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自己紹介
Daniel Arturo
HELLER

• 米国マサチューセッツ州育ち
• 1993年に初めて来日

25年間日本在住
31年間日本語勉強中

• 2007年東京大学大学院修了
(博士、経済学)

• 横浜国大(15年間)教授を経て現職
• 戦略論・ものづくり経営学、

自動車産業が専門

IMPM日本モジュール共同ダイレクター



ヘンリー・ミンツバーグの
視点と提案

バランスからバランスへ
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補足資料へ



マイケル

ポーター
vs.

ヘンリー

ミンツバーグ

Michael PORTER vs. Henry MINTZBERG
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経営戦略論の第1人者の争い



戦略論の全体像

(Mintzberg and Waters, 1985, p. 258をヘラーが翻訳・加筆)

意図された戦略
周到された戦略

実現されなかった戦略 創発的に
生まれた戦略

実現された戦略

95%?

5%?

ポーターが注目
する部分
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ミンツバーグが
注目する部分



従来のMBA

• ポーター流を中心とする従来のMBAは、

分析力とスピードを重要視する。

• 分析を徹底的に、かつ素早く行う。

• 分析結果に基づく戦略を素早く実行する。

• 従って、頭が切れる人、決断力のある人が良いリーダー。
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MBAの学び

分析を中心とするMBAの学び
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•books.rakuten.co.jp•www.amazon.co.jp 8©Heller, 2022

https://books.rakuten.co.jp/rb/4090614/
https://www.amazon.co.jp/Managers-Not-MBAs-Management-Development/dp/1576753514


ミンツバーグの視点
リーダー＝マネジャーは組織内外の多くの役割があり、
分析力とスピードだけでやりきれない。
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頭（分析力）
とスピード

重要、
ただし不十分



ミンツバーグの経営学

• 企画だけする組織から学習する組織へ、「創発的戦略」の概念提示
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reflection 内省のマインドセット（自己のマネジメント）

context 文脈のマインドセット（違いのマネジメント）

collaboration 協働のマインドセット（関係性のマネジメント）

analysis 分析のマインドセット（組織のマネジメント）

change 変革のマインドセット（行動のマネジメント）

バランスの
取れた

リーダー＝
マネジャー象

• リーダー=マネジャーの仕事の再定義：5つのマインドセット（心構え）

プレ(事前)・オン(途中) ・アフター(事後)のバランスが取れた戦略の推進



ミンツバーグの提案
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アート
（構想力）

クラフト
（経験の力）

サイエンス
（分析力）

この３つで、よい（リーダーシップを含む）マネジメントを実現し、
企業経営を成功しやすくする



マネジメントのエッセンスとは
「アート・クラフト・サイエンス」である

Source: Figure modified from Henry Mintzberg (2013) Simply Managing, San Francisco: Berrett-Koehler, p. 9

See

Think Do

出所：ヘンリー・ミンツバーグ著、 池村 千秋訳『エッセンシャル版 ミンツバーグ マネジャー論』日経BP、2014年（ISBN: 4822250458）

アート：構想力

サイエンス：分析力 クラフト：経験の力
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https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E7%89%88-%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B0-%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E8%AB%96-%E3%83%98%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B0-Mintzberg/dp/4822250458


コミュニティ（共同体）を起点にする
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前に立つ人を支えて
いる人たちに注目

リーダーシップ ＆ コミュニティシップが必要

前に立つ人に注目

どちらも揃えられたら組織の競争力が本当に高まるでしょう



IMPMと従来のMBAプログラム
具体的な違い

• MBAの主な狙いは、個人の知識の育成
• 経営学の細分化、専門知識をスクーリングする

• 企業事例（ケース）を数字分析など特定な教育目的のために活用する

• スペシャリストを養成し、個人の市場価値（転職可能性）を高める

• IMPMの主な狙いは、（個人を含む）所属組織の活性化
• 分散された知識をまとめる能力とマインドを養う

• 参加者が抱える経営課題の解決に直結する実践的なスキルを身につける

• IMPactチームやCoachingOurselvesで学んだ成果を所属組織へ波及させる

©Heller, 2022 14



IMPMモジュール

派遣企業

IMPact
チーム

IMPactグループ (受講者の同僚４〜７名で構成される)
・モジュール間に定期的に集まる
・学んだことの共有と実践（CoachingOurselvesも使用）
・組織の活性化、変革を促進する

職場、組織全体への
影響の最大化

・1年半（修士論文作成プラス半年）
・５モジュール（１０日間 × 5回）
・５カ国で開催
・約３０名（半数程度企業派遣者）

5回の往復

チュートリアルで
この輪を活性化する

2019年よりIMPactチーム制度の導入

©Heller, 2022 15



財
務
会
計

管
理
会
計

マ
｜
ケ
テ
ィ
ン
グ

設
計
・
生
産

販
売

MBAの学び

クラフト
の学び

ミンツバーグの思想に基づく学び
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より詳しくは、日経BPの
『エッセンシャル版 ミンツ
バーグ マネジャー論』
（池村千秋訳）英文題目：
Simply Managingおすすめ



2019年2月19日

Recapping 
the Bedtime 
Stories book 
launch | 
Desautels 
Faculty of 
Managemen
t - McGill 
University

17©Heller, 2022

リーダーたちや
マネジャーたちよ、
もう少し寝なさい！

https://www.mcgill.ca/desautels/channels/news/recapping-bedtime-stories-book-launch-295384


補足資料
Appendix

©Heller, 2022 18



多元セクター

「社会のバランスを取り戻そう」

「リバランシング・ソサイエティ・ジャパン」rebalancingsociety-jp.org

Rebalancing Societyのミンツバーグ：《社会のインバランスを直そう》

https://rebalancingsociety-jp.org/


アンバランスへの挑戦
もうたくさんだ！
今、アンバランスな状況が、私たちの民主主義を、私たちの地球を、そ
して私たちを破滅に導こうとしています。
もうたくさんです。私たちは、これまでにない刷新を必要としています。

私たちは、左派か右派かという分断された政治を捨てて、健全な社会は
バランスのとれたものだということを認識しなければいけません。 健全
な社会は、尊敬される政治を行う政府セクターと、責任ある私的・民間
セクターと、重層的なコミュニティを形成する多元セクター（市民社
会）との間でバランスがとれているものです。

ヘンリー・ミンツバーグ、2021年4月（改訂：2021年8月）

「リバランシング・ソサイエティ・ジャパン」rebalancingsociety-jp.org

https://rebalancingsociety-jp.org/
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各国の社会のバランスが
明らかに崩れてきている。
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しかし、ひょっとしたら…
ちょっとした工夫だけで

社会のバランスを取り戻せる
かもしれません。



A new low for global democracy | The Economist

民衆主義国家の衰退
が進む世の中

https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low-for-global-democracy
23©Heller, 2022

世界のアンバランスの実態、その①

https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low-for-global-democracy
https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low-for-global-democracy


Gini Coefficient by Country 2022 (worldpopulationreview.com)

所得配分の不平等
(ジニ係数)が
増す一方。

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country

コロナ禍で世界中の国々内の
所得配分が更に不平等になった。
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世界のアンバランスの実態、その②

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country


https://www.cbsnews.com/news/dreaming-of-a-better-gini/

アメリカの所得配分の不平等（ジニ係数）の推移
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世界のアンバランスの実態、その①

https://www.cbsnews.com/news/dreaming-of-a-better-gini/


報酬のギャップが広がる米国

https://www.epi.org/publication/ceo-pay-in-2021/ 米国トップ350社

CEOの報酬が一般の従業員の平均報酬の倍率推移

報酬額が与えた時の値

報酬額が株価の変動を受けた後の値

P.F.ドラッカー
によると25:1を
超えてはいけない
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https://www.epi.org/publication/ceo-pay-in-2021/


“A ratio of 25-to-1 is not ‘equality.’ 
But it is well within the range most 
people in this country, including 
the great majority of rank-and-file 
workers, consider proper and 
indeed desirable... the 
achievement of U.S. business in 
this century: the steady narrowing 
of the income gap between the 
‘big boss’ and the ‘working man.’”

Source: Wall Street Journal article by Peter F. Drucker, May 23, 1977, p. 20

極端な格差を無くすことこそ、ビジネス界の功績である。

27©Heller, 2022



相互依存を宣言する

転換と再生のための行動

行動を統合する

バランスへの道筋

rebalancingsociety-jp.org
28
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バランスへの道筋：相互依存宣言 → 転換と再生のための行動 → 行動の統合

相互依存宣言

私たちは、次のことを自明のことと信じています。すなわち、すべての
人間は生まれながらにして、人間同士、地球とその気候と相互に依存し
あう存在です。われわれ9人は、人類の根源的な共通目的のために相互
依存宣言を起草し、できるだけ多くの人々が意志を持った行動を起こす
ことを希望します。

人類が、分かち合うべき責任を軽視し、個々の権利を追求し過ぎたこと
によって、私たちの世界は成長の限界に達しています。温暖化、兵器、
廃棄物、富の偏在などの脅威に直面している今、私たちは相互依存を宣
言しなくてはなりません。

「リバランシング・ソサイエティ・ジャパン」rebalancingsociety-jp.org 29

https://rebalancingsociety-jp.org/


相互依存を宣言する

アメリカの独立宣言「The Declaration of Independence」に並ぶ大挑戦を訴える 30



転換と再生のための行動
私たちは、協調的な行動が求められています。世界中の憂慮する市民に
よる、自分たちの悪癖を慎み、最善を尽くす活動が、大きなうねりとな
ることが必要となっています。

「私に、何ができるの？」 － この質問には多くの答えがありますし、
「私たちに何ができるの？」には、もっとたくさんの答えがあります。
私たちが自分自身で、あるいはコミュニティや組織でできる豊富な可能
性があります。

３つの行動軸：（a）信念を再構築する（b）間違っていることを正す
（c）正しいことができるように刷新する

私たちは、アンバランスに奉仕する受動的な人的資源（human resource）

である必要はありません。私たちは、子孫と地球のために貢献する才知
あふれる人間（human being）になることができるのです。

「リバランシング・ソサイエティ・ジャパン」rebalancingsociety-jp.org

バランスへの道筋：相互依存宣言 → 転換と再生のための行動 → 行動の統合

31

https://rebalancingsociety-jp.org/


信念を再構築する
間違っている
ことを正す

正しいことができ
るように刷新する

個人とし
て

多元セク
ターとして

民間セク
ターとして

政府セク
ターとして

地球の市民
として

私たち個人の視点から信念を見直すためできること
・自分の見方を単なる「人的資源」から「才知溢れ
る豊かな人間」に変える
・”欲望は善” ”市場は聖域” といった経済ド
グマから抜け出る
・やらない理由を尋ねる前に試す

私たち民間企業の視点から間違えているも
のを改めるためできること
・株式市場を改革する、または離脱する
（責任をもつ資本を見つける）

私たち地球全体の視点から正しいものへの刷新をするためできること
・PPPPｓの考え方で、個人、企業、公共機関連携で行動する。
・地域に根差し地域の特性を生かした発展を促す
・組織を上からのリーダーシップでなく、エンゲージメントを重視して運
営する。
・完全な民主主義国家の集まりを打ち立てる
・平和会議を作って、バランスのとれた民主国家の集まりとする

https://rebalancingsociety-jp.org/action-table 32

https://mintzberg.org/blog/not-noble-the-fake-fact-of-economics
https://mintzberg.org/blog/why-not
https://mintzberg.org/blog/stock-market
https://mintzberg.org/blog/pppps-for-climate-change
https://mintzberg.org/sites/default/files/article/download/mintzberg.pdf
https://mintzberg.org/books/bedtime-stories-for-managers
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/
https://mintzberg.org/blog/donald-trump-is-not-the-problem-part-iv
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バランスへの道筋：相互依存宣言 → 転換と再生のための行動 → 行動の統合

われわれの行動を統合する

私たちは、多元セクターの中で、また、セクターを越えた政治－経済－
市民社会の協力関係を築いて、行動を統合しなければなりません。

どんなリーダーも、どんな政府も、どんなNGOも、私たちを助けてはく
れません。資本主義は、その優位性が故に壊してしまった世界を、自ら
の手で修復することはできないのです。次のページのまとめ図に示され
ているように、私たち自身が、根本から地球のバランスを取り直さなけ
ればなりません。私たちはコミュニティの中でネットワークを作り協力
して、政府には必要なことをするように、企業にはアクションに責任を
とるように、実行させなければなりません。アメリカ大統領だったフラ
ンクリン・D・ルーズベルトは、ある活動家から支援を頼まれたとき、
こう言いました。「わたしも動きたいです。そのためには、あなたが行
動して、私が動けるようにしてください」

「リバランシング・ソサイエティ・ジャパン」rebalancingsociety-jp.org 33
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