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　この本に使ったいくつかの「さし絵」があります。それらは、初代社長:小野貴邦の書いた
絵です。創業から亡くなるまでの10年間、月に1度の全社会議で彼が話したプレゼン
テーションの絵です。彼の話と絵を集成したものを「ドゥ・ハウス物語」と呼んでいます。
それが第1章、そして、この本が第2章です。

　第2章では、稲垣の生い立ちに始まり、小野貴邦との出会い、ドゥ･ハウス設立の経緯、
小野貴邦の急逝、その後のバブル崩壊や組織的行動の具体化、インターネット時代へと
突入した90年代後半あたりまでが書かれています。

　ドゥ・ハウスは、2009年10月から第31期に入りました。急成長ではなく、確実に中身をつくり
ながらの亀さん成長ですね。でも、「30年つぶれない経営」って、日々革新、毎週イノ
ベーションがあってこそとは思っています。じっとしていたら亀さんにもなれない。亀さん、ノロイ
ですが、確実に手足は動かしていますね。

　さいわいに、新卒生え抜きの次世代取締役も誕生しています。ともすると、ノロマな
ドゥ・ハウスですが、その良き伝統=日 イ々ノベーションだけは継承して欲しいと思います。
ただ、ひょっとするとですが、かなりの筋力もついたドゥ・ハウスです、近々に突然の急成長
ウサギさんに転換するかもしれません。そんな予感は心密かに感じています。

　それは第3章にて... .。

　戦争に15年もかり出された海軍上がりのボイラーマンで、戦後は味の素川崎工場の工員だった父。

気が強くてしっかりものの母親。その次男として生まれました。母は、ややもすると教育熱心で、私を

小学校から川崎市で一番の進学校に越境入学させました。進学校とはいえ、当時「青線」と呼ばれた

川崎区堀の内の近くにあり、クラスには実に様々な家庭の子供がいましたね。子供の頃は体が小さく

徒競争などは嫌いでしたが、鉄棒が得意で、また手先が器用でプラモデルなどはよく作りました。成績

は概してクラスで3～4番で、決してトップではないのです。「器用貧乏で大体のことはできるけど、なか

なか一流になれない」というのが私の悩みなのですが(苦笑)、この頃からその片鱗があったのかも

しれませんね。

　それほど勉強らしい勉強はしませんでしたが、中学から私立の芝学園に入学しました。東京港区に

ある中高一貫の男子校で、それなりの進学校です。ところが入学した途端に成績が下がってしまって、

先生からクラブ活動を禁止されてしまいました。英語は今でも好きですが、中3のある時、たまたま予習

してきたことを、学校一こわい「地獄ナベ」というニックネームを持つ先生にほめられたことが、「英語好き」

のきっかけのように思います。きっと、これが「人はほめられて育つ....」という認識の原体験ですね。反対

に数学ですが、「何で因数分解なんてやるんですか?先生!」と質問して大目玉を喰らってしまい、それ

以来嫌いになりました(笑)。

　中学時代の成績は鳴かず飛ばずだったものの、高校からはかなりのガリ勉になりまして現役で早稲田

大学に入学しました。ところがガリ勉の反動で遊ぶことに夢中になってしまい、1・2年生のうちは酒や

麻雀、バンド活動やスキーに熱中してしまいました。それまで引っ込み思案だったのが、バンド活動で

1500人を前に司会をしても全く緊張しない、「意外な自分」を発見しました。ギャラの交渉やコンサートの

司会進行などマネジャ系の仕事もこなしました。

　スキーでは、高校時代の仲間や大学の連中と幹事をして、大学横断のサークルを創設し、スキー

バスをチャーターしては儲けていました。女子大、東大、日体大など、それはそれは異種の人たちと遊ん

でいました。一時期学生がイベントやパーティなどを仕掛けて起業したりすることが流行りましたが、

その先駆けかもしれませんね。

　大学2年の秋、そうこうしているうちに「このままでいいのか?あと1年で短髪にして就職活動か?」と

疑問を感じ始めました。何の問題意識もなく遊び呆けている自分に嫌気がさし、「このままではダメに

なる」という恐怖感に駆られました。そこで、3年生の1年間は、大学を休学し、単身オーストラリアに

渡って放浪の旅に出ることにしました。

ご出身は川崎なのですね。生い立ちからお聞かせください。Q

01 .生い立ち

ドゥ・ハウス物語第2章
～ 第3章の入り口に立って ～

稲垣 佳伸
第2章 代表取締役 
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　今でこそ学生が海外旅行をするのは当たり前ですが、その当時は簡単に行けるものではなく、
まして単身、あてもないヒッチハイクとアルバイトをしながらオーストラリアに渡るような人はいませんでした。
よく、「勇気がありましたね」と言われましたが、当時の自分としてはそれほど大それたことではなかった
のです。大学も辞めるつもりでしたし、人間関係もリセットしたかったのですね。

　オーストラリアを選んだ理由もひねくれていて、アメリカにはそもそも反発を感じましたし、ヨーロッパはもう
死んだ大陸だ....なんていう意識があって(苦笑)、それ以外で英語が通じる国となるとオーストラリアかなと。

　当時は全ての事に反発というか怒りを感じていて、旅行中の日記を見ると毎日よくこれだけ怒って
いるなあ....と感じます。「この国の外人野郎!」なんて書いてあって、自分が外人なのに可笑しいです
よね(笑)。とはいえ商売っ気は旺盛で、14部屋もある一軒家を借りて、自分で使うのは3部屋、あとは
丸々転貸して儲けました。中古車を買っては綺麗に磨いて高く売り払ったり、日本から寄港したマグロ
漁船などの船員の世話をしたりして、ちょうど円の切り上げの時期にも重なり、帰国した時には50万円
のキャッシュが120万円になっていました。当時はただ楽しかったという思い出だけが残っていますが、
今思うとよく無事でいたと思います。

　1年ほどして帰国しましたが、帰国した理由は「いろいろな人間関係が面倒くさくなってオーストラリア
に行ったのに、実は、一生懸命友達をつくっている自分」を発見してバカバカしくなったからです。わざ
わざ、単身オーストラリアまで渡ったのに、現地の人に受け入れられて喜んでいる自分がいるのです。
これに気付いた時には自己矛盾に悩んで2日間眠れませんでした。

　もともと抽象的なことを考えることが好きで理屈っぽいところがありますが、つじつまの合わない自分に
嫌気がさしたのと同時に、自分はやっぱり人が好きなんだな....ということがよく分かりました。1年間かけて

「人は、決して、一人では生きていけない」ことを学習しました。これはその後の人生や職業観にも大きく
影響しているように思います。吉田拓郎の「やっぱり～、ぼく～は、人にもまれて....♪」と、そのまんまです。

　帰国後、まだ大学に行く気にならなくて、もう1年休学し、証券会社で黒板書きのアルバイトをして
いました。株屋という言葉が大好きでした。そのため企業分析に興味を持ち、その一方、証券会社の
サラリーマンの実態を見て失望し、事業家になりたいと考えるようになりました。

　その後大学に復学しましたが、かつての仲間達は社会人になっていて、取り残された感じがして
少しあわてました。そこで一念発起して、中小企業診断士の勉強を始めました。僕は、飽きっぽいのが
欠点ですが、短期集中力はある方なので、当時の史上最年少の24歳で中小企業診断士一次試験
に合格しました。中小企業診断士の勉強を通してマーケティングに興味を持ち、また当時はダイエー
などの流通業が力をつけ始めた頃で小売業にも関心を持ちました。

　大学は6年で卒業しましたが卒業式には出席せず、大学の事務局に電話で「卒業証書を宅急便で
送ってくれないか?」と問い合わせたところ、事務局長が出てきて「君は何を考えているんだっ !」と凄い
剣幕で怒られました(苦笑)。今もそうですが賞状とかは大嫌いで、卒業証書なども卒業したことを証明
する機能でしかないと思うんです。そういうものに対しての「思い入れ」が全然ないんですね。

当時、オーストラリアに単身で渡ると言うのは珍しかったのではないでしょうか?Q

ドゥ・ハウスのプレゼン・パッドにも引用した、稲垣の一番好きな話。
あれがない、これがない、ないからできない．．．．は言うな。
「環境まるごと自分の責任だ」
だから、そこで踊って見せろ．．．．という話。

「ドゥ・ハウス物語小野貴邦のイラストより」
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　正確には卒業の直前にヘンテコな会社をつくったのですが、それは1年で倒産しました。事業として
の志が低い会社でしたから当然です。

　倒産後、ダイナックスという会社にアルバイトで入社し、のち正社員になりました。大学の6年生の時に、
とあるマーケティング研究会でダイナックスの取締役だった小野貴邦氏(後のドゥ・ハウス初代社長)と
知り合ったのです。坊主で白いスーツにジュラルミンのカバン....と、初対面から非常に印象の強い人
でした。押しかけアルバイトとして、勝手に小野を訪ねて入社したわけです。ダイナックスは環境問題研
究やマーケティングリサーチなど複数の事業を手掛けていましたが、小野はその中で大手企業の新製
品開発支援を行う部署の取締役だったのです。

　当時、ダイナックスは、東洋製罐の依頼プロジェクトとして、スイートコーンやあさりの水煮など料理の
素材を缶詰にした「素材缶詰」というアイデアをつくりました。私が入社した頃は素材缶詰をスーパーの
西友がプライベートブランドとして取り扱い始めた時でした。革新的な新製品とは、ふつうはナショナル
ブランドとして大手メーカーから出ることが多いのですが、なぜか、西友が具現化していました。

　素材缶詰は、その後、大手メーカーの紀文が採用しました。大々的に広告を打って問屋に流した
ものの、実市場にはなかなか普及せず苦戦していました。そこで、普及させるために、「もっと現場に
入り込んだセールスプロモーションを行いましょう」と提案しました。紀文の素材缶を使ったお料理教室を
開いて、消費者に実際に使ってもらって食べてもらう仕事です。こうした提案はなかなか通らないの
ですが、ご担当の係長がおもしろい人で、社長室直轄の予算を特別にとってくれました。ちなみに、この
方は現在の株式会社フードケミファの重山社長です。

　当時の町田市は人口27万人で、スーパーが25店舗あり、それを1店ずつ回って協賛を呼び掛けました。
折り込みチラシに「来週、紀文のお料理教室を開きます」と打ってもらいます。そうして集まった30人
くらいの主婦を相手に、近くの公民館などでお料理教室を開くのです。ところで、参加してくる主婦の
顔を見ていると、どうみても商品に興味はなく「どうせ最後におみやげぐらいくれるんでしょ。何をくれるの
かしら?」という雰囲気なのですね。これではだめだな....と考えて、企業主体ではなく個人の信頼関係を
使って口コミでやろうと考えたのです。

　知り合いになった東京ガスのお料理教室の高田先生という方に、自宅で5～6人のホームパーティを
開いてもらい、素材缶を使ってもらうようにしたのです。このパーティは個人の信頼関係をベースにして
いるので販売はしません。素材缶を使って食べて、知ってもらうことだけを目的としていました。そんな
パーティをコツコツと続けていって、延べ500回、参加人数で3,000人くらいが参加しましたね。その結果、
ある時点から町田市内での素材缶の売り上げがグンと伸び始めたのです。当時、私は自分の車を持ち
込んで週3日は町田に通っていたのですが、10ヶ月ほどで、市内だけで3万キロを走り、タイヤを2本と
車1台を乗りつぶしました。

卒業後、ダイナックスという会社に入社されたのですね。その後2年ほどして
ドゥ・ハウスを設立されています。その辺りの経緯を教えて下さい。Q

02 .ダイナックス入社～ドゥ・ハウス設立の経緯

理屈→行動あるのみ。
説教→実践。しゃべるな。やって見せろ。
改良→革新。捨てろ。
批判って、実は、自己肯定。「私は正しい」という最低の思想。
なんです。

「ドゥ・ハウス物語小野貴邦のイラストより」
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　ある時紀文の社長(当時専務)から小野に「私に代わってアメリカのダイレクトマーケティングセミナーを
視察してきてくれないか。そして帰国後にレポートを書いてほしい」と依頼されたのです。小野は帰国後
のレポートで新規事業を提案しました。それまでにない通信販売手法として、主婦を組織化してホーム
パーティを開いて、マスメディアで価値が伝えられない、使って食べながら商品を売るというスタイルの

「ホームパーティ商法」です。我々はこうしたプロモーションを1,000回以上は経験しているし、もし進出す
る場合にはお手伝いしますよ....という提案です。

　この提案は採用には至りませんでした。社長からは、「いい提案だと思うが、そんなにうまくいくのなら、
お前たち自分でやれ....」と言われました。プレゼンとしては失敗でしたが、大企業のトップに認めてもらった
わけですし、帰り道、小野と銀座の居酒屋に寄り「どうする稲垣?」「お前らやれって言うんだから、多少は
サポートしてくれるでしょう。やりましょう。」こんな会話からドゥ・ハウスはスタートすることになったのです。
その後半年ほどの準備期間を経て、小野と2人で独立したのです。

　しかし、結局、創業時には、商品販売はしない....と変化していました。当初のサービスは「クチコ
ミメディアとしてのドゥ・ハウス台所お料理教室」でした。創業1～2年目にはこれを3,000回/年くらい受注し
ています。DOさんのまわりにいる主婦を6人集めて1回あたり3時間のお昼を食べながらの深いコミュ
ニケーションを行うわけです。クライアントにも好評で話題にもなったのですが、6人の主婦を集めて1
回あたりのサービス料金が6万前後なので、「1人あたりの広告費が1万円」になってしまいます。200円
～300円の調味料や食品のプロモーションとしては「コストは高い」とされて、なかなかリピートにはつな
がりませんでした。

　そこでプロモーションだけでなくリサーチも行うことにしました。もともとがリサーチ屋あがりだったので、
DOさん達の台所で、雑談をする中から新商品開発のヒントになる「事実」を得るわけです。こうした
経緯で、マーケティングフィールドとしての生活現場を基盤にした「クチコミプロモーション」と「定性リサーチ」
という現在の事業モデルが固まったのは2年目以降になります。

　現場に深く入り込んでいたため、自分達がやっていることに対する自信というか、クライアントのために
なっている....という実感はありましたね。マスメディアのあり方には疑問を感じていました。例えばテレビ
のCMタイムなどは視聴者からすると休憩時間なはずです。あわててトイレ....ですね。そこに広告費を何億
円も投入したところで、なんなのだろうと疑問に思ったのです。それよりも、消費者に実際に商品を使っ
てもらって正しい理解を深めてもらうプロモーションや、消費者の現場でのリアルな反応をしっかり把握して
届けることの意義を感じたのです。アンケートでは何もわからないのです。こうしたことを理解してくれてか、
味の素、キユーピー、エバラなど、創業時から今も続くクライアントと長いお付き合いが続いています。

　ドゥ・ハウスのもう一つの特徴として、社会性が挙げられます。

　当時は、高学歴な女性が増え始めていた頃でしたが、結婚して家庭に入るとなかなか社会復帰
できずにいました。これはもったいないことで、そんな優秀な主婦たちの能力を活かせる在宅の仕事を

なるほど、こうした現場での活動がドゥ・ハウスの原点なのですね。
その後どのようなプロセスでドゥ・ハウス設立に至るのでしょうか?

Q

女神＝僕たちの日常ではクライアントのこと。
それにしても、こんな話を♀もたくさんいる全社会議でやってくれるところが
うれしいね。
実は、もっとあぶない絵もあったはず。こちらはお上品版。

「ドゥ・ハウス物語小野貴邦のイラストより」
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つくってあげたいと考えたのです。小さな会社でしたが「主婦産業を創るのだ....」と意気込んでいました。
なんというか、社会運動的な意気込みですね。「主婦産業」という表現ではあまりにも領域が狭いので、
10年もたったころ、その意味は同じなのですが、全ての人のために....という主旨で、Human Networking 
Industry と横文字に変えました。直訳すれば「人的資源産業」とでもいうのでしょうか?。

　そのあたりは、学生運動をしていた小野の影響も大きいと思います。「我々は考える足である」なんて
会社案内に書いて、はばからなかった人でしたから。

　ちなみに、当初のDOさんは女子栄養大学の先生にお願いして卒業生たちにダイレクトメールを送り、
説明会を開催して、初期DOさんになってもらいました。その後もサンケイリビングなどに広告を出して、
何回も何回も地道に説明会を開催して集めていきました。売り上げが2億円前後の頃に、DOさんの
募集・教育に2,000万=売上の10%くらいを使っていました。そんな無茶って、社会的意義を感じていない
と、なかなかできないことです。

　山口県は萩の大地主の家に生まれ、幼い頃から非常に優秀だったそうです。優秀すぎて地元には
相応しい高校がなく広島で高校時代を過ごし、その後東大に進学しました。勉強が好きだったらしく、
東大卒業後、学士入学で教育大に行っています。東大→教育大→社会人と、学生運動、労働争議
にのめり込んだ時代があるようです。しかし昭和18年(1943)生まれの人でしたから、60年安保は高校
2年生、70年闘争の時は社会人になっていて、活躍のタイミングは外したようですね。でも、結局のところ

「いくら声高に現状批判を繰り返しても、現実は変わらない。」と失望し、その後46歳で亡くなるまで一切
の否定語を放棄して、「120%肯定」という姿勢で過ごしたようです。多才で絵心もあり交遊関係も広く、
そうした意味では「経営者というよりも、創造者であった」という方が正しいのかもしれません。絵も創造、
会社も事業も創造ですね。

　よく「尊敬する人は?」と聞かれますが、私は会ったことも飲んだこともない歴史上の人物などは尊敬
する気になれません。尊敬する人物を聞かれた際には、二人挙げています。学生時代のバンドで
知り合った、バンマスの森という男と、小野貴邦です。森は、とにかく滅私奉公型で、自分は損をしても
人に尽くすタイプの人間でした。森の滅私奉公スタイルと、小野の120%肯定スタイルに、深く影響を
受けました。

ドゥ・ハウス初代社長の小野社長について教えて下さい。Q

03 .ドゥ・ハウス初代社長小野貴邦氏と、
　  その急逝について

夜の新橋にたくさんいるよね、そんなオヤジ。
「うちの会社の将来、このままではまずい、あかん．．．．」といいながら、毎晩、ただ
飲んでいるヤツたちのこと。
そんな自分こそが「まずい一因」と気がついていない。

「ドゥ・ハウス物語小野貴邦のイラストより」
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上を見る組織は、なぜできやすいのか？　トップの権限が大きすぎるから？
いや、違うと思う。
組織の全員が、自身のミッションを考え、かつ、行動できていれば、上は見なく
なるはずだ。
「上」ではなくて、自らの市場＝商品と顧客、をまっすぐに見つめられる組織が
好きだ。

「ドゥ・ハウス物語小野貴邦のイラストより」

　ただ、その生き方、一個人の生き方としては素晴らしいことですが、
企業経営者としては難しいところが多々ありますね(笑)。組織を守るため
には否定語も使わないといけません。思うのですが、企業組織内に必要
な否定語量は一定で、社長が否定語を使ったら専務は使わない。また、その
逆もあるのでは....と感じています。二人とも聖職者では組織は崩壊します。

　自身の独立に関してですが、私としては、小野が巨人だし尊敬もで
きる人物だから「彼が独立するなら全面的にサポートしよう」という感覚で
いました。自分が独立するという感覚はありませんでした。尊敬する小野
から任された仕事を、喜んで一生懸命していたように思います。結果、
任されすぎて、ほとんどの経営実務をやってしまいました。そうはいっても、代表者というかリーダーの
小野の存在は大きかったですね。創業当時、大型プレゼンや大手クライアントに入り込むような仕事は
彼が担当し、私はフットワークの軽い企画屋のお兄ちゃんとして、広告代理店を回っていました。

　4期目で年商が2億円を超えたのですが、この辺りから会社らしくなってきまして、資金繰りや人の
採用の悩みなどいろいろな問題が起こり始めました。社員数20名強ですね。経営実務はほとんど私が
やっていたせいもあり、眠れない日々 が続いて胃潰瘍にもなりました。私自身は中小企業診断士の勉強を
していたこともあって、良い組織を作りたいという欲求が強かったですね。企業規模の拡大意欲はそれ
ほど強くなく、まずは、前年より少しでも、確実に利益を残していきたいと考えていました。

　しかし、小野は宇宙人みたいなところがあって、月末の給料などの資金繰りの目途が立っていない
のに、1週間くらい行方不明になったりして(笑)いました。120%肯定の人ですから私が提案することも、
すべて、「いいねぇ、やろう、やろう!」と丸飲みですし、社員のことも一切叱りません。いつの間にか「毎晩
お酒を飲ませてくれる楽しい社長」と、「いつもピーピー怒ってばかりいるうるさい専務」という構図が出来
てしまい、ある時、「もう少し社員に厳しく当たってほしい」とグチを言ったことがあるのですが、それに
対しても「うんうん、そうだねえ、その通り!」となってしまいます。肯定という名の暴力です。(苦笑)

　とにかくスケールが大きいというか、スケールなんていう感覚がないというか(笑)、話す内容は宇宙、
地球、人類、社会....とそんな規模なのです。そんな人なのでドゥ・ハウスの売上目標も1兆円!と宣言して
いたのです。それも社外、たとえば銀行に対して....ですよ。ダイエーの中内さんが1兆円と言っていた
時代です。「小野さん、いくらなんでも、ドゥ・ハウスが1兆円というのは恥ずかしいからやめてくれ。特に
クライアント筋には....」と頼んだところ、「わかった」といいながら、翌日からは100兆円と言ってまわるのです。
「あれほど言ったのに、なんでまた100兆円なんて言うのですか?」と再度正したところ、「1兆円だとリアル
過ぎて人を傷つけてしまう。だが100兆円だと夢があって、みんなニコニコしてくれる。」というのです(笑)。
　また、銀行の支店長との融資依頼面談の時でも、「そもそも、金融資本には中小企業を育成する社会
的責任がある....」なんて言い切ってしまいます。支店長も、あきれ顔で笑っているだけ、月末の給料の払
えない実務の稲垣としては困ってしまうのです。

　ということで、このあたりは稲垣の完敗なわけです。

第1章 代表取締役 小野 貴邦氏
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「ドゥ・ハウス物語小野貴邦のイラストより」

　亡くなる数か月前の秋口から微熱が出たりして体調がすぐれなかったのですが、原因が分からず
風邪薬などを飲んで対処していました。もともと、やれ疲れたとか、だるいとかのネガティブ発言ゼロの男
でしたので、体調不良を口にした時はよほどつらかったのでしょう。翌年3月に検査入院しても原因が
分からず医者も首をひねるばかりでした。結局、死後の解剖でリンパガンだったことが分かりました。亡く
なる1週間前までは命が危ないなどとはこれっぽっちも思わず、創業10年目のオーバーホールぐらいの
気持ちでいました。ですから、突然に容体が悪化して、ほんの1週間で亡くなった時は、驚きを超えて頭が
真っ白になり、自分の置かれた状況もよく分かりませんでした。息を引き取った直後、呆然として、病院の
窓から見た大きな大きなケヤキの木の姿は、今、20年たっても忘れていません。不思議と焼き付いて
います。思考が止まったまま、ただ見つめ続けていました。

　そう、亡くなる2年ほど前に居酒屋で、「稲垣、ドゥ・ハウス事業はきっとお前の事業だよ」と言われた
ことがあって、その時には「何を言っているんですか?冗談じゃない、小野さんがいて、僕がサポート....
という関係で事業をしているんですよ。」と話したことがあります。実務のほとんどを私がやっていたと
しても、小野があってこそのドゥ・ハウスなのです。象徴としての存在も大きい。亡くなった後も実務的には
問題なく会社を回していくことはできましたが、気持ちはぽっかり穴が開いたみたいで、ビジョンを語り
合ったり、自分を受け入れてくれたりする存在を失ったことの精神的ショックが大きかったですね。

　ですから、僕に言わせると「小野は、稲垣との約束を破って、ひとり勝手に旅立ってしまった。ずるい、
話が違う。」が本音です。もともと、社長人材ではない稲垣に不得意な仕事を強いて、またしても消えて
しまったのですから。給料日直前の行方不明1週間....とは訳が違う。

　小野は学生運動に失望した後、120%肯定的な姿勢を貫き通しましたが、それって、精神的にも
肉体的にも相当辛いことだったんじゃないかと思っています。20年間そうした姿勢を貫くと人間は死んで
しまうのではないかとも....。とにかく、批判しない、ホメる、ネガティブをポジティブに転換する人でしたから
、実のネガティブは心の奥底にしまい込んでいて、結果、体に来たのではないかと思うのです。

　不思議なのは、最良のパートナーだったはずなのに、死後の1年ほどは夢に出てきませんでした。
今でもよく覚えています。没後1年ほどした夢の中です。どこかの田舎の公衆トイレで用を足そうとした時に
ひょっこり小野が隣に立ったのでした。ようするに、ツレションです。その時に、ようやく心底から小野の
死を受け入れたのかもしれませんね。

　専務時代には、ストレスで胃潰瘍などが続いたのに、社長になってからはピタッと治まりました。おそらく
最終責任者として腹が据わったのでしょうね。とはいえ、当時は90年の不動産バブル崩壊の時期で、
小野が亡くなる直前にオフィスの移転(現在地)を決定しており、経費もかさんで業績的には厳しい時期が
続きました。小野のことを想い出したりできる余裕ができたのは、3年ほど経ってからです。

こうしてお聞きしていると、小野さんと稲垣さんとでよいコンビだったように思われますね。
しかしその小野社長が設立11年目の1990年に急逝し、稲垣さんが社長に就任されます。
その辺りを教えて下さい。

Q

何も言うことはない。まったくもって、その通り。ところで、この怪獣って、何のこと？
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　2009年10月から第31期になりました。長いですね。急成長ではなく、確実に中身をつくりながら亀さん
成長のドゥ・ハウスです。私、個人としては、株が大好きと言っているくらいですから、山っ気は強い方
なんですが、不思議と企業経営は確実性重視の道を歩んでいるようです。まぁ、それも伸びたり縮んだ
りの繰り返しの結果ですけれどね。でも、「30年つぶれない経営」って、日々 革新、毎週イノベーションが
あってこそとは思っています。じっとしていたら亀さんにもなれない。亀さん、ノロイですが、確実に手足は
動かしていますね。

　さいわいに、新卒生え抜きの次世代取締役も誕生しています。ともすると、ノロマなドゥ・ハウスですが、
その良き伝統=日々 イノベーションだけは継承して欲しいと思います。ただ、ひょっとするとですが、かなりの
筋力もついたドゥ・ハウスです、近々に突然の急成長ウサギさんに転換するかもしれません。そんな
予感は心密かに感じています。

今回は「ドゥ・ハウス物語第2章」として、ここまでお聞きしてきましたが、今は「ドゥ・ハウス
物語第3章」の入り口に立たれているわけですね。株式会社ドゥ・ハウスのこれからは?

Q

　ありがとうございました。

今回、稲垣社長の生い立ちやドゥ・ハウス設立の経緯、小野貴邦初代社長のお話
などを伺って、ドゥ・ハウスの「語り継がれるべき、大切なもの」がよく理解できたよう
に思います。本日は誠にありがとうございました。

Q

04 .バブル崩壊後の業績立て直し～組織行動の具体化～
　  インターネット時代へ突入

　小野が亡くなるまでの10年間は、私が、営業から経営実務まですべてを手掛けている感じでした。
主婦産業とか、Human Networking Industryなどと大きなビジョンを打ち出してはいましたが、具体的な
成長戦略は描いておらず力まかせに経営をしていました。組織も40名ぐらいまでは小野という一人
のリーダーの個性で引っ張っていけますが、さすがに70名の組織になり、限界を感じ始め、組織的行動
の具現化を意識し始めました。

　組織というとすぐ組織図を思い浮かべますが、組織図なんていくら書き直しても、人の行動が変わら
ないと意味がありません。ですから、たとえば営業マンであれば、一日2.2回、顧客との面談を行うことを
必達プロセスとして設定したわけです。そう言うと簡単そうに聞こえますが、人は、ちょっとでも大きな
仕事がとれると、すぐに「結果で評価して欲しい....」とか言い始めるし、マネジャたちも、自分はもとより、
スタッフの2.2面談の達成サポートをしなくてはならないので、なかなかたいへんです。プロセス管理の
組織的行動が定着し始めたのはここ数年のことです。思い立ってから20年かかったことになります。

小野社長急逝後、社長に就任しバブル崩壊後の業績を立て直して、その後ドゥ・ハウス
の今につながる組織的行動の具体化に着手されますね。その辺りを教えて下さい。Q

　1996年に富士通と共同でiMiネットを立ち上げました。それが2年ほどで60万人のネットワークに
広がったのです。それまではDOさんの「主婦のネットワーク500人」などと言っていたのに、ケタが違う
ネットワーク規模にすぐになってしまうことを実感しました。実際には、人数規模だけで単純比較でき
ないのですが、元祖ネットワーキング屋としてのアドバンテージが急速に失われていくことへの危機感を
おぼえました。

　社会も勘違いしてうわっつらのインターネットサービスがたくさん出てきました。面白いサイトを作って
人が集まれば広告で儲かると考えたのでしょうが、継続的に人を集め、メンテナンスしていくことは難しく、
その多くは消えていきました。私たちもそうした動きを追いかけていくつかのサイトを立ち上げましたが、
インターネットバブルが崩壊した後は撤退せざるを得なくなったものもあります。

その後96年頃からインターネット時代に突入します。ドゥ・ハウスは早い時期から
パソコン通信などを導入していましたが、危機感もおありだったそうですね。Q

「ドゥ・ハウス物語小野貴邦のイラストより」

では、今日できることを、明日に引き延ばすのは、大妖怪か？
来週できることを、意味もなく、「では、来期から、がんばります．．．．」
「来月、開始します」　それも妖怪だね。

　ドゥ・ハウスとしては、なんと言ってもプロセス重視です。サクセスではありません。そのために、1人や
2人キラキラ人材を失っても変えるつもりはありません。量だけを追いかけるのならサクセス主義でいい
のですが、質も同時に....となるとプロセスです。
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稲垣さんとはもう10年来のおつき合いになります。なんとなくウマが合う人だな....と感じていたら、実は
東京港区:芝学園の同窓であることが、しばらくしてわかりました。芝学園出身者の特徴をひと言で
いうと「勉強も遊びも、そこそこできて人がいい」というところです。よくいえば、バランスがとれている..
ともいえますが、「これ!」という突き抜けたところがなく「ほんとうにいい人」が多いのです。

同窓の先輩に恐縮ですが、これは稲垣さんにも多分に当てはまると思います。しかし、社長業は
「いい人」では務まりません。インタビューの中で、「尊敬する小野をサポートしようとしたのであって、
自分が独立するという感覚はなかった」「小野は、稲垣との約束を破って、ひとり勝手に旅立って
しまった」「もともと社長人材ではない稲垣に不得意な仕事を強いて、消えてしまった」と語ってい
ます。運命のいたずらで、思いがけず社長業を引き受ける羽目になってしまった稲垣さんの苦悩
ぶりが、この辺りでよく伝わってきました。

スケールも存在感も大きかった先代社長の後任となり、「個人としては株が大好きで山っ気が強い
性格」でありながら「ドゥ・ハウス自体は堅実な経営」を続けて、31期目に入ったわけです。小野さん
の「肯定的な姿勢」や学生時代のご友人の「滅私奉公」に影響を受けつつ、「それは一個人の生き
方としては素晴らしいが、企業経営者としては難しい」と語っています。120%肯定的な姿勢を
貫いた小野社長も無理を重ねたのだと思いますが、稲垣さんも「自分個人のパーソナリティ」と「
ドゥ・ハウス社長としての役割」の折り合いを苦労してつけながら、この20年を過ごしてきたのではな
いでしょうか。

苦悩ぶりは垣間見えましたが、それは「後悔や嘆き」というものではありません。ドゥ・ハウスで一貫
しているのは、空理空論ではなく現場に深く入り込み、クライアントのためになるという実感と、社会的
な意義を果たそうとしていく姿勢、そのために弛まぬ努力=日々 イノベーションを続けてきたことです。
これは、成長スピードを競うことでしか自らの存在価値を表現できない空虚な起業家とは異なり、
根っこの生えたような静かな自信となって、会う人に伝わってきます。

今回、「ドゥ・ハウス物語第2章」をインタビューさせていただきましたが、これから始まる「第3章」が
楽しみです。新卒生え抜きの次世代取締役が誕生し、日々 イノベーションの伝統を受け継ぎながら、
突然の急成長を遂げる日がくるのは間もないかもしれません。そんな「地に足の着いた急成長」を
楽しみにしつつ、これからも、心からドゥ・ハウスを応援していきたいと思っています。

 インタビュアー : クロスロード株式会社 代表取締役社長 辻口寛一

インタビューを終えて あとがきのあとがき。   商品「自分史」のすゝめ
　一年ほど前、クロスロード社の辻口さんから「稲垣さんの自分史をつくったらどうか?」と言われました。
「まさか、『私の履歴書』じゃあるまいし、そんなこと100年早い....」が最初の感想でした。

でも、説明を受けているうちに、「自分史」とはそんな問題ではないと知りました。人材活性化、再発見の
手段なのです。あわててフロイトとかユングを読みました。

　ふむふむです。

　人は、イヤなことツライことは、自然と、心の奥底にしまい込もうとするらしいです。ただ、そのイヤなことの
パワーが大きすぎると、反発エネルギーにやられて、自身の心の方が参ってしまう....と。わかりやすかったです。

　自分で「自分史」を書いてもらって心の中をはきだす作業らしいです。自分再発見トレーニングです。

　社内コミュニケーションとしても、誰も知らない「社長の自分史」公開は有効と知りました。

　数年前には、履歴書を見て、面接もして、酒も酌み交わした新入社員や中途採用社員たちですが、
そんな情報はすぐに忘却してしまいます。数年後、何かのはずみで「ああ、そうだよね、君は海外長かっ
たから英語ペラペラなんだよね」「君は、格闘技、国体級だったから、二徹三徹、大丈夫なんだよね....」
と思い知らされます。きっと、それもまた、数年で忘れてしまうのですが。

　社員から見てもそうですね。

　入社当時は、ドゥ・ハウスに関心があってもじきに忘れてしまいます。知り合ったばかりの恋人たちは
互いの生い立ちや過去を共有したがります。同じように、互いの生い立ちを知り合うことは、たしかなボディ
ブローとなって、良いリレーションの根っこになれるのではと思った次第です。そんなこと、毎週、居酒
屋で酌み交わせれば簡単なのですが、そうもいきません。

　この冊子は、稲垣の「自分史」の形を借りて、株式会社ドゥ・ハウスの「自分史」としたつもりです。

　ここからはドゥ・ハウスの仕事の話です。

　挑戦してみたくなったのは「商品の自分史」です。

　開発ストーリーと言ってしまえばそれだけですが、どちらかと言うと商品を主語、主役にした生い立ちを、
開発マンからインタビューして、とくとくと語る....というスタイルです。

　新商品情報に関するコミュニケーション、とても難しいです、最初の難関は、むしろ社内です。開発、
技術、営業、トップ間の共有です。以降は、広告代理店や流通バイヤーとの正確なコミュニケーションです。
もちろん、究極は消費者とのコミュニケーションです。言葉どおり「モノがたり」です。

　「商品の自分史」の開発とリリース、ぜひ、挑戦してみたくなりました。

　20年も前、とある飲料のコンセプトを語った「モノがたり」、というより、もう小説と言うべきレベルの
企画書を見たことがありました。そんなこと、20年も前にやっていた人がいたことを再確認しました。

あとがきのあとがきに替えて。

株式会社ドゥ・ハウス 
代表取締役 稲垣佳伸

制作協力:「ものがたり」発掘企業　クロスロード株式会社
〒104-0031　東京都中央区京橋3-10-1　NEWS京橋8F
TEL:03-5159-1150　　 FAX:03-5159-1174
http://www.cross-r.jp　info@cross-r.jp
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