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はじめに
本書著者グループの問題意識は、「まえがき」に記される執筆者代表・野中郁次郎（以下、野中）の

次の書き出し、「勝利を導き出す戦略に共通性はありうるのか」（3 頁）である。野中らは前作『失敗の
本質―日本軍の組織論的研究』ダイヤモンド社、1984 年のプロジェクトの完成を経て、「戦略の本質」
プロジェクトを立ち上げた。

研究プロジェクトの仮説として、著者たちは次のふたつを立てている：（1）「戦略の本質が最も顕在
化するのは逆転現象ではないか」（3 頁）、（2）「戦略を左右し、逆転を生み出す鍵はリーダーの信
念や資質にあるのではないか」（5 頁）。野中は「まえがき」のなかで、「本書は、戦史の事例にもとづいて
戦略の本質を突き詰めたものであるが、それと同時に、リーダーシップの本質を洞察しようとしたものである」
と記す。野中らは戦略と戦略を導くリーダーシップの本質の理解が何よりも大切だと考えていると言ってよい。

ここでは、本書の記述に基づき、要点を簡潔に記すと同時に、「企業経営論」の観点から報告者の問
題意識や今後の研究課題などを提示したい。

本書の構成
序章 なぜいま戦略なのか─＞「逆転できなかった日本軍」「敵対する意志の相互作用」
第 1 章 戦略論の系譜─＞ 「戦争の本質をとらえる」「政治の延長」（普クラウゼヴィッツ）、「間接ア

プローチ戦略」（英リデル=ハート）、「現代の戦争;核抑止論など」（米ルトワク、英グレイ）
第 2 章 毛沢東の反「包囲討伐」線──矛盾のマネジメント
第 3 章 バトル・オブ・ブリテン──守りの戦いを勝ち抜いたリーダーシップ
第 4 章 スターリングラードの戦い──敵の長所をいかに殺すか
第 5 章 朝鮮戦争──軍事合理性の追求と限界
第 6 章 第四次中東戦争──サダトの限定的戦争戦略
第 7 章 ベトナム戦争──逆転をなしえなかった超大国
第 8 章 逆転を可能にした戦略
第 9 章 戦略の本質とは何か──10 の命題

例示：第 3章 バトル・オブ・ブリテン─守りの戦いを勝ち抜いたリーダーシップ（123-178頁）
E.H.カー『危機の二十年』の英文サブタイトルに示される 20 年とは 1919 年から 1939 年を意味す

るが、その最終年、1939 年の 9 月 1 日、ナチス・ドイツ軍とスロバキア共和国軍がポーランド攻撃、1940

戦史：六つの事例
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年 4 月、ドイツ軍、ノルウェー急襲、同年 5 月～6 月、西部戦線攻撃（オランダ、ベルギー、フランス降
伏、英チャーチル内閣 5 月成立、イタリア参戦 6 月）同年 8 月、ヒトラー、英空軍殲滅命令、英空軍、
ベルリン空襲、同年 8 月 31 日～9 月 6 日、バトル・オブ・ブリテン、クライマックス、9 月 3 日、米英防衛
協定調印、同年 9 月 15 日に英は防空戦で危機を切り抜け、同年 10 月 12 日、ヒトラーは英上陸作
戦延期を決定した。
守りぬいたウィンストン・チャーチル英首相の「フロネティック（アリストテレスの提唱した「フロネシス」＊を備

えた）・リーダーシップ」＊＊とそれを背景とする英米の防衛協定調印などがヒトラーの作戦延期の基底に
あり、英がバトル・オブ・ブリテンにより、自国の生存を勝ち取っただけでなく、米との協力と後の米参戦によ
る究極的な勝利を呼び込む転機を生み出したことの意義はきわめて大きい。

下図は出所に示される野中郁次郎、荻野進介著『史上最大の決断』に掲載された概念図であり、
野中はチャーチルを「実践知リーダー」の典型であるとし、同書の最終章では、ドワイト・D・アイゼンハワー
は「フロネシスの視点」を持つ優れたリーダーだと言う。ちなみに、下図①「善い」目的をつくる能力の「善い」
は「共通善（common good）を意味すると野中は言う。古代ギリシャで、ポリスの目的は「最大の善」
であり、「共通の利益」であるとされた。

    ＊アリストテレスにとってフロネシスを備えたリーダーの典型は、古代ギリシャの将軍で、アテナイの最
盛期を築き上げた有能な政治家でもあったペリクレス（前 495 年?―前 429 年）であった。

＊＊フロネティック・リーダーシップ（フロネシスがもたらす最善の決断 judgement）

出所：野中郁次郎、荻野進介『史上最大の決断─「ノルマンディー上陸作戦」を成功に導いた賢慮の
リーダーシップ』ダイヤモンド社、2014 年、17 頁
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戦略の本質とは何か──10の命題
本書の終章で野中らは戦史に学ぶ戦略の本質の要素として次の 10 項目の命題を挙げる。
1. 戦略は「弁証法」である
  野中らは、本書で、ヘーゲルの弁証法を念頭に、「戦略は絶えず『正（テーゼ）』『反（アンチテー
ゼ）』『合（ジンテーゼ）』のプロセスで生成発展しているといえる」（423 頁）と記す（テーゼはドイツ
語で these、アンチテーゼは antithese、ジンテーゼは synthese の訳語）。「正」「反」の対立関係
から、「より高次の『合』が導かれること」を、ヘーゲルは「アウフヘーベン（止揚、aufheben」という言葉
で記している（「正」「反」「合」は、認識の三段階的発展を意味するが、日本語で言う「止揚（止め
て揚げる）」の持つ語感は微妙な表記である）。

  第 3 章で叙述される毛沢東の戦争の弁証法は「事象生成の根本要因は矛盾にあり、その矛盾
は、対立する二つの要因を抽出し、分析し、対比してそのギャップを克服ないし使用することによって解
消するという考え方である」（106 頁）。

2. 戦略は「真の目的」の明確化である
  これは、前掲、ヘキサゴンの①に関わる事項であり、本書で取りあげられた六つのケース・スタディにほ
とんど当てはまる。朝鮮戦争の事例でのマッカーサーとトルーマンの認識の違いや、スターリングラード戦
でのドイツ軍とソ連軍の戦略目標や戦いの展開、エジプトのサダトの戦争姿勢やベトナム戦争における
米軍の戦い方、米議会や米国民の感情やマスメディアの報道と世界的な市民運動の高まりなどのな
かに、米国政府の武力介入におけるさまざまな齟齬をみてとれる。

3. 戦略は時間・空間・パワーの「場」の創造である
この項目は、前掲、ヘキサゴンの③の部分に関わる能力に関わるものである。「戦略においては場の

創造、維持、拡大が重要な課題となる」（429 頁）。毛沢東の「根拠地」は彼の「場」の戦略であっ
た。北ベトナムがサイゴン陥落作戦で最も悩んだのは、主戦場をどこにするかであった。熟慮のうえ決定
したのは、交通の要所、中部高原に位置するダクラク省の省都、バンメトートであり、この市が陥落する
と、南ベトナム政府軍はパニック状態となり、サイゴンから遠く離れた一都市の陥落が南ベトナム中央政
府の崩壊をもたらすという奇跡的勝利につながった（431 頁）。サダトが編み出した「限定戦争戦略」
も、物理的にも精神的にも優位に立つイスラエル軍に対する戦いの橋頭保的な役割を演じ、米キッシ
ンジャーとの連携の妙もあり、エジプトとイスラエルとの和平の条約調印につながった。

4. 戦略は「人」である、5. 戦略は「信頼」である、6. 戦略は「言葉（ﾚﾄﾘｯｸ）」である、7. 戦略は
「本質洞察」である、8. 戦略は「社会的に」創造される、9. 戦略は「義（ｼﾞｬｽﾃｨｽ」である

5 と 6 は前掲、ヘキサゴン⑥に関わる事項である。リーダーシップの本質は「人事」にある（433
頁）。「われわれが信頼関係の構築でとりわけ注目するのは、大戦略の創造と実行におけるリーダー
間の信頼である」（436 頁）。6 は前掲、ヘキサゴンの④に関わる能力である。7 は、ヘキサゴン②に
関係する部分である。9 では「善」の典型として「正義」が記されている（447 頁）。
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10. 戦略は「賢慮」である
   この部分については、前掲、「フロネティック・リーダーシップ」で触れたのであえて再論しないが、野中ら

が本書で提唱する「賢慮型リーダーシップの五つの能力」（454 頁）は前掲、野中、荻野の著作では
六つの能力として再提唱されている点に触れておく。

おわりに代えて：本書のビジネスへの含意と近年における価値共創論
野中らが本書終章で知と価値の創造について簡潔な形で記しているので、報告者は、国際経営論の

立場から、現在の「オープンイノベーション」環境下における「アプローチの多様性と国際的な水平展開」に
対応できるリーダーシップの存在がビジネスの場などにおいては大切になることについて述べさせていただく。

もちろん、ビジネス領域における競争においても本書で示された「戦史」事例と同様、「敵対する意志の
相互作用」があることは論を俟たないが、現在のオープンイノベーション環境下では、ビジネス論的には、
顧客や企業を取り巻く利害関係者（ステークホルダー）とのオープンな対話によるパートナーの体験・経
験価値の理解を通じたアイデアや解決方案の創出が新しい知と価値の創発につながることの重要性の
理解と実践が不可欠となる。ここで、オープンイノベーション時代の新しい知と価値の創造の行為は、ビジ
ネスを取り巻く関係者などと共に創るという意味で、「共創（co-creation）」と呼ばれる。

本書終章のおわりに近い部分で、野中らは「自律分散型リーダーシップ」（distributed 
leadership）の重要性について言及しているが、国際経営の観点から考えると、オープンイノベーション
環境下では、日立製作所と関連企業グループの提唱する「共生自律分散コンセプト」と「情報システム
論」＊ならびに「社会学的アプローチ」＊＊の展開が大切になっていることを付言する。

「戦史に学ぶ逆転のリーダーシップ」の副題のもとで、「戦略の本質」とは何かを追究した本書はビジネス
を国際経営の立場から学ぶ者にとって大変示唆に富むものであることを記して結語とさせていただく。

＊Technotalk 田中英彦、荒金聡一、小林毅、入江直彦、加藤博光、堀田多加志「共生自律
分散プラットフォームで制御と情報の融合を加速」、『日立評論』Vol.98 No.3、日立評論社、
2016 年 3 月、10－12 頁

＊＊「顧客協創 研究開発」、『日立評論』 Vol.102 No.1、日立評論社、2020 年 1 月、
https://www.hitachihyoron.com/jp/archive/2020s/2020/01/19/index.html

（2020 年 1 月 26 日アクセス）
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補論

【視点】アジア基点のビジネス構築を考える

日本企業はアジアでの戦いが苦手である。

日本企業は、基本的なアジア事業戦略の組み立てと旗振りをまだ日本の本社で行っていると言って過
言ではない。しかも、戦略の策定は本社の日本人スタッフ中心でなされているのが依然実態に近い。以
前、どこかで書いたかも知れないが、中国やインドなどに派遣された優秀な日本人駐在員と話していて、
「最大の悩みは？」と聞くと、「日本本社の経営者を如何にして説得するかだ」という答えが返ってくること
が多い。

日本の本社や事業所でアジアビジネス戦略を立て、「自ら思い描いたシナリオどおりに事が運ばないと、
自信を喪失し、敗北感に打ちひしがれて」（野中郁次郎、戸部良一、鎌田伸一、寺本義也、杉之尾
宜生、村井友秀『戦略の本質－歴史に学ぶ逆転のリーダーシップ』日本経済新聞出版社、2005 年）
しまう、と言った感じになっているのではないだろうか。自ら思い描いたシナリオどおりに事が運ぶことは多くな
く、こういったことは稀であると言っても過言ではない。野中らの言うように、戦いは「敵対する意志の相互
作用という本質」を包摂するものであるからだ。

これで日本のビジネスより物事がはやく動き、事業環境もめまぐるしく変わるアジアでの戦いに勝てるの
か。アジアでのビジネス上の戦（いくさ）が「敵対する意志の相互作用という本質」を包摂するものである
なら、戦いのシナリオは戦場である中国やインドなどで組み立てるべきだろう。

日本で考えて、売れると思った製品を、例えば中国の工場の製造工程に投入して、在庫の山を築い
た企業事例は枚挙に遑がない。問題は、投入した製品の販売が思わしくない時、市場の反応を見極
め、速いスピードで修正の動きが起こせるかどうかである。

物事は自分が思い描いたシナリオ通りには行かない。こういう状況下で敗北感に打ちひしがれるようで
あれば、アジアでの戦いには勝てない。ビジネス戦略のシナリオをアジア現地で立てることは現在のビジネス
界ではほぼ普通の姿になっていなければならないと思う。立てたシナリオ通りに事が運ばない時、軌道修
正をかけ、次の一手を打ち、アジアビジネスの全軍を率いるのもアジア現地企業の地域本社や事業会社
の経営リーダーたちである。

初出：2016 年 2 月 11 日、ビジネスブログ、「アジアと日本のビジネス連携を考える」
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史料

Thucydides, The History of the Peloponnesian War, 431 B.C.E, Translated by Richard 
Crawley, Massachusetts Institute of Technology
http://classics.mit.edu/Thucydides/pelopwar.html
トゥーキュディデース著、久保正彰訳『戦史(上)(中)(下)』岩波書店（岩波文庫）、上・中 1966
年、下 1967 年

1. 古代アテナイ（アテネ）の歴史家、トゥキディデス（Thucydides）がペロポネシス戦争（紀元前
431 年 - 紀元前 404 年）について書いた戦史である。

2. トゥキディデスは、新興勢力アテネ軍団（デロス同盟）と既存の覇権勢力のスパルタ軍団（ラケダイ
モンを中心とするペロポネシス同盟）との戦いが多くの都市国家・ポリスを巻き込み、古代ギリシャ全体を
ペロポネシス戦争に駆り立てたさまを克明に描くと同時に、類まれなる考察力で深い洞察を記した。

3. 米国の政治学者、グレアム・アリソン（Graham T. Allison, Professor at the John F. 
Kennedy School of Government at Harvard）が造ったという「トゥキディデスの罠」（The 
Thucydides Trap）が、米中の貿易摩擦・紛争を背景に、新聞や雑誌で多用されている。グレアム・ア
リソンが彼の論文や著作のベースとして使用したのがマサチュウセッツ工科大学（Massachusetts 
Institute of Technology）の教育部門が作成した前掲、古典アーカイブ（インターネット版）である。

4. トゥーキュディデース著、久保正彰訳『戦史(上)(中)(下)』は日本でツゥキディデスのペロポネソス戦争
史を読む場合、欠かせない書である。版元によると、長い間、(上)は品切れとなっている。久保正彰日本
語訳を基本に、注釈を頼りに読み進むことになるが、微妙な訳のニュアンスなどについては、MIT の古典
アーカイブのベースである Richard Crawley（英国（ウェールズ）の著作家で翻訳家）英訳版と久保
正彰日本語訳を照らし合わせて読む。

5. 前掲、ハーバード大学のグレアム・アリソンの言う「トゥキディデスの罠」のベースにはツゥキディデスが考え
る戦争の真の原因に関する記述（The First Book, Chapter 1）がある。

” The real cause I consider to be the one which was formally most kept out of sight. 
The growth of the power of Athens, and the alarm which this inspired in Lacedaemon, 
made war inevitable.”

（仮訳「私が考える本当の原因は、おおやけには最も目立たないようにされたものだ。アテナイ人の勢
力拡大と、これがラケダイモン人に与えた恐れが戦争を避けられないものにしたのである」、久保訳「この事
件の真の原因は、一般に行われている説明によっては、捕捉され難い性質を持つ・・・あえて筆者の考を
述べると、アテーナイ人の勢力が拡大し、ラケダイモーン人に恐怖を与えたので、やむなくラケダイモ－ン人



7

は開戦にふみきったのである」（前掲書 上、77 頁)。

6. また、前掲書(中)で有名な箇所をひとつ取り上げる。下記のフレーズは、「メーロス（ミロス）島対
談」の一部であり、引用文はアテナイ側の使者の発言（前掲書 中、353‐354 頁）である。対話形式
での記述は、アテナイ側とメーロス（ミロのヴィーナスの発見された島）側の「権力政策の酷薄無残な実
体を正確に刻出する」ものである（前掲書 中 訳者注、492 頁）。
「諸君も承知、われらも知っているように、この世で通じる理屈によれば正義か否かは彼我の勢力伯仲

のとき定めがつくもの。強者と弱者の間では、強きがいかに大をなし得、弱きがいかに小なる譲歩をもって
脱し得るか、その可能性しか問題になりえないのだ」
前掲、英訳版、The Fifth Book, Chapter17 における記述は次の通りである。

“since you know as well as we do that right, as the world goes, is only in question 
between equals in power, while the strong do what they can and the weak suffer what 
they must.”

7. なお、野中、萩野（2014 年）でアリストテレスがフロネシスを備えたギリシャのリーダーとして考えてい
たペリクレスはツゥキディデスのペロポネシス戦争史に登場する。ペリクレスは、ペロポネソス戦争開戦（紀
元前 431 年）の 2 年後、紀元前 429 年疫病で没（66 歳）。

8. 27 年間にわたり続いたペロポネシス戦争は、紀元前 404 年、アテネの降伏で終わり、デロス同盟は
解体、戦争の長期化でアテナイのポリス民主政の基盤は劣化し、ポリス世界の覇権はスパルタに移るも、
全体として、古代ギリシャのポリスは衰退に向かう。


