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主たるﾃｰﾏ
年代１９００ １９２０～３０

欲求リスト

（H.マレー）

達成動機説

（マクレランド）

アイオワ研究

（ホワイト・リピット）

ﾘｯｶｰﾄ（ｼｽﾃﾑ４）

科学的管理

（F.テイラー／ギルブレス）

供給ネットワーク管理

政府の規制 マーケティングと多角化

参加型のマネジメント

（メアリー・パーカー・フォレット）

経営品質

戦略と社会改革 変革とリストラによる競争 国際化と知識イノベーション

家族手当

マス広告進展

配給制

プロセス・リエンジニアリング

経営行動

（H.サイモン）

現代の経営

（P.ドラッカー）

企業戦略論

（H.アンゾフ）
経営戦略と組織

（A.チャンドラー） 企業行動理論

（サイアート／マーチ）

競争の戦略

（M.ポーター）

エクセレントカンパニー

（ピータース／ウォーターマン）
ビジョナリー・カンパニー

（コリンズ／ポラス）

関
係
性
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

アライアンス

アウトソーシング

ベンチマーキング

ﾊﾞｰﾁｬﾙ･ｵｰｶﾞﾆｾﾞｰｼｮﾝ

電子商取引

ブランド・エクイティ

タイムベース競争

ＩＳＯ基準

チーム制

リーン生産方式
（ｼﾞｬｽﾄ･ｲﾝ･ﾀｲﾑ）

ロボットと数値制御

ブランドの増加と製品の拡大４Ｐ

ＮＢの管理

（ベニス，ベックハート，シャイン，リピット，
ローレンス，ローシュ，ブレーク他）

企業別労働組合 Ｒ＆Ｄ部門の拡大 マネジリアルグリッド

経営行動論

（H.サイモン他）

全盛期（モラール，生産性，リーダーシップ，小集団）

欲求５段階説

（A.マズロー）

Ｘ理論・Ｙ理論

（R.マクレガー）

E.R.G理論

（C.アルダーファー）

キャリア開発
自己申告
目標管理

ＰＭ理論
条件適合理論

（F.フィードラー）

組織開発（ＯＤ）

マトリックス組織その他，動機的組織

（リーダーの特性の研究）

１９５０ １９６０ １９７０ １９８０ １９９０ ２０００

フォードシステム
各種管理法発展
（ＴＱＣ，かんばん方式） 1987 ボールドリッジ賞

（反論）

K.レヴィン

（デイビス，ブラウン，アーウィック，ニューマン，クーンツ，
オドンネル，アレン，ミー，マッシー，ヒックス他）

〈公式組織論〉

近代的管理論

（H.ファイヨール）

管理過程論

管理の原則

T.グループ

バーナード理論

（C.バーナード）

条件適合理論

（ローレンス，ローシュ）

集団力学
官僚制理論

（M.ウェーバー）

非公式組織

人間関係論

（E.メイヨー，レスリバーガー，ホワイトヘッド・ホーマンズ）

〈批判，反論〉 （人間行動の実証的研究へ）

①人間行動の基本モデル
②リーダー行動の研究
③グループダイナミックス

企業のコア・コンピタンス

（プラハラッド／ハメル）

行動科学の展開（組織心理学の発展）

マス・カスタマイゼーション

カスタマー・ロイヤリティＰＢ

ミシガン研究

３．管理

２．組織
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１．マネジメント理論の発展と系譜



１９２０年代 １９３０年代

＊江戸時代より、家業の「暖簾」が意識される。「暖簾」を守って継続的に商売していくことが、家業の１つのあり方を示す

＊一方で新しい産業が新興し、欧米流の会社管理形態を採り入れた企業が増加。不況や戦争などにより、大合併を経て財閥やコンツェ

ルンを形成する

ＣＩ

テーマ

年代

＊中間管理者（＝サラリーマン）の発生

＊テイラーの科学的管理法の導入

＊ベルト・コンベアシステムの導入

＊年功制，終身雇用制，福利厚生の導入

＊財閥本社の株式会社化・株の公開

＊財閥の転向

＊重化学工業分野の先端技術の積極的導入

＊地方銀行の経営近代化ト
ピ
ッ
ク
ス

国家的ビジョン（富国強兵）が背景／家訓の継承（滅私奉公型）
ビジョンの
スタイル

科学的管理
経営
スタイル

＊一部の資本家階級だけが手に出来た欧州ブランド品（吉田茂のブレーンとなる白州次郎は、ヴィトンの愛用者）

＊商品のロゴ・マークが続々誕生（グリコのランナーのマーク／カルピスのマーク／資生堂の花椿のマークetc.）
ブ
ラ
ン
ド

日
本
の
経
営

⚫四大財閥（三井，三菱，住友，安田）の確立
⚫重化学工業を中心とした大企業の増加
⚫経営家族主義理念・鐘紡の「大家族主義」，国鉄の「国鉄一家」，鉱山系企業
の「一山一家」

⚫味の素の「味の素会」形式による本店・支店の販売組織の整備
⚫麒麟麦酒の直販制の採用
⚫百貨店の増加（大衆化／ターミナル・デパート化）
⚫東洋紡績が標準原価，標準動作を設定（21年：Ｔ10年）
⚫資生堂のボランタリー・チェーン・ストア方式の採用（23年：Ｔ12年）

⚫新興（産業中心）コンツェルンの形成（日産，日窒等）
⚫社内報や工場委員会等の社内コミュニケーション手法の確立
⚫「産業報国運動（事業一家・家族親和の精神）」による労働力の固定化（請負
工の排除）

⚫三井財閥，非同族の社長を選出・株式の公開
⚫巨大トラスト，大合併の増加（日本製鉄，三菱重工業，大昭和製紙等）
⚫鐘紡，総合繊維企業から重化学工業へのシフト
⚫三十四・山口・鴻池銀行の３行合併により、三和銀行発足（33年：Ｓ８年）

日
本
企
業
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２．経営スタイルの変遷とブランド／ＣＩの位置づけ



１９４０年代 １９５０年代
テーマ

年代

合理化の追求（ガンバリズム型）
ビジョンの
スタイル

科学的管理 マーケティングと多角化
経営
スタイル

産業復興への邁進（国家復興型）

＊戦後の財閥解体で、財閥グループが幅広い業界に活動を展開

＊新たな興業の意志を社名にする会社が登場

➢ソニー、「ＳＯＮＹマーク」の使用開始（55年：Ｓ30年）

ＣＩ

＊戦後直後、アメリカのGI文化ブランドが流入、闇市から浸透

＊アメリカブランドの崇拝

➢46年「アメリカのナイロン使用、ライオン歯ブラシ」（ライオン）

➢56年「クシャミ３回、ルル３錠」（三共）

➢58年「デンキガマオクレ－アメリカ在留邦人」（東芝）

ブ
ラ
ン
ド

＊能率向上のための教育・訓練の科学化（従弟制度の排除）

＊統制経済突入による社会主義的経済システムの確立

＊メインバンク制度 ＊財閥解体・分割化

＊消費調査の実施（49年：Ｓ24年） ＊財務管理方式の体系化

＊カード式管理法に基づく工程管理

＊事業部制 ＊内部昇進制度 ＊間接金融・オーバーローン

＊小集団による改善活動（ＱＣサークル） ＊経営学ブーム

＊流通の系列化，フランャイズ制の導入 ＊能力給・職能給の導入

＊オートメーションの導入（生産性向上運動）

＊ゼネラルスタッフの強化

＊アメリカ式（統計的品質）管理・教育訓練の導入，公務員の職階制の導入等
ト
ピ
ッ
ク
ス

日
本
の
経
営

⚫戦後の経済パージによるトップの交替によって、企業経営改革が進行（専門経

営者の台頭）

⚫企業の分割・再編成（日本製鉄・三井鉱山・三菱重工業・大日本麦酒等）

⚫非財閥系企業（松下電器，ブリヂストン等）の台頭

⚫９行合併による日本貯蓄銀行発足(45年：Ｓ20年)

⚫国鉄と専売公社の発足（49年：Ｓ24年）

⚫各種労働争議を通しての労務協調の重要性を認識
⚫旧財閥との金融・商社を中心とした企業グループの形成
⚫系列融資／各企業グループの社長会の形成によるトップ・コミュニケーションの
活性化／株式相互持ち合い

⚫トヨタ生産方式（ジャスト・イン・タイム，自働化）の展開
⚫三菱商事の大合同（54年：Ｓ29年）
⚫スーパーの台頭（ダイエーの前身会社57年：Ｓ32年発足）

日
本
企
業
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１９６０年代 １９７０年代
テーマ

年代

＊成長志向による雇用の安定化 ＊マーケティング概念の導入
＊フォード型生産方式の導入 ＊技術開発競争の激化
＊ＯＪＴの展開／ＺＤ運動 ＊ＫＪ法の積極活用
＊チームによる技術革新（柔軟な分業体制）
＊人事権の集中，他権限の分権／稟議制
＊目標管理，ロールプレーイングの紹介・導入
＊流通チャネルの構築（リベート，販売奨励金の導入）

＊雇用調整の推進 ＊トヨタ生産方式の確立

＊石油ショックによる減量経営 ＊忠誠心を高める人事管理

＊官民一体のシステム構築 ＊組織開発，交流分析の紹介，導入

＊ボトムアップ重視の意思決定システムの採用 ＊ＴＱＣ，改善活動の活発化

＊選択定年制の導入，出向・転籍の大幅な採用，転職援助制度の導入

販売主導の具体化（市場創出型）
ビジョンの
スタイル

戦略と社会改革 市場管理と規模の追求
経営

スタイル

成長神話の蔓延（拡大ドリーム型）

＊1960年に日本能率協会から発行された「企業広告」に、「アイデ

ンティフィケーション・システム」として紹介（小林太三郎氏執筆）

＊アメリカでは、心理学者エリクソンの「アイデンティティ」という概

念が広く受け入れられ、ベトナム戦争では“アイデンティティ・クラ

イシス”と言われた

＊1970年刊行の「DECOMAS（Design Coordination as a 
Management Strategy）」中西元男から、CIが本格的に日本で導
入された

＊消費者に近い小売業が、シンボルマークの採用や変更を実施
➢コカコーラのロゴマーク変更（70年）／東洋工業が「マツダ」に社名変更（71年）

➢イトーヨーカドーの鳩のマーク／第一勧業銀行のハートマークの採用（72年）

➢ダイエーのマーク変更（74年）／伊勢丹・西武百貨店のマーク変更（75年）

ＣＩ

＊商品ブランドが中心

＊欧米から舶来品ブランドが流入

＊産業・業態の細分化・多様化（他ブランド化）が進む
➢「スカッとさわやかコカ・コーラ」（日本コカ・コーラ：62年）

➢「クリープを入れないコーヒーなんて」（森永乳業：69年）

⚫62年「Innovation in Marketing」T.レビット ［邦題「ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの革新」（83年）］

＊語呂合わせ的・記号論的商品ブランドが増加

＊ライセンスブランドが人気に［第1次海外ブランド・ブーム］

＊時代のメッセージ発信を重視
➢「モーレツからビューティフル」（富士ゼロックス：70年）

➢「Fun to Drive」（トヨタ自動車：74年）

⚫77年「Marketing Management」P.ｺﾄﾗｰ ［邦題「ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」（83年）］

ブ
ラ
ン
ド

ト
ピ
ッ
ク
ス

日
本
の
経
営

日
本
企
業

⚫ホンダ，ソニーの海外拠点づくり進む
⚫トヨタ自動車、部品メーカーの系列化を強化
⚫日本石油、広報室を新設
⚫ホンダの自動車事業への参入／Ｆ１レース参加／Ｒ＆Ｄ部門の独立（60年：Ｓ

35年）
⚫ダイエー、衣料品でのＰＢ商品の開発（62年：Ｓ37年）
⚫トヨタ自動車、稟議制度廃止（64年：Ｓ39年）
⚫ブリヂストンタイヤ、５ヶ年長期計画を策定（67年：Ｓ42年）

⚫八幡製鉄と富士製鉄が合併し、新日本製鉄設立（70年：Ｓ45年）
⚫日本マクドナルド、１号店を銀座に開店（71年：Ｓ46年）
⚫三菱自工＝クライスラー，いすゞ自動車＝ＧＭと資本提携（71年：Ｓ46年）
⚫ダイエーが三越を抜き小売業の売上首位となる（72年：Ｓ47年）
⚫セブン‐イレブン１号店を開店（74年：Ｓ49年）
⚫ホンダの熊本工場が、フリー・フロー方式（作業者がベルト・コンベアを自由に
止めることのできるシステム）を採用（75年：Ｓ50年）

⚫ヤマト運輸、宅配便サービスを開始（76年：Ｓ51年）
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１９８０年代 １９９０年代
テーマ

年代

＊男女雇用機会均が注目 ＊提案制度による企業内起業家の登場
＊国際分業，国際的グループ経営が注目／日本型生産システムの海外移転
＊多角化が進む
＊「（事業再構築という意味での）リストラクチャリング」の概念化
＊「シェア志向」「組織のフラット化」「ホロン組織」の注目
＊「（従業員主権の）人本主義」の概念化［伊丹敬之］
＊「セオリーＺ」の理論が注目［Ｗ・オオウチ］
＊「第三の波」［Ａ・トフラー］「７つのＳ」［マッキンゼー］
＊「エクセレント・カンパニー」［トム・ピーターズ＆ロバート・ウォーターマン］

＊リエンジニアリング／サプライチェーン･マネジメントへの注目
＊中途・臨時・契約社員などの活用による人材の流動化／実力主義社会に合致
した人事評価制度（年俸制導入等）の見直し

＊「真実の瞬間」［ヤン・カールソン］でＣＳ（顧客満足）の考え方が浸透
＊キャッシュフロー／ベンチマーク／シックスシグマ／リレーションシップ・マネジ
メント／Ｏｎｅ ｔｏ Ｏｎｅマーケティング／ＥＲＰ／連結経営

＊コーポレート・ガバナンス／リスク・マネジメント／ナレッジ・マネジメント（［知識
創造の経営］［野中郁次郎］）

＊グローバル・スタンダード／ビジネスモデルが注目される

ビジョンの
スタイル 競争対抗の差別化（社会的使命型）

経営
スタイル 変革とリストラによる競争 国際化と知識

リストラの実体化（グローバリズム型）

＊企業のＣＩ活動が活発化。事業多角化のためのＣＩ導入が増加
＊第二地銀の社名変更によるＣＩブーム
＊企業のメセナ活動が盛んに
➢民営化：ＮＴＴ＆ＪＴ（85年：Ｓ60年），ＪＲ（87年：Ｓ62年）
➢アサヒビールのＣＩ導入（85年：Ｓ60年）
➢山陽相互銀行がトマト銀行へ（89年：H元年）
⚫85年「CI戦略マネジメント」福村満
⚫88年「究極のCI戦略」清野裕司

＊CIの沈静化／ステークホルダー論が注目

＊地方公共団体や学校などの非営利団体にまでＣＩが波及

＊周年事業／事業再編のためのＣＩに転換

➢ひらがな銀行（さくら銀行，あさひ銀行）の誕生

➢資生堂、企業文化部を新設（90年：Ｈ２年）

⚫91年「企業変革とCI革命」境忠宏

ＣＩ

＊コミュニケーション活動のコア・コンテンツとしてのブランド価値
の高まり

＊高級ブランドブーム［第2次海外ブランドブーム］
➢資生堂、経営改革室（現コーポレートデザイン室）を創設（88年：Ｓ63年）
➢「Interface」（日立：82年）
➢「やわらか頭してまーす」（住友金属：89年）
⚫81年「なんとなく、クリスタル」田中康夫
⚫84年「ブランド・ロイヤリティ・マネジメント」和田充夫

＊ブランド・エクイティ論の登場／資産として企業価値を見直す
➢コラボレーションブランドの展開（東洋紡と三菱商事が使用済みペットボトルを
利用した衣料品ブランドを開発 95年：Ｈ７年）

➢「メルセデスの嘘」キャンペーン（メルセデス・ベンツ日本：90年）
➢「Digital Dream Kids」（ソニー：96年）
⚫91年「Managing Brand Equity」D.ｱｰｶｰ ［邦題「ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ｴｸｲﾃｨ戦略（94年）］
⚫96年「Building Strong Brands」D.ｱｰｶｰ ［邦題「ブランド優位の戦略」（97年）］
⚫98年「パワー・ブランドの本質」片平秀貴

ブ
ラ
ン
ド

ト
ピ
ッ
ク
ス

日
本
の
経
営

日
本
企
業

⚫松下電器－西武で異業種人事交流始まる

⚫ソニーは開発・事業・営業の３本部制を採用（83年：Ｓ58年）

⚫セブン‐イレブン・ジャパン、店舗にＰＯＳ導入（83年：Ｓ58年）

⚫アサヒビール、社内eメールを使ったイントラネット構築（85年：Ｓ60年）

⚫トヨタがフロン対策委員会を設置（89年：Ｈ元年）

⚫花王、ジャスコと製販同盟を結ぶ

⚫百貨店を始めとした流通業、ハウスカード会員獲得競争の激化

⚫ダイエー、特石法廃止によるＳＳへの参入

⚫日本マクドナルドがハンバーガーを100円に下げる（92年：Ｈ４年）

⚫ソニー、カンパニー制（93年：Ｈ５年）／執行役員制導入（97年：Ｈ９年）

⚫スカイマーク エアラインズ設立（97年：Ｈ９年）
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２１世紀
テーマ

年代

＊ヒューマン・リソース・マネジメント／コンピテンシー／ストック・オプション／インストラクショナル・デザイン
＊CSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）／SRI（Socially Responsible Investment：社会的責任投資）／コンプライアンス
＊プロセスアプローチ／バランス・スコアカード
＊ITケイパビリティ／ブログ／CSCW（Computer-Supported Cooperative Work：コンピュータ支援による協同作業）／データマイニング・テキストマイニング／ユビキタス
＊ゴーイングコンサーン／シェアードサービス／オープン・ソリューション社会の構想［国領二郎］
＊コンカレント・エンジニアリング／ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis Critical Control Point）
＊IPO（Ｉｎｉｔｉａｌ Ｐｕｂｌｉｃ Ｏｆｆｅｒｉｎｇ：新規株式公開）／エンジェル税制
＊TLO（Technology Licensing Organization：大学等の知的資産を守るための技術移転機関）／MOT（Management of Technology：技術経営）

ビジョンの
スタイル 新モデルの探求（戦略構想型）

経営
スタイル 顧客主導／価値連鎖／分社／連携

＊環境問題など、企業の社会的な存在価値を問うことが増加

＊企業の社会的な責任やコンプライアンスを意識したコーポレート・アイデンティティのあり方が求められるようになった

＊ブランド論との仕分けの中で、新しいＣＩのあり方を模索中

➢ＪＡＬ（日本航空）がＪＡＳとの統合を図るにあたり、新マークやロゴを導入（02年：H14年）

⚫03年「組織文化・経営文化・企業文化」梅澤正

ＣＩ

＊「ブランディング」「ブランド・ビルディング」が花盛りに。マス（大量生産）ブランドを超えた企業ブランドや知価ブランドが見直される
＊顧客との関係性を意識したブランド価値論がメインになる
＊ルイ・ビィトン，グッチなど高級ブランドの旗艦ショップが日本に続々登場し、海外ブランドブーム続く。高級ブランドの買収・Ｍ＆Ａによ
り、1社集中管理体制へ

➢営団地下鉄が完全民営化され、東京メトロに（04年：Ｈ16年）
➢「UNIQLO」ファーストリテイリング（00年：Ｈ15年）
⚫00年「コーポレートブランド経営」伊藤邦雄
⚫02年「ブランド価値共創」和田充夫

ブ
ラ
ン
ド

ト
ピ
ッ
ク
ス

日
本
の
経
営

日
本
企
業

⚫銀行の統合再編（新生銀行，みずほ，ＵＦＪの誕生）／保険会社の統合再編（三井海上＋住友海上の合併，千代田生命と共栄生命の破綻，明治と安田生命合併）
⚫流通の再編（長崎屋，そごうの経営破たん，ダイエーの経営危機）
⚫各社の不祥事表面化（三菱自動車、リコール隠し／雪印乳業と日本ハム、牛肉偽装／東京電力、原発事故隠し／ダスキン、肉まん事件／武富士、会長の盗聴等）
⚫トヨタ自動車、金融ビジネスに参入（00年：Ｈ12年）／日産自動車が3,311億円の過去最高益（01年：Ｈ13年）
⚫「日本版401ｋ」法が成立（01年：Ｈ13年）
⚫ ＪＡＬとＪＡＳが経営統合（02年：Ｈ14年）
⚫コニカとミノルタの経営統合／ハウステンボスの破綻（04年：Ｈ16年）
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