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 ドラッカー「マネジメント」研究会は、定例の研究会（研究発表と読書会から成る）の他に、これま

で 3 期、5 つの分科会活動を行った実績がある。このたびの第４期は、「少子高齢社会」分科会と、「商

品開発とベンチャービジネス」分科会の 2 つの分科会を並行して行った。 
 

2014 年 3 月 18 日にキックオフを行い 2016 年 1 月 12 日に、報告会とレビュアー募集を行ってひと

つの締めを迎えた。本分科会の成果物も 2015 年 4 月 21 日に第一版を作成した後、2015 年 12 月 1 日

の内部レビューをもって各著者は改訂作業に入った。参加メンバーは各分科会 10 名ずつ総勢 20 名のド

ラッカー研究者が、それぞれの研究成果の改訂版を執筆した。そして本日、本書が完成した。 
 
ドラッカーが説く事業の定義、「事業とはマーケティングとイノベーションによる顧客創造である。」

（『マネジメント』）は、あまりにも有名である。ドラッカー「マネジメント」研究会はコミュニティで

あると同時に非営利組織であり、事業体に例えることができる。 
 
このたびの 2 つの分科会について、「少子高齢社会」分科会はマーケティングを、「商品開発とベンチ

ャービジネス」分科会はイノベーションの役割として見て頂きたい。 
 
2 つの分科会に収録されたメンバーの論文は、それぞれの個性とドラッカーのマネジメント思想が 

織りなす、絵画的作品になっている。そこには、読者に時間を忘れさせる真善美が見て取れる。 
その上、これらの絵画は、読む人を「自由で機能する社会（ネクストソサエティ）」づくりに誘うに

違いありません。 
 
世界は、混迷を増しているように見える半面、良い兆しもある。的確にマーケティングを行えば、 
イノベーションはついてくる。 
 
読者の皆様、本書をお読みいただき有難う御座います。 
本書に収録された論文を読んでいただき、ご自身の強みを改めて考えていただきたいと思います。そ

して、ネクストソサエティのために何か実践したいテーマを見出し、「志（こころざし）」を持っていた

だけたらこの上ない喜びです。本書には、課題と解決策のヒントが満載です。 
 
分科会のメンバー、リーダー、サブリーダー、顧問の皆様には、2 年のながきにわたり、本業が多忙

のなか時間をつくり、ボランティアでこのような素晴らしい成果をまとめていただいたことに、敬意を

表するとともに、心より感謝申し上げます。 
これからも、ドラッカー「マネジメント」研究会のメンバーである私たちは、一層の顧客創造をして

まいりましょう。 
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はじめに 
 
～本分科会の立ち上げの趣旨と活動の経緯～ 

奈良間英樹、山田、岡崎、川澄 
（「少子高齢社会」分科会リーダー、サブリーダー） 

 
１．本分科会における役割と活動実績 
［１］役割 
・リーダー  ：奈良間 英樹 
・サブリーダー ：山田 博彰 
・サブリーダー ：岡崎 宏昭 
・サブリーダー ：川澄 佳美 
・顧問  ：北村 和敏 
・顧問  ：片貝 孝夫 
・ファシリテーター ：森岡 謙仁 
・参加メンバー ：長島 基、中村 正孝、森川 すいめい、山内 治友 

 
 

［２］開催日時・場所・活動概要 
・第１回 2014 年 4 月 22 日(火)18 時 30 分～20 時 30 分、渋谷区勤労福祉会館 第二洋室 

メンバー顔合わせ、分科会趣旨説明、本分科会運営方法について 
・第 2 回 2014 年 6 月 19 日(火)18 時 30 分～20 時 30 分、渋谷区勤労福祉会館 第二洋室 

エバーノートの使用方法について、各自調査結果報告、進め方について 
・第 3 回 2014 年 8 月 19 日(火)18 時 30 分～20 時 30 分、渋谷区勤労福祉会館 第二洋室 

“少子高齢社会”がインパクトを及ぼす“社会領域”について 
・第 4 回 2014 年 10 月 21 日(火)18 時 30 分～20 時 15 分、渋谷区勤労福祉会館 第二洋室 

リーダー発表「SocialVitamin の事業について」、森岡ファシリテーター：「今後の分

科会活動について」、今後の進め方と成果物について 
・第 1 回分科会合宿 

2014 年 11 月 7 日(金)18 時 30 分～20 時 30 分、渋谷区勤労福祉会館 第二洋室 
成果物全体イメージについて、各自成果物イメージ報告 

2014 年 11 月 8 日(土)9 時 00 分～12 時 00 分、渋谷区勤労福祉会館 第二洋室 
本分科会および「商品開発とベンチャービジネス」分科会の発表および意見交換 

・第 5 回 2014 年 12 月 16 日(火)18 時 30 分～20 時 15 分、渋谷区勤労福祉会館 第二洋室 
各自成果物の進捗状況報告 

・第 2 回分科会合宿 
2015 年 1 月 23 日(水)19 時 00 分～20 時 15 分、渋谷区勤労福祉会館 第二洋室 

各自成果物の 終報告、意見交換、 終スケジュール確認 
・第６回 2015 年 2 月 17 日(火)18 時 30 分～20 時 15 分、渋谷区勤労福祉会館 第三洋室 

各自成果物の進捗状況報告、 終スケジュール確認 
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・分科会活動報告書（第一版）完成披露会  
2015 年 4 月 23 日（木）18 時 30 分～20 時 15 分、勤労福祉会館第三洋室 

・第 1 回分科会内部レビュー 
2015 年 6 月 22 日(月)18 時 30 分～20 時 15 分、渋谷フォーラムエイト 1208 会議室 

各自成果物の概要発表、意見交換および質問回答 
・第 2 回分科会内部レビュー 

2015 年 8 月 25 日(火)18 時 30 分～20 時 30 分、渋谷区勤労福祉会館 第二洋室 
各自成果物の概要発表、意見交換および質問回答 

・第 1 回分科会相互レビュー 
2015 年 10 月 6 日(火)18 時 30 分～20 時 15 分、渋谷フォーラムエイト 501 会議室 

本分科会および「商品開発とベンチャービジネス」分科会の発表および意見交換 
・第 2 回分科会相互レビュー 

2015 年 12 月 1 日(火)18 時 30 分～20 時 30 分、渋谷区勤労福祉会館 第二洋室 
本分科会および「商品開発とベンチャービジネス」分科会の発表および意見交換 
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２．本分科会立ち上げの趣旨および活動経緯とメンバーの願い 
本分科会は、ドラッカー「マネジメント」研究会（森岡 謙仁ファシリテーター主宰）の分科会

であり、今回が第 4 期の分科会である。第 1 期分科会が、「目標と成果」分科会と「ＩＴ企業とマネ

ジメント」分科会（2008-2009 年度）、第 2 期が、「マネジメント・スコアカード」分科会と「アント

レプレナーシップ」分科会（2010-2011 年度）、第 3 期が「組織の社会的責任」分科会であった。第 4
期にあたる今回の分科会は活動テーマを２つとし、「商品開発とベンチャービジネス」分科会ととも

に、本分科会「少子高齢社会」分科会の２分科会が同時期に並行してそれぞれのテーマを掘り下げ、

時に意見を交換し、時に議論をぶつけて切磋琢磨する形で進められた。 
 
「日本は少子高齢社会に突入している」 

“高齢化”自体は日本よりもヨーロッパ各国で早く起こっているものの、日本は他国と比べて類を

見ないスピードで進行している。例えばフランスでは高齢化率 7％から 14％に達する期間が１２６年

かかったのに対し、日本ではその期間はわずか24年であり短期間で高齢化が進んでいる事が分かる。

さらにはその後 13 年間で高齢化率 21％を超え、世界中で も早く“超高齢社会”を迎えた国となっ

たのである。 
統計では高齢者人口は 2025 年まで増加し続ける事が推測されており、下支えする出生率も 1.41 と

低い水準から脱することができない状況が続いている。 
この少子高齢社会が我々の生活に及ぼす様々な”インパクト”は多くの領域に影響を及ぼしており、

いよいよ待ったなしと言う状況となり、この問題に対して何か“打つ手”が必要と考える中で、我々

はドラッカーの書籍の中に、解決の糸口を見いだせないかと考えた。 
ドラッカーはこれまで数多くの書籍の中でこの人口問題、少子高齢化の問題について論じ、実に 50

年以上前から警鐘を鳴らし続けてきた。 
本分科会は、この少子高齢化を分科会テーマとして取り上げ、日本の「少子高齢社会」の現状をと

らえつつ、ドラッカーがこれまで書物で示唆してきた人口問題について紐解き、ドラッカー理論を活

用し本テーマをより改善あるいは解決する方向性を探ってゆく事を目的として発足した。参加メンバ

ーは多岐にわたり、様々な視点からこの少子高齢社会と言うテーマを掘り下げる事を意識しながら本

成果物をまとめ上げた。 
本成果物が様々な立場の方々の目に触れ、少子高齢社会に立ち向かうための何らかのヒントとなれ

ば幸いである。 
 

以 上 
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巻頭言 ～リーダー、サブリーダーコメント～ 
 

「少子高齢社会」分科会リーダー 
奈良間 英樹 

 
今、この成果物をよんでいるあなたは、どの様な気持ちで“読んでみよう”と思ったのでしょうか？ 

 
もともと、少子高齢社会について興味を持っていた私は、この分科会立ち上げが決まった時、比較的楽

観的にリーダーを引き受けてしまいました。しかし、サブリーダーや顧問の方々、参加メンバーと「ど

の様に成果物としてまとめるか？」という具体的なミッションを考えた時、大変な役を引き受けてしま

ったと痛感したのでした。一時は成果物が完成しないのではないか、と感じた時期もありましたが、な

んとか今、一つの“形”として仕上げる事ができました。これは、忙しい中で成果物をまとめ上げてく

れた各参加メンバーの努力と、くじけそうな中で支えてくれたサブリーダーの面々、叱咤激励してくれ

た顧問、そして何より、このような機会を頂いた森岡ファシリテーターのおかげと思っています。皆様

にはこの場をおかりして、感謝したく存じます。 
 
「少子高齢社会」というこの社会課題は、誰かがいつか切りこまねばならない課題です。これはシニア

だけの問題ではありませんし、子育て世代だけの課題でもありません。多世代がそれぞれできる事をう

まく連携しながら頑張るほかないのだと思います。 
本書がそのための何かしら、誰かしらの役に立つ事を願い、なにより今、この成果物を読んでいるあ

なたにとって何かヒントになる事を願って、分科会リーダーの巻頭言としたく思います。 
 

 
 

「少子高齢社会」分科会サブリーダー 
山田 博彰 

 
私は、終戦後のベビーブームの 中に生まれた団塊世代で、静岡県藤枝市の禅宗の寺で育った。大学

卒業後永平寺で修行したものの、寺を離れホテル勤めを経て医療関係の給食事業や高齢者介護施設を経

営していたが、アメリカの介護事情をとりあげたあるテレビ番組で高齢者施設が大学のキャンパス内に

あり、そこではシニアが大学生と一緒に学んでいることが採り上げられていた。 
その後、縁があって女子大学の教員となり現在に至っているが、そのことがいつも気になっていた。 
今回ドラッカー研究会で「少子高齢社会分科会」が発足することを聞き、その場の勢いで参加しその

上サブリーダーを仰せつかってしまったが、自分なりにずっと気になっていた大学とシニアをテーマに

することにした。 
サブリーダーとしての役割は全く果たせず、ただ分科会の会合に極力参加することを目標としてきた

が、期間的にもタイトな中で各メンバーの頑張りに大いに刺激され、それにもまして奈良間リーダーの

努力には感服するとともに、サブリーダーとして助けにならず申し訳ない気持でいっぱいである。 
後の追い込みを経て、１０名のメンバーによる「少子高齢社会」分科会の成果物をそろえて発表で

きることになり大いに安堵するとともに、この成果物が今後の少子高齢社会においてドラッカー先生が
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説いた「教養ある豊かな、そして自由で機能する社会の実現」に向けて、一助になることができれば幸

甚である。 
 
 
 

「少子高齢社会」分科会サブリーダー 
岡崎 宏昭 

 
途中からサブリーダーを引き受けたものの、もっとスタッフの皆さんと負担を共有し手助けできる存在

でなければいけなかったと思います。力になれなかったことを反省点として今後の自分の行動につなげ

て行きたいと思っています。 
これまでドラッカー書籍はマネジメント本を中心に読んでいたのですが、顧問に指定いただいた推薦図

書を読んでみて、ここまでドラッカーが少子高齢化について言及しているとは思いませんでした。経

営・マネジメントの父と呼ばれるドラッカーですが、こういった社会問題にも深く関心を抱き、研究し、

提言を行って いたことに驚きました。ドラッカーに出会ってまだ二年しか経過していないわたしにと

って、これらの書籍をこんなに早く読むに至ったのは、この分科会に加えていただいたおかげだと思っ

ています。 
また、今まで自分にとって少子高齢化問題は、メディアを通して危機的な状況にありそうだと感じては

いたものの、「どうにかなるだろう。なるようにしかならないだろう。できるだけ自分に降りかかって

こないようにしよう。」という扱いに過ぎなかったと思います。この分科会に参加して、より身近なも

のとして感じ られるようになったと思います。 
 
 
 

「少子高齢社会」分科会サブリーダー 
川澄 佳美 

 
2015 年 4 月から活動が始まった「少子高齢社会」分科会では､多方面で活躍する経験豊かなメンバー

が集まり、この一年間「少子高齢社会」に関する研究に取り組んできた。 

少子高齢社会は既に突入しており日本の将来をネガティブに捉えがちである。しかし、本分科会では

ドラッカーの視点を辿りこの現象をポジティブに捉え、将来に向かって革新的な提案を探るべく議論を

進めたところである。その結果、少子高齢社会が“インパクト”をおよぼす社会領域は幅広く、そこか

ら起きる事象は複雑に絡み合っていることに行きついた。そこで、各メンバーが日頃から興味を持つ領

域を担当し深堀をした。一見各々のテーマは繋がりがないようにも見受けられるが、一つの事象を改善

しても真の解決は図れず、領域それぞれの改善を積み重ねることでイノベーションが起こり、新しい社

会への扉が開かれるのではないだろうかと考える。 

サブリーダーとしては役不足であったもののチームメンバーに恵まれ、これだけの広いテーマを１冊

にまとめられたことは感慨深いものである。 

誰もが活き活きと生きられる明るい社会を築き上げ、次世代への懸け橋となることを望むところであ

る。 
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「少子高齢社会」分科会 顧問 

北村 和敏 

【我々分科会のミッションと成果】 
今回、我々「少子高齢社会」分科会は、「“活性化した少子高齢社会”を目指し、その手助けとなるよ

うな成果物」をミッション・目的とした。 そして成果物は、“自由で機能する社会”に価値観をおい

た手引書/提言集になるよう作成に挑んだ。 
 
ドラッカーが言及する“自由で機能する社会とは如何なる社会か、我々分科会ではこのことを理解す

ることを念頭においた活動に取り掛かった。言うなればドラッカー思想に近づくことを旨とした。キー

ワードは、「働く人に位置と役割のある社会」であり、「自助の精神」である。テーマとして取り上げた

『少子高齢社会』を通してドラッカーの思いを見極める挑戦でもあった。 
 ドラッカーが世に出した４０冊以上の書籍の中には、少子高齢社会に言及した内容が数多く書かれて

いる。我々分科会では、まずは必読書として以下の１４冊を取り上げてテーマに関わる部分を熟読して

いった。 
 
【分科会必読書１４】 
① 「見えざる革命」（１９７６年） 
・企業年金が実現された真の社会主義、過去に投資する者、逆貯蓄が進行 

② 「日本成功の代償」（１９８１年） 
・欲しかったのは長期休暇、定年制の緩和は不可避、定年制見直し後の問題 

③ 「変貌する経営者の世界」（１９８２年） 
・社会の高齢化と定年制、医療保険制度の将来、女性と高年齢者の職場再進出 

④ 「イノベーションと企業家精神」（１９８５年） 
・高齢化社会の生き抜く知恵、企業家精神とは変化を当たり前とすること 

⑤ 「マネジメント・フロンティア」（１９８６年） 
・Ⅱ部「人」ホワイトカラーの生産性、高年管理職・役員の処遇 
⑥ 「新しい現実」（１９８９年） 
・歴史には峠がある・・・、第Ⅰ部「社会による救済」の終わり 
⑦ 「非営利組織の経営」（１９９０年） 
・第Ｖ部 自己開発、第二の人生、女性活躍 
⑧ 「未来企業」（１９９２年） 
・Managing for the Future 
⑨ 「ポスト資本主義社会」（１９９３年） 
・繰り延べ賃金にすぎない・・、老齢保険たる年金基金 
⑩ 「未来への決断」（１９９５年） 
・『創造する経営者（１９６５年）』の続編 
⑪ 「Ｐ・Ｆ・ドラッカー経営論集」（１９９８年） 
・集団自殺しつつある先進国、たとえ出生率が急上昇しても・・ 
⑫ 「明日を支配するもの」（１９９９年） 
・大量移民という危険な問題、第二の人生をいかに用意すべきか、先進国における少子化 
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⑬ 「イノベーターの条件」（２０００年） 
・知識社会、グローバル経済、高齢化社会、条件シリーズ：プロフェッショナル・チェンジリーダー・

イノベーター 
⑭ 「ネクスト・ソサエティ」（２００２年） 
・非雇用者が組織の半分を占める、国論を二分する問題、社会を変える少子高齢化、雇用の変貌 
 
ドラッカーは、人を社会の歯車のように使う全体主義を嫌った。人を活かし、社会を幸せにするため

に、人に位置と役割を持たせた社会こそが、自由で機能する社会だと言及した。そしてそこには責任が

あり、自助の精神が不可欠なのである。 
 

以上 
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ファシリテーターからのメッセージ 
 
本分科会は、ドラッカー「マネジメント」研究会のメンバーに行った「分科会希望アンケート」（2013

年 7 月 17 日、9 月 10 日の 2 回実施）の結果、得票第一位であったテーマをそのまま分科会の名称にし

て立ち上げた。また、分科会のリーダーはじめスタッフについては、2014 年 1 月 10 日の拡大スタッフ

会議（アーステミア森岡虎の門オフィス）にて決定したものである。 
少子高齢社会に突入した日本に対して、ドラッカーは「特に日本において求められているものは社会

的な革新である。その典型の一つが、いかにして雇用と所得を確保しつつ、同時に転換期に不可欠の労

働力市場の流動性を確保するかという問題である。」（『ネクストソサエティ』日本の読者へ）と述べて

いる。今日本に求められているのは、ドラッカーの云うとおり「社会的な革新」であり「実践」「挑戦」

「実行」だからである。 
本分科会の成果は、学術的調査や提言の類で満足するような姿勢を超えるべく挑戦した結果である。

本分科会の成果は、どれも個性的で現実を踏まえた知見が満載である。 
社会変革を目指すイノベーターたらんとする読者の参考になることを期待したい。 
 

「少子高齢社会」分科会 ファシリテーター 森岡謙仁 
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シニア世代の生涯学習と大学の対応 
～少子化時代に生き残る大学の取り組み～ 

山田 博彰 
 
１．はじめに テーマ選定の思い 
 
世界 速で少子高齢化が進む日本では、いよいよ団塊世代がリタイア年齢を迎え、いまだかつて経験

したことのない社会現象が出現しつつある。 
振り返ってみれば戦後の日本は他の世代に比べ約４割も多いこの団塊の世代に合わせて社会は動い

てきたと言える。 
  昭和２０年代   戦後のベビーブーム 
  昭和３０年代   復興と高度成長に伴う集団就職と進学率の高まりに応じた受験戦争 
           新しい音楽、ファッションを通じた欧米化 
  昭和４０年代   高度成長 盛期を支える若年労働力 
           東京オリンピックや大阪万博など世界に日本の活力を誇示     
           ニューファミリー世代が消費を牽引 
  昭和５０年代   オイルショックを乗り越え世界第 2 の経済大国の地位 
           団塊世代のパワーで経済が過熱し、やがてバブルを生みだす 
  昭和６０年代   バブル崩壊により人余り現象が発生 

～平成     団塊世代がリストラの対象となり、格差社会がスタート 
団塊ジュニア世代には就職氷河期が到来、失われた 20 年の始まり 

  平成時代     長期低迷とデフレにより従来の雇用環境が維持できない時代となる 
           早期退職を促す動きと、それによる年金制度の将来不安から雇用の延長を 
           制度化する動きが同時進行となり、対象となる団塊世代が今後の日本にとっ 
           て大量のお荷物世代となりつつある。 
 
以上、いずれの年代においても団塊世代が日本の社会を形成してきたと言える。その世代がいよいよ

リタイアに直面する時代を迎えるのである。 
ここでその上の世代を見れば、平均寿命の延びとともに多くの高齢者が過ごす余生は大幅に長くなっ

てきた。しかしながら、2 度の戦争の過程で彼等の絶対数及び人口に対する割合は恐れるほどではなく、

社会全体が彼らの余生を支えることは可能であるため、個々の格差はあるものの全般的には豊かな老後

を送ることができている。 
それに対して、これから迎える団塊世代の老後は全く異なるものになっていくだろう。なぜならば 

１． 健康年齢の上昇により、60 代は十分若い 
２． 競争社会の中で生きてきた自負がある 
３． 親が生存している場合がある 
４． 核家族化の中で、2 人世帯や 1 人世帯になっている 
５． 経済的に年金収入だけで生活維持は困難 
６． そこそこの蓄えはあるものの、長寿を想定すれば不安になる 
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これらのことから、これからのシニアは社会から守られての老後ということは期待せず、能動的に自

らの老後を作っていく必要があり、又それは十分可能であると考える。その為にはどう行動するかが問

われることになる。 
私達は人生において歳を重ねるに従い、いくつかの節目を迎えることになる。入学、卒業、就職、結

婚、出産、昇進、転職等それぞれの節目でいくつかの選択肢が用意されているが、50 代、60 代にも節

目があり、その度に選択をしていかなければならない。 
いくつかの節目と選択肢をチャートにしてみたのが図表１である。 
その中から、リタイア後の選択肢として「生涯学習、シニア世代の大学入学」を採り上げて、その現

状とドラッカーの提言をもとに今後の解決策を考察することにした。 
                                （図表１） 

少子高齢社会における活性化シミュレーション 
                        ①ボランティア 
                           知識労働 
                           ホスピタリティ 
 
           リタイア選択―――――― ②移住・ロングステイ 
                           地方創生 
                           介護帰郷 
                                         

 ③学習・研究 
                           大学編入学で学士取得 
                           少子化対策 
 
                        ①継続雇用 
                           受け入れ企業のメリット 
                           健康保険や年金 
 
60 歳――   65 歳―― 労働継続選択――――――― ②転職 
                          シルバー人材センター 
                          農業の 6 次産業化 
                          行政と連携したＮＰＯ活動 

③起業 
                           知識の蓄積を活用 
                           途上国への指導 
 
           要介護状態化 ――――― 介護保険や年金制度による生活維持 
                        社会保護政策によるサポート 
           雇用形態の変化に対応――― 兼業禁止規定の見直し 
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２．シニア世代の大学入学に関する現状 
 
そもそも大学は年齢を問わず幅広い年齢層から研究希望者を受け入れ研究の場を提供するものであ

るべきで、年齢によって入学を制限すべきではない。しかしながら日本の大学においては、研究機関と

言いながら社会人の入学を想定していないかのごとく、受け入れていないのが実情である。したがって、

一旦社会に出てから大学で学びたいとしても、なかなか大学で学ぶことは不可能に近いと言わざるを得

ない。 
一方で、現在のシニア世代は今後大量にリタイア時期を迎える団塊世代であっても大学（短大を含む）

への進学率は 20％程度（現在は約 50％）であり、大多数の若者は進学できなかった時代である。その

世代がリタイアする時期を迎えつつあるが、格段に延びたリタイア後の期間をどう過ごすかの選択肢の

中に学習の選択肢もあっても良いのではないか。 
しかも時代的に大学進学をあきらめた人にとって、もう一度大学へ入学し学びそして大学卒の資格を

得て卒業することができれば、人生にとって大きな喜びを得られ、また充実した生活を過ごすことが可

能となるのではなかろうか。 
そこで現在シニア学生を受け入れている大学を調査したところ、なかなか見つけ出すことができない

が、それでも 2 つの大学で取り組んでいることが分かった。その 2 つの大学の取り組みを紹介する。 
まず、一つ目の大学は「立教大学」である。立教大学は 1870 年代に創立された歴史のある大学であ

るが、2008 年より「立教セカンドステージ大学」（以下『ＲＳＳＣ』という）を開設している。この大

学は 50 歳以上のシニア世代を対象とした生涯学習機関という位置付けで、修業年限 1 年の本科と希望

により更に 1 年学ぶことが可能な専攻科が用意されている。 
 
ＲＳＳＣは一般市民に開放するいわゆる市民講座ではなく、1 年或いは 2 年間を通じて既定の単位を

修得することが定められており、科目もＲＳＳＣに独自に配置されるカリキュラムの外、一般の学生に

開講されている授業も受講できるようになっている。もっともＲＳＳＣは正規の大学課程とは認められ

ないものの、文部科学省の定めた履修証明書（学校教育法第 105 条）の交付は受けられる。 
費用についても登録料 10 万円に受講料 30 万円と、一般の大学に比較して 3 分の 1 程度の負担となっ

ており、この程度の費用で 1 年を通じて立教大学で学ぶことができ、なお且つ図書館や食堂など大学の

施設も自由に使えることを考えれば、シニア層にとっても価値のある取り組みであるのではないか。    
12 月にＲＳＳＣの入試説明会と公開授業があったので参加してきた。会場には 150 名近い参加者が

集まり、皆真剣に説明を聞いていた。大学側の説明では開設以来毎年 100 名以上の応募があり、90 名

以上の入学者を迎えているとのことであった。 
 
配布されたパンフレットには受講者の声も多数記載されて皆一様に学ぶ楽しさを語っており、特に目

玉であるゼミナール活動や夏期の合宿などから受講生同士のコミュニティの輪が広がっていき、新たな

人生のステージへと繋がる貴重な 1 年になったということが印象だった。 
説明会の後で事務局の担当者に直接状況を訪ね、このＲＳＳＣを正規の大学課程にすることについて

見解を聞いてみたところ、担当者はそのようなことは考えられないとの回答であった。理由については、

「このＲＳＳＣは制度上立教大学とは別の機関として運営されており、単独では赤字運営となっている。

ＲＳＳＣを正規の大学にすることはさらなる負担となり考えられない。また、シニアでも通常の試験を

受けて大学へ入ることについては可能であるが、試験の成績も必要であり授業料も高額となり現実には
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難しいのでは」との回答であった。 
その後食堂で説明会参加者にもインタビューをしてみたところ、正式な大学の資格が取れればもっと

嬉しいとの意見であったが立教大学では難しいとの現状であった。なぜならば立教大学では学生募集に

は何の問題もなく、社会的に意義ある活動としてＲＳＳＣをとらえているからである。 

   

一方、正規の大学課程において受け入れている大学があり、それが神奈川県厚木市にある松陰大学で

制度を設けていることが分かった。そこで松陰大学を訪問して状況を伺った結果募集内容は次のとおり

であった。 
 
松陰大学においては、神奈川県在住の 50 歳以上を対象に、正規の大学生として「シニア学生」を受

け入れている。その学生に対する特典として、 
  １．学士号（大学卒業資格）が取得できる。 
  ２．学納金が通常の 1/3 に軽減される。（27 年度は 447 千円） 
  ３．松陰大学の 3 学部の選択科目を自由に選択できる。 
  ４．教職課程で所定の単位を取得後、「教員免許」が取得できる。 

が用意されており、また 4 年間の学納金で 8 年まで在籍ができる制度もあってシニア世代には魅力ある

内容となっている。 
 
この制度に対する大学側の評価は次のとおりであった。 
松陰大学は 2012 年度からこの制度を導入したが、きっかけは厚木市主催の市民講座に参加し講座を

受け持っていた。その際参加者の中から大学へ正式に入学し学びたいとの意見が出て、それではと 50
歳以上のシニアを対象に募集したところ、話題となって新聞等にも採り上げられて初年度は 8 名が入学

した。現在 3 年目であるが、広報をあまりしていないこともあって在籍者は 11 名となっている。在籍

している学生の中には海外の大学との交換留学に参加するなど積極的に取り組む学生もおり、また教員

へ質問等学ぶ姿勢も若い学生より評価が高く、制度を導入した意義を評価している。しかしながら初年 
度ほどの反響は年ごとになくなり今後普及していくかの懸念がある、とのことであった。 
一方、現在同大学で学んでいる学生たちにもアンケート（資料 1）によるヒアリングを実施させてい

ただいた。 
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その結果、8 名の学生から回答を得た。回答の中からいくつか紹介する。 
 １．平均年齢  66.6 歳（ 高年齢は 73 歳 男性 6 名 女性 2 名）であった。 
 ２．入学目的  様々であったが、しいて大卒の資格を取ることを目的とした人はいなかった。 

          しかし、大卒者は 2 名で短大卒が 1 名あとは高卒者であり、当時の進学率どおり

を表していて興味深い。 
  ３．入学後の評価 

 全員が満足しているとの回答であった。 
          交換留学制度で海外留学まで経験した人もいて、それぞれが学生生活を楽しんで

いる様子がうかがえた。 
  ４．シニア学生の意義 
          「一生青春 一生勉強」「貴重な人生の 1 ページ」「夢のある充実した時間」など 
          全員の学生にとって意義がある学生生活ととらえている。 
  ５．シニア学生制度に対する今後の見通し 
          いろいろなハードルがあることは伺えるものの、学びたい人は多く大学がシニア

層を受け入れる姿勢があれば増えていくと考えている。 
 
以上、現在のシニア学生からのアンケート結果の概略を書きだしてみたが、回答者全員が入学してよ

かったと回答していることから、この制度が普及する可能性はあると考えている。 
ただし、一大学で行うには地理的な限界もあり、また学内の様々な制約から多くのシニア学生を受け

入れるには限界があるので、さらなる普及には多くの大学がシニア学生の受け入れを理解し積極的に取

り組むことが必要である。 
また、少子高齢社会において高齢者にとっては元気な老後をおくるため、大学生活を大いに利用する

ことが問題の解決に役立つとともに、少子化で学生確保に苦しんでいる大学にとっては定員に余裕があ

ればシニア学生を受け入れることにより、運営上のメリットも出てくるのではなかろうか。 
上記の 2 大学における取り組みを見てきたが、それぞれが置かれている環境や大学としての位置づけ

によって受け入れる制度が違ってくることは当然であるが、この少子高齢社会において意義のある取り

組みをしているとして大いに評価したい。今後は、このような大学が増えていくことを期待したいが、

それには国も積極的にかかわって新たなシニア学生に対する卒業要件の緩和措置や補助金制度の拡充

などの支援策を示していくことが必要である。 
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さて、 初の訪問から 2 年が経ち初年度に入学したシニア学生が卒業を迎える時期となり、その後の

状況を伺うために再度「松陰大学」を訪ねてみた。今回は担当している教授お二人に話を伺うことがで

きた。初年度から 4 年が経過して大学としては 1 クールという節目を迎える時期であり、その中で様々

なことを経験されてきて課題等も見つかったとのことであった。 
 
まず、入学者については初年度こそ 8 名であったがその後は少ないままであり、編入学生はいるもの

のなかなか入学者増には結び付かないとの回答であった。大学としては本来の学生募集が広報の主目的

でありシニア学生の募集は優先度が低いと言わざるを得ない。毎年厚木市で開催の市民講座では参加者

に対して広報を行っているが入学者には結び付かない。市民講座などは定員オーバーになるほどの人気

だが、それに比べやはり大学への入学に対してハードルが高いという意識が強すぎるのではないか。も

う少し気軽に入学でき、気軽に勉強ができるという事が浸透してくれば入学者増にもつながるのではな

いかという分析であった。 
また、在学しているシニア学生について尋ねたところ、概ね学生たちは大学生活を堪能している様子

が見られる。初年度入学の学生は来春卒業となるが、学芸員の資格や日本語教師の資格を取った学生が

いて卒業後その資格を生かしていきたいと意欲を燃やしているとのことで意義のある 4年間になったの

ではないかと感心させられた。その他 4 年間の学費で 8 年まで在籍できるメリットを生かして意識的に

留年するという学生も現れてきている。何よりいろいろな場所で「学割」がきくことで大いに利用して

楽しんでいる。ただ、女子の学生は教員や若い学生とも溶け込んでいるが男子はコミュニケーションに

苦労しているシニア学生が見受けられ世代間のギャップをどう埋めていくかが今後の課題となってい

るとのことであった。 
 
一方で受け入れている大学側からみたシニア学生受け入れの取り組みについて尋ねてみたが、4 年間

の試みは功罪半ばとの回答であった。地元の厚木市との連携の中で取り組んできたという意味で大学と

しての広報や認知度アップには貢献している。また文部科学省が求める地域連携の取り組みに対しては

大きく寄与しているのではないか。しかし大学経営から考えれば入学者増につながる結果にはなり得ず、

その上世代間ギャップなどの新たな課題も持ち上がってきており、今後どのようにして経営上にもプラ

スにできるか課題は多いという状況がうかがわれた。 
後に、同じようなシニア学生を受け入れている大学についての情報を伺ったところ、12 月 2 日付

けの読売新聞に掲載された記事を紹介され、松蔭大学の他に関西地区で 2 校、中国及び九州で各 1 校が

取り組んでいるとの情報を得ることができた。今後機会があればそれらの大学の様子も取材できればと

考えている。 
 
 
３．シニア世代を受け入れるアメリカの大学事情 
 
 そもそもこのテーマを選んだのは、私が現大学に勤める以前に高齢者向けの介護施設の運営を行って

いた時に、アメリカの老人ホーム事情に触れる機会があり、その中で多くの大学のキャンパス内に老人

ホームがあることを知り、大いに興味を持つことになりその後大学に縁を得てからも漠然と日本の大学

でもこのような取り組みが可能ではないかと考えてきたからである。 
 そのアメリカでの大学と老人ホームとの連携は次のとおりである。 
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 日本では 2009 年ころより大学・短大への進学率はピークとなり、本格的な全入（大学への進学希望

者は全員進学することが可能）時代を迎えており、特に地方大学では学生確保が難しい時代を迎えてい

る。 
一方、アメリカではすでに 1960 年代から「全入」を迎え、海外からの留学生を積極的に受け入れる

とともに、90 年代に入ってからは「リンク型シニア・コミュニティ」が創設され、現在では 60～70 の

大学がキャンパス内に老人ホームを設置している。 
 シニア・コミュニティとは大学のキャンパス内に有料で入居できる老人ホームが造られ、シニア世代

が入居し生活しながらリンクする大学で若い学生たちに交じって学んでいる。入居する彼らは、大学の

同窓生や大学への寄付者或いは大学の元職員など関係の深い人達が多いことから、大学への愛着がキー

ワードになっているとも言える。 
 
 このように、アメリカでは公立・私立を問わず種々の大学がビジネスとしてシニア・コミュニティを

活用している。ここには「産・官・学」及び利用する「民」それぞれに次のようなメリットをもたらす。 
 ①住民は、知的で元気に生活し、学生は高齢者の貴重な経験や知見を得ることができる。 
 ②大学は、若者だけの場ではなく多世代の知の資産として価値を高める。運営上も学生確保やキャン

パスの有効活用を図ることができる。 
 ③自治体は、地域の雇用創出、消費拡大、税収増など地域活性化を図れる。 
 ④企業はシニア向けの住宅、健康、学習などのビジネスが創出される。 
 
 ここには出身大学への愛着や成功者の寄付文化など、アメリカの独特の文化が大きく影響しているこ

とを見逃すわけにはいかないが、少子高齢化を乗り切るための一つのアイデアとしては、その波及効果

は十分あるのではなかろうか。 
 日本においてキャンパス内に老人ホームなどという施設を設置することは、様々な規制の中では容易

ではないと思われるが、そこまでしなくても大学施設にシニア世代を迎え入れることにはそれほどの障

害はないのではなかろうか。 特に地方の大学には広大なキャンパスを有する大学も多く、何らかの形

でキャンパスの有効活用を図るためにシニアを利用すべきである。 
 
 
４．「シニア世代の生涯学習と大学の対応」に関するドラッカーの言葉 
 
ドラッカーはそのほとんどの著書の中で早くから「人口構造の変化」を唱え、それによる社会に重大

な問題を引き起こすことを指摘してきた。 
1976 年に発行された『見えざる革命』では、退職年齢を過ぎた高年者が急激に増加し、先進諸国の

人口の中心部分を構成するようになってくる。しかも日本はこの変化を も典型的に経験するといって

いる。（同日本語版への序文）そこでは退職後の 20 年をどう過ごすかに関心を持たざるを得ず、単に扶

養される老人では過ごせない社会が現実となってきた。 
また、『ポスト資本主義社会』においては、知識社会の到来により知識人と組織人へ二分され、それ

を統合させる組織社会へと移行していく（『ポスト資本主義社会』p11）。そのような社会では資本家や

メガステイトなどの権力による支配と救済に限界が生じ、コミュニティと人に働きかける社会サービス

に対するニーズが高まっていき、ＮＰＯやボランティアなど第３のセクターが市民性を持つようになる
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（同ｐ24）。そこには教育に対する新しいニーズも生まれ、学校の役割も子供相手から成人のための機

関へと社会的な位置付けも変化してくる。 
知識社会における学校の在り方をドラッカーは 
   １.読み書きを超える高度な基礎教育 
   ２.継続教育の習慣付け 
   ３.すでに教育を受けた者、受けなかった者への門戸開放 
   ４.他の機関との競争やコラボ 

とし、学校に戻ることが当たり前の社会にすべきと訴えている（同ｐ245～250）。また、知識社会にお

いて必要な多様な専門知識を理解する能力が必要となり、その能力を持った教養ある人間が社会の能力

を規定し、同時に社会の価値、新年、意思を体現するとし、ますます大学の重要性を説いている（同p265）。 
また、『新しい現実』でも、教育に対する新しい要求として、社会的な目的を持ち誰に対しても開か

れており、継続教育や学校以外の教育など知識社会における教育は人生と生計をバランスさせていくと

言っている（同ｐ274）。 
 

 
５．おわりに 新たな大学の役割への提言 
 
現在急速に進行する日本の高齢化は、日本全体の国家財政にも大きな負担を強いてきており、このま

ま推移していけば高齢者に対する社会保障費の負担は益々増大し続け、国の社会資本を劣化させていく

ことになる。まさに高齢者は国家のお荷物となっていくのである。 
そこで、いかにして高齢者に対するコストを軽減し、社会全体に恩恵がいきわたるようにするかが、

これからの日本にとって大きな命題となっている。高齢者にも様々な人がおり比較的余裕のある高齢者

も多く存在する。その高齢者層から少しでも社会へ還元する方策として、大学での学びを利用すること

ができるのではないか。 
 
高齢者にとっては、大学という新しい学びの場に身を置くことにより新たな知識や経験を得る機会が

与えられ、またいろいろな人との出会いがきっかけとなりそこに新しい社会が生まれ育まれていくので

はないか。そうして高齢者が自分は社会のお荷物ではなく社会に何らかの貢献をする存在としての自覚

を持つ。こうして新しい知識社会において一人ひとりが自らの意思で役割を持ち続け、教養ある人間と

して社会に貢献することができることにより「自由で機能する社会」が実現するのではないか（『産業

人の未来』ｐ30）。また、高齢者に対する財政負担が軽減されれば、その財源を若い世代の活性化のた

めの財源に振り向けることができれば、若い世代にもより「自由で機能する社会」が実現するのではな

いだろうか。 
一方大学としては、自らの意思で学ぼうとするあらゆる年代の人達を受け入れて、彼らに教養ある人

間としての「地位」と「役割」を持たせることができる。また、大学で学ぼうとする高齢者を受け入れ

ることにより、少子化による危機に立つ多くの大学が生き残るための取り組みの一つになるであろう。 
そして社会にとっては高齢者が社会的な弱者となることを防ぐことによりコスト削減が計られ、限ら

れた社会資本を他の世代に振り向けることが可能となり、それにより今以上に「自由で機能する社会」

が実現するのではないか。 
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                                       （資料１） 

松蔭大学の「シニア学生」に対するアンケート 
大学における「シニア学生」に関するアンケートのお願い 

                        ドラッカー研究会 会員  山田 博彰 
 
私が所属している「ドラッカー研究会」におきまして、現在の日本社会に関する分科会の活動とし

て少子高齢社会における様々なテーマを採り上げ、その問題点や解決策を模索する取り組みを行って

おります。 
かつてドラッカーは彼の多くの著作の中で、確実に予測できる未来は「少子高齢社会の到来である」

と言い続けており、今まさに日本は真っ先に突入しつつあります。私たちはドラッカーの提言を糧に

「自由で機能する少子高齢社会」の実現を目指し、各々テーマを決めて取り組んでおります。 
その中で、私はシニア世代が大学で学ぶというテーマを採り上げてみました。現在、日本ではシニ

ア世代を正式な大学生として受け入れ制度がある大学はほとんど見当たりません。多くの大学では社

会人講座、あるいは市民講座として学習する機会を設けておるものの学位を与えるものではなく、大

学卒（学士号）の資格は取ることができません。 
そんな中で、「松陰大学シニア学生」制度の存在を知ることができました。まさに私の描いていた

制度であり、その制度で入学し学生生活を送っている皆さんがいらっしゃることも伺い、是非皆さん

のご意見を聞かせていただきたく思っております。そこで、誠に失礼とは存じますが、アンケートと

いう形で皆さんのご意見を承りたく、よろしくお願い申し上げます。 
アンケート 

１．松蔭大学への入学に関して 
  ① シニア入学制度を知ったきっかけはなんですか 
  ② 受験を決めた理由及びその経緯 
  ③ 学費に関して 
  ④ 入学に対する家族の反応 
  ⑤ 入学に際しての不安材料 
２．大学生活に関して 
  ① 入学時に建てた目標 
  ② 現在取り組んでいること 
  ③ 周りの若い学生の反応と交流 
  ④ シニア学生同士の交流 
  ⑤ 大学教員との交流 
３．「シニア学生制度」への評価 
  ① 現在までの学生生活への評価 
  ② 大学及び学生への要望 
  ③ 今後この制度の普及への見通し及びそのための条件 
  ④ 卒業後の計画 
  ⑤ 人生における「シニア学生」の意義 
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４．ご自身に関する質問 

（個人情報にかかわることがありますので答えられることだけで結構です） 
  ① 年齢             性別 
  ② 入学前の経歴 
      終学歴 
      職  歴 
  ③ 現在の状況（現役・リタイア） 
  ④ 大学までの通学時間・手段 
５．その他なんでも結構ですので、「シニア学生」に関するご意見をお書きください。 
 
                       ありがとうございました。 
                        駒沢女子大学 国際文化学科 
                            教授  山田 博彰   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【執筆者プロフィール】 

氏名  山田 博彰  昭和２３年（６６歳） 

現在  駒沢女子大学 国際文化学科 教授 

経歴  曹洞宗寺院に生まれ、大本山永平寺で修行、現在曹洞宗「西楽寺」住職 

    東京グランドホテル（ホテル業） 約２３年（下記と重複期間１２年あり） 

    株式会社グランディック（医療給食、有料老人ホーム） 約２０年  

    ドラッカー「マネジメント」研究会に 2010年より参加現在に至る 
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少子高齢社会の企業へのインパクト 

 
奈良間英樹 

 
１．はじめに 

少子高齢化という人口問題により今まさに社会の根幹がゆらいでおり、様々な形で企業・組織に解

決がゆだねられている。しかしながら、その解決方法は組織の“本業”により解決の方向へつなぐと

いう事ではなく、従業員を支える“福利厚生”の概念の中で行われていくケースが多いと感じている。 
未曾有の事態を受け、少子高齢化が企業へどのようなインパクトを与えているのか？企業は少子高

齢社会というインパクトをどの様に考え、どの様に対応してゆけば良いのか？また、どの様に解決し

ていけば良いのか？ 
この緩やかだが不可逆的なインパクトにしなやかに対応し、チャンスと捉えるために必要な視点を

ドラッカーの記述をヒントとしながら探ってみたいと思い、本テーマに着手した。 
 
２．現状の把握 
２－１．状況の把握 

ドラッカーは、著書『明日を支配するもの』に、「経営戦略の前提が変わる」と題した章の中で“先

進国における少子化”を第一に挙げている。その“前提”はどの様に変化していくのか。 
少子高齢社会の状況を幾つかのポイントについて簡単に確認しておく。 
○人口動態 
人口動態は“少子高齢社会”の根源となるものである。既にご承知の事とは思うが前提条件として

確認をしておきたい。以下に 20 年おきの人口動態を人口ピラミッドで示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990 年の段階で既に“ピラミッド”と言われるような三角形とはならず、“コマ型”となっている。

“団塊の世代”と“団塊ジュニア”による 2 つのピークが年を追うごとに上にあがっていく様子が分

かる。対してピラミッド下方の若年層を示す箇所は年々“細く”なっていき、少子高齢化が進んでい

くことが良く理解できる。この人口動態の推移が本書の課題である少子高齢社会の根源であり、イン

パクトそのものとなる。 

平成 12 年（1990 年） 平成 32 年（2030 年）平成 22 年（2010 年）

総務省統計局ＨＰより http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/useful/u01_z24.htm 
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○人口の推移と高齢化率 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総人口は 2010 年のピークを過ぎ減少傾向に転じ、人口における高齢化率は上昇し続けている。 
将来予測は人口減少とあわせて少子化、高齢化が進み、14 歳以下の人数および 15 歳～64 歳の“労働

力人口”は年々減少の一途をたどる。2060 年には 65 歳以上の人口が約 4 割となると予見される。 
 
○労働力人口の推移 
少子高齢社会というインパクトが企業にダイレクトに影響をおよぼす課題の一つに“労働力人口”

の減少があげられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内閣府ＨＰ 平成 27 年版高齢社会白書より http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/zenbun/27pdf_index.html 

高齢化の推移と将来推計 

労働力人口の推移 

内閣府ＨＰ 平成 27 年版高齢社会白書より http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/zenbun/27pdf_index.html 
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毎年の労働者数を比べても、さほどの減少は感じられないが、2000 年と 2013 年を比べると、200
万人近く減少している事になる。またその労働力人口の年齢比においては高齢化が進んでいる。2013
年で 65 歳以上の割合が約 10％となっており、今後もその傾向は進んでいくと見られる。 

 
 
○要介護者数の推移 
“高齢化”の大きな課題の一つとして介護の問題があげられる。65 歳以上の人口が増え続ける中、

要介護認定者数も同様に増えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記データでは記載されていないが、今後高齢者の増加とともに、要介護人口の増加傾向は変わら

ず、また認知症人口も増えていく見通しとなっている。 
要支援と言う項目は現在、介護保険法の改正の中で、介護保険制度から外して行く方向で議論がさ

れているようなので、今後はこの統計の項目からは無くなる可能性がある。 
 
 
 
 
 
 
 

65 歳以上の要介護度別認定者数の推移 

内閣府ＨＰ 平成 27 年版高齢社会白書より http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/zenbun/27pdf_index.html 
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○介護離職者数 
親の介護などを理由に離職、転職した人数についてまとめた統計を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎年約 8 万～10 万人の方々が、現状の仕事より介護を選んでいる。労働力人口が減少して行く中

で、介護離職の数も今後増大して行く可能性が高い事を考えると、企業にとっては人材確保に苦慮す

るケースも増えてくると思われる。 
介護離職をした方の 80％以上が女性であることは、私生活の中で介護の役を担っているほとんどの

場合が女性であることを物語る。ただし、今後は未婚男性の増加や一人っ子などの影響から男性によ

る介護も増えてくると言われている。 
介護離職の問題は、WLB やダイバーシティ経営など多様化する社員に対する対応の工夫により防

ぐことができる可能性があると筆者は考えている。 
 

２－２．“少子高齢社会”による考慮すべき企業の内部要因 
“少子高齢社会”というインパクトにより、企業が受けるあるいは対応を迫られるであろう事案を考

えてみた。 
１．労働時間：残業などの制約 
２．労働力：労働条件など、働く人の確保 
３．コンプライアンス：法規制の改正、新たな法整備への遵守“世の中的”な流れへの対応 
４．商品開発：マーケットニーズを意識した商品開発 
５．人材育成：知識、技術の取得、熟達 
６．人材の活用：ベテラン社員の活用、女性社員の登用、リタイア後のサポート 
７．マーケティング：内側から見た外の世界 
８．人材の確保：業態によっては既に顕在化 
９．社員ニーズの変化：変わる“世の中的”感覚 

 

介護・看護を理由に離職・転職した人数 

内閣府ＨＰ 平成 27 年版高齢社会白書より http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/zenbun/27pdf_index.html 
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企業の内部要因の解決については WLB の推進、ダイバーシティ経営といった主に“少子化”・“女性

活躍支援”対策として多くの企業が導入を開始している。またホワイトカラーエグゼンプションも導

入の方向で閣議決定されるなど、労働時間、労働条件を中心とした解決手法が選択されているケース

が多く見られる。 
企業の内部要因に関する解決策については、上記各項目をみても、企業にとっては“福利厚生”的

な取り組みとして捉えるケースが多いと考えられる。しかし、この課題を“従業員のロイヤリティ向

上策”として捉えて対策を考えていくことで、帰属意識の強い、柔軟かつ強い企業体質へ、変化に強

い体質へ組織を“変化”させることができるのではないか？ 
これは“少子高齢社会”対策を単なる“社会問題対策“として捉えるのではなく、自社のステージ

アップのための戦略や企業体質の強化へ結びつける重要な考え方ではないかと考える。 
 
２－３．“少子高齢社会”による考慮すべき企業の外部要因 
“少子高齢社会”というインパクトにより、企業の外部環境が受ける“変化”について考えてみた。 
 
１．国内マーケットの縮小：国内人口は減少。国内マーケットはシュリンク。 
２．マーケットの変化：マジョリティはシニア世代へ移行。かつて市場を作った若者層は先細り 
３．社会保障：シニア人口増等による各種費用の拡大、若年層減少による税収等の減少 
４．育児環境：保育所など働きながら育児をしやすい環境のニーズが更に拡大、核家族化 
５．介護環境：働きながら介護しやすい環境 
６．居住環境・通勤動線・移動手段：住む場所、移動手段 
７．労働環境・手法の変化：テレワーク、インターネット等、労働の外部環境への変化、技術・手法

の変化、働き方の変化 
８．社外ニーズの変化：量 → 質へ、モノ→オモイデへ 
９．他国の状況：東アジアは今後加速度的に少子高齢化へ 

 
ドラッカーはイノベーションには「７つの機会」があると言っている。 
“少子高齢社会”は直接的には 7 つの機会のうちの「５．人口構造の変化」に当たると考えるが、

「２．価値観ギャップ」、「４．産業構造と市場構造の変化」と捉えることもできる（まさしく、「７

つの窓から覗いている」ような状態であるかと思う）。従って、企業にとっては今まさに大きなイノ

ベーションの“機会”が到来していると考えることもできる。社会的イノベーション機会として“少

子高齢社会”をとらえた場合、『企業の外部要因』の変化をキャッチし、自社の本業の軸線を活用し

て行く事こそが、この“少子高齢社会”と言う国難を明るいチャンスと捉えることができるポイント

ではないだろうか？ 
すなわち、“少子高齢社会”はまさしく大きな社会的変化であり、企業が取り組むべきビジネスチャ

ンスであり、また社内組織の体質強化を実行出来る大きな機会と考える事ができる。 
 
しかし、これは中々容易なことではないだろう。 
そこで、次章ではこうした課題についてドラッカーの言及を紐解き、ヒントを得たい。 
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３．「少子高齢社会」についてのドラッカーの言及 
少子高齢社会についてドラッカーはどんな事を述べているのか？ 

上記項目に関連するドラッカーの言及について紹介し、ヒントを得たく思う。 
 
冒頭で述べたように、ドラッカーは著書『明日を支配するもの』の中で、少子高齢化が企業の“経

営戦略の前提が変わる”ような変化であるとし、「 も重要な二十一世紀の現実は、破局的ともいう

べき少子化の進行である。しかも、これは人類史上初めてのものである」（『明日を支配するもの』p49）
と、強烈な警鐘を鳴らしている。その上で、「しかし、すでにそれを機会とすることは可能である。

それらの機会の成果を調べる事さえ可能である。」（『明日を支配するもの』p57）とまとめ、この変化

を“チャンス”と捉える視点は確実に在ると感じさせる。続けて「今日の資源を明日のために投じる

という、本来の意味での経営戦略を策定するためには、人口構造の変化、とくに先進国における出生

率の低下を前提とすることが不可欠である。しかも今日のあらゆる変化のうち、この先進国における

少子化こそ、 も前例がなく、 も劇的であって、かつそのもたらすものが も予測困難である。」（『明

日を支配するもの』p57）とその項を結び、変化の行く末がまだまだ予測困難である事にも触れてい

る。 
 
以下は、前章の内容を踏襲し、企業における“内部環境”と“外部環境”についてそれぞれまとめた

い。 
 
【内部環境について】 

少子高齢化に関するドラッカーの記述は様々な書籍に散りばめられているが、『ネクスト・ソサエ

ティ』の中でまとめられている。 
本書では、「社会を変える少子高齢化」と言う章の中で、次のように述べている。 

「人口構造の変化がもたらす 大の影響が、文化と市場の多様化である。」（『ネクスト・ソサエティ』

p14）  
「労働市場のほうも、需要が異なり、動きが異なり、雇用形態が異なる多様な市場に分化する。すで

に五十代未満市場と五十代以上市場が分かれつつある。若年者は正社員として安定した収入を必要と

する。少なくとも常時フルタイムの仕事を必要とする。これに対し現在急増中の高年者は、幅の広い

選択肢を必要とする。彼らには多様な組み合わせがある。休養との組み合わせさえ必要とする。」（『ネ

クスト・ソサエティ』p15） ドラッカーによれば、高年者の労働の在り方は多様化し、幅広い選択

肢が必要となると述べている。高齢者のニーズ・ライフスタイルは「多様化の方向に行くことが自然」

と考えれば、この高年者の労働の在り方も“自然”な考え方といえるだろう。すなわち、体調や病気、

ライフスタイルなどに考慮した働き方が必要であり、企業側もこれを準備する必要に迫られる事にな

る。また、場合によっては社員のセカンドライフ、セカンドキャリアを考える必要が出てくるかもし

れない。いずれにせよ、少子化による労働力不足と高齢化によるシニア社員への対応と言う事態につ

いて企業は戦略的かつ積極的な対応が迫られるかもしれない。 
 
またドラッカーは続けて女性の労働市場についても述べている。 

「労働市場は女性のテクノロジストの出現によっても多様化する。看護士、コンピューター技師、弁

護士補助職の資格をもつならば、十五年間の子育てのあと仕事に復帰できる。アメリカでは、男性よ
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りも多くなった大卒女性の多くがテクノロジストの道を進んでいる。テクノロジストの道こそ、子育

て後の社会復帰を望む女性のニーズに応え、かつ労働可能年限の延長という新しい現実に応える初め

てのキャリアである。」（『ネクスト・ソサエティ』p15）  
 
この記述の 後に書かれている“労働可能年限の延長”は女性のニーズに限らない。今後、年金受

給年齢がより高年齢化して行く事も予想され、それに伴い、“定年制”の延長や撤廃などの動きも出

てくることも考えられる。 
 
「人口構造の変化こそ、ネクスト・ソサエティにおいてもっとも重要な要因であるだけでなく、 も

予測しがたい要因である。」（『ネクスト・ソサエティ』p18） 
 

【外部環境について】 
“少子高齢社会”による企業の外部環境へのインパクトはイノベーション機会と捉えることができ

ると考えられる。 
ドラッカーは『イノベーションと企業家精神』の冒頭で、「これら７つのイノベーションの機会は

載然と分かれているわけではなく互いに重複する。それはちょうど７つの窓に似ている。それぞれの

窓から見える景色は隣り合う窓とあまり違わない。だが部屋の中央から見える七つの景色は異なる。」

と述べている。（『イノベーションと企業家精神』p16）“少子高齢社会”という事象を「七つの窓」で

見た時、色々な見方ができるだろう。 
 

第三の機会である“ニーズ”については、“少子高齢社会”のニーズをより掘り下げる必要があろ

う。例えば、“働きやすい環境”と言うニーズが見つかれば、職場環境改善のビジネス、すなわちオ

フィス家具、IT システム、空間環境やオフィス配置、テレワークなど様々な“ビジネスチャンス”が

産まれる。 
 
こうして考えると、この社会的変動である「少子高齢社会」という事象の対策を考えるに当たり、

企業や組織が動くことは非常に重要であり、その企業、組織においても多くのメリットを見出すこと

ができると考えられる。そして、これを裏付ける言葉がドラッカーの著書『ポスト資本主義社会』に

書かれていた。 
「社会の問題に取り組むことができるものが、組織の他にあるだろうか。」（『ポスト資本主義社会』

p130） 
まさに、社会の問題に取り組み、ビジネス視点で解決に結びつける事が企業の本質であり、積極的

に社会の問題に取り組んでいくことが、企業の持続可能性を高めることにもつながるのだろう。 
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４．まとめ、解決・改善の方策など 

少子高齢社会という緩やかだが方向性を変えられない“インパクト”に対し、企業がどのように対

応していけばよいのか？ドラッカーの考え方を踏まえながら筆者の考えをまとめたい。 
 

○企業・組織内における「取り組み」の位置付け 
「少子高齢社会」のインパクトは、冒頭でも述べたように、企業や組織の“福利厚生”や CSR の

一環として対応する考え方が現在の主流になっているように思う。しかしこの考え方で言えば、イン

パクトの処理はあくまで“コスト”であり、企業や組織の利益を生み出す要素は皆無または非常に少

ないものとなるだろう。このような場合、一般的には導入に対する抵抗が生じたり、社員同士の軋轢

や業務評価との乖離などにより、対策の実行に非常に時間がかかったり、思う様な効果が得られない

事が多い。「少子高齢社会」のインパクトを処置するにあたっては、全面的に“企業・組織の利益に

結びつく”と言う前提条件を作り、これからの企業が絶対に取り組まねばならないミッションとして

位置づける必要があろう。ではどのように位置づけたら良いのか？ 
 
①企業・組織の体質強化 
主に労働条件に関わる部分については、帰属意識が高い社員の育成、従業員ロイヤリティの高い組

織体質を構築してゆくとともに、豊かな社外経験による発想力のある強い社員を育成していく、と言

う位置づけが必要であろう。 
その上で、従業員一人ひとりのライフステージ・ライフスタイルにある程度配慮した、あるいは、

ライフスタイルによってある程度選択肢をもった労働環境が必要となってくると考える。これは、ド

ラッカーが言うところの“QOL”（生活の質）にもつながり、企業においても、ある意味もっとも重

要な存在意義とも言える。 
 
具体的には現状広まりつつある、WLB やダイバーシティ施策といった主に子育てや女性支援の取

り組み、またベテランシニア社員の多様性のある雇用形態を実行するなどの方法でまずは良いかと思

うが、そこには単なる“福利厚生”ではなく、企業の重要な戦略の一つと位置づける事が大切だと考

える。ここで重要な事は、従業員が彼らの生活における“働く・仕事をする”という部分と“家庭・

プライベート”と言う部分が極端なトレードオフに成らないような配慮をし、それを従業員自身がい

くつかの選択肢の中から方法を選択し、ライフステージの変化に応じて、一定の手続きのもとで都度

変更できるといったもので良いと考える。反対に、制度を伴わないそれぞれの個人に配慮しすぎた行

き過ぎた対応は、むしろ企業と組織の体制を苦境に立たせる可能性もあるだろう。 
 
この勤務体系の例としては、ソフトウェア開発会社のサイボウズ株式会社の取り組みが好事例とし

て挙げられる。サイボウズでは社員自身の人生のイベントに合わせて自ら働き方を変更できる選択型

人事制度を導入している。この制度はＰＳ２（ワーク重視型）、ＰＳ（ＷＬＢ型）、ＤＳ（ライフ重視

型）の３つの働き方を準備し、社員の自由意思で自分の働き方を選択できるというものだ。ＰＳ２、

ＰＳは月給制で、ＤＳは時給制であり、社内でオープンに制度化している事と、その選択によって給

与体系も変える事、さらに時間当たり賃金は同額になるように工夫し働き方の選択と時間当たりの仕

事の質の評価を切り分ける事で、社員同士の軋轢を緩和し社員それぞれが納得して業務に当たる事が
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できる。こうしたこれまでの勤務体系、給与体系とは異なる柔軟で活用し易い制度が求められる。 
こうした取り組みを実施する際には、企業・組織の構成メンバーがその意味を理解し、縦や横の人

間関係において軋轢が生じないようにすることが継続のために も重要なポイントだ。それにはトッ

プのコミットメントを日々の中で伝え続けることと、全ての事は“他人事でなく自分事”というお互

い様の文化を醸成する不断の努力が必要となる。 
この取り組みが企業にとって必要な事であると伝え続け、実行し続ける事が重要であると考える。 

 
②マーケット変化に対する情報のキャッチと柔軟な対応力の醸成 
「少子高齢社会」のインパクトを処理するという企業の取組は、マーケットの多様化、マーケット

の変化に対して大きな強みを持つ。従業員が多様化すると言う意味は、自社内であらゆるマーケット

ニーズを調査できると言う意味でもある。特に、時代の経済をいつも牽引する若年女性層や今後のマ

ーケットの主役となるシニア世代のニーズは、多様化し変化に富む。特にシニア世代のニーズの難し

さは、一般的な社会人が“まだ経験していない年齢層”ということもあり、つかみどころがなく多く

の業界・企業が開拓しきれていないのが実情である。 
 
多様性のある組織構成は、この大きな課題を解決する力を持つ。つまり、世代ごとの生活様式や困

り事、解決したいニーズが社内で得ることができる可能性があり、商品開発や使用感テストなどに置

いて、多様性のある様々な従業員が関わることで市場に出す前に色々な情報を社内で確認できる。ま

たマーケットの変化に対しても様々な従業員がそれぞれの感性でキャッチすることで、いち早く対応

できる可能性も考えられる。 
重要な事は、これら従業員が日々考える事、キャッチした事をどのようにすくい上げるか、という

ことだ。社内のシステムなのか、日々のコミュニケーションか、“仕組みづくり”が必要だ。いずれ

にせよ“多様化した組織体制”でなければ多くの情報をキャッチする事は難しい。 
マーケットの変化のキャッチと柔軟な対応力は企業・組織にとってとても強力な武器となり、具体的

に利益を生み出す力となるだろう。 
 
③給与と意欲の提供 
「金銭的な報酬や動機づけは重要である。だが、それらのものは消極的な意味をもつにすぎない。

～ 中略 ～ 金銭的な報酬が動機づけとなるのは、他の要因によって、働く人が責任をもつ用意が

できているときだけである。」（『現代の経営』下巻 p.161）このようにドラッカーも述べているように、

給与は重要だ。しかし、給与は意欲の持続要因にはなるが、向上要因にはなりにくい。モチベーショ

ンを上げるには貢献度や金銭以外の評価などが重要と考える。また、ダニエル・ピンク著の『モチベ

ーション 3.0』によれば、モチベーションを向上させるには、貢献性や熟達（自身のレベルアップ）

に寄与しているかなど、3 つの要素が必要としている。こうした意欲を産み出す企業活動を業務に活

かしていくかが重要となると考える。 
 
今、社会では企業の社会的責任が問われるケースが多い。いわゆる CSR としての事業の位置づけ

や CSV としての企業活動は重要だ。しかし、本業とかけ離れた“社会的責任活動”は重要ではある

が、効果はあまり高くないと考える。自社の本業が社会的責任、として位置づけ、単なる企業活動で

はなく、社会貢献を社内外に植え付けつつ、企業の社会的責任をマネジメントしていくと言う積極的
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姿勢こそが、これからの企業には必要ではないかと考える。少子高齢社会に対する施策についても、

単なる“福利厚生”や CSR としての取り組みにとどまらず、社会貢献に与する企業活動へ結びつけ、

社員を燃えさせるように動機付けし、企業利益につながる取り組みとして考える事が大切である。 
 
 
④少子化対策と高齢化対策をツナグ 

後に、少子化対策と高齢化対策の“連関性”について持論を述べたい。 
私は、少子化対策と高齢化対策はそれぞれ独立した取り組みでありながら、関連付けて相乗効果を得

ることができると考えている。これは、企業が積極的に関わることにより実現可能な経済活動の循環

と個人の精神的安定性の維持によって成り立つと考えている。 
少子化対策は保育所の設置や子育て支援、女性が働きやすい環境づくりなどを中心として進められ

ている。これらの施策により、出産数を増やしたいと言う事が政府の狙いだが、中々思うような結果

が出ていないのが現状だ。 
 
対して、高齢化対策は主に介護や認知症の課題がフォーカスされており、「若者世代に負担がかか

る」といったネガティブな論調が際立つ。 
“少子化”つまり“出産数が少ない”と言う本質的な課題への対策は３つの重要な要素があると言

われる。すなわち、“お金”、“時間”、“将来の希望”の 3 つである。“お金”と”時間”については

WLB などの施策により女性も働くということで解決が可能かもしれない。しかし、“将来の希望”は

どうだろうか？この“将来の希望”がない、ということについては少なからず“高齢化”の課題が“不

安要因”としてあるのではないかと筆者は考える。これを取り除けば、少なからず少子化対策に間接

的に寄与するのではないか？ 
対して、高齢化問題の本質は、要介護の問題、社会保障の問題であるが、更に重要な事は平均寿命

と健康寿命の乖離が問題であると考えている。要介護に成らないようにする課題、つまりは介護予防

が課題であるが、この点に焦点が当たるケースは現状ではまだ非常に少ない。この高齢化問題を解決

あるいは緩和することで、子育て世代の“不安”をある程度解消し、“希望”へ変換して行くことが

できるのではないか？と私は考えている。 
図示するとこのようなイメージである。 
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【少子化対策のイメージ】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“高齢化”対策が“少子化”の対策として活きてくるのではないか？特に『将来の希望』と言う部分

に対し大きな影響を与える事ができるのではないかと、筆者は仮定する。 
次に筆者がイメージする“高齢化”対策について図示する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

少子化 生まれてくる子供が少ない ⇔ 生まれてくる子供が多い 

 

どのようにしたらシフトできるのか？ 

時間 

・育児をするゆとり→“自分”を保つゆとり 
・配偶者または親などの第３者の手助けと理解 
・WLB(ワークライフバランス)や勤務体系の工夫

・少子高齢化 
・国際的な日本の状況 
・国内情勢 
・所属企業の未来  など 

・夫が働いて妻が家事 
・妻が働いて夫が家事 
・共稼ぎ 
・親の資産の活用 
・副業・副収入 

自助努力では困難なことが多い 

自助努力である程度 
解決できる 

高齢化対策が良い影響を与えられるのでは？ 

お金 将来の希望 

それぞれの 

質的・量的 

レベルの向上 

子供を産み育てることへの
ハードル低下 

出産数増へ！ 
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【高齢化対策のイメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つまり、高齢化対策が少子化対策となる可能性があり、また高齢化対策には、高齢者が多少の不便

がある中でも自立して生活できる環境やサービスが必要であり、そこには企業が新たなサービスや商

品を供給していけるマーケットを創造することができるのではないかと考えている。これはある意味、

“社会的イノベーション”ということができるのではないか？ 
このように考えると、少子化、高齢化それぞれの“対策”の中での様々なポイントであらたな商品

やサービスを開発・導入し、より明るい未来へ前進ことができるのではないか。そのために企業が担

う事は、様々な形で存在するのではないかと考えるのである。 
 

高齢化 

介護予防 

・運動だけではない総括的な“予防” 
・きょうよう、きょういく（今日の用事、今日行くところ） 
・身体的、精神的予防と、それができる環境作り 

社会保障の抑制 生涯現役 

・これまでのキャリアを活かす 
・地域や社会で役割を担う 
・できれば小額でも“稼ぐ” 
・目指すはＰＰＫ（ピンピンコロリ） 

・要介護、認知症を食い止める 
・不要な病院通いの削減 
・医療以外の健康管理の必要性 
・必要な時は迷わず利用 

高齢化は「すでに起こった未来」。重要な事はどうしたら健康に高齢化できるか？ 

みんな長生き ⇔ みんな“健康”で長生き 

 

どのようにしたらシフトできるのか？ 

互いに影響影響 

影響

社会保障費の抑制により 
・社会補償の破たんを免れる 
・財源を他へ活用できる 
・政府赤字の緩和 など 

子育て世代が時間を得るような

役割をシニアが担う 

・子育てや家事の支援 など 

子育て世代の“将来の希望”に好影響

子育て世代の 

“時間”に好影響

シニアが活躍し収入を得ると 
・シニア消費が向上する 
・地域経済が活性化する 
・企業収益が向上する 
・子育て世代の収入が増える 

子育て世代の“お金”に好影響 

子育て世代に好影響、少子化対策としての高齢化対策 
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後に、本稿で筆者が企業・組織にたいしてお伝えしたい事柄を簡単にまとめ結びとしたい。 
 
内部環境に対するインパクトの処理の注意点 
組織は様々なライフステージ、ライフスタイルを持つ者達の集合体と考え、多様性を意識した組織

体を構築し、適切な評価システムを組み立てる。これにより、組織の構成員のロイヤリティ、帰属

意識の向上を産み出し、強い企業体質を目指す。 
 
 
外部環境に対するインパクトの処理の注意点 
組織構成の“多様性”を活かす。 
多様性から産まれるハイブリットな想像力と、ニーズの把握。また外部環境の変化に強い企業体質

を目指し、意図的に“多様化”の方向へ動く決意。 
女性、シニア、障害者など、社会ニーズを組織内部から抽出し、使用感などを評価分析していき、

市場に提供する前に、プロダクトアウトをマーケットニーズに合う商品を開発する。 
 
 
少子高齢社会は“すでに起こった未来”であり、避ける事はできない。であるならば、この大波を

プラスの視点で考え、「波に乗って行くためにどうするか」とポジティブにとらえ自社の事業に活か

していく事が大事だと考える。 
 
後にドラッカーのこの言葉をご紹介して締めくくりたい。 

「自ら未来をつくることにはリスクが伴う。しかしながら、自ら未来をつくろうとしないほうがリス

クが大きい。当然のことながら、本章で述べたことを実行しても、成功するとはかぎらない。だが、

本章でのべたことを実行しないで成功することはない。」（『明日を支配するもの』p107） 
 
多くの企業がそれぞれの視点で考え、行動することで、少子高齢社会を乗り越えて、その先にある未

来を“より良い未来”に変えて行けると信じている。 
 
 
【参考文献】 
『明日を支配するもの』（P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ダイヤモンド社） 
『ネクスト・ソサエティ』（P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ダイヤモンド社） 

『イノベーションと企業家精神』（P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ダイヤモンド社） 

『ポスト資本主義社会』（P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ダイヤモンド社） 

『現代の経営』（P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ダイヤモンド社） 

『モチベーション３．０』（ダニエル・ピンク著、大前研一訳、講談社） 
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社会保障 

～ドラッカー思想を通して社会保障を考える～ 
北村和敏 

 
【はじめに】 

社会保障とは、国家や都道府県・市町村といった行政機関の主導で、所得の再分配をおこなうことに

よって、国民が背負う様々なリスクを、防止・軽減・解消することを目的とした制度とされています。

すなわち、私たちは 1 人ひとりが自らの責任と努力によって生活を営んでいますが、病気やけが、老齢

や障害、失業などにより、自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できなくなる場合も生

じます。そのような時、人の生活を保障する社会システムが社会保障制度です。 
この社会システムが今、大変な状態になっています。私たちの生活を守るセーフティネットの機能を

持ち、私たちの生活を生涯に渡って支え、基本的な安心を与えている、この社会保障制度が急速な少子

高齢化に代表されるような社会環境の変化（「人口の高齢化と現役世代の減少」、「高齢化に伴う社会保

障費用の急速な増大」、「家族形態や地域の変化」、「非正規雇用の増加など雇用基盤の変化」等）で持続

が危ぶまれているのです。 
 このような社会環境変化に翻弄される社会保障の歴史と成り立ち、そして現状を見つめ、ドラッカー

思想を通して「ありたい姿」を模索し、将来に向けての提言をしていこうと思います。 
  
１．社会保障の歴史的な潮流とこれからの課題 
 
１）先進諸国における社会保障の進展 
 近代（18 世紀）以降の国民国家の成立と産業資本主義社会の形成を前提として誕生した社会保障は、

血縁、地縁の支え合いの機能を代替し、産業資本主義社会、国民国家の発展を支えていくことになりま

す。 
 第二次世界大戦後の先進諸国では、ヨーロッパを中心に、「福祉国家」に向けて社会保障が発展し、

どの先進国にとっても、社会保障は不可欠なものになっていきます。特に 1970 年代初頭頃までは社会

保障の発展は目覚ましいものがあり、「福祉国家の黄金時代」と言われました。 
 しかし、70 年代に起きた二度のオイルショックで、世界経済の成長は鈍化します。経済成長を前提と

する社会保障の充実に陰りが見え始めるのがこの時期からです。しだいに社会保障・福祉国家批判が大

きな影響力を持ち始め、新自由主義（ネオ・リベラリズム）を掲げた政権が発足します。80 年代に入る

と英国のサッチャー政権の「サッチャリズム」、米国のレーガン政権の「レーガノミクス」に象徴され

る「小さな政府」を目指し、社会保障は抑制されます。しかし、新自由主義的な政策運営は格差拡大、

公的サービスの低下や「社会的排除」の問題が発生します。90 年代以降は社会保障の重要性は再認識さ

れ、社会保障・福祉国家は就労支援とのリンクを付けた再編成期に入っていきます。 
 
２）日本における社会保障の発達・進展 
 後発の産業資本主義国家であった日本の社会保障の形成と発展の流れは、先進諸国とおおむね共通し

ています。戦後、日本の社会保障は高度経済成長とともに本格的に発展し、「福祉国家」へと進みます。

つまり国内における社会保障の充実は、国民生活の安定はいうまでもなく、経済の安定的発展にも大き
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く寄与していきます。 
給付内容の充実傾向は、老人医療費支給制度（無料制度）が全国レベルで実施された「福祉元年」（1973

年）に象徴され、その後の二度にわたるオイルショック後の経済成長の鈍化の影響を受けつつも、おお

むね 70 年代いっぱいまでは続いていきます。 
 しかし、70 年代はオイルショック後のインフレ対応、高齢化率の上昇、核家族化のさらなる進展に伴

って社会保障ニーズが増大したときでもあったのです。赤字国債で対応してきたつけは財政赤字問題と

なり、80 年代は行財政全般が見直される中、社会保障関係予算も厳しく抑制されていきます。 
 それまでは長期安定的な雇用による生活保障により、社会保障は比較的小規模、給付は高齢者向けが

中心でしたが、90 年代に入り、人口構造問題に直面します。急速な少子高齢化に伴い支え手の減少と給

付費の増加、グローバル化等に伴う雇用基盤の変化（非正規雇用の増加）は、これまでの社会保障制度

の前提としてきた社会の構造が大きく変化してきたことを意味します。 
 
３）1990 年代以降の政策と今後の課題 
 1990 年（平成 2）の出生率「1.57 ショック」、1994 年（平成 6）には 65 歳以上の人口が全体の 14%
に到達し、国連が定めている「高齢社会」に突入します。1995 年に政府は「社会保障は個々人を基底

とすると同時に個々人の社会連帯によって成立するものである」とする「社会保障体制の再構築に関す

る勧告」が出されます。 
少子高齢化への対策として、1995 年（平成 7）「エンジェルプラン」、2000 年（平成 12）「介護保険制

度」が導入されます。その後、2004 年（平成 16）に年金制度改革、翌年の 2005 年（平成 17）に介護

保険制度改革、そして 2006 年（平成 18）に高齢者医療制度改革が断行されます。 
しかし、少子高齢化の波の振幅は増す一方です。政府は 2008 年に（平成 20）に有識者による社会保

障国民会議、2009 年（平成 21）には安心社会実現会議を実施して改革の制度化を進めます。2011 年（平

成 23）7 月に「社会保障と税の一体改革成案」が出され、2012 年（平成 24）8 月に「社会保障と税の

一体改革大綱」が成立します。 
さらに、自らの健康は自ら維持するという「自助」を基本としながら、社会連帯の精神でリスクを「共

助」することを基本的な考えとした「社会保障制度改革推進法」が制定されます。同じ 8 月には厚労省

は「厚生労働白書～社会保障を考える～」を発行して、国民に議論参画を促すための分かり易い情報を

提供しています。 
2013 年（平成 25）8 月には推進法の基本的考え方と基本方針に沿って有識者が各論をまとめた「社

会保障制度改革国民会議報告書」が発行されます。その報告書には、将来のあるべき社会像を想定した

上で、短期と中長期に分けて実現すべきとしています。さらに人口構造の変化や高齢化等をネガティブ

に考えるのではなく、世界の先頭を歩む高齢化先進国として、超高齢社会の中を充実して生きていける

社会づくりを、「成熟社会の構築」と捉えて、チャレンジしていくことの必要性を謳っています。 
2013 年（平成 25）12 月には、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法

律」が公布され、これを前向きに捉え持続可能な社会保障制度へと改革することは我が国の未来にとっ

ての喫緊の課題になっています。今こそ、国民はこれに真摯に向き合い、議論し、一人ひとりがこれを

マネジメントしていかなければならない時なのです。 
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２．ドラッカーが考える持続可能な社会保障とは 
 
日本において、社会保障制度は世界に冠たる長寿国ニッポンを支えてきました。これは紛れもない事

実だと思います。しかし、人口構造の変化と経済発展の進捗によって大きく影響を受ける状況下では、

今の社会保障制度は誰が見ても、持続不可能です。 
この難攻不落の社会保障制度改革についてドラッカーの思想を基に解決策を提案していきたいと考

えます。我々「少子高齢社会」分科会の目指すゴールは、ドラッカーが提唱する「自由で機能する社会」

の実現であり、そのために社会保障制度は如何にあるべきかの一点にあります。ドラッカー研究者とし

てドラッカーの視点で日本の社会保障の「2025 年モデル」を模索してきたいと思います。 
つまり、「自由で機能する社会」の実現のために、「社会保障」は如何にあるべきなのか。理念哲学を

基本とするドラッカーの英知の言及と知見を探ります。 
  
Ⅰ.ドラッカー思想（自由と社会） 
●ドラッカーが提唱する自由とは如何なるものか（自由の定義） 
１）ドラッカーは自由を次のように定義している。「自由とは責任を伴う選択である。自由とは、権利

というよりもむしろ義務である。真の自由とは、あらゆるものからの自由ではない。それでは特権

にすぎない。自由とは、何かを行うか行わないかの選択、ある信条を信奉するか逆の信条を信奉す

るかの選択である。自由とは解放ではない。責任である。楽しいどころか、一人ひとりの人間にと

って重い負担である。それは、自らの行為、および社会の行為について自ら意思決定を行うことで

ある。そして、それらの意思決定に責任を負うことである。」（『産業人の未来』p125） 
 
＊ドラッカーの言及する自由とは、与えられる自由ではなく、自らの意志で世のため人のために責任

を持って行動していくことなのである。社会保障についてもこの自由の精神がなければただのバラ

マキ保障となってしまう。責任を伴った自由こそが自助の精神を向上させるのである。自分のこと

は自分でやるというあたりまえのことを前提にして初めて共助、公助の社会保障は成り立つのであ

る。 
 
●ドラッカーが提唱する「機能する社会」とは如何なる社会か 
１）ドラッカーにとって社会とは「一人ひとりの人間に対して『位置』（social status）と『役割』（function）

を与えるもの」であって、この位置と役割が社会の基本的枠組を規定し、社会の目的と意味を決定

する。また重要な社会権力が「正統性」（legitimacy）を持たなければその社会は機能しない、とド

ラッカーは断言する。 
 
＊正統性とは人間一人ひとりに自己実現の場を与え、人の強みを活かす社会、つまり、人と社会を幸

せにすることを前提としている状態である。 
 
２）逆に、個人に位置と役割が与えられない社会は無秩序状態となり、そこでは個人の自由は実現され

ない。人間の本質をどのようなものと捉えるかによって、おのずと社会の性格や目的も異なり個人

と社会の関係も異なる。しかし、民族や伝統、宗教などによって人間観はどのように異なろうとも、

それぞれの人間の強みを活かし、位置と役割を与えた機能する社会こそ、自由を実現する社会であ
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ると言及している。 
●新しい理念と哲学を持った「自由で機能する社会」とは 
１） ドラッカーは 1942 年に書き上げた彼自身 2 作目の著書「産業人の未来」の中で自由で機能する社

会についての理念の重要性を次のように言及している。「われわれはすでに、経済発展が 高の目

的であるとする信条を捨てた。経済的な成果を 高の価値にすることをやめ、数多くの価値の一つ

にすぎないとすることは、つまるところ、経済活動をあらゆる社会活動の基盤として扱うことをや

めるということである。 
経済的な領域を社会の中心的な領域とすることをやめるということは、さらに大きな意味をもつ。

それは、人はみな経済人（エコノミック・マン）であり、行動の動機は経済的であり、自己実現は

経済的な成功と報奨によってはかられるという信条を捨てることを意味する。 
 われわれは、人間の本質および社会の目的についての新しい理念を基盤として、自由で機能する

社会をつくりあげなければならない。したがってわれわれは、社会についての理念を見つけなけれ

ばならない。それは、哲学あるいは形而上学の領域で見つけなければならない」とする理念哲学が

明記されている。 
 

Ⅱ．社会保障に対するドラッカーの言及と英知、そして提言 
 
 社会保障制度を考える上でキーワードとなる以下の10個の言葉についてドラッカーの考えを言及し、

筆者なりの 12 の提言をさせて頂いた。すべては個別の課題であると同時に相互に影響し合うものであ

る。 
 

①【定年制度】②【高齢者雇用】③【生産性】④【人口構造】⑤【セーフティネット】 
⑥【年金基金】⑦【社員流動性】⑧【第二の人生】⑨【少子高齢化】⑩【会社人間】 

 
①【定年制度】 
「定年制」についてドラッカーが言及したものを紹介する。 
☑「高年者が働くのは、怠けているよりも働きたいからである。仲間が欲しいからであり、

独立していたいからである。これらの欲求が、経済的な理由と同じように、あるいはそ

れ以上に、彼らの労働力市場への参入を促している。」     （『変貌する経営者の

世界』p117）  
☑「65 歳の定年退職が間違っていることは、誰の目にも明らかである。」    （『変貌

する経営者の世界』p183）  
☑「これからの時代においては、人生も仕事も、65 歳から再スタートするという事実を受

け入れなければならない。」（『変貌する経営者の世界』p187）  
☑「今日の 65 歳定年は、まったく健康で元気な人たち、能力も意欲もある人たちをゴミ箱

に捨てているようなものである。」（『変貌する経営者の世界』p184）  
☑「われわれは、高齢化の問題については、対処の仕方をある程度知っている。たしかに高齢化は気の

めいる問題である。だが今後 20 年あるいは 30 年後には、先進国では定年が、実に 79 歳まで延長

されることもありうる。なぜならば、たとえばアメリカが公的年金を導入した 1936 年当時の年金

受給開始年齢 65 歳は、当時の平均寿命からして、今日では 79 歳に相当するからである。」（『明日
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を支配するもの』p52） 
＊ドラッカーは 65 歳で強制的に会社を辞めさせる定年制、そのものの在り方自体に疑問を持ってい

る。基本的に働ける間は働き続けることが可能な社会、生涯現役社会を目指しているように思える。

19 世紀の著述者、サミュエル・スマイルズが著した「自助論」に書かれている精神、他人や国家に

過大に頼らない、自分のことは自分でやる精神と思想をベースに持っている。人間は高齢になって

も体が動く間は、社会保障に支えられる側ではなく、支える側にいることの大切さをドラッカーは

訴えているようだ。 
 
【提言１】：定年延長のためには、働く意志のある高齢者のモチベーション向上策が不可欠 
１）定年した人を扶養するために働く人たちの所得は確実に削られていく。定年延長は社会の安定のた

めにも必要である。しかし、定年制の延長だけでは解決にならない。なぜならそこで働く高齢者の

モチベーションが向上しなければならないからである。日本の再雇用制度は、ただただ定年を遅れ

せるためだけの制度であり、福祉的再雇用制度と揶揄されている。 
ドラッカーは、原則定年制は廃止して、高齢者のモチベーション向上のために以下の三点を配慮

する必要があると言及している。 
①誰もが納得しうる客観的な退職基準、しかも年齢以外の基準が必要である。 
②働く人たちが退職を延ばすための動機づけが必要である。就業年数が長くなればなるほど、年金

受給額が増えるようにしなければならない。 
③一度退職しても働きたくなったら戻れるようにする仕組みが必要である。 

 
【追記】 
今の日本は誰が考えても無理なことを実行している。65 歳以上の年金受給者は 4000 万人、一人当た

り平均して年間 250 万円程度が支払われている。現役世代の平均年収を 700 万円とすると、両親二人に

年間 500 万円のお小遣いを、国を通して払っていることになる。夫婦（長男長女）二人で両親は合計 4
名だとすると、1000 万円が支払われている計算になる。現役世代一世帯で 1000 万円の支払いは、とう

に限界を超えているのがお分かりいただけるだろう。サスティナビリティではない。ただただ国債で穴

埋めし、次世代へのツケを増やしているだけなのである。 
定量的に図れる政策と人の感情など定性的なことも課題解決には絡んでいる。政策は改善のための意

識付けと動機づけに過ぎない。大切なのは次世代、社会に対する考え方である。支えられる側から支え

る側になりたいと言うモチベーションが大切だ。幸い日本は 65 歳以上でアンケートをとると 4 割以上

の人が働き続けたいと答えている。高齢者が働ける環境の整備こそが今、必要な時である。 
 
②【高齢者雇用】  
高齢者雇用についてドラッカーが言及したものを紹介する。  
☑「高齢者が働くのは、主として、怠けているよりも働きたいからであり、仲間が欲しいか

らであり、独立していたいからである。」（『変貌する経営者の世界』p177）  
☑「退職した人と働く人との比率を、少なくとも 1 対 3 に抑えることが、あらゆる先進国

の社会政策と経済政策の中心的な目標とされなくてはならない。」（『乱気流時代の経

営』p157）  
☑「定年制によって 65 歳で退職した者も、退職後まもなく、欲しかったものは長期休暇に
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すぎなかったことを知る。」（ドラッカー名言集『歴史の哲学』p190）  
＊ドラッカーは年金を支える側と支えられる側の比は、具体的に 3：1 という数字をあげて社会の持

続性について言及している。さらに高齢者は弱者であるが、強みを活かせる機会と役割を与えれば、

前向きに仕事に挑む存在であることを強調している。 
 
【提言２】：アクティブシニアの創出！  

「高齢社会」では高年者が扶養される側から扶養する側に回ることが必要  
１）現在の再雇用制度は賃金をカットするために作られた、いわば小手先の制度である。

働く人のモチベーションを下げる方向に進む制度なだけに早晩限界がくるだろうし、

そのような制度はなくした方がよい。  
２）定年制は高度成長期時代に安価な労働を出来るだけ長く確保するためにできた制度に

すぎない。年齢オンリーで定年を決めるのではなく機能年齢、職務能力評価、モチベ

ーションから総合的な労働適応能力、アクティビティを診断すべきである。  
３）日本において働く人たちの流動化が進まない理由として、職務能力を評価する根本シ

ステムが未整備なために、自分の能力が社外においてどれくらいの価値なのかを把握

できていないことも要因としてある。職務能力の指標が不可欠である。  
 
【追記】 
働く意欲がある人は生涯現役で社会を支える側にいつまでのいられる社会を目指すべきである。所得

があると年金の受け取り額が減るような制度では、働くモチベーションが落ちてしまう。生涯現役で働

き続けることで金銭的にも精神的にもメリットを感じられえるような社会保障の制度環境が必要であ

る。 
政策遂行により成果として定量的にメジャメントすることも大切だと思う。精神論だけでなく、働く

高齢者の頑張りが次世代にどれくらい貢献しているのかが目に見える成果を示すことが肝要である。そ

うなれば、現役世代から尊敬され、やりがいも大きくなり、いつまでも生き生きとした生活が続くので

はないだろうか。    
社会を支える高齢者がたくさんいる健康長寿社会は、社会にイノベーションを起こす機会も増やすだ

ろう。温故知新、不易流行はドラッカーが考える正統保守主義の思想であり、これからのサスティナブ

ルな社会に不可欠である。 
 
③【生産性】  

高齢社会での生産性向上について、ドラッカーが言及したものを紹介する。  
☑「年金社会は、人口構造の変化と相まって生産性の向上を不可欠なものとしている。」（『見

えざる革命』p152）  
☑「人口構造の変化によって必要となる生産量や物流量の増加を賄うためには、今後 10 年

の間に生産性を倍に上げる必要がある。」（『見えざる革命』p145）  
☑「いまや経済の中心的な課題は、高年者を扶養するうえで必要な社会全体としての生産

性の向上である。高年者人口の比率がいちだんと増大していくにつれ、社会全体とし

ての生産性の向上は、情け容赦なく必要の度を増していく。」（『見えざる革命』p211） 
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＊ドラッカーは、まず始めなければならないことは、少子高齢社会の実態をしっかりと見ることだと

言う。支えられる側が増え続ける社会では、働く人たちの生産性を上げる施策が不可欠と強調して

いる。そしてその施策についてはドラッカーの名著「マネジメント」に詳しく語られている。 
 
【提言３】：高齢社会において生産性の向上は不可欠  
１） 今から約 40 年前の 1976 年、ドラッカーは、高齢化社会と年金社会の到来を“見え

ざる革命”と名づけ、「人口構造の変化は、歴史学者が 大の関心を寄せる革命、ブル

ジョア革命や共産主義革命、さらには産業革命よりも重大な意味を持つ」と言い放っ

た。  
当時は誰も関心を持たなかったが今では大問題となっている。扶養される人が急激に

増える少子高齢社会を持続可能にするために高齢者の雇用の拡大と同時に働く人たち

の生産性向上が 上位の課題であるとしている。  
２）ドラッカーの三つの処方  

①生産人口の増加を図ることである。長く働いてもらうための施策こそ も必要である。

長く働く者に害を与えるのではなく、褒美を与えなければならない。  
②定年の延長ないしは撤廃に伴う措置として、勇退の基準を設定することである。いわ

ば本人が納得できる基準が必要である。  
③公的部門の仕事を生産的なものにすることである。  

 
人口がドラスティックに増えない限り、支える側の人口は減っていく。生産性向上は少

子高齢社会のど真ん中の課題である。ドラッカーの三つの処方を具現化しなければならな

い。  
 
【追記】 
企業も労組も政府も、これからの時代においては、人生もそして仕事も、65 歳から再びはじまるとい

う事実を受け入れなければならない。そして、ハード面の政策とソフト面の政策の両面同時攻撃が必要

である。ハード面では、働き続けたい高齢者に経験を活かした働き方が出来る環境整備が必要である。

ソフト面では働き続けることで現役世代から尊敬さえる社会環境も必要である。 
1996 年にドラッカーは「経団連ビジョン 2020」に対して次のような施策をコメントしている。「75

歳までの定年延長なしに先進社会を維持することはもはや困難である。維持するための条件として、60
歳以上の高齢者のラインから専門職ポストへの異動、雇用形態の弾力化、現役続行の魅力の増大などが

必要です。」と、ドラッカー86 歳の時のコメントである。 
企業の社員に限らず言えば、一例案ですが、子育て経験がある主婦には、保母さんの国家ライセンス

を自動的に与えることなどがある。子育てすることで老後も職を持てるという将来の明るさを感じても

らう政策は、今子育てに奮闘している主婦のモチベーションを上げることに役立つと思う。 
子育てを終わった主婦が、スーパーでのレジ打ちやファーストフードでの接客では気の毒である。子

育てと言う次世代育成を成し遂げた主婦を社会は尊敬し、尊敬に見合う見返りをライセンスとして与え

ることで世代間の距離も縮まり、前向きな社会環境が醸成していくと思う。 
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【追記】 
社会保障と経済発展は常にリンクされている。働く人たちの生産性が上がり、売り上げが上がり、個

人の給料も上がれば、税収も増えてくる。経済が上向かなければ、いつまで経っても働く若者（納税者）

は大きな税負担から逃れられない。政治家はバランスを取るために年金受給者の給付額のカットをして

いくだろう。これではいつまで経っても負のスパイラルから逃れられない。経済発展（金融資本主義的

発展ではない、ドラッカーが推奨する社会責任経営＜ＳＲＭ＞による真の発展）は社会が豊かになるた

めの手段なのである。 
 
④【人口構造】  

人口構造の変化についてドラッカーが言及した言葉を紹介する。  
☑「人口構造の重心が移動すれば、社会そのものが変化する。組織や問題はもとより、社

会の風潮、性格、価値観が変わる。激震が走る。」（『見えざる革命』p35）  
☑「人口の重心の移動に伴い、時代の空気が変化する。」（『イノベーションと企業家精神』

p100）  
☑「現場に行き、見て、聞く者にとって、人口構造の変化は信頼性と生産性の高いイノベ

ーションの機会となる。」（『イノベーションと企業家精神』p101）  
☑「今後 20 年から 30 年（2020 年～30 年）において、先進国では人口構造をめぐる諸々の

問題が政治の中心となる。」（『明日を支配するもの』p52）  
☑「人口、年齢、雇用、教育、所得など人口構造にかかわる変化ほど明白なものはない。

見誤りようがない。予測が容易である。リードタイムまで明らかである。」（『イノベー

ションと企業家精神』p92）  
 
＊ドラッカーは、人口構造の変化が社会だけでなく経済と政治を変えると言う。人口構造変化ほど、

予測がつき易いものはないが、それを機会として活用していない。短期の目線に捉われすぎて、長

期の対策や目標への取り組みが未熟だと言っている。人口構造の変化は絶対に外せない共通の経営

課題としている。ドラッカーが、1976 年に出版した「見えざる革命」は世界で初めて、高齢化社

会そのもののあり方について真正面から論じたものであった。このままでは社会が持たないことが

分かりながら、学者も官僚そして政治家も正面から議論していないと言及している。ドラッカーの

年金社会を維持するための結論は生涯現役、誰もが元気なうちは扶養する側でいなければならない

と言及している。 
 
【提言４】：変化の先頭に立つ  
１）少子高齢社会の到来を「見えざる革命」と名付けたドラッカーは以下の三つの変化を示唆してくれ

た。 
①空気の変化⇒「変化は急速に増える人口層によって大きく影響される。今、その人口層は高齢者で

ある。高齢者は政治的にも大きな影響を及ぼし得る存在となった。」 
②労働力の変化⇒「少子化に伴い労働力の不足は深刻となる。高齢者、女性そして障害者の社会進出

と拡大は不可避である。高齢社会における看護、医療の分野でも人材の不足は深刻になっていく。

移民の受け入れも日本人の議論を二分することになる。」 
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③市場の変化⇒「人口構造が変われば当然市場は変わり、経済も変わる。そこにイノベーションの機

会が生まれる。企業の目的も変化し、新たな価値を生む。」 
 
①～③の変化に振り回わされないで、変化を機会に変えることが肝要であると言う。強みと弱み、機会

と脅威の現状分析が今ほど大切な時はない。変化の先頭に立つ時であると強調する。 
 
【追記】 
今すぐに取り組まなければならないことは、働きたい人が働けるような環境つくりである。日本には

働く意欲があるのに託児所の順番待ちで働けないでる女性が 200 万人いる。 
移民への対応は中期的には並行して対策を進めなければならないが、優先順位は女性が自由に働ける環

境整備である。また、65 歳以上の高齢者アンケートでも 4 割以上は、働きたい意欲を持っている。日

本の健康寿命は男性 71 歳、女性 76 歳を勘案すると 1500 万人～1800 万人の人たちが働く意欲を持っ

ているのだ。まずは働く意欲のある主婦や高齢者の社会環境の整備こそが今、望まれている。 
 
⑤【セーフティネット】 
 セーフティネットについてドラッカーが言及した言葉を紹介する。 
☑「高齢者は『福祉国家』の対象ではない。彼らは自助的な存在である。今日の被用者は、今日の退職

者を扶養しることによって明日の自分の備えをしている。彼らは『福祉社会』の一員である。」（『見

えざる革命』p216） 
☑「福祉国家の失敗によって生じた国内社会の無気力と退廃を食い止め、流れを逆転させなければなら

ない。」（『未来への決断』p345） 
☑「転換期には、社会と経済がきわめて危険な状態にある。かつての福祉、すなわちセーフティネット

としての福祉が必要である。しかし、このセーフティネットを恒久的な長椅子にしてはならない。」

（『未来への決断』p361） 
 
＊知識社会は格差社会でもある。しかし、敗者復活が可能な社会でもある。復活までのセーフティネ

ットはドラッカーが求める「自由で機能する社会」の維持のためには不可欠と言っている。しかし、

敗者であり続けることを良しとし、働くことを忘れた人へのセーフティネットは不要である。19
世紀の著述者サミュエル・スマイルズの「自助論」の中で語った、「自分のことは自分でやる」と

いう自助の精神は持ち続けなければならない。 
 
【提言５】：自立と配慮 
１）ドラッカーは、必要なのは人びとが自信を持って自立できるようにすることだ、という。使うべき

用語は、「福祉」ではなく、「自立」と「配慮」である。 
２）現在、日本の生活保護者は 200 万人、年間 3 兆円の税金が使われている。確かに弱者は存在する。

働きたくても働けない、意思はあっても体が機能的に不全状態の人たちである。しかし、働くこと

が出来るのに働かない、体の機能は問題ないのに働く意思がない人たちも存在する。後者には生活

保護は必要ない。彼らの魂を腐らせるだけである。 
３）ほんとうに働けない人と働く意欲がない人を区別して後者には選挙権を剥奪することも検討する必

要がある。ばらまきで票を稼ぐ政治家を当選させてはいけない。 
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４）学校教育の中に勤労の大切さを教えることが大切である。人は使命を持ってこの世に生まれ、世の

ため人のために働くことの重要性を教える道徳教育が不可欠である。 
明治維新を乗り越えた精神的支柱は、「学問のすすめ」と「西国立志論」（自助論）であり、日本人の

たくさんの人たちがこれを読んだ。そして維新後の近代化に大きく貢献していく。特に自助論に書かれ

ている名文、「天は自らを助くるものを助く」これこそが自助の精神を謳っている。これを基礎としな

い社会保障はいずれ消滅するのである。 
 
【追記】 
知識社会は格差が付く社会になることは、ドラッカーも認めている。それがどれくらいまで日本人は

我慢が出来るのか。はっきりとは言及していないが、今の格差あたりが日本人には限界なのではないだ

ろうか。ドラッカーが言うような敗者復活の社会が必要である。しかし、知識社会はそれすら踏みにじ

ってしまうかも知れない。 
戦前には貧しさの中から偉人がたくさん出てきた。むしろ貧困、苦労、苦難が人物を大きくしている。

すべてを自分で受けとめて自助努力をした人たちである。 
たとえにならないかも知れないが、ドラッカーは「社会は人間の外皮だ」と言及した。自分を社会や

政府のせいにしても何も変わらないのである。社会を変えたいならに自分自身がまず自主的に変わらな

ければならない。苦労を跳ね除けて成功した人に共通していることとして、いつの時点からか不動心な

るものを持っている。この不動心がどこから来るのか。環境のせいにしたがる人間がどんな時もブレな

い心を、いかにして後世に身に付けたのか。 
成功者には一つの共通点がある。信仰心である。自分が仏の子と思えた時、人は不動心を持って偉人

となる。近江商人は自分の商売を菩薩行だと言った。仏の代わりに商売をしているのだと。彼らはまさ

に不動心を身に付けて偉大な近江商法を身に付けたのである。つまり、戦後 70 年の道徳教育がおろそ

かになっていたのではないだろうか。 
 
⑥【年金基金】 
 高齢社会における年金基金についてドラッカーが言及した言葉を紹介する。 
☑「個人にとって、年金基金へ拠出した金は貯蓄である。しかしそれは、社会にとっての資

本形成ではない。移転支出にすぎない。就業者の購買力を退職者に移転させたにすぎな

い。」（『見えざる革命』p84）  
☑「就業者の疑似貯蓄によってその消費をまかなわれる退職者は、増加の一途をたどる。

その結果、年金給付の総額が増加し、いわば逆貯蓄というべき現象が始まる。だが今

日、この逆貯蓄を埋めるための資本形成の方法について、真剣に検討されることはほ

とんどない。」（『見えざる革命』p93）  
 
＊現在の日本の公的年金は、基本的に賦課方式で運用されている。現役世代が納めた保険料は、その

ときの年金受給者への支払いにあてられる。この方式は支える側である現役世代からの保険料によ

って大きな影響を受ける。そのため支える側の人口が減ってくると一人当たりの保険料の増加は避

けられない。避ける方法は年金の削減しかない。真剣な国民的議論が必要である。 
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【提言６】：年金を積極的に消費に回す施策の導入（プリペイドカード方式）  
１） 現在、年金支給者は 3500 万人に年間 50 兆円が支払われている。年金を受け取る高齢

者からすれば、使おうが貯めようが人の勝手と言うだろう。しかし、GDP の 6 割以上

が消費に依存している日本の現状を見た時、年金は積極的に消費に回してもらいたい。 
経済発展は少子高齢社会に不可欠なのである。そうでないとデフレのスパイラルは解

消できない。高齢化率が上がれば上がるほど深刻である。社会の安定と企業の活性化を

促す意味でも年金を貯蓄から消費に回すための施策がある。基礎年金のプリペードカー

ド化である。半年以内に消費しないと無効になるカードである。国民的議論の俎上にあ

げてもらいたい。  
 

⑦【社員流動性】  
 社員流動性についてドラッカーが言及した言葉を紹介する。  
☑「これまでの社会は次の二つのことを当然とする社会だった。第一に、組織はそこで働く者よりも長

命であって、したがって第二に、そこに働く者は組織に固定された存在であるということを当然と

していた。ところが今では、働く者は組織よりも長命であって、知識労働者は移動する存在である。」

（『明日を支配するもの』p232） 
☑「知識労働者は自らの専門分野内では高度の流動性をもつ。大学、企業、政府機関を変わることに抵

抗がない。」（『ネクスト・ソサエティ』p26） 
☑「いかなる国といえども、社会が真に機能するためには、絆が必要である。日本も、今日

の姿とは違うものになるであろう。あらゆる先進国が今日の姿とは違うものになる。」

（『明日を支配するもの』p233）  
☑「日本は、働く人が動かないようにすることによって、社会として歴史上類をみない成

功を収めた。それが終身雇用制だった。」（『明日を支配するもの』p233）  
 

＊ドラッカーは、終身雇用制のメリットとして人と人の絆を重視した。しかし、知識が中心の社会で

は移動の自由が不可欠だ。そこでドラッカーは、日本が社会的な安定、コミュニティ、調和を維持

しつつ、人の移動の自由、すなわち転職の自由を実現することを願った。人を大事にする伝統を守

りつつ、社会の秩序を失わせない程度の転職の自由を加えることはドラッカーの理想であった。 
 
【提言７】：働く人を流動化させ、かつ働く人を大切にする社会を目指せ 
 １） 日本の人事評価制度の見直しが不可欠かもしれない。日本の多くの企業が採用している職能資

格制度は社内でのスキルと経験そして成果を評価し、安定的な所得を可能にした。しかし、社外

での社員の存在価値が曖昧なために転職による社員の流動化を抑制する。 
会社間を移動しやすい制度として欧米企業が採用している職務給制度があるが、社内の隙間の

業務をお互いが協力し、共同の精神で支え合ってきた日本人には何か違和感がある。職能資格制

度の良いところを残しつつ、日本のメンタリティに合った職務給制度の構築が必要である。日本

版職務給制度の創設である。 
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⑧【第二の人生】 
 第二の人生についてドラッカーが言及した言葉を紹介する。 
☑「知識労働者たる者は、若いうちに、非競争的な生活とコミュニティをつくりあげておか

なければならない。コミュニティでのボランティア活動、地元のオーケストラへの参加

や、小さな町での公職など、仕事以外の関心事を育てておく必要がある。」（『ネクスト・

ソサエティ』p29）  
☑「知識労働者には、いつになっても終わりが無い。文句は言ってもいつまでも働きたい。

とはいえ、30 のときには心躍った仕事も、50 ともなれば退屈する。したがって第 2 の

人生を設計することが必要になる。」（『明日を支配するもの』p226）  
☑「第二の人生、第二の仕事、社会的起業家としての仕事をもつことは、社会においてリ

ーダー的な役割を果たし、敬意を払われ、成功の機会をもつということである。」（『明

日を支配するもの』p231）  
☑「50 歳といえば働き盛りである。その彼らが仕事に疲れ飽きたということは、第一の人

生では行き着くところまで行ったということであり、そのことを知ったということで

ある。」（『断絶の時代』p300）  
☑「知識労働者はやがて第 2 の仕事を探すようになる。だが、1 度も仕事を変えたことがな

ければ、65 歳で新しい職を探すことは容易でない。」（『乱気流時代の経営』p162）  
 

＊ドラッカーは第二の人生への準備を強調する。人の寿命が延びたために定年後に有り余る時間が存

在する。22 歳で会社に入り、62 歳で退職するとその間、働いた時間は 10 万時間を費やすことにな

る。しかし、誰も定年後の時間がどれくらい存在するかをあまり考えない。まさか現役時代と同じ

10 万時間があるとは誰も思っていない。しかし現実は定年から死ぬまでに 10 万時間が存在するの

である。ドラッカーはもっと前向きに第二、第三の人生計画を立てるべきと言っている。 
 
【提言８】：会社オンリーで終わらせない「第二の人生」の準備を 
１） 人の一生は長くなった。企業の寿命よりも長いかも知れない。一つの会社で生涯勤め上げる人の

ほうが珍しくなるだろう。そして定年後にも長い時間が付いてくる。生きがいを持った人生計画の

ためには「第二の人生」「第三の人生」が必要である。22 歳で入社して 62 歳まで勤め上げたとし

て生涯勤務時間は延べ 10 万時間である。 
しかし、62 歳から平均寿命までに同じ 10 万時間が待っているのである。これを「いやだなぁ」

と思うか、「素晴らしいぃ」と思うかは本人次第である。しかし現実である。 
２）ドラッカーが口にする知識社会とは如何なる社会なのか。今、直面している知識社会は以下の３つ

の特徴を持っていると言及している。 
①万人に職業選択の自由がある転職可能な社会である。 
②万人に教育の機会が与えられるがゆえに、誰もが出世可能な社会である。 
③万人が知識を手に入れ、しかも、万人が勝てるわけではないがゆえに、成功と失敗が併存する社

会である。 
３）知識社会でのキャリアを考えるならば、40 代から次の人生のための助走が必要である。定年退職し

たときに仕事以外のコミュニティがなかったら、「濡れ落ち葉」か「鷲（わし）族」にならざるを
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いない。これもまた退屈である。自分のキャリアは自分で見つけなければならない。 
４）「第二の人生」と言う課題の解決には以下の 3 つの方法がある。 

①文字どおりセカンドライフ（第二の人生）をもつことである。会社を替えるだけでよい。 
②パラレルキャリア（第二の仕事）、すなわち本業にありながら、もう 1 つ別の世界をもつことで

ある。本業をベースにしたもの、本業を包括するものなど世界は広い。 
③ソーシャルアントレプレナー（社会的起業家）になることである。仕事は続けるが、それに割く

時間は減らしていく。そして非営利の仕事（第二の生き方）を始める。 
５）実は逆境のとき、趣味を超えた第二の人生、第二の仕事が大きな意味をもつ。社会に貢献できるも

の、価値観を共有できるコミュニティが生きがいを生む。 
６）高齢者は社会との絆を欲しがっている。だからこそ第二の仕事の卸売市場をつくる必要がある。特

に若い人たちが後ろにつかえていない仕事に彼らが就けるようになったとき、初めてわれわれは労

働寿命の延長という現代の偉業をなし得たことになる。 
 
【追記】  
日本の組織社会の成り立ちは、江戸時代の藩の延長であり、当時武士に取っては藩主への「義」を

高のミッションにしてきた。明治新政府は、富国強兵、殖産興業の 2 大看板で世界の一等国を目指した。

従業員の忠誠心と切磋琢磨の精神は不可欠だった。第二次世界大戦後はさすがに富国強兵のスローガン

は無くなったが、殖産興業はエコノミックアニマルと名を変え、企業戦士を産んでいった。その甲斐あ

って日本は世界に冠たる経済大国となったが、そのあとが良くない。 
65 歳以上で年金を受け取っている人は、4000 万人いる。これでは支える側の世代はたまったもので

はない。平均寿命は男女とも世界一では年金の破たんは目に見えている。この社会の課題はいつしか社

会の病となり、社会全体が衰退ムードに漂いかねない。そうならないためには第二の人生による社会参

画であり、強みを活かしたコミュニティにおいて役割を持って生涯現役社会を目指すべきだ。 
社会の高齢化は避けては通れない。急増する高齢者を扶養するためには、財とサービスの生産力を増

大させる必要がある。高齢者自身にも働いてもらわなければ社会が成り立たないことは明らかである。

ドラッカーは、「長く働くための施策こそ、もっとも必要とされている。長く働く人に損をさせてはな

らない」と述べている。 
 
⑨【少子高齢化】 

少子高齢化についてドラッカーが言及した言葉を紹介する。  
☑「急速に進む少子高齢化は、年金と移民の二つの問題が、先進国の政治の様相を大きく変えつつある。」

（『ネクスト・ソサエティ』p11） 
☑「今後 20 年から 30 年において、先進国では人口構造をめぐる諸々の問題が政治の中心となる。」（『明

日を支配するもの』p52） 
☑「先進国では定年が、実に 79 歳まで延長されることもありうる。なぜならば、たとえばアメリカが

公的年金を導入した 1936 年当時の年金受給開始年齢 65 歳は、当時の平均寿命からして、今日では

79 歳に相当するからである。」（『明日を支配するもの』p52） 
☑「人口構造の変化こそ、ネクスト・ソサエティにおいてもっとも重要な要因であるだけでなく、もっ

とも予測しがたく管理しがたい要因である。」（『ネクスト・ソサエティ』p18） 
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＊日本は人類史上はじめてとなる急速な少子化が進行している。産業構造や政治問題への影響は計り

知れないものとなるだろう。今のままの出生率を保てば、21 世紀末には日本の人口は 5000 万人程

度になっている。傍から見ると集団自殺同然である。 
 
【提言９】：移民の受け入れ 
１）今のままでは扶養者が増える一方である。社会が持たない。再雇用制度は一時しのぎとして大切な

政策かもしれないが、いずれは移民の受け入れ問題が浮上する。しかも大量の移民の受け入れに迫

られる。文化も宗教も肌の色も違う移民を受け入れることに日本は慣れていない。国論を分ける政

治問題化するだろう。しかし、受け入れは前向きに検討しなければならない。 
２）移民の受け入れを前向きにさせる手段がある。受け入れ前に片言の日本語を話せるようにしておく

ことである。日本語で話が出来る外国人には日本人は安心するところがある。途上国に日本語と日

本の文化を事前に教える日本語学校の創設を望む。 
 

【追記】 
経済大国日本は途上国の人から見るとまだまだ魅力が大きいと思う。出稼ぎではなく本格的に日本に

住みたいと考えている人も多いようだ。すでに 200 万人を超える外国人が日本に永住している。安全面

は外国人にとっても共通の魅力である。一次出稼ぎではなく、定住を進める環境作りを政府はもっと積

極的にやるべきである。ＯＤＡも大切だけど国内への移民受け入れの環境整備も世界の途上国への貢献

である。2050 年には日本の人口は 1 億人を割ってしまう。今、生まれた子供が 35 歳の時には経済面で

の落ち込みは必至である。中国の経済的衛星国家になってしまいかねない。もっと積極的な移民定住政

策が必要である。そのための一案だが、途上国に日本語学校を作って移住する前に会話ができる程度の

日本語をマスターしてもらうことである。日本のお年寄りは日本語が話せない外国人に違和感を覚える

だけであって、片言でも日本語を話せる外国人はウエルカムである。もともと日本には接待文化がある。 
 
【提言 10】：老後をどう生きるかの将来設計 
１）自己責任において若い時から自分の老後のために貯蓄をすること。 
２）ちゃんと結婚して子供を作り、老後の面倒を見てもらう。老人を大切にする思想を創っていく。 
３）ある程度価値観が同じ人たちで、緩やかな互助活動を推進する。  
 
以上 3 つの将来設計を紹介したが、ほかにも自分に合ったやり方を若いうちから考えることが必須で

あろう。 
 
⑩【会社人間】 
会社人間についてドラッカーが言及した言葉を紹介する。  
☑「得てして会社は、自らの経営幹部に対し、会社を生活の中心に据えることを期待する。しかし仕事

オンリーの人たちは視野が狭くなる。会社だけが人生であるために会社にしがみつく。」（『現代の

経営』） 
☑「いまや会社は、社員を会社人間にしておくことが、本人のためにも会社のためにも危険であり、い

つまでも乳離れできなくさせる恐れのあることを、認識すべきである。」（『現代の経営』） 
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＊「雇用関係とは、元々きわめて限定された契約であって、いかなる組織といえども、そこに働く者

の全人格を支配することは許されない」 これがドラッカーの持論である。 
＊平均寿命が大幅に伸びたおかげで、定年後は実に長い時間が存在するようになった。定年後に身近

に気の置けない友人がいないのは寂しいだろう。若いうちから会社以外のコミュニティとの触れ合

いが大切である。いろんな価値観の人たちと接する中で、仕事以外に興味を持てるものを見つける

べきである。刺激し合える仲間を会社以外に見つけることである。 
 

【提言 11】：会社人間は本人にも会社にも危険である 
１）この問題を解決しなければ、定年後の活躍は望めない。視野を広く持って社会に貢献できる自分を

見つけなければならない。キャリアの形成は本人の責任である。 
２）生涯現役を目指すために定年後の仕事を見つけなければならない。そのための助走期間を会社は用

意すべきである。会社は本人が 50 歳を越えてから、名刺は二つ以上持ち、副業を可能にすべきで

ある。 
 
【提言 12】：現役時代から会社以外の絆を大切に 
１）定年後も働く意欲が湧くような興味を現役時代から探しておくことである。いろんな集まりに参加

して友人を作ることである。そして同じ価値観を持つ人たちの集まりの中で生きがいを持って活動

できる絆の場を作っておくことが大切である。 
２）手前味噌かも知れないが、マネジメントに少しでも興味があれば、ドラッカー学会に参加して、近

場の研究会（たとえがドラッカー「マネジメント」研究会など）に参加してみるのもいいと思う。

新たな「生きがい」が見つかり定年後も充実した日々が過ごせるだろう。 
 

【まとめ】 

1990 年の「1.57 ショック」で少子化が社会問題として意識されるようになりました。1994 年には人

口に占める 65 歳以上の者の割合が 14.5%超え、国連定義にいう「高齢社会」が到来します。これに対

応すべく政府は、1994 年に「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」（エンジェルプラ

ン）がまとめられます。 
2000 年に「介護の社会化」、「保険・医療・福祉サービスの一体的提供」を目的とした第５の社会保

険として「介護保険制度」が開始されます。2000 年以降、年金制度では 2004 年に保険料水準の固定方

式導入、介護保険制度では 2005 年に、食費と居住費の自己負担等の改正、医療保険制度では 2006 年

に、後期高齢者医療制度を創設や医療費適正化のための改正が行われます。 
2008 年に「社会保障国民会議」発足し、社会保障の機能強化を打ち出します。2009 年には、より受

益感覚が得られ、納得感のある社会保障の実現や「全世代対応型」の社会保障への転換を目指して、「社

会保障と税の一体改革」が進められます。これらの政策を実態として眺めると今後の課題への心構えは、

日本人にマインドセットを要求しています。「1970 年代」モデルから「2025 年代」モデルへの衣替え

の必要性を訴えています。 
今回の分科会において、私が取り上げたテーマ「社会保障」には、副題として「ドラッカー思想を通

して社会保障を考える」を付けて、ドラッカー目線で現代の課題を見ていくことを試みました。ドラッ

カーの思想は、社会と人から始まります。組織が利益を上げるために人と社会は如何にあるべきかでは
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ありません。社会が発展し、人が如何に幸せになるかが思想の根底に流れています。組織はそのための

手段という位置づけです。 
ドラッカーの目指す社会は、一言で言えば「自由で機能する社会」です。自由とは選択の自由であり、

そこには自己責任が伴う自由です。そして一人ひとりが組織の中で位置と役割を持って、強みを活かし

て活躍し、個人的には自己実現を求め、社会には安定と発展をもたらすものです。 
自己の自立と自律を基本に置く社会こそが、人を輝かせる社会という思想です。組織が強制的に定年

による退職の迫り方にはドラッカーは賛成していません。経験とスキルを持った社会の財産をゴミ箱に

捨てるようなものだと喝破します。社会保障についても自助の精神の大切さを数々の書籍の中で紹介し

ています。 
「自分のことは出来る限り、自分でやる」という自助の意識がないと少子高齢社会の維持が出来ない

ばかりか、人としての使命を果たしたことにならないと言うのです。 後にサムミュエル・スマイルズ

の自助論から言葉を紹介して、私のまとめとします。 
 
「国家で立てられた制度は、たとえ美を尽くしても、善を尽くしたとしても、人民のための真の援助

とはならないものである。それよりも人民が、それぞれに自分自身の自由に任せて、その志を発揮する

ようにし、それによって自身が励んで自己改革するならば、それが結果として人民のための真の利益に

なる。」（『自助論』―西国立志編―上 p31） 
 

以上 
（参考文献） 

厚生労働白書（平成 24 年度版） 

社会保障制度改革国民会議報告書 

『産業人の未来』（P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ダイヤモンド社） 

『変貌する経営者の世界』（同上）  

『すでに起こった未来』（同上） 

『明日を支配するもの』（同上） 

『見えざる革命』（同上） 

『イノベーターの条件』（同上）  

ドラッカー名言集『歴史の哲学』（同上）  

ドラッカー名言集『歴史の哲学』（同上）  

『実践する経営者』（同上）  

『イノベーションと企業家精神』（同上）  

『未来への決断』（同上）  

『プロフェッショナルの条件』（同上） 

『ネクスト・ソサエティ』（同上）  

『断絶の時代』（同上）  

『乱気流時代の経営』（同上）  

『現代の経営』（同上） 

『自助論』-西国立志編-（サムミュエル・スマイルズ著、中村正直訳、渡部昇一・宮地久子現代語訳） 
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少子高齢社会における期待される女性の活躍とドラッカーマネジメント 

川澄 佳美 

 

はじめに 

 

日本における15～64歳の生産年齢人口割合は平成4年をピークに減少しており、将来の労働力不足を

補うための施策として女性・高齢者の活用が叫ばれている（厚生労働省HPa）。しかし、女性に関してい

うと、仕事と子育てとの両立をしながら出産前後で継続就業することは、その意思があったとしても、

今もって誰にでもできる社会にはなっていない。女性の労働力人口は世界的にみても増加傾向にあるも

のの、日本に限らず男性より低い現状がある（JILPT 2014）。 

特に日本では「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という性別役割分業意識は根強く残る。

これについて牧野（2014）は「400年の歴史に根差す大変根強いものであること、加えて戦後の経済、

教育政策により変更されることがなく今日まで、女性の政治、経済への参加を阻み、男性の子育て参加

を阻む大きな壁となっているといってよいであろう」と述べている。日本では働くことに関し未だに男

性中心の世の中となっている。このことは高度経済成長期においては、夫が稼ぎ妻は家庭を支える片稼

ぎの家族形態が主流であり日本的雇用慣行と連動し、一定の合理性があったものと思われる。しかし、

第三次産業が拡大し、第二次産業に従事する労働者より知識労働者が増加すると共に女性の社会進出が

進み、この合理性は少しずつ歪みかけてきている。 

 

こうした仕事と性についてドラッカーは多くは言及していないものの、そもそも人類の歴史において

女性と男性の「役割」は同等だったが「仕事の内容」は男女で違っていた。しかし、今日の知識労働で

は「役割」も同等であると同時に、その「仕事の内容」は、いずれの性でも行いうる中性的な内容であ

ると述べている（『ネクスト・ソサエティ』p22）。新アベノミクスでは「一億総活躍社会」の実現に向

け、少子高齢社会における労働力の減少問題に対し、潜在労働力としての女性の活躍を推進している。

そのために政府はさまざまな施策の検討がなされているが、その実現は可能な社会となっているのであ

ろうか。やはり政策だけでの実現は困難であろう。先の牧野（2014）が指摘するように性別役割分業意

識が未だにあるというのであれば「意識」の変革も重要である。 

そのために、この先、女性が働きやすい社会が実現できるよう、企業や市民レベルでできることをド

ラッカーマネジメントにつなげて考察する。少子高齢社会を悲観的ではなく明るい未来へと変えるため

には、若い女性の力が必ず必要となるといえよう。また、この問題は女性だけの問題ではない。女性が

活き活きとできる社会は、男性にも生きやすい社会だと考えるからである。今後社会で活躍する女性、

そこに関係する経営者に対し、働きたい女性が継続就業できるためにはどのようにマネジメントをすべ

きかをドラッカー的な視点からメッセージを伝えたい。 

 

１. いま期待される女性の活躍 

 

2012 年第 2次安倍政権の下に打ち出された成長戦略、いわゆる「アベノミクス」では、人材の活躍強

化の１つとして女性の活用を掲げている。1985 年に男女雇用機会均等法が成立し、かれこれ 30 年の年

月が経っている。なぜ、いまさら女性を活用し女性の労働力を上げる必要があるのだろうか。まずは、
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そこから確認してみてみる。 

2013 年 2 月 13 日～5月 19 日に開催された「若者・女性活躍推進フォーラム」の報告によると「成長

戦略の中核として『女性』を位置付け、女性の中に眠る高い能力を十二分に開花させ、その力を発揮し

ていくことが、我が国の経済社会や地域経済の再生・活性化に大きく貢献することが期待」されている

（首相官邸 2013）。 

『男女共同参画白書 平成 25 年版』（2013）によると、①女性就業の拡大により多くの女性が新製品・

新サービスの開発の参画により多様な経験や価値観が反映され、これまでになかった新しい市場が開拓

されることが期待されること、②少子高齢化が進行する中、今後に見込まれる生産年齢人口の減少によ

る影響を女性の就業拡大によって緩和することができる、③女性の就業に伴い、主に女性が家庭で担っ

ていた介護・育児・家事等の一部が市場化されると関連産業における需要が拡大すること、を挙げ経済

成長の担い手として大いに女性は期待されている。 

 

また、2003 年『男女共同参画研究会報告「女性の活躍と企業業績」』では、「女性の勤続年数が相対的

に長く、女性管理職比率が高い企業は利益率が高い傾向があり、女性が長く勤務を続けやすい環境と男

女を問わず能力・成果に応じて昇進させる仕組みが重要であることを示唆」する分析結果がある。海外

の研究においては、役員会における女性比率が高い企業は業績が良いことを示すデータもあるものの

（内閣府 2011）、現実には女性比率や女性管理職比率が高ければ単純に企業業績が上がるといえないよ

うだが、女性の就業参画は企業業績に優位な影響を与えることには違いなく、今後の日本経済の担い手

として女性が必要と考えられている。海外においても女性の参画の拡大と経済成長とを積極的に関連づ

けて取り組もうとする動きがさまざま見られることからも、少子高齢社会だから女性活用が必要とされ

ているのではなく、グローバル全体で考えられていることといえよう（内閣府 2011）。 

 

次に男女雇用機会均等法施行以後これまでにどのような女性労働政策が行われてきたか、概要を振り

返ってみる。 

２. これまでの主な女性労働に関する政策 

 

「国際婦人年」（1975 年）を契機に国際的な男女差別撤廃への動き等により、「勤労婦人福祉法」（昭

和 47 年法律第 113 号）の全面改正法として 1985（昭和 60）年に「雇用の分野における男女の均等な機

会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」（昭和 60 年法律第 45 号 以下均等法とい

う）が成立した。 

1989（平成元）年に合計特殊出生率が昭和 41 年の丙午年の 1.58 を下回ったことで、その後、国は少

子化社会への対応を重要な政策課題として位置付けるようになる。1991（平成 3）年に「育児休業等に

関する法律」(平成 3年法律第 76 号)が成立、1995（平成 7）年に介護休業を努力義務で加え「育児休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成 7年法律第 107 号 以下育介法という)へ

と改正された。 

 

1997（平成 9）年「均等法」(平成 9年法律第 92 号)の改正では、法律名から女子労働者の福祉の増進

が消え「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(平成 11 年 4 月 1日施

行)に改正されている。1998 (平成 10) 年には、「労働基準法」(平成 10 年法律第 112 号)の改正で、時
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間外・休日労働、深夜業の就業規制をしていた女性保護規定が解消された。 

1999（平成 11）年には「男女共同参画社会基本法」(平成 11 年法律第 78 号)が成立、「育介法」は「育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と現在の法律名となり、介護

休業が義務化された。また、労働基準法の女性保護規定解消の措置として家庭的責任を担う男女の深夜

業の制限が創設された。 

2003（平成 15）年には「次世代育成支援対策推進法」(平成 15 年法律第 120 号 以下次世代法という)

が 2005 年から 10 年間の時限立法で成立した。企業は仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備

や、労働条件の整備等の取り組みについて「一般事業主行動計画」を策定し、常時雇用者数 301 人以上

の企業は厚生労働省に提出するものである。なお、時限立法は 2015（平成 27）年 4 月から 2025（平成

37）年 3月まで延長されている。 

 

この「次世代法」の行動計画の提出やポジティブ・アクションを取り組む模範企業への表彰などは、こ

れまでの法改正による国からの強制的なシステムから政策目的について企業自ら実行方法を考えてもらうシ

ステムを取り入れたものである。これは、後述する「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平

成 27 年法律 64 号 以下「女性活躍推進法という）においても、同様に企業主体のシステムが取られてい

る。 

2007（平成 19）年には「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」「仕事と生活の調和

のための行動指針」が、政労使の合意を以って策定された。 

2009（平成 21）年の「育介法」(平成 21 年法律第 65 号)の改正では、①いわゆるパパ・ママ育休プラ

ス制度、②父親が育児休業を出産後 8週間以内にした場合、母親が再度休業可能な制度、③専業主婦（夫）

を配偶者に持つ従業員も休業可能へと、父親に子育て参加を促す制度が新設された。 

 

2010（平成 22）年 6月 18 日閣議決定された「新成長戦略（雇用・人材戦略）」において、2020（平成

32）年までに、「『25 歳～44 歳までの女性就業率 73％、第１子出産前後の女性の継続就業率 55％、男

性の育児休業取得率 13％』」等とする目標が設定されている。また「子どもの笑顔あふれる国・日本」

と題し、同年までに「『速やかに就学前・就学期の待機児童を解消』『出産・子育ての後、働くことを希

望するすべての人が仕事に復帰』」等を掲げている（首相官邸 2010）。 

2005（平成 17）年に「社会のあらゆる分野において、2020 年までに、指導的地位に女性が占める割

合が、少なくとも 30％程度になるよう期待する」という目標（平成 15 年 6 月 20 日男女共同参画推進本

部決定、『2020 年 30％』の目標）が男女共同基本計画（第 2次）（平成 17 年 12 月 27 日閣議決定）で設

定されていたところであるが、2010（平成 22）年同計画（第 3 次）（平成 22 年 12 月 17 日決定）では、

この目標をこれまで政府から政党や民間企業には消極的な働きかけであったものを「社会全体で共有す

るとともに、その達成のために官民を挙げて真剣に取り組んでいかなければならない」と積極的な方向

性を示された（内閣府 HPa）。 

 

 これまでにも「均等法」「育介法」は、度重なる改正がなされているが、2015 年 1 月には均等法及び

育介法の解釈通達（雇児発 0123 第１号平 27.1.23）が改正された。この改正は妊娠・出産、育児休業等

を理由として不利益取扱いを行うことの禁止（均等法第 9条第 3項、育介法第 10 条等）について、均

等法第 9 条第 3 項の適用に関して 高裁判所の判決（広島中央保険生活協同組合事件 高裁－小平

26.10.23 労判 1100 号）があったこと等によるものである（厚生労働省 HPb）。さらに、2017 年 4 月の実
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施を目指し、マタニティーハラスメントの防止策を企業に義務付ける「均等法」の改正案が第 190 回通

常国会に提出されると新聞報道があり、働く女性が妊娠や出産をしやすい労働環境つくりへの実現を目

指す動きもある（日本経済新聞朝刊 2016/1/11）。 

2015 年 1 月、アベノミクス成長戦略では、女性の活用促進について、「家事や子育て、家族の介護な

どをしている女性が家庭と両立しながら就職したい、経験を活かして地域貢献や起業をしたいなどの希

望に応じたチャレンジにつながるよう、平成 27 年度に政府が実施する支援策を『女性のチャレンジ応

援プラン』として取りまとめ」ている（内閣府 2015）。  

 

 また、同年 9月「女性活躍推進法」が施行された。この法の概要は、常時雇用者が 301 人以上の企業

は、一般事業主行動計画を策定し厚生労働省へ届出、女性の活躍の推進に関する取り組みの数値目標設

定を義務づけるものである（事業主行動計画策定は 2016 年４月１日施行）。 

2015 年 11 月、一億総活躍国民会議（第３回）で、「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき

対策－成長と分配の好循環の形成に向けて－」がとりまとめられ、2016 年春に取りまとめる予定の「ニ

ッポン一億総活躍プラン」について基本的考え方が整理され「緊急に実施すべき対策」として、「希望

出生率 1.8 の実現」「介護離職ゼロ」という二つの目的達成に直結する政策に重点的に取り組むことと

された（首相官邸 2015）。 

 

「均等法」成立から 30 年間の女性に係る主な労働政策を見てきた。ILO においてもディーセントワー

クの基本戦略として男女平等は謳われ、国際的にも男女平等は高い関心事項である（ILO2000）。「均等

法」施行後、募集・採用、配置・昇進についての女性差別の禁止から始まり、男女双方の差別の禁止や

間接差別の禁止が加わり、近年では間接差別の要件の強化等、度々の法改正が行われ現在に至っている。

また、「労働基準法」の女性保護規定の解消も、男女平等の施策ともいえるだろう。他方、両立支援策

の骨格となる「育介法」の改正では、育児休業の取得は女性中心であることから男性にも育児休業の取

得を促す制度や子育て中の働き方を支援する制度が加わった（図表１）。それに伴い雇用保険育児休業

給付の改正や育児休業普及を促す企業への助成金制度が設けられる等、休業する労働者自身と企業の両

方へ経済的支援がなされている。 

 

さらに、「女性活躍推進法」が成立したことで女性管理職比率などを目標に掲げ、大企業を中心に女

性役員の登用に関する記事も多く目にするようになった。ただ、政府の示す数値だけが独り歩きするの

ではと、危惧する声も聞こえる。また、女性の多様性のある働き方を推進していることと女性管理職比

率を上げることとはずれているようにも思える。数値だけの独り歩きは少子高齢化社会の真の問題解決

にはつながらないと思う反面、女性の管理職を増やす施策には、女性の採用方針、教育、職務の与え方、

育児・介護等の支援策、これら総合的に改善することが求められる。この機会をポジティブに捉え、女

性活躍が加速することを今後に期待したい。 

 

法の整備は幅広く進んだとみるが、これらの政策の変遷により女性の労働状況に変化が見られるのか

否か、日本と海外との国際比較や現在と過去との国内比較によりそれを検証することにしよう。 

（この章は、筆者が 2010 年に明治大学大学院に提出した修士論文の一部を加筆修正したものである。）
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図表 1 男女雇用機会均等法成立以降の主な女性労働に関する法改正等変遷一覧 

年 法律改正および政策等 

1985（昭和 60） 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進

に関する法律」（以下「均等法」という）成立 

1991（平成 3） 「育児休業等に関する法律」成立 

1994（平成 6） 少子化対策の本格的取組として「エンゼルプラン」策定 

 厚生年金保険、健康保険の保険料の被保険者本人負担分の免除開始 

1995（平成 7） 「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（以下「育介法」

という)改正  ＊介護休業制度が加えられる（努力義務） 

雇用保険法の育児休業給付支給開始（休業前賃金の 25％） 

1997（平成 9） 「均等法」 改正 

＊募集・採用、配置・昇進について女性差別の禁止等、法律名改正 

1998 (平成 10)  「労働基準法」改正 

＊時間外・休日労働、深夜業の就業規制をしていた女性保護規定を解消 

1999（平成 11） 「新エンゼルプラン」策定 

1999（平成 11） 

 

「育介法」改正 ＊介護休業義務化、労働基準法の女性保護規定解消の措置として

家庭的責任を担う男女の深夜業、法律名改正 

1999（平成 11） 

 

「男女共同参画社会基本法」成立 

「ファミリー・フレンドリー企業」への表彰、ポジティブ・アクションへの模範企業への「均等推

進企業表彰」を実施。＊2007 年度から「均等・両立推進企業表彰」に統合実施 

2000（平成 12） 厚生年金保険、健康保険の保険料の事業主・被保険者本人全面免除 

2001 (平成 13) 「育介法」改正 ＊時間外労働の制限、短時間勤務等の配慮措置の対象の子の年齢 1

歳から 3歳までに引き上げ、転勤配慮 

2003（平成 15） 「次世代育成支援対策推進法」成立（2005 年から 10 年間の時限立法） ＊「一般事業

主行動計画」を策定、厚生労働省へ提出 対象企業：常時雇用する労働者数が 301 人以上 

2004 (平成 16)  「育介法」改正 ＊対象労働者拡大（一定条件の非正規雇用者）、保育所入所不可等の理由は育

児休業期間 1 歳 6カ月まで延長、小学校就学前の子の看護休暇の創設等 

2006（平成 18） 「均等法」改正 ＊男女双方に関する差別の禁止、間接差別の禁止 

2007（平成 19） 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」「仕事と生活の調和のため

の行動指針」政労使の合意を以って策定 

2008（平成 20） 「次世代法」改正 ＊一般事業主行動計画の公表、従業員への周知、行動計画提出事業所の範

囲拡大（2011 年 4 月 1日以降）：常時雇用する労働者数 101 人以上まで義務化等 

2009（平成 21） 

 

「育介法」改正 ＊3歳未満の子どもを持つ従業員への短時間勤務制度の導入・残業免除の義務

化、子の看護休暇の拡充、父親の育児休業促進、介護休暇の新設等  

＊2012 年：猶予措置対象の常時雇用する労働者数 100 人以下規模の事業所にも全面適用 

2014（平成 26） 厚生年金保険、健康保険の保険料の免除が産前産後休業中にも適用開始 

 雇用保険法の育児休業給付（2014 年 4 月育児休業開始者から）改正 ＊休業開始日か

ら休業日数通算 180 日までに限り休業前賃金の 50％から 67％に給付割合を引き上げ 

 「均等法施行規則」の改正が施行 ＊雇用の分野の男女格差の縮小、女性の活躍促進を推進

するため間接差別となり得る措置の範囲の見直し等 

2015（平成 27） 均等法及び育介法の解釈通達が改正 

 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」成立 

筆者作成 
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３.  女性労働の国際比較と日本の現状 

 

 『仕事と生活の調査（ワーク・ライフ・バランス）レポート 2014』によると、年齢階級別女性労働力

率は、10 年前の 2003 年のⅯ字の底は「30～34」歳で 60.3％、2013 年では「35～39」歳へシフトして

69.6％と 9.3 ポイント底上げした。また、有配偶者の「25～29」歳で 9.1 ポイント、「30～34」歳は 11.3

ポイント、「35～39」歳は 6.1 ポイント上昇し、有配偶者の労働力率の上昇により、「25～44」歳の女性

労働力率全体は 69.5％であり、2020 年目標値 73％に順調に推移している。しかし、10 年前と比較し「Ⅿ

字型カーブ」の底は浅くなっているものの、いまだに「Ⅿ字型カーブ」は解消されていない。 

 

図表 2 国際比較年齢階級別女性労働力率（2012 年） 

  

 

出典：『データブック国際労働比較 2014』労働政策・研究機構 

 

図表 2は、2012 年の年齢階級別女性労働力率の国際比較である。日本以外の諸外国では「Ⅿ字型カー

ブ」を描くことなく、ほとんどが台形となっている。しかし、アメリカ、イギリス、フランス、スウェ

ーデン等も、1980 年代頃までは「Ⅿ字型」が見られたのである。 

これについて、女性労働力率の変化が激しかったスウェーデンの例を見てみると、1980 年のスウェー

デンの女性労働力率のグラフではＭ字が見られたが、1988 年になると、Ｍ字は解消されている。そして、

1980 年では一番高い年代の労働力率でも 60％台に留まっていたが、1988 年になると一番高い台形の背

の部分（25 歳～54 歳）は 90％台まで上昇した。 

 

歴史的流れを見ると、1930 年頃は専業主婦が 9 割を占めていたが、1960 年の高度成長期に入ると労

働力が不足し既婚女性が働くようになった。そして、60 年代、福祉国家建設という国家目標の下、福祉

政策の充実により、多くの女性たちは公共部門への就業機会が与えられていく。1971 年、女性の労働市

場参画が進み性別役割分業のカップル単位の課税制度から個人別制度に改革され、女性は配偶者の収入

を前提とした就業をする必要がなくなっていった。また、1974 年には既に育児休職制度の対象が母親か

ら両親に移行されている。その他、1987 年同棲法が制定、非婚同居カップルの公認、1994 年パートナ

シップ法制定、同性カップルの公認、等現在日本にはない家族形態が公認されていった。 
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このように、①税金や社会保障などの制度が個人単位に置かれていること、②すべての国民があるレ

ベル以上の生活を営む保障をする高福祉政策、③性別分業体制を否定した男女平等政策、④仕事と育児

の両立を目指した子育て政策など、家族観や職業観の変化に対応する社会システムへの移行が女性労働

力増加に寄与したのではと考えられる（川澄 2010）。 

 

これらに関しドラッカーは『マネジメント上』p225 で、ごく 近までの女性は下位の所得層以外は結

婚までの一時的な労働力であり、労働者の配偶者は外で働かないことが通常だったが、日本を例外とし

今日はあらゆる先進国で大きく変わりつつあると述べている。原書は 1973 年の著作であり、このころ

から既に日本以外の先進国では、女性が家事労働中心から市場で働くことへ変化があったことがわかる。

そして、『変貌する経営者の世界』p174 では、人間の長い歴史では女性もずっと労働力であったのが、

1950 年には結婚か妊娠により働かなくなるのが一般的になった。当時はそれが「進歩的」であるとされ

たが 1981 年のころにはその反動がおこり「差別」とされ、50 歳以下について「未婚既婚を問わず、子

供の有無にもほとんどかかわりなく、女性の労働力人口への参入率は、男性とほぼ同じになっている」

とアメリカの状況を説明している。 

 

『男女共同参画白書 平成 26 年版』によれば、管理的職業従事者（各国の定義は異なる）に占める女

性割合（日本 2013 年、他国 2012 年）は、日本 11.2％、アメリカ 43.7％、イギリス 34.2％、ドイツ 28.6％、

フランス 39.4％、スウェーデン 35.5％、シンガポール 33.8％となっており、日本の低さが際立ってい

る。政府目標値の 30％にはほど遠い。 

 

 女性の継続就業率について、前出の仕事と生活の調査レポートから「出産前有職者に係る第 1子出産

前後での就業状況」を見ると、妊娠判明時の有職者割合は 20 年前（1985～89 年）では 61.4％、近年（2005

～09 年）では 70.7％と上昇している。しかし、その内、出産後も有職である割合は 20 年前で 39％、近

年は 38％と、むしろ減っている。女性継続就業率は 4割弱と低い割合で推移しており、依然と第 1子出

産後に継続就業している女性は低い状況である。 

同調査を正規雇用者と非正規雇用者（パート・派遣等）で分けてみると、正規雇用者の継続就業者の

割合は 52.9％、非正規雇用者では 18％と非正規雇用者の継続就業率は低い。出産前有職者の非正規雇

用者の割合は 20 年前で 26.1％、近年は 44.8％と 18.7 ポイント上昇している。また、総務省「平成 26

年労働力調査年報」では、女性の非正規雇用者の割合は 56.6％となっており、どちらの調査からもわか

るとおり女性の非正規雇用割合が高まっている。継続就業率の低い非正規雇用者の増加は、ますます、

継続就業は困難だといえる。 

 

さらに、仕事のやりがいと継続就業の関係を見てみると、出産後も継続就業したい正規雇用者の意向

割合は、全くやりがいのない仕事では 31.5％、非常にやりがいのある仕事では 80.3％となっている。

この傾向は、非正規雇用者においても同様である。仕事を続けたいという意思に傾くにも出産前からや

りがいがある仕事に就けていることが、重要なポイントになることがわかる。 

 

その他、同レポートには性別役割分担に関し、女性の考え方の変化についても見ている。これを見る

と、まったく賛成、どちらかといえば賛成の割合（2013 年調査）は、それぞれ次のとおりである。「結

婚後は、夫は外で働き、妻は主婦業に専念すべきだ」55.1％、「子どもが 3 才くらいまでは、母親は仕
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事を持たず育児に専念した方がよい」77.3％、「夫は、会社の仕事と家庭の用事が重なった時は、会社

の仕事を優先すべきだ」67.0％となっており、その割合は 1993 年の調査と比較して低下傾向にあるも

ののいずれも賛成割合が高く、女性自身も女性は家庭、男性は仕事という性別役割分業意識の変化は見

られない。しかしながら「夫も家事や育児を平等に分担すべきだ」は 80.5％という結果になっており、

家庭責任を男性にももってもらいたい気持ちは高い傾向にあることがわかる。 

 

男女の賃金格差を「平成 26 年賃金構造基本統計調査」から見ると、男性の賃金ピークは 50～54 歳で

422.6 千円、女性では 45～49 歳の 263.5 千円であり、男女各々の 20～24 歳の賃金を 100 とした年齢階

級間賃金格差はそれぞれ 209、137 となっている。また、ピーク時の男女との格差は男性を 100 とし女

性は 62.4 となっている。男性賃金を 100 とした各年齢階級別の女性賃金は、20～24 歳で 95.3、40～44

歳で 71.9、50～54 歳で 61.6、60～64 歳で 75.9、でどの年齢においても女性の賃金は男性より低い。 

学卒後、能力には差がないと思われる 20～24 歳でも格差は少ないものの女性が低く、男性ピーク時

年齢では女性はその６割しかなく、女性の活躍を期待するなら処遇の改善も同時に必要だといえる。 

 

このように賃金格差は明らかであるが、ジェンダー不平等指数やジェンダー・ギャップ指数を見ると

さらに愕然とする。 

ジェンダー不平等指数（Gender Inequality Index）は、「国連開発計画（UNDP）による指数で、国家

の人間開発の達成が男女の不平等によってどの程度妨げられているかを明らかにするもの」であり、日

本は、2013 年では測定可能な 152 か国中 25 位となっている。また、ジェンダー・ギャップ指数（Gender 

Gap Index）は、世界経済フォーラムが、経済分野、教育分野、政治分野、保健分野のデータから各国

内の男女間の格差を数値化しランク付けしたもので、1に近いほど平等を意味するが、日本は 2015 年で

は 0.670 で、145 か国中 101 位と先進国とは思えない低い順位となっている（内閣府 HPb）。 

 

４. 鍵は経営者の女性に対するマネジメント力 

 

上で見たように法的枠組みはできているもののデータを見る限りには、女性が出産・育児を両立しな

がら継続就業がしやすい環境になっているとはいえない。日本も少しずつではあるがⅯ字の底は押し上

げられ台形型に近づいてはいるが、諸外国と比較すると既に 30 年は遅れている。この遅れからも、日

本の女性が継続就業しにくい要因には根深いものがあることを感じられる。性別役割分業意識や、処遇

の格差から見える男性を優位傾向とする人事管理等、さまざまな要因がここには隠れているのだと推測

できる。 

 

「均等法」の立案のメンバーである赤松（1985）は、日本の女性労働者が能力を有効に発揮するため

の条件整備として、男女の雇用機会均等措置と職業と家庭生活の調和を図るための就業援助措置が「車

の両輪の如く必要」であると施行当時の法解説書で述べている。 

また、武石（2014）は、車の両輪として「女性の意欲を引き出して活躍につなげること、女性の離職

防止のために家族的責任を支援するとともに女性の就業継続が可能な働き方への変革を進めること」を

挙げ、車の両輪を「働きがい」と「働きやすさ」と言い換えている。そして、経営者の「女性に対する

マネジメントのあり方が、女性の意欲低下・離職傾向という形で人材の価値を低める方向に向かわせて

しまっている点に留意すべき」と指摘している。 
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先にみたように女性の非正規雇用者の割合が 50％を超える中では、年齢階級別女性労働力率グラフが

示すⅯ字型が解消されたとしても、女性が働きやすい環境になっているのか否かはわからない。子ども

を産むのは女性、労働力不足を補うのも女性、その上に女性活躍が推進されている。 近の女子学生は

「専業主婦になりたい」というと大学の教授から話しを聞くことがあるが、このような現状を見ていれ

ば、若い女性が将来、外で働くことに希望を持たせないような社会になってしまっているのではないだ

ろうか。よほどの労働環境の改善や社会に変化がなければ、あれもこれもと高すぎる目標ではないかと

悲観的にならざるを得ない。他方、大沢（2015）は、高学歴の女性を対象に出生年別にみた学卒時の理

想とする働き方の変化をみると、若い世代になるほど、継続就業や再就職を理想の働き方とする女性の

割合が増えていると指摘し、日本の女性の専業主婦願望はそれほど強くないと述べており、あまり悲観

的にならなくてもよいのかもしれない。 

 

ドラッカーは『ネクスト・ソサエティ』の「日本の読者へ」で、日本のこの 40 年あるいは 50 年に及

ぶ経済の成功をもたらした社会的な制度、政策、慣行は、1990 年ごろまで有効に機能したが、再び新た

な制度、政策、慣行が求められ社会的な革新が、特に日本に求められていると述べており、これは労働

力不足を女性が補い女性活躍を推進するならば社会的な制度等へのイノベーションが迫られていると

いえよう。またここでは経済の成功をもたらした制度等の一つに「終身雇用」を挙げているが、そもそ

も終身雇用で「定年まで雇用され続ける労働者は、比較的規模の大きな企業に勤める男性正規労働者や

公務員など、日本における全労働者の一部に限られている」ものである（労務理論学会 2011）。 

ドラッカーは「女性就業者が彼女たちの現実に合った雇用形態を求めている。仕事、報酬、職場コミ

ュニティにおける位置づけに関して、新しい待遇を求めている。子育て中の女性は、パート勤務やフレ

キシブル勤務を必要とする」（『マネジメント上』p226）とし、多様性への対応に触れている。2014 年 7

月に有識者懇談会の報告書により「多元的な働き方」として職務、勤務地、労働時間を限定した「多様

な正社員」の普及を図ることが重要だと示された（厚生労働省 2014）。このような制度が今後普及する

と、従来の大規模企業の男性正規雇用者を中心とした「終身雇用」制度から、規模や性別に関わらない

雇用者も対象となる「新たな雇用制度」が生まれ、変革へと繋がるのかもしれない。とはいっても、厚

生労働省が普及を推進しているこの「新たな雇用制度」ではあるが、雇用管理上の運用を誤れば過去 30

年と同様に変革はできないだろうと懸念される。 

 

今後、女性の活躍を期待し女性の継続就業がしやすくなる社会の創造のためには、女性自身の働くこ

とに対する意識の変化も求められるが、武石（2014）の指摘があったように経営者の女性に対するマネ

ジメント力が重要な鍵をにぎるといえるのではないだろうか。 

そこで、ドラッカーのマネジメントから女性の活躍を推進させるために有効となる提言を探ってみよ

う。 

 

５. 女性の活躍とドラッカーマネジメントの活用 

 

女性を一括りで語ることには限界がある。女性の中においても、家庭と両立して仕事を生涯したい人、

子育て中は子育てに専念したい人、結婚をせず仕事をする人、専業主婦でいたい人とさまざまである。

家庭環境や価値観も違い、人生を望みどおりに生きる人もいれば望みが叶わない人もいる。誰しもでき

ることなら望むように生きていきたいものである。このことは男女に関わらないことである。働き続け
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たいのに働くことができないことは、その本人にとっても社会にとってもマイナスである。 

ドラッカーは、「今後マネジメントにとって、個人の価値観と生きがいと組織のエネルギーと成果に

結びつくようにすることが、ますます重要な仕事となっていく」と述べている（『すでに起こった未来』

p118）。いま日本では多様性の対応が迫られており、組織においても働く人のニーズを受け入れられる

人材マネジメントが求められている。 

 そして、『マネジメント上』p40 では「マネジメントは、経済という定量化しうるものだけでなく、社

会としての基本的な信条と価値に関わる問題に取り組むことになる。生活水準だけでなく社会の質を追

求することになる」と述べている。このことは、誰しもの生活の質をあげ、生きがいを感じられる生活

が出来れば、社会の質を高められることへとつながると考える。ドラッカーは 1970 年代に「次の世代

の課題は、個人、コミュニティ、社会のために組織を役立てることである」と投げかけている。すなわ

ち、女性の継続就業ができる環境を整えることは「社会的な目的を実現し、社会、コミュニティ、個人

のニーズを満たすため」（同書 p42）になるといえるのではないか。 

人材マネジメントは その場凌ぎではなく経営戦略の下で実践する管理でなければ、組織の発展はな

いといえよう。 

 

そこで、基本に立ち返りドラッカーが述べているマネジメントの役割を見てみると、次の３つを挙げ

ている（『マネジメント上』p43～48）。 

（１）自らの組織に特有の目的とミッションを果たす。 

（２）仕事を生産的なものとし、働く人たちの成果をあげさせる。 

（３）自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに、社会的な貢献を行う。 

 

このことより、組織において女性が活躍できる環境を目指すためには、どのようなマネジメントに取

り組めばよいのかを考えてみることにする。 

（１）自らの組織に特有の目的とミッションを果たす役割 

ドラッカーは、この役割について「企業のマネジメントたる者は、あらゆる意思決定とあらゆる行動

において、経済的な成果を第一に考えなければならない」と述べている。1 章でみたとおり、女性の就

業参画は企業業績に優位な影響を与える傾向があることから、女性の活躍推進には、目的、ミッション

を明らかにした経営戦略と位置づけ、経営者の意思表示により、組織全体で取り組むことにより経済的

な成果をあげられるといえるだろう。ドラッカー（同書 p345）は、福祉的アプローチは人のマネジメン

トとしてふさわしくなく、一時しのぎで松葉杖の効果にすぎないと述べている。法を順守するための就

業規則の見直しや育児休業制度の導入だけでは、真の改革にはならないのである。 

（２）仕事を生産的なものとし、働く人たちの成果をあげさせる役割 

第二の役割として、働く人に成果をあげさせるために次について実現が求められている。「一人ひと

りの人を、それぞれに生理的、心理的な特質、能力、限界をもち、独特の行動様式をもつ生きた存在と

してとらえなければならない。すなわち、人を人として、それぞれに個性、市民性、仕事の仕方、仕事

の量と質に違いのある存在、したがって、それぞれがぞれぞれに責任、動機づけ、参画、満足、誘因、

報奨、リーダーシップ、位置づけ、役割を必要とする存在として理解しなければならない」（同書 p45）。 

例えば、子育て中の女性に対しては、短時間勤務等の柔軟な勤務制度の整備により個人の働き方が尊
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重され、男女の性別役割分業意識の解消等の意識改革により、個性の理解や互いが市民性を育むことが

できる。こうした土台づくりをしつつ、女性が少ない職種や職域に、そこに相応しい女性を新たに配置

し、責任を与え、やりがいを引き出し、女性自身の成果をあげさせることにより、継続就業につながる

といえる。このことは、３章で仕事のやりがいと継続就業の関係をみたとおり、出産前からやりがいが

ある仕事に就けていることは継続就業につながるという結果があった。 

『すでに起こった未来』p118 では「今後マネジメントに関して も重要な意味をもつ変化は、社会の

意欲や価値観のあり方までが、経営管理者の仕事ぶり・能力・責任感・価値観にかかってくるようにな

る」と述べており管理者自身の変革が鍵となるといえる。 

（３）自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに、社会的な貢献を行う役割 

第三の役割は、企業は事業に優れているだけではその存在を正当化されなく、社会の存在として優れ

ていなければならなく、組織は社会的責任を担っている（同書 p46）。「社会的責任に関わる企業への要

求の底にあるものは、企業のマネジメントが、社会のリーダー的な階層としての地位を受け継いだとの

認識である」（『マネジメント上』p360）とすると、企業は政府以上に社会に与えるインパクト、少子高

齢、に取り組むべきではないかといえよう。組織の活動により、少子高齢というインパクトを生み出し

ているならば、ドラッカーが述べているとおり「故意であろうとなかろうと、自らが社会に与えるイン

パクトについて責任がある」（同書 p371）。「社会へのインパクトは、その除去を事業上の機会に転じな

ければならない。（中略）インパクトの除去はコスト増を意味する。外部コストとして社会が負担して

いたものが、企業のコストとなる」（同書 p383）。少子高齢社会の対応として女性の活用を図ることは、

多くの働きやすい環境改善が必要であり、一時的にはコストとなるのかもしれない。しかし、長期的な

視点で捉えれば、除去できた組織には大きな変革が生まれ、事業上の機会に転ずることができる。また、

先延ばしとすれば、他の組織から立ち遅れる。長期的な施策であるがゆえ、今すぐに取り組むことが必

要である。そして、多くの組織がそれを実現できれば社会全体が豊かになれるのではないだろうか。 

 

ここまでは、ドラッカーのマネジメントの役割から、女性の活躍推進の取り組みへの姿勢を見てみた。

他にもドラッカーは、「人こそ 大の資産」（『マネジメント上』p348）と位置づけ、組織における人の

活用に関し、さまざまなメッセージを示されている。 

「チームの目的は、メンバーの強みをフルに発揮させ、弱みを意味のないものにすることである。大

事なことは一人ひとりの強みを共同の働きに結びつけることである」（同書 p172）。組織にフルタイムで

働けない子育て中の女性がいたとしてもそれを弱みとはぜず、その人の強みをチームにうまく配置させ

ることが、管理者としてすべきことだろう。 

 

『非営利組織の経営』p167 で、次のとおり述べている。「『強みに焦点を合わせよ』である。そのうえ

で要求を厳しくしなければならない。そして時間をかけてていねいに評価をしなければならない。向か

い合って、約束はこうだった、この一年どうだったか、何をうまくやれたか、と聞かなければならない」。

このことは、しっかりとその人の強みを引き出し、目標管理等で厳しく計画を自ら立てさせ、上司やメ

ンターとじっくりコミュニケーションを図り適正な評価の上、じっくり育てる覚悟が必要だとも聞こえ

る。女性の指導的な立場の人材育成に重要な視点ではないか。 

「組織は人を変える。否応なしに変える。成長させもすれば、いじけさせたりもする。人格を形成さ

せもすれば、破壊したりもする」（同書 p164）と述べているとおり、女性もマネジメント次第では、い
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きいきと活躍ができる場合もあれば、いじけさせられれば居場所がなくなり労働市場から退出すること

となる。例えば、賛否両論あるが女性の活躍推進策として、一定数を女性に割り当てるクオータ制を導

入した大胆な変革も必要になるのだろう。2015 年 3 月、ドイツのメルケル首相が来日した際、「企業な

どで一定数の女性幹部の登用を促すための数値目標やクオータ制（割当制）の必要性を強調」し、首相

が 2000 年に初の女性党首になった当時は、「女性に党首ができるのか」といった意見もあったが、今で

はそのようなことを言う人はいないといったことを述べている（日本経済新聞 2015 年 3 月 11 日）。党

首と一企業人では立場が違い過ぎるが、 初からこのようなリーダーとなる機会が与えられなければ女

性自身も変わらないし、社会の変革も起こらないのではないか。 

 

後に、個人の働き方に対する意識についてドラッカーは次のとおり述べている。「自己開発に 大

の責任をもつのは、本人であって上司ではない。誰もが自らに対し『組織を自らを成長させるには何に

集中すべきか』を問わなければならない。（中略）自らの成果をあげる存在にできるのは、自らだけで

ある。他の人ではない。したがってまず果たすべき責任は、自らのために 高のものを引き出すことで

ある。人は、自らがもつものでしか仕事はできない。しかも人に信頼され協力を得るには、自らが 高

の成果をあげていくしかない」（前掲書 p208）と自らの仕事と責任について厳しい姿勢が示されており、

働く女性自身に対しても同じことがいえるだろう。 

 

むすびにかえて 

 

本論文では、女性労働に関する政策の変遷と現状を把握した上で、少子高齢社会における期待される

女性の活躍とドラッカーのマネジメントを結び付け、女性の継続就業に対するマネジメントを見てきた。

ここから、①目的、ミッションを明確にすること、②多様性を受け入れフレキシブルな管理への移行が

必要なこと、③職務拡大や責任委譲等でやりがいを引き出し、成果を上げさせること、④女性活用は長

期的視点で今からすぐに取り組むこと、⑤働く女性自身の果たすべき責任は自らのために 高のものを

引き出すこと、等を挙げ女性の活躍推進に向けての取組み姿勢を示した。ドラッカーのマネジメントは、

女性の継続就業に関しても、十分すぎるほど活用が可能であることがわかった。このことは、「今日の

組織では、自らの知識あるいは地位のゆえに組織の活動や業績に実質的な貢献をなすべき知識労働者は、

すべてエグゼクティブである」（『経営者の条件』p23）と述べており、ドラッカーが指す「エグゼクテ

ィブ」とは、一般的に使われる「経営者」だけを示すものでないことから、どのような立場にある働く

人にも当てはめることが出来るのであろう。 

 

では、上で示したドラッカーのマネジメントをどのような手段により組織に浸透させられるかについ

て触れてみる。ドラッカーは、経営者に次の５つの質問を投げかけている（『経営者におくる５つの質

問』p3）。 

①われわれのミッションは何か？ 

②われわれの顧客は誰か？ 

③顧客にとっての価値は何か？ 

④われわれにとっての成果は何か？ 

⑤われわれの計画は何か？ 
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批判するわけではないが、とてもよい質問であるもののシンプル過ぎて、一般の労働者にはわかりに

くい。これらの質問を経営者がかみ砕き具体的に答え、それを中間管理職に伝え、如何に一般の労働者

まで、それを計画として落とし込めるかが鍵となるのではないだろうか。目標管理制度はノルマ化のツ

ールではなく、経営者の意思を伝えるための道具なのである。これに関しては、次期分科会でドラッカ

ーのマネジメント・スコアカードなどを応用し実践的なところまで踏み込んでみたいと考えている。 

 

女性に関するマネジメントについてドラッカーはもっと沢山の指摘をされていたのかもしれなく、今

後もこの視点でドラッカーを研究していきたいと考えている。本論文ではドラッカーのマネジメントの

手段の枠組みに留まり具体的施策までの提言はできなかった。それに加えて、女性活用を図る上で必要

となる男性自身の働き方の改革まで踏み込むことはできていない。しかし、多くの経営者、特に男性の

経営者を中心に女性の活用で躓くことがあれば、ドラッカーのマネジメントを利用することで問題解決

が図れることに気づいていただき、日本の女性が活き活きと安心して働ける社会への変革を推し進めて

いただきたいと考えている。それにより、日本においてもリーダー的存在の女性が増え、将来の日本の

社会を担う若い女性達に希望を与えられれば良いと考える。 
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頑 張 ろ う 東 北 

中村 正孝 
 

Ⅰ.テーマ選定の思い―東北の企業が元気になることが、少子高齢化の歯止め 

 

日本の少子高齢化問題を考察する際に、避けて通ることができないのは、既に都市部より少子高齢化

が進行している地方の再生である。2040 年に 896 市区町村が消滅する可能性があるとの予測が大きなシ

ョックを与えている。消滅可能性都市とは、「20～39 歳の女性人口が 2010 年から 30 年間で 5割以下の

減少する自治体」のことである。こうした市町村が 8割以上となる都道府県は、青森県、岩手県、秋田

県、山形県、島根県の５県となるが、東北地方の４県が該当する。日本の人口が今後 20 年間に 1400 万

人も減少する中で、地方の人口減少は避けられない。特に東北地方は被災前から少子高齢化が進んでい

たところ 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災及び原発事故で、避難された約 24 万人（2014 年 10 月現在、

被災当時は 47 万人）のうち何割の方が故郷に帰って来るのか、それは、被災された工場、事務所が如

何に復旧・復興できるのかに掛かっている。 

被災地の企業が元気になることが、若者の就業機会を提供し、若い女性の活躍の場ができ出生率の低

下を緩和できるのではないか？ 

是非東北の企業が元気になることを望みたい。 

 

Ⅱ.被災 3 県（岩手・宮城・福島）の現状－経済的には震災前の水準となったが、真の創

造的再生はこれから 

 

東日本大震災から 5年目となり、復興のステージが復旧から本格的な復興へと移っている。（平成 26

年 6 月 10 日、東日本大震災被災地域の産業復興創造戦略。産業復興の推進に関するタスクフォース） 

被災地域の鉱工業生産は、震災により一時的に大きく落ち込んだが、その後急速に持ち直し、復興需

要の下支えもあり、2014 年 6 月時点では概ね震災前の水準と同程度まで回復しいている。被災 3県の平

成 26 年 1 月の県別鉱工業生産指数（平成 22 年＝100）では、岩手県 102.2,宮城県 97.5、福島県 99.7

と概ね震災前の水準にほぼ回復している。 

 

1．被災 3 県の産業構造 

① 製造業 

輸送機械・一般機械では内陸部を中心に震災前の水準に戻りつつある。食料品や金属製品など

中小企業等の割合が高い業種でも震災前の 8割以上まで回復している。一方造船業は、地盤沈

下等の影響により震災前の能力を回復するまでに至っていない。震災直後に生じた発注先の変

更や、国際競争の激化と国内生産の縮小等の影響が残り、回復は厳しい状況にある。 

② 建設業 

平成 25 年の公共工事の請負契約額は震災前の 3倍から 4倍で総じて好況である。 

③ 農林水産業 

農業では、津波被災農地の約 7割で営農再開が可能になる見込みであり、農地の大規模化等の
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取り組みもある。被災漁港の約 9割で全部又は部分的に陸揚げ機能が回復し、被災漁船も 85％

が復旧している。一方水産加工業では再開を希望する施設の約 8割で業務再開したものの一度

失った販路の回復が進まず、売上の回復が遅れている。 

④ 観光業 

観光客中心の宿泊施設の延べ宿泊数は震災前の 8～9割程度回復しているが、厳しい状況が続い

ている。 

⑤ 商業・サービス産業 

内陸部の商業・サービス業は迅速に復旧し、震災前の水準を維持しているが、沿岸部は仮設店

舗の設置等により事業再開が進んだものの、地域住民の帰還と表裏一体であり本格復旧はこれ

からである。 

 

2．新しい東北の５つの社会像(産業復興の推進に関するタスクフォースより) 

政府としては、民間を主役として、個々の産業・企業の復興を目指すのみならず、被災地域経済全

体の再生を目指す。単なる「 低限の生活再建」にとどまらず、創造と可能性の地としての「新しい

東北」をつくりあげて、この社会創造と産業復興による経済再生との好循環を実現するとしている。 

＊新しい東北の社会像として以下 5点を挙げる。 

① 元気で健やかな子供の成長を見守る安心な社会 

② 「高齢者標準」による活力ある超高齢化社会 

③ 持続可能なエネルギー社会（自律・分散型エネルギー社会） 

④ 頑健で高い回復力を持った社会基盤（システム）の導入で先進する社会。 

⑤ 高い発信力を持った地域資源を活用する社会。 

 

「被災地の復興なくして日本の再生はなし」とのスローガンが掲げられているが、自然の恵みが豊富な

東北の特徴を 大限に生かす人間の生活の場の創出が求められる。 

 

Ⅲ.ドラッカーならどう考えるか―知識社会に対応した普遍性ある教養人の育成を 

1．東北の未来－知識社会では人口減少は脅威ではない 

東北の復興の理念をドラッカーならどう考えるのであろうか？東北の少子高齢化の問題を日本の

過去の人口推移から如何に捉えるべきか考えてみたい。 

過去東北の三陸地方は何度も大津波により、多くの人命を失い、その度に復興・復活してきた。近く

は 1896 年（明治 29 年）の明治三陸地震で 2万 2千もの人命を失い、この度の東日本大震災で行方不

明者を含め 2万 1700 人の方が亡くなった。明治時代の復興と今回の復興の理念の差異を、人口論か

ら見てどう捉えれば良いのであろうか。 

 

日本列島の人口は、過去 1万年間に 4回の成長と停滞を繰り返しながら、波動的に増加してきた。

（『人口から読む日本の歴史』鬼頭宏著 講談社学術文庫） 

第 1の波は縄文システムの展開と共に生じた。（26 万人/縄文中期） 

第 2の波は、水稲農耕化システムの展開と共に生じた。（700 万人/10 世紀頃） 

第 3の波は、経済社会化システムの展開と共に生じた。（3,258 万人/1,823 年） 

第 4の波は、工業化システムの展開と共に生じた。（12,778 万人/2007 年） 
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明治三陸地震が発生した 1896 年の人口は約 4千 5百万人で江戸時代後期から始まる第 4の波の人

口の爆発的増加途上で発生したものである。この度の東日本大震災は第 4の波が peak に達した人口

減少の時代に発生したものである。 

ドラッカーの言う知識社会の到来は、日本の人口構造に如何なる影響を与えるのであろうか？ 

今後の知識社会の到来で、日本の人口は増加から減少に転じ、ある一定点で均衡するかもしれない。

私は、知識社会にとって人口減少は脅威ではなく、機会（チャンス）ではないかと考える。この観点

から東北復興の理念はどうあるべきか提示したい。 

 

2．東北に知識社会の到来はあるのか？－西洋文化の継承と縄文の地・東北の復活 

我々は現在、知識社会への転換期にあり、「この転換は 2010 年ないし 2020 年まで続く。」（出展：P・

F・ドラッカー 上田惇生訳『ポスト資本主義の時代』p3）ドラッカーの定義する「知識社会の中心

は人である。（中略）知識は人の中にある。人が教え学ぶものである。人が正しく、あるいは間違っ

て使うものである。それゆえに知識社会への移行とは人が中心になることにほかならない。したがっ

て知識社会への移行は、知識社会の代表者たる教養ある人間に対し、新しい挑戦、新しい問題、さら

にはかってない新しい課題を提起する。（中略）教養ある人間は、知識社会がまさしく、専門知識の

社会であるゆえに、そしてまた、その通貨、経済、仕事、技術、課題、情報がグローバルであるがゆ

えに普遍的な存在たらざるを得ない。」（『ポスト資本主義の時代』p265-267） 

 

東北地方に歴史上普遍性のある教養人は存在しただろうか？否であり、また現在もいないとすれば、

普遍性ある教養人を育成することが、東北復興の理念となるべきではないかと私は思う。単に、産業

の復興、GDP の維持・向上を目指すだけでは足りない。教養ある人は、過去の偉大な遺産を理解する

ことを不可欠とするが、「過去の継承では十分ではない。（中略）教養ある人間は、未来を創造するた

めとはいわないまでも、少なくとも、現在に影響を与えるために、自らの知識を役立たせる能力を必

要とする。」（『ポスト資本主義の時代』p268－269） 

 

震災の復興のために、人の絆の重要性が叫ばれている。東北に古くから伝わる伝統芸能、祭りを継

承し、地域の絆を深めることは大切である。主要な産業である農業・漁業の復興に当たり、東北地方

に残されている美しい自然と人間の共生の視点から考えることも必要である。しかしながら、この知

識社会への転換期にある今、さらに重要なことは東北地方に普遍性ある教養人を育成し、来る知識社

会へ備えるための教育投資・人材育成に重点をおくべきではないかと考える。「教養ある人間が、未

来はともあれ現在を理解するには西洋の伝統を中核に据えざるをえない。未来は、脱西洋かも知れな

い。反西洋かもしれない。だが非西洋ではない。未来の物質文明と知識は西洋を基盤とせざるをえな

い。（中略）西洋の思想や伝統を理解し、受け入れなければ機能しない」（『ポスト資本主義の時代』

p270）とのドラッカーの指摘は重要である。 

西洋の思想を踏まえながら、東北の地に根差した多層の日本文化・生き方を体得した日本人こそが、

来る知識社会に必要とされる人材である。「東北学」なる学問が赤坂憲雄氏によって提唱されている。

縄文人の生き方・山人の生き方から東北の歴史、日本の歴史を見直す時期にきているのかも知れない。 

 

3．普遍性ある教養人になる為に 

そもそも教養とは何か？岩波国語辞典によれば「学問・知識を(一定の文化理想のもとに)しっかり
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身に付けることによって養われる心の豊かさ」とある。Culture の訳語で A man of culture を教養の

ある人と訳す。Culture には耕作の意もあり、自分の心を耕し、種から水をやり、肥料をやり自分の

心に花を咲かせた人である。意識的に求める場合もあるが、ある一定の文明を土壌として、養分を自

然に吸収し人生を豊かに過ごす生き方を身につけた人である。 

 

我が国は、明治以降西欧化の過程の中で、江戸時代の生き方（江戸文化、あるいは九鬼周造のいう

粋の文化）を喪失し、戦後はさらにアメリカナイゼーションにより過去の生き方からさらに断絶した。

戦後 70 年経過して尚、新しい生き方を創造できていないのが実情である。生き方の土壌となる新た

なる文明も構築されていない。 

このような状況の中で、如何にして普遍的な教養人たりえるか？ 

普遍性とは、特殊性を発揮して、それを強みとして全体（世界・普遍）に参与・貢献することであ

る。そのためには、過去からの唯一の遺産である日本語を大切にしながら日本の歴史から学ぶことに

より、現代の日本人である自分の立ち位置を確認することから始める必要がある。 

ドラッカーのいう如く、未来の日本の文明も西洋を基盤とせざるを得ない。西洋を基盤とするとは、

ヨーロッパ文明を支えているキリスト教とギリシア思想の本質、即ち絶対者でる神と個人の関係、自

然と技術の関係を整理すること。そして明治維新以降の先人が如何に苦闘してきたかを学びながら、

維新後約 150 年経過した現代日本人としての生き方、心の豊かさをどこに求めるのか？各人が自問自

答しつつ自らの生き方、心の豊かさを追求するしかないのではなかろうか？ 

 

4．今後社会サービス（コミュニティと人に働き掛けるサービス）のニーズが高まる。－被災された

高齢者にも新たなコミュニュティの創設を 

「市民性とは、国のために進んで貢献しようとする意思である。国のために生きる意志である。（中

略）市民性のない社会は空疎である。（中略）市民性の回復が不可欠である。いまや新しいコミュニ

ティの存在が緊急に必要とされている。かつてのコミュニティは、もはや人を結びつける力をもたな

い。伝統的なコミュニティは、知識が人に移動性を与えたために機能しなくなった。」（『ポスト資本

主義の時代』p217－220） 

 

被災地では、避難者は当初の 47 万人から現在でも 24 万人の方々が避難中である。震災及び原発事

故という自然災害・人的災害で、農業・漁業に長年携わる中で形成された伝統的なコミュニティから

無理矢理離脱させられた方の問題も今後の復興を考えるに際し重要な課題となる。ドラッカーは特に

都市生活者のコミュニティの必要性を叫んでいるが、避難者にも意思と思いやりに基づく新しいコミ

ュニティが必要である。特に震災で家族を失われた高齢の方々に対する社会的サービス（保険・成人

学習）が必要となる。これらの人々は知識社会の移行に取り残された人達になるかもしれない。 

 

5．柳田國男とドラッカーの共通項－経験的な知覚の能力をもつ 20 世紀を代表する普遍的な教養人 

ドラッカーは教養ある人間は西洋の伝統を中核に据えつつも、「われわれが必要とする教養ある人

間は、他の偉大な文化や伝統を理解する者である。中国、日本、朝鮮の絵画や陶磁器、東洋の哲学や

宗教、宗教および文化としてのイスラムを理解する。（中略）教養ある人間は、分析的な能力だけで

なく、経験的な知覚の能力をもつ。」（『ポスト資本主義の時代』p270）ことの大切さを指摘する。 

私は東北での教養人として柳田國男を取り上げてみたい。厳密に言えば柳田國男は 1875 年兵庫県
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辻川に生まれだが、1909 年 34 歳の時初めて東北を訪れ、後世に多大な影響を与えた遠野物語を発表

した。柳田は幼少の頃から非常に感受性が強く、神隠しに遭いそうになったり、不思議な幻視体験を

したりした。単なる博学の知識人ではなく、経験的な知覚の能力に優れた人であった。 

遠野物語は、芥川龍之介、泉鏡花、三島由紀夫、吉本隆明、井上ひさし、桑原武夫等日本人の他、中

国の文学者で魯迅の弟である周作人、ロシアの言語学者ニコライ・ネフスキー等外国人にも影響を与

えた。柳田はローカルな遠野という地域の言い伝えを纏めながら、アイヌ語との関わり、韓国の祭儀

の事例や、ベルギーの劇作家メーテリリンクの名前を出すことで、グローバルな普遍性を目指してい

た。この意味で柳田は、ドラッカーのいう普遍性ある教養人である。 

この遠野物語の第 99 話に明治三陸地震のことが記載されている。この話の中で福二が津波で亡く

なった奥さんの亡霊を見る話がある。遺体が見つからない奥さんの死をどうとらえるか、生者と死者

の魂の交流の問題がある。福二の 4代目の子孫である長根勝さんが、今回の津波で家を流され、お母

様を亡くされた。長根さんは、お母さんから遠野物語には自分の家の話が載っていると聞いて、「先

祖のことだから、しっかり覚えとけ」といわれたそうである。このことは、口で伝えられた話の持つ

大切さ、重要性を示している。 

 

柳田が目指した民俗学は、日本の遠い先祖の昔から、土地ごとに語り伝え、信じ切っていた古事が、

本来は如何なる種類の真実を保存していたのかを見出すことにあった。文字になる歴史以前の、永い

間、口と耳によって記憶され、信じられた伝説の真の価値を見出すことであった。 

「国内の山村にして遠野より更に物深き所には又無数の山神山人の伝説あるべし。ねがわくは之を語

りて平地人をして戦慄せしめよ」 

遠野物語の序文の言葉である。序文の前には「此書を外国に在る人々に呈す」とある。また今昔物

語とは異なり、「此は是目前の出来事なり。此の書は現在の事実なり」とある。 

日本の山奥には稲作民によって追いやられた狩猟民、すなわち先住民である縄文時代の人々の子孫が

いた。柳田には、言い伝え、伝説から山人の生き方・文化を見出すこと、平地人（東京人、都会に住

む人、外国人）に日本の文化の多重性を知らしめたい思いがあった。 

遠野には狩猟採集の縄文時代、稲作の弥生時代、商工業の発達した遠野南部藩の江戸時代の文化が

重層的に存在していた。「世に隠れたる東北文明の尊い起源を明らめ、我々の霊魂が未だその宿を移

さざる前に於て、鏡に向かふやうにこの國民の、真面目に対してみたいものである」（柳田國男全集 

第４巻、ザシキワラシ） 

 

先に引用した縄文システムの展開は、主として東北・東日本であり、縄文中期 26 万人の約 20 万人

が居住し、一万年近く独自の文明を築いていたのである。 

柳田の思想は、縄文人の遺産・文化を残す山人の存在を明らかにしたこの遠野物語から、稲作文化

と弥生人の伝播を、南の小島から沖縄へ、黒潮に乗って九州南部・四国の土佐・伊勢、駿河、伊豆、

房州を経て青森県の北端へ日本人の起源を辿る晩年の「海上の道」まで日本に残る伝説を掘り起しな

がら、柳田民俗学へと発展していった。但し、一国民族学を樹立した昭和期以降の柳田は、縄文文化・

山人の生き方を切り捨て稲作文化・弥生人を重視していったことに対しては見直すべきである。 
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6．俳句と和歌の枕詞の地（日本人の心のふるさと東北）－季語・枕詞の中にも縄文人の血脈が 

日本の伝統的文芸といえば和歌と俳句である。和歌→連歌→俳諧の流れの中で、季語の成立時期は

平安後期ほぼ 1000 年頃と言われている。花（春）・郭公（夏）・月/紅葉（秋）・雪（冬）に代表され

る季節の題目「５箇の景物」は、第５番目の勅撰和歌集「金葉和歌集」（源俊頼撰）が出された頃と

言われる。宗祇に代表される連歌は季語が必須である。 

 

西行は 2度奥州へ旅をした。 初は 26 歳から 30 歳頃までで、2度目は文治 2年（1186 年）69 歳の

時である。平安末期の宮廷人にとって、東北はさいはての国であり蝦夷の住む未開の原野であった。

東北の地には古くから知られた歌枕がある。西行は平安末期、詞の遊びと化した歌枕の地を実際に訪

れ、先祖の活躍した地を 2度も訪ねた。 

 奈良の僧、とがの事によりて、あまた陸奥国へつかはされたりしに、中尊と申所にまかりあひて、

都の物語すれば、涙流す、いとあはれなり、かかることは有りがたき事なり、いのちあらば物がた

りにもせんと申して、遠国述懐と申事よみ侍りしに 

 

なみだをば衣河にぞながしける 

ふるき都をおもひでつつ 

  

この西行を慕って 5百年後に生まれた芭蕉は、「そぞろ神の物につきて心をくるはせ、道祖神のま

ねきにあひて取るものてにつかず」奥の細道に旅立った。 

義経の館が建っていた丘から衣河を眺め 

夏草や兵どもが夢の跡 

の有名な句がある。 

西行と芭蕉の東北への思いに通ずるものは何があったのであろうか。 

 

「西行の和歌における、宗祇の連歌における、雪舟の絵における、利休が茶における、その貫道す

るものは一なり。しかも風雅におけるもの、造花にしたがひて四時を友とす。見る処花にあらずとい

ふことなし。おもふ所月にあらずといふ事なし。。。。。造化にしたがひ、造化にかへれとなり。」（芭蕉

『笈の小文』） 

 

貫道するもの、それは、風雅であり、造化にしたがひて四時を友とする心であった。雪舟の絵に感

動したドラッカーも雪舟の絵を通して、芭蕉・西行の風雅の心を持ち合わせいたのかも知れない。禅・

道教と共に風雅の中には縄文文化の名残があり、知覚の人・ドラッカーも風雅の流れを感得・知覚し

たのかも知れない。 

 

季語と縄文人（東北人）の意識に関し以下の考え方がある。 

「季語の起源を平安貴族の歌語からではなく、もっと遡って縄文人の生活意識から探ることはできな

いかということだ。近年の縄文遺跡の発掘は、弥生人の末裔たる日本人の稲作農耕文化の原型に狩

猟・採集・焼畑耕作文化が存在していることを明らかにしている。両文化相俟って、長い間に培われ

た感じ方が我々の暮らしの基になっているのである。」（『季語の誕生』宮坂静生） 

西行と芭蕉が追い求めたものは、風雅の心であると共に、現在の我々の基底をなす縄文人の心でもあ
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るのではないか。太陽信仰と稲作農耕文化が現在の日本人を表面上は形成しているが、潜在意識に潜

む縄文人の地母信仰と月への思いを我々は忘れて良いのだろうか。月はみちのくの旅のメインテーマ

であった。 

 

花の歌人西行は月の歌人でもあった。 

 

行方なく月に心のすみすみて果てはいかにかならんとすらん 

 

月を求めて旅立った俳人芭蕉も多く月の句を詠んだ。 

 

蛸壺やはかなき夢を夏の月 

あの中に蒔絵書きたし宿の月 

俤や姥ひとりなく月の友 

いざよひもまださらしなの郡哉 

一つ家に遊女も寝たり萩と月 

 

Ⅳ.自分に出来ることから始める東北復興への貢献 

－2 本足で立つ事業再生コンサルタント 

 

ドラッカーの思想を基に東北のことを考えてきたが、今後東北復興のために自分のなすべき貢献を考

えてみたい。2015 年 3 月末に 37 年間務めた会社の定年を迎え、今までの自己を振り返り、自己分析を

行ってみた。強みは 1から 2年の目標を立て、フィードバック分析を行うことで把握され得るというド

ラッカーの言葉を基にして、今後自分の強みを見直していきたい。 

ミッション、強み、顧客、機会、アクションプランを以下の通り定義してみた。 

 

1．ミッション 

人生 60 年で学んだ知識・経験を以って東日本大震災で被災した東北地方（被災 3県）の復興に貢

献する。 

 

2．自分の強み 

今後フィードバック分析による検証が必要である。 

・中小企業診断士・認定事業再生士（ＣＴＰ）としての経営改善提案力 

・8年のドイツ駐在から得た語学・国際的視野。ドイツの地方と日本の地方の差異の比較検証から

ドイツの地域再生に学ぶこと。 

・学び続ける力。体験力。 

・中小企業診断士の人的ネットワーク 

 

3．顧客 

顧客の絞り込みを行った。 

被災 3県の中小・中堅企業 
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4．機会 

震災前から少子高齢化が進んでいた被災地は、震災後さらに少子高齢化が進行した。被災地の中小

企業が元気になることが雇用機会を創出し、若者の就職機会を提供する。結果、若い女性の活躍の場

も提供し、出生率の低下に歯止めとなり高齢化の進行を緩和することになる。但し知識社会の到来を

前提とすると必ずしも現在の人口減少を悪とはしない。 

5．アクションプラン 

定年後の 2015 年 4 月から 3年間で 3社の企業の経営改善提案実行とモニタリングを実施し、再建・

黒字化の定着に協力する。 

 

以上が 2015 年 3 月末に社会への貢献として、そして少子高齢化対策として自分の第二の人生を賭け

てやりたいことであった。 

その後東北の復興に関わりたいとの思いから、福島県の原子力被災 12 市町村の事業者の hearing の

機会を得た。この経験から原子力災害の問題を改めて考えさせられた。それは特に内部被ばくの問題で

ある。福島の原発事故で東日本一帯に高い放射性物質（セシウム、ヨウ素、ストロンチウム）が拡散さ

れた。内部被ばくとは、この拡散された放射能物質を食物から体内に取り込むことである。特に妊婦、

子供たちに 5年後大きな影響がでるとのことである。 

今後日本はこの放射性物質を含んだ魚、肉、野菜、牛乳を不可避的に食べていかざる得ない。 

避難指示解除の要件である年間積算線量 20 ミリシーベルトの妥当性について放射能の知識を学んだ専

門家、学者、知識人は国民に正確な情報を提供して頂きたい。ドラッカーのいう《知りながら害をなす

な！》である。 

 

又、個人の目標として二本足で立つ事業再生コンサルタントを目指したい。柳田國男の著作を通して

縄文人・山人も日本人の祖先であることを自覚し、日本人の伝統・文化を学ぶとともに、西洋の古典（プ

ラトン・聖書）を通して西欧の思想・伝統を学び二本足で立つ日本人となりたい。そして知識社会への

過渡期に生きる者として来る知識社会で貢献すべき普遍性ある教養人を目指したい。 

以上 
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認知症、介護 

非営利組織がマネジメント力を持つことで多くの問題が解決するかもしれない 
 

森川すいめい 
１章． 現状分析 ―高齢者とコミュニティとの絆が減弱している― 

 
１．少子化と経済的貧困の問題 
認知症を患う人や、介護を受ける人の割合の増大が問題となっている。この問題の本質は、高齢化に

あるのではない。人類はこれまで何度も高齢化を経験し、なんとか解決してきた。問題となるとは高齢

者を支える人口、経済力、力の減少、すなわち少子化である。 
それは経済的貧困の問題でもある。貧困に関しても人類は永続的に経験をしているが、克服はできて

いない。 
過去に日本は、または『も』というべきか「姥捨て山」というものを経験している。貧困と関係した

現象だった。大半の人があれほどのことはないと考えるかもしれない。しかし老人たちにとっては、自

立して生活できなくなったときに行く施設が「姥捨て山」だと感じる人は少なくはない。 
稼ぎ手が減ることは、施設の環境やケアの質を保つための資金、社会保障費を確保できるか否かの問

題と関係する。日本がより経済的に貧しくなったとしたら施設の質を保つことは難しくなる。 
たとえば、ホームレス支援施設については、すでにそのような現状にある。民間の施設では大部屋に

数十人が押し込まれて門限は 17 時といった施設がいくつも存在する。 
生活保護を利用する認知症を患う高齢者、様々な事情によって家族の支援が十分に得られない高齢者

たちは、都会から遠く離れた土地の安い施設で生活をしている。 
また、精神疾患を患う人を数十年も病院施設に隔離し続けてきた現実もある。世界中にある精神科ベ

ッド総数の 1/5 が日本にある。1970 年前後から世界中の精神科病院のベッド数が大幅に減じたのは、精

神障がいを持つ人を隔離しなくてもよいと人類は理解したからだったのだが、日本ではむしろベッド数

が増加し劣悪な環境の施設が存続し続けた。 
このような背景に対して様々な意見が交わされているが、経済効率が優先された結果との異論は少な

い。資源の少ない日本が生き残るための戦略だったと述べられることさえある。 
この先に待つ老いることへ問題は、気持ちだけでは解決できない。戦略が必要である。 
 

２．「機会の平等」と「結果の平等」のバランス問題 
福祉を充実させるためには、稼ぎ手の経済的なゆとりが必要である。我々は機会の平等を求めつつも、

結果としての平等を捨てることはできない。 
結果としての平等を捨てる、すなわち金銭的にゆとりのある人だけが老後も豊かな生活を営むという

不平等な社会を求めてはいない。誰もが老人となり働けなくなっていくから、経済的なゆとりをもつ人

の割合は小さくなる。金は経済力のあるところへより集まるものゆえに、自らの努力だけではどうにも

ならない。 
経済的な弱者となる人を支えるのは経済である。ドラッカーはこの問題に対し、 
「いずれの国も、この二つの平等を同時に満足させられるだけの経済力はない。したがって問題は、

弱者に対する補償については、どれだけの余裕があるかであり、そのためにはどれだけ効率を犠牲にす
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るつもりがあるかにすぎないということになる」（『イノベーターの条件』p202） 
と述べる。少子化の問題は、この余裕を減じる。 
結果としての平等を保つためにどこまで効率を犠牲にできるのか。効率とその犠牲とのせめぎあいは

各所で起こっている。しかし単にせめぎあうだけでは、この問題は解決しない。 
 

３．知識を基礎とした競争社会と、それにより生み出された偏見の問題 
現代社会は知識を中心としている。ドラッカーは知識社会と定義した。そして、 
「知識社会とは、その本質からして競争社会である」（『イノベーターの条件』p62）と述べ、また、

知識社会が先進社会を豊かなものにしたがゆえに、 
「そのために、貧者、アルコール依存症者（原文は中毒者）、虐げられた女性、非行少年などが社会

の問題とされるようになった。むかしの社会では彼らは当たり前の存在だったが、知識社会では社会の

恥である。正義の観念からだけでなく社会の能力、社会の自尊心からしても恥である」（『イノベーター

の条件』p62） 
と述べる。この見解は是非が問われる意見としてではなく、現実的に起こった現象を描写したもので

ある。事実、日本でも、生活保護利用者へのバッシングはたえないし、未成年者が起こす事件への厳罰

化を求める声は大きい。母子家庭への偏見は根強く、アルコール依存症者は社会問題として本人だけで

なく家族や地域を苦しめる。問題となるのはいつも、金銭的な余裕がなくなったときである。 
この現象は、社会の価値が知識となったゆえに起こった。競争力は生産性を高めた。その競争力は知

識によって高められる。知識は本質的には努力によって得られるために、生産力のない人は努力をして

いない者とみなされてしまう。努力をしないとされる人の面倒をみる余裕があるのは、経済的な余裕が

あるときのみである。 
しかし知識量の不平等さは機会の不平等によってもたらされることを忘れてはならない。 
 

４．少子化による教育格差と機会の不平等 
知識量を増やすための努力は、教育を受けるための資金に余裕があったかどうかに左右されることを

社会は十分受け入れていない。偏見の起こりとなるのは、問題の本質にある少子化について人類は何も

分かっていないからである。 
少子化はひとりの子どもに対して教育費をよりかけることを可能にした。教育というのは学校で勉強

することだけをさすのではない。社会で生きていくための、コミュニティを形成するための様々なアイ

テムの購入費も意味する。ひとりの子どもにかけなければならないお金は格段と増えた。 
 
教育費は教育の機会そのものの差を生んだ。より質の高い塾に通うためにはより高額な教育費を求め

られる。私立の医学部に入る資金があれば、医師になる機会が増えるという現象はそれほど昔からある

ものではない。知識を得るためにかかる資金は高額である。 
ゆえに少子化は、知識社会への社会変化によって生まれた結果とも言える。知識を得なければ競争社

会では生き残ることができないゆえに教育資金がよりかかるようになった。子どもを増やすことができ

なくなったのである。ひとりの子どもの教育にお金をかければかけるほど、お金をかけられない人の割

合が増えていく。 
すなわち貧困は連鎖する。生活保護利用者の子どもは再び生活保護利用者になる可能性は高く、母子

家庭にある子どもも教育機会格差の増大によって貧困から抜け出すことがより難しい。これらのことは
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既に知られていることではあるが、補償をするゆとりが今の形の社会にはない。 
 

５．生産力が落ちる人たちの社会での役割の低下 
問題は、この先にある。高齢者は生産力が落ちる。競争社会の中でのコミュニティを維持するための

生産力を持たないがために、競争力のないものとして社会の恥とされてしまうことにある。そのような

ことが起こるはずがないと思う人は高齢になるほど少なくなる。ドラッカーは、 
「個人にとって、社会的な位置づけと役割がなければ、社会は存在しないも同然である。社会は、そ

の目的、目標、理念、理想が、個人のそれと関連をして意味をもつとき、初めて意味のあるものになる。

個人と社会生活の間には機能上明確な関係がなければならない」（『イノベーションの条件』p5） 
と述べる。社会が知識社会であると定義されるならば、本質的には競争社会ということあり、すなわ

ち競争力を有することを社会は求める。高齢者が社会での役割を失うと感じるのはその定義からして必

然である。 
「これからは、この社会サービスがますます必要となる。あらゆる先進国において高年者が急速に増

加し、しかもその多くはひとりで暮らすことを望むからである」（『イノベーターの条件』p96） 
とドラッカーは述べているが、このことは既に事実となっている。望む理由は少子化の影響かもしれ

ないし効率のためかもしれない。 
そして社会はこのサービスを維持できなくなってきている。年金支給額は下がり、高齢者の生活保護

利用者は増え、元気な高齢者は働くことを求められる。働くことができる人とそうでない人の格差は広

がる。 
競争社会での役割がないと感じる人や、社会から役割がないと決められた人はどこで過ごすことにな

るのか。それはかつて、「姥捨て山」と呼ばれた場所かもしれない。高齢者のいくらかの人が、施設に

入ることを「姥捨て山に行く」と言うのは、社会の中での役割を失うことの恐れと、失ったあとの迷惑

をできるだけかけたくない思いからかもしれない。 
 

６．無策な効率主義、その先にある不幸 
たいていの介護の施設は、高校生がアルバイトで稼ぐ金と同程度の賃金で雇われる介護職の重労働に

よって維持されている。国は社会保障費を下げる方針を出し続けているために、介護報酬はさらに減じ

られるかもしれない。 
老人はものを忘れていくものである。呆けていくものだった。しかし今は認知症と診断され病者であ

り障がい者と考えられている。治療を受けさせられる。知識社会の中では貧困者と同じように受け入れ

られなくなる。この結果施設に入るか、家族がずっと見守るかの選択になる。町を徘徊すれば保護者が

責められる。 
 
施設に入ることは、社会にとっては効率を維持する仕組みと同じである。しかし維持するための隔離

はコストであり税金が投入される割合は高い。ゆえにコストカットが行われるか自己負担割合が増える。

事実、介護老人保健施設では使用できる薬剤がコストの面で限定されるがゆえに高額な抗認知症薬が使

えない。施設に入所すると認知症の予防薬が使えないのである。 
施設に入れることは、結果的に働き手にとっての生産性、効率が維持されることだった。ゆえに社会

は大量の施設を求めた。 
ところが政府は、大量の施設を作らせた後で介護報酬システムをコントロールすることで在宅介護を
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推進し始めた。行政府は方針を突然変え、現在の資源の中で仕事を選んだ事業から梯子を外すように補

助金を減らすことをよくする。 
準備のなかった社会とその介護者は介護により時間がとられ、仕事を失う人もいる。介護休暇なる制

度を作ったが社会の準備は整っていないために意味をなしていない。 
結果的に経済活動を行う人の生産性は低められる。住みたい場所で住むという善意なる理念（理想）

をかかげてはいるが、実際は家族に負担をかけるためのコストカットに過ぎない。現時点での政府の方

針は、どっちつかずである。理想と効率をバランスさせているのではなく、無秩序な施策であり政府の

マネジメントの力のなさを表している。 
コスト面だけを考え施設に隔離していたのを家庭に隔離しただけになる。家族の生産性は減じるため

に社会の競争力は低まる。 
「いわゆる社会効率論のように、社会は機能しさえすればよいと論じることは、そもそも効率の意味

と限界を理解しないものと言わなければならない。何を目的とし、何を犠牲にするかを考えないかぎり、

効率には意味がない。社会は機能しさえすればよいという相対主義は、私のもっとも忌み嫌うところで

ある。しかし、効率を一顧だにせず、理念や信条しか考えない絶対主義も間違いである。絶対主義は、

社会が機能して初めて基本的な価値が意味をもちうることを理解しようとしない」（『イノベーターの条

件』p10）。 
政府は外に出かける機会が少ないゆえに現場を知らなすぎる。ドラッカーは著書の各所で、成果も変

化もニーズも外にあると述べる。必要なのはマーケティングである。現場に出ることである。政府は書

類仕事に追われている。議会の答弁書の作成に追われている。本来の社会を良くするという仕事に集中

できていない。ゆえに意味のない報告書に目を通し方針を決定する。 
この結果出される方針はすべて、紙面上から生まれた効率重視になる。報告書にあがる定量化された

数字が方針の決定因子になるからである。定性的な事実をみる機会も能力も養われることがない。つま

り、絶対主義のない相対主義のみの方針が生み出されることになる。 
この無策の結果、効率の外にある人はコミュニティとの絆を奪われやすくなる。 
 

７．もっとも大きな問題は希望を失うことである 
これらのことは、ひとびとから希望を失わせる。現在の課題である介護の増大や認知症者の増加は、

これから年老いる人たちにとっても不安を植え付ける。 
実際に介護者となる 5、60 歳代の人たちは、自らが介護をされるようになることに不安を感じる。自

由を奪われた生活になることよりも、おそらくは、人は社会をなくしては生きられないがゆえに、社会

の中で迷惑な存在になることをもっとも恐れている。施設の中で介護職員に負担をかけている親世代を

見て、自分がそうなることを予測している。個人として他者に迷惑をかけるだけでなく、税金で保護さ

れる割合が高くなることによる迷惑をかけることと自立性を失うことを恐れている。 
少子高齢化の問題は、高齢者だけでなく、すべての世代の希望を失わせる問題となってしまいうる。 
 

２章．現状から見えてくる重点課題は非営利組織が解決する 
 
時代変化の幅が大きい。ドラッカーは、 
「これらの変化のすべてが、コミュニティを動揺させ、混乱させ、継続性を断つ」（『プロフェッショ

ナルの条件』p36） 
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と述べる。例えばそれは、日本の自殺率の増大と関係していたかもしれない。その変化を止めること

はできない。 
「今日のような乱気流の時代にあっては、変化は常態である。変化はリスクに満ち、楽ではない。～

中略～。この変化の先頭に立たないかぎり、～中略～、生き残ることができない」（『明日を支配するも

の』p82）。 
止めることができないならば、すべきことはなにか。ドラッカーは、 
「個々の変化に振り回されてはならない。大きな流れそのものを機会としなければならない」（『ネク

スト・ソサエティ』p ⅷ） 
と述べる。以下に、現状分析からの NPO の役割を考察する。 
 

１．新しいコミュニティを構築する 
コミュニティの変化をドラッカーの言葉で整理していく。産業革命以前は、 
「家族が生産単位だった。～中略～。ところが工場は、人類史上初めて、働く者と仕事を家から引き

離し、職場へ移した」（『プロフェッショナルの条件』p240）。 
仕事の形は肉体労働から知識労働へと変化していく。そして知識社会が生まれた。 
「伝統的なコミュニティは、知識が人に移動性を与えたために機能しなくなった」（『イノベーターの

条件』p98）。 
知識が生産手段となったゆえに、知識を持って人は移動するようになった。人はコミュニティの中に

いなくても生活できるようになった。 
しかし、人はコミュニティを必要とする。 
「社会、コミュニティ、家族は、いずれも安定要因である。それらは、安定を求め、変化を阻止し、

～中略～。組織は不安定要因である」（『プロフェッショナルの条件』p32）。 
その一方で、知識労働者は自らの存在価値を組織に依存せざるを得ない。 
「知識は専門化して、初めて有効となる。ということは、知識労働者は組織との関わりをもたざるを

得ないことを意味する」（『ネクスト・ソサエティ』p21）。 
 
組織は安定しない。行動するためのものである。 
「社会やコミュニティは『存在』する。組織は『行動する』」（『ポスト資本主義社会』p64）。 
組織の変化は伝統的コミュニティを壊した。知識労働者が中心の社会になったゆえに、社会は、コミ

ュイティが伝統的な形に戻らないことを必然とした。過去に戻ることはできない。 
人はコミュニティを必要とする。そこが安定する場所であるからだ。コミュニティがないことは休む

場所がないことを意味する。知識労働者は組織を必要としコミュニティを壊すが、一方で人はコミュニ

ティを求める。この矛盾を解決する方法はなにか。ドラッカーはそれを NPO に求める。 
「知識労働者にとって必要となるコミュニティとは、近しさによって押しつけられるものでも、孤立

へのおそれから強制されるものでもない。意思と思いやりにもとづくものである」（『イノベーターの条

件』p99）。 
「非営利組織は自己実現を可能にし、絆をつくる場となっている」（『非営利組織の経営』p ⅳ）。 
「非営利組織とは一人ひとりの人と社会を変える存在である」（『非営利組織の経営』p2）。 
コミュニティは安定を生み出すが組織は変化を生み出すとの定義を包含しながら、人が求めている絆

をつくる場が NPO にある。NPO は、個人の社会生活における価値が経済活動にしかなくなっていく社
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会において新しい自己の価値を創る。 
すなわち社会に貢献するという意味で社会での存在を意味のあるものに変える。人にとっての第二の

人生を生み出す。NPO が新しいコミュニティを定義する。 
知識労働者にとっての第二の人生は何であろうか。その問への答えの多くはドラッカーの言う、 
「知識労働者にとって仕事は生きがいである」（『ネクスト・ソサエティ』p26） 
にあるかもしれない。自分の力を存分に発揮できる場所が生きがいになる。知識労働者は、その知識

ゆえにドラッカーは、 
「社会に貢献する能力を組織に依存している」（『ポスト資本主義社会』p85） 
と述べる。知識労働者は、自らの力を発揮できる場所が、自らの専門性を活かすことのできる組織で

ある。組織としての NPO が知識労働者の専門性を活かす場所になったならば、NPO は第二の人生を生

み出す場所になりうる。 
「社会セクターはもう一つ重要な役割を果たすようになっている。市民性の創造である。現在の社会

と政治は、あまりに巨大かつ複雑となり、市民性、すなわち市民としての責任ある社会参加を不可能に

した。市民にできることは、数年に一度投票し、毎年税金を払うことだけである。だが、社会セクター

のボランティアであれば、一人ひとりの人間が再び世の中を変えることができる」（『イノベーターの条

件』p65）。 
社会への貢献は、社会での自らの位置づけと役割を与える。それは社会を機能させることでもある。

ドラッカーは、社会は、 
「個々の人間に対して社会的な位置づけと役割を与えるかぎり、社会として機能することができる」

（『イノベーターの条件』p6） 
と述べる。 
「NPO だけが、今日必要とされる市民にとってのコミュニティ、特に先進社会の中核となりつつあ

る高度の教育を受けた知識労働者にとってのコミュニティを創造することができる。なぜならば、誰も

が自由に選べるコミュニティが必要となるなかで、NPO だけが、～中略～、多様なコミュニティを提

供できるからである。 NPO だけが、もう一つの都市社会のニーズ、すなわち市民性の回復を実現しう

る唯一の機関だからである。NPO だけが一人ひとりの人間に対し、ボランティアとして自らを律し、

かつ世の中を変えていく場を与えるからである」（『ネクスト・ソサエティ』p273）。 
 
NPO で活動をする人が増えることは社会をより機能させることにつながる。 
「ボランティアが意味をもつもう一つの理由がここにある。彼らこそコミュ二ティに生き、かつミッ

ションを体現する存在である。非営利組織は、コミュニティにおいて自らを代表するものとして彼らボ

ランティアを訓練しなければならない。コミュニティが非営利組織に対してもつ疑問をボランティアが

もち帰りやすくしなければならない」（『非営利組織の経営』p179-180）。 
知識社会においては NPO のみがコミュニティを存在させるとドラッカーは述べる 
 

２． 社会セクターが多元化社会ゆえに生じた隙間を埋める 
知識社会は組織を必要とするゆえに組織社会である。 
「組織社会では、～中略～、その機能の遂行だけを目的とする専門の組織によって行われるようにな

る。その結果、社会は急速に多元化する。～中略～。社会の共通の問題については、誰が面倒をみるか。

～中略～。誰が共通の利益のために働くかという問題である」（『イノベーターの条件』p65-67）。 
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知識は専門性を生み出し、機能遂行のために組織を必要とする。組織は使命をもつゆえに、使命以外

のことをしない。使命以外の仕事は組織の存続を危うくする。組織は使命に集中することで生き残るこ

とができる。よって組織社会は多元化する。その専門組織と専門組織間の隙間に生産性の低いものが残

される。この隙間を埋めるのが NPO である。 
NPO の役割を、ドラッカーは次のように述べる。 
「知識労働者特に高度の知識をもつ知識労働者は、自らの目的を達成するための道具として組織を見

るようになっている。～中略～。今日知識をもつ者は生産手段の所有者であり、自らがより大きな成果

をあげられるところ、より大きな自己実現を行えるところ、さらにはより大きな達成の機会があるとこ

ろへ移ることができるからである。したがって、『知識社会のおける社会的な課題に誰が取り組むか』

との問題に対する答えは、政府でもなければ、雇用主としての組織でもない。それは、新しく登場して

きた社会セクターとしての NPO（非営利組織）である」（『イノベーターの条件』p64）。 
 

 
３章．解決は非営利組織がマネジメントされることにある 

 
以上から見えてきた解決すべき課題は、どのように解決されるべきか。ドラッカーはマネジメント力

をもった非営利組織が解決しうると述べる。そして確かによくマネジメントされた非営利組織がこの問

題を解決しようとし成果が生まれている例がある。 
 

１．公的機関（予算型組織）が NPO と組むことで変わることができた 
予算型組織の問題点は、予算を消費しなければならないことである。資金は、成果を実現するための

手段であり目的にはなり得ない。しかし予算型組織は、資金を消費することが目的になってしまいやす

い。この結果、手段と目的が逆転する。予算を消費するために計画が立てられ、成果は、予算が使われ

たことになる。 
一方で企業は、顧客のニーズを満たすために仕事をする。ニーズにそわなければ収入が入らない。目

的はニーズを満たすことであるから、計画はニーズに合わせて変更される。手段と目的が逆転したら事

業が成り立たない。すなわち公的機関は、国民のニーズを無視しても仕事ができてしまうのである。 
非営利組織も予算を立てて行動をするが、使命を違えることはない。使命に基づいてドナーからの寄

付があるからだ。本質的な使命は人を助けることにあり、人が助かることが成果である。非営利組織も

また成果を重視する組織と言える。企業との違いは、成果の種類の違いである。商品やサービスにある

価値によって収益が得られる企業と異なり、人を助けることの働き方とその成果への評価が収入を決め

る。 
では予算型組織が悪いかというとそうではない。収益のないひとの共通の利益に対しての仕事に予算

をつけることができる。問題点は、予算消費が目的になってしまう誘惑が強いということである。 
2011 年 3 月 11 日、東日本大震災が起こった。未曾有の災害は人を苦しめた。既にあったものが壊れ、

新たなものを創らなければならなかった。新たな問題に対処しなければならなかった。この新たな問題

の一つに高齢化の問題の速度の増加があった。若い人たちが仕事を求めて地元から離れていくことによ

って高齢化率の高まる速度が増した。介護と認知症の問題がより大きくなった。 
見守る人、支える人が加速して減るなかで、どのようにサポートしていくべきか。変革が求められた

が容易なことではなかった。こうした中で、NPO が全国から被災地に集結し災害支援、復興支援を行
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った。このうちの一つ認定 NPO 法人世界の医療団は、行政と組み高齢化問題に取り組んだ。 
NPO が行政とコミュニケーションを 初にとったとき、行政職員は疲弊していた。住民の支援に奔

走し、次から次へと起こる問題に対処し、過去の仕事と書類仕事に追われ、未来への不安、すなわち認

知症と介護の問題に対処しなければならなかった。行政職員は現場に行く時間もなくなり、机上で仕事

をせざるを得なくなった。そして認知症の問題を解決することを NPO に依頼した。 
NPOは、認知症の問題を解決する前に行政機関のマネジメントの改善が優先すべき課題と気付いた。

公的機関はこれから起こる認知症の問題に対して、変革が必要だったにも関わらず変革を生み出すこと

ができなかった。その障壁はドラッカーが述べる３点にあった。 
 
「『公的機関は成果ではなく予算に基づいて活動する。～中略～。成果は業績ではなく獲得した予算

によって評価される』『活動の成果が収入の原資になっていないためにあらゆる種類の関係者が拒否権

を持つ』『目標を実現できないことは努力を倍加すべきことを意味する。～中略～。 適値を超えるや、

得られる成果は指数関数的に小さくなり、必要とされるコストは指数関数的に大きくなる』」（『イノベ

ーションと企業家精神』p209-211）。 
行政は高齢者の見守りをしなければならなかった。そのための予算も厚生労働省から得ていた。予算

を消費しなければならなかった。当初 NPO は現場の課題を聴き、自分たちの強みについて話した。会

議も行われた。会議は成果に近づいたかと思われた 後になって、行政の変革の障害が起きた。これま

での話し合いはすべてなかったかのように、高齢者見守り事業の役割分担の話になった。 
成果は、高齢者が元気で生活することであり、使命はそのためになにをすべきかに基づかなければな

らなかったのだが、予算は見守り事業についていた。しかも、これからやろうとされていた見守り事業

は、すでに地元の人たちのボランティア組織によって組織されていた。まったく同じ仕事を、予算がつ

いたためにやらなければならなかった。 
問題はそれだけではなかった。見守り事業の中でみつかった問題を抱える人を、今度は誰がどのよう

に支えるのかについての予算はついていなかった。医療機関につなげるとしか方針が立っていなかった。

医療につながったとしても解決できることはほとんどない。重要なのは、本人の生活をどう支えるかで

ある。それどころか、医療機関につなげる人員確保への予算もついていなかった。 
NPO は見守り事業の参加を拒否した。介護や認知症を恐れているのは住民もである。住民のニーズ

は何か、価値に思うことは何か、価値に対して成果を生み出すべきと訴えた。このような予算の使われ

かたでは住民からの支持が得られるはずがなかった。 
「非営利組織が常に考えるべき問題が、『顧客にとって大事ななにを行うことができるか』である」

（『非営利組織の経営』p114）、「非営利組織は成果を明らかにして初めて目標を設計することができる」

（『非営利組織の経営』p157） 
のドラッカーの考えに基づいた。 
会議の結果、行政職員は、そもそも住民にニーズを聞いていなかったことに、机上で認知症と介護の

問題を解決しようとしていたことに気付いた。この段階では行政と住民の関係は悪かった。行政は「住

民は何もしない」と言い、住民は「行政が説明もしないで勝手に決める」と言っていた。行政は、説明

はしていた。見守り事業をするから住民に役割分担をしてほしいといったすでに決まったことの説明だ

った。なかったものは住民へのだった。ゆえに行政は、説明をしていないという住民の言う意味に気づ

くことができないでいた。すべきと思うことを住民がしないことに困惑していた。 
NPO と行政は話し合いを重ね、まずは本人たちにニーズを聞きに行くことを開始した。現場に出た
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のである。 
「イノベーションの機会は現場に近いところで見出される」（『イノベーションと企業家精神』p312） 
この結果、住民たちが見守りでも施設を求めていたわけでもないとわかった。住民たちは、『認知症

になっても農業ができる』ことを求めていた。行政の予算は成果に向けられることになった。まさに、 
「不適切な製品のための美しい設計図を大量生産するエンジニアリングほど、ばかばかしく、非生産

的な存在はない」（『プロフェッショナルの条件』p67） 
のことばの通りのことへの実行が止まった。 
行政は成果に向かうことが苦手である。一つは、予算型組織であるがゆえである。成果は予算の消費

によって評価される。そして、予算は税金の使用であるがゆえに厳密に管理される。管理方法は書類で

ある。人を助ける使命を実現する時間よりも書類を作成することに時間をとられる。 
「雑事は、本来の仕事の生産性を破壊するだけでない。仕事への動機付けと誇りを台無しにする」（『ポ

スト資本主義社会』p115）」。 
行政職員の疲労の原因は仕事の多さよりも成果の見えなさにあった。成果が見えたときに仕事は増え

たが、職員は以後、住民を尊敬するようになった。 
ここで重要なことは、行政府は行政府にしかできないことがあるということである。 
「政府だけが遂行することのできる機能、そして政府だけが遂行しなければならない機能とはなに

か」（『イノベーターの条件』p69） 
今後の課題は、行政職員が、成果を求められるように無駄な仕事をどれだけ減らせるかにある。その

仕事は、もしかしたらアウトソーシングにあるかもしれない。知識社会ではアウトソーシングが重要に

なる。自らの使命に関わりの低い仕事はできるだけアウトソーシングしなければならない。行政内部の

仕事が減れば減るほど書類仕事が減る。そして行政でしかできない仕事に集中できる。 
「書類仕事を減らすことのメリットは、人間関係に使う時間を増やすことにある。～中略～。優れた

組織をつくりあげる鍵は、働き手の潜在能力を見つけ、それを伸ばすことに時間を使うことである」（『ネ

クスト・ソサエティ』p182）。 
政府の強みは問題を一律に扱うことである。公平性である。ゆえに一律に扱えない仕事をアウトソー

シングし、書類仕事を減らす必要がある。アウトソーシングする仕事のうちコミュニティの問題を解決

すべきであれば、それは NPO にアウトソーシングすべきである。 
「政府もまた他のあらゆる道具と同じように、あることには向いているが、あることには不向きだと

いうことを知っている。～中略～。政府の力ではコミュニティの問題は解決できない。～中略～。政府

は問題を一律に扱わなければならない」（『ネクスト・ソサエティ』p208） 
 

追記；災害支援と非営利組織 
2015 年 9 月 10 日、茨城県常総市で、台風によって鬼怒川の堤防が決壊し洪水被害が起こった。浸水

被害は 3000 件以上、半壊以上の被害も 5000 件以上だった。市役所も浸水したため行政機能の回復に

も時間がかかった。2016 年 1 月現在も非難を続けている人がいる。 
ここで特筆すべきことは、非営利組織の経験値の蓄積についてである。1995 年 1 月 17 日に起こった

阪神・淡路大震災は未曽有の被害をもたらした。このとき、ボランティアを志願する人たちが全国から

広がった。『ボランティア元年』と後に言われる。この後、全国に非営利組織が増えていった。東日本

大震災のときも、たくさんの非営利組織が現地に入り活躍し、現在も活動を続けている。 
そして、洪水被害のあった常総市では、いち早く非営利組織が動いていた。阪神・淡路大震災をきか
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っけに生まれた組織と地元の組織が連携し、東日本大震災のときに活動した非営利組織も含めた 100 以

上の組織が現地に入ったのである。行うべきことはすでに知っていたため、あっという間に組織は整備

され成果をあげていった。 
 
市役所建物の浸水によって行政が機能しにくかったのもあったとはいえ、行政が行動を起こすずっと

前にたくさんの成果を生み出したのである。これは、非営利組織に経験値が蓄積したことの結果である。

行政は、予算を消費する組織であるため非常時の対応が苦手である。災害の経験値は十分には蓄積され

ていない。行政の動きは、これまでの学びがほとんどなかったのかと思わされるほどマネジメントされ

ていなかった。 
ただし、非営利組織の集合チームはすぐに行政に申し入れを行った。対話も続けた。行政が向かうべ

き方向を定めたと言える。行政は安定する。公平である。行政へはたくさんの利害関係者が問題を解決

しろと言うが、そのような声の中で非営利組織の行動を支持したならば、社会にとっての大きな成果が

生まれる。 
 

２．精神科病院が病院の外に外来を創る 
医療費や介護費は今後も増え続ける。高齢者が増え高度医療の発展は止まらないからである。画期的

な治療法が見つかることで多くの病気が解決する時を待つことはできない。 
赤字経営の病院は少なくない。医療は営利組織ではないために利益を得るのは難しいのであるが、赤

字経営の病院は廃業していく。患者優先であるべきだが、善意では仕事ができないと考えられて利益優

先になっていく。 
目先の利益を得るために多くの病院は、外来部門の強化を行う。病床数には限界がある。成長しうる

場は外来である。利益優先の思考がそうさせる。しかし、すでにアメリカでは、この思考の間違えを経

験している。そして日本でも同じことが起こっている。 
「1970 年代、アメリカの病院が似た間違いをした。外来部門を強化したがうまくいかなかった。と

ころが外来専用のクリニックは成功した。～中略～。新しいものを現業部門に置いても日常の問題の解

決が優先されてしまう」（『非営利組織の経営』p14）。 
認知症者を診ていく医療は何科でもよいのだが、混乱や妄想、生活上の困り事が増えるほどに精神科

医療が利用される。高齢者が増え、認知症患者が増えるほど精神科は認知症患者を診なければならなく

なる。 
しかし、社会の精神科への偏見が強いがゆえに患者は精神科病院に行くことを嫌がる。結果的に認知

症の早期発見早期治療は遅れ、病院につながるようになったときには元の生活に戻ることが難しい状態

になる。なお悪いことは、精神科病院で医師と出会う認知症患者が、すでに生活の回復が難しい状況に

なっているために、精神科医に認知症医療を勉強する動機を高めることができない。 
結果的に、認知症者を誰が診るのかという問題が起こる。内科医は精神科の領域だと考え、精神科医

は病院に待っているために認知症の治療方法を知らない。 
この現実の中で、高齢者のための外来クリニックを独立させた病院があった。認知症患者が増えてい

くのは必然だった。しかし、精神科医の多くはその仕事をしたいとは思っていなかった。自分たちに何

ができるのか、その貢献を知らなかったからだった。しかし、その病院は外来専門のクリニックを立ち

上げた。ドラッカーの言う、 
「未来のために行ってはならない。現在のために行わなければならない。『これを必要とする高齢者
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はすでに大勢いる。２５年後にはもっと大勢いる』といえなければならない」（『イノベーションと企業

家精神』p161） 
と気付いたからだった。外来クリニックは、 
「彼らのモットーは、『患者の利益になることならば行うべきである。その収支を合わせることが自

分たちの仕事である』というものである。まさにこのモットーによって、このチェーンの病院はつねに

満員になっている」（『チェンジ・リーダーの条件』p67） 
の例にように、患者のニーズを中心に考えた。チームの大きさは機動力を中心として 小単位となっ

た。新しい事業として病院業務から完全に切り離したために、チームは患者ニーズに集中することがで

きた。あっという間に外来に人が集まった。 
 
地域には、病院にかかっていないノンカスタマーがいた。 
〇認知症になるかどうかが不安な人 
〇認知症かどうかを心配して認知症であるならば早めに予防をしてほしいと思っている人 
〇認知症を診る医者に出会えなくて不利益を被っている人やその家族、支援者 
〇病院に行く力が落ちて医療中断となっている人。多くの支援が医師意見書によって始まるため、医

療中断は支援が入らない理由になっていた 
〇ひどく不穏な状態で病院に連れて行くことができない人 
地域のよっては、行政機関が医療にかかることができない人に対して医師を派遣して支援を開始する

ことはできていた。しかし、その医師たちは継続的な治療をする権利がなかったために、次の治療につ

ながらない人もいた。 
新たに作られた外来チームは、以上の課題をすべて機会と捉え、そのニーズを満たすべく往診を行っ

た。予防が必要な人には予防の相談を受け指導した。少しでも早く支援を入れることができるために余

計な仕事はしなかった。 
 
この結果、支援が必要な人にすぐに支援が入るようになった。これは本人にとってよかっただけでは

なかった。多くの場合、支援困難なケースは家族も疲弊して家族関係が悪くなることがあったが、外来

チームは家族関係が悪くなる前に介入することができた。軽いうちに、または崩壊する前に予防の指導

や治療を開始できるために、将来の施設入所や病院への入院の機会を減じることができた。往診によっ

て在宅生活の維持が可能となった。 
この試みは、入院に対して在宅生活の維持にかかる費用はずっと少ないことから、医療費や社会保障

費の増大予測を大幅に減じさせる可能性もある。精神科病院への入院は高齢者割合が高いのだが、その

数を減らすことができる。日本は、世界にある精神科病院の病床数の 1/5 を有する異常に多い病床数を

もつ。この病床を高齢者のために使うとしたら、その医療費の増大は尋常ない。 
外来チームはコストを激減させ、その上、本人たちのニーズを可能な限り満たす。 
 

追記；フィンランドの精神医療―オープンダイアローグの事例 
認知症や介護の問題とは少し異なるため追記として記載した。世界幸せな国ランキングで常に上位に

ある国フィンランドも、1950 年代は日本と同じようにたくさんの精神科病院があった。しかし行政の

方針でベッド数は減っていく。 
様々な試みが生まれた中で、画期的な方法が、フィンランドのトルニオで生まれた。「オープンダイ
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アローグ」である。これは、精神疾患を患った患者に対して、薬ではなく家族や必要な人を巻き込んだ

対話をすることによって、治療をするという試みだった。 
この方法は、特殊な方法として注目を浴びることはなかったが、近年世界中に広がろうとしている。

それはある調査結果が発表されたからだ。精神疾患を発症した人のうち 81％のひとが精神科薬を飲まず

に社会で生活しているというのである。世界中の研究者がトルニオに入り、その中身が奇抜なものでは

ないことがわかり、その価値を知った実践者が世界で広げようとしている。 
私も現地で話を聞き、この方法が特別なことではないことがわかった。それと同時に、よくマネジメ

ントされた精神療法だとわかる。現代精神医療は、病気を診て人を見ない。病気に対して薬を出すのみ

である。トルニオでは、人を診て人を見る。顧客はひとである。顧客にとっての価値は、生きやすくな

ることである。現代精神医療にないのは、顧客の価値である生きやすさは結果的に起こるものと考え重

視しない。病気のみを治すのである。よってその手段が薬になる。 
 
オープンダイアローグは、生きやすくなることを成果とする。成果を得るために行われることが、精

神疾患の原因となった環境で、それに関わるひとたちと開かれた対話をするということなのである。対

話が行われるための計画は 30 年以上も綿密に考えられてきた。現場で考え現場でフィードバックを受

け現場で修正し続けていた。今もそのようにしている。 
このようにして生まれ、成果が生まれたものであったので、どこの国でも応用ができた。技術が輸出

されたのではなかった。コンセプトとそのマネジメントの方法が輸出されたのだ。 
日本でも、オープンダイアローグが始まろうとしている。私のクリニックではすでに始めた。老人と

その家族と支援者とみんなで対話をする。私の外来では、老人も家族も笑顔が増えた。 
 
３．助成金から仕事への変換－訪問看護ステーション KAZOC の試み 
ホームレス支援団体である NPO 法人 TENOHASI は寄付によって活動を行っていた。ホームレス状

態にある人の中で、精神や知的障がいをもつ人たちが多いことに気づき、そうした人たちへの支援活動

も行っていた。 
支援活動は無償ボランティアが行っていた。寄付の総額は人件費を生み出すことができなかった。活

動のためには資金は、行政や企業からも助成金を得ていたが十分な量を得ることはできなかった。 
無償ボランティアスタッフは仕事の多さに疲弊し、しかし放っておくこともできなかったために自ら

の生活も犠牲にしていた。 
問題点は明らかだった。彼ら彼女らはホームレス状態から脱したいと願っていた。しかし、脱したあ

との生活が難しいと感じていた。障がいを含めた生きづらさが原因でホームレス状態になったゆえに、

屋根と食事を再び得ても同じような形で再びホームレス状態に戻った。彼ら彼女らには生活を支援する

人が必要だった。屋根を得たあとの生活を支えていたのが無償ボランティアだった。 
こうした中で訪問看護ステーション KAZOC が立ち上がった。訪問看護は本来、医療の補助をする組

織である。その仕事の多くは内服管理と心身の健康管理にある。医療補助が仕事であり生活支援をしな

いことが常識だった。彼ら彼女らは確かに障がいゆえにホームレス状態になったのだが、彼ら彼女らの

苦労を補助するのは医療ではなく生活支援だった。しかし、彼ら彼女らの公的な支援の多くは医療の枠

組みでしか入ることができなかった。 
KAZOC は、医療の枠組みで医療的視点での生活支援を行うこととした。公的機関が本来すべき仕事

を無償ボランティアが行い、無償ボランティアの限界を非営利組織が生産性の高いものに変換した。こ
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の点についてドラッカーは、 
「今日の先進国では、既存の公的機関がすでにあまりに大きな存在になっていることにある。～中略

～。可能な限り営利事業に転換しなければならない。～中略～。資本を消費する事業、非営利の事業と

して運営する余裕はない。～中略～。公的機関によって行われている事業のきわめて多くは、依然とし

て社会的サービスとして残る。～中略～。それらの事業を成果のあがる生産性の高いものにしなければ

ならない」（『イノベーションと企業家精神』p218） 
と述べる。KAZOC はこれを実践した。TENOHASI の無償ボランティアは有給の看護師が変わるこ

とになった。多くの人がホームレス状態から脱しアパート生活を開始し、安定した生活を得た。 
 

追記；アメリカで生まれたハウジングファーストの試み 
住まいを失った人に対する支援は、従来型のものはシェルターが用意され、食事や服を与えられなが

らそこで生活をし、生活ができるかどうかを他者によって評価され、認められると住まいが与えられる

といったものである。住まいを失った人が再び住まいを得るのに、数か月から数年かかる。住まいにた

どり着くまでの間、たくさんの人がドロップアウトしていた。 
そこで、アメリカの pathway という非営利組織が、『ハウジングファースト』を始めた。これまでの

支援は、「ホームレス」はやっぱり自由が好きだからシェルターに入ってもホームレス状態に戻ってし

まうのだと思われていた。しかし実態は違った。ホームレス支援をしている人たちには、行政の考える

ストーリが間違っていることはわかっていた。本人たちのニーズは異なっていたのである。 
本人たちは、物と屋根を与えられ他人から長くに評価され、ご褒美として与えられる住まいという構

造に自尊心を傷つけられていた。 
Pathway は、ホームレス状態にあるひとを、シェルターを経ずに即、恒久的に住むことができる住ま

いに入る支援を開始した。これがハウジングファーストである。違いは明確だった。ハウジングファー

ストの支援を受けた 90％以上の人が、ホームレス状態から脱したのである。 
この試みも世界中に広がった。フランスには 30 万人以上のホームレス状態の人がいる。アメリカと

同様の議論があった。多くのフランス人はしかし、自らがホームレスになる可能性を感じていた。ゆえ

に、ホームレス対策への国家予算は 4000 億円がついていた。しかし成果はあがらなかった。 
フランスの、世界の医療団に所属する精神科医は、アメリカでハウジングファーストを見た後で、フ

ランスのマルセイユでさっそく実践した。結果は明白だった。そしてハウジングファーストを受けた人

と旧来型の支援を受けた人を無作為に分けて 1 年後の調査を行った。 
 
旧来型支援は、1 年後もほとんどの人が同じ状態にとどまっていた。ハウジングファースト支援を受

けたひとは、ほとんどの人が住まいを得て安定した生活を得ていた。ほとんどの人は途中の支援を受け

ている間に、逃げ出さなかったのである。 
ハウジングファーストは、方法ではなく理念である。国ごとにそのやり方は少し違う。フィンランド

では 20000 人近くいたホームレス状態のひとが、ハウジングファーストによって激減した。路上生活を

する人は 10 人以下である。シェルターに入れるといった構造をやめ、恒久的な住まいを非営利組織が

購入し貸したのである。Y-foundation という非営利組織は、7000 近い部屋を所有している。現在は、

ホームレス状態にならないための対策を実行している。 
以上の大きな成果は、すべて非営利組織が起こした。行政ではできなかったことである。しかし、こ

れらの国にあって、日本に少ないのは、行政と非営利組織の協力関係である。非営利組織も行政も、国
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民の、営利にならない部分に対して仕事をするという点では、仕事の種類は似ている。しかし、それぞ

れ組織の定義が異なるため、できることとできないことがある。行政は、現場から遠く、予算によって

動くため行動が遅い。利害関係者の調整に時間もかかる。いざ行動するときにはその問題はすでに違う

問題になっている。そこで、これらの国の行政は、こうした非営利活動の多くを民間の非営利組織に委

託している。使命が同じであるならば、より行動しやすい組織に委託すれば成果が高まる。 
日本は、非営利組織に金がないことがしばしば問題となる。欧米のように合理的に物事を考えれば、

同じ資金を、より効率的に成果を出せる組織に委託するのが 善である。これは気持ちの問題ではない。

組織の機能の違いに過ぎない。互いの役割の違いに過ぎないのである。日本が変わるべきところはこれ

である。 
ただし、非営利組織にはマネジメント力がない。金がないからマネジメント力を得られない面もある

が、マネジメント力がないから金も得られない。金を得ても成果が得られるとも限らない。使命が明瞭

でも、成果の定義があいまいだったり、計画がうまくなかったりする。本当に必要なことに集中できて

いない非営利組織も少なくはない。非営利組織がマネジメントを得ることは、成果を得るためにとても

重要なことなのである。 
 
 
４章．まとめ 

 
超高齢社会は少子化の問題と重なることによって、より大きな問題となる。今のままでは高齢者を隔

離し若い人たちから希望を奪うだけである。 
少子化の原因は、知識社会となって子どもひとりにかけなければならない資金が増えたからである。

教育に金が掛かるようになったためである。 
そして高齢者への介護負担によって時間も金も、人的資源も使われる。教育費の増大ではなく介護負

担によっても少子化は続くことになる。 
この問題を解決する方法はある。一つは介護負担を減らすことである。解決するために多くのひとや

機関が行動しなければならない。行政は公平性の視点で、企業は人のニーズを満たすものを創造しなけ

ればならない。その中で、これからますます大きな役割を求められるのが非営利組織である。しかし、

非営利組織の力はまだ弱い。その理由はマネジメント力のなさにある。 
 
今、非営利組織はマネジメントが必要とされる。マネジメント、マーケティング、イノベーションの

力が求められる。思いだけでは組織は組織されない。少しでも早くマネジメントの力を得た非営利組織

が増えなければならない。いずれ起こる変化を加速して起こさなければならない。 
後に、非営利組織が、変革の担い手になることを繰り返したい。その変革は、われわれの未来、人

生、希望を決定するゆえにリスクをおかしてはならない。確実な成功をもたらす変革を得なければなら

ない。そのためのチェンジ・リーダーはマネジメント力を得た非営利組織である。 
「私が知っている成功した人たちの共通点はただ一つ、それはリスクをおかさないということです。

彼らはみな、おかしてはならないリスクを明らかにし、それを 小限にしようとしています」（『プロフ

ェッショナルの条件』p204）。 
この言葉は、マネジメントのことを示す。マネジメントは、顧客を創造し、ニーズを明らかにし、成

果を得るためにミッションを定め、計画を立てる。マネジメントはリスクを 小限にするための も重
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要な方法である。 
認知症や介護負担の分野だけではなく、社会のあらゆる問題解決のために、非営利組織がマネジメン

ト力を得ることによって成功することが求められる。 
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ドラッカーの見据えた高齢者の就労、社会に対するインパクトの処理 

 
山内 治友 

始めに 
ドラッカーは日本の少子高齢社会の到来を「すでに起こった未来」として半世紀前から様々な著作の中

で伝えていた。 
私たちは日本が世界に先駆けて高齢社会、超高齢社会に至ることに対して、遠い先の話だとか自分だけ

は上手く立ち回れると自己欺瞞をしていたと思う。 
筆者は「高齢者と障がい者の社会的弱者が尊重されて自己実現を行うことの出来る正義の社会に近づく

思想と行動」をドラッカーから学ぶのを目的として拙論をお伝えする。 
 

第一章 2025 年私たちはどんなふうに働いているだろうか？ 
 
「漠然と迎える未来」には孤独で貧困な人生が待ちうけ、「主体的に築く未来」には自由で創造的な

人生がある。なにが働き方の未来をかえるのか、下記は「未来を形作る要因」です。 
テクノロジーの変化、世界の 50 億人がインターネットで結ばれる。 
 

冒頭に 50 億人という数字が飛び出したが地球人口 72 億人の約 7 割が情報を共有しイー・ラーニン

グを無償か、僅かな費用で接する事が出来る。これは貧困や過疎に苦しむ国々の人にとって福音とな

る。「主体的築く未来」の手段を得たと同義である。 
さらにイー・コマースの爆発的な普及により国境による経済市場の制約は存在しなくなり世界を一

つ市場として見る必要がある。テクノロジーの進化は人間の労働者に取って変わり余暇時間の増加、

即ち生活を楽しむ手段が増えるという良い効果が考えられているが負の側面も考えなければならない。 
即ち高齢者・障害がい者の職域を奪い、更に 15 才以上の労働力人口の間で正規、非正規の就業割合

が異常なほど非正規雇用者数が高くなっている。これに対して 2015 年の就職活動は売り手市場と言わ

れているがバブル崩壊後の 20 年ほどの失業率、有効求人率の推移を検証すればこの傾向が長期に亘る

とは言い切れない。多国間の賃金競争は簡単に述べると発展途上国の労働賃金と日本の労働賃金の安

値競争になっている分野があり国内中小企業の経営が極めて苦しくなっていると言う現実がある。 
これらを総括すると日本企業の目指すべきはイノベーションの継続による高付加価値製品の創出、

マーケットの創造、フロネシスの継承であり豊富な社会経験をもつ高齢者を切り捨てるようなことを

せず仕事の内容を正当に評価することにより生産性の向上と尊厳ある社会を生み出すことである。 
 
 

＊フロネシスとは 

アリストテレスは「中庸 (ギリシア哲学)」（メソテース）を守ることが大事であると説く。中庸とは、現在日本で一

般的に使われる儒教における中庸とは違い、勇敢（恐怖と平然）、節制（快楽と苦痛）、寛厚と豪華（財貨について）、

矜持（名誉について）、温和（怒りについて）、親愛と真実(正直）と機知（交際について）を指している。そして中庸

を守る徳性をフロネシスであるとする。持つべき能力は以下の 

6 点である。 
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1. 善い目的を作る 

2. 場をタイムリーに作る 

3. ありのままの現実を直観する 

4. 直観の本質を物語る 

5. 物語を実現する政治力を持つ 

6. 実践知を組織化する 

障がい者への対応 
この項目についてのドラッカーの特別な言及はない、若しくは寡聞にして知らないが、尊厳ある社

会を生み出す視座からみた日本の現状と改善すべき点について申し上げる。 
障がい者比率は人口の約 6%と推計されている。 
以下は長くなるが障害者総合支援法の概略をお伝えする。法律、条文を記載する。 

第1章 障害者総合支援法 
第2章 平成 24 年 6 月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下総合

支援法）」として新たに成立。 
第3章 基本理念は障害者基本法（平成 23 年 7 月改正）に基づく。 
第4章 障害者総合支援法の基本理念の概要 

1．全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人

として尊重されるものである。 
2．全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合

いながら共生する社会を実現する。 
3．可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けら

れること。 
4．社会参加の機会が確保されること。 
5．どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生

することを妨げられないこと。 
 

障害者の権利に関する条約は 2014 年に批准した。歴史を遡ると精神を新たに加えた三障害（身体、

知的、精神）の定義づけは 1993 年の障害者基本法改正で行われている。 
障がい者雇用の促進は不十分であるが、企業によっては障がい者雇用に積極的で高率な雇用率を保っ

ている会社がある。ドラッカー学会の北海道大会に参加した時に尋ねた会社は共生の理念による会社経

営を行っていた。仕事の仕組みを工夫して健常者、障がい者の調和のとれた業務マニュアルがあり、健

常者と障がい者がお互いに相手を尊重して活動し、生産性が高い事に感銘を受けた。ドラッカー学会の

会員が理念を持ち会社経営を行っていることに敬服した。 
まとめると、作業手順の標準化、効率化、社員教育が柱となる。 
 
シングルマザーと女性単身高齢者の貧困について 

年間 30 万組が離死別となる現実を認識し、貧困救済の手段を構築することは極めて重要な日本社会

の義務と考えている。 
シングルマザーにおける低賃金の現状と如何にして環境を改善するかを考察したい。 
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全国の母子家庭は 2011 年で約 123 万所帯に上り、1993 年と比べ 1.5 倍に増えた。 
平均年収は 291 万円で子供がいる普通の所帯平均の 4 割である。これは OECD30 か国の中で 悪で

あり経済困窮により子供の教育機会の平等がなされていない事が伺える。現実に大学に進む費用調達が

極めて困難である。大学進学における日本の大学授業料個人負担額をみると、年間授業料が私立大学 131
万円、国立大学 82 万円であり世界比較を行うときわめて高い順位にある。国家戦略として大学教育費

の無償、低額を志向している欧州諸国の中でフィンランド、デンマークは国家が負担するので無料、フ

ランスは 2 万円（年間）ほどと言われている。これに対して日本は昨年大学全入時代と言われて進学率

は 50%を超えたが、ひとり親家庭の進学率は 24%,児童養護施設で生活する子供は 12%となっている。 
統計に表れない状況として、学費の工面が出来ないことにより退学する比率が高いと言われている。 
国家理念として、フィンランド、デンマーク、スウェーデンなど一人当たり GDP の大きい北欧諸国は

「教育を国家の 重要政策」と位置付けて来た、今後もこの政策を堅持すると思う。スウェーデンの国

家政策の例をドラッカーは『マネジメント』で以下のように述べている。 
 
レーヌ・プラン 
「雇用の保証と所得の安定への脅威は、経済や社会の必然ではない。スウェーデンの事例がそれを示

している。」（『マネジメント（上）』p331） 
「 スウェーデンには、1950 年代の初めに労働組合運動の指導者ゴスター・レーヌが生んだ制度があ

る。レーヌは、スウェーデンは産業構造を変え、昔からの生産性の低い産業を縮小しなければならない

と考えた。同時に彼は、働く者には雇用の安定を与えなければならないと考えた。レーヌが考案した方

式は、欧米の他の諸国の施策とは対照的に、企業や産業界に雇用の維持を要請するものでなかった。そ

れどころか逆に、技術開発や経済変動によって、どの程度の過剰雇用が生じるかを予測するよう要請し

た。同時に、将来の労働力とスキルの需要を予測するよう要請した。それらの情報は、政府、経営者、

労働組合の三者で構成される半官半民の組織、レーヌ委員会に提出された。このレーヌ委員会が、過剰

となる労働者の所得を保証した。彼らを再教育し、新しい仕事を見つけた。必要とあれば引越しさえ助

けた。もちろんレーヌ委員会が費用を負担した。 
 
このレーヌ・プランが経済発展の原動力となった。スウェーデンは 1950 年にいたるも、ほとんど途

上国だった。労働力の大半は生産性も所得も低い産業に雇用されていた。ところが 20 年後の今日、ス

ウェーデンは、その技術において世界のリーダー的地位を占めるにいたり、生活水準においてアメリカ

につぐ世界第二位となった。スウェーデンでは働く者が転職させられた。しかしスウェーデンでは、混

乱もなく、変化に対する抵抗もなく、新しいスキルを身につけ、新しいことを学ぶ意欲がさかんとなっ

た。」（同 p332） 
 
この事例より日本を大きく改革するには以下の事が見えてくる。教育は国の要であり、親の貧困によ

って子供の教育を受ける機会を奪ってはならない。即ち大学教育の無償化を実現する事、財源が無いと

いう些末な技術論に囚われることなく 10 年 20 年先の生産性の向上、進展すべき産業と人材の育成、確

保という未来を担保するという気構えが必要だ。 
 
シングルマザーのサポート 
知識・技術習得機会の提供によるスキルの向上を行い、能力に見合う賃金を得る仕事獲得の機会を増
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やし、子供に対する教育手当支給を厚くする。 
具体的にはフランスの制度が参考になる。本講では省略するが、パックスという制度により「ひとり親」

の子供という一切の差別をなくし、手厚い社会福祉を行うことによりフランスの出生率は上がってきて

いる。少子化に対するサポートとして日本も直ちに導入、実行すべきと考える。 
 
高齢者のサポートについて 
女性単身高齢者が も高い貧困リスクを負っており日本の状況は極めて厳しいと言える。超高齢化社

会に 80 年ほどで到達した長寿国日本の負の側面であると考える。 
ドラッカーの言葉は以下となる。 
「長寿社会と言うこれまでなし得なかった社会を先進国は 20 世紀末に構築できた。これは人類にとっ

ての福音であるが、高齢者こそ、不平等がもっともはなはだしく、しかもその不平等によってもっとも

深く傷つけられる人たちである。配偶者が亡くなれば年金も少なくなり、貯蓄は使い果たされ、孤独は

つのり、医療・介護の必要はいちだんと高まってくる。」 
 
日本の現状について 
長生き社会を数字で検証すると平均余命の推移は 1945 年に男性 40.9 才、女性 44.9 才であった。こ

れが 2010 年になると男性 60.0 才、女性 66.7 才となる。20 才から平均余命を加えた寿命は男性が 61
才から 80 才に、女性が 65 才から 87 才に伸びたという事である。女性は男性より長生きをして単身生

活期間が長く、アルツハイマー発症率も高齢になるほど高くなる。 
ここで女性単身高齢者に男性を加えて高齢者とする。高齢者に対する貧困対策は社会保障の充実が

大の対策であるが、生活保護という 後のセーフティネットに頼る前に我々の市民社会で出来る事、な

すべきことを考えてみる。未病年齢の引き上げを実現する、具体的にはひきこもり老人に対する地域住

民の見守り、声掛けなどを手厚くする。市民社会の共助の活動であり 近出来てきた認知症発症者の集

えるカフェなど NPO 活動による、行政が対応しきれない分野での行動を起こすことが市民社会に求め

られる活動である。これらに対し行政は適切な助成を行う事が求められる。 
次に行政がなし得る分野を述べると、一例として日本の空家率 14%と言う衝撃的な新聞報道があった。

7 軒に 1 軒が空家となる。空家を社会資本と考えて地域高齢者のサポートが出来る施設にする必要があ

ると考える。（注：2016 年 1 月に政府は空家対策の構想を発表した。早急かつ具体的に進めることが求

められる。）関連して人口減少により廃校になる小学校のグループホーム、デイサービス施設への改修

など早急に対応する事が求められる。 
 
働く高齢者の増加を促進する制度設計が必要 
日本のケースだが高齢（65 才以上）で働く人が 2013 年に 636 万人となり就業者に占める割合が初め

て 1 割を超えた。2012 年の先進 5 か国における高齢者就業率は、日本 9.5%,米国 5.1%,英国 3.2%,
ドイツ 1.9%,フランス 0.9%となっており日本における高齢者の就業率は極めて高い。 
働く高齢者が増えることは経済成長や社会保障の安定につながり、日本社会に対するプラス効果であ

る。一方高齢者の希望や実情に沿う多様な働き方の環境整備が必要になるがこの点については企業対応

が遅れている 
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問題点を以下に記すと 
① 高齢者の給与を 95 千円程度におさえるという事が続いた結果、年金制度が変わっても雇用慣行の惰

性として残ってしまっている。 
② 勤労収入に応じて給与をカットする仕組は高齢者の能力発揮と言う面でもマイナスの影響を持って

いる。 
実例として55才当時と同一の職場で60才を超えて働く高齢者の割合は厚生年金非受給者群で60%,
厚生年金受給者群は 40%止まりであり、同一の職種で働くことは能力を生かせる確率が高いと想定

できるが厚生年金非受給者群と受給者群での明らかな就業率の差は高齢者に対する低賃金が年金受

給によって働く事を止めるという行動に繋がっているとみる事が出来る。 
年金受給の年齢に達した層に対する賃金の一層の低下が働く意欲を奪っているとの言い方も可能で

ある。以下具体的に検証を行う。 
③ 賃金の変化を企業規模別に記載する。 
【ケース 1】60 才定年後も同じ企業で再雇用  55-59 才賃金 ¥497,700 100%相当 

         60-64 才 ¥374,900  78% 
【ケース 2】       ::       他企業     55-59 才 ¥497,700 100% 

         60-64 才 ¥233,300  48% 
【ケース 3】中企業 100-999 人 同じ企業     55-59 才 ¥468,200 100% 

          60-64 才 ¥257,500   55% 
【ケース 4】   大企業→小企業 10-99 人     50-59 才 ¥517,600+ 100% 

                               60-64 才 ¥218,900  42% 
65 才以降の統計はない。言い方を変えれば働く対象と見ていないのと同義であろう。 
65 才以上の賃金は良くて 10 万円が私の推測である。統計なしでも「当たらずとも遠からず」と思

っている。 
④厚生年金制度に限らず公的制度に関してある行動を選択すると得をしたり、別の行動をすると損をす

る場合がある。 
⑤厚生年金給付が勤労収入に応じて減額されることを前提に年金と合わせて一定水準の所得が維持さ

れるよう賃金水準を安く設定する。企業年金を補助金として高齢者を低賃金で雇用している。 
 
これらの問題点を分析すると、貧しい時代にはそのやり方にも合理性があった。1960 年代当時はま

だ年金制度も未成熟で一人当たり年金受給額も少なくそれだけで生活を維持するには十分ではなかっ

たが、第一次産業就業者の比率が高く三世代同居の生活が日本のライフスタイルであり老親を家族で支

えていた。 
第一次産業就業者比率が 50%から減少し現在では 5%を切っている。 
これからの社会は若年人口の減少にともない高齢者の能力を本格的に活用する生涯現役社会の実現

が強く求められる時代となっている。 
ドラッカーの思想を基にして日本の高齢者就業促進のための政策を以下のように考える。 
 

前提条件 
働く意志があり仕事をする上での能力のある高齢者に出来るだけ長く働き続けてもらい、自ら高齢社

会の支え手になってもらえるような環境を整えること。 
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具体的な対応策 
① いつ年金給付を受け始めても、生涯にもらう年金総額は一定になるような仕組みにする。 
② 年齢を基準としない雇用制度の構築。 
③ 企業側の対応として：賃金は年齢や勤続年数とは関係なく、本人の仕事能力、企業への貢献度

に応じて支払うようにする。管理職の数を絞り、専門能力本位のフラットな組織を志向する企

業となる。 
④ 高齢者層における所得再分配機能を強める。具体的には勤労収入と年金給付を合わせた所得に

対してしっかりと所得税を課す。 
⑤ 働く意志と仕事能力のある高齢者にはもっと本格的に働き続けてもらうような「生涯現役社会」

を構築する。 
 
ドラッカーは『見えざる革命』（佐々木実智男・上田惇生 1976 年 ダイアモンド社）で高齢社会の

問題と対応策を詳しく述べている。 
 
日本社会と国民気質による高齢者雇用社会の構築可能性について。 
極めて難しい作業であるが私は日本人の国民性から構築可能と考える。 

日本社会の特徴として、①人を大切にする、②仕事を大事にする、③平等を尊ぶ、の三点があり、困難

を凌ぐ資質である。更に日本の好条件として、高齢者自身の就業意志が極めて高い事がある。高齢社会

はさまざまな試練を乗り越えてきた人々が持っている経験や知恵があり、これらの貴重な「高齢資源」

を日本の強みにする社会の構築が必要だ。 
 
第二章 世界中で都市化が進行することのインパクトについて 
 
日本が高齢社会に対応するには新しい人間環境としての都市社会の形成が必要で、そこにおけるコミ

ュニティの発展が必須条件と言える。 
『ネクスト・ソサエティ』（上田 惇生 2002 年 ダイヤモンド社）より引用をする。 
①田舎社会の現実 牧歌的に描かれてきたが田舎社会のコミュニティは強制的かつ束縛的だった。

(p268) 
②かつてのコミュニティは、束縛的だっただけでなく侵害的だった。(p269) 
③都市社会は匿名の社会でコミュニティが欠落していた。(p270) 
④われわれに課された課題は、都市社会にかつて一度も存在したことのないコミュニティを創造するこ

とである。(p271) 
⑤職場コミュニティの限界.知識社会においては、企業は生計の資を得る場所であっても、生活と人生を

築く場所ではありえないからである（p272) 
⑥NPO が答え、ここにおいて、社会セクター、すなわち非政府であり非営利でもある NPO だけが、今

日必要とされている市民にとってのコミュニティを、特に先進社会の中核となりつつある高度の教育

を受けた知識労働者にとってのコミュニティを創造することが出来る。なぜならば、誰もが自由に選

べるコミュニティが必要となる中で、NPO だけが、教会から専門分野別の集団、ホームレス支援か

ら健康クラブにいたる多様なコミュニティを提供できるからである。しかも NPO だけが、もう一つ

の都市社会のニーズ、すなわち市民性の回復を実現しうる唯一の機関だからである。NPO だけが一
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人ひとりの人間に対し、ボランティアとして自らを律し、かつ世の中を変えていく場を与えるからで

ある。二十世紀において、われわれは政府と企業の爆発的な成長を経験した。だが二十一世紀におい

て、われわれは、新たな人間環境としての都市社会にコミュニティをもたらすべき NPO の、同じよ

うに爆発的な成長を必要としている。（p273） 
 

以上にて都市化の進行とそこに必要なコミュニティの構築の役割を担うべきは NPO であることを極

めて強調している。日本における街の再生と、医院、訪問介護拠点など高齢者のニーズ対応を含めコミ

ュニティを発展させている事例として丸亀市を挙げられる。PC で検索すると良くご理解頂けると思う。 
このような丸亀モデルを全国で展開できるように行政の活動推進を求めたい。 

 
第三章 変化への対応について 個人の行動指針を以下考える 
 
少子高齢社会の一員として第二の人生をどのようなスピリットを持って進むか、ドラッカー著作より

得た指針を中心に書き出す。 
 

仕事の世界で必要な三種類の資本を持つ 
1 知的資本 知識と知的思考力 
2 人間関係資本 人的ネットワークの強さと幅広さ 
3 情緒的資本 自分自身について理解し自分の行う選択について深く考える能力、勇気ある行動を

取るために欠かせない強靭な精神を育む能力 
 
三つのタイプの人的ネットワーク作り 

1 同じ志を持つ仲間、ポッセと言い西部劇などでシェリフが窮地に陥るとどこからとも現れて窮地

を救う それが終われば去っていく少人数のグループ。 言い換えると 
いざという時に頼りになり長期に亘って互恵的関係を築ける少人数のグループ 

2 ビッグアイデア・クラウド 大きなアイデアの源となる群衆、多様性に富んだ大人数のネットワ

ーク バーチャル空間を通じた付き合いでも構わない 
3 自己再生のコミュニティ 頻繁に会い一緒に笑い、食事をともにすることによりリラックスし、

かつリフレッシュできる人達 
 
「主体的に築く未来の明るい日々」 コ・クリエーションの未来 みんなの力で大きな仕事をやり遂

げる 
 
自分自身の未来ストーリーを描き出すこと 5 つのプロセス 

1 不要な要素を捨てる 
2 重要な要素に肉づけをする 
3 足りない要素を探す 
4 集めた要素を分類しなおす 
5 一つの図柄を見出す 
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連続スペシャリストへの道 専門技能の 3 つの条件 
1 価値を生み出せるか 
2 希少性があるか 
3 まねされにくいか 
 

高度な専門技術を身につける方法 
1 職人のように考える（長期の訓練） 
2 時間をかける  一万時間以上 
3 同様の技能をもつほかの人たちから自分を差別化する必要がある 
（競争というより煉瓦を積んでいる三人のワーカーに「あなたは何をしているのですか」という

ドラッカーの教えがある。一人目は「煉瓦を積んでいる」二人目は「塀を作っている」三人目は

「教会を作っている」と答えた。その三人目の気構えを持つということ） 
 

二つ以上の世界を持つ 
「独立したコミュニティ組織からなる『社会セクター』を必要とする。社会サービスを提供し、コミ

ュニティという紐帯を提供し能動的な市民性を回復するためである。かつてのコミュニティは宿命であ

った。しかしポスト資本主義社会においては、コミュニティは意志となる。」（『ポスト資本主義社会』

p296） 
 
自分の強みを鍛える 
自分の強みを見つけることは難しい。何冊か手繰っていくうちに「自らの果たすべき貢献は何かとい

う問いからスタートする。」心が自由になり「自分の強みを発見し鍛えることができる。」 
 
新たな技能・知識を身につける 
知識の陳腐化を行うことであり自らを「変革の推進者」とするラーニングパワーを身につける。エジ

ュケイテッドパーソンは知識人（インテレクチュアル）と経営人（マネージャー）という二つの文化を

自らの中に一体化して生きねばならない。 
 
セレンディピティの習慣 
ポストモダンの手法を使う。モダンの定義は「論理と分析」、ポストモダンの定義は「観察と知覚」

である。見ようとしない者には目の前で起こっていることも見えない。偶然から幸運につながる糸口を

発見する能力を磨く。 
すでに起こった未来を見つけ、考え抜く（シンクアウト）習慣をつける。  
 
セカンドキャリア、パラレルキャリア 
セカンドキャリア、パラレルキャリアに向けて助走を行い、いつでも対応できるように準備する。 

 
理論より経験に価値を置く生き方へ 
あなたが働くのは充実した経験をするため、それがあなたの幸せの土台だ。仕事と職場は生きがいを

見つけられる場である可能性が高い。その場を生かすか殺すかは勇気と未来感覚次第だ。あなたは自分
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にとって大切な価値や自己像を追求できる可能性とそのための選択と行動を行う自由を手にする。 
そういう時代には、社会や組織からどのような制約を課されているかを認識し、その制約にどう向き

合うかを決めるのが自分自身なのだと理解し、同時に自分の選択と行動がもたらす結果からは逃げられ

ないのだと覚悟する必要がある。 
ドラッカーは厳しく、温かい哲学を教えてくれている。 
この拙文の中で気に入った部分があれば私の喜びです。 後まで読んでいただいて有難うございます。 
 
【参考文献】 
『見えざる革命』ピーター・ドラッカー著 佐々木 実智男・上田 惇生 1976 年 
『非営利組織の経営』   同上   上田惇生      1990 年 
『ポスト資本主義社会』 同上   上田惇生・佐々実智男・田代 正美 1993 年 
『明日を支配するもの』同上           上田 惇生     1999 年 
『ネクスト・ソサエティ』 同上    上田 惇生    2002 年 
『ドラッカーのリーダー思考』  小林 薫 青春出版社        2010 年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【執筆者プロフィール】 

山内 治友（やまうち はるとも） 

1974年 慶応義塾大学経済学部卒業、伊藤忠商事(株)に入社。食糧分野で営業を行う。 

アメリカ駐在、オーストラリア駐在、国内本支店勤務をへて食品卸企業に転籍し現在にいたる。会社

活動以外  2010年社会福祉士登録、東京社会福祉会所属。特定 NPOライフサポート東京所属 2015

年より法定後見活動を開始。ドラッカー学会会員  

ドラッカー「マネジメント」研究会 会員、 英語でドラッカーを学ぶ会 会員。 
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自らの力で切り拓き、第 2 の人生を手に入れよう 

 
長島 基 

 
Ⅰ．はじめに 
１．伸びる平均寿命 

1947 年には、男性が 50.06 歳、女性が 53.96 歳だった平均寿命が、段階的に伸びてゆき、2013 年

には、男性が 80.21 歳、女性が 86.61 歳と 66 年間で 30 歳以上も伸びており、今後もますます伸び

ることが予想される。（出所：厚生労働省） 
 

２．終身雇用制は、はるか昔の話 
したがって、1947 年当時は文字通り終身雇用という名にふさわしかった日本の労働慣行だが、現

在では組織で働くビジネスマンは誰も自分の会社が終身雇用制だとは、考えていないだろう。 
2013 年 4 月 1 日に高年齢者雇用安定法の改正法が施行され、段階的に希望者全員を 65 歳まで雇用

することが企業に義務付けられたが、65 歳まで同一の組織で働いたとしても、平均寿命まで男性で

15 年以上、女性で 20 年以上の余命がある計算になる。 
 

３．自分の人生は、自らがマネジメントする時代となった 
今では死語かもしれないが、高度経済成長時代にはモーレツサラリーマンと呼ばれ、企業の発展の

ために遮二無二尽くして来た人たちがたくさん存在した時代があった。そのとき、彼らは、自らの人

生をマネジメントしていたというよりは、彼ら（の人生をといってもいいだろう）をマネジメントし

ていたのは、企業であったと考える。 
65 歳まで同じ企業で働けるとしても、その働き方は、年を追って変わってくる。多くの企業では、

役職定年制を採用しており、55 歳あたりでラインから降ろされ部下を持つ身から、スタッフの立場

に変わり報酬もそれまでと比べて何割かカットされる。それ以降は、定年延長制を採用している企業

もあるが、多くの企業は 60 歳で定年退職後、処遇水準を大幅に引き下げたうえで再雇用するかたち

を採る企業が多い。もちろん、再雇用後は部下はいない。つまり、65 歳まで働けるといってもいわ

ゆる現役として働けるのは、多くの場合 55 歳程度までであり、そこから平均寿命までは 25 年以上

もあるのである。 
何も考えず、企業に身を任せてマネジメントしてもらおうと思っても、企業はもはや従業員の人生

をマネジメントしようなどとは考えていない。したがって、自ら自分の人生をマネジメントしないか

ぎり、いきいきと充実した人生を送れることはおぼつかないと考えるべきだろう。 
もちろん、働くことだけが人生ではないから、退職した後は、家族との時間を大切にしたり、地域

のための活動をしたり、多くの時間を趣味に費やしたりしてもまったく問題はないが、それにしても、

退職後の人生をどのように過ごすのかを考えて準備していなければ、充実した退職後の人生を送れる

とは限らない。 
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４．私がこれから書こうとすること 
私がこれから書こうとすることは、高齢者雇用政策の変遷でもなく、高齢者雇用に関する正確なデ

ータの提供や分析でもない。また、政府や企業などに対する高齢者雇用に関する提言でもない。 
私は、私と同じように企業などで働くビジネスマンおよびビジネスウーマン、特に 40 代～50 代の

方々に向けて、自らの未来を自分自身の力で切り拓いていくために行うべきだと考えることを書こう

と思う。そして、私の意見に賛同してくれる方が一人でも現れて、その方の新たな行動につながり、

少しでもいきいきとした人生（後半の人生）を送ることに役立てていただければ幸いである。 
 
Ⅱ．高齢者雇用の現状と課題 

この章では、インターネット上などに掲載されている有識者のレポートなどにどのようなことが書

かれているかを紹介し、高齢者雇用における現状や課題をより深掘りしていこうと思う。 
高齢者雇用に関する記事を調査・検索したところ、総務省統計局が行った調査結果の報告書などは

存在するものの、我々ビジネスマンおよびビジネスウーマンがいきいきとした人生（後半の人生）を

送ることに役立てられるような記事は少なかった。 
そこで、少々古いが、「Business Labor Trend 2009.12」（以下「Trend 2009」という）に書かれて

いる記事を紹介しながら、この問題を考えてみよう。この「Trend 2009」では、12 人の有識者がこ

の問題について意見と提言を寄せている。どのような意見と提言が寄せられたのか、具体的に見てい

こう。 
 

１．今まで自分は会社にとって何だったのか 
まず、「同一労働・賃金大幅カット」（役職定年を含む定年前後でほぼ同様の仕事をするにもかかわ

らず、賃金が大幅にカットされる）の事例を紹介しよう。中央大学大学院の大橋勇雄教授の記事には、

以下のような記述がある。「冒頭で紹介した機構の調査（労働政策研究・研修機構の平成 19 年の 300
人以上の企業規模を対象とした調査）は、年金や雇用継続給付を含めて定年到達時前の年収と比較し

てどれほど年収がダウンしたかを報告しているが、それによれば、6～7 割程度が 44.4％、半分程度

が 20.4％、8～9 割程度が 14.8％となっている。（中略）ちなみに、 近筆者の友人の一人がこれまで

と同じような仕事に配置されながら、あまりにも大きな賃金の減額に、今まで自分は会社にとって何

だったのかと疑問を持ち、別の道を選んでいる。」（出典：「Business Labor Trend 2009.12」P27） 
やはり、同じような仕事をしているのに賃金を大幅にカットされるということは、働く者にとって

（特に心に）厳しく、これまでの会社に対する自らの貢献や存在自体を否定されたような気持ちにな

るのだろう。 
同じく、「同一労働・賃金大幅カット」について、立正大学准教授の戎野淑子氏は、次のように書

いている。「再雇用後同じ仕事を継続しても、賃金が大幅に低下することが多く、モチベーション低下

の一因となっているが、今後は生計問題にも直結してくる。また、職場の人間関係の問題は、本人の

みならず周囲にとっても大きな課題である。」（出典：「Business Labor Trend 2009.12」P25）。ここ

では、高齢者本人のモチベーションが低下するばかりでなく、モチベーションが低下した高齢者が職

場に存在する（今後は徐々に多数存在するようになることが予想される）ことが、職場環境に負のイ

ンパクトを与えることが書かれている。 
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２．働く機会を奪われることで個人の尊厳さえも傷つけられる 
次に、働くことが生きるために不可欠であるという視点を紹介している、立教大学大学院の渡辺三

枝子教授の記事を少々長いが見てみよう。「また、カウンセラーとしての経験のなかで、働くことが生

きる力となること、逆に、働く機会を奪われることで個人の尊厳さえも傷つけられることも体験した。

生活の経済的基盤の確保のためにも『働くこと』は重要であるが、それ以上に、人にとって『働くこ

と』が社会の一員としての自己の存在を認識できる重要な行為であることを実感している。このよう

な私的体験から、今後の高齢者雇用の在り方には、『社会の一員として他者から認められることが生き

るためには不可欠である』という視点も必要であると考える。『働くこと』を通して、人は社会（職場

を含む）の一員であるという自信をもてること、そして、自分の存在意義を認識できる。」（出典：

「Business Labor Trend 2009.12」P36） 
やはり、多くの人々にとって「働くこと」は、単に経済的な見返りを求める手段としてだけではな

く、自分の存在意義あるいは存在価値を認めてもらう重要な機会なのだろうと考える。その際、自分

が得意なこと、自分がやりたいこと、周囲から褒められたり、感謝されたりすること（＝仕事）を通

して、社会の一員として認めてもらいたいと考えるのが一般的だろう。いくら「働くこと」で社会と

繋がっていても、自分がやりたくない仕事を何年も続けていれば楽しくないだろうし、大幅な賃金カ

ットの後ではモチベーションも上がらず、いきいきとした人生を送れているとはいえないだろう。 
 

３．エイジフリー（松屋の事例） 
「Trend 2009」では、前述の立教大学大学院の渡辺三枝子教授、法政大学の上林千恵子教授、明治

学院大学の笹島芳雄教授が、エイジフリー（年齢による差別の反対）を提言されている。明治学院大

学の笹島芳雄教授の記事を見てみよう。「役職定年制も高齢者の活用にはふさわしくない制度である。

通常、50 歳代半ばから管理職を退くとする企業が多い。管理職の若返りや若手にはプラスのインパク

トがあるが、役職定年後の高齢者の活用が難しい。うまく活用している企業は皆無と言ってよいくら

いである。役職定年後、65 歳まで 8～10 年もあるが、この期間を無駄にしてはならない。 
ではどうしたらよいか。この点で参考となるのは、百貨店業の松屋の事例である。松屋は 1998 年

に 65 歳定年を実施した。それが可能となったのは、50 歳以降の社員の処遇を働きに見合ったものと

したからである。処遇が働きに見合ったものとなっていれば、定年年齢は何歳でも企業経営には問題

は生じない。そこがポイントである。松屋では役職定年制度も存在しない。65 歳まで役職につくこと

が可能なのである。この事例が示すように、企業内の処遇を『高齢者の生産力＝高齢者の賃金』とす

ることである。具体的には担当業務に見合った賃金とすることである。そうなれば、定年年齢前後で

仕事は変わらないのに賃金は半減ということは発生しない。どの企業も労働者一人ひとりをみて処遇

する仕組みを構築することである。そうすれば高齢者の活用はかなり促進できることとなる。」（出典：

「Business Labor Trend 2009.12」P30） 
松屋は、いい会社ですね。同じものを買うのであれば松屋で購入し、このような制度をつくり運用

している松屋さんを応援したくなります。しかしながら、現在の日本では、松屋のようにエイジフリ

ーを実践している企業は少数派であり、私が知る限りでは、他では米系の外資系企業に見られる程度

ではないかと思われる。 
 
４．ゆっくり流していけばいい？ 

法政大学大学院の藤村博之教授は、自らが担当した企業内研修での出来事を次のように語っている。
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「筆者は、2006 年から 08 年にかけて、ある化学メーカーの 50 歳到達者を対象とした研修を担当し

た。（中略）この研修から、高齢社会を乗り切るヒントが見えてきた。この研修の参加者の中には、『60
歳定年まであと 10 年だから、先輩たちのようにゆっくり流していけばいい』という気持ちを持つ人

が少なからずいた。しかし、グループで仲間の意見を聞いていくうちに、その考え方が間違っている

ことに気づいた。ある参加者が次のような発言をしてくれた。『65 歳まで働き続けることを前提にす

ると、自分の前には 15 年という時間が残されている。15 年は、これまで自分が働いてきた 30 年の

半分にあたる。そういう見方をすると、新しいことの 2 つや 3 つはまだまだできそうだ』。新しいこ

とに挑戦するには、新しい技術や考え方を勉強しなければならない。何歳になっても挑戦し続ける気

持ちが大切である。」 
たしかに、15 年という時間は短くはない。その時間を有意義に過ごせるかどうかは、大きな問題で

あることに異論を挟む人はいないだろう。しかし、ただぼんやりと受身でいては、有意義な仕事にあ

りつけないかもしれないし、たとえ有意義な仕事に就いていたとしても、まったく別の仕事をあてが

われてしまうかもしれない。この研修に参加した人の発言のように、やはり挑戦し続けることが重要

だろう。 
藤村教授は、従業員の意識改革の必要性を次のように述べている。「意識改革は、従業員の側にも

必要である。企業は、福祉政策として従業員を雇うのではない。その企業の経営目的を達成するため

に役に立つ人材だから雇うのである。別の言葉で言えば、役に立たない従業員は、早晩、雇用の場を

失うことになる。それを避けるには、企業が買いたいと思うような能力を維持し続けなければならな

い。自分の保有能力を棚卸しし、何を伸ばしていけば企業にとって魅力的な人材であり続けることが

できるかを、自分の頭で考えなければならない。 
企業側と従業員側の意識改革の中心は、不断の能力開発である。これまで、企業側も従業員側も、

50 歳を超えて能力開発することに消極的だった。しかし、それでは高齢社会を維持できない。50 歳

を超え、60 歳を過ぎても新しいものを求めて能力開発し続けることが、高齢社会を豊かな社会にする

秘訣である。 
 
そして、同教授は、「新しいことに挑戦するには、新しい技術や考え方を勉強しなければならない。

何歳になっても挑戦し続ける気持ちが大切である。」（出典：「Business Labor Trend 2009.12」P33）、
ともいっている。当然ながら、世の中は変化しているので、顧客のニーズに合わせた商品やサービス

を提供できなければ、その企業は淘汰されてしまう。企業競争に勝ち抜くために必要な商品やサービ

スを提供することに貢献してくれる従業員でなければ、やりがいのある仕事を与えられないだろう。

これは、年齢に関係ない事柄であり、当然高齢者も新しい時代にマッチした新しい技術やスキルを身

につけている必要があるだろう。 
そして、前述の立正大学准教授の戎野淑子氏は、「高年齢者の能力や意欲の低下も度々問題視され

ているが、第一線で働くためには、早い時期からの準備が必要であろう。」（出典：「Business Labor 
Trend 2009.12」P25）、との提言を行っているが、そのとおりだと思う。知識やスキルは一朝一夕に

身につくものではなく、それらを身につけるためには、継続的な自己研鑽を早い時期から習慣づけて

おく必要があるだろう。 
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Ⅲ．第 2 の人生についてドラッカーの言及 
１．55 歳以降は、自らのスキルで勝負しなければならない 

Ⅰ．３．で述べたように、役職定年後（以降 55 歳以降と称す）は、部下を取り上げられスタッフ

として働くことが求められるようになる。すると、社内で自らの専門性がぜひ必要だといわれなけれ

ば、（65 歳まで雇用は確保されるが）自らが望むような仕事は与えられなくなる。また、55 歳以降、

社内で自らが望まない仕事を与えられたとき、それなら社外で働こうと考えても、自らに専門性がな

ければ自分を社外に売り込む術がない。つまり、自らの専門性に対する市場価値が問われることにな

る。買い手がつかなければ、自らが望むような仕事にありつけないばかりか雇用が確保されず、収入

を失うことになるので結果として社内に留まらざるをえない。 
一方、役職定年後あるいは定年退職後に報酬がカットされた際、自らの専門性に見合った報酬がほ

しい、会社から提示された報酬で働くなんてプライドが許さないと考えたときにも、やはり自らの専

門性を社外で買ってもらえないと自らが望む報酬を得ることができない。 
このように考えてくると、55 歳以降に自らが望むような仕事を手に入れるためには、社外にも通用

する専門性を自ら身につけている必要があると思う。結果として、社内から自らが望むような仕事を

与えられて 65 歳まで働き続けることができればハッピーだが、それが叶わなかったときに備えて、

自らが望む仕事やプライドを満足させることができる報酬を手に入れられるようにするためには、社

外で自らのスキルを買ってもらえる“市場価値のある専門性”を備えておくにこしたことはないだろ

う。そのためには、55 歳の段階で考えたのでは遅く、立正大学の戎野淑子准教授がいうように早い

時期からの準備が必要だろう。 
それでは、ここからは、ドラッカーが後半の人生についてどのようにすべきだと語っていたのかを

見ていこう。 
 

２．第 2 の人生を設計する？ 
ドラッカーは、後半の人生について、それまでの人生と分け、第 2 の人生と呼び明確に区分した。

1999 年に刊行した『明日を支配するもの』の第 6 章 5 節のタイトルが、第 2 の人生であり、新たな

問題が生まれたと書いている。それでは、ドラッカーは第 2 の人生についてどのように書いている

のか見ていこう。 
「すでに述べたように、歴史上初めて、人の寿命のほうが組織よりも長命になった。そこでまった

く新しい問題が生まれた。第 2 の人生をどうするかである。 
もはや、30 歳で就職した組織が、60 歳になっても存続しているとは言い切れない。そのうえ、ほ

とんどの人間にとって、同じ種類の仕事を続けるには、40 年、50 年は長すぎる。飽きてくる。面白

くなくなる。惰性になる。耐えられなくなる。周りの者も迷惑する。（中略） 
 今日、中年の危機がよく話題になる。45 歳ともなれば、全盛期に達したことを知る。同じ種類の

ことを 20 年も続けていれば、仕事はお手のものである。学ぶべきことは残っていない。仕事に心躍

ることはない。（中略） 
ところが、知識労働者には、何歳になっても終わることがない。文句は言っても、いつまでも働き

たい。とはいえ、30 歳のときには心躍る仕事だったものも、50 歳ともなれば退屈する。だがあと 20
年とはいかないまでも、10 年、15 年は働きたい。したがって、第 2 の人生を設計することが必要と

なる。」（出典：ピーター・ドラッカー 上田惇生訳「明日を支配するもの」ダイヤモンド社 1999 年

P224-226） 
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ドラッカーはすでに、1999 年にこの問題を提起していたのである。そして、第 2 の人生を設計す

ることが必要だとしている。つまり、第 2 の人生は周到に設計しなければならないものだとしてい

るのである。何のために？そう、人がいきいきとした人生を送るために。では、誰が設計すべきなの

か？そう、いきいきとした人生を送りたいと考えている本人がである。 
簡単にいうと、幸せな後半の人生を送ろうと考えているのであれば、他人任せにせず、どのような

仕事がしたいのか、どのように時間を過ごしたいのかをよく考えて、その願いが叶うよう人生設計を

きちんとしなくちゃだめよといっているのである。設計。簡単には設計はできない。しかるに重い言

葉ですね。 
 

３．第 2 の人生を始める方法 
同著では、次に第 2 の人生を始める方法が書かれているので見てみよう。 
「第１の方法は、マックス・ブランクのように（筆者注：マックス・ブランクは、ドイツの超一流

の物理学者で 40 代に偉業をなした後、60 歳のときと 90 歳近くになってからの 2 度にわたりドイツ

科学界を再建した人物だということが同著に書かれている）、文字どおり第 2 の人生をもつことであ

る。単に組織を変わることであってもよい。（中略） 
 こうして仕事がうまくいっているにもかかわらず、第 2 の人生を始める人が増えている。地元の

病院の経理部長になった事業部の経理部長のように、能力は十分にある。仕事の仕方も心得ている。

子供は独立した。地元のコミュニティで仕事をしたい。もちろん何がしかの収入も欲しい。しかし何

よりも新しいことに挑戦したい。 
 第 2 の方法は、パラレル・キャリア（第 2 の仕事）、すなわち、本業にありながらもうひとつの

世界を持つことである。20 年、25 年続け、うまくいっている仕事はそのまま続ける。週に 40 時間、

50 時間を割く。あるいは、あえてパートタイムとなったり、コンサルタント的な契約社員になる。

しかし、もう一つの世界をパラレル・キャリアとしてもつ。多くの場合、非営利組織で働く。週 10
時間といったところである。 
たとえば、協会の運営を引き受ける。地元のガール・スカウトの会長を引き受ける。夫の暴力から

逃れてきた女性のための保護施設を助ける。地元の図書館で、パートの司書として子供たちを担当す

る。同じく地元で教育委員会の委員になる。 
第 3 の方法は、ソーシャル・アントプレナー（篤志家）になることである。これは、企業人、医師、

コンサルタント、大学教授として成功した人たちの例である。仕事は好きだが、もはや心躍るもので

はない。そこで、仕事は続けるが、それに割く時間は減らしていく。そして、新しい仕事、特に非営

利の仕事を始める。（中略） 
もちろん誰もが第 2 の人生をもてるわけではない。まだ、今日していることをそのまま続けている

人たち、あるいは似たことを繰り返しつつ、退屈しきって定年の日を待つ人の方が多い。しかし、労

働可能年限すなわち労働寿命の伸長を、自らと、社会にとっての機会として捉えることによって、模

範となるべきは、彼らのような数の少ないほうの人たちである。彼らこそ、成功物語として位置づけ

られるべきである。」（出典：ピーター・ドラッカー 上田惇生訳「明日を支配するもの」ダイヤモン

ド社 1999 年 P226-229） 
ドラッカーは、第 2 の人生を始める方法は 3 つあるとしている。第 1 は、文字どおり第 2 の人生を

もつ方法、第 2 は、第 2 の仕事、もうひとつの世界をもつ方法、第 3 は、篤志家になる方法によっ

てである。そして、ドラッカーは、誰もが第 2 の人生をもてるわけではないといい、第 2 の人生を
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もてた人たちのことを成功物語として位置づけられるべきものとしている。 
ただし、第 2 の人生をもつためには、ひとつだけ条件があるという。その条件とは、何だろう。 
 

４．第 2 の人生をもつための条件 
「しかし、第 2 の人生をもつには１つだけ条件がある。本格的に踏み切るはるか前から助走してい

なければならない。 
労働寿命の伸長が明らかになった 30 年前、私を含め多くの者が、ますます多くの定年退職者が、

ボランティアとして非営利組織で働くようになると予測した。だが、そうはならなかった。40 歳、

あるいはそれ以前にボランティアの経験をしたことのない人たちが、60 歳になってボランティアを

することは難しかった。」（出典：ピーター・ドラッカー 上田惇生訳「明日を支配するもの」ダイヤ

モンド社 1999 年 P229） 
立正大学准教授の戎野淑子氏も前述したように「高年齢者の能力や意欲の低下も度々問題視されて

いるが、第一線で働くためには、早い時期からの準備が必要であろう。」との提言を行っているが、

ドラッカーも第 2 の人生をもつためには早い時期から助走が必要だとしている。 
たしかに、平日は遅くまで会社で仕事をしてそれから同僚と飲んだり、土日も会社の仲間や取引先

とゴルフばかりをしていた人たちが、定年になってから地元のコミュニティなどにスムーズに溶け込

んで居場所を確保するのは難しそうである。 
ドラッカーは、『明日を支配するもの』の第 6 章 5 節の冒頭で「歴史上初めて、人の寿命のほうが

組織よりも長命になった。そこでまったく新しい問題が生まれた。第 2 の人生どうするかである。」

といって書き始めたのだが、第 2 の人生が必要な理由はもうひとつあるという。その理由も「うー

ん」といって唸ってしまう、どうにも否定のしようもない理由なのだ。 
 

５．全員が成功するわけではない 
「知識労働者にとって、第 2 の人生をもつことが重要であることには、もう 1 つ理由がある。誰で

も、仕事や人生において挫折することがありうるからである。 
昇進しそこねた 42 歳のエンジニアがいる。大きな大学へ移ることが絶望的となった 42 歳の立派な

大学教授がいる。離婚や、子供に死なれるなどの不幸もある。 
逆境のとき、単なる趣味を超えた第 2 の人生、第 2 の仕事が大きな意味をもつ。42 歳のエンジニ

アが、現在の仕事では思うようにいかなかったことを悟る。だがもう 1 つの仕事、教会の会計責任

者としては成功している。これからも立派な仕事をしていける。あるいは、家庭は壊れたかもしれな

いが、もう 1 つのコミュニティがある。これらのものは、成功が意味をもつ社会では特に重要であ

る。（中略） 
 知識社会では、成功が当然のこととされる。だが、全員が成功することなどということはありえ

ない。ほとんどの人間にとっては、失敗しないことがせいぜいである。成功するものがいれば、失敗

する者もいる。 
そこで、一人ひとりの人間及びその家族にとっては、何かに貢献し、意味あることを行い、ひとか

どとなることが、決定的に重要な意味をもつ。すなわち第 2 の人生、パラレル・キャリア、篤志家

としての仕事をもつことは、社会においてリーダー的な役割を果たし、敬意を払われ、成功の機会を

もてるということである。」（出典：ピーター・ドラッカー 上田惇生訳「明日を支配するもの」ダイ

ヤモンド社 1999 年 P230-231） 
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全員が成功するわけではないにも納得だし、何かに貢献し、意味あることを行いひとかどになるこ

とが決定的に重要な意味を持つにも、ぐうの音も出ない。何しろ決定的に重要なのだから。裏を返せ

ば、ドラッカーは、第 2 の人生をもてずに、今日していることをそのまま続けている人生、あるい

は似たことを繰り返しつつ、退屈しきって定年の日を待つ人生に何の意味があるんですかといってい

るように思える。今から 10 年ほど前、初めてドラッカーの著書を読んで、第 2 の人生について考え

させられたとき、退屈しきって定年の日を待つようには絶対になりたくないと強く思ったことを覚え

ている。 
 

６．第 2 の人生をもつことは革命だ！ 
この論文の冒頭Ⅰ．はじめにに自分の人生は、自らがマネジメントする時代となったと書いたのだ

が、ドラッカーはこれを革命だという。どのように革命なのか見てみよう。 
「（前略）しかるに、自らをマネジメントするということは、ひとつの革命である。一人ひとりの

人間、とくに知識労働者に対し、前例のないまったく新しい種類のことを要求する。あたかも組織の

トップであるかのように考え、行動することを要求する。思考と行動において、これまでのものとは

180 度違うものを要求する。 
そもそも知識労働者なるものが大量に登場したのは、わずか 1 世紀前のことにすぎない。知識労働

者なることばも、30 年前の拙著『断絶の時代』（1969 年）において、初めて使った造語である。（中

略） 
今日、かつては仕事の仕組みや主人の意向によって、決められたことを行うだけだった肉体労働者

に代わり、自らをマネジメントする者としての知識労働者へと、労働力の重心が移行したことが、社

会構造そのものを大きく変えつつある。 
これまでの社会は、いかに個を尊重するにせよ、あくまでも次の 2 つのことを当然とする社会だっ

た。すなわち第 1 に、組織は、そこに働く者よりも長命であって、したがって第 2 に、そこで働く

者は組織に固定された存在であるということを当然としていた。ところが、自らをマネジメントする

ということは、これと逆の現実にたつ。働く者は組織よりも長命であって、知識労働者は移動する存

在である。 
すでにアメリカでは、働く者が組織から組織へ動くことは、一般化した慣行である。しかしそのア

メリカでさえ、働く者が組織よりも長命であって、したがって第 2 の新しい人生の用意が必要であ

るなどということは、誰にも心構えのできていない革命的な変化である。退職制度を含め、既存のい

かなる制度も想定していなかった事態である。アメリカ以外では、今日にいたるも、働く者は組織を

動かないことが前提とされている。（中略）しかし、この問題に関しては、今日 も困難な試練に直

面している先進国が、この 50 年間、社会として もうまく機能した日本である。日本は、働く者が

動かないようにすることによって、社会として歴史上類をみない成功をおさめてきた。それが終身雇

用制だった。終身雇用制のもとでは、個々の人間をマネジメントするのは、明らかに組織のほうであ

る。個々の人間は動かないことを前提としている。働く者は、あくまでもマネジメントされる存在だ

った。 
私は、日本が、終身雇用制によって実現してきた社会的な安定、コミュニティ、調和を維持しつつ、

かつ、知識労働と知識労働者に必要な移動の自由を実現することを願っている。」（出典：ピーター・

ドラッカー 上田惇生訳「明日を支配するもの」ダイヤモンド社 1999 年 P231-233） 
ドラッカーは、第 2 の人生をもつことは、社会においてリーダー的な役割を果たし、敬意を払われ、
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成功の機会をもてるということであり、成功物語として位置づけられるべきものであるというが、そ

の（幸福を手に入れる）ためには条件があり、本格的に踏み切るはるか前から助走していなければな

らないという。ここで助走が意味するものは、第 2 の人生を設計することであり、自らが自らの人

生をマネジメントするということは、ひとつの革命であるという。そして、ただでさえ革命を起こす

ことは簡単なことではないのに、この問題に対して も困難な試練に直面している先進国が日本であ

るという。つまり、日本人が第 2 の人生をもつことは、簡単なことではなく、周到に準備したり、

努力した一握りの者だけが、手に入れられるものだと認識すべきもののようである。 
それでは、次の章では、私なりに考える第 2 の人生を手に入れるためにはどのようなことをすべき

だと考えているのかをご紹介しよう。 
 

Ⅳ．第 2 の人生をいきいきと生きるために～働く人たちへの提言～ 
１．仕事をするうえで考えるべきこと（その１：経営に役立つスキルをもっているか） 

立教大学大学院の渡辺三枝子教授が、人にとって「働くこと」は、社会の一員としての自己の存在

を認識できる重要な行為であり、「働くこと」を通して、人は社会（職場を含む）の一員であるとい

う自信を持ち自分の存在意義を認識できるというように、第 2 の人生において、仕事を確保するこ

とが重要であることには異論はないであろう。 
法政大学大学院の藤村博之教授が、「企業は、福祉政策として従業員を雇うのではない。その企業

の経営目的を達成するために役に立つ人材だから雇うのである。別の言葉で言えば、役に立たない従

業員は、早晩、雇用の場を失うことになる。」というように、企業の経営目的の達成に貢献できる能

力が必要だということだろう。そのための能力とは何だろう。現在の日本では、多くのビジネスマン

は、ドラッカーがいう知識労働者であるから、自らの知識や経験を踏まえた専門性（＝スキル）を使

って貢献することが求められるだろう。企業からすれば、あなたのスキルを買うか買わないか、買う

とすればいくらで買うかということになるだろう。これを働く人の側から見れば、私のスキルを買う

のか買わないのか、買うとすればいくらで買おうというのかということになる。ここで双方が折り合

えれば、その企業で働くことになるし、折り合えなければ、企業は別の人を探すことになるだろうし、

働く人は別の企業を探すことになるのだと思う。 
ここで、これまでの日本の社会では、終身雇用制と年功序列を前提に企業側が、働く人の仕事と働

き場所を決めてきたので、多くの人がスペシャリストではなくゼネラリストであり、「いきなりスキ

ルといわれても困るよ。」という人が結構多いのではないかと考える。しかしながら、そんなことを

いっていても始まらない。現実には終身雇用ではないのだし、役職定年後は年功序列でもなく、部下

を取り上げられ、自らのスキル以外に頼るべきものがないのである。 
その現実を踏まえ、立正大学の戎野淑子准教授は、早い時期からの準備が必要だといっているので

あり、ドラッカーは、本格的に踏み切るかなり前から助走しなければならないといっているのである。

第 2 の人生を手に入れるのは革命だし、中でも日本では も困難なことであるから、心してかから

なければならない。結論からいえば、第 2 の人生を手に入れたければ、四の五のいってないでやる

しかないのである。 
 

２．仕事をするうえで考えるべきこと（その２：会社名ではなく自分の専門分野で自己紹介できるか） 
ここで、ドラッカーが知識労働者についてどのように述べていたかを確認してみよう。 
「もう一度繰り返すならば、知識労働者とは、他のいかなる者とも 2 つの点で大きく異なる存在で
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ある。第１に、彼らは生産手段を所有する。しかも、その生産手段は携行品である。第 2 に、彼ら

（そしてますます多くの彼女ら）は、雇用主たる組織よりも長生きする。加えて、彼らの生産手段た

る知識は、他のいかなる資源とも異質である。高度に専門分化して、初めて意味をもつ。脳外科医が

真価を発揮するのは、脳外科に専門分化しているからである。おそらく、膝の故障は直せない。熱帯

の寄生虫にいたっては、手も出ない。 
このことは、あらゆる種類の知識労働者についていえる。日本企業をはじめ、これまで近代企業が

育てようとしてきたゼネラリストは、これからの知識社会ではあまり活躍の場はない。ゼネラリスト

といえども、知識労働と知識労働者をマネジメントする専門家にならないかぎり役に立たない。今後、

組織への献身についての論議がどのようなものになるかに関わりなく、知識労働者の帰属先は、雇用

主たる組織ではなく、自らの専門領域にならざるを得なくなる。彼らにとって、コミュニティとは自

らの専門領域そのものになっていく。 
1950 年代、60 年代のアメリカでは、パーティで会った人に何をしているかを聞けば、「GE で働い

ている」「シティバンクにいる」など、雇用主の名前で返ってきた。当時のアメリカは、今日の日本

と同じだった。イギリス、フランス、ドイツその他あらゆる先進国が同じだった。ところが今日、ア

メリカでは「冶金学者です」「税務をやってます」「ソフトウエアの設計です」と答えが返ってくる。

少なくともアメリカでは、知識労働者は、もはや自らのアイデンティティを雇用主たる組織に求めな

くなっており、専門領域への帰属意識をますます強めている。今日では日本においてさえ、若い人た

ちが同じ傾向にある。」（出典：ピーター・ドラッカー 上田惇生訳「プロフェッショナルの条件」ダ

イヤモンド社 2000 年 Pⅷ-ⅸ） 
私は、現在民間企業で内部監査の仕事をしているのだが、日本内部監査協会という内部監査に関す

る諸活動を行う団体の研究会などにも参加している。次に述べるのは、そこで知り合ったある方（A
さんという）から聞いた話である。「私は、以前日本の自動車会社に勤務していて、外国に旅行したと

き空港の税関では、勤務していた自動車会社の名前をいって自分が何者なのかを説明していた。その

後転職して同じように税関で自分が何者かを説明する際、そのとき働いていた会社は世界的に有名な

会社ではなかったため、自分は内部監査人だといったら、税関の職員が、そうかお前は内部監査人な

のか、そういえばこの都市で内部監査の国際会議が開かれるんだよな。オウ、おまえはそのためにや

ってきたのか。そうか分かった。通れ通れ。」といって通してくれたとのことだった。 
この例は、A さんが内部監査という生産手段（専門知識）を有していて、その生産手段は携行品で

あり、その生産手段を使って転職し（専門知識を労働市場で売買した）、自らの帰属先を勤務先よりも

専門分野においているという事例である。 
 

３．仕事をするうえで考えるべきこと（その３：自己啓発および習慣的な力） 
ドラッカーは、自己啓発についても触れているので、何といっているのか確認してみよう。 
「（前略）第三に自己啓発と人材育成はその大部分が、貢献に焦点を合わせるかどうかにかかって

いる。『組織の業績に対する自らのもっとも重要な貢献は何か』を自問することは、事実上、『いかな

る自己啓発が必要か』『なすべき貢献のためには、いかなる知識や技能を身につけるべきか』『いかな

る強みを仕事に適用すべきか』『いかなる基準をもって自らの基準とするか』を考えることである。 
貢献に焦点を合わせるならば、部下、同僚、上司を問わず、他の人の自己啓発を触発することにも

なる。属人的な基準ではなく、仕事のニーズに根ざした基準を設定することになる。すなわち、卓越

性の要求である。強い意欲と、野心的な目標と、大きな影響のある仕事の追求である。 
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われわれは、自己啓発と人材育成について多くを知らない。しかし、唯一知っていることがある。

知識労働者は、自らに課せられる要求に応じて成長する。自らが業績や達成と見なすものに従って成

長する。自らが自らに求めるものが少なければ成長しない。だが、多くを求めるならば、何も達成し

ない者と同じ程度の努力で巨人にまで成長する。」（出典：ピーター・ドラッカー 上田惇生訳「プロ

フェッショナルの条件」ダイヤモンド社 2000 年 P93） 
ドラッカーは、習慣的な力についても触れている。確認してみよう。 
「成果をあげる人に共通しているのは、自らの能力や存在を成果に結びつけるうえで必要とされる

習慣的な力である。（中略）私の知るかぎり、知能や勤勉さ、想像力や知識がいかに優れようと、その

ような習慣的な力に欠ける人は成果をあげることができなかった。 
言いかえるならば、成果をあげることは一つの習慣である。習慣的な能力の集積である。そして習

慣的な能力は、常に修得に努めることが必要である。習慣的な能力は単純である。あきれるほどに単

純である。七歳の子供でも理解できる。掛け算の九九を習ったときのように、練習による修得が必要

となるだけである。『六、六、三六』が、何も考えずに言える条件反射として身につかなければならな

い。習慣になるまで、いやになるほど反復しなければならない。」（出典：ピーター・ドラッカー 上

田惇生訳「プロフェッショナルの条件」ダイヤモンド社 2000 年 P81） 
ここまで、ドラッカーが述べる自己啓発や習慣的な力について見てきた。ここで書かれているのは、

仕事を通じた自己啓発である。組織の業績に対する も重要な貢献は何かを考え、そのためには、ど

のような知識や技能を身につけるべきかを考え、そのために自己啓発を行う。その自己啓発のやり方

とは、気まぐれに行うのではなく、反復して行うことでそれを習慣にしてしまう方法だということだ

ろう。 
したがって、企業などで働くビジネスマンおよびビジネスウーマンには、そのような仕事に就ける

かどうかという運不運があると思うが、仕事上求められる専門性を磨き、それを第 2 の人生に活かす

ことを考えるべきだろう。仕事に関係ない語学を何となく学習し、いつの日にか第 2 の人生に活かせ

たらいいなというやり方ではなく、今自分に求められている仕事上の貢献を果たすために、必要な専

門性を獲得する努力をして実際に貢献するとともに、獲得した専門性を活用して第 2 の人生に備える

というやり方ができればベストだろう。 
 

４．仕事をするうえで考えるべきこと（その４：私が実践してきたこと） 
私事で恐縮だが、私は入社以来、システム開発の仕事をして、システムリスク管理の仕事に移り、

現在内部監査の仕事をしている。システム開発のシステム・エンジニアとしては大した腕とはいえな

かったが、システムリスク管理の仕事に就いたり、内部監査の仕事を始めるにあたっては、初めての

仕事なので、専門書やガイドラインを読んだり、資格試験のための勉強をしたり、社外のセミナーや

勉強会に積極的に出かけていったものである。 
新しい仕事を始めるのは、不安だったし、大変だった。しかし、その不安を払しょくし、自らに求

められる貢献を果たすために、毎朝 30 分間何年にもわたって学習を継続してきた。会社には始業の

30 分以上前に出社し、始業までの 30 分間、毎日来る日も来る日も学習するのである。仕事がシステ

ムリスク管理から内部監査に変わっても、学習する対象が変わりはしたが、学習するという習慣は変

わらない。始業のベルが鳴ったら本を閉じて、今朝何時何分から何時何分までどの専門書の何ページ

から何ページまでを学習したのか EXCEL シートに記録して、仕事に向かうのである。 
そうしているうちに、少しずつ理解が深まり、試験を受けたら合格し、徐々に徐々に自信がついて
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きて、その仕事が好きになってきた。実際の仕事を進めるうえでも、その専門分野に存在するガイド

ラインや専門書に書かれている内容を踏まえたうえで、計画を立てたり、対応をしたり、会議で報告

したりできるようになっていった。社外に出ても、「この人すごいなあ」と思っても、気後れせずに話

しかけて質問したり、自分の意見をいってその人の意見を聞いてみたりすることができるようになっ

ていった。すると、今度はほかの人から質問を受けたりするようになってきた。そうこうしているう

ちに、その分野でよく知られた人たちから「長島さーん、こっちこっち。ここ空いてるよー。こっち

来て座んなよ。今日これ終わったら帰るの？帰らないんだったら、飲みに行こうよ。」と誘われるよう

になり、いつしか、日本内部監査協会の有料の研修会で講師を務めるようになった。 
正直にいって、私はとてもラッキーだったんだと思う。システムリスク管理や内部監査といった専

門的な仕事に就いて、仕事を通して培った専門性を活用しているのだから。しかしながら、その仕事

にはじめて就いたとき、毎朝毎朝、みんながコーヒーを飲んで談笑しているときに、30 分の学習を継

続してきたからこそ、そのラッキーを活かせたのだとも思う。 
社外の人たちと話をする中で、「へえー、そんなの知らなかったな。」とか、「へえー、そんなこと

やってるんだ。」とか、「ちくしょう。俺はあの人に、完全に負けてんじゃないかよ。俺も頑張らなく

ちゃ。」などと感心したり、発奮のバネにしたりして彼らと切磋琢磨してきたから今があるのだとも思

う。第 2 の人生に備えるためには、まずは身近なところで専門性を磨き、その専門性を活かせないか

考えるのがいいと思うが、いかがだろうか。 
 
５．第 2 の人生への備えは一本足ではなく二本足、できれば複々線で 

ここまで、仕事をするうえで考えるべきことについて書いてきた。読者の方々の中には、「第 2 の

人生は、仕事だけかよ。そうじゃないはずだ。」とお考えの方も多いと思う。まったくその通りだと思

う。しかしながら、自分が好きな仕事、うまくできる仕事、社会に貢献できる仕事をしながら、第 2
の人生を過ごせたら 高なのではないかとも思う。 

一方で、人生とは思うようにいかないことが多いことも事実である。第 2 の人生では、自分のこう

いった強みを活かし、この専門性を発揮できる仕事に就きたいと考えても、社内でそのような仕事に

ありつけなかったり、転職を模索したが希望が叶わなかったということもありうると思う。そのとき、

それまでの人生が会社だけ、仕事だけの人生で他に何の備えもしていなかったら、途方に暮れてしま

うかもしれない。そうならないためにも、第 2 の人生への備えは、一本足打法ではなく二本足、でき

れば複々線で備えておくと危機管理はバッチリといえるだろう。 
私も偉そうなことがいえた義理ではないのだが、私がよくいく新宿の居酒屋は、18 時ともなると満

席である。よく見ると、カジュアルな服装でややお年を召された方々の集団が、既に出来上がってい

らっしゃるようである。この店は、16 時から開店しており、同じチェーンの銀座本店は、15 時から

開店している。17 時前に利用するというニーズがあるということだろう。その方々の多くは、同じ会

社をリタイヤした方々のようである。もちろん、リタイヤした後でも度々集まって旧交を温めるのは、

微笑ましく、楽しく飲んでいるのは結構なのだが、その人たちとしかつながりがないとしたらどうだ

ろう。やはり少し寂しいのではないのだろうか。 
私が今これを書いているのは、ドラッカー学会の「ドラッカー『マネジメント』研究会」の少子高

齢社会分科会という活動に参加しているからである。以前、ドラッカー学会でご一緒した方が、こう

おっしゃっていた。「いやー、長島さん。リタイヤしちゃうとね。名刺がないんですよ。人に渡す名刺

がね。私はこういうものですっていう名乗れるものがないんです。でも、ドラッカー学会に入ったら
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ね、ドラッカー学会の名刺を作れたんですよ。いやー、これはよかった。私はこういうものです。ド

ラッカー学会に入って、学会のメンバーとマネジメントの研究をしていますって名乗れますもんね。

本当に良かった。」 
何を隠そう、私もドラッカーの著書を読んで、第 2 の人生への備えを考えて、2008 年にドラッカ

ー学会に入会し、「ドラッカー『マネジメント』研究会」に参加したのである。そのときは、まだ 40
代で仕事は忙しく（今でもとても忙しいが）、まだまだ第 2 の人生などは考えなくてもいいかなとも考

えていたのだが、前述のとおりドラッカーは、「本格的に踏み切るはるか前から助走していなければな

らない」というので、まずは入ってみるかと入会したのである。 
その後、「ドラッカー『マネジメント』研究会」の隔月の研究会に参加するほか、4 度の分科会活動

に参加し、4 本のレポートを書いた。研究会は奇数月に開催され、分科会は偶数月に開催されるので

毎月会合がある。ドラッカーという共通の関心事を持つ者同士が集まって知的研究を行うのは、興味

深く面白い。読者の方々も、もしドラッカーに興味があったり、これから勉強してみようとお考えな

ら、一度門を叩いてみてはいかがだろうか。第 2 の人生を手に入れられるかもしれないし、そこまで

大げさにいわなくても、第 2 の人生を有意義に過ごすための一助になるかもしれない。 
こういう私も、まだまだ有意義な第 2 の人生を送れるかどうかはまったく分からない。自分の思う

ような仕事にありつけるかどうかも分からない。仕事がどうなるかは予測もできないが、ドラッカー

学会の活動は続けていこうと思う。日本内部監査協会の活動も続けていこうと思う。日本内部監査協

会の活動は、会社を辞めて法人会員でなくなっても、個人会員の資格で活動を続けられるし、複数あ

る CIA フォーラムにも参加できる。競馬という趣味を活かした仲間の集まりを作るのもいいかもしれ

ないし、会社の同僚とリタイヤした後に 16 時から居酒屋で飲むのもいいかもしれない。 
10 年後のことはまったく分からないが、そのとき、「私はこういうものです。」といってドラッカー

学会「ドラッカー『マネジメント』研究会」の名刺を渡している自分がそこにいるかもしれない。 
 
Ⅴ．エピローグ 

私の論文は、昨年の 4 月に完成していて、特に修正する箇所はない。また、「完成させた」との想

いが強く、修正する気も起こらないというのが正直な気持ちである。今般、本分科会の成果物をブラ

ッシュアップすることになり、昨年 4 月以降に身近に起こったこと、感じたことを追記して第 2 版と

したい。 
さて、私の職場（監査部）では、その後 4 人が職場を去り、新しく 3 名を採用した。去った 2 人は、

健康上の理由からであり、予想外の出来事だったため欠員状態が続き、苦しい運営を強いられた。（残

りの 2 人は嘱託再雇用期間満了での退職）採用した 3 人は、いずれも公認内部監査人（CIA）資格保

持者であり、内部監査の専門家として採用した。3 人のうち 1 人は、日本内部監査協会の研修会で知

り合った人（CIA フォーラムという CIA ホルダーの勉強会の座長をしている相当の腕っこきである）

であり、もう一人は、本協会の HP からの応募、そしてもう一人は、私が本協会の講演会で講演して

いるのを聞いて（中途採用の募集中だということもその場で聞いて）応募してくれたものである（入

社は、これを書いている 1 か月後の予定）。また、HP から応募してくれた人も私と CIA フォーラム

の座長（以下、座長と称す）がいる職場であることに魅力を感じて応募してくれたということであっ

た。 
ここから見て取れるのは、彼らが転職先として選んだ 大の魅力は、転職先の会社や報酬ではない

ということである。彼らは、私や座長がいる職場で一緒に内部監査の仕事をしてみたいと思ったから
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転職してきたのである。彼ら 3 人は、いずれもはじめての転職であり、それまで 20 年あるいは 30 年

以上ずっと働いてきた職場を離れる決断をして移ってきた。もちろん役職定年を迎える年齢であるな

どの理由もあるかと思うが、簡単な決断ではなかったと思う。専門家は、専門家を惹きつけるといえ

るだろう。 
ここからは、座長を見て感じたことを書こうと思う。 
彼を見ていて、会社と彼との関係は、上下ではなく横の関係のようだと感じる。会社は、彼のこと

を管理する対象だとして上下関係だと考えているのかもしれないが、彼は（もちろん就業規則などは

遵守するが）会社に管理されているとは思っていないだろう。彼は、自分の専門性を会社と契約した

条件で提供しているという意識なのだと思う。内部監査の目的は、組織体の運営に価値を付加するこ

となので、彼はその目的を果たそうと、自らの専門性を駆使してプライドをかけて、1 本 1 本の監査

結果報告書を書き上げるが、必要以上に監査対象部門を説得しようとはしない。自分の提供する価値

を認めて活用しようとしない人に対して自分の時間を使うのは、時間の無駄だと考えている（実際に

彼からそう聞いた）のである。「分からないやつには、いくらいっても無駄」と結構ドライである。 
彼を見ていて感じることのふたつ目は、「彼は、自分を生命保険会社の社員だと思っていないので

はないか」ということである。ドラッカーが「1950 年代、60 年代のアメリカでは、パーティで会っ

た人に何をしているかと聞けば、「GE で働いている」「シティバンクにいる」など雇用主たる組織の

名前で返ってきた。（中略）ところが今日、アメリカでは「冶金学者です」「税務をやっています」「ソ

フトウェアの設計です」と答えが返ってくる。少なくともアメリカでは、知識労働者は、もはや自ら

のアイデンティティを雇用主たる組織に求めなくなっており、専門領域への帰属をますます強めてい

る。」（出典：ピーター・ドラッカー 上田惇生訳「プロフェッショナルの条件」ダイヤモンド社 2000
年 Pⅷ‐ⅸ）と書いた現実が目の前にある。 

そして、3 つ目に感じることは、「組織と知識労働者はたがいを必要とする。この新しい関係、現代

社会における新しい緊張関係の存在は、もはや忠誠心は報酬だけでは得られないことを意味する。組

織は、知識労働者に対し、その知識を生かすための 高の機会を提供することによって、初めて彼ら

を獲得できる。」（出典：ピーター・ドラッカー 上田惇生訳「プロフェッショナルの条件」ダイヤモ

ンド社 2000 年 P43）ということである。当社が、 高の機会を提供しているとはいえないと思うが、

彼のように考える知識労働者は少なくないであろう。私の職場で上記 3 人を採用したように、彼らが

その気になれば、彼らを雇ってくれる会社を見つけることはたやすいだろう。彼らを縛ることは不可

能で、彼らが組織に魅力を感じてもらえるようにし続けなければ、彼らは離れていってしまうだろう。

彼ら（知識という名の資本、生産手段を有していることを知っている本物の知識労働者）とは、組織

にとってある意味ではとても管理しづらい対象なのだと思う。 
彼らにとって、私の職場が 後の職場かどうかは分からない。しかしながら、内部監査という専門

性を使って、第 2 の人生を歩き始めたことは確かだろう。昨年 12 月にホンダが定年年齢を 65 歳に延

長し、現役時代の約 8 割の報酬を保証し（現在の嘱託再雇用制度での報酬は、現役世代の約半分）、海

外駐在も認めるとの報道がなされた。当たり前だが、60 歳を超えた社員にも有能な社員はおり、彼ら

なしでは会社は成り立たないとの判断だろう。これからも高齢者雇用について様々な動きが見られる

と思うが、まずは、組織から必要とされる専門性、あるいは組織を移れる専門性を身につける必要が

あるだろう。 
以 上 
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少子化問題に個人としてどう向き合うか 

岡崎宏昭 
 
Ⅰ．はじめに 
１．少子化問題 

高齢化と同時に、少子化も社会問題となっている。 
高齢化の原因は、主に生活が豊かになり医療が発展し、高齢者の寿命が伸びた結果である。現在の

高齢者割合が高い状況は問題であるが、長く人が生きられるというのは社会が目指してきた事であり、

ポジティブにとらえるべきであろう。 
対して、少子化にはいくつかの原因があり、根深いと考える。また、近親者も含めて、周囲に少子

化の要因である未婚者や子供を産まない人達もいるため、身近な問題に感じている。 
 
２．個人としてどう向き合うか 

日本政府をはじめ、少子高齢化問題は研究され、それなりの対策が施されてきているが、現状を見

ると効果が上がっているとは言い難い状況にあると思う。 
今後打ち出される政策により、近い将来人口分布が正常化され、日本は高い生産力と豊かな生活を

保ち続ける事ができるのだろうか。 
もし効果的な対策が打てないのだとしたら、我々の迎える未来では、更に進んだ少子高齢化社会を

受け入れざるを得ないのかもしれない。 
そういった状況を想定し、我々が個人として少子高齢化にどう向き合うのか、ドラッカーの思想を

基に考察し、提言につなげたい。 
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Ⅱ．少子化の原因 
１．人口ピラミッド 

 

 
（総務省統計局ホームページ「国勢調査ｅガイド 人口ピラミッド」） 

 
図は、1970 年より 40 年置きに、年齢ごとの人口を示した人口ピラミッドである。 
1970 年の人口ピラミッドは富士山型をしており、若い世代で高齢者を支えていることが分かる。 
2010 年の人口ピラミッドは、国勢調査による結果であり、現在すでに問題視されている少子高齢化

が始まっている事が分かる。現在生まれている子供達の数は、50 代や 40 代の半数程度である。 
2050 年の人口ピラミッドは、推計によるものである。年齢が低くなるにつれて更に先細りになって

いる形状であり、少子化に歯止めがかからず更に出生率が下がっていくという想定に基づいている。

更なる少子化を止めないと、少子高齢化の問題は我々の社会にずっとつきまとう事になる。 
 
 

1970 年 人口ピラミッド 2010 年 人口ピラミッド 

2050 年 人口ピラミッド 
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２．少子化の原因 
（１）結婚しない理由 

 
（国立社会保障・人口問題研究所ホームページ「第 14 回出生動向基本調査 結婚と出産に関する全国調

査 独身者調査の結果概要」） 
 

独身者を対象にした上記調査結果によると、独身に利点ありと回答した人の割合は、近年では 80％
以上となっている。 

 

（国立社会保障・人口問題研究所ホームページ「第 14 回出生動向基本調査 結婚と出産に関する全国調

査 独身者調査の結果概要」） 
 

独身者を対象とした結婚しない主な理由は、「必要性を感じない」「自由さや気楽さを失いたくない」

というものである。結婚できない主な理由は、「適当な相手にめぐり会わない」「結婚資金が足りない」

というものである。 
まとめると、結婚しない主な理由は、独身生活に満足しており状況変化を望まないという事と、結

婚に向けた経済的な事と言える。 



ドラッカー「マネジメント」研究会 「少子高齢社会」分科会 

©2016 Drucker “Management” Study Group 

116 

 
（２）子どもを持たない理由 

 
（国立社会保障・人口問題研究所ホームページ「第 14 回出生動向基本調査 結婚と出産に関する全国調

査 夫婦調査の結果概要」） 
 

妻を対象にした理想の子どもを持たない理由で圧倒的に高い割合なのは、「子育てや教育にお金がか

かりすぎるから」であり、続いて「自分の仕事に差し支えるから」であった。 
多くの子どもを望まないのは、経済的な理由と、仕事を今までのように続けたい、つまり自分の生

活を変えたくないことだと言える。 
 

３．少子化についてのドラッカー思想 
（１）少子高齢化の始まり 

「あらゆる先進国において、1960 年ないしは 61 年から、出生率の劇的な低下が始まっていた。そ

の結果、70 年代の半ば以降は、10 代の人口が急激に減少し始めた。若者文化は、一時的な現象に過

ぎなかった。」（『見えざる革命』p36） 
「今日十六、七歳という年齢に達しつつある少年たちは、すでに出生率が低下した時代に生まれた

子供たちである。 
この出生率の低下は、1960 年に始まり、わずか数年のうちに出生率を四分の一以上減らした。若者

の時代は完全に終わった。」（『見えざる革命』p129） 
「この高年人口比率の悪化について深刻に考えている者がいるようには見えない。それどころか政

治家、経済学者、労働組合の指導者のいずれも、被用者が社会保障年金や私的年金への拠出増に反対

するはずはないと決めている。」（『見えざる革命』p63） 
 
 
 
 
 
 
 

少子高齢化は日本だけではなく世界的な現象である。それは突然始まって、急激に進行

した。 
「見えざる革命」は 1970 年代の執筆であるが、少子高齢化黎明期のその頃に、深刻に

考えている者たちはいなかったのかもしれない。 
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（２）予想できない少子化 

「1940 年代のベビーブームとその後二回の少子化については、原因が分かっていない。 
～ 中略 ～ いま分かっていることは、現代社会の出生率を定めるものが何であるかについては何

も分かっていないということだけである。 
人口構造の変化こそ、ネクストソサエティにおいてもっとも重要な要因であるだけでなく、 も予

想しがたく管理しがたい要因である。」（『ネクストソサエティ』p18） 
「今日のあらゆる変化のうち、この先進国における少子化こそ、 も前例がなく、 も劇的であっ

て、かつそのもたらすものが も予測困難である。」（『明日を支配するもの』p57） 

 
 

 
 

ドラッカーでさえ、昨今の人口構造となる事は予想できないことであり、原因不明で管

理しがたいものであると唱えている。 
とするならば、いかなる対策を行ったとしても、コントロールできないのかもしれない。
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Ⅲ．少子化対策 
１．少子化のふたつの原因 
（１）経済的な問題 

出産から大学卒業までにかかる一人当たりの子育て費用の平均額は、2360 万円かかるとの調査結果

がある。年額では年齢によって幅はあるが 50 万円～200 万円であり、大学の 4 年間が も費用がか

かる。思春期の子どもが３人いる世帯においては、年額 400 万円程度が子育てにかかる計算になるた

め、住宅ローンを抱えながらこの費用負担は、一般のサラリーマンにするとかなり厳しい出費である。 
2360 万円のうち教育費（学費＋習い事）が占める割合は、おおよそ半分程度である。 
子育てにかかる費用を抑える方法は色々とあると思うが、割合的に大きい教育費の削減が効果的だ

と考える。 
 
（２）個人の価値観 

調査結果によると、独身にメリットがありその生活を失いたくない、子供を産むと仕事に支障が出

てしまうという人達が多い。このような個人主義の考え方に至るのは、我々が育ってきた環境による

ものが大きいと思う。 
1970 年代にマイホーム主義が流行となり、社会や企業ではなく自分や自分の家族を中心の考えを持

った人達が多くなった。そのような大人達に育てられた我々も、自然と同じような考え方を持つよう

になったと思う。社会との関わりよりも、知らず知らずのうちに個人の損得に比重を置いているため、

結婚や子どもを持つ事に価値を見出せなくなってきている人が多いように思える 
結婚しない、（意図的に）子供を産まないのは個人の選択であり自由である。しかしそれは個人の価

値観であり、社会の価値観と合っていないのではないだろうか。 
 
２．少子化対策についてのドラッカー思想からのヒント 

少子化対策について、ドラッカーがズバリ解決策を書いているものは少ない。よって、ドラッカー

思想よりいくつかヒントとなるキーワードを拾ってみたい。 
（１）日本の先送り政策 

「われわれにとって、まったく未経験の新しい問題が、先進国における破局的ともいうべき少子化

の進行である。 
（中略） 

も深刻なのが日本である。定年が早く、労働市場が硬直的であり、しかも大量移民を経験したこ

とがない。」（『明日を支配するもの』p52） 
「今日までのところ、日本は問題が突然なくなるか、徐々になくなるかすることを夢見ている。脆

弱な金融システムに取り組むことを先送りにしている。だが、時の経過とともに、そのような事はあ

りえないことが、さらに明らかになっていく。」（『ネクストソサエティ』p219） 
「経済的には、日本の農業政策は失敗だった。今日、日本の農業は先進国のなかで 低水準にある。

残った農民に膨大な補助金を注ぎ込みながら、かつてない割合で食料を輸入している。 
しかし、社会的には何もしないことが成功だった。日本にはいかなる社会的混乱ももたらすことな

く、いずれの先進国よりも多くの農業人口を都市に吸収した。 
（中略） 
彼らは小売業の問題にも取り組まなかった。六十年代の初めにいたってなお、先進国のなかでもっ
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とも非効率でコストの高い時代遅れの流通システムをかかえていた。 
しかし、官僚は近代化を助けることを拒否した。それどころか、スーパーやディスカウントストア

のような近代流通業の発展を妨げる規制を次々に設けた。 
（中略） 
40 年後の今日、流通業の問題は社会的にも経済的にもほぼ解消している。家族経営の商店はいまも

残っているが、特に都市部では、そのほとんどが小売りチェーンのフランチャイズ店になっている。」

（『明日を支配するもの』p245） 

 
 
「この対立の行方を投票によって決めるならば、高年者が勝つことはほとんど確実である。中年被

用者の支持を得る事ができれば、有権者のほぼ半数近くを制する。 
（中略） 
高年者は道義的にも強く主張できる。彼らは退職に備えて拠出してきた。完全かつ誠実に守ってき

た契約の履行を要求しているのであって、施しを請うているのではない。」（『見えざる革命』p218） 
 

（２）教育制度について 
「万人のための高度の基礎教育が 優先される。学校にとってはこれが必須の要件である。高度の

基礎教育なくして、社会は知識社会として機能できない。学生の一人ひとりに対し、成果をあげ、貢

献し、組織とともに働く能力を身につけさせることこそ、学校にとっての社会的責務である。そして、

新しい技術がまず影響を与えるのが、この万人のための基礎教育の領域である。」（『ポスト資本主義社

会』p250） 
「いま必要とされていることは、学校の本来の目的を再確認することである。学校の目的は、社会

の改革でもなければ社会の改善でもない。個々人の学習である。 
（中略） 
これは、リベラルや進歩派からはエリート主義と攻撃されるかもしれない。しかし、 もエリート

主義的な学校を有する日本が、 も平等な社会を作り出している。中以下の生徒でも、高度な能力を

身につけると同時に、物事を達成し成果をあげる能力を手にしている。しかも日本の学校では、基礎

教育が第一とされ、他のことはすべてそのあとに位置づけられている。」（『ポスト資本主義社会』p253） 

これこそが、日本の少子高齢化対策の行く末を暗示している。 
日本は歴史的に見てもどうにもならなくなるまで先送りする文化であり、それで成功し

てきた。思い知らされない限り、変化を拒み、既得権を持つ者は行使し続けるのである。

少子高齢化は問題として認識されているが、おそらく破綻するまで現在の構造を劇的に

変えることはできないのだろう。 

構造を変えるために舵を切ろうとすれば、選挙によって高齢者が勝つ。つまり、少子

高齢化解消に向けて、政策の劇的な変化は望めないということである。 
しかしそれは国民の選択であり、民主主義のシステムの宿命である。 
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「われわれは、よい学校、よくない学校という。一流校、一般校という。日本では一握りの大学が、

就職上有利になっている。フランスではグランゼコール（大学校）が、権力と権威をめぐって似た位

置にある。イギリスではオックスフォードとケンブリッジが、もはや絶対的ではないとしても、依然

として高等教育における巨大な力となっている。 
大学にはありとあらゆる種類の尺度がある。博士課程へ進む者の割合もあれば、図書館の蔵書数も

ある。ところがわれわれは、『学校の成果が何であり、何であるべきか』との問いだけは発していない。

われわれは間もなく、この問いに答えなければならなくなる。 
教育にあまりに金がかかるようになったため、学校も責任をもたないわけにはいかなくなった。 
（中略） 
教育があまりに重要な存在となったために、学校は自らの成果について考えるとともに、その成果

の達成について責任をもたないわけにはいかなくなった。」 
「学校は、すでに教育の提供者としての独占的地位を失いつつある。もちろん学校間にも常に競争

はあった。 
（中略） 
今日、先進国における学校間の競争のように厳しく容赦ない競争は、産業界でもあまり見られない

ほどである。しかも競争は、学校と非学校（ノンスクール）との間でも行われるようになった。今後

はさらに多様な機関が、それぞれの教育方式をもって挑戦者としてこの分野に参入してくる。 
これら新事業のかなりの数は失敗するかもしれない。しかし、開始される事業の数は多い。ポスト

資本主義社会において、知識が唯一の資源となるのに伴い、知識の生産者兼流通業者たる学校の社会

的な役割と独占的な地位は、いずれも挑戦を受ける運命にある。そして、挑戦者のうちのある者は、

必ず成功する。」（『ポスト資本主義社会』p262） 

（３）個人の価値観 
「今日のような都市への人口流入は、史上例がないだけではない。いずれの国でもうまく行ってい

ない。この新しい人間環境としての都市社会の行方は、そこにおけるコミュニティの発展いかんにか

かっている。」（『ネクストソサエティ』p268） 
「人はコミュニティを必要とする。建設的な目的をもつコミュニティが存在しないとき、破滅的で

学校の も重要な役割は、万人に基礎教育を身に着けさせることである。 
そして、日本では平等な教育がなされていて、多くの学生が基礎教育を身につけるこ

とができているとドラッカーは言っている。 
では、日本の教育制度はこのままでよいのだろうか。多くの人たちが子育てにお金が

かかり過ぎだと子供を産むのを躊躇している中、高額な教育費がかかるのは仕方ないこ

となのだろうか。 

そのうち、学校は責任を負わなければならなくなる。裏を返せば、現在の学校は責任

を負っていない。 
日本の有力大学はまだ大きな競争にさらされていない。個人の能力ではなく、知名度

の高い大学を出たというだけでもてはやす社会があり、その既得権を持っているからで

ある。 
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残酷なコミュニティが生まれる。」（『ネクストソサエティ』p271） 
 

 
「組織には価値観がある。そこに働く者にも価値観がある。組織において成果をあげるためには、

働く者の価値観が組織の価値観になじまなければならない。」（『プロフェッショナルの条件』p117） 
 
「私自身、成功していたことと、自らの価値観との違いに悩んだ。1930 年代の半ば、ロンドンの投

資銀行で働き、順風満帆だった。強みを存分に発揮していた。しかし、金を扱っていたのでは、世の

中に貢献している実感がなかった。私にとって価値あるものは、金ではなく人だった。自分が金持ち

になることにも価値を見出せなかった。」（『プロフェッショナルの条件』p118） 

 
Ⅳ．まとめ 
１．少子化の原因とドラッカー思想の要点 

今回の分析により、少子化には以下のふたつの原因があると考えた。 
 
・ 経済的な問題。特に教育に費用がかかり過ぎる。 
・ 個人の価値観の問題。独身生活、子どもを持たない生活を維持したい人が多い。 
 
また、少子化に関するドラッカー思想の要点は以下の通りであった。 
 
・ 今の人口構造（少子高齢化）は予想しがたく管理しがたい。また、それがもたらすものは予測

困難である。 
・ 日本は問題を先送りする文化であり、おそらく破綻するまで少子高齢化問題も先送りする。 
・ 学校は成果の達成について責任を持たなければならなくなる。学校はノンスクールを含めた競

争にさらされる。 
・ 社会が成果をあげるためには、個人の価値観と合わなければならない。ドラッカーは金ではな

く社会に貢献することに価値を求めた。 
 
これらを踏まえた上で、我々はどのように少子高齢化に向き合っていけばよいのだろうか。 

ドラッカーは個人の価値観は組織の価値観と合わなければならないと言っている。

「組織」を「社会」に置き換えてみると、少子化解消に向けたヒントになると思う。 
ドラッカーは金持ちになりたいという資本主義社会の価値観を捨て、個人の損得では

なく、社会貢献する道を選んだのである。 

人にはコミュニティが必要である。 
しかし、現在の日本では、個人の利益を優先する考えが蔓延しており、コミュニティ

の大切さはないがしろにされがちである。 
我々は建設的な目的のコミュニティをつくり、そこに貢献していく必要がある。 
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２．既得権の崩壊 

ドラッカーの言葉にもあるように、日本は先送り政策で今までの難局を乗り切ってきた。これらの

例を見ても、日本政府は少子高齢化問題に対して思い切った政策を取っていく事はあまり期待できな

い。 
これは必ずしも政府だけの責任ではなく、既得権を有する人達がそういった変革に向けた取り組み

を許さないからである。少子化問題に関連するのは、「有名大学であるという既得権」「高額年金が受

け取れるという既得権」に加え、独身である、子どもを持たないということも、個人主義という名の

既得権を得ていると言えるのではないだろうか。 
今のままの人口分布、今のままの経済状況、今のままの価値観で行けるところまで行き、どこかで

破綻が起きるのが日本の将来のシナリオなのではないだろうか。 
破綻を未然に防止するために、我々にできることは少ないと思う。我々は、来るべき日に備えて心

構えをしておくことが大切である。 
日本人は変革に対応するのが得意である。明治維新、第二次世界大戦での敗北の後、一夜にして劇

的な変革を受け入れて成長してきた。 
少子高齢化社会が進み破綻がやってきたとき、我々はそれを受け入れて変わる必要がある。 

 
３．学校に望むこと 

ドラッカーが言うように、学校の既得権は長く続かないのかもしれない。学校がノンスクールを含

めた競争にさらされ、成果を求められ、責任を負わなければならなくなったときに、既得権は崩壊す

るに違いない。その時を見据えて、学校は生産性を上げるべきである。学校の運営者は、必要以上の

過剰設備を行うのではなく、コストダウンをミッションに組み入れるべきである。結果として、学費

の抑制につながり、少子化の緩和につながっていく。 
我々個人としても、より厳しい視点で学校を見ていく必要がある。教育に金がかかると嘆くのでは

なく、コストに見合った教育、個人の能力を高める教育が受けられているかどうか、見極めていくべ

きである。 
 
４．個人として向き合う 
（１）コミュニティとのつながり 

皆がコミュニティの一員となり、社会とのつながりを大切にしなければならない。ここでいうコミ

ュニティとは、家族、地域、企業、国家などである。助け合わないと成長は望めない。 
ドラッカーのように社会貢献に価値を見出さなければならない。個人の損得を中心に考えていては

いけない。戦後のマイホーム主義で築かれた価値観を、その時こそ捨てるときである。いかにコミュ

ニティに貢献できるかを考える必要がある。 
 
（２）次世代を育てる喜び 

将来に向けた人材育成や世代交代も視野に入れるべきであり、優秀な若者を育てるのが重要な役割

である。少子高齢化の人口分布には歯止めをかけなければならない。自分が自由でいたいからという

理由で家族を持たないのではなく、家庭を営んでコミュニティを築く喜びを感じるべきである。 
また、家庭は節約することが大切になってくる。特に、子育てに費やすコストを削減し、家庭も生
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産性を上げなければならない。企業も家庭も、見栄や世間体に惑わされることなく、本当に優秀な知

識労働者を育て、活躍の場を提供する必要がある。 
 
（３）破綻を防止するために 

日本は先送りする文化であり、破綻するまで何もしない（できない）のではないかと前述した。 
では、果たして破綻を防止する方法はないのだろうか。残念ながら一個人の努力だけで成し遂げる

のは難しいと言わざるを得ない。では、自らは心構えをしつつ、成り行きを見守るしかないのだろう

か。 
今回、少子化について調査して分かったのは、同じように現状に危機感を持っている人達が多数い

ることである。インターネット上のあちこちにそのようなコラムが存在している。高齢者の方々の孫

世代を心配する声、子どもを持たないことを良しとする若い世代の価値観を危惧する声、現在の学校

教育の在り方に疑問を呈する声があった。 
そうであれば、このような同士を集めて息吹をあげることによって、世論を揺り動かすことができ

るかもしれない。多くの人達が問題解決に向けた価値観を指し示すようになれば、世の中はきっと変

わっていく。既得権を持ち続けようとしている人達が、これではいけない、恥ずかしいと思うような

世の中になっていくのではないだろうか。 
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少子高齢社会における活力をもって生きるためのマネジメント 

～「生きるに値する」社会づくりのための自らと組織の創世 ～ 
 

森岡謙仁 
［はじめに］ 
 
  少子高齢社会が、私たち日本の将来に挑戦している。この状況をイノベーションの機会としてとら

える立場から、「如何にしてイノベーションを起こすことが可能か」「具体的にどのようなイノベーショ

ンが出来るか」についてまとめたい。 
 どのような人口構造であったとしても、「自由で機能する社会」と「人生の質の充実」を目的とする

ことは、ドラッカー「マネジメント」が求めるところである。日本の少子高齢社会の現状は、数十年先

まで続くと思われる。この間、社会が活力を失わずに、新しい我が国の社会を実現するには、どのよう

に生きるべきか、働くべきかが、一人一人に問われている。本成果物は、少子高齢社会を絶好のイノベ

ーションの機会として捉え、一人一人が身近なところから取り組むことが可能な「実践」について、ド

ラッカーの言及と著者の知見をまとめたい。現状理解の根拠は、厚生労働省の厚生労働白書（平成 25
年版、平成 26 年版）におく。本論により、人口構造の変化に振り回されない社会を築く方法について、

提案をしたい。仮に、心身の健康を失い社会に貢献できなくなった時には、社会福祉を利用するという

社会福祉経済への貢献によって、社会との建設的な関わりをもち続けることができると考える。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ドラッカー「マネジメント」の実践により形成される生き方は、社会との建設的な関わり方を

持ち続けることになるし、そこには少子高齢社会という人口構造には左右されない「自由で機能

する」社会の創世が期待される。 



ドラッカー「マネジメント」研究会 「少子高齢社会」分科会 

©2016 Drucker “Management” Study Group 

125 

１章．エコロジー的社会分析 

１．少子高齢社会だけではない、社会生態学的な分析 
 
１）若者の生き方 
    厚生労働白書（平成 25 年版）は、若者（15～39 歳）の意識の変化を分析している。本書の 

理解を促進するために、「平成 25 年版 厚生労働白書－若者の意識を探る－【概要】厚生労働省」 
の要点を記載する。 

 
（１）若者を取り巻く社会経済の変化 

若者を取り巻く社会経済の特徴を、次のように挙げている。 
   

①長引く厳しい経済雇用情勢 
    高度経済成長期や安定成長期に比較して、バブル崩壊以降は、1990年代は年率1.5％であった 

ものが、2000年代は0.6％と低い経済成長率が続いている。また、1980年と比較すると、完全失 

業率、長期失業者数、非正規雇用の労働者数は増加しており、若年層も同様にこれらの割合は増 

加している。 

  ②国際的な経済競争の激化 

    世界における日本や先進諸国のGDPシェアは、低下しているが、アジア諸国など新興国のシェ

アは拡大している。また、日本企業の海外生産比率は上昇しており、今後も上昇は続くと予想さ

れる。対外直接投資について見ると、製造業だけでなく、小売業、サービス業も増加する傾向に

ある。 

  ③高学歴化とネットワーク社会の進展 
我が国の大学進学率は上昇しており、男女とも約半数が大学に進学している。また、インター 
ネットとモバイル端末の普及によりコミュニケーションや情報収集の仕方が変化している。 

 
（２）多様化する若者の生き方（ライフコース） 
    このような社会経済環境の中で、若者の生き方は、自ずと変化している。 
  ①現状に満足している若者 

若者（15～39歳）の約６割は、現在の生活に満足しており、現在の30代は、過去の同年代と比 

較して満足度が高い。満足感が高い理由は、身近な人とのつながりによるものが大きい。 

  ②未来に不安を感じている若者 
    日本の未来に対して、半数近くが不安を感じており、その理由としては、厳しい財政状況や社

会保障の負担増、少子化等による経済停滞と、厳しい雇用情勢などがある。 

③若者の結婚に関する意識 
    晩婚化と晩産化が同時に進行している。また、未婚率も上昇しており、多くの女性が高い 

     年齢になっても、未婚でいる状況が増加している。従来あった「結婚するのが当たり前」 

という社会の圧力は弱まる中、「結婚は人生の選択肢の一つ」との意識に変化した。その反 

面、若者の結婚願望は９割弱という高い割合である。結婚するかしないかの自由度も高まって 

いるといえる。 
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（３）結婚の壁 
    同白書では、「結婚へのハードル」と云っており、次を挙げている。 
  

 ①結婚相手 
異性の友人がいない割合は男性で約 6割、女性で約 5割であり、結婚相手の候補といえる 

交際相手がいる若者は限定的であると云える。 
  ②収入 
    無職や非正規雇用の労働者は正規雇用の労働者に比べて結婚意欲が低い傾向にある。また、  

年収 300 万円未満では既婚率が１割に満たないが、300 万円以上 400 万円未満では 25％ 
を超えており、「300 万円が一つの壁」だと思われる。 

 
（４）出産と子育てについての意識 
    同白書では、少子化の直接の原因を出生力（夫婦の 終的な出生した子供の数）の減少を挙げ

ている。 
 ①出生力の低下 

    出生数は減少しており、夫婦の 終的な平均出生子ども数（完結出生児数）は低下傾向が続い

ている。 

  ②理想とする子供の数 
    子どもは「生きがいであり、希望」という意識が強く、理想とする子どもの数は２人を超えて

いるが、約３割は実現できないでいる。 
  ③理想の子ども数、実現の壁 

理想の子ども数を実現するためには、全体としては経済的な理由を乗り越える必要がある。ま

た、妻の年齢が 30 歳未満では経済的な理由、35 歳以上は年齢・身体的な理由の割合が増加して

いる。 その他にも次にあげる壁が存在する。 
     ・経済的な側面  

非正規雇用の労働者の増加等により、子育て世代の収入は減少あるいは、低い。  

・年齢・身体的な側面  

晩婚化の影響で出産が遅れ、結果的に希望の子ども数を実現できない。  

このことから、妊娠・出産等に関する知識を持った上で、自分のライフプランを考え

ていくことが重要であると考えられる。 

  ④子育てサービスの充実と男性の育児参加 
働く女性を中心に、子どもが風邪などの病気にかかった際の保育の充実や、保育所等の利用時

間の延長に対する要望が強い。  
    このことから、次のことが云える。 

      ・子育ての苦労や課題を夫婦間で共有することが大切である。  

・夫の家事・育児時間が長いほど、第２子以降が生まれる傾向がある。夫の育児参加はわ

ずかながら広がりつつあり、若い世代の積極的な姿勢に期待したい。 
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（５）仕事に関する意識 
    若者の仕事に関する意識には、次の変化が出ている。 
    

①若者の仕事に関する状況 
・若者をめぐる就職環境は依然として厳しい。 

・企業と学生との間のミスマッチがある。 

・未就職者が存在する。  

・不本意な非正規雇用の労働者が増加しており、男性を中心に正社員への転換を希望している。 

・ 若者の働く目的としては、楽しく生活することを重視している。 

・能力・個性の発揮を求めて長期雇用の下でのキャリア形成を志向している。  

  ②今後の対策として望まれること 
・ミスマッチを解消するために、マッチング強化やキャリア教育を充実する。 

・未就職者や不本意な非正規雇用の労働者の増加を防ぐため、就職をあきらめさせない支援が 

 必要である。 

・非正規雇用の若者に対する正規雇用化や能力開発機会を確保する。  

・急速な人口減少、激化する国際競争の中で、社会経済の活力を維持し、若者が希望を持っ  

て働き続けていくために、若者の能力を十分に発揮できる環境を整備することが重要である。 

  ③若者の「働く目的」意識 
    働く目的は、経済的豊かさよりも楽しく生活することを重視する傾向がある半面、会社の選択

に際しては、能力・個性の発揮を求め、長期雇用の下でのキャリア形成を志向している。 

 
（６）女性のライフステージに応じた就業支援 
   女性の仕事に関する状況には、次の特徴がある。 
 

①女性の就業継続への意欲は高まっている。 

②「結婚・出産・子育て等による家庭での責任」と「仕事」の両立の負担感から、依然として 

出産後の継続就業率は約4割と低く、女性管理職比率も低い。  

  ③今後の対策 

今後は、仕事と子育ての両立や再就職の支援といった女性のライフステージに応じた支援を  

行うことが必要であり、男女ともにワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進 

していくことが必要である。 

 
（７）仕事に困難をもつ若者 
 
   潜在的な就労希望を持っているにもかかわらず、多様な事情からニート（就労・通学・家事の 

いずれもしていない状態）になっている若者がいる。  

これらの若者については、職業的自立がなされず、社会とのつながりを失うばかりでなく、社会 

にとっても損失である。  

一人一人の置かれた状況に応じて、職業的自立に向けた継続的・包括的な支援が必要である。 
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２．健康長寿社会の実現に向けて 
 
 厚生労働白書（平成 26 年版）は、少子高齢社会を、新たな社会づくりの視点でとらえている。本書

の理解を促進するために、「平成 26 年版 厚生労働白書－健康長寿社会の実現に向けて－～健康・予防

元年～【概要】厚生労働省」の要点を記載する。 
 
１）我が国における健康をめぐる施策の変遷 
  その特徴は、次の通りである。 
（１）明治期より戦後まで（衛生水準の向上が中心） 
   ①1880年（明治13年）「伝染病予防規則」の制定に代表される、コレラなどの急性感染症対策に 

重点が置かれていた。 

②1897年（明治30年）「伝染病予防法」の制定など、明治中期以降は、結核など慢性感染症対策 

も実施された。 

   ③戦時体制の時代においては、保健所法の制定（1937年）や厚生省の設置（1938年）があった。 

   ④終戦直後においては、急性感染症対策として、「予防接種法」を制定（1948年）したり、結核 

対策として「新結核予防法」を制定（1951年）して、公費負担医療等が開始された。 

   ⑤労働基準法等の制定と労働省が設置（1947年）された。 

⑥戦後は疾病構造が変化（1950年頃から成人病が増加する等）し、1951年の死因１位が結核から 

脳卒中になった。 

⑦国民皆保険が実現（1961年）し、高い保健医療水準を目指してスタートした。 

 

（２）東京オリンピックよりバブル崩壊期まで（衛生水準の向上が中心） 
   ①東京オリンピック（1964年）を契機として「体力つくり国民運動」が始まった。 

②乳児死亡率が低下し、平均寿命が伸長した。 

③栄養状態や体位も改善する一方で、成人病が増加する。 

④第１次国民健康づくり対策（1978年～）、同対策の第２次（1988年～）を実施した。 

⑤加齢に着目した「成人病」から発症過程に着目した「生活習慣病」へ（1996年公衆衛生審 

議会）との認識の変化があった。 

⑥地域保健対策の再構築として、「保健所法」から「地域保健法」へ（1994年）、また、市町 

村と保健所の役割を明確化した。 

⑦母子・老人保健、労働分野における対策も推進された。 

 

（３）バブル崩壊期より現在（健康づくり対策の本格化） 

    ①厚生労働省が発足（2001年）する。 

②「健康日本21」の策定（2000年）と「健康増進法」の施行（2003年）などにより、疾病構造 

の変化に対応し、生活習慣の改善目標等を掲げた国民的な健康づくり運動が本格化した。 

③介護保険制度における予防重視型システムへの転換（2006年）によって、予防給付の見直し 

や、地域支援事業の導入等があった。 

④特定健康診査・特定保健指導が開始（2008年）され、生活習慣病対策推進のため、「メタボ 

リックシンドローム」が着目された。 
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２）健康をめぐる状況と意識 

 

（１）健康寿命では世界第一位 

我が国は世界 高水準の長寿国であると同時に、健康寿命では男女とも世界一位であるものの、 

  「健康寿命」という言葉の認知度は３割程度である。 

    ①平均寿命と健康寿命（※）の差は男性で約９年、女性で約13年。 

（※）健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を云う。 

②平均寿命と健康寿命の差が開くと、医療費・介護費の負担が大きくなる。高齢化に伴い 

今後更なる医療費等の増大が予想される中、個人の生活や幸せのためにも、健康寿命を延伸 

させるとともに平均寿命との差を縮めることが重要である。 

  

（２）健康意識 

   「健康」は幸福の判断要素として も重要であることと、白書は指摘している。 

①健康かどうか判断する際、主に身体的側面を重視している。 

②７割以上の人が自分を「健康」であると考えている一方で、健康に関して何らかの不安を 

抱く人も約６割いる。 

③健康に関して何らかの不安を抱く人のうち約５割が体力の衰えをあげたほか、若者はストレ 

ス､高齢者は持病を不安要素としてあげる。 

   

（３）生活習慣 

    国民の生活習慣は次のように特徴づけられる。 

    ①塩分や脂肪分を過剰に摂取する傾向が見られる。 

    ②約６割の人がバランスをとれた食生活の実践を考えている。 

    ③食生活の欧米化のため、男性の肥満割合は増加の傾向がある。（40代、50代が多い） 

④年齢が上がるにつれ、健康のために運動や定期健診の受診を行っている。 

 

（４）死因 

    死因の特徴は次の通りである。 

    ①死因の約６割は、がんや心疾患などの生活習慣病である。 

     （国民医療費の約３割である） 

②死因の第１位はがん、第２位は心疾患である。 

     

（５）健康行動 

    過半数の人が健康のために具体的に気をつけていることを次に挙げる。 

①「食事・栄養」や「睡眠・休養」に気を配っている人は５割を超える。 

②健康診断の受診や運動・スポーツをする人の割合は年齢が上がるほど高くなっている。 

③生活習慣病を予防するために、栄養バランスの良い食生活と適度な運動に加え、健診・検診を 

受けることも重要。特定健診やがん検診については、受診率の向上（目標として、特定健診： 

70%、がん検診：原則50%）が求められている。 

   ④男性の飲酒習慣および喫煙の割合は、低下傾向にある。 
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３）精神的・社会的な健康 

（１）心の状態 

    ストレスや不安、不十分な睡眠などは、健康を害する原因でもある。 

   ①約７割の人が普段から不安や悩みを感じており、若い人ほどその割合が高く、不安の内容は 

世代間で差がある。 

②睡眠で休養が十分とれていない人は約４割である。 

③今よりもっと休みがとれたら外で過ごしたいと思うが、現実には家の中で過ごすことが多い。 

④近所で協力し合う人がいない人が多いが、地域での助け合いを望む人の割合は増えている。 

（２）世代別幸福度 

    幸福度を自己採点（10点満点）してみると、次の通りである。 

   ①全体は、6.38点。 

   ②20～39歳は、6.03点。 

   ③40～64歳は、6.25点。 

   ④65歳以上は、6.92 

⑤若い世代の幸福度が低いのは、職場等でのストレスの影響が考えられる。 

（３）悩みとストレス 

    悩みやストレスについてみると、次の通りである。 

   ①全体は、「自分の健康・病気」「生きがい・将来のこと」「収入･家計・借金」が多い。 

   ②20～39歳は、「生きがい・将来のこと」「収入･家計・借金」「仕事上のこと」が多い。 

   ③40～64歳は、「収入･家計・借金」「生きがい・将来のこと」「自分の健康・病気」「仕事上の 

こと」の順である。 

   ④65歳以上は、「自分の健康・病気」「生きがい・将来のこと」「収入･家計・借金」が多い。 

    

（４）自殺 

    自殺についての特徴は次の通りである。 

   ①平成25年中の自殺者は、27,283人。 

   ②そのうち「病気の悩み・影響（うつ病）」を原因・動機とする人が5,832人であった。 

③「病気の悩み・影響（うつ病）」を含む「健康問題」を自殺の原因・動機とする人は13,680人

で、自殺の原因・動機の中で も多く、年間自殺者数の約半数を占め、更にその4割以上が「病

気の悩み・影響（うつ病）」であった。 

④「健康問題」を自殺の原因・動機とする人は、20代以上の全ての年代で も多かった。 

   ⑤15歳～39歳までの死因の1位は、自殺である。 

   ⑥40歳～49歳までの死因の1位はがん、2位は自殺である。 

   ⑦50歳～54歳までの死因の1位はがん、2位は心疾患、3位は自殺である。 

   ⑧55歳～64歳までの死因の1位はがん、2位は心疾患、3位は脳血管疾患、4位は自殺である。 

   ⑨20代の死因の半数は自殺であり、その動機や原因の約4割が仕事関連の悩みとうつ病である。 
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２章．我が国及び厚生労働省の方向性と取組み 

１．我が国の方向性（目指す社会の姿） 

 

１）日本再興戦略 

3.11の東日本大震災の復興の 中、2013（平成25）年6月には、「日本再興戦略」が閣議決定され

た。ここでは、３つの活動計画が定められたが、このうち、戦略市場創造プランのテーマとして「国民

の「健康寿命」の延伸」があげられた。ここでは、2030（平成42）年のあるべき姿を「予防サービスの

充実等により、国民の医療・介護需要の増大をできる限り抑えること、より質の高い医療・介護を提供

することにより「国民の健康寿命が延伸する社会」として定め、実現に向けた「中短期工程表」には、

「2020年までに国民の健康寿命を1歳以上延伸」という目標が記載された。 

 

２）目指すべき社会の姿 

健康日本21（第二次）策定（平成25～34年）の背景と10年後に目指す姿は、以下のとおり。 

  目指すべき姿は「すべての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる社会」とした。 

その達成された姿には、次の状況が見られるとした。 

①子どもも大人も希望のもてる社会 

②高齢者が生きがいをもてる社会 

③希望や生きがいをもてる基盤となる健康を大切にする社会 

④疾患や介護を有する方でもそれぞれに満足できる人生を送ることのできる社会 

⑤地域の相互扶助や世代間の相互扶助が機能する社会 

⑥誰もが社会参加でき、健康づくりの資源にアクセスできる社会 

⑦社会環境の改善を図り、健康格差の縮小を実現できる社会 

 

２．厚生労働省及び我が国の施策の方向性 

  健康増進法に基づく「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」（平成15年厚

生労働大臣告示）を改正し、第1次健康日本21（平成12年度～平成24年度）では、具体的な目標を健

康局長通知で示していたが、目標の実効性を高めるため、大臣告示に具体的な目標を明記する。 

   

また、健康増進に関する５つの基本的な方向を次のように定めた。 

①健康寿命の延伸と健康格差を縮小する 

・生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき 終的な目標を設定する。 

 例）健康寿命の延伸 

（2010年、男性70.42年、女性73.62年。 

目標2022年、平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加） 

・国は、生活習慣病の総合的な推進を図り、医療や介護など様々な分野における支援等の 

取組を進める。 

②生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）を予防）する 

・がん、循環器疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患（COPD）に対処するため、一次予防・重症 

化予防に重点を置いた対策を推進する。 
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・国は、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康に有益な行動変容の促進や社会環境の整備

のほか、医療連携体制の推進、特定健康診査・特定保健指導の実施等に取り組む。 

 

③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上させる 

・自立した日常生活を営むことを目指し、ライフステージに応じ、「こころの健康」「次世 

代の健康」「高齢者の健康」を推進する。 

     例）「自殺者の減少」「気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の 

減少」「メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加」について目標 

を設定した。 

     例）高齢者の健康増進としては、「介護保険サービス利用者の増加の抑制」「認知機能低下 

ハイリスク高齢者の把握率の向上」「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を認 

知している国民の割合の増加」について目標を設定した。 

・国は、メンタルヘルス対策の充実、妊婦や子どもの健やかな健康増進に向けた取組、介護 

予防・支援等を推進する。 

 

④健康を支え、守るための社会環境を整備する 

・時間的・精神的にゆとりある生活の確保が困難な者も含め、社会全体が相互に支え合いな 

がら健康を守る環境を整備する。 

・国は、健康づくりに自発的に取り組む企業等の活動に対する情報提供や、当該取組の評価等 

を推進する。 

 

⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善

及び社会環境を改善する 

・上記を実現するため、各生活習慣を改善するとともに、国は、対象者ごとの特性、健康課題 

等を十分に把握する。 

 

３．ソーシャル・キャピタルの推進 

 

これは、アメリカの政治学者ロバート・パットナム（Robert David Putnam）教授が提唱したも

ので、人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることのできる、「信頼」

「規範」「ネットワーク」といった社会組織の特徴をもつものをソーシャル・キャピタルと定義し

ている。 

   さらに地域保健対策の推進のために、ソーシャル・キャピタルを「地域に根ざした信頼や社会規

範、ネットワークといった社会資本等」とし、住民による共助（例えば、市民ボランティアによる

市民の健康づくりの普及啓発など）医療、介護、福祉等の連携強化、地域の健康危機管理体制の確

保、学校保健との連携などに支援することとしている。 

 

４．自治体・企業・団体の取組みとその分析 

 

国と厚労省の方向性と施策を受けて、自治体、企業、団体での取り組みも活発化してきた。 
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白書にも相当数の事例がとりあげられている。その一例を次に挙げる。   

また、これらの取り組みを分析し、取り組みを成功させる５つの重要な要素（３つのポイントと

２つの留意事項）を、白書は挙げている。 

 

（１）ＩＣＴの活用 

   健康寿命を延伸に対する試みが期待通り進んでいるものか、どうかをみるには、測定指標が必要 

である。この測定指標は、個人の健康や健診データを基礎にしたものにならざるを得ない。これは、

個人、自治体、企業、団体、厚労省、国も同様である。例えば、株式会社タニタは、会社の主力商

品が健康関連であることから、社内のメタボリックシンドローム該当者を減らす取組みが、リスク

回避と、商品化にもつながるということで、ICTを活用した健康管理システムを構築した。 

（２）「対象の明確化」と「課題の見える化」 

   健康寿命を延伸するのは、各個人が対象となるが、これは地域別、年齢別、生活習慣別、健康に 

対する興味別など、きめ細かく対象を絞り、その「個人が求める価値」を満たす「健康寿命を延伸 

するサービスの提供」が不可欠となる。このように「個人が求める健康寿命の延伸サービス」は、

「各自の課題を見える化」することが前提となる。 

（３）動機づけ（インセンティブ） 

   健康寿命を延伸する取り組みを促し維持するためには、何らかのやる気を引き出す「動機づけ（イ

ンセンティブ）」が要る。各自の健康状態をグラフ化して、日々の生活習慣との関連性を見える化

し、食を含めた生活習慣の改善にフィードバックする、などの仕組みが不可欠である。良い生活習

慣を作り上げていく上での賞罰的な考えの導入も検討に値する。 

例えば、三菱電機株式会社は、三菱電機グループヘルスプラン21（MHP21）に基づき全社をあげ

て生活習慣病予防に取り組む中で様々な動機づけを行っている。具体的には、①各社員が「MHP21

ステージ健康カード」に目標を記入して宣言するとともに達成度合いを定期的に記入し、目標を達

成した場合には表彰を行っている。 

（４）連携・協働 

   静岡県と藤枝市が行っている「健康マイレージ」等の取組みは、企業店舗の参画と協力を得るこ

とで事業が軌道に乗ることができ、また経費節減も実現できた。また、呉市のジェネリック医薬品

使用促進通知や糖尿病性腎症等重症化予防事業の取組みは、医師会、薬剤師会、大学、患者の家族

等の理解と協力の上に成立したと言えよう。 

   また企業での取り組みの例としては、株式会社大和証券グループ本社の場合、以前は人事部、産 

業保健スタッフ、健康保険組合が個別に実施していた健康増進の取組みについて、連携を強化する

ことで、イエローペーパーをはじめとする様々なアイデアが生まれ、実行に移すとともに、社員へ

の発信力が強化され、社員の健康意識が格段に向上した。 

（５）実行力 

   「健康寿命延伸都市・松本」を打ち出した松本市は、市の方針として街づくりの全ての分野で 

「健康」の視点から取組みを行い、世界中から有識者を集め「世界健康首都会議」を開催したりし 

ている。また、妙高市の場合、「元気いきいき健康条例」を定め、生活習慣病予防の健診受診な 

ど健康づくりに関する具体的な取組みや方向性を市として明確に示している。 

  また企業の場合も、経営の責任者である社長などの上層部の関与や判断が取組みを推進するに当た

って極めて重要になると思われる。 



ドラッカー「マネジメント」研究会 「少子高齢社会」分科会 

©2016 Drucker “Management” Study Group 

134 

３章．如何にしてイノベーションを起こすことが可能か 

 

１．1961年から始まった日本の少子化 

 

 我が国の戦後の合計特殊出生率は、終戦の特殊事情があった1947年に4.54あったものが、1956年に

2.22、1957年に2.04、1960年に2.00、1961年に1.96と2%を割り、統計的に現人口を維持できない状況 

になった。それから約50年後の2012年は1.41である。（平成25年版厚生労働白書より） 

 

日本は戦後復興を成し遂げたが、今後の少子高齢社会の状況は、代償としては決して小さくない。 

ドラッカーが云うように、「社会的責任についての要求は、多分に成功の代償である。」（『マネジメン 

ト』（上）P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ダイヤモンド社、p357）から、責任をとるべき段階に入った

と言える。 
 
 人間も生物である。生存環境が繁殖に適さなくなれば、その種は縮小し も不幸な場合には、絶滅へ 
と向かう。環境省の「生物多様性情報システム」を見れば、すでに人類史の産業革命以降、絶滅した種 
が想像以上に多いことが解る。そういえば、小学生の時に遊び相手だった“かたつむり”や“蓑虫”も 
近所ではすっかり見かけなくなった。少子化が進めば、高齢化が社会問題化するのは当然である。 
   

 『新しい現実』（P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ダイヤモンド社）第１０章において、地球環境問題 

を論じたドラッカーは、「今日危機にさらされているのは人類そのものの生存である。」（同p148）と警 

告を発したのが1989年のことである。 

 

 それから26年を経た現在においても、私たち人類は、地球環境問題について、具体的かつ有効な対策 

をとっているという実感は、乏しいように思える。社会生態的な視点から見れば、少子高齢社会を招い 

たのは、私たち自身の生き方・働き方であることはかなり疑いのない事実ではないだろうか。 

 

 人間の生存基盤としての自然・経済・コミュニティの３つのシステムからなる社会環境を破壊し続け 

ているとしたら、成功の代償などと他人事では済まされないし、将来の子供たち若者に対して無責任 

ではないだろうか。 

  

２．政策や立法の責任 

 

 「非正規職員４割超、公立保育園、低賃金鮮明に、明星大、都内調査」（日本経済新聞、2015年2月 

15日、朝刊）の見出しで、「東京都内の公立保育園で非正規として働く職員の割合が４割を超えるこ 

とが14日までに、明星大（東京都日野市）の垣内国光教授らの調査で分かった。年収は200万円未満が 

８割に達し、うち100万円未満も４割超に上った。」という記事があった。 

 

働いている非正規職員の５割超が、今後雇用契約が更新されなくなる不安について「大変不安」「不 

安」「やや不安」と答えたというのだ。働く職員が将来の雇用に不安を抱える中、子供たちに適切な保
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育を提供できるのか懸念される。 

これに対する政治家の答弁は、「政策目標には掲げている」とのお決まりの答えであり、改善すると 

のコミットメントは無い。厚生労働白書が明らかにした「結婚の経済的な壁である３００万円」が、低

迷する出生率の前に立ちはだかる。知れたことだが、政策はコミットされたとしても万能ではない。 

 

ドラッカーも「しかし、年金社会と人口構造が教えていることは、いまや望ましいものから必要なも

のへと、優先順位を変えなければならないということである。」（『見えざる革命』P.F.ドラッカー著、上

田惇生訳、ドラッカー選書＜6＞、ダイヤモンド社、p212）と指摘したように、何でも手に入ると見え

る我が国の経済的繁栄も、増大する社会保障関連費を無限に賄える「豊かさ」を、もはや持っていない。 
 
そこで私たちが考えるべきことは、「しかし、われわれには、さらに急いで行うべきことがある。政

策の目的を明示させ、成果を検証させることである。．．．さらに先へ進むこともできる。それは、政府

に自動的な廃棄システムを組み込むことである。」（『断絶の時代』P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ダイ

ヤモンド社、p250-251）ということなのだ。 
 
政策対象から外れたこのような社会課題の解決にこそ、起業機会と認識する社会資本の投入が、緊急

に望まれているのである。具体的には、公的保育園を運営する主体者がその優先順位を変更して、予算

増を確保するか。あるいは、営利非営利の社会企業家に任せることである。中途半端な運営は少子化対

策としての有効性は低いと言わざるを得ない。 
 

 それでは、政府は何を行うのか、ドラッカーの意見に耳を傾けてみよう。「政府の仕事は、意思決定 

を行うこと、しかも意味ある正しい意思決定を行うことである。社会における政治的なエネルギーを結 

集させることである。問題を浮かび上がらせることである。選択を提示することである。換言するなら 

ば、統治することである。」（『断絶の時代』P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ダイヤモンド社、p252） 
と云う。まさに、自由で機能する社会、ネクストソサエティをつくる政府の役割が明確である。 
 

３．社会生態から見た解決策への指針 

 

 世界一の少子高齢社会にひた走る我が国において、少子高齢社会という代償を、どのようにイノベー 

ションのきっかけにしていくか。 

 グローバル時代においては、人間の社会生態に影響を及ぼす、自然・経済・コミュニティ環境は、グ 

ローバルにおいて相互依存している。故に、一見、我が国の少子高齢社会の問題の解決策は国内での施 

策で十分解決できるように見えるが、解決策にはグローバル視点が不可欠である。 

 

そこで「環境の保護には生態系にかかわる国際法が必要である」（『新しい現実』P.F.ドラッカー著、 
上田惇生訳、ダイヤモンド社、p152）として、国際赤十字を取り上げたドラッカーに耳を傾けたい。 

「われわれが今日必要としているものも、敵国の市民とその財産を守るための国際法である。そのよ 

うな国際法が、やがてグローバル経済におけるあらゆる国の利益を守り、戦争を生き延び回復するため

の能力を守ることになる。」（同、p155） 
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 敵国の市民を巻き添えにすることが日常的に行われている惨劇は、心痛以外の何物でもない。 

近、グローバル視点において治安は悪化しているように感じる。人類に残された時間はあとどれだ 

けあるのか。私たちが出来ることは何であり、今日から始められることは何なのかを、皆が考えて行動

することが市民性の回復であり、ドラッカー「マネジメント」による解決策の指針である。 

   

  

 

４章．具体的にどのようなイノベーションができるか 

 

1.生涯現役で働くこと 

 

１）範を示してくれたドラッカー 

 

ドラッカーは、『ドラッカー20世紀を生きて 私の履歴書』（ピーター・ドラッカー著、牧野洋訳・解

説、日本経済新聞社、2005年8月8日、p149）で書いている。「分権化、目標管理、知識労働者、民営化

――。 みんな私の造語で、これからも使われ続けるかもしれない。米国大統領から民間人へ贈られる

高の勲章『自由のメダル』ももらった。しかし、有名になることだけが人生を測る物差しではない。

これからもこのことを忘れないでいたい。 初に書いたように私には『引退』という言葉はない。」 

 

 その数か月後の11月11日の朝、ドラッカーは96歳を1週間前にして永眠した。その翌日には、ドイツ

人のある経営思想家とクレアモントの自宅で会う予定をしていた。このことからも、ドラッカーは生涯

現役で働くことを私たちに教えているのだ。 

 

２）我が国の生涯現役諸氏 

 

ところで、私たちと同じ今も生涯現役を貫いて、若々しく働き生きている人を挙げてみたい。 

 （敢えて高齢者と言わない） 

  生涯現役で働くことは、少子高齢社会でなくても理想であると考える。著者が尊敬する大先輩諸氏

の中から、次の方々を紹介したい。いずれの方々も、少子高齢社会という社会環境を、生涯現役の理由

や対策としているとは到底考えられない。 

 

○日野原重明（ひのはらしげあき）氏 

 1911年生まれ、104歳。聖路加病院名誉院長。 

 

○近藤亨（こんどうとおる）氏 

 1921年生まれ95歳。農学者。ネパール・ムスタン地域開発協力会を1993年5月設立し理事長に就任。 

 ネパール大国ムスタン群の地域開発援助に尽力している。果樹園、羊類放牧場、魚養殖、学校、 

病院、農業研修センター等を設立。 

 



ドラッカー「マネジメント」研究会 「少子高齢社会」分科会 

©2016 Drucker “Management” Study Group 

137 

○野田一夫（のだかずお）氏 

 1927年生まれ、88歳。ドラッカー学会 高顧問。 

「生きがい」こそが幸福の本質であるとした。 

 

○井上和平(いのうえわへい)氏 

 1911-2010年。96.6歳まで現役のエンジニアとして前川製作所に勤務し99歳で逝去。 

 300件以上の特許を取得したことでも知られている。 

 

○やなせたかし氏 

 1919-2013年。漫画家、「アンパンマン」の生みの親。96歳で逝去。 

 

３）生涯現役で働く意味 

 

 今回私たちが取り上げた少子高齢社会は30年から50年をかけて、小人口社会で落ち着くのか、出生率

が人口維持できない2.2％を30年～50年間割り続ければ、日本は小人口国家の方向に確実に向かうこと

になる。 

 

ここに生涯現役で働くという、社会生態的な意味があるし、どのような働き方をするかによって、各

自の「幸福度」にも関わってくる。代償としての苦役に近い生涯現役であるのかどうかということであ

る。外見上は、働く姿は同様に見える。 

 

私たちの働きが、自然な形で少子化を乗り越える自然・経済・コミュニティ環境をつくり出す活動に

貢献しなければ、代々、高負担の社会保障費のために生涯現役であり続けるということになる。 

  

ドラッカーも云う。「組織に依存し、組織での次の昇進を心待ちにし、組織に新しい仕事を期待し続

けるのではなく、自らの人生は自らの手でつくれるよう人間として成長することは、自らの務めであり、

組織への務めである。自らの個性、強み、関心に従って生きていくことができなければならない。」（『現

代の経営』（中）P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ドラッカー選書＜14＞、ダイヤモンド社、p58）と。  

  

まったくその通りだと思う。生涯現役であるためには、代償や後ろ向きな生き方ではなく、継続した

自己啓発をベースにした生き方や働き方が前提となる。 

 

生涯現役で働くためのマネジメントの要点は、次の４点に集約されると考える。 

   

①自らをマネジメントする。 

  ②上司をマネジメントする。 

  ③関係性（個人と個人、個人と組織の関係性）をマネジメントする。 

  ④これらのためにマネジメントを学び自ら実践する。 

 

 



ドラッカー「マネジメント」研究会 「少子高齢社会」分科会 

©2016 Drucker “Management” Study Group 

138 

２．第２の人生を持つこと 

 

働く人には、部下や後輩が居る。管理職も経営陣である場合もあれば、中間管理職も居る。ここで確

認をしておかなければならないのは、私たち一人一人は、ドラッカーが云う優れた組織文化を造れない

マネージャーであってはならないということだ。 

 

ドラッカーは云う。「優れた組織の文化は、個人の卓越性を完全に発揮させる。卓越性を見出したな

らば、それを認め、助け、報いる。そして、他の人間の仕事に貢献するよう導く。したがって優れた文

化は、人の強み、すなわち、できないことではなく、できることに焦点を合わせる」（『現代の経営』（上）

P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ドラッカー選書＜3＞、ダイヤモンド社、p220） 
 

 所属している組織や職場との関わりの中で、互いの個が自分の持っているもので、仕事に貢献できる

――人生を活きるに値するものと気づかせる文化のことである。このような文化が、従業員の生活の何

処かに無ければ窒息するに違いない。従業員は、「生きがい」が見いだせないことを組織の責任とする

ことはお門違いだろう。だから、「自ら生きがいを得る」他にはない。 

 

 在職中に非営利組織で働くというパラレルキャリアも良い。早期に退職して、自分の強みとビジネス

キャリアをベンチャー（起業）や転職に挑戦しても良い。また、定年まで勤めた後、第二の人生として

の職に就いても良いのだ。 

 

 

３．一人一品運動 

 

 一村一品運動は、1980年頃、元大分県知事の平松守彦知事が提唱し、始まった各市町村の特産品を育

てることで村おこし町おこしを目的にした政策である。私が、第５回アフリカ開発会議（2013年）横浜

開催を訪れ、各国の紹介展示ブースを回ったときに、「一村一品」のキャッチコピーを随所で見かけた

が、これには正直、驚いた。まさか、日本の大分県から発した県民運動が、アフリカにまで広がってい

ることなどまったく想像していなかったからだ。早速、ジプチ共和国の塩を購入して、夕食で焼き魚に

かけたところ、不思議なことにいつもの日本の焼き魚とは違ったグローバルな味わいに感動したことを

思い出す。 

 

 ドラッカーは、経営者が行うプロフェッショナル（専門家）に対する「知りながら害をなすな」の原

則に反したマネジメントの例として、退職金、ボーナス、ストックオプションなどの報酬をあげ、「し

かしその日本でさえ、金の足枷は専門的な能力をもつ者には通用しなくなっている」（『マネジメント』

（上）、P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ドラッカー名著集＜13＞、ダイヤモンド社、p433）と説く。 
 
専門家は時に第二の石工の落とし穴に入り込む。自らの強みや専門性が“もっとも正しい”と思いこ

む。独善的な一品を生み出し、顧客の理解不足を売れない理由にしたがる。第三の石工の視点は違う。 
「社会とは人間の実在の表層であり外皮である」（『断絶の時代』おわりに）から、社会共通の善を実

現するために一人一人が強みによってコミュニティの役割を担うとき、より良い社会が造られる。 
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多元的な社会においてはそれぞれの公的な善(public good)を規範に生きる。しかし、それでは社会対

社会の争いが絶えない。「したがって、彼らは、自らの組織と社会の共通の善(common good)の双方のた

めに働くべき存在である。」（『マネジメント』（上）、P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ドラッカー名著集

＜13＞、ダイヤモンド社、pp436-437）と、ドラッカーは説く。 
 
イノベーションの原動力は、あくまでも、ドラッカー「マネジメント」なのである。 
 
 

５章．「生きるに値する」社会づくり 

 
１．事業で貢献する 
  
 今、企業の社会的責任論が再燃している。今、企業統治の新しいあり方が議論されている。 
何のための事業かが問われている。事業姿勢が問われているのである。 
 
ドラッカーは云う、「マネジメントは、経済的資源の組織化によって、人類の生活を向上させられる

という信念の具現である。それは、経済的変化が、人類の福祉と社会正義のための強力な原動力になる

という信念の具現でもある。それは、250 年前にジョナサン・スウィフトがいったように、創造力だけ

の哲学や形而上の体系を築く者ではなく、まさに一本の草しか育たなかったところに二本の草を育てる

者こそ、人類の福祉に真に貢献する者であるという思想の具現である。」と。（『現代の経営』（上）P.F.
ドラッカー著、上田惇生訳、ドラッカー選書＜3＞、ダイヤモンド社、p3） 
  
しかし、その約 20 年後、ドラッカーは、「組織の成長とは、物理用語ではなく経済用語である。量に

意味はない。森林害虫のまいまい蛾にとっては、樹木の年間消費量の増大は楽しみであってよい。しか

し製紙会社にとっては、樹木の年間消費量の増大は健全な目標とはなりえない。」（『マネジメント』（下）

P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ドラッカー選書＜15＞、ダイヤモンド社、p252）と云うのである。 
  
この間、経済活動による自然環境破壊が進んだのを、ドラッカーは見逃さなかった。 

 成長のマネジメントとは、量よりも質であり、組織の健全性にあることを、説いたのである。 

 

２．マネジメント教育こそネクストソサエティの推進力 

 

 ドラッカー「マネジメント」の教育の必要性が浮き堀になってきた。少子高齢社会であろうとなかろ

うと、人間がより良く生き、より良く働き、幸福を感じつつ「自由で機能する社会」を実現するには、

ドラッカーの説いたマネジメントを学び実践する人が世の中にもっともっと増えなければならないの

だ。 

 

 ドラッカーは、『マネジメント』（中）第33章の中で、マネジメント教育の目的を２つ挙げている。 
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 一つは、「組織の健康と存続」であり、もう一つは「マネジメントの人間の健康と成長、成果」であ

る。生きるに値する社会づくりには、第三の石工が多数必要である。 

 

 少子高齢社会において、青年は二つの年齢を持つようになったと『断絶の時代』（P.F.ドラッカー著、

上田惇生訳、ダイヤモンド社、p354））の中で、ドラッカーは云う。実年齢（chronological age）と 

社会年齢(cultural age)である。平均寿命が延びれば、実年齢に比べて社会年齢は、相対的に若くなる

ということである。青年期が長くなる分、社会人として、人間として成熟するまで時間を要すると。 

 

小学校から大学までに代表される現在の教育の在り方と期間では、とうてい足りない。かといって、

学校教育の期間延長は、限界に達している。 

 

「引き延ばされた青年期は、社会にとっても、本人にとっても、健全な状態ではない。」（同、p356）

とドラッカーは云う。このような状況は、今日のマネジメント教育の在り方を規定する要因になってき

たことは明らかである。第三の石工を育てるマネジメント教育について、研究を速めなければならない

だろう。 

 

 

３．自らを創世させる（reinvent）ために自らをマネジメントする 

 

  一人の人間としてドラッカーを見るとき、そこには無数のヒントがある。彼自身が自らを創世し続

け、私たちに範を示した。その知見は、マネジメント教育の柱となるべきものであり、次の３つの柱か 
らなる。詳細は、それぞれの出典を自ら進んで読んで欲しい。これらを共に学び共に実践しよう。 
 
（１）７つの経験(『創生の時』『プロフェッショナルの条件』) 

①音楽家ヴェルディの教訓 

     ②フェイディアスの教訓 

     ③新聞記者としての教訓 

     ④編集長の教訓 

     ⑤銀行のシニアパートナーの教訓 

     ⑥イエズス会とカルヴァン派の成功から得た、フィードバック分析が大事である 

という教訓 

     ⑦「何によって憶えられたいか」を自分に問う、13 歳の時、宗教の先生から云われ、 

40 歳の時にシュンペーターから悟らされた教訓 

 
（２）８つの習慣（『経営者の条件』） 

   ①成されるべきことを知る。 

   ②組織全体のこと、自分の組織について考える。 

   ③活動計画（アクションプラン）をつくる。 

   ④意思決定への責任を果たす。 

     ⑤コミュニケーションの責任を果たす。 
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   ⑥機会に焦点を合わせる。 

   ⑦会議のムダを無くし、生産性を高める。 

   ⑧「私」ではなく「私たち」で考え発言する。 

 

（３）マネジメント・スコアカード 

   ①事業の定義 

   ②５つの も重要な質問 

   ③８つの重要領域目標 

   ④マネージャーの評価表 

   ⑤マネージャーズ・レター 

   ⑥マネージャーの５つの基本的な仕事（ＯＯＭＭＤ） 

   

マネジメント・スコアカードについては、「商品開発とベンチャービジネスを成功させるマネジメ 

ント・スコアカードの活用」『商品開発とベンチャービジネス分科会』成果物に解説がある。   

 

 

４．リーダーシップをとる社会セクター 

 

 我が国は、少子高齢社会であると同時に、3.11.大震災の復興期を同時に歩んでいる。  
 

ドラッカーは故中内氏との書簡の中で、「少なくとも私にとっては、明治の物語の教訓は、社会を甦 

らせるためには、コミュニティを再構築すべき社会セクターの存在が必要であるということです。一人 

ひとりの人間が自分の仕事を通じて、コミュニティに対する自分の関心、価値観に基づいて、コミュニ 

ティの再構築に取り組まなければなりません。」（『創世の時—-P.F.ドラッカー◆中内功往復書簡<2>』、 

p114）と述べている。 

 

 私たちが所属するドラッカー学会の活動は、この意味からも重要な意味がある。 

 
さらに、ドラッカー学会の設立に向けてのドリス・ドラッカーのメッセージを紹介する。 
「ピーターはマネジメントとはそれ自体が目的なのではなく、社会的な機関としての組織に、社会の

担い手としての役割を果たさせるための手段であると言い続けてきました。私は、ドラッカー学会の活

動、すなわちピーターの経営思想を生きたものとし、あらゆる人にとってこの世を生きるに値するもの

にするための活動を心から歓迎します。」（ドリス・ドラッカー、2006.10.27、ドラッカー学会ＨＰより） 
 
 ここに、ドラッカー「マネジメント」研究会の役割も見出すことができる。 

 

ネクストソサエティ（自由で機能する社会）の創り手である社会セクターの一つとして、ドラッカー

「マネジメント」研究会は、マネジメント教育に貢献すべく、これまでもそうであったように、これか

らもあり続ける。自らとコミュニティが創世することによって社会が創世されるのだから。 
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【執筆者プロフィール】 

森岡謙仁（もりおか けんじ） 

経営・情報システムアドバイザー アーステミア有限会社 代表取締役社長 

・ドラッカー学会 理事    ・ドラッカー「マネジメント」研究会 主宰 

・日経ビジネススクール講師 ・日経ＢＰ社講師 ・淑徳大学公開講座講師  

＜著書＞ 

・「図解ドラッカー入門」（KADOKAWA/中経出版、本書は、韓国、中国、台湾で翻訳出版されている）

・「教えてドラッカー 働く私はＩＴでどこまで伸びるの？」（日経ＢＰ社） 

・「ドラッカーの実践!!ＭＯＴ（技術経営）リーダーのマネジメントスキルアップとテンプレート集」

（監修・共編著、新技術開発センター）など、多数。 
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【参加者からのコメント】 
○岡崎 宏昭 

昨年度よりドラッカー「マネジメント」研究会に参加し、今回初めて分科会に参加しました。 
少子高齢化という難しいテーマ。有能な政治家の方々、知識人の方々が、長い時間をかけて研究し、議

論を尽くし、それなのに有効な対策が打てていない問題です。わたしのようにネットや朝まで生テレビ

などで、情報をチラ見してきた人間に果たして語れるテーマなのか、と、早々にギブアップしたい気持

ちがわいてきました。 
とりあえず会社で身近に感じていた主婦の職場環境の問題、それ伴って発生する少子化問題について

調べ始めました。そうするうちに、普段何気なく過ごしている現代人のライフスタイルに疑問が生まれ

てきて（わたしも含めて）、さらに掘り下げて行きたい欲求に駆られました。飲みの席でわたしの問い

かけにつきあってくれた皆さん、ありがとうございました。 
自分自身について言えば、いちばん考え方が変わったと思えるのが、定年後の生活についてです。早く

定年して楽して過ごしたいと考えていたので以前の自分でしたが、今はそうは思いません。今は、可能

であればずっと社会とつながっていたい、受け入れてもらえるようになりたいと思っています。この考

えを、できれば周囲の知り合いの方々とも共有していきたいなと思います。 
 

 

○川澄 佳美 

当研究会に 2013 年 9 月から参加し、初めての分科会活動でした。元々、ワーク・ライフ・バランス

や女性の就業に関心があり、少子高齢社会分科会を選択しました。また、メンバー中、紅一点でもあり

女性就業に関するテーマを選びました。しかし、ドラッカーが女性のマネジメントについて、どのよう

なことを提言しているのかを調べ始めましたが、多くのページを割いて書かれているところはみつから

ず、少々苦しんだ部分もありました。というより、そもそもドラッカーに関する勉強が不足しており、

論文を書くことはおこがましい状況でした。しかし、自分なりの理解ではあるもののドラッカー本をバ

イブルに人材マネジメントを考える良い機会となりました。それにしても、追い込むべき残り 1週間を

切った時点で、牡蠣による食あたりは痛いロスでした。リスク管理も重要だと学びました。何はともあ

れ、一つの成果を形にできたことを、奈良間リーダーをはじめ、メンバーの皆さんに感謝したいと思い

ます。 

 

 

○北村 和敏 

今回は顧問という立場から「少子高齢社会」分科会に参加させて頂いた。自主テーマとした「社会保

障」について深堀し、ドラッカー思想をフィルターにして日本の将来への提言を成果物にまとめた。人

が人を支え合う共助のシステムである社会保障制度は人類が編み出した財産である。また自助の精神を

ベースにしない共助システムでは社会は衰退し、人も幸せには出来ないことを再認識させて頂いた。生

きがいを持って死ぬまで働ける世の中をドラッカーも望んだ。それは社会が求めているニーズだと受け

止めるべきだ。ドラッカー自身も、亡くなる前日まで執筆活動を続けている。生涯現役を有言実行され

たのだ。今回の我々有志メンバーの成果物が世に問われ、少しでも議論の糧になることを願っている。

多忙な中、リーダーとして分科会を引っ張って頂いた奈良間リーダーに感謝申し上げる。 
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○長島 基 

分科会活動に参加したものの、本業である仕事がとても忙しく、今度ばかりはろくな成果物は書けま

せんと森岡ファシリテーターに泣きつこうかと本気で考えました。しかしながら、そんな無責任なこと

はできないよなと考え、できる範囲でとにかく書き上げようと思い、書き始めました。休みの日にお酒

を飲みたいのを我慢して書いたり、会社の始業前に書いたりしながら、なんでこんなに忙しいのに書か

なくちゃいけないんだろうと思ったものです。しかしながら書き始めてみると、根っからの物書き好き

の性分が姿を現し、だんだん面白くなってきたのです。参考文献を読みながら、「ホウ、そうか。ここ

は引用しよう。」とか「でも実際には、こういった面もあるんだよな。」などとブツブツいったり、「自

分が本当にいいたいのは、こういったことなんだよ。」といいながら、自分が書いたフレーズを読んで

ひとり悦に入ったりしたのです。そして、現行締切の直前の 2 月 11 日の祝日に 1 日かけて読み返して

修正して、また読み返して修正しての作業を繰り返し、完成させました。読み込んだ参考文献の量も少

ないですし、引用したドラッカーの言葉もこれまでの貯金を使ったものが多いですが、今自分が一番身

近に感じていることを 1 人称で書いたのがよかったんじゃないかなと感じています。渾身の力作とまで

はいきませんが、まあまあいいものが書けたのではないかと感じています。仕事は相変わらず忙しいで

すが、また、分科会活動に参加したいと思います。（長島） 
 

 

○中村 正孝 

鳥取県羽合（ハワイ）町（現 湯梨浜町）という、地方に生まれた私にとって、少子高齢化問題は故

郷に帰省するたびに駅前の商店街の衰退・変貌を見るにつけ常に気にかかるものであった。地方の再生

（創生）と少子高齢化は今後日本が解決していかねばならない大きな課題であり、今回、ドラッカーの

思想（知識社会への到来と教養ある人間）と関連つけて考える良い契機となったと思います。2015 年 3
月末で 37 年間の会社生活を終え、第二の人生をスタートする今、この課題に自分のできることから挑

戦していきたいと思います。 
 

 

○奈良間 英樹 

少子高齢社会分科会と言うテーマを選んだのは、自身の仕事に直結する内容であり、 も興味のある

テーマであったからだ。実際、分科会の中でメンバーと議論をして行く中で、自分一人では考え付かな

い話題や考え方、智恵や書籍など、多くの得るものがあった。また一つのテーマを通してドラッカー書

籍に触れることで、より深くドラッカーの考え方に触れる事ができたように思う。『少子高齢社会』を

どの様に乗り切るかはまだ道半ばであるが、メンバーと共に議論し作り上げたこの成果物が 1 人でも多

くの方の目に触れ、少しでもお役に立つ事を願うばかりである。分科会に参加してくれたメンバーに心

から感謝すると共に、このような機会を頂いた森岡ファシリテーターにこの場を借りて御礼を申し上げ

たい。 
 

 

○山内 治友 

活性化した少子高齢社会となることに向け「自由で機能する社会」作りを考える分科会は 
メンバーの活発な対話で月日が瞬く間に過ぎて行きました。今後第二の人生に進むことを考える時期に

来ている私に広い視野を与えてくれる貴重な会でした。懇親会も楽しく共に考え実践していく仲間が出
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来たと考えています。奈良間さんをはじめとするリーダー、サブリーダーの努力、森岡ファシリテイタ

ーの方向付けとタイムスケジュール設定などお世話になり、分科会を継続して行くときは引き続き参加

させて頂きたいと思っています。 
 

 

○山田 博彰 

私は、現在６６歳となり定年を過ぎて間もなくリタイア生活を迎えようとしている。その間に有料老

人ホームの経営と大学の教員も何年か経験してきた。老人ホームでのお年寄りの様子を見ると気の毒だ

が、生きる希望や喜びからかけ離れてしまった毎日のように思われ、自分もいずれその時を迎えるわけ

だが、もっと生き生きと過ごせるにはと考えていた。今回、ドラッカー研究会で「少子高齢社会」をテ

ーマとした分科会活動に参加し、この問題を考えた中で大学の教員として改めて大学の存在意義を考え

たとき、これからの少子高齢社会の中で、シニア世代が大学で学ぶということを多くの大学で実施して

いくことができれば、ドラッカーが多くの著書の中で提唱する「自由で機能する」より豊かな社会が実

現すると信じて、ここに提言させていただいた。なお、本レポートをまとめている 中に、萩本欽一さ

ん（コント 55 号の欽ちゃん）が駒澤大学に入学するとのニュースがあり、まさにわが意を得たりの心

境である。 
 

 

○森岡 謙仁 

１．分科会運営について  
本分科会には分科会のファシリテーターとして参加した。基本的には、分科会が日程通りに進むよう

に会議室の予約と精算を確実に行うという物理的な役割と、リーダー、サブリーダー、顧問がマネジメ

ントチームとなり、メンバーが成果物をまとめられるようにとのマネジメントが出来るよう進捗状況を

見てサポートすることである。ほとんどサポートの必要はなかったのだが、分科会立上間もなく、有力

なサブリーダーが辞任するというハプニングが起こり、活動も混乱仕掛けたかに見えた。しかし、非営

利組織である分科会活動では、よくあることと心得ている必要が、今後ともある。その後、２名のサブ

リーダー（岡崎氏、川澄氏）が新任して、当初からの山田サブリーダーとの３人サブリーダーの形で、

立て直しを図りつつ再スタートした。 
 今回の分科会から１年で締めにしない予定で数回進めたものの、２年目につなげるに値する成果を出

すためには、１年で終了する姿勢で取り組むことが重要であるとの考えに至った。前半の様子を見て、

多少強引さを感じたが、11 月に合宿を行った。後半に向けた成果物の完成に対して有効であったと思わ

れる。今後、分科会成果物は、３か月間以上のレビューに入る。その間で、今後の進め方を皆と検討し

たい。 
 紆余曲折の中で、１年目の成果を出すことができたのは、奈良間リーダーはじめ、北村顧問、サブリ

ーダーの働きが大きかった。メンバーも諦めずに成果物を仕上げていただいた。ベテランの長島氏は常

に模範的研究メンバーとして、イニシアチィブをとり続けたことは特筆に値する。今回、メンバーの情

報共有として evernote を使ったが、このアカウントを無償で貸していただいた上、システム管理者と

して貢献していただいた升岡氏に深く感謝したい。 後に提出された成果物のそれぞれが、期待した以

上の内容であることは、マネジメントチームの一員として嬉しく思う。 
皆様、お疲れ様でした。一緒に分科会活動ができたこと、有難う御座いました。 
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２．分科会成果物について 
 さて、自分の成果物であるが、十分な時間を割くことができなかったが、ぎりぎりの所で提出した。

厚生労働白書の２年分を根拠に少子高齢社会の状況を認識することから始めた。 
 少子高齢社会が社会生態的にどのような意味を持つのかを探った。『断絶の時代』に社会年齢との概

念に行き着いた。政策に過度に頼ることなく、自助の上の互助。リンカーンがゲスティバーグで説いた

市民性の原点、ドラッカー先生が説いた社会セクターによる社会の創世、ドリス・ドラッカー夫人が私

たちに贈っていただいた期待と励ましのメッセージ、いずれも私たちのドラッカー「マネジメント」研

究会の強力な支えになると思う。 
ネクストソサエティ（機能する社会）づくりの小さな実践。イノベーションは、今、ここから起こす。 

 
以上。 

 

 

○森川 すいめい 

普段は、高齢者の診療に従事しているため、少子高齢化問題は身近なことだった。よってすでに多く

のことを知っているつもりであったのだが、１年後の今、あの頃はほとんど何も知らなかったことに気

づかされた。そして、非営利組織の活動に希望を抱くようになった。この１年間の気づきによって、個

人的には新たな事情を開始するきっかけを得た。この分科会に参加していなかったならば自分の未来が

全く違うものになってしまったと思う。このことは、うれしい思いよりも恐ろしい思いのほうが強い。

継続学習の重要性を改めて感じさせられた１年だった。 
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はじめに 
ドラッカー「マネジメント」研究会の分科会として、「商品開発とベンチャービジネス」をテーマに

約２年間の分科会活動を行い、どうすればベンチャー企業が商品開発をうまく成立させることができ

るのか、ドラッカーの教えをベースに、各自の知見を投入してまとめあげた。当該論文がベンチャー

として起業する方々の少しでもお役に立てれば幸いである。 
 
期間 
2014 年 4 月 1 日～2015 年 12 月 31 日の約 2 年間 
 
メンバー 
リーダー：和田 憲一郎、サブリーダー：高部 茂、渡邉 明男、 
メンバー：市川 充、一丸 浩一郎、上野 周雄、中野 羊彦、 
顧問：伊藤 年一、行本 憲治、谷口 雄二郎 
ファシリテーター：森岡 謙仁   
 
開催場所 
渋谷区立勤労福祉会館およびフォーラムエイト（渋谷） 
 
活動の経緯 
① 2014 年 3 月 18 日 プレミーティング開催（日程と役割分担、ゴールと成果物協議） 
② 2014 年 4 月 22 日 第１回会合 キックオフミーティング開催 
③ 2014 年 6 月 19 日 第 2 回会合（ドラッカー文献調査のすすめ方協議） 
④ 2014 年 8 月 19 日 第 3 回会合（ドラッカー文献調査の調査中間報告） 
⑤ 2014 年 10 月 21 日 第 4 回会合（ドラッカー文献調査まとめ） 
⑥ 2014 年 11 月 7 日～8 日 第 5 回会合 合宿開催（文献調査結果と今後のすすめ方） 
⑦ 2014 年 12 月 16 日 第 6 回会合（各自による論文提出の内容協議） 
⑧ 2015 年 1 月 23 日 第 7 回会合 合宿開催（論文進捗状況のフォローとまとめ方法確認） 
⑨ 2015 年 2 月 17 日 第 8 回会合 （論文集に向けた成果物の仕様協議） 
⑩ 2015 年 3 月 31 日 第 9 回会合 終確認会開催 
⑪ 2015 年４月 22 日 第 10 回会合 成果物 お披露目会 
⑫ 2015 年６月 8 日 第 11 回会合 第 1 回 分科会内部レビュー 
⑬ 2015 年８月 25 日 第 12 回会合 第 2 回 分科会内部レビュー 
⑭ 2015 年 10 月 6 日 第 13 回会合 第 1 回 両分科会相互レビュー 
⑮ 2015 年 12 月 1 日 第 14 回会合 第 2 回 両分科会相互レビュー 
 
ドラッカー文献調査内容 
Appendix 参照（巻末） 
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巻頭言 
 
リーダー：和田 憲一郎 
 
日本は円安という追い風もあり、製造業では過去 高を達成する企業が相次ぐなど、自動車産業を

筆頭に業績良好の企業が多い。しかしながら、次の世代を見据えたとき、この復活は画期的な商品が

牽引したものではなく、過去の遺産と円安効果によるとも言うことができる。 
また、日本ではベンチャーが起業しにくく、起業しても、技術至上主義やビジネスモデル至上主義

を取ると、初期は上手くいっても、途中から競争相手が現れ脱落してしまう。つまり、ドラッカーの

言う「市場に焦点を合わせる」ことがベンチャー企業は苦手なのである。このような状況下、我々は

「商品開発とベンチャービジネス」をテーマとして取り上げ、どうすればベンチャー企業が商品開発

をうまく成立させ、市場に焦点を合わせることができるのか、その処方箋を提案できないかと考えた。

ドラッカーの教えをベースに、各自の知見を投入してまとめたものであり、当該論文がベンチャーと

して起業する方々の少しでもお役に立てれば幸いである。 
 
 
サブリーダー：高部 茂 
 
２１世紀の日本の繁栄を維持するために、ベンチャービジネスや商品開発の重要性が叫ばれて久し

いが、ベンチャービジネスや商品開発の成功する確率は決して高くないのが現状である。   
そこで、我々の分科会は、ベンチャービジネスと商品開発を有機的に捉えて、それぞれを成功させ

るために必要な事柄を記述することで、これからベンチャーを起こそうとする人や、ベンチャーを起

こして問題に遭遇している人への参考になる知見集を作成することを決意した。 
分科会のメンバーには、ベンチャーを起こした経験者や、商品開発を担ってきた経験者が多くいる

ため、実際のベンチャーの運営や、商品開発の実態に基づいた知見を集めることが出来た。 
この知見集が、ベンチャーや商品開発を担う人々の成功につながる指針になれば、分科会メンバー

の望外の喜びである。 
 
 
サブリーダー：渡邉 明男 
 
 ２０１５年現在、日本経済はバブル崩壊から約四半世紀が経過し、２０２０年のオリンピックに向

けて、再度、アベノミクスと称される好景気がやってきたかの様な時代である。 
しかし、本当に経済環境が良いのだろうか？、数年前までは、産業界の好事例で紹介されていた、シ

ャープや、マクドナルドは大変厳しい状況になっている。まさにドラッカーの言っていた、【乱気流

の時代】が本格的に到来したと思われる。そんな時代だからこそ、現代の企業は予期せぬ失敗や予期

せぬ成功を積み重ねて存続している。 
この分科会は、ベンチュアービジネスの経営者や、商品開発の経験のある知識労働者が多いので、

その強味を生かすための実践的な考え方を＜フレームワーク＞と＜企業研究＞という形でまとめて

みました。読者の方々が【乱気流の時代】を生き抜くための参考になれば幸いです。 
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ファシリテーター 森岡 謙仁 
 
本分科会は、ドラッカー「マネジメント」研究会のメンバーに行った「分科会希望アンケート」（2013

年 7 月 17 日、9 月 10 日の 2 回実施）の結果、得票第二位であったテーマをそのまま分科会の名称

にして立ち上げた。また、分科会のリーダーはじめスタッフについては、2014 年 1 月 10 日の拡大

スタッフ会議（アーステミア森岡虎の門オフィス）にて決定したものである。 
ドラッカーは「急激な構造変化の時代にあっては、生き残れるのは、自ら変革の担い手、チェンジ・

リーダーとなる者だけである。したがって、このチェンジ・リーダーとなることが、あらゆる組織に

とって、二一世紀の中心的な課題となる。チェンジ・リーダーとは、変化を機会としてとらえる者の

ことである。変化を求め、機会とすべき変化を識別し、それらの変化を意味あるものとする者である。」

（『明日を支配するもの』p82．第 3 章：明日を変えるのは誰か）と述べている。 
本分科会の成果は、どれも個性的で実務知見が満載である。チェンジ・リーダーを目指す 

読者の参考になることを期待したい。 
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１．氏名：森岡謙仁（もりおかけんじ）サマリーシート 
２．論文名：商品開発とベンチャービジネスを成功させるマネジメント・スコアカードの 

活用 ～ 計画フェーズ編 ～                   

３．論文概要 
  商品開発やベンチャービジネス（新規性の高い起業）を成功させるには、先人の知恵を学ぶこと

を軽んじてはならないだろう。自己流であれば、無用に原資を浪費することになりかねないからだ。 
著者は、ドラッカー「マネジメント」を研究している立場から、商品開発やベンチャービジネス

を立ち上げようとする人に対して、その成功のための考え方と手法を提案する。 
それは、ドラッカーのマネジメント理論のエッセンスと著者の知見を融合したマネジメント・ス

コアカード（ＭＳＣ）である。このＭＳＣの商品開発とベンチャービジネスの計画フェーズ（段階）

に焦点を当てて解説する。また、ＭＳＣ全体のフレームワークも示す。 
本成果物は、当分科会の成果物全体の基準軸を示している。 

４．論文のポイント 
  本論文の内容は、以下の通りである（目次に代えて）。  

○企業家精神と事業化のフレームワークについて 

１章．事業計画（５つの重要な質問、８つの重点領域目標） 
１．事業コンセプトの立案 

１）基本的な考え方 
２）イノベーション成功の原理 
３）事業コンセプトを立案する手順 
４）機会を分析する 
５）事業コンセプト 
６）事業の定義 

２．事業計画の策定 
      １）基本的な考え方 
      ２）事業計画の策定ステップ 

３）事業戦略を検討する 
４）事業計画の策定 

２章．中核商品開発計画 
１．商品コンセプトの立案     

１）基本的な考え方 
２）商品コンセプトの策定ステップ 

２．商品開発計画の策定 
１）商品開発計画策定のステップ 
２）商品開発戦略を検討する 
３）商品開発計画を策定する 

３章．マネジメント・スコアカードとは 
［終わりに：今後の研究課題］ 

 
                                  以上 
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商品開発とベンチャービジネスを成功させるマネジメント・スコアカードの活用 

～計画フェーズ編 ～             森岡 謙仁 
［はじめに］ 
 商品開発を成功させるには、 初から事業として成立させることを考えて取り組むことが重要であ

る。市場に投入した商品が、市場から評価され有効需要に変わった時に、顧客創造と事業化は、同

時に達成される。現在、商品開発やベンチャービジネスに取り組んでいる人々（企業家）、今後こ

のような活動を計画している人々にドラッカーのマネジメント・スコアカード（ＭＳＣ）※を適用

した「有効なツールや知見」を提供したい。商品とは、経済的な価値を伴うもののことであり、自

動車、テレビ、食品、金融商品、情報サービス、情報システム、飲食サービス、法律事務所が行う

法務サービスも商品と定義する。 
※マネジメント・スコアカードとは、ドラッカーが説いたマネジメントの活用を支援するとともに、その成果 

を評価する体系（システム）であり、組織の健康診断ツールとも云えるものである。 

【Ｐ．Ｆ．ドラッカー没後１０年企画 ドラッカー「マネジメント・スコアカード」の実践 

～ドラッカーのコンサルティング・ツールを探求する意味～第１回 2014 年 10 月 18 日（土）淑徳大学】 

同様の内容は、ドラッカーの小さな学校（ドラッカー学会主催、2015 年 11 月 7 日（土）明治大学）で講義 

 

＜企業家精神＞ 
 商品開発にしてもベンチャー（新しい事業に挑戦する）にしても、企業家精神が中心にある。ドラ

ッカーは「企業家精神とは、すでに行っていることをより上手に行うことよりも、まったく新しいこ

とに価値を見出すことである。」（『イノベーションと企業家精神』P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、

ドラッカー選書＜5＞、ダイヤモンド社、p3）と云っている。 
またドラッカーによれば、企業家精神とは、「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用

する。これが企業家精神の定義である。」（同 p5）と説いた。商品開発やベンチャーに取り組むとき、

ドラッカーが説いた企業家精神の定義を常に心がけることが重要である。企業家は商品開発と事業化

を実現し（創造的破壊=creative destruction）社会的イノベーションを起こすことで、より良い社会、

自由で機能する社会を実現することが、目的・使命であるという自覚を持とう。 
＜事業化のフレームワーク＞ 

  事業化（商品開発含む）のフレームワークの概要は、次の通りである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）事業計画 
・５つの重要な質問 
・８つの重点領域目標 

 
 
 
 
（３）評価とフィードバック 

①事業開発の評価 
②商品開発の評価 
③フィードバック

（２）中核商品開発計画 
 ・５つの重要な質問 
・８つの重点領域目標 

・ＭＳＣの適用 
・ドラッカーの言及 
・著者の知見 
（各章立てごとに記述する） 
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１章．事業計画（５つの重要な質問、８つの重点領域目標） 
 
 商品のアイデアだけでは事業化に結びつくとは限らない。商品を開発するためには、材料が必要で

あり、材料を調達する資金が必要になることは明白である。従って、商品開発を成功させるには、事

業計画を事前に作成することが重要である。   
 
１． 事業コンセプトの立案     

 
１）基本的な考え方 
 
つくりたい商品のアイデアがあった場合、場当たり的に開発に着手するのではなく、事業化（事業 

として成立させること）を目標に事業を企画することから着手したい。事業企画には、世界観、社会

観が不可欠である。例えば、日常生活の不便さを無くす消費財を企画する場合でも、どの国のどのよ

うな人たちを市場と想定するか、という漠然とした世界観や社会観は、不可欠である。 
 
ドラッカーの云うように「事業の目的は顧客創造」であって、商品の創造ではない。また「事業は

社会に貢献するためにある」のであって、私利私欲のために行うものではなく、「社会の課題を解決

するという目的」のために行うべきである。 
 従って、この世界と社会をどう見るかによって、事業化の発想は大きく変わってくる。 
 
２）イノベーション成功の原理（同第 11 章） 
 
 商品開発も新事業開発もイノベーションである。ドラッカーはイノベーションの成功の方法として、 
次の５つを挙げている。 
  ①機会を分析することから始める。 
  ②理論的な分析と知覚的な認識の両方で取り組む。 
  ③焦点を絞り単純な物にする。 
  ④小さくスタートする。 
  ⑤ 初からトップの座をねらう。 
 
 また「３つのべからず」を挙げている。 
  ①懲りすぎない。 
  ②多角化しない、傲慢にならない。 
  ③未来のために行ってはならない（現時点で直ぐに利用できるもの）。 
 
 その上で、３つの成功条件を挙げている。  
  ①イノベーションは集中である、と心得る。 
  ②強みを基盤とする。 
  ③経済や社会を変えなければならない。 
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３）事業コンセプトを立案する手順 
 
  事業コンセプトを策定する手順を、次に示す。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
世界観・社会観というと、ずいぶん難しく思うかもしれないが、「 近、テレビや新聞で気になった 
話題は何か、そこではどのような人が、どのようなことをしたのか」「 近、旅行先で見たものは何

か、そこではどのような人が何をしていたのか」「 近、友達と何をしたのか、その時に友達は何を

話したのか」「 近、読んだ本、聴いた音楽は何か、見た映画は何か」を問い、「それに対して自分は

何を感じたのか」を自ら問うことが、自分の「世界観・社会観」を知ることになる。 
 
４）機会を分析する 
 
 世界観・社会観から出発するのは、機会を分析するスタートラインに立つことと同じである。 
 例えば、自然環境の状況、経済環境の状況、コミュニティ（人間の生活）の状況に目を向けること

によって、抱いている商品アイデアや事業アイデアは規定されるからである。 
 
  

自らを見る   ・強みの確認、 
        ・事業化資源の確認

世界観・社会観   ・現状 
（ドラッカー的）  ・すでに起こった未来 
          ・解決すべき社会課題 

事業の定義 
        

事業コンセプトデザイン 
   （事業企画） 
５つの重要な質問 
 1.目的・ミッション 
 2.顧客は誰か？ 
 3.顧客の求める価値は何か？ 
 4.我々の成果は何か？ 
 5.我々の計画は何か？ 

市場・ 
顧客ニーズ 
       

      機会を分析する 
  （７つのイノベーションの源泉）
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また、自らの世界観・社会観を事業コンセプトと同時に考えることによって、商品開発と新事業開

発に対する情熱や信条が形成される。このプロセスは、ドラッカーが説いたイノベーションの３つの

成功条件である「①イノベーションは集中である、と心得る。」「②強みを基盤とする。」「③経済や社

会を変えなければならない。」を満たすのに大いに役立つ。 
 
 そこで、機会の分析に入るが、ドラッカーの７つのイノベーションの源泉に沿って行うことで、イ

ノベーションの成功率を高めることが出来ると思われる。（同第 3 章～第 9 章） 
 すなわち次の７つに注目すると良い。 
  ①予期せぬことの生起（特に予期せぬ成功に着目する） 
  ②ギッャプの存在 
  ③ニーズの存在（特に、プロセス、労働力、知識） 
  ④産業構造の変化 
  ⑤人口構造の変化 
  ⑥認識の変化 
  ⑦新しい知識の活用 
 
 自らの強みと資源を投入すべき、「（解決すべき）社会課題」が決まったら、事業の定義、５つの重

要な質問の作成に入る。事業コンセプトは、事業の定義と５つの重要な質問を合わせたものである。 
 
５）事業コンセプト 

ドラッカーの５つの重要な質問に答えることで、事業コンセプトを策定することができる。 
 
①我々の目的・使命は何か？(What Is Our Purpose /Mission?) 

    ・どのような社会を目指すのか   ・顧客の人生の質を高めるために何をすべきか。 

・組織が目指すビジョン（あるべき姿）は何か。 

 

 

 

 

②我々の顧客は誰か？(Who Is Our Customer?) 

・誰を対象に事業をするのか。   ・目的を共有してくれるのは誰か。 

 

 

 

 

③顧客は何をもって価値とするか？(What Does the Customer Value?) 

・その顧客は何を価値と評価し購入してくれるのか。 
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④我々の成果は何か？(What Are Our Results?) 

・そのためには何を顧客に提供するべきか。  ・その成果はどのように測定するのか？ 

 

 

 

 

⑤我々の計画は何か？(What Is Our Plan?) 

・具体的な計画は何か。                  ・何を何時までに誰が行うのか。 

 

 

 

 

６）事業の定義 
 

ドラッカーは、事業の定義について以下のように挙げている。 
 

「『顧客の事務部門に対し、近代的オフィスに必要な機器や消耗品を供給する』という簡単なも

のであっても、事業の定義としては十分である。」（『創造する経営者』p260） 
   

その他にドラッカーが事業の定義として挙げている例を以下に示す。 
 
・「わが社の事業は、高いエネルギー物理の生産工程への適用である」（同 p261） 
・「住まいに誇りをもち手入れをする住宅所有者に奉仕することである」住宅雑誌社の場合。 
 （同 p261） 
・「わが社の事業は公衆へのサービスである」ＡＴ＆Ｔの場合、（同 p261） 

  ・「わが社の事業は、製品の中に食品店と主婦の労力と技術を組み込むことである」 
加工食品業者の場合。（同 p621） 

 
  先ほどの５つの重要な質問に答えた後、次の問いに答えてみよう。 
 
  我々の事業は何でなければならないか？ 
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  この段階で、もう一度、５つの重要な質問を見直してみよう。 
  その上で、もう一度、事業の定義を考えてみよう。 
 
 
２．事業計画の策定 
 
１）基本的な考え方 
 

私たちが、目指すべき事業は、次の精神を実現するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  さらにドラッカーは、マネジメントの三つの役割を現実にするための方法までも説いた。 

それに沿って、考えてみることが大切である。 
 
事業計画の策定は、５つの重要な質問に答えることでその基本とも云える事業戦略が見えてくる。 
特に、「4.我々の成果は何か？」「5.我々の計画は何か？」を検討することは、事業計画の骨子と

なる。この２つの質問の答えを考えることによって、社会課題を解決する我々の目的とミッショ

ンは、顧客が望む価値を満たす「我々の成果」としての事業計画（中核商品開発計画含む）の骨

子を明らかにする。 
  
 もう一つ事業戦略を検討する際には、押さえておきたいことがある。 
 
 
 
 
 さらに、事業計画は具体的である必要がある。事業を営むためには、マーケティング目標などの

各機能分野別の活動計画が必要であることは言うまでもない。これについて、ドラッカーは「８つ

の重要領域目標」を設定するよう提唱している。８つの重要領域ごとに目標と活動課題と担当者と

期限が明記されることになる。 
  
 自らの強みと資源、世界観・社会観、５つの重要な質問、事業の定義、事業コンセブト、事業戦 
略の決定、中核商品開発計画の策定、８つの重要領域目標は、全体として「事業計画書」を形成す 
ると云えよう。 
 

マネジメントには、自らの組織をして社会に貢献させるうえで三つの役割がある。 
 それら三つの役割は、異質ではあるが同じように重要である。 
（１）自らの組織に特有の目的とミッションを果たす。 
（２）仕事を生産的なものとし、働く人たちに成果をあげさせる。 
（３）自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに、社会的な貢献を行う。 

                 （『マネジメント（上）』p42-43） 

企業家戦略には四つある。総力戦略、ゲリラ戦略、ニッチ戦略、顧客創造戦略である。 
(『イノベーションと企業家精神』p248)
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  また、事業計画を実現できるか否かは、特に事業開発活動の初期段階（例えば 1 年～2 年の事業

の立上期を指す）にかかっているのであり、それは新事業開発プロジェクトと呼ぶにふさわしい。そ

のための事業計画には、「事業開発プロジェクト計画」を含んだものが望まれる。 
その際、プロジェクトマネジメントのグローバルスタンダードとされる米国ＰＭＩのＰＭＢＯＫや

同分野の国際規格である ISO10006、ISO9001 のフレームワークを適時参考にする。 
 

２）事業計画の策定ステップ 
  事業計画の策定ステップは、次のようになる。 
 
 
 
 
 

NO  
                         
                          YES 
                           
 
                                   
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          参考にする 
 
 

５つの重要な質問 
 1.目的・ミッション 
 2.顧客は誰か？ 
 3.顧客の求める価値は何か？  

4.我々の成果は何か？ 
 5.我々の計画は何か？      

8 つの重要領域目標 
 1.社会性・顧客創造 
 2.マーケティング 
 3.イノベーション 
 4.人的資源 
 5.物的資源 

6.資金 
7.生産性 
8.利益 

事業戦略を検討する 
 
◇４つの企業家戦略 
・総力戦略 
・ゲリラ戦略 
・ニッチ戦略 
・顧客創造戦略 

事業計画の策定 
 
・事業開発プロジェクト

の実行計画 
・商品開発プロジェクト

の実行計画 

ＰＭＢＯＫ 
ISO10006／ISO9001

「目標は、前述の八つの領域すべてに必要である。具体的な目標をもたない領域は、必ずないが

しろにされる。何を尺度として何を測定するかが明らかにされていない領域は、放っておかれる

だけとなる。」                         （『マネジメント（上）』p131）

事業コンセプトデザイン 
（事業企画） 

事業コンセプト 
評価・テスト事業コンセプトを評価・ 

テスト及びフィードバッ

クを行う 

事業の定義 
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３）事業戦略を検討する 
 
 事業戦略を検討する際には、ドラッカーの４つの企業家戦略が参考になる。その概要を示すと次の

ようになる。（『イノベーションと企業家精神』第Ⅲ部） 
 
（１）総力戦略：新しい産業や市場そのものを創造することを目指す戦略 
  ・デュポンの例： 初の合成繊維ナイロンの開発に成功すると直ちに総力をあげて大工場をつく 

り、大々的に宣伝し新たな化学産業を生み出した。 
・アップルの例：初めから一つの産業（ハードソフト一体型ＰＣ開発直販産業）をつくりそれを 
 支配することを目指してベンチャーを起業した。 

 
（２）ゲリラ戦略：先行者の弱みを攻撃することで新しい市場を創造しそこでトップを目指す戦略 
  ①創造的模倣戦略：他者の成功を取り入れた上に独自の付加価値を加えてトップを目指す戦略 
           であり、顧客の目で製品やサービスを見る点で卓越している。 
           例としては、IBM、P&G、セイコーがある。ハイテク分野で有効に働く。 
  ②柔道戦略      ：他者の商品、ビジネスモデルを真似、トップの座を目指すが、トップとは争 

わない戦略であり、きめ細かい顧客セグメンテーションを行いそのニーズを 
満たす。例としては、ソニー、ゼロックスがある。 

 
（３）ニッチ戦略：ニッチ（隙間）の占拠を目指し、限定された領域で実質的な独占を目指す戦略 
  ①関所戦略  ：プロセスギャップを取り除くことで市場の独占を目指す。 
          例）老人性白内障の手術で使用する酵素を開発したアルコン・ラボラトリーズ 
  ②専門技術戦略：専門技術によって先行者利益を得られる市場での独占を目指す。 
          例）自動車産業における部品メーカー、ボッシュ 
  ③専門市場戦略：市場についての専門知識を中心に専門技術戦略を目指す。 
          例）トラベラーズチェックのトーマス・クック、アメリカン・エキスプレス 
 
（４）顧客創造戦略：顧客創造のためにイノベーションを目指す戦略 
  ①効用戦略：顧客にとっての真のサービス、真の効用を追求する。 
        例）ローランド・ヒルが発明した郵便制度、レノックス・チャイナの結婚祝目録 
  ②価格戦略：顧客にとっての価値に見合った価格を設定する。 
        例）ジレットの使い捨てかみそりとその刃、ゼロックスの１枚コピー単価設定 
  ③事情戦略：顧客の事情に合わせて販売する。 
        例）サイラス・マコーミックが発明した収穫機の割賦販売 
  ④価値戦略：顧客にとっての価値を提供する。事情戦略の延長にある。 
       例）ハーマン・ミラーの椅子からシステムソリューション事業への転換 
 
 事業戦略の策定にあたっては、準備できる経営資源によって、選択できる経営戦略が変わってく

ることを理解する必要がある。しかし、資金が相当必要だと思われる総力戦略の場合でも、アップル

のように数人のベンチャーから起業した例もある。 
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 総力戦略、ゲリラ戦略、ニッチ戦略のいずれかを選択する場合でも、顧客創造戦略を初めから検討

しておくことが、事業化の成功確率を高めることになる。その上で、再度、５つの重要な質問に答え

ることで事業戦略を策定する。 
 
４）事業計画の策定 
 
 事業戦略の策定が終わったら、事業計画の作成に進む。 
 この段階では、ドラッカーの８つの重要領域目標に沿って、課題、目標などを検討する。  
 
（１）社会性・顧客創造 
   事業は社会イノベーションに貢献する。環境指数などの目標も設定する。 

また、顧客創造の目標を、例えば、ロイヤルカスタマー、リピーター、カスタマーの獲得件数

目標、顧客満足度の目標などを検討する。  
（２）マーケティング 
   顧客の声を聞くことに従業員は集中すべきである。満足度調査活動、クレーム情報、メディア 

戦略などの目標を設定する。 
（３）イノベーション 
   商品開発計画の作成、業務改革、IT 戦略、人事教育、流通チャネルなどの目標を設定する。 
（４）人的資源 
   事業に必要な人材像を定義し、必要な教育、人数、人事制度構築の目標を設定する。 
（５）物的資源 
   商品製造設備、事務所、研究設備、建屋について目標を設定する。 
（６）資金 
   上記についての必要な資金計画、資金調達計画を策定するための課題と目標を設定する。 
（７）.生産性 
   上記の生産性を向上させるための課題と目標などを設定する。 
（８）利益 
   事業立ち上げから、数年間の収支計画および、投資のための中期収支計画を作成する。 

 
以上を検討した後、次の書式で整理することを推奨する。 
 
重要目標領域 課題 目標 期限 責任者 工程（略） 

１．社会性・顧客創造      
２．マーケティング      
３．イノベーション      
４．人的資源      
５．物的資源      
６．資金      
７．生産性      
８．利益      
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２章．中核商品開発計画 
１．商品コンセプトの立案     
１）基本的な考え方 
 
商品開発は、単独の業務としても存在するが、事業計画と結びつかなければ、個人の趣味である。

それを全面的に否定するものではない。例えば、趣味でつくったものであっても第三者の好評価を得

たとすれば、社会貢献の一つと云えよう。その場合、「経済的な価値を伴うもの」との好評価であれ

ば、反復したやりとりが十分に想定されるし、提供側は受け手の期待を満たそうと計画行動に取り掛

かるに違いない。   
ここに商品開発と事業計画は、連携して考えるべき合理性がある。さらに、反復するやりとりを想

定することになれば、商品の作り方は自ずと変わってくる。 
  
２）商品コンセプトの策定ステップ 
 むやみに商品開発を進めるのは無謀である。商品のあるべき姿（商品コンセプトデザイン）を検討

することから始めるが、そのステップは、次の通りである。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※商品の定義は、「4.我々の成果は何か？」の中核的な答えである。 
※商品コンセプトデザインと事業コンセプトデザインは、相互に関係しあう。 

自らを見る   ・強みの確認、 
・事業化資源の確認  ・商品化資源の確認 

世界観・社会観   ・現状 
（ドラッカー的）  ・すでに起こった未来 
          ・解決すべき社会課題 

商品の定義 
        

商品コンセプトデザイン 
   （商品企画） 
５つの重要な質問 
 1.目的・ミッション 
 2.顧客は誰か？ 
 3.顧客の求める価値は何か？ 
 4.我々の成果は何か？ 
 5.我々の計画は何か？ 

市場・ 
顧客ニーズ 
       

      機会を分析する 
  （７つのイノベーションの源泉）

事業コンセプトデザイン 
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２．商品開発計画の策定 
 
１）商品開発計画策定のステップ 
 

商品開発計画の策定ステップは、次のようになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            NO 
 
                           YES 
 
 
                                   
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       参考にする 

 
 
 
 
 

５つの重要な質問 
 1.目的・ミッション 
 2.顧客は誰か？ 
 3.顧客の求める価値は何か？ 
  

4.我々の成果は何か？ 
 5.我々の計画は何か？ 
           

8 つの重要領域目標 
 1.社会性・顧客創造 
 2.マーケティング 
 3.イノベーション 
 4.人的資源 
 5.物的資源 

6.資金 
7.生産性 
8.利益 

商品開発戦略を検討する 

商品開発計画の策定 
 
・商品開発プロジェクト

の実行計画を含む 

商品コンセプトデザイン 
（商品企画） 

商品コンセプト 
評価・テスト 

商品コンセプトを評価・ 
テスト及びフィードバッ

クを行う 

ISO10006／ISO9001 

ＰＭＢＯＫ 

商品の定義 
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２）商品開発戦略を検討する 
ドラッカーの５つの重要な質問に答えることで、商品戦略を策定することができる。 

 
①我々の目的・使命は何か？(What Is Our Purpose /Mission?) 

    ・どのような社会を目指すのか  

  ・顧客の人生の質を高めるためにどのような商品開発をすべきか。 

 

 

 

②我々の顧客は誰か？(Who Is Our Customer?) 

・誰を対象に商品開発をするのか。 ・商品の目的を共有してくれるのは誰か。 

 

 

 

③顧客は何をもって価値とするか？(What Does the Customer Value?) 

・顧客がその商品を購入するのは何を価値と評価してくれる場合か。 

 

 

 

④我々の成果は何か？(What Are Our Results?) 

・そのためには、どのような商品を顧客に提供するべきか。   

・その成果はどのように測定するのか？ 

 

 

 

⑤我々の計画は何か？(What Is Our Plan?) 

・具体的な商品開発計画は何か。     ・何を何時までに誰が行うのか。 

 

 

 

  このようにして、商品開発戦略を検討することができる。 
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３）商品開発計画を策定する 
 
商品開発戦略の策定が終わったら、商品開発計画の作成に進む。 

 この段階では、ドラッカーの８つの重要領域目標に沿って、課題、目標などを検討する。 
 
（１）社会性・顧客創造 
   商品開発は社会イノベーションに貢献する。環境指数などの目標も設定する。 

また、顧客創造の目標を、顧客を定義し、初期カスタマー、リピーターの獲得件数目標、顧客

満足度の目標などを検討する。  
（２）マーケティング 
   ステークホルダの声に耳を傾け、良好な関係を構築するための活動を行う。プロジェクトの要 

素成果物の満足度調査を行う、プロジェクトの広報活動などの目標を設定する。 
（３）イノベーション 
  プロジェクトの進捗監視や統制の仕組みを導入する、ＩＴを活用したステークホルダ間での情 

報共有基盤の構築、商品開発作業の改善などの目標を設定する。 
（４）人的資源 
   プロジェクトに必要な人材像を定義し、必要な教育、人数、教育などの目標を設定する。 
（５）物的資源 
   プロジェクト管理事務所、プロジェクト運営のための物理的資源の目標を設定する。 
（６）資金 
   上記についての必要な資金計画、資金調達計画を策定するための課題と目標を設定する。 
（７）.生産性 
   商品開発作業及びプロジェクト運営の生産性などを向上させる課題と目標を設定する。 
（８）利益 
   事業立ち上げから、数年間の収支計画および、投資のための中期収支計画を作成する。 

以上を検討した後、事業計画と同様に次の書式で整理することを推奨する。 
 

重要目標領域 課題 目標 期限 責任者 工程（略） 
１．社会性・顧客創造      
２．マーケティング      
３．イノベーション      
４．人的資源      
５．物的資源      
６．資金      
７．生産性      
８．利益      
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３章．マネジメント・スコアカードとは 
 商品開発とベンチャービジネスの成功は、マネジメントを前提とする。改めてＭＳＣを定義するな

らば、「ドラッカーが説いたマネジメントの活用を支援するとともに、その成果を評価する体系 

（システム）であり、組織の健康診断ツールとも云えるものである」。 

（Management by Objectives and self-control;自己目標管理） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５つの重要な質問 

1. 目的とミッションは何か？ 

2. 顧客は誰か？ 

3. 顧客の求める価値は何か？   

4. 我々の成果は何か？ 

5. 我々の計画は何か？ 

８つの重要領域目標 

1.社会性（貢献責任） 

・顧客創造 

2.マーケティング 

3.イノベーション 

4.人的資源  5.物的資源 

6.資金 7.生産性 8.利益 

マネージャーの評価表 

投資、人事、イノベーション、

戦略 
マネージャーの 5 つ

の仕事（ＯＯＭＭＤ） 

マネージャーズ・レター 

事業の定義 

全社 

 

事業部 

     

部門 

 

チーム 

上司の 
自己管理 

全従業員の 
自己管理 

アメリカの株主利益至上主義はすでにピークを過ぎました。まだ終わってはいませんが、急速に衰えています。

アメリカで最も成功している新しいマネジメント・ツールは何かというと、1954 年に私が開発した「マネジメント・

スコアカード」なのです。開発した当時は誰も使わなかったのですが、今ではそれが大ブームになっています。 こ

れは企業の成功を数字に照らしてチェックするもので、私のオリジナル・バーションには７つのチェック項目があ

りました。収益性はその一つに過ぎません。 

（『P.F ドラッカーと考える２１世紀の経営』（2001.12.15 発行）p14、株式会社ダイヤモンド社国際経営研究所）

社会的存在としての組織、その機関としてのマネジメント 

社会貢献経営（Social contribution Management） 

社会責任経営（Social Responsibility Management） 
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［終わりに：今後の研究課題］ 
 

今回の分科会では、計画フェーズのフレームワークを検討するまでを行った。今後の研究課題は、 
新事業の運営、新事業開発の評価、新商品開発の評価、フィードバックである。また、商品開発とベ

ンチャービジネスが無事に立ち上がるまでの進捗を監視しサポートして行く仕組みも忘れてはなら

ない。 
 マネジメント・スコアカードを企業家に活用するフレームワークやノウハウの研究に対しては、今

後も継続して行く所存である。 
 
                                         以上 
 
 
【執筆者プロフィール】 

森岡謙仁（もりおか けんじ） 

経営・情報システムアドバイザー アーステミア有限会社 代表取締役社長 

・ドラッカー学会 理事  ・ドラッカー「マネジメント」研究会 主宰 

・日経ビジネススクール講師 ・日経ＢＰ社講師 ・淑徳大学公開講座講師  

＜著書＞ 

・「図解ドラッカー入門」（KADOKAWA/中経出版、本書は、韓国、中国、台湾で翻訳出版されている） 

・「教えてドラッカー 働く私はＩＴでどこまで伸びるの？」（日経ＢＰ社） 

・「ドラッカーの実践!!ＭＯＴ（技術経営）リーダーのマネジメントスキルアップと 

  テンプレート集」（監修・共著、新技術開発センター）など、多数。 
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１、 氏名 市川 充 サマリーシート 
２、 論文名 アミュレット事業戦略検討シートを使ってみよう 
３、 論文概要 
問題を解決するためにはまず問題をうまく表現することが大切です。商品開発や事業を始めるにあ

たっては、事業目標や事業戦略上の問題を明確にすることが、成功の確率を高めます。本稿では、

約３０分間で９つのドラッカーが発した質問に考える過程を通して目標や戦略を明確にする試みと

して、筆者が会社等で使っている「アミュレット事業戦略検討シート」をご紹介します。 

 
４、 論文のポイント 
(1) 顧客は誰か 

本シートでは、事業目的と事業期間を示したあと、「お客様は誰か？」という質問を一番 初に

参加者に問いかけます。また、「まだお客様でない方は誰か」という質問を三番目に問いますが、

お客様のイメージや境界線上を強く意識してもらうことを意図しています。 
(2) 顧客の望む価値は何か 

本シートでは、二番目の質問として「お客様にとっての価値は何か？」という質問を参加者に問

いかけます。お客様の存在を強く意識してもらうことを意図しています。 
(3) そのための我々の成果は何か 

お客様に関する３つの問いかけ、市場に関する３つの問いかけ、事業に関する３つの問いかけの

中で、９番目、すなわち 後に行う問いが「私たちの事業はどうあるべきか？」というものです。

この問いの答えの中に、参加者の未来の成果が含まれています。 
(4) マーケティング 

本シートでは、事業に関する３つの問いかけを通して、参加者がお客様に対し新しいアプローチ

ができないか、問いかけています。「私たちの事業はどうなるか？」と「私たちの事業はどうあ

るべきか？」では違う答えが出てくることを参加者は発見します。その違いを知った上で、未来

の顧客をどうつくるかを参加者は問い直していきます。 
(5) イノベーション 

本シートの６つめの問いかけでは「着目した機会（成功と失敗）は何か？」という問いかけをし

ます。ドラッカーが提唱する「イノベーションの７つの機会」の中の「予期せぬ成功と失敗を利

用する」という問いかけと同じことを参加者に考えてもらい、イノベーションの種を発見してほ

しいと考えています。 
 
 
                                    以上 
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アミュレット事業戦略検討シートを使ってみよう 
 

 市川 充 
はじめに 
問題を解決するためにはまず問題をうまく表現することが大切だと、情報処理の仕事では教わりま

す。同様に、商品開発や事業を始めるにあたっても、事業目標や事業戦略上の問題を明確にすること

が、成功の確率を高めます。ここでは、約３０分間で９つのドラッカーが発した質問に考える過程を

通して目標や戦略を明確にする試みとして、筆者が会社等で使っている「アミュレット事業戦略検討

シート」をご紹介します。 
 本シートのそもそもの始まりは、社内で実施していた目標設定シートです。 初は 3C 分析や 4P
分析を自己流でアレンジしていました。書籍やセミナーに参加しては、項目を追加していくうち、作

成に大変な時間がかかるようになってきました。目標設定シートは、あくまでシートであって、仕事

を実行してくれる訳でもなく、どんなに素晴らしく描けても達成を保証しません。短い時間で必ず書

ききれる内容で、本質をついているものがほしいと感じました。ドラッカー「マネジメント」に準拠

し、ドラッカーのエッセンスを誰でも「参加と体験」してもらえるものに改訂しようと考えて出来た

のが本シートです。ドラッカーは、その著書の中で、読者に質問を投げかけています。それらの質問

を、シートの記入者にも考えてもらい、行動するきっかけを作ってもらえれば幸いです。 

 

 
１．早速やってみよう 
（１）シートの準備 
 まず、３x３のシートを、「三目並べ」の要領で大きくマスを書きます。そのマスの中に回答を記入

していくので、なるべく大きく書きましょう。但し、上側は少し余白を明けておいて下さい。左上か

ら右上にかけてを、１番、２番、３番と仮に呼びます。中段の左から４番、５番、６番と呼びます。

下段の左から７番、８番、９番と呼びます。おおよそ A4 の紙を横にして利用することが多いです。

以上でシートの準備はできました。 

余白 

１ ２ ３ 

４ ５ ６ 

７ ８ ９ 

 また、ストップウォッチやキッチンタイマーを準備して、一つ一つの質問に対しては時間を区切っ

て回答するようにしてください。 
 
 

「われわれの事業は何か、何になるか、何であるべきか」を考えて目標を設定するのは、知識を

得るためではなく行動するためである。 
ドラッカー名著集 13 マネジメント[上] 課題、責任、実践  P.151 第９章 目標の設定と実行
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（２）基本項目を書く 
シートの上側の余白に、事業名、事業期間、氏名、作成日の４つの項目を記入します。 

事業名：   事業期間： 〜  氏名：   作成日：    

１ ２ ３ 

４ ５ ６ 

７ ８ ９ 

初の２つは特に重要です。まず「事業名」ですが、もしまだ名前がなければ、事業の目標を端的

に表すような名前をつけて下さい。事業にいい名前がつくと、事業が育ち易くなります。もし、あな

たが所属する部門が「第３事業部」で「スポーツ用品」を製造する事業であれば、「スポーツ用品製

造」の方がよいと思います。 
 次の「事業期間」も重要です。私たちは通常半年ごとに記入しているので、例えば「２０１５年４

月１日〜２０１５年９月３０日」という具合に記入します。期間は、進行役の方の都合で決めて構い

ません。期間の設定は重要です。人や組織にとって時間は資源です。無制限に時間のある人はいませ

ん。どこかで区切って考える必要があります。 
 ３つ目の「氏名」ですが、なるべく記入した人の名前を書きます。このシートを書いた後、記入者

同士で見比べて、気づきを深める場合にも使います。事業に対する理解度等の人事考課にも使う場合

もあるでしょう。 
 ４つ目の「作成日」ですが、これも重要です。このシートは定期的に書いてもらうのですが、同じ

人が書いても、時期が変わると回答が変わります。期間の前後で比較することで、本人の成長や時代

感覚の違いを見ることができますので、作成日は書いて下さい。 
この４つを記入したら、質問が始まります。 
 
（３）第１の質問 
 第１の質問は、「お客様は誰か？」という質問です。この回答を１番の場所に記入して下さい。も

ちろん、事業目的と事業期間を念頭において書いて下さい。「誰か？」と聞いているので、人もしく

は人の集まりを書いて下さい。「人類」とか「個人」とか抽象的に書く方がいますが、なるべく具体

的に書いてください。思い付くままに書いて下さい。時間は１分間です。 

事業名：   事業期間： 〜  氏名：   作成日：    

お客様は誰か？ ２ ３ 

４ ５ ６ 

７ ８ ９ 

 
（４）第２の質問 
 第２の質問は、「お客様にとっての価値は何か？」という質問です。この回答を２番の場 
所に記入して下さい。ここで言う「お客様」は１番の場所に記入されているお客様です。 
複数書いてあればそれぞれに対する価値を記入して下さい。時間は１分間です。 
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事業名：   事業期間： 〜  氏名：   作成日：    

ヒント お客様にとっての価

値は何か？ 

３ 

４ ５ ６ 

７ ８ ９ 

 
（５）第３の質問 
第３の質問は、「まだお客様でない方は誰か？」という質問です。この回答を３番の場所に記入し

て下さい。ここでは、１番で記入されている「人」とは異なる人物を記入します。もちろん、事業目

的と事業期間を念頭において下さい。あなたが１番の質問であえて外した人の中で、価値観が近かっ

たり、関わりが深い方を書いてもよいかもしれません。時間は１分間です。 

事業名：   事業期間： 〜  氏名：   作成日：    

ヒント ヒント まだお客様でない方

は誰か？ 

４ ５ ６ 

７ ８ ９ 

 
（６）第４の質問 
第４の質問は「市場ではどんな変化が起きているか？」という質問です。この回答を４番の場所に

記入して下さい。この回答は記入者の知識や見識を総動員して記入してください。市場をどう定義す

るかは、事業目的と事業期間を念頭において定めて下さい。事業の存在する市場において、想定した

事業期間中には、それ以前と比べて、どんな変化がありますか？という質問です。答えは一つではあ

りません。時間は３分間です。 

事業名：   事業期間： 〜  氏名：   作成日：    

１ ２ ３ 

市場ではどんな変化が

起きているか？ 

５ ６ 

７ ８ ９ 

 
（７）第５の質問 
第５の質問は「市場ではどんな新しい機会があるか？」という質問です。この回答を５番の場所に

記入して下さい。これは、かなり創造的な質問です。但し、ヒントは出ています。２番、３番、４番

の項目をもう一度読み返して下さい。まだお客様でない方に対し、お客様の価値観を適用しつつ、市

場の変化を活用することで、何か新しい機会は生み出せないでしょうか？もちろん、これ以外にも新

しい機会があるかもしれません。答えは一つではありません。時間は３分間です。 
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事業名：   事業期間： 〜  氏名：   作成日：    

１ ヒント ヒント 

ヒント 市場ではどんな新しい

機会があるか？ 

６ 

７ ８ ９ 

 
（８）第６の質問 
第６の質問は「着目した機会（成功と失敗）は何か？」という質問です。この回答を６番の場所に

記入して下さい。この質問では、記入者の個人的な着眼点を自由に書いて下さい。 
まず、すでに少しでもその事業をやっているのでしたら、「予想外に上手く行ったこと」「予期に反

して失敗した事」を書いて下さい。次にその市場において、記入者が個人的にこだわっていることや

注目している事を書いて下さい。どんなアホらしい事でも構いません。恥ずかしいことでも恥ずかし

がらずに書いて下さい。時間は３分間です。 

事業名：   事業期間： 〜  氏名：   作成日：    

１ ２ ３ 

４ ５ 着目した機会（成功

と失敗）は何か？ 

７ ８ ９ 

 
（９）第７の質問 
第７の質問は「私たちの事業は何か？」という質問です。この回答を７番の場所に記入して下さい。

えっ、 初に事業名のところで目標を書いたから、それで十分じゃないかって？ 
仰る通りですが、もう一度見直してみてほしいと思います。表題に書いた事業名は、もはや昔の事

業じゃありませんか？ヒントとしては１番の項目と３番の項目です。今のお客様に対し、市場の変化

に対応した今の事業になっていますか？もう一度見直して、事業を定義してみましょう。 
また、事業の定義を見直す中で、「お客様は誰か？」（１番）「市場ではどんな変化が起きているか？」

（４番）について、気がついたことがあったら、そちらも直してみましょう。時間は５分間です。 

事業名：   事業期間： 〜  氏名：   作成日：    

ヒント ２ ３ 

ヒント ５ ６ 

私たちの事業は何

か？ 

８ ９ 

 
（１０）第８の質問 
第８の質問は「私たちの事業はどうなるか？」という質問です。この回答を８番の場所に記入して

下さい。今がよければそれでいいんじゃないのか、という方もおられるかもしれませんが、時代はど
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んどん変化して参ります。これからのことも考えて明日に備えておかなければ生き残れません。でも

大丈夫です。すでにヒントは「市場ではどんな新しい機会があるか？」（５番）で書かれています。

これを手がかりに、これからどうなるかを考えていきましょう。もちろん事業は「私たちの事業は何

か」（７番）で決めた内容が起点になっています。ちょっとした未来予測をしてみましょう。時間は

５分間です。 

事業名：   事業期間： 〜  氏名：   作成日：    

１ ２ ３ 

４ ヒント ６ 

ヒント 私たちの事業はどう

なるか？ 

９ 

 
（１１）第９の質問 
第９の質問は「私たちの事業はどうあるべきか？」という質問です。この回答を９番の場所に記入

して下さい。 
「どうなるか？」と「どうあるべきか？」はどう違うんだよ！！と思うかもしれません。この２つ

の違いは、後者は作成者自身の意思や哲学が込められていることです。どちらも未来の出来事という

意味では同じです。意思と目的をもって、ある時は曲がり、ある時は止まって、 後に進むべき方向

を指し示すのが「どうあるべきか？」ではないかと思います。そこで、「着目した機会（成功と失敗）

は何か？」（６番）をヒントに、記入者の「らしさ」を満載した事業のあるべき姿を書いて下さい。

時間は５分間です。 

事業名：   事業期間： 〜  氏名：   作成日：    

１ ２ ３ 

４ ５ ヒント 

７ ヒント 私たちの事業はどう

あるべきか？ 

回答時間は合計で２７分ですが、いかがでしたでしょうか。一旦休憩を入れてから、次の解説にあた

って下さい。大変お疲れさまでした。 
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２．解説 
実は、それぞれの質問に対する答えはありませんが、ドラッカーの言葉をもって、ヒントとさせて

いただきます。それぞれ、書籍のページも明示してありますので、必要に応じて原典にあたってもい

いでしょう。 
 

（１）第１の質問「お客様は誰か？」に対するドラッカーの言葉 

 

 

 
（２）第２の質問「お客様にとっての価値は何か？」に対するドラッカーの言葉 

 

 
 
（３）第３の質問「まだお客様でない方は誰か？」に対するドラッカーの言葉 

 

経済的には一種類の顧客だけだが、購入の決定という観点からは二種類以上の顧客がいる 
という事業がある。 
ドラッカー名著集 13 マネジメント[上] 課題、責任、実践 P.103 第 7 章 目的とミッション

終需要者たる消費者は常に顧客である。しかし、ほとんどの事業には二種類の顧客がい 
る。しかも顧客によって事業のとらえ方が異なる。期待や価値観が異なる。買うものが異 
なる。 
ドラッカー名著集 13 マネジメント[上] 課題、責任、実践 P.100 第 7 章 目的とミッション

事業の目的とミッションに取り組むうえで、答えるべき 後の問いは、「顧客にとっての価値は何

か」である。（中略）顧客は製品を買ってはいない。欲求の充足を買っている。 
ドラッカー名著集 13 マネジメント[上] 課題、責任、実践 P.105〜P.106 第 7 章 目的とミッ

ション 

真のマーケティングは、（中略）顧客からスタートする。「われわれは何を売りたいか」ではなく、

「顧客は何を買いたいか」を考える。「われわれの製品やサービスにできることはこれである」で

はなく、「顧客がみつけようとし、価値ありとし、必要としている満足はこれである」という。 
ドラッカー名著集 13 マネジメント[上] 課題、責任、実践 P.78 第 6 章 企業とは何か 

「われわれの事業は何か」という問いに答えるには、顧客とその現実、状況、行動、価値観から

出発しなければならない。 
ドラッカー名著集 13 マネジメント[上] 課題、責任、実践 P.100 第 7 章 目的とミッション

「顧客とは誰か」との問いこそ、事業の目的とミッションを定義するうえで、 初に答えるべき

重要な問いである。易しい問いではない。まして、答えのわかりきった問いではない。 
ドラッカー名著集 13 マネジメント[上] 課題、責任、実践 P.100 第 7 章 目的とミッション
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（４）第４の質問「市場ではどんな変化が起きているか？」に対するドラッカーの言葉 

 

 
 
（５）第５の質問「市場ではどんな新しい機会があるか？」に対するドラッカーの言葉 

 

 

（６）第６の質問「着目した機会（成功と失敗）は何か？」に対するドラッカーの言葉 

 

企業家精神が当たり前となるには、イノベーションの機会に注意を払わせるための特別な 
仕組みが必要である。報告書には第一ページを二つ付けなければならない。一つは、これ 
までと同様、問題を列挙すればよい。しかしもう一つは、業績が期待や計画を上回った分 
野を列挙する。なぜなら、事業における予期せぬ成功はイノベーションの機会の兆候だか 
らである。 
イノベーションと企業家精神 P.157 

企業家精神には四つの条件がある。第一に、イノベーションを受け入れ、変化を脅威では 
なく機会とみなす組織をつくりあげなければならない。 
イノベーションと企業家精神 P.174 

イノベーションを行うには機会を分析することから始めなければならない。イノベーショ 
ンを行うにあたっては、外に出て、見て、問い、聞かなければならない。イノベーション 
に成功するには焦点を絞り単純なものにしなければならない。 
イノベーションと企業家精神 P.157 

「われわれの事業は何か、何になるか、何であるべきか」を決定するうえで不可欠のステップと

なるものが、既存の製品、サービス、プロセス、市場、 終用途、流通チャネルの分析である。

ドラッカー名著集 13 マネジメント[上] 課題、責任、実践 P.121 第 7 章 目的とミッション

イノベーションとは意識的かつ組織的に変化を探すことである。それらの変化が提供する 
経済的、社会的イノベーションの機会を体系的に分析することである。 
イノベーションと企業家精神 P.15

企業家は変化を当然かつ健全なものとする。（中略）変化を探し、変化に対応し、変化を機会とし

て利用する。 
イノベーションと企業家精神 P.5 

「顧客はどこにいるか」を問うことも重要である。 
ドラッカー名著集 13 マネジメント[上] 課題、責任、実践 P.104 第 7 章 目的とミッション
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（７）第７の質問「私たちの事業は何か？」に対するドラッカーの言葉 

 
 

 
 
（８）第８の質問「私たちの事業はどうなるか？」に対するドラッカーの言葉 

 

（９）第９の質問「私たちの事業はどうあるべきか？」に対するドラッカーの言葉 

「われわれの事業は何であるべきか」との問いに答えるうえで考慮すべき要因は、社会、 
経済、市場の変化である。そして、もちろんイノベーションである。自らによるイノベー 
ションと他者によるイノベーションである。 
ドラッカー名著集 13 マネジメント[上] 課題、責任、実践 P.119 第 7 章 目的とミッション

マネジメントたる者は、「われわれの事業は何か」を問うとき、「われわれの事業は何に 
なるか。われわれの事業の持つ目的、ミッション、性格に影響を与える可能性のある経営 
環境の変化は認められるか」「事業の定義、すなわち事業の目的、戦略、仕事の中に、そ 
れら経営環境の変化を現時点でいかに組み込むか」についても考えなければならない。 
ドラッカー名著集 13 マネジメント[上] 課題、責任、実践 P.113 第 7 章 目的とミッション

「われわれの事業は何か」との問いは、企業を外部すなわち顧客と市場の観点から見て、 
初めて答えられる 
ドラッカー名著集 13 マネジメント[上] 課題、責任、実践 P.99 第 7 章 目的とミッション 

「われわれの事業は何か、何になるか、何であるべきか」を考えて目標を設定するのは、 
知識を得るためではなく行動するためである。その狙いは、組織のエネルギーと資源を正 
しい領域に集中することである。 
ドラッカー名著集 13 マネジメント[上] 課題、責任、実践 P.121 第９章 目標の設定とその

実行 

予期せぬ成功と失敗を利用する 
ギャップを探す 

ニーズを見つける 
産業構造の変化を知る 
人口の変化に着目する 
認識の変化をとらえる 
新しい知識を活用する 

イノベーションと企業家精神 （イノベーションの７つの機会） 
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３．考察 

（１）御利用にあたって 
 大抵は３０分ぐらいで書いてもらっていますが、回答時間は変更していただいて構いません。例え

ば、研究会等で試しに実施する場合は、 初の記入を含めて全て１分で、合計１０分でもよいと思い

ます。 
 作成内容は、担当者、日時によって必ず異なり、書くたびに新しい発見があります。同じ職場でも、

例えば製造と営業と経理など役割が異なっていれば答えも違ってまいりますので、建設的な議論を進

める上での事前のアンケートとして使っていただいてもよいでしょう。 

 

（２）本シートの活用法 
 次の５つの事例を考えてみました。このうち幾つかは筆者も実践しています。 

【経営者、事業責任者のチェックリストとして活用する】 

 実務を担当する責任者が事業を検討するツールとして使うことができます。半年に一度、事業計画

を見直す前に、腕試しとして活用することで、事業を見直してみましょう。 

【新規事業の立ち上げで活用する】 

 これから事業を行おうと検討する方が、自分の考えを整理する時に活用できます。それぞれの問い

に対するドラッカーの解説が書籍にあるので、その解説も読みながら、事業計画を作るのにお役に立

てます。 

【集合研修、社員教育で活用する】 

 一つの事業でも、職種が違えば考え方、見方も変わってきます。集合研修を行うときの題材として

本シートはおすすめできます。特に「予期しない成功、失敗」「市場における変化」「私たちの事業は

どうあるべきか」といった問いは、様々な回答が出てくるため、多様なものの考え方を共有すること

ができます。社員旅行の中でも、本シートを活用したアトラクションを導入することで、仕事を振り

返る時間を持つことができるかもしれません。 

【人事考課で活用する】 

 定期的な面接の時に本シートを記入してもらい、本シート記入者の自己実現や目標達成を支援して

いく役割を持たせることができます。記入者にとっては、具体的な数値目標を書かないので、ある意

味自由に記入することができる一方で、面接官としては記入者の問題意識を評価することができます。 

【人材抜擢で活用する】 

新しいプロジェクトチームを立ち上げるときに、同じ意識を持っている人たちで事業をすすめること

ができれば、チームの結束は高まり、成功の可能性も高ります。候補者選びの選抜テストとして使う

こともできるでしょう。 

「われわれの事業は何であるべきか」は「われわれの事業は何か」「何になるか」への答 
えとは関係なく考えなければならない。（中略）「事業は何であるべきか」を考えること 
は、事業は今日のものとは違うものでなければならないということを前提としている。 
ドラッカー名著集 13 マネジメント[上] 課題、責任、実践 P.153 第 10 章 企業家的スキルと

しての戦略計画 
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（３）本シートと「ドラッカーの５つの重要な質問」との関係 
 ドラッカーには、「５つの重要な質問」という有名な問いがあります。「経営者に贈る５つの質問」

という 100 ページほどの本にもなっていますのでご存知の方も多いと思います。それは次のような質

問です。 

本シートでは、成果や計画は問いていません。事業や顧客の周辺であれこれ質問をしていますが、も

っと大切なことは、成果であり、計画であることに違いありません。本シートで状況を把握したあと

は、是非、５つの質問を見直して、成果や計画を磨きあげていただきたいと思います。 

 

（４）成果をどのようにしてつくりあげるか 
 一般に成果は測れるものが望ましいです。測れる指標の方が、理解され易く、共有され易い側面が

あります。作った指標が誰にも理解されなければ、実践もありません。企業であれば売上や利益がま

ず思い浮かびます。しかし、売上や利益は成果の指標の一部分に過ぎないことに注意する必要があり

ます。測るのが簡単といって、自分の組織の都合だけを考えた指標は重要なことを見失う危険性があ

ります。 

 成果は組織の外部にあります。成果は事業（使命）の実現の延長線上にあり、顧客の価値に貢献す

るものです。事業（使命）に照らしあわせて、顧客に貢献をする事業をどれだけ実践するかを組織が

自ら独自に指標を作り、計画に展開していかなければなりません。 

 本シートは、直接「私たちの達成した成果は何ですか」を定義することはないものの、成果や指標

を考える上で、重要なヒントを提供しているのです。 

 
（５）本シートと「マネジメントスコアカード」との関係 
ドラッカーは、事業を継続する上では、事業領域の定義を行ったうえで８つの個別目標領域を設定し、

バランスすることを「現代の経営」という著作で紹介し、「マネジメント・スコアカード」と呼んで

自身の活動の中で使っていたことが知られています。 

私たちの事業（使命）は何ですか。 

私たちの顧客は誰ですか。 

顧客は何を価値あるものと考えていますか。 

私たちの達成した成果は何ですか。 

私たちの計画は何ですか。 
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「私たちの計画は何ですか」を問うなかで、この８つの目標は基本となる切り口を提供しています。

現在あなたが考えている計画は、８つの指標のどの分野を満たすものなのかを調べてみましょう。も

う一方で、足りない部分が何かも調べて検討したときに、本シートをもう一度見直して下さい。おそ

らく違う回答を書きたくなるはずです。 

 

（６）本シートの入手先 
□「アミュレット事業戦略検討シート」は、ドラッカー学会の Web サイトからどなたでもダウンロー

ドできますので、皆様流でアレンジして使って下さい。 

http://drucker-ws.org/D_management/DM_23_01.pdf 

 

参考までに、2012 年、ドラッカー「マネジメント」研究会で実施した時のシートを添付しておきま

す。 

 
 

マーケティングの目標 

イノベーションの目標 

人的資源の目標 

資金の目標 

物的資源管理の目標 

生産性の目標 

社会的責任の目標 

未来のコストとしての利益の目標 
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以下は、ドラッカー学会の Web サイトからダウンロードできるものと同じものです。 

 
 
 
（７）おわりに 
本シートの活用により、新たな気づきを各自が発見し、日本のみならず、あらゆるところでイノベー

ションに基づく、商品開発とベンチャーが活性化することを願っています。シートの名前には、「ア

ミュレット」という名前がついていますが、これは英語で「おまじない」という意味です。文字通り、

記入者の「おまじない」となり、事業の成功に貢献することが筆者のささやかな願いです。 

 

                                         以上 

 

 

市川充プロフィール： 

アミュレット株式会社 代表取締役 

ドラッカー学会会員 

１９６７年 東京都江戸川区出身 

１９９３年より情報技術の実験、検証、カスタマイズ、サポート事業に従事。 

 ２０１５年現在、ドラッカー「マネジメント」研究会および英語でドラッカー 

 を学ぶ会に所属し、情報技術をいかに成果をあげるものにできるか研究開発に 

 取組んでいる。 
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１、 氏名 高部 茂 サマリーシート 
２、 論文名 「商品開発およびベンチャービジネスにおける 8 つの重点領域」 
３、 論文概要 
商品開発とベンチャービジネスについて、ドラッカーのマネジメント・スコアカードの 8 つの領域

を章立ての参考としてまとめた。 
商品開発については、著者の長年の研究開発分野における知見をまとめた。ベンチャービジネスにつ

いては著者が社内ベンチャーの経験しか持たないため、十分な知見を示すことが出来ないので、ドラ

ッカーの著書である「イノベーションと企業家精神」からベンチャービジネスに関する示唆に富むポ

イントを整理した。 
 
４、 論文のポイント 
（１） マーケッティング 

① カスタマーのみならず、ノンカスタマーの要望も収集する。 
② 顧客の支払い可能価格を、商品開発の価格設定にする。 
③ 予期せぬ失敗と予期せぬ成功の分析を重視することも重要。 

（２） イノベーション 
① イノベーションの定義は「消費者が資源から得られる価値や満足を変えること」である。 
② イノベーションで重視することはスピードである。 
③ スピードを確保するための第 1 は、開発工程表を作りネック工程を見極める。 
④ 第 2 は、成果のまとまりである一里塚の積み重ねで開発を進めること。 
⑤ 第 3 は、アウトソーシングの活用。 

（３） 人的資源 
① 商品開発のチームリーダは沢山の失敗を乗り越えた経験を持っている者が望まれる。 

この経験が、開発の困難な局面の打開で役立つ。 
② 開発チームは、年齢や性別・人種などの多様性を持たせる。チームの多様性による発想の拡

大や議論の広がりは、開発における「無形の財産」であり、開発商品である「有形の財産」

と合わせ、商品開発の両輪をなすものである。 
（４） 生産性 

① 生産性の向上による目標コストの作り込みは、商品開発において、設計開発による目標コス

トの作り込みと並ぶ両輪である。 
② 設計開発における図面検討会（デザインレビュー）に生産部門の関係者も参加させて、生産

部門の知見も取り入れて行くことがコスト達成に重要である。 
（５） 社会性・顧客創造 

① 商品開発は新しい価値を生み出すことから、人類社会に貢献することであるが、同時に、 
「ヒト・モノ・カネ」という社会資源を使うものであるから、成功する責任（社会的責任）

があるとも言える。                             
 以上 
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『商品開発およびベンチャービジネスにおける８つの重点領域』  高部 茂 
 
はじめに 
商品開発とベンチャービジネスについて、ドラッカーのマネジメントスコアカードの８つの重点領

域を章立ての参考としてまとめてみた。 
商品開発については、著者の長年の研究開発分野における知見を総ざらいした形となっている。 

ベンチャービジネスについては著者がわずかな社内ベンチャーの経験しか持たないため、十分な知 
見を示すことが出来ないため、ドラッカーの著書である「イノベーションと企業家精神」からベンチ

ャービジネスに関する示唆に富むポイントを５項目に分けて整理した。 
 
第１章 商品開発 

 
１－１）マーケティング 

①  商品開発におけるマーケティングはイノベーションとともに両輪をなす機能である。顧客

の要望を収集し、自社の分析も加味して開発目標を設定する訳であるが、開発目標は出来る

だけストレッチした尖った目標であることが望ましい。それは開発された商品の競争力を高

め、他社の追随をためらわせ、十二分の利益を確保するために必要な事柄である。 
②  顧客の要望を収集する際、自社の顧客であるカスタマーのみならず、ノンカスタマーの要

望も収集することが肝心である。ノンカスタマーは何らかの理由で自社商品を購入していな

い訳で、その原因を探り、対策を立てることにより、さらに大きな市場を得るために不可欠

である。 
③  マーケティングの重要なポイントに、顧客の支払い可能価格を、開発商品の価格設定にす

ることがある。その上で、適正利益を差し引き、開発商品の製造原価を算出する。この製造

原価が、商品開発における、目標コストとなる。一般に行われている積み上げコスト方式の

コスト設定は、適切な利益の確保を危うくし、商品の市場寿命を短いものにしてしまう。 
 これが顧客の創造のための重要な工程であり、商品を購入してくれる顧客を作り出すこと

になる。 
④  マーケティングのもう一つの重要なポイントに、予期せぬ失敗と、予期せぬ成功の分析と

重視がある。開発商品の想定市場と想定顧客について、想定通りに販売が伸びないことが予

期せぬ失敗であり、商品コンセプト乃至は価格設定について顧客に受け入れられない点があ

ったはずで、この分析から、商品を見直さなければならない。 
また、想定外の顧客と市場に商品が売れる場合が、予期せぬ成功であり、この場合にも、

なぜ顧客が購入したのかを分析することにより、商品コンセプトを見直す契機になる。 
 

１－２）イノベーション 
①  イノベーションの定義としては、ドラッカーが「消費者が資源から得られる価値や満足を

変えること」と定義している。（＊１） そのイノベーションにおいて も重視すべきは「ス

ピード」である。すこしでも早く開発し、先行利得を得ること、また、プライスリーダーに

なることが利益確保に必要なことである。 
②  そのスピードを確保するために、三つのポイントがある。 
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③  その第一は、開発工程表をつくり、ネック工程を見極めることである。開発の全容を見え

る化し、ネック工程への注力をはかる。 
④  その第二は、開発工程表に基づき、ここまでは出来た、まとまったという一里塚の積み重

ねをすることである。これにより、常に開発目標との整合をはかり、工程の後戻りを 小限

にすることができる。 
⑤  その第三は、アウトソーシングの活用である。自社で開発できないもの、開発負担が大き

すぎるものはアウトソーシングし、専門メーカの力を借りる。 
＊１ Ｐ．Ｆ．ドラッカー ドラッカー名著集５「イノベーションと企業家精神」１３頁 
 
１－３）ヒト 

①  商品開発のチームリーダには、それまでに沢山の失敗を乗り越えた経験を持っている者が

望まれる。新しいものを開発するには、１－２）のイノベーションの項で述べたように、早

くて、後戻りの少ない開発がもとめられるが、このような開発の際には、いくらしっかりし

た開発工程表を作成しても、未知の問題の発生が不可避であり、新しいものには従来にない

問題が発生するのが常である。 
このような事態が発生した時に、チームリーダは立ちすくむことなく、問題の分析を行い、

進むべき方向を示さなければならない。 
このようにチームリーダには、困難な局面の打開が出来るかどうかが、真価の問われる能

力であり、この能力は、それまでに多くの失敗を乗り越えて、問題解決を沢山してくること

によって培われてくるものと考えられる。 
問題解決の手法・手順は、どのような領域の問題であっても、同様な手法・手順を踏むも

のであって、現象の把握（事実の確認）⇒原因分析⇒対策立案⇒対策実施の優先順位づけ⇒

対策の効果確認⇒問題解決の確認 というような流れが一般的と思われるが、この流れの全

容を経験値として身に着けていることが必要である。 
②  これに加えて、チームリーダには「 後は自分の責任で決める」という強い意志が必要で

ある。 
問題解決にはいくつかの選択肢がある場合が少なくなく、どの選択肢を選ぶかについて、

コストや、難易度、他への影響度合い、かかる時間、などをパラメータに取捨選択を行うが、

チームの中でどの選択肢を選ぶかについて、意見の一致を見ないことも少なくない。 
そのような場合には、チームリーダが自分の責任において選択肢を決めなければならない。

チームの和を尊ぶあまり、決定を先延ばしにして貴重な時間を浪費するようなことがあって

は、スピードが要求される開発に致命的な汚点を残す。 
③  また、商品開発のチームの構成は、開発要素のスペシャリストを集めるのが一般的である

が、その際に、年齢や性別・人種などの多様性を持たせると、それがチームに多様性をもた

らし、発想や着眼点の自由度の拡大や、議論の広がり幅の増大などの効果を生む。 
これらの事柄は、商品開発における成功体験と合わせ、無形の財産であり、このようなチ

ームの構成が出来れば、開発が成功する確率を高めることにつながる。 
この無形の財産は、開発された商品という有形の財産と合わせ、『商品開発』の両輪をな

すものであって、その企業の風土を形作るうえで大きな影響を及ぼすことになる。 
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１－４）モノ 
①  商品開発において、対象となるモノについて重要となるのは、『現場・現実・現物』の三

現主義の考え方である。現場における事実（現実）の把握、現物をつぶさに観察することが

重要である。この観察の際に 10 倍の小さなルーペが役立つ。 
モノに残ったかすかな痕跡から、何が起こったのかを推察する。例えば開発品が何らかの

理由で壊れたような場合、開発品の部品のすべてを 10 倍のルーペで隅々まで見て、観察事

実を列挙する。その上で、壊れた理由を推定し、その壊れたメカニズムと観察事実に矛盾が

ないか検討する。 
開発中のモノが壊れるということは大きなチャンスである。開発品が商品となって市場で

使われているときに、必要な寿命を全う出来なければならず、また、性能や機能の劣化も、

顧客が許容できる範囲でなければならない。 
これを保証するためには設計の安全率を高めれば良い訳だが、一方では１－１）項のマー

ケティングで述べたように、顧客の支払い可能価格から導かれる適正な製造原価を目標コス

トにしなければならず、安全率と目標コストのバランスをとることが開発の重要なテーマに

なる。 
このために、モノが開発中に壊れてくれれば、安全率の不足が市場投入前に分かる訳で、

市場での不具合を未然に防止することが出来る。 
②  また、モノを開発する中で、材料の重要性を認識することも必要である。 

開発のひとつのテーマに、より小さく、より軽く、より安く、という事柄があげられるが、

これらを実現するのに材料に注目することは重要なポイントである。 
例えば、近年のカーボン繊維の目を見張る進歩は、より小さく、より軽く、を実現する大

きな手助けになっている。 
さらに、 適な材料が市場に無い場合は、材料の開発にも取り組まなければならない。 
新しいものを開発するには、従来にない価値を実現しなければならず、その価値を実現す

るのに、新しい材料が必要であるということは十分に考えられる事柄である。 
 
１－５）カネ 

①  研究予算の管理は、開発チームリーダの重要な役割の一つである。 
通常開発予算は潤沢ではなく、開発工程表に基づいた、予算の配分を行い、毎月の実績の

把握を確実に行ってゆく。 
この意味からも開発工程表は、開発の各段階を漏らさず網羅しておかなければならない。 
また、一部の開発をアウトソーシングする場合には、アウトソーシング先で発生する費用

をどのように負担するのか、あらかじめ取り決めてく必要がある。 
アウトソーシング先の費用も依頼元の会社の開発費で賄うのか、あるいはアウトソーシン

グ先の費用はアウトソーシング先の負担とするのか。一般には後者の場合が多いが、アウト

ソーシング先の規模が小さい場合などには前者の場合も考えられる。 
②  研究開発の進捗に伴い、１－２）イノベーションの④で述べた一里塚ごとに、目標コスト

をクリアしているかの確認をしておかなければならない。 
研究開発の進捗に伴い設計変更が行われ、新たな付加価値が付け加わったり、従来の付加

価値より高度な付加価値が必要になったりするので、製造コストは常に上昇する傾向にある。   
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このような状況の中で、目標コストを達成するために、性能・機能を若干犠牲にしても目

標コストをクリアする手法として、「トレードオフ」の考え方が重要になる。 
トレードオフの考え方は、目標コストの達成を第一義にし、性能・機能を第二義にする考

え方であるが、目標コストを必達とする開発においては重要な手法である。 
③  また、目標コストを達成するのに、各々の部品のコストをパレート図に表した時に全体の

コストの７０～８０％を占める主要部品のつくりこみ（各部品の目標コストの達成）に注力

すべきである。ここでは、自社製作とアウトソーシングを比較し、自社で取り込むべき部品

とアウトソーシングで製作する部品を識別する。 
 
１－６）生産性の向上 

①  生産性の向上による目標コストの作り込みは、商品開発において、設計開発による目標コ

ストの作り込みと並ぶ両輪である。 
生産性の向上を狭義にとらえると「生産技術の向上」ととらえることが出来る。 
生産技術の向上としては、材料歩留りの向上、加工精度の向上、組み立てサイクルタイム

の短縮、などがあるが、これらは研究開発とも連携する関係にある。 
歩留りの良い形状に設計する、バイトの交換が少ない加工を実現するような加工精度に図

面を統一する、一方向からの組み立てを可能にすることで、組み立てのサイクルタイムを短

縮するなど、枚挙にいとまがないほど連携の例を上げることが出来る。 
これらの連携を実現するために、設計開発における図面検討会（デザインレビュー）に製

造部門の関係者も積極的に参加させて知見を取り入れて行くことが必要である。 
②  生産性の向上を広義にとらえると、商品開発のフローにおける各工程の一つひとつの生産

性を向上させるという視点がある。 
カスタマーだけではなくノン・カスタマーの情報把握も可能にするマーケティングの情報

把握領域の拡大であるとか、シュミレーションの採用による研究開発のスピードアップと研

究開発コストの圧縮、バーコードの採用やＰＯＳシステムによる管理コストの圧縮、配送の

効率化による輸送コストの圧縮、設計品質や製造品質の向上によるサービスコストの圧縮な

ど、切り口はいろいろあるが、開発商品の製造コストを８割がた決定してしまう、設計開発

の機能の重要性を認識しておく必要がある。 
③  商品の生産性は、商品開発のフローにおける各行程の も生産性の低い工程で決められて

しまう。言い換えれば、 も生産性の低い工程が、全体の生産性のネック工程になると言え

る。 
この意味から、各行程の生産性のバランスをとることが重要で、全行程での工程ごとの付

加価値と工程ごとのコストの比較から、ネック工程を見つけ出し、全体のバランスをとるよ

うにすることも商品開発の生産性を議論する上で無視できない。 
 
 

１－７）社会的責任 
①  商品開発は新しい価値を生み出すことから、人類社会に貢献することであるが、同時に、

「ヒト・モノ・カネ」という社会資源を使うものであるから、成功する責任（社会的責任）

があるとも言える。 
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②  私たちは、新しいモノを作り出すことで、新しい価値を生み出し、社会と経済を発展させ

てきた。これは、人間が考えることが出来る「脳」を持っている効用であって、太古の人が、

釣り針や弓矢を発明して食料を確保し、飢えから解放されたように、次々といろいろな発明

をすることで社会を豊かにし、生活を安全に幸福に送れるようになってきた。 
現代の商品開発もその流れを受け継いでいるものであり、新しい付加価値を生み出すこと

で、社会に貢献して行かなければならない。 
③  また、商品開発に携わった一人ひとりにとって、世の中に新しいものを生み出したという

達成感や満足感は、貴重な体験であり、何物にも代えがたい精神的な糧である。 
②でも述べたように、私たちは考えることが出来る「脳」を持っているが、その「脳」を

有効に使った証が商品開発された新しい「モノ」であり、新しい「付加価値」である。極論

すれば、新しい「モノ」や新しい「付加価値」を作り出すことが、考えることが出来る「脳」

をもっていることの「意味」でもあるし、「宿命」とも言えるのではないか。 
④  人類は文明を持ってから五千年とも一万年ともいわれる歴史を積み重ねてきたが、その歴

史の中のエポックメイキング的な事柄をあげても、「灌漑農業の発生」「文字の取得」「国家

の発生」「ピラミッドの建設」「電気の発見」「月着陸」「原子力の開放」「コンピュータの発

明」など枚挙にいとまがない。 
これらも、日々の小さな発明の膨大なすそ野があってこそ生み出された結晶であり、私た

ちのこれからもまた次々と人類に貢献する研究開発を続けて行くことであろうと思われる。 
 

１－８）売り上げと利益 
①  商品開発における利益は、次の商品開発の原資であり、商品開発のサイクルを回すために

必須なものである。 
言い換えれば、本当の意味で一つの商品開発が成功したとは、次の商品開発の原資を生み

出せて、初めて成功したと言うことが出来る。 
②  この基準に当てはめてみると、クリアすることのできる商品開発の生まれる確率は、わが

国では「千三（せんみつ）」とも言われており、千回の開発で僅か三回しか生まれないとも

言われている。ドラッカーは「千二（せんに）」とも言っている。 
③  商品開発の担当者は、開発が成功して商品が世に出ることで満足しがちであるが、その商

品が、上記の基準をクリアして初めて、商品開発担当の自己の使命が完遂したと認識すべき

である。 
 
 
第２章 ベンチャービジネス 
 ドラッカーの著書「イノベーションと企業家精神」から、ベンチャービジネスに関する示唆に富む

項目をピックアップし、次の五つの項目に分けて整理した。 
マーケティング・イノベーション・ヒト・カネ・社会的責任 
 
２－１）マーケティング 

①  ベンチャービジネスの企業家は、社外のカスタマーおよびノン・カスタマーと常に情報交

換をしなければならない。 
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②  また、自己の商品を企業家自らが もよく知っているとの驕りを排除せねばならない。 
③  それは、自己の商品が、予期せぬ失敗や、予期せぬ成功に遭遇することが少なくないから

で、予期せぬ失敗は、商品コンセプトや価格に問題のあることを暗示するし、予期せぬ成功

は、新しい市場の展開を可能にさせるので、いずれも企業家は謙虚にその事態に対処しなけ

ればならない。（＊２） 
④  企業家は顧客のニーズを満足させることによって対価を得ることを認識しなければなら

ない。 
＊２ ドラッカー名著集５「イノベーションと企業家精神」２２６頁 

 
２－２）イノベーション 

①  企業家精神には四つの条件がある。（＊３） 
Ａ． 第一に、イノベーションを受け入れ、変化を脅威でなく機会と見なす組織をつくりあげ

なければならない。 
Ｂ． 第二に、イノベーションの成果を体系的に測定しなければならない。あるいは少なくと

も評価しなければならない。 
Ｃ． 第三に、組織、人事、報酬について特別の措置を講じなければならない。 
Ｄ． 第四に、いくつかのタブーを理解しなければならない。行ってはならないことを知らな

ければならない。 
②  イノベーションの評価（＊４） 

Ａ． 第一に、一つのプロジェクトについて成果を期待にフィードバックすることである。 
Ｂ． 第二に、イノベーションに関わる活動全体を定期的に点検していくことである。 
Ｃ． 第三に、イノベーションの成果全体を、イノベーションに関わる目標、市場における

地位、企業全体の業績との関連において評価することである。 
③  イノベーションに成功する五つの秘訣（＊５） 

Ａ． 第一に、イノベーションを行うには機会を分析することから始めなければならない。

イノベーションの機会は七つある。 
第一が予期せぬことの生起である。第二がギャップの存在である。 
第三がニーズの存在である。第四が産業構造の変化である。 
第五が人口構造の変化である。第六が認識の変化である。 
第七が新しい知識の出現である。（＊６） 

Ｂ． 第二に、イノベーションとは、理論的な分析であるとともに知覚的な認識である。イ

ノベーションを行うにあたっては、外に出て、見て、聞かなければならない。このこと

は、いかに強調してもしすぎることがない。 
Ｃ． 第三に、イノベーションに成功するには焦点を絞り単純なものにしなければならない。

一つのことに集中しなければならない。 
Ｄ． 第四に、イノベーションに成功するには小さくスタートしなければならない。 
Ｅ． 第五に、 初からトップの座を狙わなければならない。 

   
④  イノベーションの三つの「べからず」（タブー）（＊７） 

Ａ． 第一に、凝りすぎてはならない。 
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Ｂ． 第二に、多角化してはならない。 
Ｃ． 第三に、イノベーションを未来のために行ってはならない。現在のために行わなけれ

ばならない。 
   

⑤  イノベーションを成功させる三つの条件（＊８） 
Ａ． 第一に、イノベーションは集中でなければならない。 
Ｂ． 第二に、イノベーションは強みを基盤としなければならない。何事もその価値を心底

信じていなければ成功しない。 
Ｃ． 第三に、イノベーションはつまるところ経済や社会を変えなければならない。 

 
  ＊３ ドラッカー名著集５「イノベーションと企業家精神」１７４頁 
  ＊４ 同上 １８４頁、 ＊５ 同上 １５７頁、 ＊６ 同上 １５頁、 
  ＊７ 同上 １６０頁、 ＊８ 同上 １６１頁 
 
２－３）ヒト 

①  ベンチャービジネスが成功するには四つの原則がある（＊９） 
Ａ． 第一に、市場に焦点を合わせること。 
Ｂ． 第二に、財務上の見通し、特にキャッシュフローと資金について計画を持つこと。 
Ｃ． 第三に、トップマネジメントのチームを、それが実際に必要になるずっと前から用意

しておくこと。 
Ｄ． 第四に、創業者たる企業家自身が自らの役割、責任、位置づけについて決断しておく

ことである。 
 

② トップマネジメントチーム構築の準備（＊１０） 
Ａ． 第一に、創業者自身が事業にとって重要な活動について主な人たちと相談しなければ

ならない。 
Ｂ． 第二に、創業者などの主な人たちの一人ひとりが、自分の得意とするものは何か、他

の人たちの得意とするものは何かを考えなければならない。 
Ｃ． 第三に、それぞれの強みに応じて、誰がいずれの活動を担当すべきか、誰がどの活動

に向いているかを検討してみなければならない。こうしてようやくトップマネジメント

チームが構築される。 
Ｄ． 第四に、重要な活動のすべてについて目標を定めなければならない。 
  当初、このトップマネジメントチームは非公式であってよい。 

 
 

③  ベンチャービジネスの創業者には、外部の人間の客観的なアドバイスが必要なことを教え

る。 
創業者の判断や強みを問題にできる外部の人間が必要である。 
創業者たる企業家に対し、質問をし、意思決定を評価し、市場志向、財務見通し、トップ

マネジメントチームの構築など、生き残りのための条件を満たすように絶えず迫っていく必
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要がある。 
これこそ、ベンチャービジネスが企業家マネジメントを実現するための 大の要件である。

（＊１１） 
 

④  多くの成功した企業家やイノベーターはリスク志向ではなく、リスクを 小化しようとし

ている。イノベーションに成功する者は保守的である。保守的たらざるをえない。彼らはリ

スク志向ではない。機会志向である。（＊１２） 
 
＊９ ドラッカー名著集５「イノベーションと企業家精神」２２２頁 
＊１０ 同上 ２３５頁、 ＊１１ 同上 ２４５頁、 ＊１２ 同上 １６４頁 

 
２－４）カネ 

①  売り上げが５０％伸びるごとに、資本構造を変えなければならない。（＊１３） 
 
＊１３ ドラッカー名著集５「イノベーションと企業家精神」２３１頁 

 
２－５）社会的責任 

①  規律のないところに自由はない、ベンチャーが見通しと規律を必要とするのは企業家精神

を維持・強化するためであり、成功がもたらす要求に応えるためである、ベンチャーは責任

を必要とする、 
まさに企業家がこの責任を果たせるようにすることがベンチャーのマネジメントである。

（＊１４） 
②  企業家戦略というものが、顧客にとっての効用や価格、顧客に特有の事情や価値からスタ

ートするとき、成功の確率がきわめて高いことも明らかである。（＊１５） 
③  企業家戦略は意思決定の分野に属し、したがってリスクを伴う。それは直感や賭けではな

い。とはいえ厳密な意味での科学でもない。それは判断である。（＊１６） 
 
＊１４ ドラッカー名著集５「イノベーションと企業家精神」２４６頁 
＊１５ 同上 ３０８頁 
＊１６ 同上 ３０８頁                         

 
 
第３章 リーダーの育成について 
 
商品開発とベンチャービジネスにとって「リーダー」の位置づけは非常に重要である。 

いずれにとっても「リーダー」がどのような考えを持ち、どのような姿勢で物事に当たり、どのよう

なリーダーシップを発揮するかが、商品開発やベンチャービジネスが成功するか否かの も大きい要

素であると言える。この「リーダー」の育成について、リーダーが本来持っていなければならない要

件や姿勢を列挙し、経験や学びで身に着けるべきこと、育成に必要なことを挙げてみた。 
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３－１）リーダーに必要な要件・姿勢 
① 何事にも真摯な姿勢で臨む。 
② チームの目標を達成すると同時に、メンバーの育成にも配慮する。 
③ チームメンバーの強みを生かした役割分担にする。 
④ 小さな目標である一里塚を次々とクリアして、 後に大きな目標に到達する。 
⑤ 問題が起きても、 後まで諦めずに解決の先頭に立つ。 
⑥ チーム内の情報の周知徹底と、チームのベクトル合わせに留意する。 
⑦ 上層部へのタイムリーな報告を欠かさない。 
⑧ 大きなチームの場合、よき番頭さんを置くことも考慮する。 

 
３－２）そのために経験・身に着けるべきこと 

① 沢山のチャレンジと失敗をして来ていること。 
② 新しいことに挑戦することに尻込みしない。 
③ 人の欠点を見ないで、長所を見る。 
④ ツキ（運）を持っている人であること。 
⑤ 問題解決のスキルを身に着ける、三現主義を重視する。 
⑥ 人（上司を含む）を使うことの要諦を身に着ける。 
⑦ 人間としての哲学を持つ。 

 
３－３）育成方法 

① 小さなチームのリーダーを手始めに、リーダーを沢山経験する。 
② 社内の他部門との交流・人間関係の構築をする。 
③ 早くから社外との交流をして、視野を広く持つと同時に、情報網を構築する。 

（ 学会・業界・顧客・大学・役所・etc ） 
④ 技術以外の“本”を沢山読む。 
⑤ 人との意見交換を積極的に行い、人の持つ多様な見方に慣れておく。 
⑥ 異性や外国人との交流（部下としても）にも積極的になる。 
⑦ リーダーの自分がチームメンバーに助けられていることを認識する。 

 

 

第４章 ドラッカー著作の調査について 
 
Appendix（P130）に掲載した「商品開発とベンチャービジネス」分科会の会員が分担して調査した

文献の内、高部の担当したものについて概要をまとめた。 
 
４－１）産業人の未来 
 ドラッカーの処女作である「経済人の終わり」（１９３９年）に続いて１９４２年に出版されたも

ので、「経済人の終わり」が第一次大戦終了からナチスの台頭に至る経緯を俯瞰し、ヨーロッパ社会

の産業・経済発展の挫折、恐慌の激化によって大衆が無感覚に陥り、既存の体制に拒否反応を起こし

たことによるものと分析したのに引き続き、「産業人の未来」では、第二次大戦後の社会が、産業社
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会として、一人ひとりの人間に対して「位置」と「役割」を与え、重要な社会権力が「正統性」を待

たなければならないと論じた。 
 
４－２）断絶の時代 
 １９６９年の著作である「断絶の時代」は著者の も好きなドラッカーの著作である。 
 ドラッカーは人類の長い歴史の中に、社会全体がイノベーションに覆われ、それまでの社会と異な

る社会が生み出される時期（断絶の時代）と、変化がなく同様の社会が継続される時期があることを

明らかにし、１９６０年代から２０３５年ころまでが、人類が何回目かに経験する断絶の時代で、新

産業や新技術（インターネットなど）の出現、グローバル経済の出現、組織社会の出現、知識社会の

出現の四つに代表される変化の時代であることを示した。 
 
４－３）イノベーションと企業家精神 
 １９８５年の著作で、ベンチャービジネスや企業家のバイブルとも言われる著作である。 
 イノベーションを起こすための七つの機会はあまりにも有名である。また、既存企業のための企業

家精神、公的機関のための企業家精神、ベンチャーのための企業家精神についても述べられており、

社会のすべての組織に企業家精神が必要なことが述べられている。 後に四つの企業家戦略が示され、 
これからの組織社会にはすべからく企業家精神が必要なことが述べられている。 
 
４－４）ドラッカー・中内 功 往復書簡 
 １９９５年の著作で、１９９４年から９５年にかけて、ドラッカーとダイエーの中内功の間で交換

された書簡をまとめたもので「挑戦の時」と「創世の時」の二部構成。中国経済の急成長の中での問

題点の指摘や、ドラッカーのマネジメントの基となった七つの経験が披瀝されている。 
 

以上 

 
 

【著者プロフィール】 
高部 茂（たかべ しげる） 

 石川島播磨重工業（現ＩＨＩ）入社、自動車用ターボチャージャやスーパー      
チャージャの設計開発を始め、自動車用の低沸点冷媒使用のタービン発電機 
の開発などに従事。ＩＨＩ回転機械に移り品質保証業務に従事。 

 ドラッカー学会 マネジメント研究会 総合企画委員。 
 ドラッカー学会 ドラッカー・マネジメント＆イノベーション研究会 副代表。 
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１、氏名 和田 憲一郎 サマリーシート 
２、論文名 「e-モビリティのベンチャービジネスはなぜ失敗が多いのか」 
３、論文概要 
ベンチャービジネスは不透明性が高く、リスクの高いビジネスである。その中でも、モビリティ開発

は多くの資金と人員、さらに長期に及ぶ開発期間がかかるだけに、よりリスクの高いビジネスと言え

る。過去から数多くのベンチャー企業がビジネスでの成功を夢見てトライしているものの、その多く

が挫折している。今回はそのような状況に鑑み、いったい、どこに留意しなければならないのか、キ

ーとなるポイントは何なのかに焦点を置いて解説を試みた。 
 
４、論文のポイント 
市販を前提とした e-モビリティとなると、EV であろうがなかろうが、人を乗せるクルマとして数多

くの要素を持ち合わせていなければならない。さらには e-モビリティ特有の事情もある。決して甘

くみていたとは言わないが、一つでも未達の事項がでると、クルマとして市場に出し、事業を継続し

ていくことが困難となる。主な失敗の原因は以下に整理できる。 
① 各国法規対応が必要 
② 巨額の開発費が必要 
③ 過去の経験や蓄積が必要 
④ 耐久性・信頼性の確保 
⑤ キャッシュフロー経営の難しさ 
⑥ 製品に対する社会的責任 
⑦ 新たな技術革新が進展 
 
ではベンチャー企業はどのような観点から開発を進めれば良いであろうか。次の点がポイントとなる。 
・モビリティというモノ作りであれば、ベンチャー企業としてどこまで自ら作るかの線引きはとて 
も重要である。もしパワーが不足する場合は、次の方法を考えてはいかがだろうか。デザイン（デザ

イン会社に委託）、コンセプト（自前）、基本パテント（自前）、仕様書、製品要求値（自前）、試験・

製造（EMS に委託）、販売（自前）。つまり、自らは も強みとする「コンセプト」「基本パテント」

「仕様書、製品要求値」に特化する案である。 
 
・もう一つ重要なことは、顧客のニーズを深堀することである。顧客が表面的に困っていることと、 
真に困っていることは異なるかもしれない。顧客のニーズを深堀し、もしくは翻訳して、真に必 
要なモノ、解決できる手段を新商品開発の中に盛り込むことが重要となる。 
 

以上 
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e-モビリティのベンチャービジネスはなぜ失敗が多いのか 
 

 和田 憲一郎 
はじめに 
近年、e-モビリティ（ガソリンにてエンジン駆動により走る車両ではなく、バッテリーや燃料電池

といった電力によりモーター駆動にて走るクルマ）では、日本のみならず欧米アジア諸国に於いても

ベンチャー企業が参入する例が増えている。 
 
しかし、その多くは商品開発する段階にて破綻したり、商品を市場投入後も事業として上手くいか

ず、倒産や業態転換に追い込まれている企業が多い。一部には成功している企業があるものの、なぜ

多くの企業が失敗に至るのであろうか。その原因や今後ベンチャー企業が取るべきあり方について考

えてみたい。 
 
１．今なぜ e-モビリティなのか 
 （１）ガソリン車から e-モビリティへ 
  モビリティは、近年、地球温暖化（CO2 削減）及び排ガス規制という環境問題と、石油を巡る

エネルギー問題に於いて厳しい局面にさらされてきた。1908 年に T 型フォードが発売されて以来、

世界中で自動車は増加し、現在の総自動車台数は 11 億台以上と言われている。 
 
そして、採掘する石油はいつかは枯渇すると言われており、クルマの燃焼効率が良くなったとして

も、石油を燃やす限り二酸化炭素が排出される。また石油を巡る関係では、保有する国と保有できな

い国との間でナショナルセキュリティが生じている。 
 
さらには中国の PM2.5 は言うに及ばず、世界の大都市にて排ガスの被害が深刻になりつつあり、

排ガス強化を行う動きが活発化している。米国加州の ZEV(ゼロエミッションビークル)規制では、

1990 年から排ガス規制を実施している。 
 
しかし、現在でもイエロースモッグと呼ばれる排ガスによる被害が出ていることから、規制当局で

あるカリフォルニアの大気資源局(CARB)は、2012 年に更なる強化策を打ち出した。「2018MY 問題」

と呼ばれるものであり、2018MY からは、従来の大規模メーカーを対象としていたのに比べ、中規

模メーカーまで含めるとともに、対象車として EV/PHV/FCV のみをクレジットのカウント台数とす

る強硬策を打ち出した。 
 
つまり、従来からカウント数に含まれていた HEV（ハイブリッド車）は適用外とし、エンジン駆

動ではなく、あくまでメインとしてモーター駆動による、いわゆる e-モビリティを半強制的に普及

させようとする政策を採用したのである。これには多くの自動車メーカーが驚き、これに合致するモ

ビリティの開発に乗り出している。 
 

（２）e-モビリティの将来性は 
規制が強化されるにつれ、先進国を中心に e-モビリティへの関心が高まっている。これまでは、
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例えば EV の場合、価格が高く、１回の航続距離が短いなど課題があったが、次第に改良され、能力

が高まっている。さらに産業として拡大するにつれ、経済効果により価格が廉価になっていくことも

連動している。 
 
また、日本ではガソリンスタンドが 盛期の 6 万軒から 32,000 軒まで減少しており、スタンドま

で 10km 以上も走行しなければならないなど、ガソリン難民も出始めている。これら環境の変化に

より、次世代が出現する 2017 年以降、台数が急激に増加するのではと予測される。 
 
但し、e-モビリティの方向性を巡っては、EV、PHV、さらには 2014 年に発売になった FCV など

があり、どちらが本命というより当面はこれらが混在しながら伸展していくものと思われる。 
 
（３）ベンチャー企業の参入 
市場が急拡大していることから、数多くのベンチャー企業が 2008 年頃からこの分野に参入してき

た。特に EV に於いては、電池とモーターさえあれば製作できるという風潮から、日米欧、さらには

中国でも修理工場と思われる企業までも参入してきた。 
 
しかし、テスラモータースを除く、多くの企業が市場から撤退を余儀なくされている。なぜだろう

か。新しい分野が生まれた直後は多くの企業が参入し、そして 10 年前後には数社に淘汰されてしま

う事象は e-モビリティ分野以外でも多々ある。今回は他ビジネスと何が同じで、何が異なるのか、

その点について考えてみたい。 
 
２．e-モビリティ・ベンチャービジネスの失敗 
（１）数多くのベンチャー企業が倒産 

e-モビリティに関しては、EV を 2009 年に三菱自動車が i-MiEV を発売、2010 年には日産自動車

が Leaf を発売している。これに刺激されてか、数多くのベンチャー企業が e モビリティ分野に参入

してきた。しかし、現在までを振り返ってみると、以下にあるとおり、相当の規模の企業も含めて、

数多くのベンチャー企業が倒産もしくは事業撤退している。 
 
・米国：ベタープレイス（電池交換システムを売りにした会社で、資金 8 億ドルを集め、日本で

は交換システムの実証試験を行うが、車体を提供する企業が少なく倒産） 
・米国：フィスカー（プラグインハイブリッド車を開発しようとしたが、車体設計の遅れ、および

電池供給会社 A123 が倒産したことにより、連鎖倒産） 
・米国：コーダ（小型 EV を LA 中心に約 100 台販売するも、販売不振により資金繰りが悪化し倒

産） 
・ノルウェー：Think（EV を 1,000 台程度販売していたが、資金繰りに困り倒産） 
・日本：ゼロスポーツ（日本郵便から約 1,000 台の受注をしていたが、初号車の納入時期が間に合

わず、違約金の制裁を受け、資金繰り悪化により倒産） 
・日本：ナノオプトニクス・エナジー（当初、鳥取の旧 JT 米子工業跡地に EV の生産を予定して

いたが、車両を開発することができず、身障者用の歩行補助移動支援ロボットに業態変換） 
・中国：数多くの中小企業が EV に参入を図るも、車両が完成せず、その多くは事業撤退か倒産に
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追い込まれている。 
 
 上記は、ドラッカー視点でいえば、８つの重点領域の中で、モノ（電気自動車）が上手くできず、

できても販売不振によりカネが回らないことから、途中で挫折している例が多いと推察される。 
 

（２）ベンチャー企業失敗の要因は何か 
 数多くの要因があり、また個別事情もあると思われるが、全体を総括すると幾つかにまとめること

ができる。 

 

まず根源的なことであるが、EV について 2005 年頃から第 3の波と言われるブームが訪れた際、一

部の大学教授やメディアから、「EV は構造が簡単で誰でも容易に作ることができる」と吹聴したこと

が遠因にある。これに影響を受けて、参入が容易であるならばと、数多くのベンチャー企業が e-モ

ビリティ分野に参入した。 

 

 しかし、結果的には、市販を前提とした e-モビリティとなると、EV であろうがなかろうが、人を

乗せるクルマとして数多くの要素を持ち合わせていなければならない。さらには e-モビリティ特有

の事情もある。決して甘くみていたとは言わないが、一つでも未達の事項がでると、クルマとして市

場に出し、事業を継続していくことが困難となる。 

 

① 各国法規対応が必要 

自動車（e-モビリティ含む）は、乗員を乗せて高速で走行可能であることから、日米欧な

どにて定められた車両に関する法律を順守しなければならない。その中でも衝突安全規定は、

法規的に厳守しなければならないものであり、量産車としてこれを満足することはかなりハ

ードルが高くなる。 

 

各国でも特例、つまり少量生産車としての緩和規定はある。例えば日本では 100 台以下で

あれば、型式認可を得ることなく、改造申請レベルにて公道走行ができる。しかし、あくま

で特例として国土交通省が認めたものであり、何ら型式認可の車両と同じ安全性を担保して

いるものではない。 

 

② 巨額の開発費が必要 

e-モビリティを開発するためには、デザイン・構想・設計・試験・製造と数多くのステッ

プが必要であり、一部は外部に委託可能であっても、全体として見てみると、巨額の開発費

が必要となる。これは車両開発・製造までに要する費用であり、まさにこの段階で投資に耐

えきれない企業が多い。 

 

③ 過去の経験や蓄積が必要 

e-モビリティの開発には、衝突安全要件を効率良く成立させることが必須となる。そのた

めには、一から設計するのではなく、過去からの類似車種の実車衝突のデータと、それと連

動した CAE 解析の経験値を使うことが有効である。 
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その上で、変更となるパワートレイン系部品を入れ替えることにより、車両開発の精度を

上げることができる。そして、数百種類ものパターンを考慮した CAE によるシミュレーショ

ンを行い、基本レイアウトや車体骨格、さらには装備仕様品（エアバック、カーテンエアバ

ック等）の性能を取り決めている。過去の蓄積がないベンチャー企業はその経験や蓄積の面

で厳しい。 

 

④ 耐久性・信頼性の確保 

もう一つ、ベンチャー企業にとって難しいことに、クルマとしての耐久性・信頼性を確保

することが挙げられる。自動車メーカーは、クルマの耐久性・信頼性を上げることに苦心し

ており、試作の段階で数十万 km に及ぶ試験を実施した上に、要すれば実証試験なども追加

で行って耐久性・信頼性の確認を行っている。 

 

ベンチャーの場合、これらに係る設備・人員・費用の確保が困難であり、結果的に耐久性・

信頼性の面で不安を生じてしまう。これは車両全体としてだけでなく、部品単体でも同様で

ある。 

 

⑤ キャッシュフロー経営の難しさ 

e-モビリティの場合、開発着手から設計、試作、試験、製造、販売と多くのステップが必

要となり、開発着手から販売までに 3～4年と長い期間を要する。その後、販売したとして

も、単年度に収益は確保できるかもしれないが、累積として収益が上がるまでにはさらに年

数を要する。このように長期間のビジネスを覚悟しなければならず、ベンチャー企業ではキ

ャッシュフローが回らなくなる危険性がある。 

 

⑥ 製品に対する社会的責任 

昨今のタカタ製エアバック問題を見るまでもなく、クルマでは乗員の安全性をいかに担保

するかが も重要な事項となる。またリコールや PL 訴訟が起こることもあり、多額の訴訟

費用が発生する。 

 

これら社会的責任を果たすためには、当初から車体、安全装備も含めてどう確保してきた

のかドキュメントとして残すことが必須であり、これら管理費用の負荷にも耐えなければな

らない。 

 

⑦ 新たな技術革新が進展 

現在、自動車に於いては、自動運転・IoT 機器など次々と新しい技術が開発されており、

ベンチャー企業といえどもこれら新要素を盛り込んでいかないと時代遅れになる可能性が

ある。しかし、実態としては、豊富な人材がいる訳でなく、どのようにしてキャッチアップ

していくのか開発面、資金面から課題となる。 
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では逆になぜテスラモーターズは成功したのであろうか。ここにはテスラモータ―ズの巧みな戦 

 略がある。ご存じのとおり、テスラモーターズは、当初高級スポーツカーであるロードスターを発 

売した。自動車メーカーのロータス社からボデー、シャシーを譲り受け、その上で EV としてのパ 

ワートレインを開発した。米国の法規的には、少量生産の除外規定（基本機能を満足すれば良く、 

全ての要件を満足する必要なし）にて対応した。 

 

しかし、次のモデル Sを開発するにあたって、今度は大量生産を前提とすることから、他車並み 

に全ての法規要件を満足させなければならない。このため、欧米自動車メーカーから優秀な技術者 

を大量に採用し、従来までの IT 分野のみならず、クルマとしての経験を充実させる戦略を取った。 

さらに、新しい要素に関しては、小型の部品を作り、事前検討を進めるなど、従来の自動車メーカ 

ーに匹敵するような対応をしている。つまり、ロードスターの開発から、モデル Sの開発に移行す 

るに際し、ベンチャー的手法から完全に自動車メーカー的手法へと脱皮を図っているのである。 

 

（３）e-モビリティは他モノ作りと条件・環境が異なるのか 

ビジネスが成功するためには、良くヒト・モノ・カネ・時間と言われるが、e-モビリティに於い

ても同様であろう。ただし、e-モビリティは開発期間が 3～4年と比較的長い部類に入る。航空機

などはもっと長く、7～8年、場合によっては 10 年以上の開発期間が必要となる。 

 

その中で、ベンチャー企業にとって、長期間に渡って開発を続けることがまず困難である。ある 

 意味、長い日程が障害となるといえる。次に、ベンチャー企業で難しいことの一つにモノ（つまり 

 法規制を満足し、市場ニーズに耐えうるモノ）を作るハードルが高いことが挙げられる。上記に示 

すとおり、各種法規を満足しながら、消費者に耐えうる商品を作ることは容易ではない。 

 

さらに、長期の開発期間と回収するまでの期間も考えると、キャッシュフローの問題が生じる。 

初から相当の期間を見込んでいないと、資金にショートが起こりやすい。これは予想外の費用も 

発生することから、多くのベンチャー企業でこの点で破綻することが多くなる。 

 

また、ヒトに関連するものとしてパテントの問題もある。e-モビリティには、電池、モーター、 

制御などに各企業が数多くパテントを出願しており、FCV ではそれに加えて FC スタックと呼ばれ 

る水素と酸素により発電する発電装置や、700 気圧の高圧水素タンクなどがあり、これらにも数多 

くのパテントが出願されている。新にベンチャービジネスを始める場合は、このパテントをどう回 

避するかも障害となる。 

 

法規制の問題もある。現存する商品であれば、およそ法整備は整っている場合が多いが、新たに

市場にない商品を提供しようとすると、法整備の面で引っかかることが多い。特に日本では、法整

備が厳しく、海外に比べて実証試験すら認可とならない場合が多い。このように、他モノ作りと異

なる面が多々あるのが e-モビリティかもしれない。 
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３．これからの e-モビリティ・ベンチャービジネスに向けて 

（１）ドラッカー視点にて考える 
では、ベンチャー企業は自動車、特に e-モビリティと言われている分野に参入の可能性はない 

のであろうか。ドラッカーはベンチャーが成功するには４つの原則がある『イノベーションと企業 

家精神』（P222）と述べている。 

 

第一に市場に焦点を合わせること。第二に財務上の見通し、特にキャッシュフローと資金につい 

て計画をもつこと、第三にトップマネジメントのチームを、それが実際に必要となる前から用意し 

ておくこと。第四に、創業者たる企業家自身が、自らの役割、責任、位置づけについて決断するこ 

とである。これに照らし合わせて考えてみたい。 

 

① 市場に焦点を合わせる 

ベンチャー企業が新たな商品を開発し、市場に投入する時、市場を無視したり、勝手に解釈

して投入することはない。では「市場に焦点を合わせる」とは具体的にどのようなことを示す

のであろうか。 

 

これを e-モビリティに当てはめてみると、 初に考えなければならないのはマーケティング 

であろう。つまり、進出しようとするマーケットのセグメンテーションが重要である。ベンチ 

ャー企業であれば、大手自動車メーカーと真っ向勝負を仕掛けるのではなく、顧客が望むエリ 

アで、かつ大手自動車メーカーがあえて進出していないエリア、もしくは今までなかったエリ 

アを見つけて、新しい視点からトライすることが重要なポイントとなる。 

 

一つの例として、同じ e-モビリティであるが、身障者用のスマート電動車イス（Whill）

やイギリスのウェルシュ・エンジニア社が開発した新型 6輪式全地形走行車イス「ヘックスホ

ッグ」などがある。確かに一般の自動車に比べてマーケットは小さいかもしれないが、ベンチ

ャー企業であれば、小さなエリアからスタートしてこれらを育てていくことも大切であろう。 

 

    また同じ eモビリティでも、イタリアのカロッツェリアなど、少数限定の車両開発などもビ 

ジネスとして存在する。ただし、そのためには周囲にそれを可能にするハンドメイド専門の優 

秀なクラフトマンが多数存在することが前提となる。 

 

さらに別の視点からみれば、移動体として考えると、必ずしも４輪でなくても良く、２輪も 

しくは３輪も考えられる。４輪ほど規制が厳しくなく、アイデア次第で新しいモビリティも考 

えられる。またマーケットとして、 初から日米欧を狙うのか、比較的法規制が整っていない 

アジアンマーケットを狙う手もあるであろう。 

 

     そして、次にイノベーション、つまり、どのような特徴にてその分野に参入するかが重要と 

なる。まさにコンセプト作りのステージである。特に重要となるのが、「キラーコンテンツ」 

や「飛び道具」と言われている他と比べてずば抜けて特長が飛び出ているものであろう。つま 

り勝負するアイテムである。この切れ味がよくないと、結局普通の商品となってしまう。時間 
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を掛けてこの「キラーコンテンツ」に注力したい。 

 

② 財務上の見通し 

財務上の配慮をしていないベンチャー企業はないと思われるが、これが e-モビリティとなる

と、特徴的なことが２つある。１つは、開発費が予想以上にかかってしまい、想定より採算が

悪化してしまうことである。それは念入りに計算したつもりでも、新しいことが全てスムーズ

にいくことはなく、途中で幾度もやり直しをすることで人件費、開発費とも膨らんでいく。 

 

もう１点は、開発期間が長く、利益を得るまでに長期間要する点である。発売直後から単年

度利益は出たとしても、累計での損益については、黒字化はかなり後になる。そのサンクコス

トをどこまで見込めるのかが課題となる。ドラッカーは「債務は想定より２ヶ月早く決済しな

ければならず、債権は２ヶ月遅く決済される」『イノベーションと企業家精神』(P230)と指摘

している。 

 

さらに価格面では、販売価格を高くすること、１台当たりの利益は増えるが、販売台数は当

初予定ほど期待できない。販売価格を下げると、１台当たりの利益も減少し、キャッシュフロ

ー上では台数増加による設備投資額も増加することに繋がる。 

 

結局、年度の振れ幅（上振れ、下振れ）を考慮しながら、投下資本に対するリターンの動き

を都度フォローしていくことが肝要となる。 

 

③ トップマネジメントのチームを、それが実際に必要となる前から用意しておくこと 

これはかなり厳しい問いとなる。結局、トップである社長が行える範囲を超えてビジネスが

広がっていく状況が起こる。しかし、創業者と言われる社長は、何かとあらゆることに口出し

をしてしまい、ワンマンが直らないのではないだろうか。 

 

これについては、トップを補佐する No.2 と言われる人が出てきた時点で、トップが行う仕

事と、それ以外の人が行いトップを補佐するグループを作ることが有効であろう。また、トッ

プがそのことに理解と同意を示さなければならない。 

 

④ 創業者たる企業家自身が、自らの役割、責任、位置づけについて決断すること 

これはベンチャー企業の起業家にとって も難しいことである。まず第一弾としてビジネス

が成功することであり、ここまでたどり着けない起業家が多い。次に起業家自身が「自分の強

みは何か」と自問自答したとき、明確に弱点を言えない場合が多い。 

 

それは結果的に、小さなエリアについてもトップグループに任せることなく、自ら口を出し

指示していくこととなる。社外取締役など、トップに対して外から苦言を言える体制を構築す

ることが大切であろう。 
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（２）商品開発のキーポイントは 
   上記「ドラッカー視点にて考える」にて触れていなかった点がある。それは事業化に向けて、 

e-モビリティ開発を進める場合、キックオフミーティングがきちんと行えるか否かが明暗を分 

ける。 

 

というのは、プロジェクトの達成すべき目標や、成果のイメージ、体制など判っているつも 

りで、関係者一同が同じ理解かと言えば異なる場合が多い。キックオフミーティングを用意 

周到に準備し、皆への周知とプロジェクトに対するトップの情熱や意気込みを感じてもらうこ 

とで、ようやく正式に動きだすものと考える。 

 

筆者の経験からは、プロジェクトが成功するか否かは、キックオフミーティングまでにどこ 

まで準備できるかによって 80%が決まってしまうと考える。初期段階で も重要なイベントで 

あろう。 

 

 

４．ベンチャー企業によるモビリティ関連の新商品開発への助言 

・モビリティというモノ作りであれば、ベンチャー企業としてどこまで自ら作るかの線引きはとて 

も重要である。もちろん、自動車メーカーのように、デザイン・コンセプト・設計・試験・製造・ 

販売まで全てを行うことは難しい。 

 

シリコンバレーなどのベンチャー企業では、デザイン・コンセプト・設計までを自前で行い、 

試験・製造などはファブレスとして EMS(Electronics Manufacturing Service、設計・生産など 

のアウトソーシングを引き受ける企業。台湾の鴻海精密工業が EMS として有名。)に生産委託し 

ている例が多い。 

 

・このパターンにて新商品開発を実行できるのであればそれも良いが、もしパワーが不足する場合 

は、次の方法を考えてはいかがだろうか。デザイン（デザイン会社に委託）、コンセプト（自前）、 

基本パテント（自前）、仕様書、製品要求値（自前）、試験・製造（EMS に委託）、販売（自前）。 

つまり、自らは も強みとする「コンセプト」「基本パテント」「仕様書、製品要求値」に特化す 

る案である。 

 

ドラッカーは常に「強みの上に築け！」と主張する。ベンチャー企業であればなおさら、自ら 

のパワーを得意とするところに集中することで、他にはないモノができるのではないだろうか。 

また「仕様書や製品要求値」は、他のデザイン会社や EMS に意図どおりの仕事をしてもらうため 

に必須のツールとなる。 

 

 ・もう一つ重要なことは、顧客のニーズを深堀することである。顧客が表面上に困っていることと、 

真に困っていることは異なるかもしれない。顧客のニーズを深堀し、もしくは翻訳して、真に必 

要なモノ、解決できる手段を新商品開発の中に盛り込むことが重要となる。 
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ドラッカーは、常に「顧客は誰か」を問うが、目の前にいる顧客、その先にいる顧客など多く 

の顧客像を考えながら、真に困っていることにたどり着けるかが大切な要素となる。 

 

 ・さらに、重要な点をもう１つ挙げるとすれば、「小さな成功を繰り返す」ことであろう。 初か 

ら大きな風呂敷を広げ、大々的に商品開発を行おうとすると、開発費用が高額となり、人員規模 

も含めてコントロール不能となる。 

 

また資金的にも厳しくなる。金融機関も含め周囲の人々の応援を得るためには、まず 初は小 

さな成功を目指し、もし成功したならば、さらに少しサイズアップした目標での成功を目指すよ 

うに心掛けることが望ましい。 

 

・なお、近年はグーグル社が開発した自動運転車が話題となっている。一部ではグーグル社が自動 

運転車を作るのではとの思惑があるが、筆者の見方は異なる。グーグル社は、都市機能や、交通 

機能に関する情報を全て把握したいと考えているのではないだろうか。その背景として、世界中 

で、人口がどんどん都市に集まる都市化が進んでいる。そして、自動運転車はあくまで交通機能 

に於ける端末の一つとして考えているのではないだろうか。そう考えると、必ずしも自社でクル 

マまで開発する必要はない。クルマの中にグーグル社のソフトが入っていれば良いことになる。 

つまり、ビジネスモデルをどう描くかの違いであり、上述した e-モビリティを開発するという 

スタンスと異なると思われる。 

 

・また 近、テスラモーターズに続き、アップル社やヴァージングループが EV に参入するのでは 

と噂されている。どのような意図で参入しようとしているのか判らないが、少なくとも自動車産 

業の難しさは十分に理解した上での参入であろう。ドラッカーは、『イノベーションと企業家精 

神』の中で、「企業家戦略には４つある。総合戦略、ゲリラ戦略、ニッチ戦略、顧客創造戦略で 

ある」(P248)と述べているが、どうみても、アップルやヴァージングループはかなり後から参入 

することから、顧客創造戦略を練りながら、上述したクルマ開発への体制を整え、新規参入を図 

るのではないだろうか。今後の動向に期待したい。 

 

 

５．その後発生した２つの事件に関する所見 

・2015 年に世間を賑わした 2つの事件に触れなければならない。一つは米国での事故により明ら 

かとなったタカタ製エアバック問題である。タカタは 2005 年からエアバックの異常に気づき、 

ホンダは 2007年に 3件の破裂事故が起きたことで、2008年 11月にリコールに踏み切っている。 

しかし、発端から約 9年が過ぎ、2015 年に数多くの破裂事故が発生したことから、米国にて公 

聴会が開催された。2015 年末時点では、全世界で 4000 万台を上回るリコールが発生している。 

 

原因が完全に特定されている訳ではないが、その大きな要因として、エアバッグのインフレータ

（膨張装置）に他社では使用されていない硝酸アンモニウムが使われていたとされる。硝酸アンモ 

ニウムは、小型高性能で低価格であるものの、高温多湿に弱くそれが今回の事故に繋がったと指 

摘されている。他社では高温多湿に強い硝酸グアニジンを用いている。米高速道路交通安全局 
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（NHTSA）は調査の結果、2015 年 11 月、タカタに対し、エアバッグを膨らませるインフレータ 

ーのガス発生剤に硝酸アンモニウムの使用をやめるよう命じた。 

 

そしてここまで被害が拡大した要因は、上述のとおり 2005 年に事故が発生した段階で、その真 

因を知っていたのではないかという点である。ドラッカー氏の言う「知りながら害をなすな」 

である。次第に事実が明らかとなると思われるが、マネジメント層がそうであったならば、多く 

の死傷者を出した責任は重いと言わざるを得ない。 

 

・もう一つの事件は、ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（VW）の排ガス不正問題である。これ 

 は、2015 年 9 月に米環境保護局（EPA）が、ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（VW）が 2008 

年以降に米国で販売した 50 万台近くの乗用車で排出基準の規制逃れを図った疑いがあると発表 

した内容である。つまり、試験を通すために自動車排出ガス試験で不正があったというものであ 

り、その後の調査では意図的に試験車を改造し、試験をパスしていたことが明らかとなった。こ 

の内容はその後、欧州にて販売したクルマに於いても同様の手口で実施されていたことが判明し 

た。さらには、欧州 CO2 規制の報告数値でも改ざんされていたことも判明している。 

 

初は単に試験担当者による試験を通すための不正と見られていたが、 近では会社ぐるみとし 

ての不正であったことが明らかになっている。この内容についても、一旦不正を実行してしま 

うと、その後戻そうとしても前後の辻褄が合わなくなり、結果として不正を継続することが常態 

化している。ドラッカー氏が「知りながら害をなすな」とともに、「真摯さの欠如だけは許さな 

い。そして、そのような者を選ぶマネジメントを許さない」というように、現在のマネジメント 

層が一番大事にしなければならないことすら、忘れてしまっていることを示しているのではない 

だろうか。我々はこの事実から目をそむけてはならない。 

 

以上 
 

 

和田 憲一郎プロフィール： 

株式会社 日本電動化研究所 代表取締役    

三菱自動車にて内装設計を担当後、2005 年に新世代電気自動車 

「i-MiEV（アイ・ミーブ）」の開発責任者に任命され着手。 

2013 年 3 月に退社後、2016 年 6 月に 

株式会社 日本電動化研究所を設立し現職。 
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１、氏名 渡邉 明男 サマリーシート 
２、論文名 「利潤動機の呪縛からの脱却事例【走り続ける銚子電鉄】」 
３、論文概要 
銚子電鉄こと、銚子電気鉄道株式会社は、千葉県銚子市にある鉄道会社である、創立以来約 100 年

何度も経営危機に遭遇し、廃線寸前の経営状態でぎりぎりの経営を続けてきた。経営者が自組織（ま

たは自身）の利益を目論んだ経営がことごとく失敗してきたと考える。現在の経営では、銚子電鉄の

存続と地域活性化を目的に運営され、利潤動機から脱却して経営されている。現経営者や、長く従事

された元従業員からのヒアリングを元に、その多難な、経営実績を振り返り、今後の経営について考

察していく。 
 
４、 論文のポイント 
（１） 目的・ミッション 

企業の目的は何か？、ドラッカーは顧客の創造であるというが、銚子電鉄は、地域の 
住人の通勤・通学の足として活躍してきた、一時期は、地元の産業である醤油の輸送 
等も行っていた。しかし、現在は、銚子の過疎化も進み人口も減少し、また、各家庭 
の自家用車の普及率も高まり、環境の変化により、顧客の期待は変化している。 

 
（２） イノベーション 

経営が悪化する環境のなかで、何度か銚子電鉄を救うイノベーションが起きた。 
その一番大きなものが、【ぬれ煎餅】である。鉄道会社がぬれ煎餅を販売し、なんとか 
経営状態を改善しようとしていた時に、ある社員がネットに書き込んだ、「電車修理代 
を稼がなくちゃ、いけないんです。」という言葉は、『現代用語の基礎知識』に収載さ 
れている。まさに、予期せぬ成功を活かしたイノベーションの事例と言える。 
 

（３） 資金 
  資金については、常に不足状態であった。 

親会社も資金不足だったので、公益性のある銚子電鉄の名目で、不適切な借り入れを 
行い、結局は刑事事件にまで発展した。犯罪を犯した経営者個人の問題ではあるが、 
利潤動機の 悪の事例と言える。 

 
（４） 利益 
  利益は、鉄道事業では全く出ていない。上記のとおり他の事業である、【ぬれ煎餅】の 

販売による利益で会社を維持している。これにより、帝国データバンクでは、銚子電 
鉄は「菓子・パン類卸」の登録になっている。 

以上 
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利潤動機の呪縛からの脱却事例【走り続ける銚子電鉄】 
 渡邉明男 

 
銚子電鉄こと、銚子電気鉄道株式会社は、千葉県銚子市にある鉄道会社である、1913 年の創立以来

約 100 年銚子市民や観光客を運び続けて来た。その 100 年間において何度も経営危機に遭遇し、廃

線寸前の経営状態でぎりぎりの経営を続けてきた。 
筆者の私見ではあるが、オーナーまたは、経営者が自組織（または自身）の利益を目論んだ経営がこ

とごとく失敗してきたと考える。ドラッカーの教えである『成果は組織の外にある』の実践ではなく、

その正反対の自分達の組織の利益のために経営したために、結果的にほぼ破綻した事例といえる。 
現在の経営体制（2012 年 12 月以降）では、銚子電鉄の存続と地域活性化を目的に運営されている。

実質ボランティア的に、経営者自身の利益を全く度外視して経営されている。 
本書は、現経営者や、銚子電鉄にもっとも長く従事された元従業員からのヒアリングを元に、 
その多難な、経営実績を振り返り、ひとつのベンチュアービジネスとしてとらえ、今後の経営につい

て考察していく。 
 

●銚子電鉄の歴史(Wikipedia からの抜粋および引用) 

・1913 年（大正 2年）に、銚子電鉄の前進である「銚子遊覧鉄道」は、銚子 - 犬吠間の鉄道路線を

開業 

・1917 年（大正 6年）「銚子遊覧鉄道」は、利用不振からに路線を廃止して解散 

・1922 年（大正 11 年）10 月 10 日 「銚子遊覧鉄道」の関係者が、再び路線を復活させるために銚子

鉄道を設立。 

・1923 年（大正 12 年）7月 5日 - 銚子 - 外川間開業。 

・1945 年（昭和 20 年）7月 20 日 - 空襲により車庫、変電所を焼失し長期運休。12 月に国鉄より蒸

気機関車を借りて仮営業。電車運転再開は 1946 年 6 月 10 日。 

・1948 年（昭和 23 年）8月 20 日 - 企業再建整備法により銚子電気鉄道（資本金 100 万円）を設立

し資産を譲渡。銚子鉄道は解散。 

・1960 年（昭和 35 年）11 月 1 日 - 千葉交通傘下となる。 

・1976 年（昭和 51 年）2月 10 日 - 食品製造販売事業開始。観音駅でたい焼きを販売。 

・1984 年（昭和 59 年）2月 1日 - 貨物列車運行廃止。 

・1990 年（平成 2年） 1 月 - 経営権が内野屋工務店に移り、同社の傘下となる。 

・1990 年（平成 2年） 12 月 - 犬吠駅（ポルトガル風）駅舎竣工・営業開始。 

また、同時期に各駅の改築工事、電車の塗装変更、観光路線化を図る。 

・1995 年（平成 7年）9月 19 日 - 犬吠駅にて「銚電のぬれ煎餅」の販売開始。 

・2006 年（平成 18 年）11 月 15 日 - 社長が横領で逮捕され、経営危機に陥る。 

・2012 年（平成 24 年）12 月- 現経営体制の発足、竹本社長就任。 

 

現在の経営者である竹本社長と、経営戦略参与の黒澤氏にお時間をいただき、銚子電鉄の数々の経営

難と、その危機的状況からの復活のお話を伺いました。 

主な３つの経営危機からの復活の話（①～③）は以下のとおり。 
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① 経営危機からの復活：親会社の倒産と、社長の横領事件、ぬれ煎餅による経営再建 

1990 年 1 月に経営権が京成電鉄系の千葉交通から、千葉県東金市の総合建設業・内野屋工務店に移

り、同社が子会社「銚電恒産」を設立して銚子電鉄はその子会社となった。 

また、同社社長内山健冶郎（元千葉県議）が社長に就任した。 

しかし、1998 年 6 月に同社が 781 億円の負債を抱えて自己破産申請し、事実上倒産。 

銚子電鉄に対しては県と銚子市が支援を行った。内野屋工務店破産後も内山が社長を務めたが、2003

年 5月から7月の間に内山が借入金を横領したことにより解任され、2006年 8月には総額約1億1000

万円の業務上横領の疑いで逮捕された。このことが県と銚子市の補助金を停止させ、さらに金融機関

の融資凍結を招き鉄道経営に大きく響いた。 

（内山社長の時代には、内野屋工務店に過剰な駅舎の工事を発注、さらには業務上横領容疑の元とな

った借金は、銚子電鉄名義で無断に行われた事であり、「鉄道会社の信用を使えば銀行からの融資が

引き出せるだろう」との目論見で行ったものとされている。銚子電鉄名義の借金は、個人の借金返済

に充てるなど、全額を着服していた。） 

 

銚子電鉄は、この横領事件の発生により運転資金の不足を生じ、鉄道車両の法定検査が行えないとい

う事態に陥った。2006 年 11 月 15 日、ある社員の発案でウェブサイト上に「電車修理代を稼がなく

ちゃ、いけないんです。」という文章を掲載して、同社で製造・販売している ぬれ煎餅の購入などに

よる支援を呼び掛けた。この件は 2ちゃんねるなどの電子掲示板や、個人の設置したブログなどのウ

ェブサイトを通じて大きな話題となり、マスメディアによる報道も手伝って、支援をしようという

人々からぬれ煎餅の注文が殺到した。 

また「電車修理代を稼がなくちゃ、いけないんです。」の言葉は『現代用語の基礎知識』に収載され

るほどになった。 

このぬれ煎餅の販売貢献により、2006 年より、2010 年の 5年間は黒字経営となった。 

 
② 経営危機からの復活：震災による再度の経営悪化と公的資金の導入 

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震、およびそれに伴う福島第一原子力発電所事故な

どによる風評被害を受け、観光客激減の煽りを受けた影響などから、車両や設備更新費用が捻出でき

ないと判断。 

（鉄道は、同じダイヤで経営している限り、売上が減っても経費は減ら無い） 

2012 年 12 月に社長が前社長の小川文雄から、現社長である税理士の竹本勝紀に交代。 

（この時点で、借金が 2億円あり、預金は 50 万の状況だったそうです。） 

2013 年 2 月 1 日に、竹本社長は、銚子電鉄は経営の自主再建を断念することを発表した。以後は施

設管理と運行の上下分離を図るなどして経営刷新を進めることが検討されていた。 

その後、銚子市主導で 2013 年 4 月 11 日に「銚子電気鉄道運行維持対策協議会」が結成され、公的資

金による支援が検討された。 
以下、銚子市ホームページより http://www.city.choshi.chiba.jp/simin/LifeEvent/choden.html 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

銚子電鉄を運行する銚子電気鉄道(株)は、ぬれ煎餅の販売事業などの企業努力によって自主運行を続け

てきたものの、東日本大震災と福島第一原子力発電所事故による風評被害等により急速に経営が悪化し、

平成 24 年 12 月、市などに対して支援を要請するに至りました。 
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 これを受け、平成２５年４月１１日に市内の交通事業者や各界代表者の方等で構成される「銚子電気鉄道

運行維持対策協議会」が結成され、銚子電鉄の運行を維持するための支援のあり方等について検討が行

われました。 

銚子電気鉄道運行維持対策協議会では、銚子電鉄の運行を維持するための支援のあり方について議論した結

果、「毎年度、銚子電気鉄道(株)の経営再建の状況について検証する」ことを条件として、同社がまとめた経営改

善計画の方向性を了解しました。 

 千葉県と銚子市は、このことも踏まえて慎重に検討を進めた結果、国の「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業

補助金」と協調した補助を平成２６年度から開始する方針を決定しました。 

 なお、銚子電気鉄道運行維持対策協議会は、所期の目的を達したことから平成 25 年度末をもって解散しまし

た。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

この銚子電気鉄道運行維持対策協議会の検討結果により、2013 年 12 月 30 日には当面 10 年間の車両・

設備更新費用 7 億 6000 万円のうち、国が 1/3・千葉県・銚子市がそれぞれ 1/6 負担、残りを銚子電

鉄の自助努力（金融機関からの融資、鉄道事業の運賃改定、食品事業の増収、人件費の削減）するス

キームを決定、関係機関が受け入れに合意したことで当面の廃線危機は回避された。 

 

③ 経営危機からの復活：脱線事故と高校生によるクラウドファンディング支援 

上記の公的資金の導入が決まった翌月の 2014 年 1 月に、不運にも脱線事故が発生し、短期的な車両

の修理の資金不足となる。 

その状況を知った、地元の銚子商業高校の高校生たちが授業の課題研究として【脱線事故で走れなく

なった銚子電鉄をもう一度走らせたい】とクラウドファンディングを立ち上げ、車両の修理費の一部

を目標額 3,000,000 円に設定して資金集めに努力した。 

また、ぬれ煎騒動の再来ではないが、高校生がボランティア活動を平行で行いながら、時流に乗った

クラウドファンディングで支援金を集める活動は、予想以上に話題になった。結果的にこの高校生の

クラウドファンディングの活動は、目標額を大きく上回り 4,843,000 円を集めた。 

以下、該当ＨＰからの引用である。 https://readyfor.jp/projects/CHOSHO-CHODEN 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

地元高校生が取り組む、事故で走れなくなった銚子電鉄の車両を修復したい！ 

こんにちは！僕たちは千葉県立銚子商業高等学校の 3 年生です。学校の課題研究という授業の中で、

銚子の名産品を開発するチーム,アイスクリームを開発するチーム,パンを作るチームなどある中、僕

たちは地元のローカル線（銚子電鉄）を応援することに

目的を絞った 10 人のチームです。 

ついに目標金額の300万円を達成することが出来ました。 

銚子電鉄への熱い想いをもった皆様のおかげです！しか

し、目標金額を達成することはできましたが、修理代の

全額は数千万円。出来るだけ多く集まることで、あの車

両はその分は早く動いてくれると思います。僕たちもも

っと多くの人にこの活動と事実が届くように、努力して

いきたいと思います！ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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●現在は実質的に食品製造販売業の会社 

銚子電鉄は、鉄道事業のほか、食品製造販売業、物品販売業を行っている。とりわけ食品では、たい

焼き（観音駅）や銚子名産の醤油を使った「ぬれ煎餅」、揚げもち、佃煮などを製造、販売しており、

事業収入の過半を占めている。特にぬれ煎餅については、銚子駅や犬吠駅の売店、一部の高速道路の

サービスエリア・パーキングエリアのほか、首都圏を中心としたデパートや JR 東日本や京成電鉄、

秩父鉄道等の駅売店、成田国際空港の空港売店ならびに寿司チェーン店「銚子丸」各店舗、千葉県北

部や茨城県南部の一部道の駅や農産物直売所などでも販売されており、赤字に苦しむ会社の経営を支

える大事な経営資源となっている。2013 年実績では、売上総額約 4.5 億のうち約７～８割が、鉄道

以外の収入となっている。 

その結果、帝国データバンクにおける銚子電気鉄道の登録も、「菓子・パン類卸」となっている。 

 

●現経営者に改めて問う、ドラッカー５つの質問 

竹本社長と黒澤参与に、改めてドラッカーの 5つの質問を尋ねてみた。 

１． 目的/ミッションは？： 

銚子電鉄は、何度も経営危機にあったのに、いまだに残っている、 

決して自力で存続しているのではない、誰かに生かされている。 

現在の目的は、【銚子電鉄を存続させる。】のみです。 

 

２． 顧客は誰か？： 

まず、地元の人のために、でも、地元の需要だけでは経営上まかなえない。 

次に、銚子電鉄のファンのために、ファンとはぬれ煎を買う人、約５００万円寄付してくれた高

校生、銚子電鉄を残したい人達である。 

また、観光の柱として地元の人のためにある。 

 

３． 顧客の求める価値は？： 

写真を撮る被写体としての価値。 

電車が動くだけで価値がある。 

経済合理性には合わないものである。 

銚子電鉄は、生かされてきた、その生かしてきた人達にとっては存続自体が価値である。 

 

４． 成果は？ 

『銚子電鉄があって良かった、ありがとう』という人を増やしたい。 

お客様からありがとうと言われる向きを変えたい、今は観光客から言われることが多いが、銚子

市民５万人からありがとうと言われる存在になりたい。地域の宝になりたい。 

 

５． 計画は？ 

銚子電鉄×なにかを×（かける）企画、例えばボジョレー解禁の時に市内のフランス料理店とコ

ラボレーションするイベントを行いました。地道ではありますが、この様な企画を少しづつ積み

重ねる様な、ミルフィーユ的な企画を計画します。 

また、今後は旅行業等とのコラボしていきたい。 
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あと、もっとも小さい電車のデキ３を本線で走らせたいと思います。鉄道ファンには、相当の反

響があると思います。 

 

●現経営者からのヒアリングによってわかった公表されていない経営支援の件 

H18 年、（社長逮捕の時期に）自治体のある役人より、経営支援の話があった、『実現可能な再建

計画を立てれば、私が霞が関に口をきいてやる』との事であった。しかし、建設会社出身の前社

長であった小川氏が考える経営計画を持って行ったが、一蹴されて話が進まなかった。 

自治体や、公共機関から支援が得られなかったので、当時は仕方なく労働組合から社員の積立金

を借りてなんとか給料を支払った。 

あくまでも筆者の私見ではあるが、この自治体の役人からの支援の申し出に関しては、時期的に

選挙の直前だったので、選挙活動のアピールのための支援話であったと予想する。 

結果的に、実現可能な再建計画は立案される前に選挙が行われ、支援を申し出てきた体制は敗れ

る事になった。その後、経営支援の話は無くなったそうです。 

 

●『がんばれ銚子電鉄』著者からのヒアリング 

 『がんばれ銚子電鉄』（日経 BP 社）の著者である、２７年間銚子電鉄に努めた元従業員の向後氏に

お話を伺った。 

向後氏は、都市環境システムの専門家として、現在は観光案内所を経営されている。 

現経営者からは聞けなかった、向後氏の勤務されていた、昭和の頃も含めてお話を伺った。 

向後氏から新たに、お伺いできた事は主に以下のとおり。 

 

銚子電鉄は、以前は一般的な乗客の輸送以外に、おもにヤマサ醤油の輸送を行う貨物の輸送や、不動

産業等の副業も行っていたが、現在はともに行っていない。 

昭和 35 年に千葉交通の傘下に入ったが、千葉交通は銚子電鉄と並行するバス路線の会社であり、そ

のバスの利用客を増やすために、銚子電鉄を廃線にするつもりだった。 

何度か、千葉交通の経営会議では、銚子電鉄の経営状態の悪化を理由に廃線を決定したようだが、銚

子電鉄側の副業の提案や、市民からの反対運動により、廃線を免れた経緯がある。 

この市民の反対運動により、自治体からの補助金が得られる様になった。 

しかし、廃線によるバスの利用者増も図れず、自治体の支援を受けて経営を続ける銚子電鉄は、千葉

交通にとっての価値は低くなり、1990 年の内野工務店へ譲渡される事になった。 

次に経営権を持った内野工務店は、駅舎の工事を自社に発注し、利益をあげていた。 

千葉交通も、内野工務店も銚子電鉄を利用し、自社の利益の追求を目的に経営して失敗した事例と言

える。 

 

向後氏にもドラッカーの５つの質問を尋ねてみた。 

 

１． 目的/ミッションは？： 

地域貢献する企業の代表であり、地域連携が大切である。 
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２． 顧客は誰か？： 

地元の人と観光客である。現在は７割ぐらいが観光客である、しかし、観光鉄道には国や自治体

からの補助金がでない。 

 

３． 顧客価値や、その成果は？ 

地域貢献、地域のビジネスが伸びる、そうなると人の交流が生まれる。 

 

４． 計画は？ 

地域との対話、国や自治体との窓口づくり、地域の活性化、さまざまな体験プログラム等。地域

が補助金を出す理由になると良い。 

 

また、向後氏に鉄道の専門家として、銚子電鉄のベンチマークとなる鉄道を聞いてみたら、 

いすみ鉄道、ひたちなか鉄道、やまがた鉄道等があげられた。 

 

●経営改善計画 

現在の銚子電鉄は、前述の銚子電気鉄道運行維持対策協議会に提出された経営改善計画に基づいて、経

営されていると考えられる。 

詳細は、銚子電気鉄道（株）経営改善計画（ＰＤＦ６ページ）参照。 

http://www.city.choshi.chiba.jp/simin/LifeEvent/files/2014-0106-1158.pdf 

 

●ドラッカーの８つの重要領域の目標 

これまでの、調査やヒアリングをまとめて銚子電鉄の経営における現状の事業戦略を、ドラッカーの

８つの重要領域の目標を設定すると以下のようになる。 

 
１． マーケティイグの目標： 

乗客の人数、写真を撮りにくる鉄道ファンの人数、地域観光客数 
 

２． イノベーションの目標： 
ぬれ煎餅は予期せぬ成功といえる、また、高校生によるクラウドファンディングや、自治体によ

る銚子電気鉄道運行維持対策協議会の検討結果で公的資金の投入により経営再建できたことは、

ある意味イノベーションであったと考える。 

・ぬれ煎餅：ネット通販の成功により経営危機を救う 
 ⇒製品によるイノベーションの実現 
・支援金：高校生のクラウドファンディングによる支援金 
 ⇒消費者行動によるイノベーションの実現 
・補助金：国 1/3、県 1/6、市 1/6、（銚子電鉄の自力で 1/3）の予算確保 
 ⇒組織運営によるイノベーション 
上記３つの予期せぬ成功に共通する成果は、銚子電鉄を存続するための支援金の額が、イノベー

ションの目標であった。 
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３． 人的資源の目標：慢性的な社員工数の不足 
 

４． 物質的資源の目標：  車両の入れ替え台数、線路や、枕木の補修量 
       ぬれ煎餅の工場、直売所 
 
５． 資金の目標： 絶対的な資金不足の状態 

⇒2012 年 12 月の時点で、借金２億円、預金５０万だった。 
⇒現在、約３億円の資金提供で買収可能と考える。 

６．生産性の目標： 
鉄道の目標  ⇒ ダイヤ、故障率、稼働率  

       ぬれ煎餅の目標⇒ 生産量、設備稼働率、設備故障率 
 
７．社会的責任 に必要な目標： 

法遵守率、環境性、監督官庁の安全性監査結果 
 

８．売り上げと利益の目標： 
単年度黒字経営および負債の解消。 

 
●経営上の課題と対応案（筆者の私見） 

 銚子電気鉄道運行維持対策協議会に提出された経営改善計画や、経営者、戦略担当者、元従業員か

らのヒアリングを踏まえ、現状の経営課題と対応策を筆者の私見としてまとめると以下のとおり。 

 

・課題１．顧客の変更 

 今回のヒアリングで分かった事は、銚子電鉄は地元の足でなければならないという考えが深く根付

いている事である。現在の鉄道の収益構造を確認すると定期券の収入は約１５％程度で減る一方であ

る。近隣住民の各世帯には、約 2.7 台の車が保有され、並行バス路線もあり、さらに、過疎化が進む

地域としての小子高齢化の影響は大きく今後の通勤/通学の乗客確保は見込めない。したがって、鉄

道事業の顧客は誰か？の設定は、地元住民の日常の足ではなく、観光客および、鉄道マニアに特化す

べきである。 
地元の足である存在価値をあきらめ、観光収入による地域貢献に特化すべきである。 
 
・課題２．経営戦略立案と施策実行のための体制確立 
 現在の経営者、戦略参与ともに本業を持っており、100％工数が裂ける状態ではない、それゆえに

役員報酬の大幅削減が実現できているともいえるが、単年度の黒字化が実現した後には、人件費予算

を確保する前提であるが、同様な経営者を増やしてチーム化するか、専業の職員の確保も必要と考え

る。多様な支援の可能性を増やすため人は、ボランティア経営者や、無償の社外取締役を増やして経

営チームを作るのが望ましい。 
 
・課題３．戦略立案のスコープ変更 
 現在の経営改善計画は、銚子電鉄側で立案されたものを銚子電気鉄道運行維持対策協議会（銚子市
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が主催）が承認した形になっている。銚子電鉄単体で考えるのではなく、地域の観光全体にスコープ

を広げて、改善計画を立案しその一部として銚子電鉄の改善があるべきであると考える。国/県/自治

体等の公共団体も資金を出せば良いのではなく、責任をもって、活動すべきである。その責任とは、

地域の観光促進のための施策を考えて推進する事である。従って公共団体側も ROI の視点を持って、

資金提供し、観光促進の施策を実行し、どんな成果が得られるのか？をプランを立てる事や、投資対

効果として成果の確認を行うべきである。 

 

●今後の経営に向けた、ドラッカー５つの質問 

前述の現状の事業戦略の『８つの重要領域の目標』および、経営上の課題と対応案を踏まえて、今後

の経営に対する、ドラッカー５つの質問の答えを、筆者の私見としてまとめると以下のとおり。 

 

１． 目的/ミッションは？： 

銚子電鉄の鉄道事業を、地域活性化のために存続する。 

 

２． 顧客は誰か？： 

銚子に訪れる観光客および銚子電鉄のファンである。 

事業上の顧客は上記に絞り、その事業を通じて地域住民のためになる。 

 

３． 顧客の求める価値は？： 

銚子電鉄という存在自体が価値である。 

写真を撮ったり、乗ったり、語り合ったりして、その存在を実感することに価値がある。 

 

４． 成果は？ 

『銚子電鉄があって良かった』を増やす。 

・観光客の乗車回数を増やす、観光客の人数を増やす。 

・鉄道ファンの期待に応える。 

・ぬれ煎餅などの食品を通じて、銚子電鉄の存在を感じ、応援する人を増やす。 

・観光客、鉄道ファン、ぬれ煎餅の購入客に向けたビジネスに関係する地域住民のためになる。 

 

５． 計画は？ 

各リソースについての計画は以下のとおり。 

事業計画：当面は、現経営者の考える事業計画を地道に続ける。 

体制計画：現在の従業員の体制を維持しつつ、鉄道ファンを取り込んだ形を検討する。 

資金計画：銚子の強みを生かす形の資本提携を検討する。 

上記をまとめると、現在の体制でビジネスを継続しつつ、銚子の強みを生かした資本提携を検討

すべきである。銚子の強みは主に３つである、漁港があり魚が旨い、成田空港が近く国際化の可

能性がある、3方向を海に囲まれ温暖かつ景観の豊かな地域である。 
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●謝辞 

本書作成にあたっては、平成 27 年の元旦早々に、竹本社長、黒澤参与のお時間を頂き、いぬぼう駅

で長いインタビューを受けて頂きました。ご両名のご自身の利益を度外視し、『乗りかかった電車だ

から』との素晴らしい志により銚子電鉄は支えられ存続している事を実感いたしました。本当にあり

がとうございました。 

また、『がんばれ銚子電鉄』著者の向後氏にも、銚子駅前にあるご自身の経営される観光案内所でお

話を伺いました。長年お勤めになった銚子電鉄に対する深い愛着を感じつつ、今後は、銚子電鉄だけ

ではなく、銚子の街全体を開発していきたいという強い意志を切々と語っていただきました。当初の

目的であった銚子電鉄の経営のあるべき姿のお話ではなく、前述の課題３．にありますように、スコ

ープを変えて町全体を開発する考えに至りました。大変勉強になりました、ありがとうございました。 

銚子商業高校のクラウドファンディングの活動に関しては、該当の授業の課題を出された石毛先生が、

本書への掲載をご了承いただきました、この場を借りてお礼を申し上げます。今回の活動だけではな

く、授業を通じて高校生が社会貢献をされるのは、大変素晴らしい活動だと感銘を受けております。

さらに商業高校のこの活動が話題になったので、他の技術系の高校からも銚子電鉄に対して、自分達

の強みを生かして技術的な作業の協力の申し出があったそうです。 

後に今回の論文作成にあたり、私の故郷である銚子のために私は何をなすべきか？と相談した時に、

快く竹本社長や黒澤参与、向後様をご紹介頂きました、恩師である高瀬博史様にこの論文をお届けい

たします。 

 

●終わりに 

本書は、上記の 3名の方のインタビューをもとに作成しました。 

事実に反する部分はありませんが、ドラッカーの５つの質問や、８つの重要領域に関しては、筆者の

私見によるまとめ方になっています。 

筆者としては、【マネジメント（上）】P72 にある、『利潤動機なるものは、的はずれであるだけでな

く害を与える。』がもっと当てはまる事例だと考えている。 

本書のタイトルを利潤動機の呪縛からの脱却事例【走り続ける銚子電鉄】としたのは、現在の経営者

が、自分達の利益を度外視したすばらしい経営を実践しているので、その敬意の意味を込めてこのタ

イトルにしました。 
一方、今後の活動に関しては、筆者の私見ではあるが、【マネジメント上】８５ページにある様に、 
『いかなるマネジメントといえども万能ではない。いかなる企業といえども収益性が見込める事業す

べてに進出すべきではない。あらゆるマネジメントに独自の能力と限界がある。』という事で、地元

の足という過去の経緯より考えられる 大のミッションをあきらめることがもっとも大切であると

考える。 
 

以上 



ドラッカー「マネジメント」研究会 「商品開発とベンチャービジネス」分科会 
 

©2016 Drucker “Management” Study Group 
67 

 

【執筆者プロフィール】 

渡邉 明男(わたなべ あきお) 
富士ゼロックス株式会社所属 
ドラッカー学会会員、「マネジメント研究会」総合企画委員 
１９６６年 千葉県銚子市出身 
１９８５年 市立銚子高校卒業 
１９８９年 青山学院大学電気電子工学科卒業後、富士ゼロックスに入社 
研究開発職として、20 年間プリント関連ソフトウェアの開発に従事する。 
IBM、富士通、SAP、Citrix 等の基幹システム/クラウドベンダーとのプライマリービジネスコンタ

クトとして活躍。主な製品として、Print Utility for Citrix XenApp がある。 
http://www.fujixerox.co.jp/product/software/printutility_cxa/ 
入社 20 年後に営業職への異動を機にドラッカー学会に入会し現在に至る。 
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１、  氏名 行本憲治 サマリーシート 
２、 論文名 商品開発とベンチャービジネス（事例：Ｋ酒造に診る知見）  
３、 論文概要 
20 年に渡って筆者が診てきたＫ酒造の主力商品である黒霧島がどのような過程、市場環境で新製品

として開発、発売され、どのような企業戦略、戦術をとって全国Ｎｏ１の本格焼酎製造会社になった

有様を、ドラッカーのフレームワークに添って各要因を整理してみた。これにより各要因の意味をよ

り深く理解できることを狙いとした。 
４、 論文のポイント 
・はじめに：黒霧島誕生前後の本格焼酎業界の競合状況を概説 
・ドラッカーの重要な５つの質問：黒霧島の商品開発の背景にあった経営の視点について、経営者に

贈る 5つの質問に照らし合わせて要点を整理してみた。 
・黒霧島誕生の背景：イノベーションと企業家精神、にある成功の方法としての 5 つの要点に添って、

黒霧島のイノベーションの側面を探ってみた。 
・ドラッカーの 8 つの重要領域目標：現代の経営、において事業のマネジメントは、事業上の多様な

ニーズと目標をバランスさせることであるとされ、その目標に 8 つの領域があげられている。この

各領域におけるＫ社の現状と目標の位置づけを整理してみた。 
１．マーケティング：今日を成功するための目標、ではカテゴリーＮｏ１の黒霧島を全国市場に、徹

底して拡充していくことで出荷石数の継続的成長を意図している。 
２．イノベーション：明日を創るための目標 
新ブランドの製品を適時開発販売していき、メガヒットとはいかなくても、芋焼酎というカテゴリー

のなかで違う酒質の焼酎を市場に提供していく。黒、白、赤の 3 本商品を志向。 
３．生産性と付加価値に関わる目標：マネジメントの能力測定、部門間、企業間比較 

生産性は、４つの工場の標準化と主力黒霧島で全体の 80%を占めており、生産性の高さは維持でき

ている。業界 2 位のＳａ酒類は、固定費軽減型の効率生産に徹しており、営業は卸と共同し、広告

ブランディング活動は外注である。Ｋ社は自前主義で生産販売することを重視し、その分利益率には

差があるが、社内に知財を蓄積していくことを重視している。 
４．資源と資金に関わる目標：地域での芋、水、米を重視しており、これにより安心できる農業経営の

実現を意図。事業から獲得した資金は、生産と環境設備、品質向上のための在庫投資に全額振り向け

ている。 

５．どれだけの利益が必要か：経常利益率は 10%はほぼ維持できているが利益を特別追う経営はしない。

６．経営管理者の仕事ぶりと育成：自前の目標管理制度を通じて部門ごとの評価とトップの意思徹底を

図る。 
７．一般従業員の仕事ぶりと行動：急成長の為、今後の課題。 
8．社会的責任：地域経済貢献の意識と充実した成果。 
・4 つの事業戦略：イノベーションと企業家戦略、にある 4 つの企業家戦略と比較 
先行者の弱みを見つけながら、市場の隙間を認識し、その隙間を大きな市場に転換して、そのカテゴ

リーでトップとなる、ゲリラ戦略からニッチ戦略に合わせ技戦略を採った。 
 
                                        以上 
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商品開発とベンチャービジネス（事例：Ｋ酒造に診る知見） 

行本憲治 

はじめに 

・自分が 20 年来、診てきたＫ酒造（宮崎、都城市）に関する知見をもとに、商品開発とベンチャー

ビジネスのテーマに関連させて、まとめてみたい。当社は、日経ビジネス誌の 2014 年 11 月 10 日号

の特集記事に載っておりその概要が把握できる。2015 年 6 月には日経ＢＰ社から、黒霧島物語（馬

場燃著）が出版されている。またさらに全国販売されている本格焼酎出荷量 No1 の焼酎銘柄を有する

酒造メーカーであり、飲食店、量販店、ＣＶＳの酒類販売コーナーでかなりの人々がその商品を知っ

ている。どういうプロセスを経て日本一の本格焼酎（酒税区分では乙類焼酎）に至ったのか、その軌

跡を知り、このテーマについてドラッカーが述べている論点と照らし合わせて知見として整理してみ

る。 

・商品開発されたものは黒霧島という芋焼酎であり、1998 年に発売された。当時、Ｋ酒造は、宮崎

県では度数 20 度の霧島という芋焼酎商品でトップシェアではあった。しかし県外にあっては、芋焼

酎分野では九州、全国ベースで出荷量 No1 の白波を販売していたＳ酒造（鹿児島）の売上の 2/3 程度

の売上で、なかなか追い抜くことができなかった。ところが 2003 年あたりから始まった、芋焼酎ブ

ームの中で、黒麹製の黒霧島を 1998 年に発売していたが、先行メーカーの黒麹製の商品が焼酎の大

消費地の福岡で伸びているのを見て、ここに新たな商品カテゴリーが育ちつつあると認識した。この

商品カテゴリーというのは、消費者にとっての視点であり、酒という嗜好品の中で、飲酒の為の焼酎

から、食の味を邪魔しない、飲みやすい食中酒として、黒と名の付く食品のカテゴリーの健康にもよ

くて、少し高級感もあって、値段もリーズナブルな焼酎という商品認識という意味である。従来の芋

臭い商品イメージから脱却し、焼酎の大消費地である福岡においてこの商品の販促に力を入れて、一

気にこの商品カテゴリーNo1 の焼酎の位置づけを勝ち取った。以降売り上げは二ケタの比率で連続成

長し、Ｓ酒造(鹿児島)を抜き、ついに平成 25 年度に本格麦焼酎の 大メーカーのＳa 酒類の出荷石

数を追い抜き、出荷石数 45 万石、売上高 518 億円でともに日本一となった。この時点で、2 位のＳ

ａ酒類の売上は 500 億円（漸減傾向）、3位のＳ酒造の売上は 180 億円（推定漸減）であった。 

平成 26 年度の決算期ベースでは、Ｋ酒造は 565 億円,Sa 酒類は 485 億円の売上で、Ｋ酒造の売上は

続伸中であり、2位以下を引き離していく勢いである。 

・この急成長の原動力は黒霧島という商品であり、この商品の新製品開発時の状況とビジネス急成長

のプロセスをまとめる。すでに売上が 100 億円近くあった会社が 15 年で 600 億円近くになったのが

ベンチャービジネスといえるのかという意見もあると思うが、大企業でも企業内ベンチャーを起こし

ているところもあり、黒霧島という新しいカテゴリーを創造した商品も今や売上の 80％以上を占め

ている。この商品がなければ、業界内ではむしろ衰退企業になっていたかもしれない。数人で起業し

ている人にとっては参考になるかどうか、馴染まないところもあるかもしれないが、そこのプロセス

からエッセンスを捕まえてもらえるように期待したい。 

 

ドラッカーの重要な５つの質問 

・経営者に贈る５つの質問、というドラッカーの著作の中で、事業計画や商品開発を検討するときに

も考えるべき５つのポイントが示されている。この質問に従って黒霧島の開発の視点を整理してみる。 
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１、われわれの目的・使命はなにか？： 

おいしいお酒を通じて、より豊かな生活を人々に送ってもらう、という思い。企業スローガンの品質

をときめきに、のなかに、一日ひとが働いて疲れた体を休め、家族のなかで、あるいは職場の同僚と

の食事の中で、気持ちがほっとする時間を提供できる商品を作りたい、だれ止み、という思いが込め

られている。 

 

２、われわれの顧客は誰か？： 

基本的には地域の住民に愛飲される、飲みやすくておいしいお酒をめざし、それが達成されたら福岡、

大阪、東京にも持っていきたいという２代目社長の言葉が残っている。黒霧島が出る前は宮崎県下で

は 50%前後のシェアまで伸ばし、黒霧島が出た時点で福岡市場中心に積極的に販促し徐々に東上して

いった。対象としている年齢層は特に絞らず、生産活動に携わっている平均的一般成人層がターゲッ

トとなっており、飲みやすさを訴求して女性も飲める焼酎に育てた。 

 

３、顧客にとっての価値は何か？： 

いつでも買えて、皆と飲めて、リーズナブルな価格で食中酒として１日の仕事の疲れを癒し、翌日の

二日酔いをもたらさない。適度なら健康にもいい、という人々の生活の癒しの価値、お互いに意見交

換と感情交流の場を提供する。 

 

４、われわれにとっての成果はなにか？： 

地域の人々に恩恵を与え、地域経済に貢献できているかどうか、１で謳った使命がどこまで果たせて

いるか、成果の尺度の基本は売上高の成長であり、原料（芋、米、水）の地元調達量であり、雇用増

であり、納税額等で意識している。会議の場で常に唱和される経営方針の中に、地域に根差し、地域

とともに発展する企業を作ります（地域への貢献、地域文化の継承と創造）、というものが含まれて

いる。地域の農産物を焼酎という商品に加工し、全国に発信することにより、地域経済に多大の貢献

をなし、地域の文化活動、各種催しの推進に貢献している。 

 

５、われわれの計画は何か？： 

基本的には地域発信の本格焼酎業の中で、日本全国で愛飲される商品の開発と安全安心な材料を使っ

て安定供給できる企業システムを作ること。 

これらの事業コンセプトは、ドラッカーの問いの趣旨に論理的に応えきっているかどうか不明のとこ

ろもあるが、現実的にＫ酒造がやってきたことである。 

 

黒霧島誕生の背景 

ドラッカーのイノベーションと企業家精神、という著作の中で、成功の方法として５つの要点を挙げ

ているが、これに添って黒霧島のイノベーションの側面を整理してみる。 

 

１．機会を分析するところから始める： 

芋を原料にした焼酎はすでに南九州に多数あったが、戦後からのイメージは酒税の関係で価格も相対

的に低く、肉体労働者が好んで飲む酒で、におい、味が芋臭い酒というイメージがあった。ところが

1998 年に至って酒税の課税方法がアルコール度数換算でほぼ同じレベルに統一され、焼酎の価格上
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の位置づけも変わって価格も上がっていく中で、労働者の安酒からウイスキーと並ぶ地域性、原料の

特徴性のある蒸留酒という位置となった。その中で高品質な飲みやすい酒をリーズナブルな価格で安

定供給していくことに商品開発の方向性を変えていった。 

 

２、理論的な分析と知覚的な認識の双方で取り組む： 

その中で、黒麹を使った、黒を冠した他社焼酎の販売が、鹿児島から売れ出して、福岡でも急速に伸

び出していた。2003 年の黒豆ココア以降、黒を冠した商品がブームで黒ゴマ、黒米、黒酢、といっ

た黒い食品に含まれるアントシアニンという抗酸化成分が体によいということが、マスコミを通じて

知られるようになっていた。また黒のイメージには「上品」「高級」「スタイリッシュ」というのもあ

る。理屈というよりこの知覚的なブームを敏感にキャッチし、また一方でよりおいしい酒質の黒麹菌

を探し当て、商品化の準備をしていた。 

この両面の行動がとれるかどうか、ここが経営力の差になったともいえる。 

麦焼酎トップのいいちこも、飲みやすい香りのある麦焼酎で先行していた同じ大分県内のメーカーの

売上伸長を見て自分たちもそれに負けないものを開発しようと懸命に努力している中で生まれたも

の。イノベーションは今までないものを創りだすというのが本筋だが、人間世界の中でいろいろな商

材の動きを感じ、それはなぜなのか分析し、その理由にフォーカスした商材を開発し、一気にＮｏ１

になるためのビジネスの仕組みを懸命に作っていくのも広い意味でのイノベーションといってもい

いのかもしれない。会社の感度というものが問われるところである。 

 

３．焦点を絞り単純なものにする 

従来の主力製品は白麹製の霧島であったので、黒麹製だから黒霧島と名前を付け、従来のラベルとほ

ぼ同じデザインで黒とミヤマキリシマ（霧島の花）の赤のコントラストのラベルを作った。社名と商

品の一体化も意識した。 

また芋専業とすると原料となる生芋は傷みやすいため、生芋だけだと年間操業（８月から１２月）が

50%以下になる。このため端境期を埋めるため、多くの芋焼酎メーカーは麦焼酎の桶売り（相手先ブ

ランド）または麦焼酎等を製造していたが、Ｋ社は芋専業メーカーとしてそのジャンルで No1 を目指

すことに焦点を絞った。その方針の中から、生芋を技術の進展に伴い、冷凍保存し、年間操業が可能

になるように 新鋭の設備投資と製法を開発し、それを達成した。芋の年間作柄の増減変化も冷凍保

存で調整吸収できるようになった。豊作の時は冷凍保存で対応し、不作の時は調達不足分をカバーし

て操業する。また品質の安定工場の為、年間出荷量の 8か月分の貯酒を目標に継続的な貯酒タンクの

増設を計っている。当然、冷凍、貯酒、運搬費でコストが高くなるデメリットもあるが供給の安定性

を確保して、全国展開できる唯一の芋焼酎メーカーを目指していたので躊躇うことはなかった。 

 

４．小さくスタートする 

当時の主力製品霧島と比べて、黒霧島は麹以外ほぼ同じ製造工程で作れたので、既存設備で比較的漸

増生産が可能であった。スタート時、そのための新規投資は不要だった。1986 年には 新鋭の志比

田工場を落成し 1994 年には倍の４万石（２交代でやると８万石）の製造設備に増強しており、1998

年の時点では、対応能力は本社工場と合わせて十分あった。それ以降は、出荷量の伸びに応じて、ほ

ぼ同じ製造能力の向上を増設し、旧工場のリニューアルも行ない、獲得できた利益、キャッシュフロ

ーを環境対応の焼酎粕処理設備も含む自前工場の設備投資と貯酒に全額振り向けている。 
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５． 初からトップの座を狙う： 

初は既存の主力製品の霧島とカニバリズム（食い合い）が起こるかもしれず、またこの酒質がどこ

まで売れるか不明の中で、そろりと発売した。しかしながら市場の反応を見て、折からの黒ブームの

中で、素早く九州の 大の消費地である福岡を標的にして多額の販促費と新しい販売方法で一気に攻

めることを決断した。それ以降、段階的に、売り上げ目標のレベルを上げていった。これは市場の要

求に従い、その供給体制を作り上げる先行指標の役割を果たした。意識として、芋焼酎出荷量九州

No1 を目標に挙げ、次に大阪、中部、関東、東京と販促活動も順次広げて、東上し、既に全国展開し

ていた薩摩酒造を抜いて全国芋焼酎 No1 となった。次に本格焼酎 No1 を目指し、2012 年、麦焼酎の

Sa 酒類を抜いて、これをも達成した。 

社会経済を変えるようなイノベーションとまでは言えないが、既存の産業の中でも、ドラッカーの語

るイノベーションを起こす原則を意識すると十分成果が出てくるともいえる。 

似ているケースではアサヒのスーパードライがある。ビールという意味では同じ市場だが、ドライビ

ールの新しい酒質の市場を作り上げたといえる。本格焼酎、特に芋焼酎市場はＫ酒造の成長で逓増し

ており、Ｋ酒造自身も売上成長の面では,少子高齢化、アルコール嗜好の多様化、一人当たり飲酒量

の漸減のなかでも、一人勝ちを続けている。 

 

ドラッカーの８つの重要領域目標 

・ドラッカーの著作、現代の経営、第７章Ｐ88 に、[事業のマネジメントとは、事業上の多様なニー

ズと目標をバランスさせることである。そのためには判断が必要である。（中略）われわれがなしう

ることは、判断の幅と選択肢を狭めるとともに、焦点を絞り、事実を集め、意思決定や行動の有効性

や効果についての尺度を用意することによって判断を可能にすることである。そのためには、企業の

本質からして、複数の目標が必要である。] 

この複数の目標として以下の８つの目標の領域があるとされている。以下これに従い、本格焼酎Ｋ酒

造の目標管理、マネジメントを概略、分析してみる。 

 

１、マーケティング：今日を成功するための目標 

当社は、宮崎県ではあるが、旧薩摩藩の都城にあって南九州産の芋と霧島山系の裂罅水で作り上げた

芋製本格焼酎のメーカーであり、宮崎全域で、地元の人たちの、だれやめ（働いた後の疲れをとめる）

のためにおいしい焼酎と食事と一緒に楽しんでもらうことをミッションにして大正末期に創業し、東

京帝国大学化学科卒の２代目順吉氏が、終戦後に家業を継ぎ、当時の鹿児島の芋焼酎と比べて、飲み

やすい、雑味の少ない、味わい深い白麹の芋焼酎霧島を開発し、県内ナンバーワンになった。1996

年 3 代目社長江夏順行氏になって 1998 年に黒霧島を発売し、これが大ヒット、新しい商品カテゴリ

ーを創り、2012 年には Sa 酒類を抜いて本格焼酎ナンバーワンになった。この黒霧島開発と広告宣伝

活動は弟の江夏拓三氏の精力的な活動もあり、兄弟で役割分担が総体としてうまくかみ合った結果と

もいえる。 

２代目順吉氏はおいしい焼酎が作れたら東京に持っていきたいといい、３代目順行氏は、目標として、

芋専業、脱宮崎、九州芋焼酎ナンバーワンという目標から始まり、芋焼酎シェア３本に一本、本格焼

酎で６本に一本のシェア、 後には、本格焼酎ナンバーワンを目標として全社員に明示し、2012 年

Sa 酒類の売上を抜いて達成した。2015 年の目標は、芋焼酎全国年間出荷量 115 万石（一石：一升瓶

100 本）の 50%である 57.5 万石を 2,3 年後の目標に見据えて九州の大名家を文字って黒田 52 万石（現
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状 49 万石）、を目指している。大まかな指標としては、売上高、数量の移動年計で見ている。 

単純なナンバーワン志向のように思えるが、酒質のイノベーションを起こした黒霧島で徹底的に芋焼

酎の愛好者を増やし、全体的に漸減している酒類市場で、芋焼酎のシェアを高めて行くために必要な

ことと意識している。カテゴリーでナンバーワンになると、それだけで商品情報が伝わり、流通効率

化のための集約化の中で、トップブランドとして小売店頭の棚を確保し、直接の得意先である酒卸、

その先の大手流通、業務店に対する交渉力が増してくる。市場情報も集まり、販促活動も質、量とも

に達成できるようになり、このメリットを徹底して享受している。少子高齢化、アルコール飲料消費

の漸減傾向の中で地方発信企業として国内シェア、知名度を目いっぱい高めて次世代への事業展開の

地歩を確立する戦略としては理に適っている。 

 

２、イノベーション：明日をつくるための目標 

本格焼酎は、伝統的嗜好品である酒類の一つであり、人の飲酒習慣に依拠するものなのでイノベーシ

ョンを起こさないといけないという圧力は比較的少ない。あるのは商品のバリエーションを広げ、人

の嗜好の深化を誘発し、時代の流れの中での人の嗜好の変化を読みながら酒質を適応させ、品質を高

める努力が求められる。その意味で３年から、５年程度でコンスタントに芋焼酎のジャンルで新製品

を出すことを目標にしている。1998 年発売の黒霧島以降の主要な新製品は 2003 年に赤霧島、2010

年に芋麹製焼酎吉助、2014 年に茜霧島、2015 年新発売の白霧島（従来の白麹製芋焼酎の酒質の大幅

リニューアル）、他に健麗酒シリーズとして金霧島等が逐次開発販売されている。 

出荷量で見ると、フルーティーでより飲みやすく限定出荷販売している赤霧島が、黒霧島、白霧島の

次の３番手に育っている。会社の中で独自の目標管理制度が経営計画室を事務局に 20 年来運用され

ており、その中で常に新製品を出していく意識と仕組みが組み込まれている。芋焼酎専業でも、芋の

酒類、酵母の組み合わせで製品のバリエーションはできる。 

食の安全と安心を確保しながら安定した品質の酒を確保するため、コンスタントな設備投資、研究開

発投資、環境設備投資を行っている。 

 

３、生産性と付加価値に関わる目標：マネジメントの能力測定、部門間、企業間比較可能 

多くの大手芋製焼酎会社は、生芋加工以外のシーズンは、主に麦焼酎の桶売り（OEM 製造）あるいは

麦、米焼酎製造を、行っている。Ｋ酒造は、徹底して自社独自の設備、人材、調達原料の芋、水にこ

だわって作っている。そのため売上伸長の中で、次々と標準化されたタイプの４万石蔵を建設し、現

状４つの蔵を保有している。また冷凍芋を使うことにより、設備メンテの期間を除いて通年生産を行

なっており、流通の出荷要請に何とか答えている。流通価格は同レベル焼酎（黄金千貫の芋焼酎、度

数 25°）としては価格が 5%前後上になっている。消費者にとってのブランド力の差が見えている。

冷凍芋を使うと冷凍コスト、冷凍倉庫間の移動、保管コストにより、生芋原料の倍近くなるが、通年

生産の技術と増大する流通の要求にこたえるために、この生産体制を選んだ。結果として４工場のフ

ル生産能力は 50 万石前後となり、ほぼフル生産状況である。 

４工場はリニューアルも行われ、現地に行けば解るが、４工場ともに 新鋭の製造設備と同じく 新

鋭の大型焼酎粕処理設備を持ち、恐らくこのクラスでは業界で一番の生産性と品質の安定性を誇って

いるものと推測される。 

目標としては、付加価値率というより経常利益率で見ている。本来は 15%を目標にしているが、現状

は連続的な設備投資により 10%となっている。酒税を外部経費扱いにすれば売り上げ付加価値率は
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15%ぐらい。これの評価をどう見るか。農産物加工業として酒税も払ってこの率なら優良と考えられ

る。また、数値目標を挙げていくのは悪いことではないが、オーナー企業としての自前生産のこだわ

りを貫きながら、そのためのコストをあえて掛けながら、目標値達成に励んでいる。 

因みに、業界２位の麦焼酎のＳa酒類は、自前の工場以外に、鹿児島等から桶買いを行っていると言

われてもおり、固定資産への投資はその分だけ低い。販促活動は外注しており、支店は持たず特定の

大手酒類卸に営業を依存し、毎月本社から営業担当が出張して、協業していると言われている。製造

に徹底した人員、製造設備の軽量化を果たした業態である。また麦は輸入できるので通年生産の制約

はなく原材料費率は低い。 

これに対してＫ社は生産性向上については、会社独自のこだわりを持つことを大前提にしており、数

値そのものだけを何とか短絡的に伸ばしていくという発想はない。自分たちの仕事の取り組み方の考

え方は変えない。この点は未公開のオーナー企業として長期的な戦略が選択できるという強みといえ

る。  

 

４、資源と資金に関わる目標 

まず資源といえば、霧島酒造の場合、国産焼酎用芋、米の確保が重要事項である。焼酎用芋は南九州

で年間 29 万トン強生産され、そのうち 10 万トン前後を使用するので、少子高齢化、生産農家数減少

の中で継続的、計画的な供給体制作りが大事である。このために芋の仲買業者を組織化し、品質管理

体制を整え、耕作面積で年間契約している。また購入価格決定に直接関与し、農家の所得水準、他の

農産物と勘案しながら、決めている。卸業者の中間マージンも実質決めている。ここ数年はできた芋

は全量買い取っている。農家としては基本的には契約面積で、できたものをきっちり買い取ってくれ

るという信頼関係ができている。調達量も年々増加しており安心感がある。加工用米については、農

水省が管理しており、価格数量等についてはこの統制に従わざるを得ない。水も重要資源であり、霧

島山系の自然水が石灰岩等の割れ目から浸透して地下に裂罅水として貯蔵されており、水質管理につ

いては 大限の注意を払っている。 

次に資金については,経常利益は出ているものの売上伸長の中で自前生産に拘り、通年生産のなかで

第３工場を平成 18 年、第４工場を平成 23 年に竣工させており、その他関連設備の増強投資で資金投

入している。また安定した出荷と品質維持のために貯酒量を増やす政策をとり、ここにも資金投入を

している。未上場のオーナー企業であり、特に資金調達のために特別のことはしていない。利益が出

て、売上が伸びているので銀行借り入れは問題なく資金目標は特にない。ただ借金に対してはオーナ

ー特有の感覚で早くゼロにしたいという意識は強く、また平均月商の 1.5 カ月分の資金はキープして

おきたいと考えている。 

 

５．どれだけの利益が必要か 

ドラッカー曰く（現代の経営:第７章Ｐ112,113）,利益は事業活動の有効性と健全性を評価測定し明

らかにする。さらに利益は設備の陳腐化と更新、市場のリスクと不確実性など、カバーすべきリスク

のための必要な余剰である。そして社内留保による自己金融の道を開き、外部資金の流入の誘因にな

る。利益に関わる目標は、 大化ではなく、事業が挙げなければならない 小限の利益である、と喝

破している。 

ただどのような尺度で測定したらいいのか、経済変動に対しいかなる弱さを持っているかを明らかに

しているのは損益分岐点分析だけで、売上利益率では答えが出ない。他に投下資金利益率の尺度にも
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言及しているが、会計そのものの限界もあり、結局適切な方法はまだないので欠陥を理解したうえで

単純な尺度をつかえということ。推奨されているのは、減価償却前の投資額に対する税引き前利益の

割合を尺度としている。但し、投資額については、インフレ、デフレ調整を求めている。 

当社の場合、オーナー会社なので利益については公開会社ほどに外部の利害関係者の圧力はなく、実

際的には売上経常利益率を目途にしている。目標経常利益率は 15%としているが、原料比率の上昇で

近は下回っているが、二ケタは確保しており、申告所得は現行 60 から 80 億円程度である。ROI に

ついてはオーナー企業であり、あまり気にしていない。投資額に対する利益の発生状況で投資判断の

有効性を判断するということだが、当社の場合、市場から求められている製品生産を上げるために必

要と考えられる投資をしてきたわけで、その有効性について改めて詳細な検証をするという感覚はな

い。ただ事業継続の為、中長期的にはキャシュフロー(税引後利益＋減価償却等)の範囲内で投資する

という考え方は基本としては持っている。 

5 年、10 年先の計画としては、漸減していくと予想されるアルコール飲料消費市場の中で芋焼酎のシ

ェアを伸ばしていくため、一人当たりの焼酎消費量が比較的低い都市部（近畿、名古屋、関東）への

より一層の浸透シェアアップを徐々に図っていけば売上成長は継続して達成できると読んでおり、そ

のための生産体制、販売対応、製品開発を継続的に行っていく方針である。 

Sa 酒類と比べると、芋と麦のコスト差もあり、利益率においては、Ｋ酒造は見かけ低くなっている。

ただこの中身を見ると、基本的に生産、販売、研究開発、マーケティングの経営機能を自前主義で行

い、人材雇用数も多い分、それだけ固定費が重くなっている。これが明日への投資になるのか、単な

る固定費の課題になるのか、同じコストでも意味が違う。 

ここのところは経営トップも冗費とならないように明日に必要な投資はいとわないという挑戦的な

意識を明確に持っている。 

 

６．経営管理者の仕事ぶりとその育成 

・現状、全従業員は、約 500 人前後、これ以外に季節アルバイトがいる。この中で管理職に相当する

のは、課長以上とすると５０人程度。成長のせいで中間管理職が不足している。部門としては、製造

部門は一部の工程を除いてかなり機械化が進んでいるので、熟練した管理職、現場リーダーが必要で

あり、工場ごとに現場教育中心に時間をかけながら育てている。管理部門は、総じて規模の割には少

数でカバーしようとしている関係でベテランが不足気味であったが、若手も導入しバランスを取ろう

としている。広告宣伝を担当する企画室は人数的にはそろっているが、ここを一つの人材教育の現場

も兼ねている関係で出入りが激しい。酒質管理部門は品質管理の生命線のところでもありブレンダ―

も含めて堅実に育てている。営業部門は４支店と販促部であるがベテランと若手の組み合わせが比較

的よくできている。 

・メーカーなので理想とする組織図はできている。売上急成長のなかで担当者が埋まっていないとこ

ろもあり、上長兼任となっているので徐々に埋めている。 近は会社自身も全国的に有名になった関

係もあり、新入社員の応募者数、学歴も上がってきている。会社としては、人材育成のピッチを上げ

るための仕組みを検討中である。 

・経営管理者の育成の制度については、現場教育、社外研修以外に、以前ＩＳＯ9001 の資格認証を

取得する中で会社の業務を見直しており、現状はＩＳＯに決められた基準にただ従うのではなく、自

分たちの現場で必要と思うこともよく勘案して、ルールを作り、事務局を通じてフォローしている。 

・制度として活用しているのはＭＢＯ目標管理制度が２０年近くの運用実績がある。期初前までに各
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部門の代表者も交え、合宿を数回繰り返して、会社全体の経営戦略目標テーマを３つか４つ程度を定

める。それぞれの主管部署をさだめ、各部門単位でこの戦略目標に向けて具体的な行動目標を定める。

四半期ごとに推進状況を各部門がテーマごとにまとめて発表し、討議する。討議の方式は、戦略目標

ごとに各部門が期初に立てた計画、目標値の達成状況を説明し、お互いに質疑応答をする。 後に役

員が講評する。年に４回進行状況を揉んでいくので、より進行状況、やることの必要性、意味の理解

が深まる。トップが戦略目標の決定に関わるが、大方針を示した後は、基本的に幹部社員から上がっ

てくる具体的な行動目標設定を尊重し、その進捗状況を見ていく。期中で前提が変わって変更が必要

な場合は、経営陣から随時発信していく。 

 

７．一般従業員の仕事ぶりと行動 

これについては各部門の現場での教育、指導に任せているが、年１回、大学の研究機関により職場環

境について全社員からアンケートを取り、分析し、各要点につきスコアを出してもらっている。この

報告を受けて、問題部署が浮き上がってくるので、何が問題なのかフォローして対策をたてる。これ

をしなくても出来事で判断できる部分もあるが、具体的に同じ条件でスコア化するとその緊急性も見

えてくる。基本的には、各社員のモチベーションアップが狙いだが、問題点を見える化して対応する

仕組みを導入している。給与水準は、順行社長時代の急成長の中で地域トップクラスになっている。

恐らく本格焼酎業界でもトップクラスではないだろうか。ただ若手社員の学歴、意識も変わってくる

中で、大きくなった会社が全体としてどの方向に向かっており、自分たちの役割は何なのか、経営管

理者からの情報が不足しがちでここのところをどう埋めていくか、経営会議等へのオブザーバー参加

の推進等策を練っているところである。 

 

８．社会的責任 

当社の経営方針の中に、地域に根ざし、地域と共に発展する企業をつくります（地域への貢献・地域

文化の継承と創造）というのがありこれをかなり強く経営陣は意識している。地域発信の地域社会と

ともに成長できること、具体的には、地域の農産物たる年あたり芋 10 万トンと米２万トンの調達、

地域での工場生産、地域活動への参加、寄付、工場開放による年２回の社外レクレーション行事の開

催、工場用地をグランドゴルフ用に無償開放し、雇用の増加、酒税と法人所得納税をしっかり行うこ

と、これらを金額換算すると売上 600 億弱に対して、地域に対して 500 億をはるかに超える支出貢献

をしている。特に酒税、法人税等の国税は地方への交付金の原資の実質的にその一部になっており、

それだけ地元を潤わせている。宮崎県を一つの国とみなせば、県外移出は 90%を超えており、地域経

済への貢献は計り知れない。経営者の基本的な意識は、自分たちは地域発信の企業であり、地域住民

と一体化し、地域活動に貢献することが、会社が持続していくための必須要件だと理解している。地

域創成を目指す政府の方針の成功実施例とも言える。 

子会社でケーブルテレビの会社（社員数 120 名）があるが、この事業を通じて地域住民への接点、公

民館とタイアップしたカラオケ歌合戦の開催運営等、祭りへの参加、番組取材を通じた地域活動の紹

介等のきめ細かい地域貢献を行っている。ただ利益を挙げることを目標とする営利企業ではなく、地

域農産物を付加価値ある製品に加工し、その多くを県外に移出しながら、地域に対する社会的責任を

意識し、地域企業ならではの責任を果たそうとしている。活動にかける金額は特に把握していないが、

直接的なもので億は軽く超えている。測定できる目標は特に持っていないが、地域社会還元活動は継

続し、徐々にその範囲も増加している。必ずしも採算に合うか会わないかの尺度ではなく、地域への
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感謝の気持ちで行動している。順行社長の言葉を借りれば、この活動こそが、会社がこの地で持続的

に事業ができるための、経営の長期的なリスクマネジメントとされている。 

 

４つの事業戦略 

ドラッカーが、イノベーションと企業家精神、という著作の中で４つの企業家戦略の類型を示してい

る。 

１．総力戦略（新しい業界、市場を率先して創造する） 

２．ゲリラ戦略（先行者の弱みを見つけ、新しい市場を創造する） 

３．ニッチ戦略（市場の隙間を捜し、その領域でトップを目指す） 

４．顧客創造戦略（顧客創造のために、顧客の効用、価格、事情、価値転換を図る） 

この分類でみると、Ｋ酒造にとって黒霧島を要した快進撃の中心となるのはゲリラ戦略の特徴も勘案

しながら、３．ニッチ戦略、市場の隙間を捜し、その領域でトップを目指す、が近い。 

飲みやすくておいしい芋焼酎作りを目指して、県内で実力を蓄え、黒霧島という商品で、新たな芋焼

酎のカテゴリー（黒麹を使った、とろっと、きりっとした食の味を邪魔しない、アルコールの濃度も

自由に調整でき、割り方も、氷、水、お湯なんでもＯＫという食中酒の分野を大きく切り開いた。芋

焼酎全体のあらたなイメージを全国に訴えていくプロセスを地元の足場から発して一気に広げて素

早く動いたことが戦略の大きな特徴といえる。 

芋焼酎の先行企業の鹿児島のＳ酒造は、全国的なブランド白波を持っていたが、新しいフルーティー

な酒質の下町のナポレオンと呼ばれた麦焼酎いいちこに出荷額を抜かれ、さらには黒ブームの中で食

中酒として、飲みやすい、芋臭くない黒霧島が顧客に歓迎されている中で、従来の主力商品に頼り、

新しいカテゴリーで即対抗する商品を出せなかった。一般消費者の嗜好の変化、多様化の流れにそれ

ほど敏感になりきれなかった。 

ここのところで芋で２番手、本格焼酎で３番手以下の中堅メーカーだったＫ酒造にとってはビッグチ

ャンスであり、それをつかむ経営感覚とまた集中して販促活動ができる体力を温存しているなかで黒

霧島を開発し、その商品の新たな可能性を見出した。 

今となっては、本格焼酎、特に芋というだけでなく本格焼酎でリーダー企業になっているので，戦略

を変える必要が出てくる。現状はトップ企業として、品質向上の為に十分な貯酒を目指しており、芋

焼酎のバリエーションを進め、需要の伸びに応えながら品質のさらなる向上に重点を置いている。少

子高齢化、一人当たりのアルコール消費量が漸減していく中で、成長しているワイン、リキュール類、

あるいはビール、ウィスキーの酒類に対して、その先の戦略はどうあるべきか、今後の動向、何をや

って、何をやらないか、メリハリの効いたエッジの効いた戦略とは何か、ここをどうしていくか、10

年後にはどのように事業構成を変えていくのか、次世代経営者も含めて考えどころである。 

 

結語 

以上、地域にあるＫ酒造のここ２０年来の成長の軌跡と現状について、ドラッカーの５つの質問に照

らして、この企業の生き様を分析し、中核製品である黒霧島の新製品開発の背景をイノベーションの

観点から整理し、さらに８つの重要領域の観点から、どのように企業目標を設定し、達成してきたか

を整理してみた。４つの企業戦略の類型とも照らし合わせてみた。当社もこれから、組織の規模の巨

大化の中でまだまだ多くの新しい経営課題が発生すると予想される。それをいかに的確にキャッチし、

それを意識する仕組みを組み込んでいくか、その更なる運用と改善を繰り返しながら大きくなってい
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く組織の見直しを行うことが求められている。なお、当社グループは 2015 年 4 月よりホールディン

グ会社組織として改組し、2016 年に創業 100 年を迎える。 

次世代でさらなる顧客創造戦略をどのように作っていくのか、そのあたりのリーダーシップと事業の

種をどのように生み出していくか、稼得した利益を明日の事業のためにどう使っていくか、ここのと

ころが大きな課題である。 

 

                                        以上 

 

 

著者プロフィール：行本憲治（ゆきもと けんじ） 

公認会計士、東京中小企業家同友会会員 

社外監査役、取締役会、経営会議オブザーバー、 

中小企業経営者の相談業務（経営診断、事業承継、株式公開準備等） 
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１、氏名  一丸浩一郎 サマリーシート 
２、論文名 イノベーションと経営管理 
３、論文概要 
 花王が新規事業として取り組んだ情報事業について、その事業の立ち上げから撤退に至るまでを取

り上げる。ビジョンが不明確なままであったが、マーケティングの推進と人的資源、特に経営陣のマ

ネジメントを厚くすることによって市場でのシェアを拡大した。しかし事業環境の変化が激しく、強

みを生かすことが難しくなったため、事業撤退した。 
 花王にはドラッカーの８つの事業領域に近い「商品開発５原則」がある。情報事業は残念ながら生

かすことができなかった。また、現在の花王が掲げるビジョンをもとに、当時の情報事業に対して、

５つの質問を行えば、違った事業形態となり、改めて MSC の有効性を検証することができた。 後

に花王における経営管理は創業者の理念を現在に置き換え、数値だけでなく身の回りに起きている事

象に真摯に向き合う「正道を歩む」という価値観に基づいている。 
  
４、論文のポイント 
 

1. 目的とミッション 
新たに事業を立ち上げるにあたって、会社のビジョンと事業のビジョンの整合性をすりあ

わせることが重要である。ビジョンは常に顧客と顧客の望む価値につながっている。 
2. マーケティング 

事業の立ち上げ時期には、想定された顧客が殆ど存在をしなかった。そこで現状に執着す

ることなく、マーケティングを改めて行うことで、新たな顧客を発掘することができた。

予期せぬ情報をどれだけ取り上げられるかが重要となる 
3. イノベーション 

花王におけるイノベーションは、商品開発の５原則の中の第１に「創造性の原則」として

掲げられている。真に社会にとって有用なものかどうかがそれを判定する基準としてあげ

られている。 
4. そのための我々の成果は何か 

花王の中には受け継がれている価値観がある。１．よきモノづくり、２．絶えざる革新、

３．正道を歩む、の３つであるが、成果は常にこの価値観に沿って測られている。情報事

業についてもこの価値観があればこそ、事業収支だけでなく撤退を行うことができた。 
    

 
                                    以上 
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～企業内ベンチャービジネスから考える～ 

イノベーションと経営管理 

 
一丸浩一郎 

はじめに 

 １９８５年１０月、これまでの花王石鹸株式会社から花王株式会社に社名を変更しました。当時の

花王は洗剤や石鹸、シャンプーといった家庭用品事業、その原料を活用した化学品事業とともに、カ

ウンセリング化粧品事業に本格参入を果たし、年々売上を拡大していました。新たな商品が次々と生

まれる中で、事業分野の拡大に伴い「石鹸」という名前が体を表さなくなってきたからです。その数

年前から新たな事業分野への進出が計画され、家庭品、化学品といった既存事業や既存技術の改良改

善に止まらず、市場や競合を分析してこれまでと全く違った分野に花王の技術力を生かすことが目標

でした。 

 このような背景から生まれたのが今回ここで取り上げる「情報事業」です。ちょうど社名変更やＣ

Ｉを行っている 中に生まれた情報事業はその当時、花王の異業種新規事業進出として様々な媒体で

ケーススタディとして取り上げられることとなりました。 

 

第１章 多難な新規事業スタート 

 １９８１年にアメリカで IBM が MS-DOS を搭載した IBM-PC を発売し、１９８４年に Apple がマッキ

ントッシュを発売、日本では１９８２年に NEC が PC9801 を発売し『パソコン』なるものが世の中に

姿を現してきました。 

 化学品系の新規事業として、フロッピーディスク（以後 FD と略します）に参入を決断したのは１

９８５年のことです。（のちに花王では情報事業と呼ぶことになりました） 

１９８５年参入当時の事業環境     

 コンピューターメーカー 磁気メディアメーカー ソフトメーカー 

日本 NEC、富士通、日立 

東芝、三菱、他 

maxell、TDK、SONY、 

富士フィルム、三菱化成

ジャストシステム、

管理工学研究所 

海外 IBM、ユニシス、CDC、

ハネウェル、Apple 

3M、KODAK、BASF、 

バーベイタム 

Microsoft、ロータス

 

 花王が投資した製造設備はフィルムに磁性粉を塗布する大型コーター（塗布機）と当時 先端の３．

５ｲﾝﾁ FD の一貫生産ライン及びクリーンルームです。当時で十数億円を投資して出来上がった設備で

した。名目は研究設備でしたが実際には商用の本格的な設備。コンピュータ業界に新規参入し、 先

端の技術でイノベーションを起こす、意気軒昂のスタートでした。ところが、事業はいきなり危機に

瀕します。なぜなら、スタート当時 3.5 ｲﾝﾁ FD を搭載した PC は Apple しか発売していませんでした。 

 

第２章 新規事業に必要なマーケティングの実践 

 ドラッカーは事業を経営する際に８つの重要な領域を設定しています。それは、 

１．社会性（貢献責任）・顧客創造、２．マーケティング、３．イノベーション、 

４．人的資源、５．物的資源、６．資金、７．生産性、８．利益となります。 
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８つのどれもが重要な領域ですが、新たな市場に参入するにあたっては、顧客は誰か、顧客の求め

る価値は何か、といった『マーケティング』『マーケティングリサーチ』が重要だと述べています。

花王は誰もが認めるマーケティングカンパニーですが、こと FD に関しては技術先行でした。完璧で

はありませんが、あらゆる市場調査データを入手し、ハードメーカーへの取材も行っており、マーケ

ティングリサーチも行っていました。 

しかし、その当時はパソコンの黎明期であり、未成熟な市場のためどの技術が採用されるかはハー

ドメーカーの技術部門の動静を確認することが本来のマーケティングリサーチで一番必要とされる

ことでした。調査会社の資料や技術セミナーには出てこない「真の情報」にどうやってたどり着くか

を求められていたわけです。 

ドラッカーは「現代の経営」（第９版 上巻６７ページ）で『われわれの事業は何かを知るための

第一歩は、「顧客は誰か」という問いを発することである。「現実の顧客は誰か」「潜在的な顧客は誰

か」「顧客はどこにいるか」「顧客はいかに買うか」「顧客にいかに到達するか」を問うことである。』

とこのように述べています。この問いかけはＦＤ事業でも必須となりました。 

 このままではスタートしたばかりにも関わらず事業存続すら怪しい状況でしたが、ここからが花王

らしい進め方になります。まず、IBM、富士通、NEC、三菱電機といった大手のコンピューターメーカ

ーへの営業を即時に開始し、FD の OEM 製造受託に向けて厳しい採用テストに挑戦しました。また、

3.5 ｲﾝﾁ FD は成熟していなかったため、5.25 ｲﾝﾁ FD や 8 ｲﾝﾁ FD といった現行市場にも参入しました。 

国内メーカーでは日立マクセル、ＴＤＫ、フジフィルム、海外メーカーでは３Ｍといった磁気メデ

ィアではすでに長い実績のある競合に対して、新規参入である花王がどのようにして他社以上の商品

を提供するか。研究開発、生産、営業、マーケティングの全部門と経営陣が一体となった活動が始ま

りました。事業トップと経営陣はハードメーカーへのトップ営業を行い採用テストの俎上に花王を加

えるように折衝。研究開発及び生産は採用テストに合格すべく全力を尽くしました。まずはその当時

主流であった５ｲﾝﾁ FD のＯＥＭ出荷が決定しました。 

 

第３章 グローバルな事業展開～事業の終焉 

そしてハードメーカーとの交渉のなかで日本市場より大きな北米での現地生産が求められるよう

になり、情報産業の先進国アメリカ市場で事業を行うべく、１９８６年にはカナダの FD メーカーへ

資本参加、１９８８年にはアメリカの２社を買収して現地法人を設立。同時に 新鋭の FD 工場を建

設し、北米市場で FD の現地生産・販売を開始しました。 

 これまで花王ではこれほど市場が常に変化している環境で、グローバルな展開を行った事業ありま

せんでした。花王の既存事業ではドラッカーが指摘する８つの重要領域のうち３つの資源（人的、物

的、資金）はありましたが、FD を含めた情報事業の分野では豊富であったとは言えません。 

 「現代の経営」（第９版 上巻２ページ）で「マネジメントとは、事業に命を吹き込むダイナミッ

クな存在である。そのリーダーシップなくしては、生産資源は資源にとどまり、生産はなされない。

彼らの仕事ぶりが、事業の成功さらには事業の存続さえ左右する。マネジメントこそ、企業がもちう

る唯一の意味ある強みである」と指摘しています。 

 社内ベンチャーとしてこれまでの市場とは全く違う分野に進出をしましたが、花王経営陣はそれぞ

れの得意分野での意見交換を積極的に行い、 後には社長のリーダーシップで判断を行うという仕事

の進め方が徹底されていました。 

 事業を運営するマネジメントも良いことも課題も全て適時に経営陣と共有することで新規事業を



ドラッカー「マネジメント」研究会 「商品開発とベンチャービジネス」分科会 
 

©2016 Drucker “Management” Study Group 
82 

 

進める体制がありました。今振り返ってもこの進め方は間違っていなかったと思います。その後の経

緯はご存知の通りで、記録媒体の変遷が凄まじいスピードで進み、花王もキャッチアップを続けてい

ましたが、 

そして１９９９年にすべての事業・技術・資金を売却し撤退をしたわけです。１９８０年代に立ち

上げた新規事業の中でもとりわけ異彩を放った事業であり、その仕事を経験した人材は、研究、生産、

販売、経理、購買などで花王のグローバル化に大きく貢献をすることとなりました。 

 

第４章 花王のイノベーションと経営管理 

 花王は１９７０年代に当時の副社長であった佐川幸三郎が提唱した「商品開発五原則」という全社

的な指針がありました。 

 

 その当時、佐川副社長がドラッカーを見聞したかは定かではありませんが、ドラッカーの『マネジ

メント』で書かれている８つの重要な領域とも思えるような指針です。 

 特に調査徹底の原則を怠っていたことが問題でした。花王の中ではイノベーションな技術でしたが、

世の中ではそれを上回る競合が存在をしていました。花王は市場と徹底的に対話し、そこで積極投資

を行い生産技術でのイノベーションを築くことで優位性を確保し、一時は世界ナンバーワンのシェア

を取ることとなりました。 

 その後の技術トレンドにも積極的に取り入れることを続けていきましたが、情報産業特有の激しい

価格下落に見舞われ、商品開発五原則のパフォーマンス・バイ・コスト、ドラッカーの８つの領域で

は『生産性』『利益』を確保することができませんでした。 

一方で経営管理から見た場合はどうでしょうか。情報事業のマネジメントは立ち上がり当初は FD

の研究開発担当室長を事業部長に据えました。イノベーションを起こした本人がビジネスを立ち上げ

るというスタートアップです。 

その後海外展開が始まると事業部長は北米の担当者として異動、そのあとには経理部長が事業本部

長となりました。投資が先行をする中で収益をいかに捕捉していくかが課題でありそれに適した人材

を配置したわけです。そして北米が主戦場となると本部機能をアメリカに移し、代表権のある専務が

駐在しました。 

市場のスピードに負けないよう、買収した会社の現地役員もそのまま残り、日米欧三地域一体で運

営する「ステアリング・コミッティ」が組織され、スピーディな意思決定が可能な体制となりました。

事業展開に合わせて組織を創り、衆知を集めて運営する。その場ではトップマネジメント、研究、生

産、販売が喧々諤々の議論をし、方針を決めていく。 

商品開発五原則 意 味 ８つの領域 

社会有用性の原則 真に社会にとって有用なものかどうか 社会性（貢献責任） 

創造性の原則 自社の創造的な技術や技能が盛りこまれているか イノベーション 

パフォーマンス・ 

バイ・コストの原則 

パフォーマンス・バイ・コスト（品質・価値に見合っ

た価格）で他社の商品よりも優れているかどうか 

生産性、利益 

調査徹底の原則 
商品化される前に、徹底的に消費者テストが行われ、

あらゆる局面のスクリーニングに耐えられるかどうか
マーケティング 

流通融合性の原則 
流通段階でその商品にかかわる情報をうまく伝達する

能力があるかどうか 
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ドラッカーはイノベーションと起業家精神（昭和６０年、初版）で次のように述べています。「事

業は、一人や二人の人間で経営管理できる限度を超えて成長したのであり、トップ経営陣を必要とす

る段階に来たのである」（Ｐ３５５）「対策は簡単である。トップ経営陣を必要とする時点に達する前

に、トップ経営陣を構築することである」（Ｐ３３６）花王として初めてのグローバル事業へ対応す

るために、日本マネジメントと海外拠点マネジメントが一体となって運営したことは、現在のグロー

バル企業にも負けないマネジメントであったと思います。 

そして一番大きなポイントは「市場に対応できない事業は縮小するか撤退をする」というドラッカ

ーのマネジメントが指摘している点を見事にやり遂げたことです。情報事業でのその当時の事業環境

と花王の動きをトレースすると以下のようになります。 

1. 1990 年代の中頃から世界のＦＤ市場は需要が減退し、価格も大幅に下落しました。 
2. 主力の北米市場では、1992 年に花王ブランド品で 1 枚当たり１，１US＄だったのが、1997 年

には０．３US＄まで下落しています。 
3. 売上高はいくら伸びても、販売価格の低下で設備投資の減価償却や金利負担が重くのしかかり収

益は悪化の一途をたどったのです。 
4. 記録媒体がＦＤから大容量のＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤなどに移るという情報産業特有の事業

環境の急速な変化がありました。 
5. 収益改善のため北米でＣＤ－ＲＯＭ製造会社の買収なども行いましたが、収益改善には及びませ

んでした。  
ドラッカーは現代の経営（上、２０１３年５月、第９刷）で「利益には三つの役割がある。」（Ｐ１

０４）と述べています。「第一に、利益は事業活動の有効性と健全性を測定する。まさに利益は事業

にとって究極の判定基準である。」「第二に、利益は陳腐化、更新、リスク、不確実性をカバーする。」

「第三に、利益は、～中略～ 事業のイノベーションと拡大に必要な資金の調達を確実にする。」と

いう三つです。花王の情報事業をこの言葉に照らし合わせてみたとき、三つのいずれも厳しい点数と

なります。その当時事業の一翼を担う者としては、撤退はトップの判断ミスと思っておりましたが、

その後の情報産業の推移を見れば火を見るより明らかです。 

中途半端なまま事業を存続させて、将来に禍根を残す企業のいかに多いかを鑑みるにこの判断は正

しいものでした。花王は東南アジアで家庭品事業を長年展開していましたが、情報事業でのグローバ

ル展開を踏まえて新たに設定した「海外事業の三原則」は以下のとおりです 

1. 事業を通じてその国の経済発展に貢献し、国民生活の向上に役立つこと 
2. 先端の技術を移転し、相手国の技術水準の向上と産業の振興に役立つこと 
3. その国で挙げた利益は、できる限りその国に再投資する。経営はできる限り現地の人に任せる 

情報事業で培った海外での経験がここに生かされていることになりましたし、現在の花王は海外売上

比率が３０％を超えるようになってきました。 
 
 第５章 失敗に学ぶ 

 花王では FD 事業終了後の２００３年に社員向けに出版したひとつの本があります。題名は「絶え

ざる革新」で、花王が成長するにあたって、その時々に誰がどのようなことにどのような判断を行っ

てきたかを克明に記しています。 日経産業新聞のインタビューで、『「歴史は繰り返す」花王前会長

の後藤卓也氏は事業部門長のときに、こう語っていた。やみくもに何かを変えるだけでは結局、失敗

を繰り返す。謙虚に過去から教わることがイノベーション（革新）のためには重要だ。といっていた』
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（日経産業新聞 ものづくり進化論 ２０１０／５／１１ 編集委員 水野祐司）と述べています。 

 長くなりますが、この中での FD 事業についての記事を引用します。 

『フロッピーディスク（ＦＤ）事業からの撤退では、この事業が花王にとってどんな意味があったか

を総括している。花王はＦＤの製造販売を担当する事業本部の機能を日本から北米に移し、日米欧の

３極で、花王としてはかつてないスピードで事業のグローバル展開を進めた。しかし、パソコンの記

録媒体がＦＤから大容量のＣＤ―ＲＯＭやＤＶＤに急速に移るという変化のあおりで、ＦＤの販売価

格は急ピッチで下落。98 年にＦＤ事業からの全面撤退を決めた。撤退を決めたときの社長だった後

藤前会長は、情報分野に挑戦したことに、非難がましいことを言ったことは一切ない。 

 日米欧３極を中心に「かつてないスケールの事業経験を積んだと言っても過言ではない」。「研究、

生産、販売、経理、購買など幅広い分野でグローバルな仕事を経験した人材は、他の事業部門でそれ

ぞれに活躍している」と本は記す。ＦＤ事業を通じ人材が育った。ひるまず挑戦することが大事だと

本は訴えている。』 

 花王ではこのように折に触れて、成功、失敗を問わず記録を残しておくことが当然となっています。

これだけの大規模な投資、人員投下、撤退をしてもその人材が社内で活躍することができることが花

王の凄みと思っています。 

 花王の情報事業はその後記録媒体や半導体製造の材料として引き継がれ、現在でもケミカル事業の

一翼を担っています。また花王の海外進出は３０か国以上となり、売上の３３％を海外が占めるよう

になりました。また異業種への進出としては日本初の特保を取得したヘルシア緑茶やヘルシアコーヒ

ーを上市し、食品事業に参入を果たしました。 
 海外事業の拡大が進むにつれ、グローバルメーカーとの厳しい競争にさらされる中、花王は２００

４年に「花王ウェイ」を制定します。２００４年当時、花王はアジアのマーケットで苦戦を強いられ

ていました。そのてこ入れが２００５年から本社主導で積極的に行われました。 
その際に “花王ウェイの共有” が、事業戦略の柱の一つとして大きくうたわれました。理念の活

動にはトップのコミットメントが欠かせない、とはよくいわれることですが、花王ウェイの場合それ

に加えて事業戦略のなかに明確に位置づけられたことがポイントではないかと思います。社会貢献で

も２００９年には「環境宣言」を発表し、エコロジーを根幹として世界の人々の豊かな生活文化に貢

献する企業目指すことを明確にしています。 
 花王はドラッカーのマネジメントの８つの領域を、言葉通りに意識することなく、花王なりの言葉

で解釈をして実践している企業と言えるのではないでしょうか。 
 
第６章 ドラッカーとの対話 

これまでの内容を振り返りながら、文中では書ききれなかったドラッカーの言葉と経緯から指摘でき

る部分を取りあげたいと思います。ドラッカーの文章のあとの⇒以下は一丸のコメントとなります。 

＜イノベーションと起業家精神 P36＞ 

マネジメント、特に大組織のトップマネジメントは、予期せぬ失敗に直面すると、いっそうの検討と

分析を指示する。しかし、それは間違った反応である。予期せぬ失敗が要求することは、トップマネ

ジメント自身が外に出て、よく見、よく聞くことである。予期せぬ失敗は、常にイノベーションの機

会の兆候としてとらえなければならない。トップ自らが真剣に受け止めなければならない。 

 ⇒FD 事業を立ち上げたときに、投資内容が市場と大きくかい離していた。そこで事業トップが積

極的にハードメーカーやユーザーと対話を行ったことで、次の意思決定につなげることができた。 
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＜ネクストソサエティ Ｐ６５＞ 

ここで自信をもって予測できることは、未来は予測しがたい方向に変化するということだけである。 

 ⇒未来は絶対に思い通りにならない。マネジメントは常に長期と短期の両方の眼を持って顧客とそ

の求める価値を考えることが重要である。 

＜未来企業 P345＞ 

.既存の製品、生産プロセス、サービスのみならず、研究プロジェクトそのものまで体系的に廃棄し

くことが必要である 

 ⇒市場に適応していても、市場そのものが衰退していくことが予想される場合は自ら廃棄をしてい

くことも考えておかなければならない。FD 事業、後には情報事業となり全世界で事業拡大を図った

が、 終的に全ての事業から撤退した。 

＜マネジメント上 P95＞ 

われわれの事業は何か 

 「われわれの事業は何か」との問いは、ほとんど答える事の難しい問題である。正解はわかりきっ

たものではない。 

 ⇒「情報事業とは何か」と問われたとき、機能が全て規格で定められている商品であるため、「情

報化と国際化への対応」としか答えることができなかった。技術的な飛び地ではなかったが事業面で

飛び地となってしまった。 

＜現代の経営 上 P232＞ 

「したがって、結論は一つしかない。ごくごく小さな事業を除くあらゆる事業において、ＣＥＯの仕

事は、一人の仕事として組み立てることは不可能だということである。それは、協働して行動する数

人からなるチームの仕事として組み立てることが必要である」 

 ⇒花王が情報事業本部の国際化を推進するにあたって、代表取締役専務をアメリカ常駐とし、日米

欧の研究、生産、営業からなるマネジメントチームを作った。そして３ヶ月に一度のステアリングコ

ミッティと花王取締役会が全ての責任を担った。 

 

第７章 ５つの質問を今 

 ドラッカーの没後、２００８年に発表された『経営者に贈る５つの質問』は「非営利組織の経営ツ

ールとしてドラッカーによって開発され、今では広く企業の経営ツールとして使われているものであ

る」（前著 Ｐ１０７ 訳者あとがきより）と書かれています。この５つの質問はＦＤ事業開始時に

は存在しませんでしたので、活用することはできませんでした。もし今その時に戻って、私が事業責

任者でありこの質問を投げかけられたとしたらどのようなものになるでしょうか。 

まずその前に現在、花王が策定している「花王ウェイ」を見ることにします。 

 花王は１９９５年に「花王の基本理念」の策定を行いその後何度か改訂を重ね、花王の事業と内外

の環境変化を考慮し、２００４年に発表されたものです。長くなりますが使命について引用すると「私

たちは、消費者・顧客の立場にたって、心をこめた“よきモノづくり”を行ない、世界の人々の喜

びと満足のある豊かな生活文化を実現するとともに、社会のサステナビリティ（持続可能性）に貢

献することを使命とします。この使命のもと、私たちは全員の熱意と力を合わせ、清潔で美しくす

こやかな暮らしに役立つ商品と、産業界の発展に寄与する工業用製品の分野において、消費者・顧客

と共に感動を分かち合う価値ある商品とブランドを提供します。」（花王ホームページ） 

 



ドラッカー「マネジメント」研究会 「商品開発とベンチャービジネス」分科会 
 

©2016 Drucker “Management” Study Group 
86 

 

 

キーワードとしては 

・よきモノづくり  ・世界の人々に ・豊かな生活文化の実現 ・社会のサスティナビリティに貢献

があげられます。 

上記の花王ウェイを踏まえたうえで、ＦＤ事業に５つの質問をしてみましょう 

 BACK TO THE 1985 

我々のミッションは何か 世界中のコンピュータによって生成される記録を保管し、 

いつでも誰でも出し入れできるようにする 

我々の顧客は誰か 政府、公共団体、企業、個人など、世界中のデータの保存が

必要な人 

顧客にとっての価値は何か 多様なデータを安全に保管でき、いつでも取り出せることが

できる 

我々にとっての成果は何か 世界の人に花王の媒体を使ってもらい、データ保管に安心し

てもらうこと 

我々の計画は何か 今後１０年の間に世界の多様なデータを安全に保管できる

仕組みを提供する 

 

 これは、現在のクラウドコンピューティングに近いものが事業として浮かび上がってきました。Ｆ

Ｄ事業に奮闘をしているときには思いも至らなかったことです。当時は媒体としてのＦＤを製造する

ことが、情報化と国際化に対応できると考えていましたが、実はそうではなく「データを安全に保管

しいつでも出し入れできる」ことがミッションだったわけです。 

 こうなるとＦＤだけではミッションを達成することができません。その当時であればコンピュータ

メーカーも青くなるようなミッションを達成するためには、ハードメーカーを買収することも検討さ
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れてことでしょう。（結果はしないほうがタメでしたが） 

 また世界の人々にどうやってデータを保管してもらうかを考えた場合、通信を考えればインターネ

ット（当時はそれは目に見えていませんでしたが）ビジネスへの進出もあったかもしれません。それ

以前に花王はその当時から膨大なデータを保持し企業活動を行っていました。その花王をしっかりと

ベンチマークすれば、データセンターの走りを企画できていたかもしれません。現在のＩＴ社会の一

翼を担いながら、日用消耗品や化粧品以外の花王の顔として活躍できていたことでしょう。 

この５つの質問がどれだけ重要であるかがお分かりいただけると思います。将来すべてを見渡すこ

とはできませんが、この質問を繰り返すことによって事業運営を行うことが大切ではないでしょうか 

 

終わりに 

 これまで、ケーススタディとして花王の情報事業を取りあげてきましたが、そもそも花王がどのよ

うな企業なのか、また花王のようなイノベーションを巻き起こすためにはどのような一歩を踏み出せ

ばよいかを考えてみたいと思います。 

 花王は２０１７年に１３０周年を迎える企業です。一世紀を超える歴史の中には戦後の混乱やオイ

ルショックなどで相当に厳しい経営の時期もありました。その中で生まれた社員が共有している暗黙

の知恵を私なりにまとめてみますと 

1. 徹底した情報公開 
ミッション・クレドの徹底、給料はお布施という意識、セルフマネジメント 
年次目標や会社業績の共有、企業活動の情報公開が早い 

2. オープンな議論 
仮説・検証・実行・振り返りを繰り返す、上意下達よりも下剋上、大部屋主義 

3. 徹底した現場主義 
成果は現場にあり、徹底した数値分析、経営トップが臨場感を持つ 

 が挙げられます。ひとつひとつはどんな企業でも行われているかと思いますし、これ以外にもポイ

ントはあるかと思いますが、花王ではこのひとつひとつが独立しているのではなく、常に相互連携し

ているところにあります。 

 花王ではこのような知恵を共有するために、１９９５年に改めて「花王の基本理念」を制定し、社

員全員が共有できるよう研修などを通して務めています。その中で花王の創業者である長瀬富郎が遺

した「天祐は常に道を正して待つべし」を由来として基本となる価値観に挙げられている言葉に『正

道を歩む』というものがあります。法令遵守のみならず、消費者や取引先に誠実に対応し、より大き

な満足を提供するという意味がこの言葉に込められています。 

 ドラッカーは現代の経営（上、２０１３年５月、第９刷）で「真摯さは習得できない。仕事につい

たときにもっていなければ、あとで身につけることはできない。」そして「真摯さは定義が難しい。

しかし、マネジメントの仕事につくことを不適格にするような真摯さの欠如は、定義が難しいという

ことはない。」と述べています。ドラッカーが述べている真摯さは英語では“integrity”であり、花

王が掲げている正道を歩むもまた英語では“integrity”となっています。創業者の言葉を生かし、

現在にあったかたちで継承するで、企業にとって何が求められているかを社員一人ひとりが学ぶこと

ができています。 

 よって、経営管理に求められていることは単なる数値管理（売上・利益）のみでなく企業の周りで

起きている様々な事象に真摯に目を向けること。現場で起きる様々な事象を、それぞれの社員が日常
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業務の中での『気づき』につなげ、そしてそれをまとまった『仮説』とし、検証、実行、振り返りを

繰り返すこと。全てがイノベーションを起こすわけではありませんが、たくさんの『気づき』『仮説』

があればそれだけ機会は多くあると考えます。 

 スーパーな人物やスペシャルな方法をもってイノベーションを起こすことを考えているのではな

いことがご理解をいただけたことと思います。 

  

以上 
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① 現代の経営 上・下 ２０１３年第９版 ダイヤモンド社 

② マネジメント上 ２０１０年第２版 ダイヤモンド社 

③ イノベーションと起業家精神 ２０１１年第８版 ダイヤモンド社 

④ 未来企業 １９９２年第８版 ダイヤモンド社 
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１、氏名 上野 周雄 サマリーシート 
２、 論文名  

ベンチャービジネスの起業とマネジメント ～失敗しない起業のマネジメント～ 
３、 論文概要 

ドラッカーは成功例に学べと言うが、私の拙文は失敗例である。しかしこれは、ドラッカーの

「5 つの質問」および「８つの重点領域目標」に関して、起業前と起業後のマネジメントに、何

が足りなかったのか、何をすべきか、どうすべきであったかを、具体的にかつシンプルにまとめ

てあるので、失敗例以上の事を学ぶことが出来る。 
 これを読むだけでスターットアップ時には、 低限何を考え対応しなければならないかの要点

は把握できる筈である。 
４、 論文のポイント 
（１） われわれのミッションは何か 

ミッションは、「当社に関わる全員が幸せになれる良い会社にする」で、それを社名で表した。

しかし説明がなければ分からない。ミッションは、①行動に掻き立てられる、②分かり易い、 
③短い、ものでなければならない。 

（２） われわれの顧客は誰か 
自社の「事業は何か」を考えて上で、顧客を考えることが必要である。仕事をくれる 

ところ全てが顧客ではない。ターゲットをしっかり絞り込むことと共に、未だ仕事を貰っていな

い顧客（ノンカスタマー）も考えなければならない。 
（３） われわれの顧客にとっての価値は何か 

仕事を貰うことを優先するあまりに、他社にない強みよりも人月単価の安さと開発 
の速さを売りにした面がある。顧客は何を求めているのかを知ると共に、自社の強みと顧客の要

求をマッチングするためのしっかりしたマーケティングが重要である。 
（４） われわれの成果は何か 

高評価を得て、リピーターを創ること。人月単価が安くも重大欠陥（バグ）を出し 
たら 後、蓄積した信用も一瞬で無くなってしまう。このことを常に意識していたことが、 
成果につながった。企業は信用を得て継続して仕事が貰えることが重要である。 

（５） 我々の計画は何か 
   早期の経営の安定化（売り上げと収益）を求めるばかりに、早期の事業拡大が優先された。 

足元の経営の健全化を見極めて計画を進めることが重要である。急がば回れである。 
 
                                      以上 
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ベンチャービジネスの起業とマネジメント 

～失敗しない起業のマネジメント～ 

 

上野周雄 

 

０．はじめに 

起業には、起業後毎年25％が廃業に追い込まれ、3年後に生き残っているのは4割と言われる厳しい

現実がある。起業して 初の3年間のマネジメントが如何に重要であるかがわかる。 

ベンチャービジネス立ち上げの成功は、起業家の資質によるものだろうか。ドラッカーは、次の二つ

は誤解であると言う。 

 

① 起業家にはカリスマ性が必要である。 

② 起業家になれるかどうかは、生まれ持った資質で決まる。 

 

ドラッカーは、起業家にカリスマ性は不要であると言い、起業には成功するプロセスと行うべき一

定の原理や方法があり、その必要なプロセスと行動は学習可能である、と言っている。 

起業家に、「もちろん、リーダーシップは重要である。だがそれは、いわゆるリーダー的資質とは

関係ない。カリスマ性とはさらに関係ない。神秘的なものではない。その神髄は行動にある。」（『未

来企業』、p145）、そして「意思決定を行うことのできる人ならば、学ぶことによって、起業家的に

行動することも起業家となることもできる。起業家精神とは気質ではなく行動である。しかもその基

礎となるのは、勘ではなく、原理であり、方法である。」（『イノベーションと企業家精神』、p3） 

誰もがベンチャービジネスを立ち上げ、成功に導くためのそのプロセスと行動、一定の原理と方法

を、ドラッカーの著作から探し、私自身の起業経験も併せて知見をまとめたい。 

 

１．「５つの質問」と「８つの重点領域目標」 

ここでは、起業の為の手続きや準備などを説明はしない。その手の本は多く出ているのでそれらを

参考にしてほしい。 

まず、ドラッカーのマネジメントスコアカード（MSC）の手法を使って検証する上でベースとなる、

ドラッカーの「５つの質問」と「８つの重点領域目標」を以下に説明する。 

 

１）５つの質問 

５つの質問とは、「(1)われわれのミッションは何か、(2)われわれの顧客は誰か、(3)顧客にとっ

ての価値は何か、(4) われわれにとっての成果は何か、(5)われわれの計画は何か」（『経営者に贈

る５つの質問』、p3）である。 

起業に当たり真っ先に考えなければならないことは、「何をもって事業とし、人と社会をより良い

ものにするか」である。つまり、事業の目的とミッションを考えなければならない。 

「マネジメントたる者は、『われわれの事業は何か』を問うとき、『我々の事業は何になるか。わ

れわれの事業のもつ目的、ミッション、性格に影響を与える可能性のある経営環境の変化は認められ

るか』『事業の定義、すなわち事業の目的、戦略、仕事の中に、それらの経営環境の変化を現時点で
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いかに組み込むか』についても考えなければならない。」（『マネジメント（上）』、p113） 

すなわち「５つの重要な質問」のすべてに答えられるようにしっかりと詳細まで詰めることが必要

である。マネジメントの中核にあるものがミッションであるとドラッカーは言う。これは、ベンチャ

ー企業であれ、大企業の一組織であれ、「組織はすべて、人と社会をより良いものにするために存在

する。すなわち組織にはミッションがある。目的があり、存在理由がある。」（『経営者に贈る５つ

の質問』、pp11-12）それは、「５つの重要な質問」に答えていくことにより明確になり、我々自身

や組織を成長させる礎となる。 

 

２）８つの重点領域目標 

８つの重点領域とは、「(1)マーケティング、(2)イノベーション、(3)人的資源、(4)資金、(5)物

的資源、(6)生産性、(7)社会的責任、(8)条件および制約としての利益」（『マネジメント（上）』、

p130）である。 

企業の活動は、その企業が開発した商品（製品やサービス）を顧客に買って貰う、その事業から得

た利益で存続していくことになる。したがって、その企業・組織の目的とミッションを明確にする必

要がある。マネジメントは、組織の目的とミッションを実現するための行動であり、行動のための目

標が必要となる。 

目標とは、「ミッションを実現するための決意であり、成果を評価するための基準である。事業に

とっての基本戦略そのものである。」（『マネジメント（上）』、p128）「目標は、事業の成否に関

わる領域すべてについて必要である」（『マネジメント（上）』、p129）、それが上述の８つの目標

領域である。 

 

２．事例研究：「成功するプロセスの原理と方法」について 

ここでは、私自身の起業とその約5年後に発生した問題（失敗）の原因を、起業時点に立ち返り、

ドラッカーのマネジメントスコアカード（MSC）の手法で検証したい。ドラッカーの「５つの質問」

と「８つの重点領域目標」をベースに、自問自答する形で、問題点を明らかにすると共に、成功する

プロセスの原理や方法は何かを考えたい。 

 

１）Ａ社の立ち上げと失敗の経緯（1999年8月～2004年10月） 

私は、1970年に東証1部上場のオーディオ・ビデオ機器メーカーの赤井電機株式会社（AKAI）に入

社。1 年間の英語と技術の教育研修後、米国駐在を命じられ、アフターサービスを担当。その間に日

本国内およびグアム長期出張(米軍基地関係)を挟んで、ロサンジェルス、シカゴ、そして東海岸支社

にて責任者を務め、足掛け10 年弱の米国生活を経て帰国した。その後海外サービス・エンジニアの

研修・教育、電子楽器サービス部門の立ち上げ、R&D の開発企画などに関わった。 

米国駐在中の1979年に購入したパソコン（アップルII）が、きっかけとなりコンピュータにも興味

を持ち、1995年にその当時はまだ少なかったインターネットのウェブサイト（ホームページ）をAKAI 

のために米国のサーバーを使い立ち上げた。その関係から、オラクルの提唱したネットワークコンピ

ュータ（NC）の責任者として、米国サンフランシスコのオラクル本社やシリコンバレー、英国ケンブ

リッジのエイコーン・コンピュータ（Acorn）、NC端末製造会社のある台湾へ、何度も出張してIT関

連の事業に一層興味を持つことになった。 

AKAIには29年務めたが、1999年の4月に退職、起業の準備を経て、退職金で独立系のソフトウェア
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開発会社（A社）を8月に立ち上げた。パートナーは、準備期間中に知り合った中国大連出身の優秀な

ソフトウェア・エンジニア。役員はパートナーを含め、AKAIの元上司と元上司との長年の付き合いの

公認会計士の全4名、株式会社として設立した。資本金は自分自身のAKAIの退職金で十分賄えたが、

各役員にそれぞれ出資して貰った。私が代表取締役、パートナーが開発担当、先輩が営業担当、公認

会計士が監査役である。 

オフィスの立地は東京都心では賃料が高いので、パートナーの住む埼玉からJR京浜東北線一本で通

勤できる大森駅近くに、社員が30名位になるまでは使える事務所を契約した。 初の数か月は、社員

も少なく、仕事も殆ど無いので機材の準備などで時間を費やした。 初の仕事は、現在監査役をして

いるエイジア社から頂いた。パートナーが以前開発に関わっていたクライアントからの仕事なども貰

えるようになり、開発者も国内での転職者や、パートナー出身の大連で募集、現地に出向いて面接を

して優秀な人間を採用した。主な人材は、パートナーの母校である大連理工大学からの採用であった。 

仕事も増え、単月で黒字も出るようになり、そのころから大連にも開発拠点を構えオフショア開発

の準備を進め、日本人の現地オフィス責任者を一人送ることにした。この責任者は、パートナーの知

り合いで、以前大手電機メーカーで大連駐在の経験があり、大連が気に入っていることから、渡りに

船ということで駐在が決まった。 

国内の仕事も、オフショア向けの仕事も、営業活動無しでも順調に仕事が入るようになり、売上高

も大きくなった。会社の規模も国内の社員が24名、中国・大連のオフショア開発拠点の社員数も50

名ほどになったころから、水面下で不穏な動きがあり、結果としてパートナーと袖を分かつこととな

った。 

パートナーが気に入った人材を引き連れてスピンアウト、別会社を設立したのである。A社には開

発者が何人か残ったが、全員中国人で開発の責任者たる人材が残らなかったために、彼らには辞めて

貰い縮小して、A社は現在に至っている。 

 

２）A社における起業当時の「５つの質問」による検証 

（１）われわれのミッションは何か？ 

[回答]  

社名がビジョンを表している。その意味は、「A社に関わる全員が幸せになれる良い会社にす

る」こと。ミッションは、「ソフト開発を通じて世の中に貢献する」こと。 

[問題点] 

日本人には明確で分かり易いと自画自賛したが、中国人の社員には、考え方や人生観、文化の

違いから理解はし難いものであった。ビジョン、ミッション共にもう少し身近な分かり易い直接

的な表現として、社員に浸透させる必要があった。壁に掲げたお題目的になっていた感もある。

今振り返ると、元々文化の異なる中国人のパートナーに、先ずはしっかり理解して貰うという努

力も足りなかったと思う。 

 過去の経験から海外の多様性や文化の違いを理解していたつもりが、何が具体的に異なってい

るのかが、理解しきれていなかったと言える。 
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（２）われわれの顧客は誰か？ 

[回答] 

大手ソフトウェアハウス、大手システムインテグレーター、他ソフトウェア開発は何でも。 

[問題点] 

極端に言えば貰える仕事は何でも、という状態であった。JAVAの開発など、得意としている分

野はあったが、特化して仕事を選んでいる余裕はなかった。 

（３）顧客にとっての価値は何か？ 

[回答] 

中国人開発者による低コストの開発費。中国（大連）における低コストのオフショア開発。 

[問題点] 

この当時は中国あるいは中国人による低コスト開発が売りであった。 

（４）われわれにとっての成果は何か？ 

[回答] 

高評価を得て再受注が出来ること。 

[問題点] 

提案力と開発力が有り、徐々に積極的な営業活動をせずに仕事が入るようになってきたので問

題はなかった。 

 しかし、いま考えると、この時に先を見据えた体制を整えるべきであったと考える。 

（５）われわれの計画は何か？ 

[回答] 

早期の中国開発拠点の展開と収益の安定化。 

[問題点] 

収益の安定化と健全なる発展を目指すべきでところを早期の事業拡大（オフショア開発拠点の

展開）を優先してしまった。戦略の検討が不十分であった。 

 

３）A社における企業当時の「８つの重点領域目標」による検証 

（１）マーケティング 

[回答] 

人的コネクションを利用。 

[問題点] 

私にとっては異分野への進出、他の役員の人脈も余り機能せず、事前の市場調査・開拓も不十

分で、パートナー頼みだったため、当初は苦労した。立ち上げから時間が経って口コミで広がり

仕事が取れる様になった。 

（２）イノベーション 

[回答] 

自社パッケージソフト開発。 

[問題点] 

投資額は助成金でほぼカバーできたが、請負仕事との人的資源の効率的な利用が難しかった。

労働集約型の請負仕事から逃れようと、検討、着手をしたが、結果的には助成金で費用は賄えた

が、商品としては完成できなかった。 
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（３）人的資源 

[回答] 

大連理工大学とのコネクション。 

[問題点] 

従業員は事務員と大連事務所の駐在員以外は、全て中国人。開発者という意味では問題が無か

ったが、中国人に偏りすぎてしまった。また、事務員以外は全てパートナーの人脈だったため、

マネジメントの難しさが発生した。 

 明確な人的資源に対する戦略的思考が欠如していた。 

（４）資金 

  [回答] 

資本金、借入、公的助成金。 

［問題点] 

銀行や信用金庫は、業績が良いと貸してくれるが、必要な時は貸してくれない。助成金には

出来る限り頼らない方が良いが、役員の一人（元上司）の古い考え方（金は借りるもの）に影

響を受け、これに頼った部分もある。 

（５）物的資源 

[回答] 

ヒトつまり開発者を手配できれば、コンピュータと限られたスペースがあれば特に問題はない。 

[問題点] 

開発に 適な機材を用意することは特殊な仕事を請け負わない限り問題はない。 

（６）生産性 

[回答] 

ヒト・モノ・カネの三つの経営資源についての明確な目標設定が無く、特に立ち上げ当初は、

仕事が欲しいので何でも請け負った。 

[問題点] 

重要な目標設定がなされていないために、非効率な経営資源の分配となり、生産性を落とす原

因となった。 

（７）社会的責任 

[回答] 

会社を潰さないことを第一と考えた。 

[問題点] 

パートナーと別れた時に数社のクライアントにいくらかの迷惑をかけたこと。辞めて貰った数

名の中国人社員と日本人の事務員一名。 

（８）条件および制約としての利益 

[回答] 

会社継続のための資金として位置付けていた。 

[問題点] 

目標は立てても当初は目標通りにいかず、常に資金不足。 
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３．まとめ 

私は、1999年（平成11年）、日本で働く中国人のIT技術者をパートナーとして、独立系のソフトウ

ェア受託開発会社を立ち上げた。 初の2年程は顧客開発で苦労もあったが、その後、大手ITベンダ

ーからの大型案件や定期発注もあり、業績も順調で会社の規模も拡大、中国・大連にオフショアの開

発拠点も開設した。 

しかし、2003年（平成15年）、中国人パートナーが多くの社員と仕事（取引先企業）を持ってスピ

ンアウト、別会社を立ち上げ、私の下には数名の中国人エンジニアと日本人の女子事務員のみとなっ

てしまったことは、事例の経緯で述べた通りである。 

現在も私の立ち上げた会社は、そのまま残ってはいる。しかし、振り返ってみると失敗の原因は、

「５つの質問」に答えられるような、明確なミッションや事業の定義をしないでスタートしたことに

遠因があると考えられる。 

また、会社の規模や取引先、事業形態など、経営環境の変化に対応した事業の定義、事業の目的、

戦略、仕事に対応する策がしっかり検討されずに事業を行っていた。環境に応じた「８つの重点領域

目標」を各目標間のバランスをとって設定し、明日の為に行動しなければならない。 

当初は、それらの事を考えなかった訳ではないが、体系的に考えずに起業した。今考えると恐ろし

くて同じことは出来ない。少なくも起業時そして起業後も、ドラッカーの「５つの質問」と「８つの

重点領域目標」をベースに検証し、修正していくだけでも大きな違いが出て、問題は克服できたと思

う。 

 私の起業時と起業後の問題点を要約すると； 

① 戦略的な人材登用の欠如：パートナーが中国人であり、その部下のほぼ全員が彼の息のかかった

中国人。私の知人は、日本人の事務の女性と営業の元上司のみ。中国人が上司であることや、人

件費が高いために日本人開発者を雇うのは難しかったが、これは克服すべき問題であった。 

② マネジメントの経験不足：パートナーと価値観の共有が出来なかったこと、元上司の取り扱いに

問題があった。誰が正しいかよりも、何が正しいかの判断の欠如もあった。 

③ 異文化の理解不足：パートナーや開発者との考え方、文化の違い、価値観の相違点を十分に知り

得なかった。海外経験や多国籍の人々との付き合いは有ったが、長年一緒に暮らしたわけではな

い。一緒に暮らしていても理解できないことがあることを認識しなければならない。 

④ 性善説によるマネジメントの問題：意見の相違や問題点は、お互いが納得するまで話し合ことが

重要。曖昧にすることが問題の原因となる。 

私の失敗の原因は色々あるが、一言でいうとリスク管理ができていなかったこと。遠因は、上記の 

「５つの質問」と「８つの重点領域目標」につながる。 

 私の友人で、起業を口にはしたもののなかなか起業できなかった友人がいる。彼は細かいことを考

えすぎて起業の機会を失った。いくら考えても行動を起こさなければ考えないと同じ、結果は出ない。

考えて、目標を立て、行動して、修正することが必要である。起業することができなかった友人も、

「５つの質問」と「８つの重点領域目標」でシミュレーションをしていれば、今はやりたかった事業

を立ち上げ、楽しい人生を歩んでいたであろう。 

以上、私の拙い事例研究であるが、少しでも起業を考えている方々の参考になれば幸いである。 

 

以上 
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１、 氏名 伊藤年一 サマリーシート 
２、 論文名 ―IT 企業における商品開発とベンチャービジネスの事例から学ぶ― 

            失敗の本質と成功の要諦 
３、論文概要 
 IT 企業における製品開発とベンチャービジネスの自己（A 社）の失敗事例を詳細に振り返り、ド

ラッカー「マネジメント」を知らなかった起業当初とドラッカー「マネジメント」の学習後の現在を

「マネジメント・スコアカード（MSC）」で想定対比評価することによって、失敗の本質を明らかに

した。一方で同じ IT 企業のグーグルを「マネジメント・スコアカード」で評価し、成功の要諦を明

らかにした。 後に製品開発とベンチャービジネスに関連するドラッカーの言及を抜粋し、言及に対

する A 社とグーグルの実践度合いを対比することよって成功と失敗の分岐点を明らかにした。この

成果物は「マネジメント・スコアカード」のフレームワークを活用することによって明確な事業の定

義とバランスンとれた事業戦略を立案し、無駄な失敗を避けて事業を成功に導くことに役立つ願いが

込められている。 
 
４、論文のポイント（MSC による A 社とグーグルの対比例の一部） 
４－１、５つの重要な質問 
（１） 我々の目的とミッションは何か 

① A 社：ソフト開発ツールを開発し、デファクトスタンダードにする 
② グーグル：世界中の情報を整理して万人が使えるようにする 
③ コメント：A 社はソフト開発ツールが何のために存在し、なぜデファクトスタン 

ダードにするべきかの目的追求が不足していたことが失敗要因 
（２） 我々の成果は何か 

① A 社：売上高と利益の 大化 
② グーグル：ユーザーの暮らしを改善できる IT 関連商品やサービスの提供 
③ コメント：組織の継続的発展は売上高と利益の 大化という短期収益指向では 

なく、ユーザーに価値ある便益提供で長期的収益を維持すること 
４－２、８つの重要目標領域 
（１） 人的資源 

① A 社：ツール開発技術者とサポート要員の早急な増員 
② グーグル：企業文化に合った飛切り優秀な技術者を採用基準に照らし、トップ 

マネジメント自らが先頭に立って判断し、採用する 
③ コメント：知的労働者を引き付ける企業文化の存在、採用基準をクリアしない 

人材は採らないという原則の徹底が貴重な資源確保を可能にする 
（２） 資金 

① A 社：借りられる資金は 大限借りて活用する 
② グーグル：潤沢な自己資金を背景にしたリスクをはらむ事業への挑戦 
③ コメント：キャッシュフローと資金に対する計画の有無、中長期的収益を生む 

ビジネスモデルの有無がベンチャービジネスの成否を左右する 
 
                                 以上 
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―IT 企業における商品開発とベンチャービジネスの事例から学ぶ― 

失敗の本質と成功の要諦 
                                     伊藤年一 
はじめに 
私のコンピュータとの出会いは約 50 年前、当時、4 大証券の一角を占めていた山一證券が導入し

た米国 Univac 製の大型汎用機であった。以来、一貫して IT の分野で仕事をしてきたが 40～50 代

の 20 年間は主にパッケージソフト製品を開発販売する会社の設立に 3 回ほど参画してきた。 
中でも 2 回目の会社（A 社）は私自身が設立し、 初から大型の商品開発を目指したベンチャー企

業であったが僅か 10 年の歴史で幕を閉じ、失敗に終わった。その後、ドラッカー「マネジメント」

を学ぶ機会を得て、もし、会社設立前にドラッカーを学んでいたらと悔やんだものである。 
ドラッカーを学びながら、IT ベンチャー企業として模範的存在である Google に興味を持ち、現在

もドラッカーの視点から Google の企業研究を行っている。その研究過程で Google は多分にドラッ

カーの教えを実践している企業であることを知った。 
私自身が経験したベンチャービジネスの失敗例の知見と Google の成功例の研究知見をドラッカー

「マネジメント」活用支援とその成果を評価するため体系である「マネジメント・スコアカード」

（MSC）に照らすことで、ベンチャービジネス失敗の本質と成功の要諦を明らかにしたい。 
 

１） 私が起したＡ社のベンチャービジネス失敗事例 
1－１）Ａ社設立の背景 
 1983 年、勤めていた米 Univac 社と沖電気の合弁会社「沖ユニバック」は汎用機の生産を続

けていた。そこで情報システム部門にいた私は営業部長に誘われてパソコンソフトの会社である

E 社の設立に N0.2 として参画した。当時、IBM や NEC の MS-DOS パソコンが業務分野に使

われだし、これからは汎用機が衰退し、パソコンが主流になると読んでの設立である。 
設立と同時に、パソコンのアプリケーション開発にはデータベースソフトが必須と考え、米国

に飛んで IBM パソコン上で動く売れ筋データベースソフトの 1 つを探し当て、日本語化して各

PC メーカーや販売店に売り込むというビジネスを立ち上げた。 
 国内で販売しているうちに日本の市場ではパソコンのアプリケーションと言ども求める機能

は多く、開発ツールとして機能拡張が要求された。そこで米国の開発元からソースコードの提供

を受け、日本独自の機能を加えた開発ツール兼データベースソフトとして日本市場に供給し、日

経パソコン誌の売れ筋ソフトトップ 10 にしばしば顔を出す存在となった。 
発売から 5 年を経て、PC ハードウェアの技術進歩にデータベースソフトのアーキテクチャー

が追い付いていけない状況が見えてきた。そのため、5 年間で吸収した開発ツールに関するノウ

ハウやニーズを基に後継の PC アプリケ―ション開発ツールを独自に企画し、PC メーカーの M
社に共同開発の提案を行った。 

1988 年、M 社は人と開発資金（当時 3 億円）を出してくれることになり、私がプロジェクト

マネージャとなって、両社の要員に外部要員を加えた 30 人体制で開発を開始した。 
開発を初めて 1 年半、80％くらい完成した時点で M 社がバブルに乗じて巨額買収した米国の

映画スタジオが重荷となり、投資中の案件にストップがかかった。その影響を受けた本プロジェ

クトも開発の継続が難しくなった。 
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1990 年、M 社は人も追加開発資金も出せないため、開発中止の申し入れがあり、E 社でも独

自での継続開発は困難なため、私が E 社を円満退社し、開発のメインメンバーを引き取って継

続開発と商品化を図る目的で新会社 A 社を設立した。 
 

1－２）Ａ社の 10 年の歴史 
■1990 年 9 月：A 社設立（資本金：2,000 万円、従業員 7 名） 
■1991 年 初の製品「123SQL」発売 

当時、表計算ソフト LOTUS123 が MS-DOS パソコンの定番アプリケーションとして

普及し、RDB に蓄積されたデータを表計算ソフトの 123 で活用したいというニーズ（現

在の BI の走り）が強いことをキャッチした。営業的には当面の日銭稼ぎ商品、技術的

には RDB 連携技術の習得商品、マーケティング面では本命商品のための顧客先行開拓

商品として LOTUS123 のアドオンソフト「123SQL」を半年で開発して市場に投入した。 
「123SQL」は Netware、Informix、オラクルやオフコンのＤＢと表計算ソフト 123
を結ぶミドルウェア商品として注目され、ＩＢＭ、富士通、ＮＥＣ、ＤＥＣ、UNISYS
などのコンピュータメーカー直接仕入商品として、累計 10,000 本を出荷した。 
その実績を買われて LOTUS 社からは Windows 版 LOTUS123 のサポートセンター業

務を受託。一方でマイクロソフト社が Excel 用に同様の商品を出して欲しいと A 社に

日参して来たが Lotus 社への仁義を重んじ、断わり続けた。マイクロソフト社は別の

メーカーに同様のソフトを作らせて Excel のアドオンソフトとして登場させた。 
その後、1995 年以降 Windows95 のブームに乗じて表計算市場は Excelが主流となり、

Lotus123 が消え去ったことは周知の事実である。 
   

■1992 年 クライアントサーバーアプリケーション開発ツール「FRONTware」発売 
     M 社と E 社の共同開発のアプリケーション開発ツールはスタンドアロンのアプリケ

ーションを開発するためのものであった。それを引継いだ新会社 A 社では PC をクラ

イアントにしたクライアントサーバーシステムの時代を迎えつつあったため、サーバー

側のRDBと容易につなぐことができるクライアントサーバーアプリケーション開発ツ

ールという位置付けを明確にして開発を継続した。 
      「FRONTware」は発売直後から HOYA の 5,000 店の眼鏡店システム構築や日本石油

10,000 店のＧＳ店システム構築の大型案件開発ツールに採用された。その実績を買わ

れ、ＮＥＣおよび富士通のクライアントサーバーアプリケーション認定開発ツールとし

て直接取引商品となった。約２００社の企業で採用され、導入事例には日経コンピュー

タの 8 ページを割くものもあった。 
一方、1993 年にマイクロソフト社は GUI 化 OS として MS-DOS ベースの Windows3.1
を出してきたがその上で動くアプリケーションは業務に耐えられるものではなく、

「FRONTware」で作られた GUI アプリケーションの評価の方が高かった。 
    そこで、1993 年からは業務用の OS は Unix に移行するものと見込み、FRONTware

の Unix への移植開発を始めた。 
1995 年にはマイクロソフトが MS-DOS ベースとは異なる新 OS の Windows95 を出し

てきた。Windows95 は当初の予想に反して、一気に広まり、クライアント OS のデフ
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ァクトスタンダードになった。また、同時に ACCESS という開発ツールを出してきた。 
Ａ社は急遽、Unix への移植開発を取りやめ、Windows95 版の「FRONTware」開発を

開始したが資金が続かず、1 年で開発継続を断念した。そのソフト資産はニッチ市場で

はあるが汎用機やオフコンのエミューレータ画面（黒地に緑の文字）の GUI 化（グラ

フィック画面）ツールとして商品化する決断をした。 
  

■1996 年 エミューレータ画面ＧＵＩ化ツール｢Face Lifter｣発売 
｢Face Lifter｣は国産汎用機、IBM 汎用機、AS400 などのエミューレータ画面 GUI 化

ツールとして新日鉄や兼松などで採用され、その後、国産汎用機メーカーであるＮＥＣと

日立にＯＥＭ供給を果たしたがエンドユーザーのニーズは弱くあまり売れなかった。 
 

■1996 年 小売業販売管理システム「POS-FX シリーズ」発売  
      Windows95 の出現で MS-DOS ベースの開発ツール「FRONTware」は市場から淘汰さ

れたが小売業界向けの POS システムはメーカー独自の OS から、MS-DOS ベースへの所

謂、オープン化が始まっていた。そこで、開発生産性の高い「FRONTware」を使って一

気に POS アプリケーションを開発し、POS 市場に打って出た。 
そうして誕生した小売業販売管理パッケージソフト｢POS-FX｣シリーズ｣（POS、ストア

システム、本部システム）はＪＡＬ生協売店、名古屋空港売店、都庁売店、新宿高野、ド

コモショップ、エトワール海渡など１５０社に販売された。 
 

■1998 年「POS-FX シリーズ」の後継戦略商品｢StoreFlash｣を販売 
POS システムも徐々に Windows95 ベースの兆しが見えたため、「POS-FX シリーズ」

の後継戦略商品｢StoreFlash｣を開発した。｢StoreFlash｣は本田技研売店、開運堂、セレ

モアつくばなど 30 社に販売された。   
POS システム開発技術の実績が買われ、東芝テックから Windows POS 対応周辺機器

の標準ドライバーソフト開発を受託し、納品した。 
 

■2000 年 5 月 POS 販売不振と返済の資金繰りがつかず、会社を任意整理した。 
 
 

（A 社の 10 年表） 
年 製品その他 売上高/人員等 経済環境等 
1990 ・A 社設立 資本金：20,000 千円 

従業員：7 名 

・銀行の貸し込み問

題 

1991 ・ 初の製品「123SQL」発売 

 

売上高；150,000 千円 

従業員：10 名 

・バブル崩壊 

1992 ・クライアントサーバーアプリケー

ション開発ツール「FRONTware」

発売 

 

売上高：280,000 千円 

従業員：20 名 
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1993 ・「FRONTware」バージョンアップ 売上高：480,000 千円 

広告宣伝費：32,000 千円 

従業員：25 名（新卒４名） 

・非自民政権誕生 

1994 ・2,000 万円増資 

・ベンチャーキャピタル転換社債

発行（1 億円） 

資本金：40,000 千円 

売上高：300,000 千円 

従業員：40 名（新卒 8 名） 

 

1995 ・リストラクチャリング断行 

・コンピュータ入力装置及び入力方

法で特許取得 

売上高：200,000 千円 

従業員：25 名 

・銀行の貸しはがし

問題 

・Windows95 登場

1996 ・エミューレータ画面ＧＵＩ化ツー

ル｢Face Lifter｣発売 

・小売業販売管理システム「POS-FX

シリーズ」発売 

売上高：180,000 千円 

従業員：15 名 

 

1997  売上高：150,000 千円 

従業員：10 名 

・金融不況で山一證

券などが倒産 

1998 ・「POS-FX シリーズ」の後継戦略商

品｢StoreFlash｣を販売 

売上高：170,000 千円 

従業員：9 名 

 

2000 ・東京都のベンチャー100 社に選ば

れる 

・転換社債株式転換できず、返済を

強いられる 

・2,000 年問題終了後の POS 市場縮

小と資金繰り悪化のため、任意整

理。 

売上高：100,000 千円（8 カ

月） 

従業員：8 名 

 

・2000 年問題 

 
■Ａ社が会社整理に至った直接的な要因は以下が考えられる。 
 ・上場を意識した急激な成長指向 
 ・急激な技術変化に対応するための後追い開発投資増大 
・バブル末期の貸し込みに乗じた資金の無計画な借り入れ 

 ・仁義を重んじし過ぎて日銭稼ぎ商品の重要性と継続性を軽視 
 ・人材の質を伴わない急激な増員 
 ・リストラクチャリングの不徹底 
 ・出口戦略不在 
 ・ワンマン経営 
 

1－３）A 社の事業戦略を MSC の「5 つの重要な質問」で診ると 
A 社を MSC の「５つの重要な質問」に「事業の定義」の観点から答えたのが以下の表

である。「設立時の想定答え」は起業した私自身が当時を思い出して答えたものであり、「現

時点で設立の想定答え」はドラッカーを学んだ現時点で設立を考えた場合の答えである。 
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質問 設立時の想定答え 現時点で設立の想定答え 
１）われわれの目的とミッ

ションは何か？ 

・開発中止商品を継続開発し 

商品化して開発ツールのデ

ファクトスタンダードにす

る 

・ソフト開発の生産性と品質を上

げてユーザーと開発者の開発

負担を軽減し、IT をより、業務

に活用しやすくする 

２）我々の顧客は誰か？ ・プライマリー・カスタマーは

開発者、 

・セカンダリー・カスタマーは

終ユーザー 

・プライマリー・カスタマーは

終ユーザー 

・セカンダリー・カスタマーは

開発者 

３）顧客が求める価値は何

か？ 

・ソフト開発工数の削減 

・ソフト品質の向上 

・仕様変更への迅速な対応 

・ソフトの使い易さ 

・ソフトに関わるコスト低減 

・仕様変更への迅速な対応 

４）我々の成果は何か？ ・売上高と利益の 大化 ・ユーザーからの開発ツールとし

て採用される率の向上 

５）我々の計画は何か？ ・製品を出来る限り、早く市場

に出す 

・市場の技術動向をみて、開発計

画を柔軟に見直す 

・3～5 年後に市場で主力商品であ

ること 

 
    ■答えの対比から A 社の事業戦略上に以下の問題点があったことが明らかになった。 
      ・会社の目的が製品の継続開発であり、ビジネスの目的が欠落していた 
      ・顧客を 終ユーザーと捉えていなかった 
      ・顧客価値を開発ツールの先にあるソフトの利用価値に置いていなかった 
      ・成果は売上高と利益の増大志向で顧客からの製品に対する信頼度を意識しなかった 
      ・計画に長期の視点が欠落していた 
 

1－4）A 社の戦略目標を MSC の「8 つの重点領域目標」で診ると 
A 社を MSC の「8 つの重点領域目標」に「戦略目標の見える化」の観点から答えたのが

以下の表である。「設立時の想定答え」は起業した私自身が当時を思い出して答えたもので

あり、「現時点で設立の想定答え」はドラッカーを学んだ現時点で設立を考えた場合の答え

である。 
 
目標領域 設立時の想定目標 現時点で設立の想定目標 

① 社会性(貢献責任)・

顧客創造 

・開発者がソフト開発の生産性を

上げて開発を楽にする 

・ 終ユーザーが IT を容易に業

務に活用して仕事の効率化と

品質の向上を図る 

② マーケティング ・大企業に採用された実績をアピ

ールして非顧客の信頼を得る 

・積極的な専門紙への広告や記事

の掲載 

・明らかに他と差別化できて将来

性ある商品を低コストで作り、

ファンを増やしながら、口コミ

で拡げる 
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③ イノベーション ・業務ソフト開発の革新的手法確

立 

・OS などの基盤に依存しない業

務ソフト開発の革新的手法確

立 

④ 人的資源 ・ツール開発要員とサポート要員

の早急な増員 

・トップマネジメントチーム編成

・会社の目的と計画に合った質の

高い要員の確保と育成 

⑤ 物的資源 ・開発場所は快適な環境、開発用

機器は高性能なものを整備 

・財務計画に従った開発環境の

整備 

⑥ 資金 ・借りられる資金は 大限に借り

て活用する 

・財務計画に従った資金確保 

・出口戦略を予め決めておく 

⑦ 生産性 ・顧客の要望する機能の優先開発 ・製品のコンセプトに基づいた機

能の計画的開発 

⑧ 条件としての利益 ・粗利はすべて開発投資と返済に

充てる 

・成長と継続のための長期的利益

を確保する 

 
   ■答えの対比から A 社の戦略目標に以下の問題点があったことが明らかになった。        

・ビジネスを考えるよりも商品開発が先行した 
・専門雑誌広告など広告宣伝費にお金を掛け過ぎた 

    ・人的資源の確保が頭数中心で質を伴っていなかった 
    ・開発場所や機器にお金を掛け過ぎた 
    ・銀行の貸し込み姿勢に乗じて借入を無計画に増やした 
    ・大手企業に販売するために要望を聞き過ぎ、本来の製品機能開発に遅れが生じた 
    ・粗利益は返済と開発投資にすべてが振り向けられた 
    
２）グーグルの成功事例 

1998 年 9 月にガレッジで創業したグーグルがわずか 17 年で世界 2 位の時価総額を誇る巨大 

ＩＴ企業に成長し、今もさらなる成長を続けている。ここに商品開発とベンチャービジネスの

成功のヒントがある。 
グーグルの歴史と現状は以下の通りである。 

【年表】 
1998 年 9 月 会社設立（ペイジとブリンがカリフォルニア州のガレッジで創業） 

2000 年 5 月 検索サービス開始 

2000 年 10 月 検索連動型広告（アドワーズ）開始 

2001 年 8 月 エリック・シュミットが CEO として加わり、トップ 3 人体制へ 

2003 年 3 月 検索及びコンテンツ連動型広告配信（アドセンス）開始 

2004 年 9 月 米 NASDQ に上場 

2005 年 2 月 グーグルマップ開始 

2006 年 10 月 ユーチューブ買収 

2007 年 5 月 ストリートビュー公開 
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2007 年 11 月 アンドロイド発表 

2008 年 9 月 クロームブラウザ公開 

2009 年 7 月 G メール、カレンダー公開 

2010 年 10 月 自動運転車プロジェクト公表 

2011 年 6 月 グーグルプラス・プロジェクト発表 

2012 年 4 月 メガネ型ウェアラブル端末（グーグルグラス）発表 

2013 年 8 月 気球式インターネット網プロジェクト発表 

2013 年 9 月 設立 15 周年 

2014 年 5 月 自動運転車のプロトタイプ完成 

2015 年 8 月 持株会社「アルファベット」設立、組織再編 

 
【2015 年 9 月 30 日現在のグーグルの実態】 
① 売上高・・・・・約 8 兆 6,160 億円 
② 純利益・・・・・約 5 兆 5,080 億円 
③ 時価総額・・・・約 47 兆 3,160 億円 ※世界第 2 位 
④ 従業員数・・・・約 6 万人 
⑤ 検索エンジンのシェア・・・約 65％以上（全世界） 

 
２－1）Google の事業戦略を MSC の「5 つの重要な質問」で診ると 

質問 答え 著者コメント 
１）我々の目的とミッション

は何か？ 
・世界をより良い場所にする 
・世界中の情報を整理して万人が使えるように

する 
[「創業者からの手紙」より] 

創業時からの変わらない目

的と存在理由が組織に浸透

している 

２）我々の顧客は誰か？ ・エンドユーザー（ 終顧客）に焦点を絞り、

パートナーとしての顧客（メーカーや広告代

理店など）に優先 
[How Google Works より] 

プライマリー・カスタマー

に焦点を絞っている 

３）顧客が求める価値は 

何か？ 
・ユーザー自身の暮らしの改善 

[「創業者からの手紙」より] 
 

自らのプロダクトを無償で

公開し、エンドユーザーに

使用してもらいながら真の

価値を追求している 
４）我々の成果は何か？ ・ユーザーからの信頼 

[How Google Works より] 
・長期的収益の 大化 

[「創業者からの手紙」より] 
・ユーザーの暮らしを改善できる IT 関連商品

やサービスの提供 
 

評価尺度として「定性的な

尺度」と「定量的な尺度」

の２つを掲げている 

５）我々の計画は何か？ ・長期的目標(3 年～5 年先)に集中 
・戦略目標の展開と OKR（Objectives and Key 

Results））の運用 
・MBA 的事業計画を否定し、事業計画の基礎

の明文化を重視 
[How Google Works より] 

「ミッションを実現するた

めの計画とは、行くべき場

所と行き方についての目論

見を規定するだけである」

ことを実践している 
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■著者のコメント 
グーグルの創業者 2 人は創業時から明確な目的とミッションを持っており、それらが

17 年経ってもほぼ変わらず踏襲され、組織に浸透し、企業文化となっている。それが 6
万人の組織となった現在もイノベーションを起こし続ける組織の原動力となっている。 

 
2－２）Google の戦略目標を MSC の「8 つの重要領域目標」で診ると 

目標領域 具体例 著者コメント 
① 社会性(貢献責任)・顧

客創造 
・「邪悪になるな」がすべての意思決定

の倫理羅針盤 
・エンドユーザー重視の検索エンジンで

圧倒的シェア維持 
・災害状況下で必要な情報提供と復旧、

復興支援活動（東日本大震災） 

行動規範の徹底と積極的な社会貢献

活動への参画が評価できる 

② マーケティング ・市場調査ではなく、技術的アイディア

に賭ける 
・新製品はユーザー評価を得ながら改良

・急速な成長と競合がひしめく市場狙い

技術的アイディアから生まれたプロ

ダクトをエンドユーザーに出荷し、

反応を見て手直しする手法は 高の

マーケティングである 

③ イノベーション ・技術者は仕事時間の 20%を自由な研究

に費やす（20％ルール） 
・OKR(Objectives and Key Results)の
徹底した活用 

・発想は普通の 10 倍大きく、ほゞ、実

現不可能な目標を設定する 
・「失敗は迅速に、そうすれば、また挑

戦できる」という風土 

グーグルのイノベーションは企業で

ありながら大学や研究所の知識の探

求やスキルの発展から生まれる形に

近い。イノベーションが企業の継続

的発展の原動力であり、そこに重点

を置いた工夫をしている 

④ 人的資源 ・企業文化に合った飛び切り優秀な技術

者（スマートクリエイティブ）を「採用のお

きて」に照らして採用する 

・人材採用はトップマネジメントの も

重要な仕事 

・20％ルールを使い、自分の意志で自己

研鑽を図る 

・人的資源配分の 70-20-10 ルール（70：
コアビジネス，20：成長プロジェクト，

10：新規プロジェクト）が存在する 
・社内技術者に対して継続的な学習の場

を提供し、キャリアの選択を奨励する 

人材の獲得に関してはマーケティン

グ的な目標をもつ必要がある。スマ

ートクリエイティブ確保にマーケテ

ィングが活かされている。 

⑤ 物的資源 ・自前サーバーやデータセンター、福利

厚生施設には積極的投資 
・ハードウェアプロダクトはできるだけ

外部に任せる 
 

事業の根幹をなす物的資源、すなわ

ち、IT 資産と土地・建物への投資は

年率約 30%伸びている。一方で自前

のハードウェアプダクトや生産設備

は基本的には持たない方針を貫いて

いる 
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⑥ 資金 ・潤沢な資金を背景にしたリスクをはら

む事業への挑戦 
・投資の意思決定は過去の投資額で判断

せず市場での勝者を基準にする 

約 8 兆 7,000 億円のフリーキャシュ

フローを背景にある程度リスクを伴

う長期経営展開が可能なっている 

⑦ 生産性 ・少人数のチームで設計，開発，サービ

ス投入まで一貫して担当し、もの凄い

スピードで完結させる（小規模自己完

結型） 
・仕事に専念できる福利厚生の充実 

スマートクリエイティブに自由と明

確な目標を与えることによって生産

性を 大化している 

⑧ 条件としての利益 ・短期的な収益を犠牲にしても数年がか

りで 終的な収益の 大化を目指す 
・4 半期ごとの狭い範囲で業績予想する

のは我々のビジネスには合わないと

いう考え 

短期的な収益に惑わされず、大きな

発想に基づいた長期目標の達成で収

益を 大化し、再投資することを実

践している 

 
■著者のコメント 

8 つの重点目標のバランスをとりながらも①社会性・顧客創造で「邪悪になるな」を行

動規範とし、③イノベーションと④人的資源の２つの目標に重点を置いたマネジメントで

他の４つの目標（②、⑤、⑥、⑦）も実践し、⑧条件としての利益をしっかり稼いでいる 
 

 ２－３）Google のマネジメント体系を MSC フレームワークに照らしてみる 
   Google の MSC による「事業の定義」と「戦略目標の見える化」の診断では前述の通り、ド

ラッカー「マネジメント」を実践していることが判ったが戦略目標展開後のマネジメントはどう

なっているだろうか。 
Google のマネジメント体系に MSC フレームワーク図（森岡謙仁氏作成）の照らしてみると 
ほぼ、一致していることが分る。 
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 ■著者のコメント 

毎週金曜日に行われる TGIF(全社ミーティング)で会社の重要開発案件，戦略の方向性を経営

陣が披瀝し、質疑応答などを経て、トップから一般社員までが会社全体の方向性を共有する。 
その上でトップ、マネージャー、社員それぞれが OKR（Objectives Key Results＝達成すべ

き戦略目標とその目標の達成度を示す客観的評価）を 4 半期ごとに更新作成し、公開して、共

有し、フィードバックする。まさにこの仕組みは MSC の「戦略目標設定・展開プロセス」と「マ

ネージャーズ・レター」、「OOMMD」の実践版と言える。 
一方で OKR の運用は勿論、社員の動機付けとコミュニケ―ション、オープンで透明性を保つ

手段として Moma と呼ばれるイントラネットが機能している。 
6 万人を超える知的労働者のマネジメントがうまく機能している理由はドラッカー「マネジメ

ント」体系（MSC）を組み込んだ IT 活用による「マネジメント」システムによって組織運営さ

れていることにある。 
 

３）『ドラッカーの言及』に基づいた A 社と Google のケース比較 
   ベンチャービジネスと製品開発の関連した「ドラッカーの言及」に対して A 社と Google のケ

ースを対比することによって MSC とは異なる視点から、より鮮明に両社の相違点を明らかにす

る。 
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ドラッカーの言及 A 社のケース Google のケース 

（ベンチャービジネス）   
ベンチャーが成功するには四つの原則が

ある。 

第一に市場に焦点をあわせること、 

『イノベーションと企業家精神』 ｐ222

初は「製品・技術指向」

でスタート。その後もセカ

ンダリ―カスタマーに焦点

を当てた 

初は「製品・技術指向」

でスタート。ただし、他を

寄せ付けない圧倒的な製品

でプライマリーカスタマー

に焦点を当てた 

第二に財務上の見通し、特にキャッシュ

フローと資金について計画をもつこと、 

『イノベーションと企業家精神』 ｐ222

資金計画が欠落し、開発継

続のための資金確保に追わ

れた 

無理のない投資で製品を開

発し、圧倒的な収益を生む

ビジネスモデルを構築 

第三にトップマネジメントのチームをそ

れが実際に必要となるずっと前から用意

しておくこと。 

『イノベーションと企業家精神』 ｐ222

創業者の強みである開発と

販売中心のワンマン経営で

人材や資金分野のマネジメ

ントが欠落していた 

創業 3 年後にはサンマイク

ロシステムズから、マネジ

メントのプロのエリック・

シュミットを招聘し、3 頭

立てのトップマネジメント

チームを結成 

第四に創業者たる企業家自身が自らの役

割、責任、位置づけについて決断するこ

とである。 

『イノベーションと企業家精神』 ｐ222

創業者一人がマネジメント

の責任をもてば良いと考え

た 

創業者２人はマネジメント

のプロの必要性を認識し、

招聘する決断や優秀な人材

確保は自らの仕事として実

践してきた 

成功への道は、自らの手で未来を創るこ

とによって開ける。 

『明日を支配するもの』ｐ106 

OS の基盤に依存するビジ

ネスであったため、その変

化に翻弄された 

検索エンジンというインタ

ーネットのプラットフォー

ムを自ら創り、必要であれ

ばアンドロイドという OS

まで創り広めてしまう 

まさに 高の知識労働者を惹きつけ、留

める能力こそ、 も基礎的な生存の条件

となる。 

『明日を支配するもの』ｐ188 

中途も新卒も採用が困難な

中で成長を急ぐあまり、質

よりも頭数を揃えることに

なっていた 

スマートクリエイティブと

言われるグーグルの採用基

準にあった人材をトップが

長時間かけて選び抜くシス

テムを堅持 

（製品開発）   

第一に、イノベーションを行うには機会

を分析することから始めなければな

らない。イノベーションのための七

つの機会を徹底的に分析しなければ

ならない。 

『イノベーションと企業家精神』 ｐ157

 

オープン化という変化の波

を捉えたが波そのものに飲

み込まれた 

インターネットというプラ

ットフォームを活用し、広

告という既存ビジネスの世

界に変化の機会を捉えた 
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第二に、イノベーションとは、理論的な

分析であるとともに知覚的な認識で

ある。イノベーションを行うにあた

っては、外に出て、見て、聞かなけ

ればならない。このことは、いかに

強調してもしすぎることがない。 

『イノベーションと企業家精神』 ｐ157

「開発ツール」というジャ

ンルに固執し過ぎて他が見

なくなった 

技術者に２０％の自由時間

を与えて、様々な調査や研

究をさせて、アイディアを

募り、評価採用してイノベ

ーションに結び付けている

第三に、イノベーションに成功するには

焦点を絞り単純なものにしなければ

ならない。一つのことに集中しなけ

ればならない。 

『イノベーションと企業家精神』 ｐ158

「開発ツール」という複雑

な商品から出発し、それに

対する投資負担が重くのし

か か っ た 。 む し ろ 、

「123SQL」に集中すべき

であったかもしれない 

創業者が自分たちで考えた

アイディアで創った「検索

ツール」を自分たちで売り

歩きながら、応用を考えた

第四に、イノベーションに成功するには

小さくスタートしなければならな

い。 

『イノベーションと企業家精神』 ｐ158

「開発ツール」という間口

の広い、重い製品を手掛け

た 

後発の「検索エンジン」と

して小さくスタートした 

第五に、 初からトップの座をねらわな

ければならない。だが 初からトッ

プの座を狙わない限り、イノベーシ

ョンとは成り得ず自立した事業とも

なりえない。さもなければ競争相手

に機会を与えるだけに終わる。 

『イノベーションと企業家精神』 ｐ159

「開発ツール」のデファク

トスタンダードを狙ってい

たが OS メーカーであるマ

イクロソフトが競合になる

ことは予期していなかった

起業の目的・ミッションに

沿って 初からトップねら

いが明確であった 

新しいもの、改善したものは、すべて小

規模にテストする必要がある。つまり、

パイロットする必要がある。 

『明日を支配するもの』 ｐ99 

機能追加のテストが不十分

なまま、大手ユーザーのシ

ステム開発に使用してもら

いバグ取りをした 

新しい試作品は無償でネッ

トを介してユーザーに評価

してもらい、改善を重ねて

商品化している 

 
■著者のコメント 

比較でも明らかなように A 社は『ドラッカーの言及』にことごとく、反したケースであり、

Google は『ドラッカーの言及』を忠実ともいえるほど実践している。 
結果として A 社は退場を余儀なくされ、一方の Google は IT 企業を超えた他の事業領域（自

動運転車、風力発電、輸送、通信分野など）までにも IT を絡めながら、ビジネスを拡大させつ

つあり、自らイノベーションを起こし、成長を続けている。 
４）終わりに 

Google のようなインターネットを基盤とする IT 企業の場合、これまでのベンチャーとは違った

起業が可能となっている。すなわち、アイディア次第でお金をかけずに試作品を作り、無償で公開

して使ってもらいながら、ビジネス化することでリスクを 小限に抑える方法である。 
あらゆるモノがインターネットで繋がる「IoT」の時代の到来は IT 分野のベンチャービジネス
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機会がますます増えることは確実である。 
一方で、マネジメント・スコアカード（MSC）による診断とドラッカーの言及に対するケース

比較が示すように典型的な知識労働者の組織である IT 企業おいては Google の例を引くまでもな

く、時代を超えたドラッカー「マネジメント」の実践が製品開発とベンチャービジネス成功の要諦

であることが明らかになった。 
そして、今や IT 企業以外の企業も知識労働者が中心になっていることを考えれば、あらゆる企

業の製品開発とベンチャービジネスにおいてドラッカー「マネジメント」を実践することが成功の

要諦であると言える。 
 
後にこれから、起業する諸氏に対して私の失敗体験に基づいた教科書にない「ベンチャービジ

ネスの留意点」を列挙して結びとする。 
 

 ■創業に当たって心構え 
・身の丈に合ったビジネスに取り組む 

    自分のキャパシティ（能力と器量）や経済力に見合ったスタートをし、自分の成長や経済力

の発展に合わせてビジネス展開を図る（MSC の活用が有効） 
・EXIT プラン（出口戦略）しっかり固めてから創業する 

    ベンチャービジネスが事業不振で撤退をせざるを得ない時に傷を 小限に留める手段（事業

売却、合併、解散など）を考えておく 
・製品開発型ベンチャーは「第二の石工」に堕ちりやすいので注意 

    創業者が技術系だと、製品づくりに没頭してしまい、他のマネジメントが疎かになりやすい 
・企業家に「驕り」、「甘え」、「見栄」、「独りよがり」、「頑張りすぎ」、「欲張り」は禁物 

    創業者は起業すると様々な意思決定を強いられるが心に曇りがあると大事な判断を誤る 
 
■創業資金の調達 
・日本のベンチャーキャピタルは一般にベンチャー精神に欠けていることを留意する 

    日本のベンチャーキャピタルの多くは銀行、証券、保険などの金融機関の子会社が多く、独

立系が少ない。従って、アーリーステージのベンチャーへの投資は少なく、上場が間近のレ

ーターステージの企業への投資が主であり、役員派遣などの経営に対するコミットも少なく、

総じてリスクを避ける傾向が強い 
・銀行の融資は安定を重んじ、成長のための融資を好まない 

アーリーステージでの銀行融資は信用保証協会の保証か、創業者の担保物件の差し出しがな

い限り融資はほぼ、受けられない 
・経営者個人保証や連帯保証人が必要な借入は避ける 

資金調達で個人保証や連帯保証を求められる場合は万が一、返済が滞った場合、保証人であ

る創業者本人や連帯保証の第三者に対する取立てとなる 
・社債やリースは借金と同じ、後で首を絞めるのでできるだけ利用しない 

    社債やリースは形を変えた借入であり、猶予ない返済が求められるので極力避ける 
・創業資金の調達は、多くの人に出資を募り、出資者を分散する 

    創業者の事業計画に賛同してくれる親兄弟、知人などを中心に出資を仰ぐ 
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■人材の確保 
・人は財産であるが物と違って廃棄処分はできないので採用は慎重に 

    創業メンバーや創業時に採用する人材は組織作りのコア人材として 大限働いてもらう必

要があるので特に厳しい採用基準を設けて採用する 
・新卒は受入体制ができてからを採れ 

    社内に新人を受けいれて育成できる体制が整うまでは新卒は採らない 
 
■商品開発費用の確保 
・商品のプロトタイプ開発はユーザーとともに行い、商品化の権利は留保する 

    プロト開発費用はファーストユーザーに出してもらい、商品化は創業企業の責任で行う。  

ファーストユーザーには商品化以降の改良フィードバックを無償提供すること条件に商品

の所有権は創業企業に帰属するようにする 
以上 

 
 

【参考文献】 

・経営者に贈る５つの質問 ２００９年第１刷 ダイヤモンド社 

・マネジメント（上）２００８年第１刷 ダイヤモンド社 

・イノベーションと企業家精神 ２００７年第 1刷 ダイヤモンド社 

・明日を支配するもの １９９９年第３版 ダイヤモンド社 

・グーグルはこの方法で成功した！（How Google Works）２０１４年第１版 日本経済新聞社 

・グーグルをつくった男たちが「１０年後」を教えてくれる ２０１４年第１版 三笠書房 

・ドラッカー「マネジメント・スコアカード（MSC）」の実践 講義資料２０１４ 淑徳大学  

・ワークルールズ！（WORK RULES!）２０１５年第１版 東洋経済新報社 

 

 

【執筆者プロフィール】 

伊藤年一（いとう としかず） 

伊藤 IT 経営研究所所長。IT コーディネータ。 
大手証券会社、外資系コンピュータメーカーを経て、 
パッケージソフト会社経営。現在は IT 経営コンサルタントとして、 
企業の IT 活用による経営改善等の助言や指導に従事。 
ドラッカー「マネジメント」研究会総合運営委員。 
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１、氏名 中野 羊彦 サマリーシート 
２、論文名 「『ファーストリテイリング』の成功要因と課題」 
３、論文概要 

「ファーストリテイリング」の歴史をたどりながら、その成功要因を次の 3点に纏めた。 

①経営戦略が明快、ミッション・顧客・顧客への価値提供の仕組みづくりの首尾一貫性 

②調達から販売までのサプライチェーン全体の把握・コントロール 

③変化に対して機敏に反応したイノベーション 

そして、マネジメント・スコア・カードのフレームワークを活用しながら、これを分析した。 

 
４、論文のポイント 

 
（１）ミッション 

当初、「いつでも、どこでも、誰でも着られる、ファッション性のある高品質のベーシックカ

ジュアルを市場 低価格で継続的に提供する」としていたが、業容拡大・グローバル化に伴

い「本当の良い服、今までにない新しい服を創造し、世界中のあらゆる人々に、良い服を着

る喜び、幸せ、満足を提供する」と、より普遍的にした。 
（２）顧客 

① ミッションに合わせ、基本的には顧客は「老若男女」のあらゆる人である。 
② 但し、「老若男女」の範囲が、当初が「地方のロードサイドの店を利用の人中心」だったの

が、「都市」も含むようになり、 後は、「世界中のあらゆる人」に変化した。 
（３）顧客価値 

① ミッションに合わせ、基本的には「ファッション性のある高品質のベーシックカジュアル衣

料の市場 低価格での提供」が顧客価値になる。 
② 但し、力点の置き方が、当初は低価格に力点が置かれていったのが、ファッション性と品質

の追求に変化し、次第に「本当に良い服の提供」に変化してきた。 
（４）マーケティング 

顧客と価値の提供の変化に合わせて、マーケティングミックスも、次のように変化した 
① 第一期･････低価格なベーシックカジュアルを小商圏の郊外ロードサイドで展開 
② 第二期･････顧客ニーズに合わせた品質・商品をすばやく提供できる体制に転換 
③ 第三期･････グローバル化に合わせ、他ブランド化と付加価値アップを目指した服に注力 
④ 第四期･････顧客のニーズにきめ細かく対応するための個店化と IT 化の推進 

（５）イノベーション 
①  生産体制････高品質と低下価格を両立させた、新たなサプライチェーン体制を作った 
③  商品開発････東レと組み、今までにない機能を持った新商品を開発しその展開を行った。 
④  チャネル････IT 化による、ネットと店舗の融合・ビックデータの活用 

 
                             以上 
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「ファーストリテイリング」の成功要因と課題 

中野 羊彦 

 

この稿では、ベンチャービジネスの参考に資するために、ファーストリテイリングの成功要因と

課題を分析する。その理由は、次の二つである。 

第一に、「ファーストリテイリング」は、ユニクロやジーユーを展開し、身近な衣料の小売り事業

で、誰もが知っていること。第二に、「ファーストリテイリング」は、ベンチャービジネスとして始

まったが、ベンチャービジネスとして、次の三つの要因で成功していること。 

①経営戦略が明快で、ミッション、顧客、顧客への価値提供が首尾一貫している 

②グローバルに調達から販売までのサプライチェーン全体をコントロールしている。 

③変化に対して機敏に反応し、イノベーションを起こしている。 

ここでは、「ファーストリテイリング」の歴史をたどりながら、上記の①②③の要因を、ドラッカ

ーのマネジメント・スコア・カードのフレームを活用して分析する。加えて、 後に、成功要因だけ

ではなく、問題点と克服すべき課題を取り上げる。これらの知見は、ベンチャービジネスを推進しよ

うとしている人にとって参考になる。 

 

1.ファーストリテイリングの概要 

ファーストリテイリングの概要は、次の通りである。 

(1)創設 

ファーストリテイリングの前身は、現社長の柳井正氏の父親、柳井政雄氏が 1946 年に創設

した小郡商事である。当初は紳士服を扱っていたが、1984 年に柳井正氏が今のユニクロの一号

店を出し、カジュアル衣料に切り替えた。そして、1985 年に、ロードサイド型ユニクロ店を開

設した。柳井正氏は、1991 年に小郡商事を株式会社ファーストリテイリングに変更、ユニクロ

の全国展開を加速する。 

(2)事業 

現在、ファーストリテイリングは、ユニクロを中核事業として、ジーユー、セオリー、コン

トワー・デ・コトニエ、プリンセス タム・タムなど複数のブランドも展開している。 

(3)売上・営業利益・当期利益（2015 年 8 月期） 

売上…………  1 兆 6,818 億円（世界のアパレル小売業で第 4位） 

営業利益……………1,645 億円（対売上高営業利益率  9.8%） 

税引前当期利益……1,807 億円（対売上高営業利益率 10.7%） 

店舗数（連結）……2,978 店（2015 年 8 月 31 日現在） 

 

2.ファーストリテイリングの分析の考え方 

(1)マネジメント・スコア・カードの考え方の活用 

既に述べてように、ファーストリテイリングの成功要因は、次の三つである。 

①経営戦略の明快性、ミッション、顧客、顧客への価値提供の首尾一貫性 

②グローバルなサプライチェーン全体をコントロール 

③変化への機敏に反応とイノベーション 

これを、マネジメント・スコア・カードの考え方を活用して分析する。 
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マネジメント・スコア・カードは、ドラッカーが発案したものである。 

初に５つの問いで、企業の「ミッション」や「顧客」「顧客価値」などを定義する。その

上で、これを実現するために、企業の８つの活動領域の目標を設定する。８つの領域とは「マ

ーケティング」「イノベーション」「資金」「人的資源」「物的資源」「生産性」「社会的責任」「利

益」である。これらはまた、企業活動の診断のフレームにも使える。 

 

今回は、このフレームを使って、ファーストリテイリングを、次の項目で観察する。 

a.組織の使命（ミッション） 

b.事業の定義 

顧客は誰か、顧客に提供する価値は何か 

c.「マーケティング」と「イノベーション」の活動 

d.その他の分野の活動 

そして、各項目の適切さや相互関係を見て、上記成功要因①②③の分析を行う。 

 

(2)４つの時期に分けて分析 

ファーストリテイリングは、創業以来次の４つの期に分けられる。 

 第一期 第二期 第三期 第四期 

時

期 

1991 年～1997 年 1998 年～2004 年 2005 年～2013 年 2014 年～ 

1991 年 社名を

「小郡商事」から

「ファーストリテ

イリング」に 

1998 年 原宿店を出店

役員を総入れ替え 

フリースの発売 

2005 年 代表取締役

社長の玉塚が辞任、柳

井が社長復帰、 

持ち株会社制になる 

2014 年 地域正社員制

度の開始 

スタッフ活用、ＩＴ化の

推進による構造改革 

特

徴 

郊外のロードサイ

ドでの急激な拡大 

都市への進出と店舗起

点、SPA の仕組み完成 

多ブランド化とグロ

ーバル化の推進 

顧客のニーズに即応 

店舗とネットの連携 

ここでは、時系列的に上記の４つに分けて、ファーストリテイリングの活動を分析する。こ

れにより、第三の成功要因「変化への機敏な対応」を見ることができる。 

 

3.第一期のファーストリテイリングの分析（1991 年～1997 年） 

3.1.第一期の分析 

 

第一期の活動をマネジメント・スコア・カードのフレームに従い、表にしてみた。 

項目 内           容 

組織の 

ミッション 

いつでも、どこでも、誰でも着られる、ファッション性のある高品質のベ

ーシックカジュアルを市場 低価格で継続的に提供する 

顧客 老若男女の人たち（但し、地方のロードサイドの店を利用する人たち中心）

顧客に提供

する価値 

ファッション性のある高品質のベーシックカジュアル衣料の市場 低価格

での提供（低価格に力点） 

マ

ー

ケ

商品 （高品質）・低価格なベーシックカジュアル 

あらゆる人に合う服、日常を快適に過ごせ、老若男女だれでもしっかり着

られる普段着 
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テ

ィ

ン

グ 

市場 間口の広いターゲットを対象に、小商圏でも成り立つカジュアルコンビニ

エンスという新しいマーケット 

価格 市場 低価格 

店舗 規格統一された標準型の店舗を郊外ロードサイドに先手必勝で量産 

イノベーシ

ョン 

(1)ローコストな海外（中国）調達型ＳＰＡ(製造小売り)化を推進 

(2)徹底した本部主導型オペレーションとマニュアルによる店の装置化 

人的資源 マニュアルに基づきオペレーションできる人財 

物的資源 郊外型店舗の建設、全国展開へ 

（1992 年 8 月期 62 店 →1997 年 8 月期 276 店） 

資金 上場による資本の調達 

(1) 経営戦略の明快性、ミッション、顧客、顧客への価値提供の首尾一貫性 

先ず、第一の成功要因である、組織のミッションや顧客への価値提供の仕組みづくりの首尾

一貫性についてみてみよう。 

ファーストリテイリングのミッションは、「広い対象層の顧客を対象に、ベーシックカジ

ュアルを、高品質・市場 低価格で、継続的に提供する」である。このミッションは、商品、

市場、価格などのマーケティング戦略によく反映されている。 

例えば、郊外のロードサイド店を見ると、小商圏の幅広い顧客を対象、セルフサービスと

マニュアル化、標準的店舗の大量生産などに特徴がある。これは「安価なベーシックカジュ

アルの継続的な提供」と整合性がとれている。ファーストリテイリングは、郊外のロードサ

イドの多店舗展開を進め、急激に売り上げを伸ばした。 

(2) 調達から販売までのサプライチェーンの整備 

「ローコストな海外（中国）調達型ＳＰＡ(製造小売り)化」というシステムも、ミッショ

ンや事業と整合性がある。調達から販売までのサプライチェーンを整備すると、ベーシック

なもの、大量に安価なものを一定の品質で継続的に提供できる。これはサプライチェーンを

コントロールするという第二の成功要因でもある。 

(3)各項目間のバランス 

上記のように、ミッションと各領域との整合性をとったファーストリテイリングであった

が、急激な成長の中で、資金と他の領域の成長とのバランスには問題が生じていた。店舗、

人的資源、生産などの拡大に、資金が追いつかない。1991 年から 94 年の広島証券取引所に

株式を上場するまでは、多店舗展開に伴う資金調達が 大のネックになる。94 年の上場で、

資金の調達の苦労が軽減された。 

 

3.2.市場の変化と第一期の体制の行き詰まり（1990 年代後半） 

第一期でうまくいったことも、90 年代後半には、環境の変化で次第に行き詰まりが生じた。 

項目 内容 

市場の変化 顧客にとって「低価格なベーシックカジュアル」という形態の希少価値が

薄れた。標準的生活への到達から好み別の生活様式への移行が始まった 
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業績の停滞 1995 年以降、店舗数増により、売上げは伸びたものの肝心の営業利益率は

下がってきた。（1994 年 9.8％→1995 年 8.6％→1996 年 7.4％→1997 年

7.0％→1997 年 7.2％） 

既存店の売上の大幅な前年割れ 1996年8月期ｰ 7.9%、1998年8月期ｰ 7.5%)

対応策の失

敗 

膠着状態を打破するために 1997 年に出した「スポクロ」や「ファミクロ」

も、うまくいかなかった 

(1)売り上げの伸び悩み 

1991 年以降、急激な多店舗展開をして売り上げを伸ばしていたファーストリテイリングも、

数年たつと業績は頭打ちになってきた。1995 年以降、店舗数を増やしていたため、売り上げ

は伸びていたが肝心の営業利益率は下がってきた 

(2)市場の動向の変化 

この原因として、市場の動向が次のように変化したことが考えられる。 

第一に、ロードサイトに大量に出店したのが、次第に飽和状態になり、顧客にとって「低

価格なベーシックカジュアル」という形態の希少価値が薄れたこと。 

第二に、標準的で安価なものを大量に作ったため、ユニクロは安くてダサいというイメー

ジができたこと。安物のイメージで飽きられたこと。 

 

このような膠着状態を打破するために、ファーストリテイリングは、1997 年に「スポクロ」

や「ファミクロ」のような新しい業態の店を作ったが、既存の「ユニクロ」の業態と差別化

することができず、これもうまくいかなかった。 

 

4.第二期のファーストリテイリング 

4.1.第二期の分析（1998 年～2004 年） 

第二期の活動を、マネジメント・スコア・カードのフレームに従い、表にした。 

項目 内           容 

組織のミッ

ション 

いつでも、どこでも、誰でも着られる、ファッション性のある高品質のベ

ーシックカジュアルを市場 低価格で継続的に提供する 

顧客 老若男女の人たち（都市への進出） 

顧客に提供

する価値 

ファッション性のある高品質のベーシックカジュアル衣料の市場 低価格

での提供 （低価格だけではなくファッション性と品質の追求を行う） 

マ

ー

ケ

テ

ィ

ン

グ 

商品 高品質・低価格なベーシックカジュアル 

作ったものを売るから、売れるものを作るという顧客ニーズ対応へ。 

素材研究や SPA 改善による品質向上の追求、新商品の発売（フリース） 

市場 郊外ロードサイドだけではなく、都心のマーケットにも進出を開始 

価格 低価格 

店舗 本部主導から店主導への大転 

店頭から顧客ニーズを吸い上げ、それに合わせてすばやく商品を補給する。

イノベーシ

ョン 

①ＡＢＣ(All Better Change)改革 

a.顧客との接点である店舗を起点にして会社を運営 

b.ＳＰＡ(製造小売り)改革による品質向上とニーズ即応体制つくり 



ドラッカー「マネジメント」研究会 「商品開発とベンチャービジネス」分科会 
 

©2016 Drucker “Management” Study Group 
117 

 

c.原材料の直接管理と素材研究による新商品つくり 

② 都市型店舗の建設 

人的資源 ①現場の細かいニーズに応え、売る方法を考えることができる店長人材 

②現地の生産の指導要員 

物的資源 都市型店舗の建設 

資金 上場による資本の調達 

社会的責任 ①リサイクル活動の開始 

②瀬戸内オリープ支援活動の開始 

③害者雇用のフロントランナーへ 

 

(1)マーケティング施策の改革とイノベーション 

市場の変化に対応するために、次の３つのマーケティング施策を実施した。 

第一に、大都市に対する進出である。1998 年に原宿店をオープンし、ロードサイドのチー

プな安売り店のイメージを払しょくしようとした。 

第二に、本部主導から店主導への大転換である。標準品を売るチープな店というイメージ

を脱出するためには、顧客のニーズを細かく掴む必要がある。ベーシックなカジュアルとい

う基軸は変えないものの、店ごとの顧客のニーズに対応するため、店長の役割を重視し、在

庫、棚割り、チラシ配布などの権限をある程度与えるようにした。 

第三に、素材研究やＳＰＡ改善で、品質向上を追求したことである。原宿への進出をきっ

かけにフリースブームが起こったが、これも素材の品質向上の賜物であった。当時、フリー

スといえばアウトドアスポーツ用の高級素材という印象が強い商品であったが、ユニクロは

誰もが買えるカジュアルウェアに作り変えた。そして、その快適さ、心地よさ、暖かさを訴

求し、次第に人々の心を掴んだ。 

(2)サプライチェーンの改革 

次にサプライチェーンの改革を行った。ファーストリテイリングは、1998 年にＡＢＣ(All 

Better Change)改革という名前で、次の３つを実施した。 

第一に、サプライチェーンの中で、顧客との接点である店舗を起点に運営するようにした。

スーパースター店長制度など、店長制度を改革するとともに、店舗発注システムを整備した。 

第二に、ＳＰＡ(製造小売り)改革による品質向上とニーズ即応を徹底した。品質を向上さ

せるために、中国の生産工程の管理を徹底した。中国の委託工場を140から40に絞り込んだ。

また、それまで外部に任せていた工場管理を自分で直接管理するようにした。商品アイテム

数を絞り込み、店舗の販売データをもとにしてニーズに即応した週ごとの生産調整ができる

ようにした。 

第三に、原材料と素材の直接管理を行った。例えば、カシミアなども高品質な素材を自分

で調達できるようにした。原材料調達から一貫管理を行うことにより、品質を保ち、ニーズ

にも即応できるようにした。 

 (3)社会的な責任に対応 

そして従来あまり実施していなかった社会的活動行った、例えば、服のリサイクルや瀬戸

内オリープ支援活動、率先した障害者雇用などを実施した。これは、ブランドイメージを向

上させ、単なる安売り店というイメージを変えることにつながった。 
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上記の(1)(2)(3)の活動は、いずれも、ミッションと各領域との首尾一貫性を持たせながら、

市場の変化に対応した活動である。 

私が、分科会で文献調査した「乱気流時代の経営」(1980 年)によれば、ドラッカーは「変化

に適応した企業は、グローバルに生産と販売を組織化し、技術とマーケティングという二つの核

を中心に組織化される」と述べている。この会社はこれをめざしている。 

ファーストリテイリングは、これらの活動を行ったことによって、再び上昇軌道に乗った。

特に、フリースブームにより、1998 年から 2000 年にかけて爆発的に売り上げを伸ばした。この

フリースブームが去り、2002 年から売り上げが減少したが、第一期から比べると企業体質がか

なり強くなった。2002 年には柳井氏に代わり、玉塚氏が代表取締役社長に就任した。 

 

4.2.市場の変化と、第二期から第三期への移行（2005 年頃） 

柳井氏は、2002 年に玉塚氏を代表取締役社長に就任させたが、2005 年に玉塚氏を更迭、再び柳

井氏が社長に就いた。これは、次のような背景が考えられる。 

(1)市場環境の変化 

その頃、「ＧＡＰ」「Ｈ＆Ｍ」「インディテックス（ＺＡＲＡ）」などのグローバルなアパレ

ル小売業があい次ぎ日本に進出した。これらは、いずれもファーストリテイリングと同じＳ

ＰＡの衣料小売業であり、類似の業態といえる、しかも、ファーストリテイリングよりも売

り上げが圧倒的に大きい。ＳＰＡは発注が多いほど有利である。 

柳井氏は、グローバルなアパレル小売業に対抗するには、急速な成長が必要であると判断

した。しかし一方で、ファーストリテイリング自体は、ユニクロの全国制覇による、日本で

の成長余地が減少している。そこで、ユニクロ以外のブランドの多角化やグローバル化等に

よる急成長の対応をする必要があると判断した。 

(2)安定志向のよどみ 

第二期の改革により企業体質自体は強くなり、ＳＰＡ化の仕組みはほぼ完成したと言える。

しかし一方で、柳井氏の目には、玉塚社長の体制は、変革や急成長を志向しない、安定志向

に思えた。 

柳井氏は、社内に安定志向の病がはびこったとして 2005 年に玉塚氏を更迭、自分が再び

社長に就いた。そして、「再ベンチャー化」「グローバル化」「グループ化」を掲げた。そして、

ファーストリテイリングの売り上げの、2010 年 1 兆円、2020 年 5 兆円の目標を定め、急成長

を志向した。 

 

5.第三期のファーストリテイリング（2005 年～2013 年） 

5.1.企業のミッションの再定義 

「再ベンチャー化」「グローバル化」「グループ化」を推進するためには、国内のユニクロの

モノカルチャー体質を改め、多様な価値観を持った人を束ねていく必要がある。そこでファース

トリテイリングは、2008 年 9 月に「ファースト・リテイリング・ウェイ」を作り、グローバル

化、グループ化を束ねる企業理念を作った。 

(1)ステートメント 

服を変え、常識を変え、世界を変えていく 
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(2)ファーストリテイリンググループのミッション 

ファーストリテイリンググループは 

本当の良い服、今までにない新しい服を創造し、世界中のあらゆる人々に、良い服を着る喜

び、幸せ、満足を提供します。独自の企業活動を通じて人々の暮らしの充実に貢献し、社会

との調和ある発展を目指します。 

 

5.2. 第三期のマネジメント・スコア・カード 

 

上記のミッションに従い、第三期の活動をフレームに整理し、表にすると次のようになる。 

項目 内           容 

顧客 老若男女の人たち（世界中のあらゆる人） 

顧客に提供

する価値 

｢本当に良い服」…個々のライフスタイルを超えて様々な人に支持される服

ファッション性のある高品質のベーシックな衣料だけではなく、多くの人

から支持される良い服を提供する 

マ

ー

ケ

テ

ィ

ン

グ 

商品 ①低価格訴求から高品質訴求への転換 

品質と付加価値アップ（カシミア、エアテック、ドライ、美脚など） 

②ベーシック重視一辺倒からシーズン・トレンド・スタイル配慮へ 

③ライフスタイルの提案（単品訴求からトータルコーディネートへ） 

アイテム拡大とカテゴリー付加（キッズ、インナー、服飾雑貨） 

④ヨーロッパやアメリカなどでも通用するブランドの商品の提供（買収と

グループ化） 

市場 グローバルな市場 

価格 品質を訴求するも基本的には低価格 

店舗 ①「ＧＡＰ」「Ｈ＆Ｍ」「ＺＡＲＡ」などに対抗するための店舗の大型化 

②需要を特定の共通スタイルにはめ込むのではなく、多様なスタイルを選

択できる売場つくり（空間演出と接客強化） 

③商品の露出を高めるため、大型店舗の他に、駅やショッピングセンター

など多様な場所に多様な形の店舗を展開 

④海外店舗展開の加速 

イノベーシ

ョン 

①機能別組織から商品事業部別組織への改め 

②Ｍ＆Ａと新規事業開発（ジーユーなど）→グループ化 

③世界の主要都市に情報と開発の拠点として「Ｒ＆Ｄセンター」を設置 

④ヒートテックなどの新製品（高機能製品）の開発 

⑤海外の旗艦店の開発 

人的資源 ①グローバル化の中で、ニーズに応え売る方法を考えられる店長人材 

②新事業の開発など新しいことを考えることができる人材 

③店舗で空間演出と効果的な接客ができる人材 

物的資源 ①海外店舗展開の加速 

②大型店舗化、多様な形態の店舗つくり 

資金 上場による資本の調達 
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社会的責任 ①難民支援活動の開始 

②バングラデシュの衣料生産の支援 

(1)新しいミッションに合わせた仕組みの高度化 

先ず、ミッションを広げ、ブランドの多角化やグローバル化と整合性を持たせた。「単な

るベーシックなカジュアル製品の提供」というだけではなく、「本当の良い服、今までにない

新しい服を創造、世界中のあらゆる人々対象、着る喜び提供」というように、抽象度を上げ

広げた。そして、これに合わせて、上記の表のように、マーケティングやイノベーション、

それを支える仕組みも高度化させた。 

マーケティングでは、高品質訴求をはっきりと打ち出し、ライフスタイルの提案まで謳う

ようにした。イノベーションでは、「Ｒ＆Ｄセンター」の設置、ヒートテックなどの新製品（高

機能製品）の開発、他ブランド化に対応した商品事業部別組織への改編などを行なった。店

舗や人的資源なども、これらに対応した形にした。これらは、新しいミッションに合わせた

形で首尾一貫性があるように変化させたものである。 

他方、店舗起点のサプライチェーンの仕組みもきめ細かくした。 

(2)各項目間のバランス 

急激な成長を志向すると、各領域間の成長におけるバランスの問題が生じる。ここで生じ

たのは、人材需要の増加と他の領域の成長との間のバランスである。第三期では、グローバ

ルに事業を展開できる店長人材や、新事業の開発などに携われる人材が大量に必要になる。

また、国内の一般店舗でも、店長の他、店舗で空間演出と効果的な接客ができる優秀な人材

が必要になる。 

ファーストリテイリングは、これに対して、企業内大学を設置、外部から必要人材の採用、

スーパーバイザー制度の活用などを行った。これらのファーストリテイリングのやり方は、

多くの企業にとって参考になるだろう。 

(3)ブランド価値の向上 

「ＧＡＰ」「Ｈ＆Ｍ」「ＺＡＲＡ」などに対して、グローバルに競争しようとすると、単な

る商品だけではなく、ブランド価値どうしの競争になる。ブランド向上には、ミッションの

再定義やマーケティングの変更などだけではなく、社会的責任の活動のグローバル化なども

必要になる。ファーストリテイリングは、難民支援活動やバングラデシュの衣料生産の支援

など、社会的貢献もグローバル化させている。 

 

5.3.成長に向けて出てきた課題 

ファーストリテイリングは、現在も 2020 年 5 兆円の目標を定め、急成長を志向しているが、次

のような課題が生じてきた。 

(1)従来のやり方の売上拡大の限界 

2020 年の売上高５兆円を目指すとすれば、グローバル化だけではなく、国内においても売

上を伸ばす必要がある。しかし、国内の店舗は飽和状態になり、店舗数の増大による販売に

は限界が来た。1 店舗あたりの売り上げを伸ばし、安定化させる必要がある。また、国内は

人手不足が深刻化している。この意味でも人の育成とケアが必要になってくる。また、店舗

とは別のチャネルを開発する必要がある。 
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(2)大量生産・大量販売の限界の露呈 

ユニクロのビジネスモデルは、定番商品をシーズンを通じて大量に販売することにある。

これは、過剰在庫や大量の欠品が発生するというリスクをはらむ。このことが、時折露呈す

る。このことが、つい 近にも現実に起きた。2015 年 8月期の決算説明会によれば、国内ユ

ニクロ事業は 2015 年第 4四半期に減益になった。 

(3)ＩＴを使った、社会やユーザーとの共創のトレンド 

時代は、企業が単にものを提供するだけではなく、社会やユーザーと一緒になって、課題の

解決に向かうトレンドになっている。顧客の課題を聞きながら、ニーズにあった商品を一緒に

なって考え提供するトレンドが来ている。それをＩＴの活用や人の育成を通じて実現しなけれ

ばならない。 

 

6.第四期のファーストリテイリング（2014 年～） 

6.1.第四期に向けた改革 

(1)スタッフ活用の個店経営に転換 

柳井社長は、2014 年 3 月に「ユニクロ、パートとアルバイト 1万 6000 人の正社員化」を

宣言した。これは、それまでの店長主導の経営から、スタッフ主導の徹底した個店経営を狙

ったものである。「顧客が望んでいるモノを、欲しいときに、欲しい価格でそろえること」

これをきめ細かくやるためには、各個店で、店長だけではなくスタッフが主導しなければな

らない。正社員化はまた、人手不足に対する対策にもなる。これらの人が新たになる社員は

「R（リージョナル＝地域）社員」と呼ばれる。R社員は、転勤せずその地域で働く正社員で

ある。また、これに合わせて既存の正社員も「N（ナショナル＝国）社員」と「G（グローバ

ル＝世界）社員」に分類する。N社員は日本だけで働く社員であり、G社員はグローバルに働

くことが想定される社員である。これは、グローバルに働く人財の育成にもつながる。 

(2)ＩＴを活用した顧客情報の活用 
顧客の情報をきめ細かく活用するためには、IT も活用しなければならない。2015 年 6 月、

ファーストリテイリングはアクセンチュアと提携した。商品の企画・生産から物流、販売ま

でのすべてのプロセスをネットでつなぎ、「①顧客一人ひとりの好みに応じた商品を短期間で

開発する、②店頭やネットの販売動向から瞬時に需要を予測して 適数量を生産する、③そ

れぞれのプロセスが情報を共有しながら同時進行させる」ようにしたい。アクセンチチュア

との連携は、このための仕組みを作るものである。 
(3)ネット通販の拡大 

店舗での販売が飽和状態になる中、別の仕組みも開発しなければならない。私が、分科会

で文献調査した「未来への決断」(1995 年)によれば、ドラッカーは、「これからは、小売業で

情報革命が起き、小売業の無店舗販売が一般化する」と述べている。 

柳井社長は、2015 年 8 月期の決算説明会において、「ネット通販の比率を、3～5年で現在

の約 5％から 30%以上に高める」と宣言した。店舗とネットの融合である。そのための手を着々

と打っている。ネット通販拡大のカギとなる即日配送網の整備では、2014 年 10 月に大和ハ

ウス工業と提携を発表した。また、消費者に商品を届ける仕組みとして、2015 年 7 月には、

セブン―イレブン・ジャパンなどコンビニエンスストアとの連携を協議していることを発表

した。 
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6.2.第四期のマネジメント・スコア・カード 

ファーストリテイリングは、2008 年 9 月に作ったステートメントやミッションは変わらない。上記の

第四期に向けた改革は、以下のように表せる。 

項目 内           容 

顧客 老若男女の人たち（世界中のあらゆる人） 

顧客に提供

する価値 

｢本当に良い服」…個々のライフスタイルを超えて様々な人に支持される服 

ファッション性のある高品質のベーシックな衣料だけではなく、多くの人から支持

される良い服を提供する 

 

マ

ー

ケ

テ

ィ

ン

グ 

ブランド 本当の良い服を届けるというミッションの社会の認知 

商品 ①低価格訴求から高品質訴求への転換 

②顧客のニーズを顧客とともに考え個々の顧客のニーズに合った商品を提供する 

市場 グローバルな市場 

価格 品質を訴求し、これに合ったリーゾナブルな価格にする 

店舗 

ネット販

売 

①顧客のニーズに即応した店舗つくり 

（地域に密着した販促と品揃え・接客強化・空間演出・本部への提案） 

②顧客のニーズにカスタマイズしたネット商品の提供 

③海外店舗展開の加速 

イノベーシ

ョン 

①スタッフの活用のための人事システム（R社員、N社員、G社員） 

②商品の企画・生産から物流、販売までのすべてをネットでつなぎ、個々の顧客の

ニーズに即応したビックデータの活用とサプライチェーンの構築 

③ネット通販を実施するための配送システム・チャネルの確立 

④新製品（高機能製品）の開発 

人的資源 ①個店経営を推進し、顧客のニーズに対応し経営意識を持つ、店長・スタッフ人財

②グローバルに事業を展開できる人財 

③ビックデータの活用やＩＴの構築ができる人財 

物的資源 ①ＩＴシステムの構築  ②海外店舗展開の加速 

資金 上場による資本の調達 

生産性 ①人的生産性（1人あたりの生産性） ②店舗の生産性（売場面積あたりの生産性）

社会的責任 社会の課題解決型ソーシャルビジネスの実施 

 

7.ファーストリテイリング分析のまとめ 

以上、ファーストリテイリングを 4 期に分けて、マネジメント・スコア・カードのフレーム

により、３つの成功要因を分析してきた。 後にもう一度まとめてみる。 

第一に、経営戦略の明快性と首尾一貫性である。「いつでも、どこでも、誰でも着られる、フ

ァッション性のある高品質のベーシックカジュアルを安価な価格で継続的に提供する」という軸

は、創設当時から一貫している。変化への対応においても、軸がぶれていない。創業の理念が首

尾一貫しており、これはベンチャー企業にとっても参考になる。 

第二に、グローバルなサプライチェーンの把握・コントロールである。ファーストリテイリ

ングは、第一期にＳＰＡ(製造小売り)の形態を構築し、これを高度化させている。単に小売りを
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するだけではなく、原料の調達から販売まで、一貫して品質をコントロールしている。サプライ

チェーンの中で自分を位置づけ、コントロールするやり方も、ベンチャー企業が事業を検討する

上で参考になる。 

第三に、変化への機敏な反応とイノベーションである。ファーストリテイリングは、各成長

の段階でさなぎが蝶になるように、事業活動を変化させている。また、急成長における、各領域

間のバランスもうまくとっている。これも、ベンチャー企業が成長する時の、各成長段階を検討

する参考になる。 

 

8.ファーストリテイリングの課題 

上記のように、成長・発展してきたファーストリテイリングであるが、それにつれて、克服すべ

き問題点と課題が出てくる。第一が、ファーストリテイリングの経営戦略に関する課題であり、

第二がベンチャー企業共通の課題である。 

(1)経営戦略に関する課題 

ファーストリテイリングの経営戦略上の課題は、次の三つである。 

第一に、急激なグローバル化への対応である。国内市場が頭打ちの中、グローバル市場の

中で、商品・ブランド・人材などの競争力を向上させ、大量出店をしていかなければならな

い。第三期・四期で実施している施策を推し進める必要がある。 

第二に、顧客ニーズへのきめ細かい対応である。ファーストリテイリングの場合、商品を、

長いリードタイムで大量に作るため、在庫の調整が難しい。これをＩＴ化と個店化でどのよ

うに克服するかが課題となる。店舗とネットの相乗効果、ビックデータの商品開発への活用

などが重要である。 

第三に、社会貢献に対する対応である。ファーストリテイリングは、2011 年に「グラミンユ

ニクロ」をバングラデシュに設立し、ビジネスを通じたバングラデシュの人たちの生活向上と雇

用の創出を図った。これからの社会貢献活動は、単なる単発的な活動ではなく、「グラミンユニク

ロ」のように、トータルに「様々な国の社会的な課題解決に、事業を通じて貢献すること」が、

テーマになってくる。 

 (2) ベンチャー企業共通の課題 

ベンチャー企業として共通な問題は、ヒトの問題であり、次の二つである。 

第一に、創業者の後継者が育っていない。柳井氏は、二代目であるが、ファーストリテイ

リングの実質的な創業者である。2002 年に玉塚氏を社長に据えたが、更迭して自分が返り咲

いた。柳井氏は現在 66 歳であるが、後継者を考える年齢であるのにも関わらず、まだ見えて

いない。これはリスク要因になる。 

第二に、事業の拡大と発展に人財が追い付いていない。グローバルで見ると、店舗数を急

激に増加させる必要があり、有能な店長人財が大量に必要になる。また、国内でも、個店化

による店長とスタッフの質の向上が喫緊の課題である。更にＩＴ化を進めるためには、ビッ

クデータの解析などのＩＴ人財が必要になる。 

「企業はヒトなり」であり、どんなに事業の拡大しようとしても、それを推進する経営者

や、優秀な従業員がいなければ、途中で挫折する。優秀な人をどのように確保し育成してい

くかは、ベンチャー企業に限らず、企業全体の共通の課題である。 

以上 
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流」(2012 年)、「継続学習の方法についての考察（ドラッカーの意見を活用して）」(2013 年)） 
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［感想文］                                      

 
ファシリテーター 森岡謙仁 
１．運営について 
 本分科会には分科会のファシリテーターとして参加した。基本的には、分科会の会議室予約と精算、

リーダー、サブリーダー、顧問がマネジメントチームとなり、メンバーの成果物を予定通り完成でき

るように側面からサポートすることである。前半は、和田リーダーのアイデアで、ドラッカーの膨大

な著作を、メンバーが分担して文献調査に当たるというものであった。各自、差はあるものの、日頃

読まないタイトルやすでに書店には並んでいないタイトルも含めてドラッカー著作を読む期間があ

った。ドラッカー研究としては有効に働いた。しかし、商品開発とベンチャービジネス分科会として

の成果物の検討が進むにつれ、文献調査の結果を反映した分科会成果物のイメージが湧きにくいこと

に、リーダーはじめ、メンバーも気づき始めた。ファシリテーターの私は、今回の分科会から 1 年

で締めにしない予定で数回進めたものの、2 年目につなげるに値する成果を出すためには、1 年で終

了する姿勢で取り組むことが重要であるとの考えに至った。そこで、分科会の成果物のイメージを明

確にするために集中的に議論する合宿を行うことを、両分科会リーダーに相談したところ積極的に賛

同してくれた。これが転機になった。 
 分科会成果物と各自の成果物のイメージが明確になるに従って、各自の成果物も徐々に完成度が挙

がってくるのを実感できた。結局私はたいしたこともせずにいたが。和田リーダー、高部サブリーダ

ー、渡邉サブリーダー、伊藤顧問のイニシアチブが 後まで分科会をリードしてくれたことで、１年

の節目を迎えることができた。また合宿での行本顧問の積極的な発言も分科会成果物に大いに寄与し

たと思う。 
 今回、メンバーの情報共有として Evernote を使ったが、このアカウントを無償で貸していただい

た上、システム管理者として貢献していただいた一丸氏に深く感謝したい。 後に提出された成果物

のそれぞれが、期待した以上の内容であることは、マネジメントチームの一員として嬉しく思う。皆

様、お疲れ様でした。一緒に分科会活動ができたこと、有難う御座いました。 
 
２．分科会成果物について 
 今回の分科会活動を通じて、商品開発とベンチャービジネスは、統合して考えることができるテー

マであることを確認できたことは収穫であった。また、マネジメント・スコアカードを活用できる可

能性も大きいことを確認できた。『イノベーションと企業家精神』の 終章は、企業家社会である。

この本が書かれてから、30 年が経過したが、現実は企業家社会とは言い難い。 
 ドラッカーがマネジメントを通じて実現したいと考えた「機能する社会」（ネクストソサエティ）

は、世界観・社会観を新たにするところから始まる。一方の分科会のテーマが「少子高齢社会」であ

ることは、偶然ではない。マーケティングは「少子高齢社会」を対象とし、その解決策は、イノベー

ションすなわち「商品開発とベンチャービジネス」である。企業家社会は、ドラッカー先生が云う「マ

ーケティングとイノベーションによる顧客創造」社会である。 
今後、両分科会成果物のレビューを進める中で、研究会として取り組むべき次のテーマと進め方が

見えてくるはずだと、研究会ファシリテーターの私は考えている。 
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市川 充 
 
森岡謙仁氏（ドラッカー「マネジメント」研究会 ファシリテーター、ドラッカー学会会員）には、 

本研究の発表にあたり、貴重なアドバイスを頂きました。安東正玄氏（立命館大学図書館サービス課）

には、本シートを図書館に応用するための実証実験を支援していただき、また貴重なアドバイスを頂

きました。アミュレット株式会社、ドラッカー「マネジメント」研究会、大学図書館問題研究会 京
都支部、中央大学理工学部経営システム工学科価値工学研究室の皆様には、本シートの実践を通じて

貴重なアドバイスを頂きました。心よりお礼を申し上げます。 
「商品開発とベンチャービジネス」分科会に 1 年間参加して、過去のドラッカーの文献と向き合

い、新たな発見がありました。今回、成果物の発表にあたり、個人的に懸案案件となっていた、2013 
年にドラッカー学会の総会で発表した会議資料だけとなっていた「アミュレット事業戦略検討シー

ト」 
の解説をさせていただきました。筆者が遅筆のため、リーダーの和田憲一郎氏にはご心配と忍耐を強 
いたのではないかと恐縮するとともに、発表の機会を与えていただき感謝する次第です。分科会活動 
の中で新たに発見したことについては、次回以降の研究に活かしたいと考えています。 
 
 

高部 茂 
 
 一年間にわたる分科会活動を経て、商品開発とベンチャービジネスに関する知見集をまとめ上げた。 
 商品開発とベンチャービジネスは密接な関係があり、商品開発でつくられた商品を如何に顧客に買

ってもらうか。所謂、顧客の創造をどのように行うか。それが我々の分科会がまとめようとしたテー

マである。ドラッカーのマネジメントを学ぶ者として、顧客の創造は究極の目的であり、また、仕事

の結果でもある。 
社会における企業の重要性が益々叫ばれる現状において、企業を生み出すベンチャービジネスを如

何に成功に導くかは、ヒト・モノ・カネの資源を有効に使い、付加価値を生み出し、社会を発展させ、

携わる人々の満足感や達成感を生み出すことにつながり、結果として世の中を正しい方向に導いて行

くことになると信じてこれからも進んで行きたい。 
 
 
和田憲一郎 
 
「商品開発とベンチャービジネス」分科会として、約 1 年間の活動を終えることができた。当初

は、ドラッカーが「商品開発やベンチャービジネス」に関して、数多くの著書で触れており、どこか

ら手を付けてよいのか判らない状態であった。このため、 初にドラッカーの全文献を各自で分担し

ながら、「商品開発とベンチャービジネス」に絞り、読破することとした。その結果、日頃とは違っ

た視点にて、ドラッカーが考える「商品開発とベンチャービジネス」について学ぶことが出来たので

はないかと考える。 
その後、今後どのように進めるべきか合宿を行った。結論として、これら文献を照らし合わせただ

けでは意味がなく、チームメンバーが実経験した内容に盛り込むことで、真にベンチャービジネスを
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目指す方々に役に立つものができるのではと結論づけた。 
今回は、単にきれいごとではすまない、現場にて起こった生臭い話も盛り込まれており、そのよう

な状況に対しても、どのようにドラッカー的思考で考え、対応すべきであったのかが纏められている。

ぜひともベンチャービジネスを目指す方々に役立てていただきたいと思う次第である。 
 
 
渡邉 明男 

 

今回の分科会の活動の中では、ずいぶん迷いがありました、当初はなんとなく、みんなでドラッカー

の著書の全部をメンバーで手分けをして読書し、【商品開発】または、【ベンチュアービジネス】に関

係しそうな事があればそれをピックアップしてまとめれば何かかできるであろうと考えていました。

しかし、活動を進めるにつれて、メンバーそれぞれのピックアップする感性の違いというか、仮に同

じところをピックアップしたとしても、コメントが少ない方や、逆にピックアップ文が短いのにコメ

ントが長い方もいました。後からふりかえると、ある意味当たり前なのですが、当初は表面的な現象

だけ見て、しっくりまとまらない事を悩んでおりました。 

そこに、ファシリテーターの森岡様のお声がけもあり、改めてこの活動自体に 5つの質問を問うこと

をしてみました、それにより、活動の目的がはっきりし、まさにマネジメントされた結果、成果が出

た形になりました。何かプロジェクト的に活動するときは、改めて 5つの質問を確認するのが、成果

を高める秘訣なんだと改めて実感した次第です。 

また、私自身の論文に関しましては、故郷のために何かできないか？と恩師（高瀬様）に相談した

ところ、すぐに銚子電鉄の経営者をご紹介いただけました。インタビュー前は何か良い経営戦略の一

部にでもなるような意見を出せればよいと安易に考えておりましたが、お話を伺っていくうちに壮絶

な苦労話がたくさんありましたので、文書化すること自体が不安になるほどでした。過去の自分達の

利益重視した経営の失敗を反面教師の様に、現在の経営者たちが銚子電鉄の存続のために努力されて

いる事が成果に繋がることを期待します。 

 
 
行本憲治 
 
森岡先生がファシリエートされているドラッカー「マネジメント研究会」に参加して、学生時代以

降、遠ざかっていたドラッカーの著作を本当に久しぶりに読む機会を得て感謝です。この分科会、商

品開発とベンチャービジネスに参加して、さらに数冊の著作を読むに至って、経営の神髄についてい

かに多くのことが語られているか改めて感嘆している初心者です。ここ 40 年、公認会計士として数

多くの企業を見てきましたが、見る視点が、経理、監査に偏っていたことを痛感しました。 
今回は自分が 20 年ほど継続して関与してきた急成長企業の生き様を、ドラッカーのフレームワー

クに従って整理してみました。まだ分析の深みが足らないので、読まれてみてご不明のところも多い

と思いますが、今後の研究会の中でより磨きをかけていきたいと思っています。 
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一丸浩一郎 

 

当分科会が開催されるにあたり、私は「ドラッカーのマネジメントを紐解き、そしてその教えをこ

れから商品開発や起業に沿った形で組み立て直して伝えること」を考えました。当初は文献を読んで、

そのエッセンスを纏めることで達成できると考えていました。 
しかし分科会の前半で、なかなか通読することのないドラッカーの著作を短い期間で何冊も読む機

会を与えていただいたことで、改めてドラッカーの考えに触れることができ、また「5 つの重要な質

問」「8 つの重要領域目標」への理解が進むとともに、単にドラッカーの言葉を纏めるだけではない

と考えるようになりました。 
そのような折、スケジュールの中間で合宿を行った際、メンバー全員で今後の進め方についてディ

スカッションを行いました。この合宿でメンバーが本音で議論できたこと、またそこで自分自身も意

見を述べることができたことで、分科会へ自分がどのように貢献できるかの道筋が見えたことが大き

かったと思います。 

当分科会で知見として取り上げていただいた花王の情報（FD）事業は、企業内ベンチャーとして私

が関わった事業です。事業スタートからは 30 年という時を経て、その経緯をドラッカーとマネジメ

ントの視点から振り返ることができ、私にとってとても有難く、有意義な時間となりました。 

 
 
上野 周雄 

 

 今回のテーマであるところの「ベンチャービジネスと商品開発」ということで、赤井電機時代の様々

な経験と共に、A 社の立ち上げと経営の問題点を振り返ることが出来たことが大きな収穫であった。

ここにはその多くを書くことが出来なかったが、この振り返りは殊の外得るところが大きかった。機

会を見て改めて文章としてまとめたい。 

 当初は、自分の事業を立ち上げることを考えている人のためのガイドブック的なものをドラッカー

の著書から引用した文章でまとめ上げることを考えていた。 

しかし、いざ会社を立ち上げるという視点から過去の自分自身の経験を振り返ると、新たな多くの

気づきがあり、これを「5 つの質問」と「8 つの重点領域目標」の視点から、より具体的に評価して

みることにした。 

 この手法により、問題点がより明確となり、これが有効な手法であるとともに、過去の問題点を改

めて認識できたことが私にとっては大きな成果である。 

 
 
伊藤年一 
 
「商品開発とベンチャービジネス」分科会に参加して 2 つの大きな収穫があった。一つはドラッ

カーの文献のほとんどをメンバーに分担してテーマに関連した調査にチャレンジしたことである。テ

ーマに一致する文献を割り当てられたメンバーにとっては深読みができる良い機会となり、その抜粋

された言及は今回の成果物制作に大いに利用させてもらった。ただし、本来の文献調査の目的は調査

結果を持ち寄ってみんなで共有することであったはずであるがその点は効果が薄かったように思え
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る。やはり、ドラッカーの文献は行間を何度も熟読してそれぞれを自分の視点でものにする方が向い

ているということを改めて思い知らされた。 
 もう一つは「マネジメント・スコアカード」（MSC）の活用がドラッカー「マネジメント」の実践

に役立つことが明らかになったことである。成果物では「5 つの重要な質問」と「8 つの重点領域目

標」を使って、私自身のベンチャービジネスの失敗分析と Google の成功診断を行った。その結果は

ドラッカー「マネジメント」を実践できるかどうかが失敗と成功の分かれ目になることを明示してく

れた。当分科会の成果物がベンチャービジネスを志す人々に少しでも参考になれば幸いである。 
後に分科会の運営にご尽力いただいたリーダー、サブリーダー、ファシリテーターに感謝いたしま

す。 
 
 
中野羊彦 

 

私がこの分科会に入った動機は、ドラッカーで勉強したことを「商品開発」や「ベンチャービジネ

ス」など、今の日本の課題に応用したいと思ったことです。 

この分科会で 1 年間勉強して、課題に応用する様々なヒントを得ることができました。特に次の 3

つの点で勉強になりました。 

第一に、「商品開発」「ベンチャービジネス」のテーマに沿ってドラッカーの考えを整理したことです。

特に自分で「乱気流時代の経営」や「未来への決断」などをテーマに沿って整理したのは、勉強にな

りました。 

第二に、自分で「ベンチャービジネス」のテーマに沿って、ドラッカーの考えに基づき、現実の企業

（ファーストリテイリング）を分析したことです。自分で考える力が身に付きました。 

第三に、他のメンバーの取り組む姿勢を見たことです。これも刺激になりました。 

以上の 3つの点で、この分科会で勉強できて非常に良かったと思います。 

 

 

                                       以上 
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ドラッカー「マネジメント」研究会・第４期 分科会成果報告 ＜あとがき＞ 
両分科会の成果物を拝見して 

平成２８年１月吉日 
ドラッカー学会 

ドラッカー「マネジメント」研究会 
特別顧問 谷口雄二郎 

 
２０１４年４月から両分科会が発足され、足掛け２年に渡る取り組みとなりました。先ずは両分科

会のメンバーと出来上がった成果物に対し敬意を評したいと思います。今回の分科会の 2 つのテー

マは共にこれからの日本が考えていかなければならない課題だと思います。 
 
少子高齢社会というテーマは、まさにこれからの日本において皆が考え、取り組むべき課題でありま

す。このテーマについてはドラッカーも各著作で述べており、とりわけ日本の高齢化についてはドラ

ッカーも警鐘を鳴らしながらも、解決に向けて興味深く見つめていたのだと感じています。このよう

な中で、少子高齢社会をドラッカーの視点でまとめたことは特筆に値すると思います。 
 
また商品開発とベンチャービジネス分科会においては、まさにこれからの商品開発やベンチャー企業

が参考とすべき内容、とりわけイノベーションを企業としてどのように考え、実行してゆくかと言う

事が大きなポイントです。前述の少子高齢社会の課題を始め、世の中にはまだまだたくさんの解決す

べき課題や、ビジネスのポイントがあります。こうしたことに果敢に取り組む方々にとって、必読の

成果物に仕上がっていると感じました。 
 
私が考えているドラッカーの本質はまさしく実践につきると考えております。両分科会が考え、調

査し、まとめあげたこの成果物は確かに素晴らしい出来栄えであります。 
この成果物が様々な方に読まれ、実践し、成果につながってゆくことを期待しています。このプロセ

スを経て真の完成に近づくものと思います。 
何よりも本分科会で自分以外の誰かの考え方を知ったことは、大きな成果でもあると共にそれは自分

の中に複眼的な視座をつくり、物事を多角的に捉える思考を養うことが出来たのです。 
そうした豊かな思考をもってすれば、逆境を乗り越えていく確度も高まるし、逆境は自ずと自分を磨

く好機ともなります。 
この成果物が世の中の発展、企業や組織の発展、個人の幸せに貢献し、多くの方々にお役に立つこと

を切に願っています。 
 

以上 
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