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組織的知識創造と
ミドル・マネジャーの認識
―キヤノン・アルビレックス新潟の事例研究―

丸山

一芳

リクルートワークス研究所・客員研究員

ミドル・マネジャーが組織的知識創造においてミドル・アップダウン・マネジメントの中心的役割を果たすこ
とは，マクロの視点においてこれまでに報告がなされてきた。本稿では，知識経営論と伝統的な認識論における
目的のちがいをメタファーとして議論することで企業組織におけるミドル・マネジャー自身の認識とはいかなる
ものかについて仮説を提示し，ふたつの事例研究によりミクロの視点から考察する。
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Ⅰ．序論

集団の成員となることによって連携を保っている

Ⅰ-1. 背景と目的

という。このときのミドル・マネジャーの役割を
「連結ピン機能」と名づけたのである。

中間管理職の役割は減少しているのか，それと

この議論は，Likert が組織の諸特性について一

も増大しているのか。佐藤（2004）によればこの

つのシステムとしてとらえた場合に，そのシステ
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ムを専制的な管理の組織から集団参画型の組織ま

稿では前述の議論等と同様にミドル・マネジャー

で４つの類型に分類し，膨大な実証的研究を拠り

の役割の重要性について積極的に論じている野中

所に企業業績，組織成員の満足度や職場集団の活

（1990）
，Nonaka & Takeuchi（1995）に代表さ

性化の程度において，最も優れていたのが参画型

れる一連の知識経営論における Nonaka（1988）

組織システムであるということを述べたものであ

にはじまるミドル・アップダウン・マネジメント

った。この参加型組織において，連結ピンは複数

の議論に沿って考察をおこなっていく。その中で

の集団的意思決定・管理過程に関与できることが

特にミドル・マネジャーの認識について注目し，

強調され，連結ピンの情報伝達機能がきわめて重

仮説としての認識モデルを構築することが目的で

要になるということを示した。

ある。
ミドル・アップダウン・マネジメントの議論が

図表 1 連結ピン機能

トップダウン型のマネジメントとボトムアップ型
のマネジメントでは説明できなかった経営プロセ
スについてマクロの組織現象を説明してきたこと
にたいし，よりミクロの視点でそのときのミド
ル・マネジャー自身の認識を組織論的文脈のなか
で考察するという意味でこの目的は理論的意義が
あると思われる。
Ⅰ-2. 研究の方法と本稿の構成

出典：Likert（1961＝1964）

本研究では，まず知識経営論における理論的枠
ほかにも Kanter（1982）は「創造的な管理者

組みと伝統的な認識論の目的についてそのちがい

は単に上司や仕事からパワーをあたえられるわけ

を中心に理論研究をおこなう。そして，イノベー

ではなく，新しい大きな仕事を遂行するときに不

ションと内発的モチベーションの関係についても

足する力は自らの力で探し出す」とした。

検討し，そこからミドル・マネジャーの認識過程

また金井（1991）は，戦略・革新志向の変革型

に関する仮説としての理論モデルを導出する。

ミドルのリーダーシップ像について上意下達だけ

このモデルについて事例研究によって説明をお

でなく自部門の課題を積極的に提示しつつ，思い

こなうことで若干の補強をする。さいごにこの仮

切ったエンパワーメントによる人材育成をおこな

説としての理論モデルをさらに考察しその意義と

い，さらに他部門や社外のネットワークを構築・

限界・課題を述べる。

活用するとして論じた。

事例研究におけるデータ収集のためには顕著な

さらに寺本（1992）は，日本企業に「ビジョン

知識創造過程にたずさわったミドル・マネジャー

構築力」
「シナリオ策定力」
「エネルギー編集力」

にインタビューをする必要がある。そこで

をもったパワーミドルが待望されてとした。

『Works』誌にて連載されている「成功の本質」

これまで議論したようなミドル・マネジャーの

に登場する事例企業であり，本研究に好意的にご

積極的な役割については，増大したり減少したり

協力いただけるキヤノン，アルビレックス新潟に

するのか明確ではないが，組織の革新あるいはイ

訪問した。その成功におけるミドル・マネジャー

ノベーションとの関係性において捉えた場合には

に焦点をおきインタビュー調査を再実施するとい

非常に重要な役割があると考えられてきた。

うユニークな試みは『Works Review』ならでは

こういった組織論的文脈にのっとりながら，本

のものである1。その他データ収集のために実施し
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たのは，キヤノン・IXYデジタルの開発とアルビ

間によって“真実”へと正当化されるダイナミッ

レックス新潟に関する文書分析である。

クなプロセスと見るのである」という知識観をし
めしており，真実性の追究としての認識論の知識

Ⅱ．先行研究の検討と仮説の導出

観よりも個々人の信念がいかに組織的に正当化さ

Ⅱ-1. 認識論と知識経営論のちがい

れるのかが強調されているのである。つまり「正
当化された真なる信念」という知識の定義の「真

知識経営論はこれまでに哲学の分野として扱わ

なる」という部分を追求する個人主義的な認識論

れてきた知識の哲学である認識論の伝統にのっと

と「正当化された信念」という部分や組織的なプ

り議論が深められてきた。

ロセスを強調する知識経営論というちがいなので

ここでいう知識とは，伝統的な認識論において

ある。

も知識経営論においてもデカルト以来の「正当化
された真なる信念（Justified true belief）
」という
定義である。

Ⅱ-2. 組織的知識創造と
ミドル・アップダウン・マネジメント

戸田山（2002）によれば認識論の歴史とは，ま
さに信念をいかにして正当化するのかについてど

このように組織的な個人の信念の正当化プロセ

う基礎的な（もう正当化の必要の無い）信念によ

スとして組織のダイナミクスをみる知識経営論が

って基礎づけるのかを議論してきたといえる。論

もちこんだ認識論的次元は知識の二面性としての

理的に客観的に基礎づけることが可能となること

暗黙知と形式知という側面であった。そしてこの

で真理を探究しているということである。

暗黙知と形式知の絶え間ない往還運動に，個人か

デカルトの分割や懐疑論その他の際限なき詳細

らグループへ，グループから組織へ，さらに組織

なレビューは当然のことながら不可能なのであえ

から組織間へという存在論的次元をも持ち込み知

2

て触れないでおくこととする 。
いっぽうで知識経営論における野中(1990)は，

識スパイラルとして描きだしたのが組織的知識創
造という概念である。それは野中・遠山（2006）

信念をいかに基礎づけるのかということよりも，

によれば「個人のもつ主観的な暗黙知を表出化し

むしろ「われわれは，認識論におけるこれ以上の

客観的な形式知にして共有することにより異なる

知識の形式論理的な展開に興味はない」とした。

視点を綜合し，創造された新しい知をもう一度自

それは加護野（1988）の組織認識論が「認識の問

分の中に主観的な知として体化することにより，

題を哲学のように根本まで遡って原理的に論じる

さらに個人の暗黙知を豊かなものにしていくプロ

のではなく，組織の現実との関わりの範囲内で取

セス」というものだった。

り上げよう」としたことにも通じる。

この組織的知識創造にはミドル・マネジャーの

つまり，組織論の研究戦略として伝統的な認識

役割が大切であるという。たとえば，ミドルはチ

論のように信念を正当化するにあたる基礎づけに

ームやタスクフォースのリーダーを務めることが

関する真理追究はあえておこなわずに「日常の論

多い。このミドルは，会社のビジネスの実状に精

理」についてその正当化プロセスを追っているの

通している第一線社員と，会社の方向性としての

である。

ビジョンを示すトップを結び付ける戦略的結節点

当然のことながら企業経営という日常において
は日々の意思決定は真理を探究しその基礎づけの

であるといえる。
それは，図表 2 のようにミドルがトップとロワ

探索のために組織活動を営んでいるわけではない。

ーを巻き込み，スパイラル変換プロセスを通じて

したがって Nonaka & Takeuchi（1995）は，知

知識を創っているといえるからだという。

識経営論の考え方として「知識を個人の信念が人

また，Nonaka（1988）や Nonaka & Takeuchi
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（1995）は，ミドルがこのような役割を担えるの

は参考になると思われる。そのことは「日常の理

はその位置づけがまさにミドルであるからだとい

論」3に生きるミドル・マネジャーに限った認識論

う。

という意味で中範囲の理論を目指すにあたり重要
なことではないだろうか。

図表 2 ミドル・アップダウン・マネジメント

認識論では，正当化に関する基礎づけ主義につ
いて大きく分けて内在主義と外在主義がある。
内在主義とは，信念の正当化においてその信念
を基礎づけることのできる信念には認識する本人
自らが到達することができるものだけであるとい
う考え方である。つまり，認識者の心の中に信念
を「基礎づける信念」が存在するという考え方で
ある。
また反対に外在主義とは，信念の正当化におい
て認知する本人がわからないような，本人とは関

出典：Nonaka & Takeuchi（1995=1996）

係の無い要因を持ち出してもよいという考え方で
ある。つまり，認識者の内側ではなく他者などの

つまり，組織におけるミドル・マネジャーが担

外側に存在するという考え方である。

うプロジェクトやタスクに関して，トップの出す

この内在主義と外在主義という２つの対立する

目標や壮大なあるべきビジョンと，さまざまな現

基礎づけ主義は伝統的なデカルトやヒュームの懐

場における現場特有のロワーの経験的ないまここ

疑論にたいする論駁の歴史の中などでこれまでず

でおこっている現実との乖離の中でミドル・マネ

っと試みられてきたのである4。

ジャーを中心になんとか現実的にして壮大な中範

たとえば最近の BonJour & Sosa(2003)の討論

囲のコンセプトを生み出しながら組織的知識創造

でも BonJour は，
自分の意識に与えられたものを

を不断のプロセスとしていくという方法論なので

受け取ることや，ア・プリオリな基盤に基づく推

ある。

論を受け入れるという伝統的な内在主義の立場で
あり，Sosa は信頼できる源泉をもつだけでは不十

Ⅱ-3．内在主義と外在主義

分だと主張して対立しているという具合に結論の
出ないテーマである。この議論が何百年もつづい

われわれが，認識論のように知識を定義するた
めに信念をいかに基礎づけるのかについての真理

ているのもこれまで述べてきたように認識論が認
識論であるがゆえだ。

の探究をおこなう立場ではないということは，こ

しかしわれわれは，正当化の基準を組織が日常

こまでであきらかとなった。しかしすでに述べた

の知識として「信念を正当化」するという意味で

ようにミドル・アップダウン・マネジメントにお

は，さまざまなかたちで基礎づける信念を想定す

けるミドル・マネジャーはいかに認識しているの

ることができる。特に企業組織におけるミドル・

かという問いは，よりミクロの視点でそのときの

マネジャーであれば，それは企業の経営理念であ

ミドル・マネジャー自身の認識を組織論的文脈の

るかもしれないし，上司にあたるトップから指示

なかで考察するという意味で意義があるのではな

される事業コンセプトや営業的数値目標であるか

いだろうか。

もしれない。あるいは部下たちによってもたらさ

そのために認識論における基礎づけ主義がどの

れる市場動向に関する情報や工場での実現可能な

ような議論展開をしているのかについて知ること

技術であるかもしれない。ほかにも自身の感知で
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きない場所において，たとえばミドル・マネジャ

創造性や知識創造とこの内発的なモチベーショ

ーが工業製品開発チーフであったとすれば，自身

ンに関係がありそうだということはすでに指摘さ

の専門技術からは程遠い技術分野における学会で

れてきた。たとえば，Amabile（1998）は創造性

偶然に現在開発中の製品技術とおなじ技術が評価

について３つの要素を挙げており，柔軟にひとが

されているかもしれない。さらにミドル・マネジ

創造性をもって問題へアプローチできるかを決定

ャーの統括する製品やサービスが最終的に市場で

する「創造的思考スキル」
，技術的・手続き的・知

どのような評価を得るのかについても自身の外側

的な知識という意味での「専門性・専門能力」
，さ

の意図を超えた次元もふくめて結果が出る。これ

らに長期的に持続する行動や創造性の要因として

らは外在的な信念として基礎づけるものであろう。

内発的な「モチベーション」をかかげている。

いっぽうミドル・マネジャーの自らの内からも自
分の興味関心や，やってみたい技術，実現したい・

図表 3 創造性の３つの要素

関わりたい社会などという内発的なモチベーショ
ンがあり，これらが内在的な信念として基礎づけ
るであろう。
次にこれをミドル・アップダウン・マネジメン
トに即して考察する。トップの壮大な理論と，第
一線社員からの現実はこうだという知識はミド
ル・マネジャーを外在的に基礎づけるものであろ
う。そして，ミドル・マネジャーの生み出す中範
囲のコンセプトにはモチベーションの観点から内
在的な信念がある程度以上に基礎づけているので
はないかと考えられるのである。つまりミドル・
マネジャーの日常の認識においては内在的な基礎
づけと外在的な基礎づけが混在一体となっている
可能性があるということである。

出典：Amabile（1998）

内在主義の基礎づけに関する議論は認識論にお
いては少し旗色が悪い5。しかしミドル・マネジャ

さらに守島（2002）は知識創造をおこなう個人が

ーの日常の認識における内在主義的基礎づけには

考えるという行為において内発的なモチベーシ

大きな意味があると考えられる。それは，すでに

ョンが重要だということを指摘し，こうした創造

述べたように内発的なモチベーションの議論と関

性に配慮した人材マネジメントの必要性を提言

係すると思われるからである。

している。

内発的なモチベーションとは Deci（1975）に
由来するもので活動自体がその活動の目的である

Ⅱ-4．ミドル・マネジャーの認識仮説

というような行為過程のことである。心理興奮状
態や達成感といったものがそのまま活動の報酬と

ここまでの議論を集約し，組織的知識創造にお

なって動機づけられていく過程をいう。これは企

けるミドル・マネジャーの認識モデルを仮説とし

業組織内であれば仕事そのものの内容によって動

て図表４のように提示しよう。このモデルの基本

機づけられることを指し，給与などの金銭的な報

はミドル・アップダウン・マネジメントにおいて

酬や昇格・異動による外発的な報酬の対極にある

ミドルの信念をどのような信念によって基礎づけ

ものとして位置づけられてきた。

るのかを表現するもので，内在主義と外在主義を
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図表 4 ミドル・マネジャーの認識モデル仮説

メタファーとする正当化基準が存在し，ときには

のであった。しかしこの IXY デジタルの発売によ

矛盾したり距離があったりする信念として同居す

り機種別シェアで 1 位になるなどして現在のよう

るとしていることである。ミドル・マネジャーは

にメーカー別シェアでもトップグループへと伸び

その矛盾や距離をなんとか解消していくという認

ていったのである。この IXY デジタルはさきほど

識プロセスをたどると考えるのである。

の新聞記事のとおりそれまでの画素数による開発

Ⅲでは，この仮説をよりわかりやすくするため
２つの事例研究をおこなう。

競争から一線を画し，あえて 200 万画素という必
要最低限の画素数に落として，小型・軽量という
カードのようなサイズかつ優れたデザインという

Ⅲ．事例研究

部分で他社と差別化し競争のルールを変えた製品

Ⅲ-1. キヤノン・デジタルカメラ

であった。

IXY デジタルの開発

この製品の成功した本質はそのほかにもたくさ
んある。しかしここでは知識創造におけるミド

「1995 年にカシオがはじめて売り出した液晶

ル・マネジャーの認識を議論するのが目的である

付きデジカメ『QV-10』の 25 万からスタートし

ため IXY デジタルの小型・軽量化における開発チ

た画素数競争は，400 万クラスが登場してほぼ一

ーフというミドルの認識に議論をしぼり割愛する。

段落。2000 年 5 月には画素数を 200 万に抑え，

IXYデジタルの開発前からキヤノンのデジタル

小型・軽量とデザインを売り物にした「IXY デジ

カメラは発売されていた。しかし事業的には厳し

タル」
（キヤノン）が登場し，新境地を開いた」
。

い状況がつづいた。
1984 年に読売新聞社と組んで

（2002 年 7 月 6 日『日経 MJ』
）

ロス五輪に業務用デジタルカメラの実験機を持ち

IXY デジタルとはキヤノンが 2000 年より発売

込んでの写真電送実験をおこなった。その 2 年後

しているコンパクトタイプのデジタルスチルカメ

には業務用電子スチルカメラを商品化する。1989

ラのことである。それまでキヤノンのデジタルカ

年には民生用でも発売にいたるのだが，
1992 年に

メラはけっして高いシェアを獲得していたわけで

は経営判断により事業部門から撤退して本社研究

はなかった。富士フイルムやソニー，カシオとい

開発部門へと移管されることになる。その後も

ったメーカーによって民生品デジタルカメラの市

SOHO向けオフィス機器としての発売や，パワー

場は占有され 5 位，6 位メーカーに甘んじていた

ショットA5 という機種を発売するが売れ行きは
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伸びなかった6。

は，開発チーフ溝口のたくみな方法で徐々に現場

こうした経緯の中，開発チーフである溝口芳之

レベルへと下ろしていったのであった。しかし開

のもとで IXY デジタルの開発はおこなわれた。こ

発の基本コンセプトが現場設計者に浸透していっ

の開発に際して溝口は上司の真栄田雅也からひと

ても簡単にそれが設計に結びつくわけではない。

つのカメラを手渡された。それは，当時 APS 方
式のフイルムカメラでカードサイズを実現して大

「やっぱり最初は設計を担当する人と話を

ヒットしていた IXY シリーズの最新試作機であ

していても『できる』っていう感じにならな

った。真栄田は最初からこの APS カメラと同程

いのです。やはり見たことのないものをつく

度の小型・軽量デジタルカメラを開発せよと指示

ろうという話だから，なかなか『できる』と

したのではなく，現在 APS カメラではこういっ

いう状況にはならないですね。もう『これ以

た画期的な大きさの試作品をつくっているという

上，小さくなりません』とか言われてしまう

ことで預けたという。すなおに受け取った溝口は

のです。でも，やっぱり『まだもう少し小さ

「APS はこんなに小さくなるんだ」と感心してい

くなるんじゃないか』という話をして『こう

たという。

やってみたら，ああやってみたら』というこ
とを続けていったわけです」9。

「一週間くらい経って，デジタルカメラで
もこの大きさをやれるかどうかを検討して

各要素技術の設計担当者には要素技術ごとに現

ほしいと言われたのが最初でした。あんまり

在可能な技術があり，その現実とまだ見ぬあたら

現実味が無い感じがしたのですが，少しずつ

しい設計にたいしてチーフと設計者でなんどもす

考え始めたんです。カメラの大きさを決める

りあわせの議論をしていくわけである。

のは撮影系のレンズ周りなので，まずはそこ
ができるのかについてずっと考えました」7。

「図面上で設計可能にならないと実現しな
いので，それをとにかく詰めていくしかない

こうしてはじまった小型・軽量のデジタルカメ

のです。どこまで小さくすることが可能なの

ラ開発は，まず光学や電気，機構などの要素技術

かということが結局誰にもわからないので

ごとのキーマンに溝口が「小さいカメラをやりた

すから、どこまでやれるのだろうかと。どこ

いのだけど，何かできることはある？」という具

で本当に製品に向けて試作を動かしだすの

合に話をもっていくことによって動き出した。

かというのが誰もわからないわけです。何回
も何回も各要素技術を出し合って打ち合わ

「当時『この大きさにしたい』といえば『で

せをする中で，逆にサイズが大きくなってし

きない』と言われてしまって，最初からやら

まうこともありました。少しずつすすめるわ

ない方向にしかいかない。具体的にＡＰＳカ

けですが，どの大きさが小型化の限界なのか

メラの試作機と同じ大きさという目標を示

もどの大きさなら製品として受入れられる

すには目標にならない程のレベルと感じら

のかもわからなかったです。
」10。

れてしまう。ある程度技術的に実現性を帯び
るまで、カメラを小さくするための各要素に
おけるネタを集めていきました」8。

なんとか小型・軽量化を実現する設計ができつ
つあっても，どこまで自分たちができるのか，ま
たどこを終着点とすべきなのか，チーフ自身の中

このようにトップから示された APS カメラと
同程度の小型・軽量サイズという具体的開発目標

でも開発プロセスの中では明確にわからない部分
を多分にかかえながらとにかく進めていったのだ。
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くコーディネートするという調整する権限を行使
「結果的には正面からみた大きさについて

していくのである。

は、縦も横もAPSの試作機と同じサイズにす
ることができましたが、厚みについては、IXY

「最終的に 100％納得ができるわけではない

デジタルはAPSの一割くらい厚いものになり

のですが，自分の思い入れがつまった製品を

ました。その厚さは，ほとんど撮影系のレン

出す。それが世の中に受け入れられるかどう

ズで決まるため、レンズについても詰めてい

かはわからないのですが，それを市場に出せ

きました。でも私はレンズ設計者ではないの

るというのはとてもやりがいがあります。そ

で，詳しくわからないのです。わからないの

れだけかもしれない。いい製品を出して世の

だけれども，レンズ開発の専門家と一緒に詰

中に問いたいとか，自分のつくりたい思いの

めていく中で，レンズ開発者に『やっぱりこ

こもった製品を出したいというのは，上司や

こまでかな』というものがあり、私にも『や

トップもそうだし設計している人たちもそ

っぱりここなのかな』というようなものがあ

うなので，大きなベクトルはあっているので

りました。レンズ以外の部品で厚みにからむ

すね。ベクトルの全然違うひとたちの間に挟

ものもあるのですが，自分の中である程度

まって何かをしているということではない

「このへんかな」と煮詰まった感じがあり、

わけです。同じベクトルを向いているのだけ

それがちょうどAPSより 1 割大きかったわけ

れども，立場によってその要求度合いがちが

です。
『１割ならいいか』というと変なので

うとか，そういうことだと思います」12。

すが，１割の厚みなら製品にしてもなんとか
なるのではないかという，そこの見極めが本
当に難しかったです」11。

このように自身が単一製品の全体をオーガナイ
ズしていくというプロセスのなかで自らの思いを
反映させてその結果を市場に問うという社会との

APS カメラのサイズという正当化基準をもち

コミュニケーションによって自らの思いを表現し

つつも，自分ではどうしてもわかりえない現場の

ていく過程それ自体が困難でありながらも大きな

レンズ技術という現実と，市場という自分の意識

モチベーションにつながっているのだろう。

の外側にある不確実な基準にたいして，わからな

では，うまくいく開発とそうでない開発につい

いけれどもなんとか正当化していく。これが IXY

て溝口はどのように考え，どのような信念をもっ

デジタルの小型・軽量化にこぎつけていくプロセ

ているのだろうか。

スである。

「製品開発の中では，ギリギリにできている

こういった非常に困難なこれまでにないものを

というものが好きです。開発日程も製品性能

つくるという製品開発プロセスの中でミドル・マ

もスペックもスペースも何でもそうですが

ネジャーの何がそれを可能にするのかという筆者

『やっと製品になった』というのが一番いい

の問いにたいして，溝口の回答はミドル・マネジ

製品だと思っています。そういう開発は与え

ャーの認識特徴を非常によくあらわしているもの

られたスペースや日程を一番うまく使って，

であった。それはミドルには組織内を「調整する

一番新しい技術を世の中に出せたのではない

権限」があるというものであった。つまり，ミド

かと思います。そういう製品作りをしたいと

ル・マネジャーは意思決定における最終決定権が

思っています。だから『もう最初からできる』

ないというなかで，現場における動かしがたい現

ということをやると，それは大抵少しマチが

実や上司やトップの壮大なビジョン，また市場や

あってその分やり残しがある製品になる気が

社外のステークホルダーという環境の情報をうま

します。勇気がいるのですけど。本当に開発
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中はすごく辛いわけですが，そうやって出て
きた製品には満足感があります。やり尽くし

Ⅲ-2. アルビレックス新潟 サッカー不毛の地
におけるスタジアム満員戦略

たという感じのある製品が終わってみると気
に入っています。自分の場合は，そういう製

2007 年Jリーグ・ディビジョン１を 15 勝 13 敗

品開発が成果も出るのではないかということ

６分で勝点を 51 とし６位の成績を残したのがプ

です。可能かもしれないし，不可能かもしれ

ロサッカークラブのアルビレックス新潟である。

ないというのをどれだけ上積みできるかが，

J１リーグに昇格したのが 2004 年からであるが，

13

そのときの競争力なのかなと思います」 。

全国的にその知名度がすっかり定着した感がある。
驚くべきはその入場者数である。たとえば 2007

こういった長年の開発者としてのキャリアやキ

年のJリーグ公式戦入場者数は 859 万 510 人であ

ヤノンというフィールドで培ってきた経験的な信

り，一試合平均では 1 万 2578 人なのだが，アル

念が彼の製品開発における内発的なモチベーショ

ビレックス新潟はホームで一試合平均 3 万 8276

ンであり，内在的に基礎づける信念となっている

人の入場者数を誇る14。

のであろう。

しかしこのように新潟のプロサッカーチームの

ここまでの事例をさきほどのミドル・マネジャ

試合に観客がたくさん入るなどということは，大

ーの認識仮説上にて考察するならば図表 5 のよう

学卒業まで新潟に住んでいた筆者をふくめて，た

になるだろう。

とえば 10 年前の新潟県民の誰にも想像のできる
ことではなかった。新潟県はいわゆる地方都市と

図表 5 IXY デジタルの事例研究

しての性格を強くもち，スポーツ観戦にかんして
は，数年に一度やってくるプロ野球ジャイアンツ
の試合を待ち遠しく感じる程度で，テレビで巨人
戦を視聴するくらいという風土であった。サッカ
ーに関してはこれまでに新潟市内にサッカー部の
無い小学校・中学校なども存在していたくらい一
部の地域をのぞいてけっして人気の高いスポーツ
とはいえなかった。くわえて屋外スポーツに強い
チームのあった県でもなかった。これは日本海側
特有の気候に加え，冬にたいへん厳しい降雪があ
ることにも由来していただろう。
そういった「サッカー不毛の地」新潟をホーム
タウンとするこのクラブは，
1955 年に創部された

もちろんキヤノンという素晴らしいフィールド

新潟イレブンサッカークラブが母体である。その

でカメラ技術に関する伝統や知識・技能，さらに

後，全国社会人大会などに出場し，1986 年には北

は当時のトップ御手洗社長の強いコミットメント

信越サッカーリーグに昇格した。
1994 年に新潟県

があってはじめて IXY デジタルは大きな成果を

サッカー協会の強化指定を受け，これにあわせチ

あげたのだろう。
しかし連結ピンのようにミドル･

ーム名をアルビレオ新潟 FC と改名した。そして

アップダウン･マネジメントのなかで溝口という

アルビレオ新潟後援会が創設される。この背景に

すぐれた開発チーフがいかなる認識過程をたどっ

は将来の政令指定都市化などをにらみ新潟（現在

たのかについては回顧的にこの事例研究からあき

は政令指定都市）が国際都市へと飛躍するための

らかとなったのである。

国際イベントとして 2002 年の FIFA ワールドカ
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ップ開催地に立候補するという目論みも関係して

「たとえば新潟市の人口は周辺市町村を

いる。
1995 年にアルビレオ新潟法人設立準備室が

合併して政令指定都市になる前の段階で，約

設立され，
1996 年４月いよいよチーム母体を法人

50 万人で，近郊を入れると 100 万人くらい

組織として株式会社アルビレオ新潟として会社組

でした。その 100 万人のうちからスタジアム

織になった。このとき新潟での幅広い専門学校運

のキャパシティが４万人だと，これは４％で

営などで名声をえていた現在のアルビレックス新

はないかと言う事なんです。だから近郊に居

潟会長である池田弘が会社運営のプロとして請わ

住する市民の１割に来場してもらえばよい

れ社長に就任した。それまでの後援会における中

わけだから，ジタバタしなくてもいいだろう

心的なメンバーでもあったからだ。会社組織にな

と思いました。１割を呼ぶためにどうしたら

るにあたり，資本金は 4 億 9800 万円として地元

いいか考え抜こういうことですね。そうする

を中心とした151 の企業・団体から出資を受けた。

といろんなチケット配布方法が見えてくる。

1997 年４月には商標の問題から現在のアルビレ

各団体を通したり，企業を通したり，学校を

ックス新潟と改名した。これは県民投票に委ねら

通したりという具合ですね。では，学校を通

れたチーム名だった。同年７月に第 23 回北信越

すにはどういう戦術がよいのかを考え抜い

リーグを９勝して優勝，12 月に日本サッカー協会

てほしいということです。チケット料金をい

および J リーグより 1999 年からの J２リーグ参

ただくというと難しいかもしれないですが，

加承認を得た。その後 JFL 昇格などを果たした。

そこは無料で来ていただく戦略だから知恵

このようにチームが着実に力をたくわえてリー

を絞ろうということでした」15。

グ昇格や順位を上げ，組織的にも会社組織となっ
たり，ガンバやアントラーズのような大企業によ

しかし実際に満員になるのかどうかはまったく

る支援を得られなくとも地元企業からたくさんの

わからない。こけら落としは，こけら落としだか

出資をえたりと努力が実っていったのだが，冒頭

らこそ３万人以上が入場した。さらにこの満員を

に紹介したような約４万人の観衆がスタジアムで

これからずっと継続しろという指示なのだから，

観戦する状況はうまれていなかった。J２入りを

担当ミドル・マネジャーにとってはとてもたいへ

決めた 98 年でも 3000 人に満たなく，J２に入っ

んなミッションだ。この満員戦略の実務を受け持

たあとも 4200 人程度の平均入場者数であった。

ったのが若杉爾だ。もともと若杉は新潟生まれで

状況が一変したのは 2001 年からだった。新潟

高校までをすごし，サッカーをさかんにやってい

スタジアム通称ビッグスワンが県によって建設さ

た。北海道の大学を卒業してから新潟にもどり，

れ，この年の 5 月 19 日にこけら落としがおこな

日本歯科大学新潟歯学部に口腔解剖学の助手とし

われた。これまでにもすでに私財 1 億円と個人保

て勤務していた。この勤務のかたわらでアルビレ

証の 6000 万円をつぎ込んで債務超過からアルビ

ックス新潟の前身である新潟イレブンでプレーヤ

レックス新潟を救ってきた社長の池田はこの試合

ーとして活躍していた。現役を退いてからは「チ

にかけた。無料招待券を 10 万枚配布してサッカ

ームへの恩返し」という気持ちでチームのマネー

ーに関心がうすい新潟県民に「あたらしいスタジ

ジャーとして外国人選手の世話や通訳，あるいは

アムを見に来ませんか」と呼びかけたのだ。試合

練習場探しという裏方をつとめてきたという。チ

こそ負けたものの，最後までもつれ込むシーソー

ームのプロ化にあたって，新婚であったにもかか

ゲームに 3 万 2 千人の観客が熱気につつまれ，こ

わらず，将来展望が描けていなかったチームのス

れまで新潟に出現したことのないような空間がそ

タッフとして転職することに賭けたのだ。このチ

こにうまれたのだ。その満員戦略について池田は

ームやサッカーへの並々ならぬ思い入れのある若

つぎのように語っている。

杉であっても，とてつもないミッションと感じた
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という。

をしました。だいたいアルビレックスという
チーム名がわからなかったですしね。
『何そ

「
『スタジアムを満員にしろ』というミッ

れ？』という感じですよね」17。

ションを 2001 年の 1 月くらいに会社で言わ
れました。それはごく普通に『スタジアムを

こうした試行錯誤の連続で満員戦略をつづけて

満員にしろ』といわれました。とりあえずは

いくことは困難をきわめたようだ。若杉は満員に

『5 月 19 日のこけら落としを満員にしろ』

できない試合がつづくことがあり，自分では満員

ということでした。びっくりしましたよ。当

戦略を遂行できないとかんがえて辞職も提案した

時，市営陸上競技場でも満員になったことが

という。
このときのことを池田はこうふりかえる。

なくて，平均 4000 人の入場者数だったので
正直無理だと思いました。そこでは『はい』

「
『どう考えても難しいです。私にはできま

というしかなかったですね。
『任せてくださ

せん』ということでした。それはとても深刻

い』とは，とてもいえませんでした。あれは

でした。しかし『せっかくここまでがんばっ

主に池田会長のアイデアでした。自治会にチ

てきたのだから，とにかくこれからもがんば

ケットを配ってとにかく来てもらおうと。そ

ってみよう。新潟にこういうチームをつくる

れでとにかくチケットを配りました」16。

ために前職の大学を捨ててきたのだから，こ
んなことであきらめないで，別に命をとられ

こうして最初の満員をねらったビッグスワンの

るわけじゃないから，責任はオレがとるか

こけら落としは満員にはならなかったものの，3

ら』ということでなんとか踏ん張ってもらい

万 2 千というこれまでに見たことのない観客をよ

ました」18。

ぶことができた。そして，くちこみでサッカーの
面白さ，スタジアムの一体感や設備のすばらしさ

なんとか踏みとどまった若杉は，満員戦略を実

がひろがっていったという。もちろん，若杉たち

行する戦術をつくりあげていく。チケットの着券

にはたくさんの苦労があってチケットは配られて

率（来場率）に注目し天候や地域事情によってど

いる。

のように配布するべきかを考えたのだ。どの自治
会・地域に何枚のチケットを配ったのかというデ

「３月くらいから動いていました。それで

ータと，そしてどこの地域から実際に観戦にきた

自治会の数とかそのなかの班の数などを調

のかというデータを 2001 年の後半くらいから取

べて，最大で 15 万枚くらい配布したのかも

り始めた。年を追うごとに，いわゆる着券率が上

しれません。
『これだけ配れば，これだけ来

がり，１割５分だったのが２割，３割となったと

場する』という根拠もなく，新潟市内に配り

いう。そして，同じエリアに重ならないように配

ました。それでもおおよそ，10％～15％くら

布する。たとえば平日は遠くから観戦にくるのは

い来場するのではないかといわれていまし

たいへんなのでスタジアムから近い周辺地区に多

た。自治会へは，ワールドカップ開催への機

く配布するといった工夫もした。

運醸成ということで，翌年の 2002 年にワー
ルドカップの開催がビッグスワンであるの

「新潟市内といっても，たとえば信濃川をさ

で，正式に市役所の方に話を通して自治会長

かいにした西地区や東地区によって着券率が

さんの名簿をもらってやりました。当時は

異なることがわかってきました。サッカーの

『民間の企業にそんな協力はできない』とい

盛んな西地区だと，
普通４割のときでも５割，

う自治会長さんもいらっしゃいまして苦労

６割と来たりします。たとえば西地区の私の
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通っていた小学校はサッカーが校技でした。

きますね。この大好きなサッカーを通じて仕

体育といえばサッカーでした。小学校 2･3 年

事ができるという幸せがある。だから，運営

生のときは，サッカーのスパイクをもってい

部長になっても変わらずお客さんにたくさん

かないと体育をさせてもらえなかったくらい

入ってもらうことを通じて，絶対に試合に勝

です。そういう細かく地域特殊な事情が新潟

ってほしいというのが強くあります。そして

市内でもあるわけです」19。

日本一，
アジア一，
世界一というのが夢です。
北信越リーグ時代にはJFLは夢だった。
J２も

このような分析は幼少期からのサッカー経験に

夢だったし，J１というのは夢のまた夢では

より地域のサッカー事情にも精通している若杉な

るか遠くの夢でした。スタジアム満員という

らではであった。さらに無料チケットでやってく

のも夢だったんです。でもよくかんがえてみ

る来場者をたんに増やすのではなく，有料のチケ

ると，そんなはるか遠くの夢がみんな実現し

ットによって売上高も確保しつつ満員にしていく

ています。だからその夢の実現にむかって微

というむずかしいバランス感覚ももとめられた。

力ながらもがんばっていきたいというのがい
まの糧です」21。

「売り上げ目標をクリアしつつも，招待券を
配布するという見極めが難しかったです。貪

じつは，もともと池田にはスポーツとしてのサ

欲に試合当日ギリギリまで前売券だけを売

ッカーに強い関心があったわけではなかった。し

るのでは，当日の席が空いてしまいます。と

かし新潟を代表する財界人として，また代々実家

ころが無料招待券の配布作業というのは２

が新潟の歴史ある神社の宮司であるという家系な

ヶ月前くらいからはじめるわけです。ある程

ども手伝って新潟という都市の活性化をずっと志

度ミニマムなところで自治会を通じたチケ

としてきた。その手段としてプロサッカーチーム

ット配布量を事前に決めていて，それでも天

の運営やワールドカップの誘致をこころみた。こ

候に左右されそうな場合を想定したパイと

の戦略として満員戦略をうち出した。いっぽう若

しての配布チケットも手元に確保しておき

杉はとにかくサッカーが好きだ。そして，自分の

ます。そして前売券による売り上げを伸ばし

所属した新潟のチームを強いプロチームにしたか

ながら，ある程度のところで判断して，招待

った。この２つの思いのベクトルは同じだった。

券を配布して満員になるようにダメ押しを

ほかにもたくさんのミドルたちがこの「新潟の奇

するわけです」20。

跡」にたずさわっているのだが，議論の単純化の
ためにここでは若杉のみをとりあげた。

このようにむずかしいチケット販売と無料招待

たしかにワールドカップが新潟で開催されたと

券の両立によって満員戦略は実現されている。ま

いうサッカーへの機運醸成があった。そして，そ

さに絶妙のバランスであろう。緻密な計算と思い

のワールドカップのためのビッグスワンという県

切った判断力，そして地域に密着した土着の感覚

立スタジアムの建設もあった。さらに新潟の地域

によって成り立つものだろう。この若杉の困難な

活性化も目標にした池田というトップの類まれな

業務を支えているものはなんだろうか。

リーダーシップによってこの満員戦略は達成され
ているといえる22。しかしこの戦略を実行に移す

「サッカーが大好きなんですよ。正直にいえ

というのもまた非常に困難をきわめている。忍耐

ば，ずっと選手であり続けたいというのがあ

力と情熱があり，思いのあるミドルなくして成り

ります。もし私がいま選手だったら，こうし

立つものではないだろうと思われる。

たいというのがいっぱいあります。これにつ

ここまでの事例をさきほどのミドル・マネジャ
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ーの認識仮説上にて考察するならば以下のように
なるだろう。

この仮説についてさらに説明を加えるべく，２
つの事例研究をおこなった。ひとつはキヤノン・
IXY デジタルの開発における溝口のケースであっ

図表 6 アルビレックス新潟の事例研究

た。ここでは開発チーフであった溝口自らの思い
入れの詰まった製品をギリギリの状況まで粘り強
く作り上げて行き，市場と対話したいというモチ
ベーションと APS カメラ試作機という具体的な
開発目標，さらには各要素技術に可能な設計第一
線における現実，そして市場という外部に起因す
る信念によって基礎づけられてゆく試行錯誤のプ
ロセスが描かれた。もうひとつはアルビレックス
新潟における運営部長若杉のケースであった。そ
こでは若杉のサッカーにたいする情熱が信念を内
在的に基礎づけ，
満員戦略やビッグスワンの竣工，
平均 4000 人の入場者数という現実にも外在的に
基礎づけられるというプロセスが描かれた。

Ⅳ．結論
Ⅳ-1. まとめと意義
ここまでミドル・マネジャーの認識について議

Ⅳ-2. 限界・課題と将来研究への示唆
本研究において構築された仮説はさらなる理論

論してきた。
その議論は組織論的な文脈のなかで，

研究や事例研究によって一般化をめざすべき非常

とくに知識経営論の考え方にのっとり組織的知識

に限定的なものにすぎない。
事例研究においても，

創造をおこなうミドル・アップダウン・マネジメ

内発的な動機づけに関する記述が多く，モデル上

ントにおけるミドル・マネジャー自身の認識に焦

に示した組織外環境要因に関する議論が不十分で

点をしぼって位置づけることができた。認識論と

ある。本稿では紙片の関係から使用できなかった

いう知識の哲学をふまえ，その議論の伝統を引き

事例研究に登場するミドル周辺の人物へのインタ

継ぎながらも「正当化された真なる信念」という

ビューなどを活用して議論を深める必要がある。

知識の定義における「真なる」という部分を追求

さらに定性的な研究であるため，認知心理学の

する個人主義的な認識論とは一線を画し「正当化

分野などからの定量的なアプローチによっても検

された信念」という部分と組織におけるミドル・

証されなければならない。

マネジャーに限定されたプロセスを強調するなか

また仮説モデル中における矢印部分に想定され

で，中範囲の理論として仮説構築をめざした。そ

ている「いかに基礎づけていくのか」という議論

の仮説は，すでに示されたミドル・マネジャーの

や内在的に基礎づける信念と外在的に基礎づける

信念をどのような信念が正当化するのかという認

信念という距離のある信念をどう克服するのかに

識プロセスのモデルである。内発的なモチベーシ

ついて詳細な議論ができていない。これはミド

ョンによる内在的な基礎づけと，トップの壮大な

ル・マネジャーの思考や創造性に関する議論とし

理論，第一線社員の現実の提示，さらに市場など

て演繹・帰納ではないアブダクション的思考をミ

のさまざまな組織外環境要因という３つの外在的

ドルがどのように活用しているのかについて議論

な信念にもとづく２つの基礎づけが同居するとい

することが鍵となるとおもわれる。

うものであった。
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注
1

「成功の本質」を監修されている一橋大学名誉教授野中郁次郎先
生，記事を執筆されているジャーナリストの勝見明氏，
『Works』
編集部には本研究に特別な許可をいただいた。
記して心より感謝を
申し上げる。もちろん本稿の誤謬はすべて筆者の責任である。
2 詳しくは戸田山（2002）やSchnädelbach（2002）などを参照。
3 詳しくは加護野（1988）を参照
4 詳しくは戸田山（2002）やSchnädelbach（2002）などを参照。
5 詳しくはBonjour & Soza（2003）
や戸田山（2002）などを参照。
6 詳しくは野中・勝見（2004）を参照。
7 2007 年 12 月 12 日インタビュー。
8 同上。
9 同上。
10 同上。
11 同上。
12 同上。
13 同上。
14 以下のJリーグ公式サイト内データより作成。
http://www.j-league.or.jp/data/view.php?d=j1f&t=visitor&y=200
7
15 2007 年 10 月 19 日インタビュー。
16 2007 年 11 月 20 日インタビュー。
17 同上。
18 2007 年 10 月 19 日インタビュー。
19 2007 年 11 月 20 日インタビュー。
20 同上。
21 同上。
22 詳しくは野中・勝見（2007）を参照。
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