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はじめに。

2009年に「ドゥ・ハウス物語第２章」を先に刊行しました。その前作にあたる
のが、この「ドゥ・ハウス物語第１章」です。２章の次に１章です。

ドゥ・ハウス創業からの10年間、初代社長：小野貴邦が全社会議で語ったメッ
セージに稲垣のキャプションを加えたものです。

毎月の会議のたびに絵を描いてＯＨＰでプレゼンテーションしてくれました。
難解なもの、さすがの洞察、一生の宝物にしたくなるもの、様々なメッセージた
ちです。1000数に及ぶ絵の中から100選をつくりました。そこからさらに絞って
特選35としました。

山口県は阿武町（萩の近く）の生んだ俊才です。大地主のぼんぼんとして生ま
れ、勉学は「超」がつくほどだったと聞いています。本人曰く、「高校進学時に
は、僕を受け止められる水準の学校はなく、広島の高校（寄宿舎）まで行った」
とのことです。東大に進み、教育大に学士入学をした学生時代です。東大では教
育を、教育大では数学を学びました。ただ、その間、ずっと学生運動、労働運動
に埋没していたようです。逆算すると、60年安保は高校生、70年安保は社会人で
す。「闘争の時はずっと下っ端だった。絵がうまかったので看板書きばかりやっ
ていた」と聞いています。

すべて否定語を放棄した男でした。
一度、「なぜ」と聞きました。「僕は、学生運動を通じて、人の100倍、否定語

を使ってきた。で、気がついた。否定語には社会を変える力はない。だから捨て
た」このセリフは稲垣の一生の宝です。でも、会社経営にはいろいろあります。
経営と否定語放棄．．というテーマでは彼とケンカもしましたし、乾杯もしまし
た。

この本を持って、親しい仲間と居酒屋に行って、ぱらぱらと読みながら話でも
してみてください。楽しいこと、保証します。

稲垣佳伸
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1−172 「流し」の仕事はするな。
実際にあった話。
「稲垣くん、印刷中、プリンタの前に陣取って、一行一行はき出されてくるデータをまじ
まじと見ていなさい。そこに、必ず、新しい発見がある．．」と。
作業現場にとっては、少し迷惑だった。だって22時ぐらいに社に帰ってきて、人の印刷作
業をまじまじと見つめているのだから。

1−132 重い資料をなぜ持たない？　
ジュラルミン製の重いカバンを持っている男だった。カバン、今でも稲垣の席にある。
小野は重いカバンを持たないヤツを信用しない人だった。
曰く。
「重いからイヤ」はまだいい。あかんのは「そんなもん頭に入ってます」「自宅では仕事し
ない主義」と、のたまうヤツだ。そいつらは仕事と労働の違いがわかってない。自らを労
働者に落としめる者たちだ。
ひとつのアポがひとつの話題で済むはずがない。話題はどんどん変わる。どんな時にも、
どんな話題にも対応するための重いカバンなのだ。

1−142 このバラで踊れ。
ドゥ・ハウスの理念・ビ
ジョンにも引用した大好
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、今、持てるも
のだけを使って、そこで
踊って見せろ」

1−197 馬鹿は3ヶ月で
リカバーできる。
「作業過程こそが思考過
程である．．」とよく言っ
ていた。
「作業をきちんと３ヶ月
やれば、馬鹿は解消でき
る」
「それをやらないで、知
ったかぶりしていたら、
３年たっても馬鹿で、生
意気のままなのだ」

とにかく、ノーガキ言わ
ないで、体を動かせ．．
というメッセージ。
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1−263 ヘソを創る。困難なヘソを。
「理屈ではない。行動あるのみ。説教じゃない。実践。しゃべるな。やって見せろ。改
良？違う！革新だ。捨てろ」
批判とは、実は自己肯定。「私は正しい」と言っているだけ。
否定語は、ストレス発散には使えるが事業には使えない。会社（組織）も社会も、否定語
なんかでは変えられない。変わらない。
それは、小野が学生運動10年間で学んだこと．．と聞いている。

1−217 価値あるものは孤立から生まれる。
新しいこと、新しい価値というものは、常に他人や社会に理解されないものだ。
ユニークな手法である定性リサーチやクチコミプロモーション、ひとときの賛同者は多
い。でも、一晩寝ると多くの人は手の平を返す。
「お釈迦さんだって、評価されるまでには1000年かかった。生きているうちに理解なんて
されないものだ」
定性とクチコミ30年のドゥ・ハウス。あと、970年の辛抱。

1−220 洞察怪獣のヘソ
と仕事をする。
コンサルタントとは、「こ
れからの消費者は・・に
なる」「社会は・・とな
る」としゃべり続ける予
言者である。2000年前、
街角に立って、「破滅が
来るぞ」と言っていたヤ
カラだ。
ドゥ・ハウスは予言者集
団ではない。洞察者たち
だ。
具体的なサービスを提供
する具現者だ。洞察の結
果見えてきた「ヘソ」と
仕事する人々だ。

1−226 初期を創る人。
同じ飛ぶなら、高いとこ
ろから、高く飛べ。飛び
出せ。
そうすれば、より遠くま
で飛べる。着地点が遠く
なる。
低いところから、今日の
ために、低く飛びだして
も仕方ない。
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2−019 ウラミは20年かかって。
文中の「SP」というのは、初期ドゥ・ハウスの社内用語。サービスプロダクトの略＝商品
のことだ。

「おしゃべりやヘコヘコ営業だけではいけない。必ず商品化して、圧倒してみせろ」

2−003 女神とやろう、やらせてもらおう。
女神とは、クライアントのこと。
それにしても、こんな話を女性社員もたくさんいる全社会議でやってくれるところがう
れしかった。
実は、もっとあぶない絵と表現もあった。それはさすがに本にはできない。もちろん、
こちらはお上品版。

2−017 勝てる土俵で闘
え。
戦略論の基本。
●土俵を間違えるな。
●敵の土俵ではかわいく
ふるまえ
●自身の土俵では敵を圧
倒する。
自身の土俵に敵をどう上
らせるか？　の勝負。

2−038 押す、ひっぱる、
神様はどっち？
神様、きっと、引っぱっ
ているのだと思う。決し
て、押し出してはいない。
別の絵に同じ話がある。
「押してもダメだ、引っ
ぱれ．．」と。
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2−043 １本の線、そして四角と丸を描く。
雑用能力、至上主義。
四角を四角く、丸を丸く、その積み重ねが「仕事」である。プロの仕事である。
丸や四角をきれい書けない人を信用しない人だった。
日常の本人の字、それは、はちゃめちゃだったが、実は楷書を書かせると教科書体そのも
ので書ける人だった。
すごかった。

2−084 １万回の作業。
「事実」観察もこれと同じ。
ＤＯさんのキッチンフォーラムを訪問した。
初回は大発見ばかり。仮説もおてんこもりで書け、うれしくなる、自分は天才か．．とさ
え思う。
しかし、２回目。１回目とは相反する「事実」に遭遇する。「仮説」も崩壊する。
３回目。さらに混沌としてくる。
そうして、６回目あたりで、ようやく、ノイズやゴミが消え、たったひとつの、小さいけ
れど大切な「事実」や「仮説」に出会えるものだ。

2−041 錨は遠くに投げ
ろ。そして作業だ。
ビジョンや夢、語ったら、
具体案を持って臨め．．
ということ。
●それには「作業」しか
ない。
●おしゃべりではない。
作業だ。

2−059 21世紀の生産
のヘソこそドゥ・ハウス。
解説は難しい。
新しい生産者とは、今日
の消費者たちのことであ
る。それが、21世紀のヘ
ソだ。
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2−137 光ファイバーは中学生だ。
ＤＯさん組織のイノベーションの話だが、それに限ったことではない。当社の組織戦略論。
小学校．．ＤＯさんたちにＫＪ法を強いたとき。創業２年目ぐらい。
中学校．．全ＤＯさん宅にキャプテンサービスというビデオテックス機器を導入した時。それ
がこの絵。
高校．．創業10年目、全ＤＯさんに店頭領域での活動開始を宣言した時。
その度にＤＯさんの１/２は辞めてしまった。仕方ない。
新しい酒（＝思想）は、新しい革袋に入れるということ。

2−085 新人研修は「作業」をさせろ。
「体験・知見をタラタラ話しても、人は決して覚えない」
「目や耳から入ってくるだけの情報では学習はできない」
「常に、作業をともなう実践研修にしなさい。」
たしかにそうだ。たらたらしゃべるから眠くなる。

2−133 白い粘土と黒い
粘土。
白・黒、みんな持ってい
る。
白は染まりやすいし、黒
は他人（ひと）を染めや
すいから、ちょっと油断
すると黒い粘土がむらむ
らと伸してくる。
黒は捨てる。白い心（ま
っさらな気持ち）で聞く。

2−141 僕たちは尺取り
魚の召使いだった。
この尺取り魚の絵は、な
んど見ても好き。
「費用対効果が．．」「前例
は？」という人がいる。
それが尺取り魚。
自身の間尺でしか新しい
価値をはかれない人た
ち。それはマーケターと
は言わない。レイター・
マス。
それにしてもこの絵は虫
でも魚でもなくて怪獣だ
ね。尺取り獣。
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2－166 メディアの本性が見えてきた。
1980年代の話。

マスメディアは、メディア効果があったから急成長したのではない。
もともと、商品経済が急拡大した時代に登場しただけ。
マスメディアは、クチコミのためのドライバーだった。

そして、30年後の今、2010年代。その本性は露呈され始めた。

2－193 資本のマスターベーションが始まる。
これも解説は難しい。

1987年前後の絵。いわゆる1990年不動産バブルへの突入前夜のコメントだと思う。
昭和30年代（1955年代）から始まった高度成長期に陰りが差し始め、不可解な金融資本が
暴れ始めたころの話。

ドゥ・ハウスも銀行に脅されて､イヤイヤ西大井のビルを買ってしまった頃。（忘れないぜ、
平和相互銀行の○○さん．．）

2－153 リスからの連
鎖。
大きな獲物を取りたい時
は、じっとガマンして、
小さい獲物から獲れ．．
という話。

小さな作業を、はしょら
ないで、コツコツとする
こと。

2－178 妖怪：ごくつぶ
し。
今日できることを明日に
引き延ばすのは、大妖
怪：穀潰しか？

来週できることを「では、
来期からとか、来月か
ら．．」という。それも妖
怪だね。

妖怪：機会つぶし。
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2−243 お手々つないで勉強会って、ほんと？
お勉強や学習というものは、一人こっそりやるものだ。
会社が音頭とって勉強会？？　そんなことやっていると必ず倒産する。
実践行動のケース交換会ならいい。

2−226 野外科学の独自性に着目しよう。
ドゥ・ハウスの原点。
その昔、科学とは単に「知識」という意味だった。だから、坊主の説教も立派な科学だ
った。宗教科学だったのだ。
ひとにぎりの遣唐使たちが、大陸の、誰もその価値を知らないえら～い坊主に「私は会
って来たぞ」と言いはって人民をだませた時代。
～18世紀　人文科学
19世紀　　自然科学
20世紀　　社会科学
21世紀　　？？科学

2−240 怪獣、横たわ
る。
「変化」という名の怪獣
である。
この怪獣、接近戦ではな
かなか見分けられない。
大きな島に見えたりす
る。
それをどう認識し、経営
戦略に反映させるのか？
という話。
そう、それは「波を見よ、
遠き波を見よ」につなが
る。波ではない、ウネリ
を見なさい。

2−253 イエスだって転
職者だ。
当時、ドゥ・ハウスでは
「転職者主義」という言
葉がはやっていた。その
時のメッセージ。
ジーザス、実は、あきっ
ぽいヤツだったのかも。
だって、イノベータだか
ら。
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3−123 突破は、実践者にしか指導できない。
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．．」と言いながら、毎晩、飲んでいるだけ
のヤツたちのこと。自分こそが、「まずい一因」だと気がついていない。

3−023 情報産業の新時代が始まる。
その昔、コンピュータは繰り返し・高速演算装置だった。弾道計算、金融計算が代表例。
しかし、それはコンピュータの本質ではなかった。新しく、「コミュニケーション」とい
う役割が再認識された。1995年、Windows95発売の頃。
それは「人と人」を新しい関係でツナギ直す新装置／ネットワークとなって、100倍1000
倍の社会変革に貢献する。
「海」は万物の命の源だから。
※facebookのことかもしれない。

3−026 カッパのイノベ
ーション。
イノベーションとは「捨
てる」ことである。だか
ら、最初はちょっと痛い。
カッパも痛かった。でも、
慣れれば、新しいステー
ジに立てるのだ。
小野は、1965年当時、ロ
ンゲのビン底メガネで、
学生運動・労働者解放運
動に執着していた。そし
て、ある日、突然、坊主
になって、「すべての否
定語を捨てる」と変貌し
た。
彼は「髪の毛」を捨てた
のだ。それをカッパのお
皿にたとえているのだろ
う。

3−130 自身が突破した
者だけが．．。
無駄な作業を、部下に押
しつけていた者への警告
のメッセージだと思う。
とある社員の意味もない
（集計）プログラムの発
注を知り、怒り狂っての
言葉。
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3−134 上を見るな。
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て行動できていれば、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人々と組織が好きだ。

3−133 資本主義と社会主義は双子だ。
20世紀初頭以来、テーゼになった資本主義。それへのアンチテーゼであった社会主義。
この両者は双子だから、片方がこければ、片方もその価値を失う。
では、両者のジンテーゼとは何か？もう見えているのか？
そのキーワードは「人」「デジタル」「ネットワーク」であるのは間違いないはず。
それによって実現する、新しい、豊かな社会とは何か？

【追記】ソ連の崩壊は1991年。このメッセージは、1985年頃のはず。

3−113 今日在るもの。
少し難解。
前述、尺取り魚の話でも
ある。
今、誰もが理解できるこ
とって、これまでの価値
観の延長線上のものでし
かない。
明日は、明日の価値観に
依存しているのだ。それ
をもって「洞察」と言う。

3−209 押してもダメなら、引いてみな。
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、何のことだ
ろう？
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小野貴邦、そのプロファイルと略歴。

事業家、デザイナー、夢想家、アジテータ、中距離ランナー、絵描き、宗教家、

マーケター、書家、ダンサー、経営者、数学者．．、小野を形容する言葉は多様で

す。ひと言では掌握できない男でした。

46才で他界しました。その時に集まってくれた多くの人たちと話をしました。

全ての人が、小野のある一面とだけおつき合いしていたことがわかりました。僕

の見ていた、つき合っていた小野とはまったく違う側面での交流だったのです。

スケールが大きいです。いや、大きい小さいとい

うレベルを超えています。

「ドゥ・ハウスは１兆円企業を目指します．．」と

クライアントの前で平気で言います。融資依頼に行

った銀行支店長に「大手金融資本には中小企業を支

援する社会的責任があると思いませんか？」と言っ

てしまいます。だから、僕は彼を宇宙人と言ってい

ました。

新宿で、二人で酔って手相を見てもらいました。

小野の65才の時は「多くの若者に愛されて、好々爺として楽しい人生を歩んでい

る」と言われて、とてもよろこんでいたこと昨日のように思い出します。残念な

がら、それは実現しませんでしたが、こうしてドゥ・ハウス物語にすることで、

あの世で誰かと激論したり、ニコニコして絵を描いているだろう小野を想像して

います。

《略歴》
1943（昭和18）年  山口県阿武郡阿武町に生まれる
1962（昭和37）年  東京大学理科Ⅰ類へ入学
1964（昭和39）年  東京大学教育学部に進学
1967（昭和42）年  同　　　教育行政学科卒業
1968（昭和43）年  東京教育大学社会学部社会学科（経済学専攻）へ学士入学
1970（昭和45）年  富士工機入社
1973（昭和48）年  株式会社ドゥ・タンク・ダイナックス設立
1980（昭和55）年  株式会社ドゥ・ハウス設立。主婦産業に乗り出す
1990（平成２）年  急性腎不全にて逝去


