込ん だときの 話です 。その 新技術 の開発 は、偶 然
にも大手 企業で も最優 先の開 発課題 として プロ ジェクト チーム が組ま れてい ました 。顧問 先
の企業が 開発し た新技 術は、 そのプ ロジェ クト チームの 責任者 に評価 される ことに なった の
です。しかし 、結果 は、
「 いいも のだと 思いま すが、問題もあ ると思 います 」と いう評 価が下
されたの です。 大手企 業のプ ロジェ クトチ ーム の責任者 が、そ の新技 術をい いもの だと評 価
した瞬間 に、
「そ れじゃ 、いま まで我 が社で やっ てきたこ とは何 だった のだ」と言う トップ の
叱責を恐 れたの でした 。
新技術を 受け入 れるこ とは、 プロジ ェクト チー ムの存在 と、プ ロジェ クトチ ームの 責任者
の能力が 問われ ること を恐れ たので した。
結果とし て、プ ロジェ クトチ ームの 責任者 が使 った手は 「消極 的な賛 成」と いう手 法でし
た。
「前向 きに検 討しま す」と いう言 葉に置 き換 えること ができ ます。大企業 病の典 型的な パ
ターンで す。批 判しな いかわ りに賛 成もし ない 、という 様子見 です。 先送り するこ とです 。
「第五 世代 マネ ージ メント 」の 著者 であ る、チ ャール ズ・M・ サベ ージ は、 次のよ うに 述べ
ています 。

“企業の 利潤に 底穴を 開ける 真の元 凶は、 製品 の仕掛品 ではな く、い わば意 思決定 の仕掛
品、すな わち意 思の未 決定で ある。 企業の 活力 と熱気を 蝕むも のは、 無知の 細かい 事柄に つ
いての中 途半端 な決定 や決定 なしの 放置状 態で ある。従 って、 意思決 定の仕 掛品は 、喩え 境
界が不明 確で情 報がわ ずかし かない 場合で も、 決着をつ けなけ ればな らない ”

意思決定 が為さ れない 、もし くは意 思決定 が曖 昧に為さ れると 、グロ ーバル ・ネッ トワー
キングの 時代で は、意 思決定 を必要 として いた プロジェ クトの 進捗が ストッ プして しまい ま
す。目の 前に見 えてい るスタ ッフ以 外に、 目の 前に見え ていな いスタ ッフに かかっ ている 人
件費もど んどん 浪費さ れます 。
賛成する ことに は勇気 が必要 です。 やり続 ける という勇 気です 。かつ てこの 言葉は 、松下
電器の松 下幸之 助氏が 、そし てサン トリー の佐 治敬三氏 が「や ってみ なはれ 」と言 ってい た
言葉でし た。関 西弁特 有の柔 らかい 言葉で すが 、その裏 には、
「 いった んやる といっ たら死 ぬ
きでやり なはれ 、簡単 に音を あげる ことは 許し まへんで 」とい う、き つい言 葉がつ いてい た
のでした 。

※ 次回 掲載 予定 ・・ ・ 第 18 回： 知識 につ いて語 って みよ う。
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