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私が13歳のとき，宗教の先生が「何によって憶えられたいかね」と聞いた．
誰も答えられなかった．すると，「答えられると思って聞いたわけではな
い．でも50になっても答えられなければ，人生を無駄に過ごしたことに
なるよ」といった．今日でも私は，いつもこの問い，「何によって憶えら
れたいか」を自らに問いかけている．これは，自己刷新を促す問いである．
自分自身を若干違う人間として，しかしなりうる人間として見るよう仕
向けてくれる問いである． 
―『非営利組織の経営』『プロフェッショナルの条件』

より大きな悪を防ぐために悪を利用しようとするとき，人は悪の道具
とされる．―『傍観者の時代』

おそらく今日，高等教育を受けた人の割合が世界でもっとも多い国が
日本である．日本にとっての問題は，いかにして彼ら高等教育を受け
た人たちを生産的な存在にするかである．―『ネクスト・ソサエティ』

技術の変化を知るための第一のしかも最も容易な方法が，経済的な機会
の存在を知ることである．必要は発明の母ではないが助産婦ではある．
―『断絶の時代』

あらゆる関係者が起こりえないと知っていることこそ，徹底的に
検討しなければならない． 起こりえないことこそ，自社にとって，
何かを起こすための大きな機会となりうる．―『創造する経営者』 

事象そのものは，事実ではない．―『経営者の条件』

組織において，力強くはあっても腐ったエグゼクティブほど，ほかの
者を腐らせる者はいない．―『経営者の条件』

自らをマネジメントするということは，一つの革命である．思
考と行動において，これまでのものとは一八〇度違うものを要
求する．―『明日を支配するもの』

力を集中するための第一の法則は，もはや生産的でなくなった過去の
ものを捨てることである．―『経営者の条件』

社会とは人間環境の「生態」である．―『経済人の終わり』

企業家精神という言葉は，経済の世界で生まれはしたものの，経
済の領域に限定されるものではない．人間の実存にかかわる活動
を除くあらゆる人間活動に適用される． 
―『イノベーションと企業家精神』

マネジメントは，全面的な社会的責任ではなく，部分的な社会的責任
を担うだけである． したがって，全面的な社会的権限ではなく，部
分的な社会的権限をもつにすぎない．―『現代の経営』
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【代表インタビュー】

21世紀文明学への視座
―新たなドラッカー研究に向けて

上田惇生
（本会代表）

思想と実践の展開のために

―ドラッカー学会が設立されて3年になる．現状をどう見ているか．
上田　ドラッカーの考え方を継ぎ発展させることに意味があると思う．この活
動に意味を感ずる人々は非常に多くいる．

組織の生成とは人為的でありながら，自然的でもある．ドラッカー学会にも
原型はあった．2003年4月からドラッカー作品の読書会が開かれていた．その
ようなものがあるということが，日本のドラッカー学会設立の契機になってい
た．札幌の地で行われていたささやかな試みが種子だった．

ドラッカー学会は今なおささやかな存在である．文明を担うのに大仰な理屈
は必要ない．少し目線を上にあげればよいだけだ．なすべきことがあり，なす
人がいる．それだけで十分である．すべて名もなきささやかな活動である．

会に集う方々に共通するのは，すべてがドラッカーに励まされていることで
ある．端的に言えば，「文明の担い手はあなたである」というメッセージを受け
取っている人たちである．文明の担い手は，貴族でも軍人でも政治家でもない．
ふつうの新入社員，中堅，課長，部長，社長である．そのようなささやかな人々
が世の中をつくっている．

ささやかながらも，大いなるものに連なり，それを担うというメッセージに
共鳴する人々がドラッカー学会に集まっている．産業活動に携わる営みの1つ
ひとつが，確実に文明を前に進めていく．

このメッセージはさらにもっと多くの人々を動かしうるものと思う．
―研究対象としてのドラッカーをどう見るか．
上田　21世紀におけるドラッカーの位置づけ，そして意味を探すのはこれか
らである．現在わかっていることは，ポストモダンの論者であったこと，すな
わちLandmarks of Tomorrow（1957）の著者としてのドラッカーである（『テクノ
ロジストの条件―ものづくりが文明をつくる』ダイヤモンド社に収載）．

ドラッカーは，ポストモダンには言葉がないといいつつ，言葉でそれを書い
た稀有な才能を持つ思想家であった．世界観の変化の書き手であり，社会生態
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研究にフォローの風―ドラッカー・ルネサンス

―今なお支持される理由をどう考えるか．
上田　同世代で在世中に名をなし，世界的に貢献した論者はドラッカーばかり
ではない．むしろ政策的なコミットメントの度合いで言えばフリードマン（ノー
ベル賞学者）やガルブレイスのほうが大きかったともいえる．貢献の度合いと
は質的なものなので一概に比較することはできない．だが在世中にドラッカー
のみが他の論者より抜きん出ていたわけではないのは確かである．

しかし没後もなお支持され，世に影響を及ぼす点において彼ほどの論者は稀
なのではないか．去る者は日々に疎しで，急激に存在感を失うのが通例である．
だが，彼の場合は没してなおその存在感が増している．

一線の論者で彼を評価する者はあまりにも多い．たとえば，ジム・コリンズ
が優良企業を取材し本を出すとき，タイトル候補は100も上がったという．そ
のときに，彼が考えたのは，「すべてドラッカーの言うとおり」だった．むろん
却下された．最終的には，Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies（邦
訳『ビジョナリー・カンパニー』）に決まった．

そのジム・コリンズが言っている．ドラッカーは，明日使える．5年後も使
える．10年後も使える．50年後も使える．100年後も使えると．

ヒューレット・パッカードのデビッド・パッカードがドラッカーについて話
しているところなどは，聖書をもとに話しているようだったという．社訓を書
くにあたっても『現代の経営』を脇に置いていたと公言している．このような
人々が世界中で活躍している．ドラッカー自身は学問上の弟子を一人も残さな
かった．しかし，実践の世界では事実上の弟子が無数にいる．

こう考えてみると，むしろドラッカー研究については，フォローの風が吹い
ている．風化していくどころか，若い20代の人々が読み始めている．ドラッ
カー・ルネサンスともいえる現象があちこちで見られる．新しい仲間は日本中
世界中に無数にいるということだ．

ドラッカー学会は，会員一人ひとりの持つ固有の知を組織化することでスパ
イラル状に増幅する装置として機能していくだろう．別に難しい話をする必要
はない．ただ自分はドラッカーをどう解釈し，どう役立てているかを語れれば，
意味ある活動は次々に出てくるはずだ．もちろん研究仲間が多いほうがより実
りある活動ができる．
―今後，とくに仲間になってほしいと思うのはどういった方々か．
上田　ドラッカー学会は研究対象の性質からも実務家が多い．今後，さまざま
な領域で積極的にマーケティングをしていくことが望ましい．現状の先行きが
見えないなかで，今後はドラッカーを語る，ドラッカーの使用法を語る，といっ
た交流の場やしかけを作っていくことが大切ではないか．それが最大のマーケ

学者であり，正統保守主義者であった．
今後のドラッカー研究を進めていくうえで，重要な視角がここにあると思う．

彼の思想と実践を具体化する試みである．ポストモダンは語りえぬ世界といい
つつも今後受け継ぎ発展させていくことは，言葉というメディアを通じてしか
なされえない．ドラッカーに固有の変わらざる部分をきちんと明らかにしてい
くことが求められている．
―�ドラッカーの固有の枠組みを通じて現実を解釈するには，どのような姿

勢が必要か．
上田　現実の変化を理解するための処方をドラッカーは明確に教えている．緻
密に見て緻密に描けである．何百種類あろうとすべて書き出す．すべて数えて
書く．この努力を惜しんではならないという．こうして定量化したときに，変
化は気の迷いでないということがわかる．あまり知られていないことだが，ド
ラッカーは数値目標を明確に言っている．ポストモダンの現実を知るには，モ
ダンの手法も動員せよということである．

測定可能な尺度，測定可能な目標が必要である．測定可能とは数値で表現さ
れるということである．ミッション，ゴール，数値目標など，アクションプラ
ンについて述べるところには必ず出てくる．イノベーションもマーケティング
もそのように把握されている．
―定量分析の重要さも併せて指摘しているということか．
上田　ドラッカーを論ずる際の危険は，その発言を画一的に解釈してしまうこ
とである．そして，そのポストモダン性を強調するあまり，彼が要所において
数値目標の重要性を唱えた事実を無視することである．

本来彼は定量化が得意であった．才能があった．マネジメントの体系につい
ても，彼の緻密な一面が現れている．ミッションを中心に置く．仕事を生産的
なものにし，人が生き生きと働けるようにする．そして社会に貢献できること
があればそれを行う．本人に情報を与える．建設的で意味ある仕事にしたうえ
で，その進捗状況を本人にフィードバックし，本人の成長を促す．そのような
プロセスは緻密といってよいと思う．　
―初期の作品において特に緻密な性向はよく表れている．
上田　こんな問いを立ててみよう．チャーチルとドラッカーのいずれがポスト
モダンであったか．チャーチルのほうがポストモダンではなかったかと思う．

チャーチルは政治家であり，実践とのコミットメントの度合いが深い．知覚
による判断のいかんが，成果を左右する．そのチャーチルと比較すれば，ドラッ
カーのほうがはるかにモダンではないか．

より正確に言えば，ドラッカーの特徴は知覚と分析の両方を説く点にある．
あるいは定性と定量である．『傍観者の時代』に登場するヘンリーおじさんの話
に，「バッタのように事実ばかり集める」人を批判する表現がある．見ることと
考えることとの両方というのが正しい．いずれか一辺倒は間違っている．
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もドラッカーを勉強しており，トヨタ・ウェイとドラッカー・ウェイは同じと
考えている人のいるところもある．読む人もそれぞれで，利用の仕方もパブリ
シティもそれぞれである．

「ささやかさ」の追求

―今後目指すところはどのようなものか．
上田　しばしば，企業の経営者は「儲かっていますか？」と聞かれる．しかし，
医者や弁護士はそうは聞かれない．医者や弁護士がそう聞かれたら，侮辱され
たと怒るであろう．では，なぜ社長は「儲かりますか？」と聞かれなければなら
ないのか．そのような質問には怒るべきであろう．経営は儲けるために行って
いるわけではない．利益は明日のいい仕事のために使っている．　

企業もNPOも政府も同じである．方法が違うだけで，世のため人のために
存在し機能することに変わりはない．

学会の採りうるしかけとして，たとえば雑談できる場があるとよいかもしれ
ない．場を広げていくことが，会の活性化につながる．高度な知の連携もさる
ことながら，絆をアピールするのも意味がある．絆は細胞分裂する．しかも不
揃いなのがよい．支部や研究会はそれぞれ規模や性質が違ってよい．それが理
想型のように思える．

ドラッカーの作品を読み，それを実践に移す．そして，ドラッカーを語る．
そうすれば，ドラッカー学会は放っておいても発展していく．そう考えると，
なすべきマーケティングは山ほどある．実行するかどうかだけといってよいほ
どだ．

他方，なすべきでないマーケティングもある．自発的なコミュニティの基本
姿勢として，「宣教」するようなことはなじまない．言うまでもないことだが，
マネジメントは宗教ではない．無理強いするものではない．自由でしなやかな
活動が美意識の基本であってほしい．

会員数はもっと増えてほしいという希望はある．だが，同じ目的でもアプロー
チが不適切なものならば意味を失う．ドラッカー教の普及などにすり替わった
ら0点どころかマイナスだ．そんなものなら，ないほうがいい．同時に，われ
われがドラッカーの遺産について専売特許を有するかのような知的驕慢にも気
を付けるべきであろう．そもそもドラッカーの思想には聖典は存在しない．

ドラッカーを読むと自らがわかる．そこがもっともすばらしいところだ．ド
ラッカーは尊い教えを得るためのものではない．本人の姿勢次第で本人が成長
する．ドラッカーが「それぞれの」ドラッカーたるゆえんである．
―先ほど美意識といったが，指針になるコンセプトがあれば教えてほしい．
上田　ささやかさが1つのキーワードではないだろうか．
「何をもって憶えられたいか」を考えると素晴らしい人生になる．一挙手一投

ティングになるのではないかと思う．なすべきことは無数にある．
その際注意すべきは，ドラッカー自身が強調したように，いかなる組織も手

段に過ぎないということである．いかなる意味においても組織は目的たりえな
い．手段を目的化させるほどドラッカーが嫌ったものはない．ドラッカー学会
も例外ではありえない．

現在まだ設立されて間もないということもあるが，学会にとって必要な人の
ほうが，学会を必要とする人よりもはるかに多い．いずれにせよ会員数はスムー
ズに4000人くらいになると思う．

仲間になる潜在層は広く大きい．ビジネスや非営利組織のみではない．糸井
重里氏，村上隆氏などのアートの世界の住人が彼のファンである．あるいは最
近，病院からの依頼で，看護師の方々相手の講演をしてきた．アート＆サイエ
ンス，つまり人や現場と向き合って仕事をする方々がますますドラッカーを必
要としている．このような領域の方々に是非仲間になってほしいと思う．

また，今後仲間になってくださる方々には，今現在ドラッカーを読んだこと
がないという人もいる．若い学生がそうだ．将来を構想する若い頃にドラッカー
と出会えるかどうかは，後の人生に大きな違いをもたらすと思う．そのような
方々にもっとマネジメントを知ってほしい．

あるいは，経営者として，ビジネスマンとして立派に仕事をしてきた方のな
かにドラッカーを読んだことがないという方が少なからずおられる．彼らはあ
る意味でドラッカーを必要としない．ドラッカーを読まなくとも，立派にマネ
ジメントができるからだ．しかし，そんな彼らが後になってふとしたことでド
ラッカーを読むと，多くの場合驚く．自分が意識せずに行ってきたことが，す
でにそこに書かれているからだ．そのような方々に仲間になっていただき，経
験や知恵を持ち寄り増幅させていくことで，学会活動はより豊かになっていく．
　そのような実践志向の方々にとっても，入会のメリットは大きい．ドラッカー
を読むことなくマネジメントを上首尾に行ってきた人々は，多くの場合，自ら
がなぜ成功してきたのかを知らない．少なくとも明示的な知識には置き換えて
いない．そのような方々がドラッカーの作品に出会うと，新しい自らの姿を発
見できる．より客観的に自らを見ることができる．そして同じような経験をす
る人々が自分以外にもじつに多くいることを知る．そこから知的実践的な交流
が始まる．

もちろん，すでにドラッカーを理解し，実践している方々はますます活発に
参加してほしい．ある警備保障会社などは，ドラッカーのいうとおりにやって
いることに気づいたが，そのことはあえて公にはしないことにしたのだという．
自ら考えたということで，モラールを上げるためだった．逆にP&Gの場合は，
社長自らがドラッカーに電話して経営の仕方を教わったことを公言し，そのこ
とを誇りにしている．松下電器の中村邦夫氏も，若い頃担当した事業に関して
ドラッカーが助けになったと述べている．トヨタのように，目立たないながら
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に違いない．そのために，ものごとを徹底しないと気が済まない人には，ドラッ
カーは理解しづらいだろうと思う．

知識社会における学会の役割

―今後の学会の成果をどうとらえるか．
上田　ジム・コリンズは大学の同僚と話をしていたとき，現代社会最高の思索
家は誰だと思うかと尋ねられたという．彼がドラッカーだというと，相手は「プ
ラクティカル過ぎる（too much practical）のではないか」と答えた．この批判こ
そドラッカーの本質をよく表しており，本人が聞けば大いに喜んだに違いない
ものである．

ドラッカー学会に実務家が比較的多いのは，まさにこのドラッカーの本質に
よる．同時に，ここが他の学会とは大きく異なるところである．そう考えるな
らば，研究成果は必ずしも印刷された論文ばかりではないのかもしれない．む
しろドラッカーの知見を応用した仕事そのものが研究成果である．アートの世
界のように作品を成果とするならば，仕事そのものを研究成果としても何らお
かしくはない．その意味では，いくら考えても，いくら行動しても，論文を書
かなければゼロという従来の学会像とはありようを異にする．

テーマ選びもドラッカーを超えてしまって何ら問題はないばかりか，推奨さ
れるべきである．ドラッカーのものの考え方，問題意識と方法論を使用して，
何ができるかを考える．それは実践であり，仕事そのものといってよい．ドラッ
カーの問題意識を深く掘り下げ，明らかにしていく研究はむろん必要だ．だが，
それだけでは足りない．彼の視座，思想を使用し具体化して，それを基礎に現
代の問題の実践指針とする応用研究がある．いわば臨床のドラッカー研究であ
る．
―実践もまた研究成果ということか．
上田　アメリカよりも日本のほうが，理論信仰が強い面もある．アメリカでは，
大学の教員がコンサルティングすることを推奨する風土がある．コンサルティ
ングをしなければ現場がわからず教えようがないから当然というわけだ．だが，
日本ではまだまだである．考えてみればおかしなことである．大学の医学部教
授に患者の診察を禁止するようなものだ．経営学者は現場から学ばなければ何
もできないはずだ．

だがそのアメリカでさえ，アイビーリーグなどでは週のコンサルティングに
割く時間には上限があるという．ドラッカーはそれを嫌って，ハーバード大学
の職も辞退した．

モダンが支配する空間では，言語や数字で客観的に理解できないものの価値
はゼロである．だが，ドラッカー学会は21世紀の学会である．ポストモダン
の学会である．細分化し，整序し，体系化していく研究活動も大事だが，それ

足が望みに向いていく．ドラッカーにならって私もよくこのことを話す．だが，
そう思わない人もいる．人に憶えられたいというのは不純であって，そのよう
なもののために自分は仕事をしているわけではないという人が，ごく稀にいる．
立派な姿勢だ．しかし，多くの人はそれだけでは難しい．やはり認められたい．
自らの家族，友人，同僚などに憶えられたい．ほめられたい．

人の望みは高尚なものばかりではない．しばしば俗っぽいものであり，そこ
に意味がある．ささやかさとは，こんな現世的な望みをも肯定する考え方であ
る．弱い人間をありのままに認め，肯定する考え方である．
―もう少し説明してほしい．
上田　ささやかさとはドラッカーの哲学全般を貫く形容詞ではないかと最近考
えるようになった．

たとえば社会的責任に対して彼が言うのは，第1に，社会に対する自らのイ
ンパクトを減らす，第2に，自らの本業を傷つけない範囲で社会に貢献すると
いったことである．彼が言う社会的責任はそれだけだった．

世間でCSRなどと大仰に旗を振る．それとは正反対である．これ見よがし
なものではなく，いたってささやかなものである．誰かが面倒を見なければな
らない社会の問題に気づかせてくれる．少し目線を上げた者同士，問題解決に
前進できる．

ここで大事なのは，「少し」目線を上げることだ．目線を上げ過ぎないことで
ある．目線を上げ過ぎると，大きなものしか目に入らなくなる．上を向き過ぎ
ることは人が陥りがちな罠であり，しばしば害をなす．すぐに遠大なところに
目がいくのはどこかおかしい．あまりにたくさんの責任を担おうとすると，結
局権力を求めることになる．かえって害をなす．あるケーススタディにあるよ
うに，年間何百時間以上NPO活動をしないと役員にしないといった，本末転
倒なことが起こってくる．これでは権力の濫用である．極端とはいかなること
であれ不健全である．

大事なのは「あいだ」である．彼は自分は，保守的保守主義者でも，進歩的進
歩主義者でもないという．彼は，キッシンジャーの先生格だったフリッツ・ク
レイマーと外交問題について議論したとき，「締まりのない考え」と批判された
と書いている．確かにとらえ方によってはドラッカーの考え方は締まりのない
ものである．だが，その締まりのなさ，あるいは生ぬるさは，意図したもので
ある．意図した生ぬるさとは，したたかな戦略性をはらむ．

そこで大事なのは目線である．少し下を向いているのと，少し上を向いてい
るのではまったく違う．質的に違う．目線の角度がいずれ決定的な違いとなっ
て表れるし，目線は上げれば上げるほどいいというわけではない．あくまでも
ほんの少し，ささやかなものであるべきだ．

彼の考えには継続と変革という2つの極の併存があり，ともに極端に走るの
を警戒する思考がある．恐らくそれは欧米の哲学体系では重要な前提であった
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ドラッカー学は21世紀文明学―本物は凝縮される

―新しい知的世界の構想について考えを聞かせてほしい．
上田　まずドラッカーが見通した変化の例を挙げればわかりやすいだろう．

グローバル企業というものがある．それはニューヨーク，東京，フランクフ
ルトの子会社といった形で活動拠点がグローバル化したことに問題があるので
はない．グローバル企業それ自体は企業形態の1つに過ぎない．機会と問題は，
市場がグローバルになったところにある．実はこれがドラッカーの洞察だった．
社会の高齢化の帰趨も同様だった．誰の目にも映っていながら，誰も何も言わ
ない問題がたくさんあった．今でも有効な問題意識ばかりだ．

今日で言えば，原油価格の高騰がある．食糧問題が新しい形で現れつつある．
資源配分の歪みがグローバル経済を損ないつつある．ファンドが怪物化しコン
トロールが効かなくなった．恐慌の可能性もある．政府系ファンドの行動様式
は，企業経営のみならず人々の生活に巨大な影響を持つにもかかわらず，それ
が何なのかは認識されていない．世界経済の原理が根底から覆されようとして
いる．

ドラッカーがこれを見れば，何もいわないはずがない．すべて経済の問題を
超えて，社会的政治的な問題だからだ．最初の一言は，「それらはマネジメン
トされなければならない」であるはずだ．定量的かつ定性的に把握されなけれ
ばならない．

新しいグローバル市場時代のマネジメントが，世界政府によるものか，協調
によるものかはわからない．だがいずれにしても，国家主権の譲与が問題の焦
点になる．すでに彼は『断絶の時代』のなかで，「主権国家には通貨について完
全な主権があるとの考えそのものが，間違いである．たとえ，かつてはそうで
あったとしても，グローバル経済の出現と同時に成立しえなくなったはずであ
る」と述べている．

彼の発言の端々から，その応用解を見出す道筋を得ることができる．そのた
めの努力をすることである．回答として正しいか正しくないかはさほどの問題
ではない．新たな問題に対して，新たな問いを発することのほうがはるかに大
切である．

これがわれわれに対してドラッカーが望むことでもあった．彼の考えはシン
プルだった．「私は検討のお役に立ちたい．しかし基本的な視座を忘れないで
ほしい．人間にとって何よりも大切な自由と責任を蔑ろにしてはいけない」．
これがドラッカーの願いだった．
―自由と責任は彼の思想の求心力となるものだ．
上田　そうだ．自由と責任を中核に据えて，変化を観察し記述することである．
これらを真面目に組織的に行えば，あっという間に3000頁の報告書になって
しまうはずである．これが新しい時代に書かれるべき「百科全書」かもしれない．

のみでは足りないのもそのためである．
そう考えると，ドラッカー研究とは21世紀の学問，とくに社会科学と深く

つながっている．その射程は従来の社会科学を超えた巨大な領域まで収めてい
る．ドラッカーは20世紀に身を置きながら21世紀を支配する思想家であり，
ゆえにポストモダンの思想家だからである．私はドラッカー研究にこそ意味と
意義を感じる．

むしろ，従来の社会科学というものが科学として成立することのほうが至難
である．経済学を例にとれば，それはものごとの経済的側面しか見ない．それ
では意味あるものとはなりえないのではないだろうか．そのような知的領域が
衰退していくのは当然といえば当然である．
―研究のドラッカーを超えた領域とはどのようなものか．
上田　ドラッカーも評価したフランスの思想家アレクシス・ド・トクヴィルは，

「新しい時代は新しい科学を必要とする」と述べている．新しい科学は古い科学
とそのなりたちを異にする．その模索のためにできることは，彼の業績に上積
みできる知見を探し，体系化することである．マネジメントをめぐる課題は常
に大きく変化している．ドラッカー自身も折に触れて『ハーバード・ビジネス・
レビュー』等に新たなものの見方を発表していた．

彼亡き後，『マネジメント』は現代を生きる者によって随時改訂される必要が
ある．彼はマネジメントに明確なコンセプト，そしてフレームを与えた．そこ
から見えるものを解釈し，伝えるのは現に生きる者にしかなしえない仕事であ
る．

あるいは，もしドラッカーが200歳まで生きたらここまで見通したであろう
ということを書き記す作業もある．それは1つの世界であり，体系となる可能
性を秘めている．マネジメントに加え，社会生態学からの世界観，方法論は，
ポストモダンの時代における1つの体系たりうるということだ．

国家社会があり，企業があり，個人がある．それらには異なる課題がある．
しかしすべてに通底するマネジメント上の問題意識がある．あるいは社会生態
学上の問題意識がある．それらを現代の視点で理解し，解釈していくこと，そ
して実践の土台とすることに無限の可能性がある．

言い換えるならば，ドラッカーの視座を使って，現在の変化をどう見るかと
いうことである．視座には現実の流れとともに生成消滅するものもあれば，い
つの時代も変わらぬ真理に関するものもある．そして世界には誰からも見られ
ることなく放置されている問題がたくさんある．それらについて観察し，分析
し，思考し，書ける人々が多く出てくれば，ドラッカー学会は飛躍的に発展す
るとともに世界のお役に立てるはずである．そうなれば，もはやドラッカー研
究という枠組みをはるかに超越する新しい知的世界を切り開くことにもなるだ
ろう．
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むろんそこでのコンセプトはポストモダンによることになる．すでに知られて
いるものの合理による体系化ではない．いまだ知られざるものの体系化である．
そうすることで，将来何を知らなければならないかが見えてくる．

だが，それだけではない．新時代の百科全書は凝縮されなければならない．
偽物が蒸発するのに対し，本物は凝縮される．逆にいえば，あらゆるもので凝
縮されないものは消滅していく．凝縮されるものは受け継がれ，発展していく．
すべてがすべてにつながっているからである．ドラッカーは本物だから，必ず
凝縮されていく．恐らく最終的に凝縮されて残るエッセンスともいえるコンセ
プトが，自由と責任による自治であろう．いまだ見ぬ新時代のなかでどう自由
と責任を解釈し実現していくか．ドラッカー学は21世紀文明学である．　

インタビュアー・構成／井坂康志

【略歴】  本会代表，ものつくり大学名誉教授，立命館大学客員教授．慶應義塾大学経済
学部卒業．ドラッカー著書のほとんどを翻訳．著書に『ドラッカー入門―万人
のための帝王学を求めて』ダイヤモンド社．

研究論文
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来のことである．
2006年は，幅は縮小したが，それでも20億ドルの赤字を計上している．さ

らに2007年は，当初リストラ効果もあり，本業自動車事業の赤字は縮小しつ
つあったが，個人向け住宅融資（サブプライムローン）問題の余波で金融関連会
社GMACの損失が拡大し，通期で1992年の赤字を大きく上回る，過去最大の
387億3200万ドルの赤字に陥ることになった（『日本経済新聞』2007年11月18
日）．　

このような不振の背景にあるのは，この間のGMの市場シェアの大幅な低下
である．GMのメインランドである米国での市場シェアは，1980年代以降低落
を続けている．70年代までは50%を超えていたが，80年代には40%を割り込み，
今日まで一貫して低落を続けて，今日では25%も割り込んでいる（『日本経済新
聞』2006年1月12日）．

他方，1970年代にはまだ先行するGMの背中も見えなかった日本の自動車
企業の進出は著しく，とくにトヨタ自動車の進出はめざましい．2007年には，
総生産台数（ダイハツ工業，日野自動車を含むグループとしての）が940万台を
超え，925万台のGMを追い越し，史上はじめて世界一を実現した．

このような状況展開の背景にあるのは，何よりも1980年代以降の自動車市
場の急速なグローバリゼーションと，それに対する世界主要自動車企業の対応
戦略の結果であるといってよいであろう．

さらに，環境・資源エネルギー問題に対する消費者の価値観が大きく変わる
なかで，グローバル化する市場でますます重要性を増してきているのは，これ
らの課題に配慮された技術開発，製品開発である．

こうして1980年代以降，自動車産業をめぐる市場環境と技術・製品環境は，
大きく転換した．いうまでもなく，このような環境変化に対して，企業サイド
の競争パラダイムも大きく転換を迫られることになった．

1980年代以降の世界市場での自動車企業の浮沈を決めたのは，まさにこの
ような要因であった．そこでは，各社にとって，1970年代までの各国国内市
場を主戦場とした競争戦略パラダイムからの転換が問われた．

その点は，米国という世界最大の自動車市場を支配しているとはいえ，GM
にとっても同様であった．

しかし，結果と経過をみる限り，これまでのGMは，この点できわめて不十
分な対応しか果たせていないようにみえる．

ところで，このようなGMの今日の窮状の危険性を早い時期から警告してい
たのは，「マネジメント学の発明者」，P．F．ドラッカーである．

周知のように，ドラッカーには，『企業とは何か（Concept of the Corporation）』
と題する，1946年刊行の名著がある．本書は，これもよく世に知られている
ように，ドラッカーが1940年代半ば，GMそのものからの依頼でGMの内部を
調査し，それにもとづいて書かれた，ドラッカーにとっても最初の本格的な，

GMとドラッカー
― スローンはなぜドラッカー『企業とは何か』（1946年）

を無視したのか．その結果は
坂本和一
（立命館大学）

【要旨】

今，米国自動車企業の雄，GMの経営が揺れている．しかし，ドラッカー
はすでに最初の経営書『企業とは何か』（1946年）で，GM経営の将来に危惧
を表明した．60年前のドラッカーのこの危惧が，いまGMを悩ませている．
GMはなぜ，ドラッカーの警告を受け止められなかったのか．この疑問に
迫る．

「経営政策というものは一時的なものでしかありえず，常に陳腐化
の惧れがある……．」
「GMが認めることのできなかった考えが，マネジメントについて

のこの考え方だった．彼らはマネジメントという科学の先駆者を自
認していた．マネジメントとは医学と同じように，基本的に実務で
あり，科学はその道具にすぎないとの私の考えは到底認めることが
できなかった．事実GMは，戦後，1920年代から30年代にかけて練
り上げた経営政策と組織構造に復帰し，部分的な修正は加えたもの
のほとんどそのまま今日に至っている．」

―P. F. Drucker, Concept of the Corporation，1946, Epilogue（1983）： 
上田惇生訳『企業とは何か』ダイヤモンド社，2008年，272 ～ 274ページ

はじめに
1954年，『フォーチュン』誌の全米企業ランキングが発表されるようになっ

て以来，半世紀にわたりそのトップ・グループの座の常連であり続けてきた，
米国を代表する大企業GM（General Motors Corporation）が，21世紀に入って，
経営不振に病んでいる．

GMは，2001年以降，純利益の伸び悩みに直面してきたが，2005年にはと
うとう通期で105億6700万ドル（約1兆1500億円）の赤字に転落した．通期赤
字は，1992年，235億ドルという米国企業史上最大（当時）の赤字を計上して以



14 15研究論文 GMとドラッカー―スローンはなぜドラッカー『企業とは何か』（1946年）を無視したのか．その結果は

ということである．
GMは，1908年，投資家ウィリアム・C・デュラントにより，自らの手で育

てた当時米国最大の自動車会社，ビュイック（Buick）社を支配する持株会社と
して設立された．その後，GMは，1908年から1910年にかけて，1897年設立
の老舗自動車会社オールズ（Olds）社を皮切りに，オークランド（Oakland）社，
キャディラック（Cadillac）社など，後にGMの自動車ブランドを構成すること
になる主要な自動車会社を中心に，合計25の会社を株式交換などの方法で傘
下に収めた．

デュラントは，当時もう一つの有力自動車会社フォード（Ford）社に対して
も参加を持ちかけたといわれる．しかし，フォードはこの話に乗らず，独自の
道を歩むことになった．

しかし，1910年，デュラントは買収資金で負った多額の負債のため，GMの
支配を手放し，GMを去った．

デュラントはGMを去った後，1911年，シボレー（Chevrolet）社の設立に関
わった．さらに1916年，デュラントはピエール・S・デュポンの支援を得て，
GMにカムバックした．そして，1917年には，シボレー社をGMの傘下に収めた．

しかし，1919年からの景気低迷はGMの経営を直撃し，工場はほぼ全面的
に停止状態に陥った．1920年，ついにデュラントは経営不振の責任をとって
社長を辞任し，再びGMを去ることになった．

（2）事業部制の導入
1920年，デュラントが去った後，GMは組織の建直しを迫られていた．デュ

ラントの辞任後社長の座を引き継いだデュポンは，この組織建直しの仕事を，
アルフレッド・P・スローンの手に託した．当時スローンは，GM傘下の部品・
アクセサリー・メーカー，ユナイテッド・モーターズ社の社長であり，同時に
GMの取締役と経営委員会のメンバーにも加わっていた．

スローンは新社長デュポンの要望に直ちに応えて，1920年末の経営委員
会に組織改革案を提案した．改革案は，経営委員会，取締役会で承認を得，
1921年早々から実行に移されることになった．この組織改革案こそが，企業
組織改革の歴史を画することになる「事業部制」の導入であった．

スローンがこのように機敏に組織改革案を提起できたのは，すでに1年前に
前社長デュラントから求められて改革案『組織についての考察』を準備していた
からである．

GMは，すでにみたような主として買収によるその成立経過や，さらに第一
次大戦後にとった一層の拡大路線の結果として，大きなひずみと弱点を抱えて
いた．それが経営不振時に一挙に噴出してきた感があった．スローンは，その
状況をつぎのように述べている．
「GMは組織に大きな弱点を抱えていた．第一次世界大戦中，そして戦後の

企業の内部組織研究であった．それは，ドラッカーの「マネジメントの発明者」
としての名を後世に残すことになった，引き続く一連のマネジメントの書，『現
代の経営』（1954年），『経営者の条件』（1964年），『創造する経営者』（1966年），

『マネジメント―課題・責任・実践』（1974）などの基礎になった記念碑的作品
であり，また合衆国を代表する大企業GMの内部組織の最初のケーススタディ
でもあった．

しかし，本書は，GMの総師アルフレッド・P・スローンの受け入れるとこ
ろとはならなかった．スローンは，ドラッカーの本書をみて，その成果を打ち
消すべく，後に1963年刊行の『GMとともに（My Years with General Motors）』に
結実する自著の執筆を決意したとされる．そして，このスローンの著書こそが，
以後GM内のいわば経営のバイブルとして君臨することとなった．それは今日
も変わらない．

ドラッカーは，GMを研究した自著が無視され，代わってスローンの著書が
権威付けられた組織の内部状況に対して，個人的，主観的な感情のレベルでは
なく，客観的なGMの将来への展望の問題として危惧を表明した．もっとも体
系的なそれは，『企業とは何か』1983年版エピローグにおいてである．

スローンの著書『GMとともに』は，今日でも，経営実学のバイブルとして，
世界的に広く読まれ，高い評価をえている．それにもっとも忠実な組織として
固められてきたGM自身が，いまなぜ，このように呻吟するのであろうか．

他方，ドラッカーは，スローンの経営観に何をみ，そこからGMの将来に対
するどのような危惧を感じたのであろうか．

1．20世紀企業改革の雄としてのGM―スローンの功績

少なくとも1960年代まで，GMは20世紀企業改革の雄であり，米国企業の
象徴であった．今日も合衆国企業のステータスを表示する『フォーチュン』誌の
全米企業ランキングが発表されるようになったのは1954年からであるが，そ
れ以来，半世紀にわたりGMはそのトップ・グループの座の常連であり続けて
きた．そして，1923年から56年までの33年間，GMをCEO（最高経営責任者）
として率いてきたスローンの著書，1963年に刊行された『GMとともに』は，今
日に至るも多くの企業経営に関心を持つ人々に読まれ，「20世紀最高の経営書」
と評価されている．

このGMの存在を磐石のものにしたのは，1920年代，スローンに主導され
て実現した組織改革，事業部制の導入であった．

（1）GMの設立と経営危機―創立者デュラントの退陣
GMにおける事業部制の導入について語る際，その前提としてはじめに確認

しておかなければならないのは，そもそもGMがどのような経過で成立したか
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分権化に）．このような課題に先進的な解決形態を世に提示した両社の経験は，
当時の企業の直面する問題に有力な解答を提示することになった．そのような
こともあって，事業部制はその後，デュポン・タイプの企業でも，GMタイプ
の企業でも，企業の世界に広く普及することになった〔以上，事業部制の採用
については，Chandler（1962）を参照〕．

　
（3）スローン『組織についての考察』の考え方―事業部制の原理と実践

それでは，事業部制構築の基本となった，スローンが『組織についての考察』
で提示した組織改革構想とはどのようなものであったか．

その要点をスローンの著書『GMとともに』にもとづいてみておく〔Sloan
（1963）：邦訳，60 ～ 67ページ〕．

まず前提となっているのは，「従来の効率性をいっさい損なわないようにし
ながら，幅広い事業全体に権限ラインを確立して，全体の調和を図る」ことで
ある．

その上で基本となるのは，つぎの2つの「原則」である．

原則1　 各事業部の最高責任者は，担当分野についてあらゆる権限を持つこ
ととする．各事業部は必要な権限をすべて有し，自主性を十分に発
揮しながら筋道に沿って発展を遂げていける．

原則2　 全社を適切にコントロールしながら発展させていくためには，本社
が一定の役割を果たすことが欠かせない．

ここには，事業部への「分権化」と，本社による一体的コントロールのための
「集権化」という，よく知られた事業部制の2つの大原則が述べられている．こ
のように述べてしまうと，なんの変哲もない原則の表明である．

しかし，周知のように，事業部制の成功も失敗も，この2大原則の現実の運
用に懸かっているといっても過言ではない．事業部制を採用した企業にとって
は，かつても今も，この原則の有効な運用との闘いである．

そのことを誰よりも早く体感したのは，多分スローン自身であったであろう．
そのような現実の苦労を，スローンはつぎのような言葉で語っている．
「組織について語る際にはいつも，適切な表現が見つからずに苦しむ．さま

ざまな相互関係の実情を，ありのままに表せないのである．加えてその都度，
各事業部の完全な独立，調和の必要性，本社によるコントロール，などといっ
た別の側面に光を当ててしまうのである．しかしいずれにせよ，カギを握るの
は『相互関係』である．」〔Sloan（1963）：邦訳，63ページ〕

スローンはそのことを察し，5つの「目的」という形で，さらに上の原則をい
かに運用すべきかを説いている．

インフレ期には表立ったひずみは見られなかったが，1919年末から20年にか
けては見過ごせない問題へと発展した．各事業部ともに生産能力の拡大を計画
しており，要求すれば巨額の予算を得ることができた．ところが，資材コスト
と労働コストが急騰したため，拡大の完了を待たずに予算が底を突いてしまっ
た．各事業部の支出は軒並み予算をオーバーした．事業部間で予算の奪い合い
が始まり，経営上層部でもさまざまな思惑が交錯するようになった．」〔Sloan

（1963）：邦訳，36ページ〕
スローンの『組織についての考察』は，このような状況を打開することを念頭

において作成されたものであった．したがってそれは，抽象的，一般的な組織
理論からの結論ではなく，現実にGMが直面していた組織上の解決課題からの
帰結であった．

この点で留意される価値があるのは，化学会社デュポン社の採用した事業部
制との違いである．1916年デュラントのGMカムバックを支え，また1920年デュ
ラント退陣後，GMの社長に就任したのがデュポン社を率いるピエール・デュ
ポンであったこともあって，GMの事業部制はデュポン社に倣ったものである
かのようにみる向きもあった．しかし，両社における事業部制導入の事情を具
体的にみてみると，まったく正反対の状況がその背景になっている．

一方のデュポン社は，よく知られているように19世紀からの著名な爆薬製
造会社であったが，第一次大戦を境に急速に化学会社として製品分野の多角化
を展開した．しかし，その組織体制は，それまで，伝統的な当時の多くの合衆
国企業と同じように機能部門別の集権的な組織体制をとっていた．そこで，デュ
ポン社にとっては，多角化した事業構造に相応しい組織体制として，分権的な
事業部制が志向された．

他方，GMの方は，事情は全く逆であった．すでにみたその成立ちの経過か
らわかるように，GMは，そもそも著しく分権化された状況におかれており，
極端にいえば，独立会社の寄り集まりといっていい状況であった．ここでは，
むしろ分権化のメリットを残しつつも，いかにして一つの会社としての統一性
を確立するかが課題であった．

スローンの作成していた『組織についての考察』は，GMのこのような現実的
な課題を解決しようとしたものであった．

こうしてデュポン社とGMは，実際，人脈と資本で深いつながりをもってお
り，しかもほとんど同じ時期，第一次大戦直後に事業部制の導入に踏み切るこ
とになったが（デュポン社の方は，GMの導入の9 ヶ月後に事業部制を採用し
た），その現実的な背景は，全く異なるものであり，それぞれ独自の必要から
結果的には同様の仕組みを持つ組織体制に行き着くことになったのであった．

実際，米国の多くの企業も，また世界の主要企業も，そのころから規模の拡
大と事業構造の複雑化のなかで急速にデュポン社やGMと同様の企業組織問題
に直面することになった（あるものは過度の集権化に，またあるものは過度の
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感を増してきた大企業の組織の実態と社会的意味を，その内部の具体的な実態
を踏まえて解明した最初の学術書であった．

よく知られるように，ドラッカーは，同書のなかで，まずはじめに，到来し
つつある産業社会において人間の生活と生き方を規定し，方向付け，その社会
観を定め，また問題を生み出すとともに問題を解決していく代表的な社会組織
が「企業」という存在であることをあきらかにし，この社会的存在を徹底的に分
析することの重要性を強調した．

このような観点に立って，ドラッカーは，1943年，機会を得て，米国の代
表企業GMの内部調査をベースとして，具体的に現代の企業はつぎの3つの側
面をもつことをあきらかにした．

第1　事業体としての企業
第2　社会の代表的組織としての企業
第3　産業社会の存在としての企業

（1）事業部制の評価
まず「事業体としての企業」という側面では，ドラッカーは，「そもそも企業

が社会や人間のために働くには，事業体として機能できなければならない．あ
らゆる組織と同じように，まず組織として存続することが必要である」ことを
強調した．

さらにその上で，「企業とは人間組織である」ということ，「企業においてもっ
とも重要なものが人間組織である」ということ，そして「人間組織の存続こそ絶
対の規範である」とした．

このような企業の存在意義の確認に立ち，ドラッカーは，そのような企業
存続のための経営政策として，GMが1920年代に実現した組織改革，組織分
権制としての事業部制の原理とその機能，その意義を詳細にあきらかにした．
GMの組織改革，事業部制についての，この紹介は，史上はじめての試みであり，
社会的に大きな関心を呼んだ．ドラッカーの『企業とは何か』は，この事業部制
を最初に世に紹介した業績であり，事業部制が後に企業の組織改革の流行とな
るきっかけとなった．

ドラッカーは，まずはじめに「企業は存続しなければならない」として，つぎ
のように問題提起をする．
「企業にとって重要なことは，経済効率に優れた生産という共通の目的に向

けた人間活動のための組織として存続することである．そのために必要とされ
るものが，管理と目的を調和させ，弥縫策ではない変化への対応を可能にし，
かつ現場の仕事を評価するための尺度と枠組みとなりうる経営政策である．」

〔Drucker（1946）：邦訳，39ページ〕
これに続けて，ドラッカーは問う．「企業はこれらの問題を解決できるだろ

うか」と．

目的1　 各事業部の役割を明確にする―その際には他事業部との関係のみ
ならず，本社組織との関係をも定めなければならない．

目的2　 本社組織の位置づけを定め，全社との足並みを揃えながら必要で合
理的な役割を果たせるようにする．

目的3　経営の根幹に関わる権限は，社長すなわちCEOに集中させる．
目的4　 社長直属のエグゼクティブを現実的な人数に絞り込む．他に任せて

おけばよい事柄から社長を解放して，より大きな全社的な課題に集
中させるためである．

目的5　 事業部や部門が互いにアドバイスを与え合う仕組みを設けて，それ
ぞれが全社の発展に寄与できるようにする．

以上のような原則と目的にもとづいて形作られたGMの事業部制は，1921
年早々から実施された．この組織構図の基本は，第二次大戦後も，さらに21
世紀の今日にいたるまで変わることなく継続している．
『GMとともに』が刊行されたのは1963年である．スローンはそれまでの実

践を振り返り，同書の締めくくりの部分で，繰り返し事業部制運用の難しさと，
同時に事業部制の筋道の有効性を説いている．

スローンは，「なぜある経営が成果を上げ，他がつまずくかは，容易には述
べられない」としながらも，「権限の分散と集中をうまくバランスさせ，分権
化を進めながらも全体の足並みを揃え続けるのが，優れた経営の秘訣である」

〔Sloan（1963）：邦訳，491ページ〕と述べている．
スローンは，さらに以下のように述べて同書を締めくくっている．

「本書ではGMの組織についても説明したが，読者の皆さんに，私が『組織は
すでに完成している』と考えているとの印象を与えてしまっていなければよい
のだが．企業は例外なく変わり続けていく．変化は好ましい方向，好ましくな
い方向，両方があり得る．私はまた，組織は放っておいても動いていく，との
印象を皆さんに残していないことも願っている．組織が判断を下すことはあり
得ない．組織の動きは，既存の尺度に沿って，秩序立った判断が下せるような
枠組みを用意することだ．判断を下し，その判断に責任を持つのは，一人ひと
りの人材である．」〔Sloan（1963）：邦訳，499ページ〕

2．�GMの事業部制からドラッカーは何を学んだか�
―ドラッカー『企業とは何か』（1946年）があきらかにしたこと

1920年代に導入され，以後20世紀の企業組織改革の大きな指針となってき
たGMの事業部制を実際にGMの内部にまで入って調査し，その現代的意義を
誰よりも早く社会的にあきらかにしたのは，ドラッカーであった．1946年刊
行された『企業とは何か』は，20世紀前半から半ばに，急速にその社会的存在
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た時代遅れの規則を経営政策と名づけ，聖なる牛のように扱うことにもなる．」
〔Drucker（1946）：邦訳，39ページ〕

経営政策についてのこの指摘は，ドラッカーの予想を越えて，スローンおよ
びGMトップとの関係で厳しい問題を孕むことになった．

（2）従業員関係のあり方
第2の，「社会の代表的組織としての企業」という側面からは，ドラッカーは

とくに企業という組織とそれを構成する従業員との関係の新しいあり方を提案
した．

ドラッカーは，まず，「もし企業がアメリカ社会の代表的組織であるならば，
それはこれらアメリカ社会が信条とするものを体現する存在でなければならな
い．一人ひとりの人間に機会の平等を与え，位置づけと役割による尊厳をあた
えなければならない」という考え方を出発点におく．そして，「一人ひとりの人
間に位置づけと役割が必要であるというということは，産業社会にあっては，
人は社会における位置づけと自己実現の喜びを，企業の一員すなわち従業員と
して得るより他にないことを意味する．すなわち個としての人間の尊厳は，仕
事を通じてのみ得られる」〔Drucker（1946）：邦訳，130 ～ 131ページ〕とする．

しかし，現実の産業社会では，人々の社会における位置づけと役割，自己実
現と充足が必ずしも実現されているわけではない．それはなぜか．その一つの
答えは，現代最先端の大量生産工場での仕事がいかにも単調で，それは創造力
の発揮どころか，単なる賃金のための労働になっているからである．

しかし，ドラッカーはこのことが示す一面の真実を認めつつも，問題のより
重要な点は，仕事の内容ではなく，仕事の重要度への認識であると指摘してい
る．そして，実例を戦時生産の経験から取っている．ドラッカーはいう．
「戦時の経験はさらに多くを教える．イギリスでは，戦時下にあって働く人

たちが，かつてない充足，自己実現，市民性，自信，誇りを経験したことが報
告されている．しかもこの現象は，機械化が加速的に進行するなかで見られた．
アメリカでも西部のある航空機部品メーカーから似た経験が報告されている．」

〔Drucker（1946）：邦訳，146 ～ 147ページ〕
「これらのことは，何が問題かを明確に示している．確かに単調さという問

題は残る．……だが最大の問題は，それら作業上のものではなく，社会上のも
のである．大量生産産業では，仕事に働きがいを見出すうえで必要な，仕事の
意義づけが行われていない．そこに働くものは，いかなる製品もつくっていな
い．何をなぜ行っているかを知らない．仕事は賃金以外にいかなる意味もない．」

〔Drucker（1946）：邦訳，144ページ〕
現代企業における従業員という存在についての，このような評価に立ち，ド

ラッカーは企業が直面する問題を解決し，創造性を高めるために，仕事を進め
るうえでの，さまざまな側面での従業員の参画を提案した．ドラッカーはいう．

このような問いへの回答として，ドラッカーはGMの事業部制，分権制を評
価する．

GMは，「規模に伴う問題」「多様性にかかわる問題」「事業部の自立性にかか
わる問題」，さらに「一体性の問題」，といった相矛盾する関係も含むような多
様な問題を抱えた大企業である．このような現代を代表する企業であるGMが，
事業部制を採用し，これらの問題を一体的に解決するのに成功した．ドラッカー
はいう．
「事業部に最大限の独立性と責任を与えつつ，全体の一体性を保持した．集

権と分権のバランスに成功した．これがGMの分権制である．」〔Drucker（1946）：
邦訳，44ページ〕
「GMの分権制は，本社経営陣と事業部経営陣の関係にとどまらない．職長

を含むあらゆるマネジメント上の階層に適用される．それはまたGMの内部に
とどまらない．事業上のあらゆる取引先，とくにディーラーとの関係にまで適
用する．まさにスローンとその同僚にとっては，分権制こそ，近代産業社会
の直面するほとんどあらゆる問題への答えである．」〔Drucker（1946））：邦訳，
46ページ〕

こうして，分権制はGMにとっては，広く適用されるべき組織の基本原理と
なった．ドラッカーはこの分権制がいかにメリットに富むものであるのかを，
GMの内部の，以下のような生の声を紹介して，示している．

・意思決定のスピードが速い．
・GM全体の利害と事業部の利害との間に対立が生じない．
・万事に公正が確保されている．
・民主的な実力主義が実現されている．
・エリートとその他大勢の差別がない．
・マネジメントの責任を担う人間が大勢いる．
・事業部の業績や事業部長の能力がはっきり現れる．
・ 何のために何を行っているかがわからないという，一方的な命令によるマ

ネジメントは行われていない．
これらの説明からも明らかなように，「GMでは，分権制は組織の原理とし

て正しいとされているだけではない．現実に実行され，成果をあげている」
〔Drucker（1946）：邦訳，48ページ〕と，ドラッカーは彼自身のGM内部での
調査の実感を通して高く評価している．

しかし，他方でドラッカーは，外部環境の変化との関係で，経営政策には絶
えず陳腐化の危険があることも指摘した．
「変化するには経営政策が必要とされる．それを策定するものも必要とされ

る．しかし経営政策は，その本質および機能からして，しばしば日常の活動か
ら切り離される惧れがある．……これは重大な危険である．それでは自分たち
が行っていることが何であり，なぜであるのかがわからない．意味のなくなっ
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この著作はGM社内でおかれることも，言及されることも固く禁じられたと，
ドラッカー自身はいう．

スローンはドラッカーの『企業とは何か』が刊行された17年後の1963年，彼
自身が生涯を閉じる3年前に，今日も「20世紀最高の経営書」といわれる名著，

『GMとともに』を世に問うた．このなかでは，スローン自身が主導してきた
GMの経営改革の詳細が自伝風に紹介されている．そのハイライトは，彼自身
も自負するように，何といっても1920年代の事業部制，分権制の導入であった．
それは，これがGM再建の切り札であったからである．

後日，スローン自身がドラッカーに語ったところによれば，『GMとともに』
を書く気になったのは，実はドラッカーの『企業とは何か』の刊行であったとい
う．しかし，この『GMとともに』のなかでも，先行してGMの事業部制の原理
とその意義を世に紹介したドラッカーの『企業とは何か』に触れることは一切な
かった．

スローンは，なぜドラッカーの『企業とは何か』を評価しなかったのか．ある
いは無視したのか．

ドラッカーは，後年，『企業とは何か』の1983年版の終章に加えたエピロー
グ「成功を原因とする失敗」のなかで，スローンが『企業とは何か』を受け入れな
かった理由として，つぎの3つの点をあげている．

第1．経営政策（マネジメント）についての考え方
第2．従業員関係，従業員政策についての提言
第3．大企業は公益にかかわりがあるとする考え方
そして，これらのいずれもが，戦後のGMの成功の元となり，しかしまたの

ちには不振の元となったものであった，と述べている．
これらの点をもう少し具体的にみてみる．

（1）経営政策（マネジメント）についての考え方
スローンとGMにとって気に入らなかった第1の点は，「経営政策というも

のは一時的なものでしかありえず，常に陳腐化の惧れがある」というドラッカー
の考え方であった．

スローンとGMにとっては，「経営政策とは原理であって恒久的たるべきも
の．少なくとも長期に続くべきもの」であった．つまりスローンとGMは「物理
の法則のような絶対的な原理を発見したと考えていた．それは徹底的に検討し
検証したものであって，間違いのありようのないもの」だった．

しかし，ドラッカーの考え方は，「経営政策というものは，人が考えたもの
であるからして唯一絶対たりえず，せいぜいのところ，正しい問いを見つける
ための問題提起にすぎない」というものであった．

ドラッカーは述べている．
「GMが認めることのできなかった考えが，マネジメントについてのこの考

「したがって難しくはあっても，働く者のために行っている職場コミュニ
ティにかかわる仕事に，働く者自身を参画させなければならない．今日経営側
は，それらの仕事を働く者たちに行わせず，自ら行いすぎている．」〔Drucker

（1946）：邦訳，184ページ〕

（3）企業の社会的責任について
第3の，「産業社会の組織としての企業」という側面からは，とくに企業とい

う組織の果たすべき社会的責任について強調した．
この点でドラッカーが立脚するのは，「いずれにせよ企業とは，社会のため

の道具であり，社会のための組織である」という点である．「したがって，社会
は企業に対し，その存在理由である経済的機能を果たすことを要求しなければ
ならない．これこそ企業に対する絶対の要求である．企業が存続し機能する
うえで必要とする絶対の要求と並ぶ絶対の要求である」と，ドラッカーという

〔Drucker（1946）：邦訳，196ページ〕．
それではこの2つの絶対的な要求はいかなる関係にあるのか．社会が繁栄し

機能していくうえで必要な条件と，企業自身が機能するうえで必要な条件は，
調和するのか，対立するのか．「ここで少なくとも言えることは，社会が自由
企業体制のもとで機能するには，これら2つの条件が同一の経済政策によって
満たされなければならないということである．社会の利益のための経済政策
が，企業が機能するための経済政策と相容れないのであっては，社会と企業の
いずれもが麻痺することになる」〔Drucker（1946）：邦訳，196 ～ 197ページ〕と，
ドラッカーはいう．

こうしてドラッカーは，現代企業は自らの存続のためにその経済的機能を果
たすと同時に，自らの属する社会の存続のためにその機能を発揮する社会的責
任があることを強調した．

3．�『企業とは何か』とスローン�
―なぜスローンは『企業とは何か』を評価しなかったのか

ドラッカーは，GMの細密な内部実態調査の結果を踏まえ，それを通して第
二次大戦後急速にその存在感を拡大してくる企業の社会的な意味，役割を，『企
業とは何か』を著して世に問うた．『企業とは何か』は，当初のGM経営陣や出
版社の予想に反して，ベストセラーとなった．

ドラッカーは，当然のこととして，米国のどの企業よりもGM自身が自分の
意見に耳を傾けてくれることを期待した．

しかし，GMの総師スローンは，ドラッカーにGM調査を自ら依頼し，調査
活動を好意的に支援したにもかかわらず，その成果，『企業とは何か』を全く評
価しなかった．というよりもむしろ，これを意識的に無視した．

スローンは刊行された『企業とは何か』に言及することは一切なかった．また，
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問題にも関係をもたざるをえないとした．しかし，スローンとGMの経営幹部
は，GMに経済的機能を超えた権限と責任を与えることを拒否した．スローン
にとって企業とは，それに固有の機能，つまり経済的機能に専念すべきものだっ
た．
「権限なきところに責任はなく，社会的な責任を自負する企業は，いかに自

制しようとしても，社会的な権力を要求することになるという考えそのものは
間違いではなかった．また，企業に限らずあらゆる組織が，その得意とする能
力に限りがあり，その能力を超えた領域では成果はあげられないという考えも
間違いではなかった」と，ドラッカーもGMの考えに理解を示している〔Drucker

（1946）：邦訳，284ページ〕．
しかし，ドラッカーは主張した．「今日われわれは，いかに理屈が通ってい

ようとも，GMの考えが適切でなくなったことを知るに至っている．それは，
一般に言われるように，企業，病院，大学，労組などの組織には，それぞれの
機能と能力を超えた社会的責任があるがゆえに適切でなくなったのではない．
われわれは今日，新しい種類の多元社会を迎えている．……まさにこのような
変化を認めず，自らのやり方や，ほかとの関係，責任，立場について徹底的に
検討しなかったことが，GMのその後の弱化の原因となり，ある意味では経営
陣としての責任の放棄を招いたといえる」〔Drucker（1946）：邦訳，285ページ〕，
と．

4．�ドラッカーの警告とGM�
―GMの窮状をもたらしたものは何か

（1）1970年代以降GMの窮状
スローンが生涯を閉じたのは1966年，『GMとともに』を世に問うた3年後の

ことである．そのころまでのGMは，売上高純利益率が大体7％台以上を保ち，
米国ナンバーワン企業に相応しい業績を確保してきていた．

そのような実績を背景に，GMは自ら米国を代表する企業であることを自認
し，また社会的にも広くGMが米国を代表する企業であると認められる状況が
つくられていた．

1950年代アイゼンハウアー大統領政権下で国防長官に抜擢されたGM社長
ウィルソンは，「GMによいことは，米国にもよいことだ」といって憚らなかっ
た．

しかし，1970年代に入って以降，GMの経営業績の足取りは，危うさを感じ
させることが多くなってきていた．

GMの経営業績は，1970年代に入ると，売上高純利益率が6％台以下に割り
込み，1980年にはマイナスへの落込みを経験した．さらに，1990年代はじめ
には，世界的なマクロ経済の落ち込みもあって，3年連続のマイナスに落ち込み，

え方だった．彼らはマネジメントという科学の先駆者を自認していた．マネジ
メントとは医学と同じように，基本的に実務であり，科学はその道具にすぎな
いとの私の考えは到底認めることができなかった．事実GMは，戦後，1920
年代から30年代にかけて練り上げた経営政策と組織構造に復帰し，部分的な
修正は加えたもののほとんどそのまま今日に至っている．」〔Drucker（1946）：
邦訳，272 ～ 274ページ〕

（2）従業員関係，従業員政策についての提言
第2に，スローンとGMが気に入らなかったのは，従業員関係，従業員政策

についての考え方であった．
ドラッカーは『企業とは何か』で，第二次大戦時下での経験から，「戦後の従

業員関係の基本は，仕事と製品に誇りをもちたいという従業員の意欲におくべ
きであり，労働力はコストではなく資源としてとらえるべきである」というこ
とを提言した．
「マネジメント的視点をもつ責任ある従業員と，職場コミュニティの実現」が

ドラッカーの一貫したキーワードであった．
この考え方は，スローンの後継者と目されていた当時の社長，チャールズ・

E・ウィルソン（Willson）の賛意を得ていたが，スローンやGMのトップ主流の
共感を得ることができなかった．さらに，この考え方に対しては，全米自動車
労働組合（UAW）が強烈に反対した．従業員の全米横断組織からすれば，ドラッ
カーの考え方は，組織分断を進めるものだったからである．

こうして，従業員関係についてのドラッカーの考え方はスローンとGMトッ
プ主流の受け入れるところとはならず，無視された．戦後この考え方を，むし
ろ積極的に受け入れたのは，日本企業であった．

この点について，ドラッカーはつぎのように述べている．
「責任ある従業員と職場コミュニティの実現を目指したウィルソンの試みを

つぶしたGMの経営幹部が大きな間違いを犯したことは，いささかの疑いもな
い．しかしそれ以上に，労組のリーダーたちの行ったことが間違いだった．そ
うすることによって彼らは，アメリカの労働組合運動を不毛と無能に追い込み，
やがてまったく無意味な存在にしてしまった．私自身について言うならば，マ
ネジメント的視点をもつ責任ある従業員という考えこそ，もっとも重要な考え
であって，社会に対する最大の貢献だったと自負している．」〔Drucker（1946）：
邦訳，280ページ〕

（3）大企業の社会的責任について
第3に，スローンとGMが気に入らなかったのは，大企業の社会的責任につ

いての考え方であった．
ドラッカーは『企業とは何か』で，企業は公益にかかわりがあるとし，社会の
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こうして，1980年代以降，世界の自動車市場はかつてない大きな市場パラ
ダイムの変化に直面しており，とりわけ米国市場はその主戦場となっている．

このような状況にあって，米国自動車メーカー，いわゆる「ビッグ3」（GM，
フォード，クライスラー）はこれまでこぞってなんら有効な戦略を打ち出すこ
とができなかった．省エネ車の開発は大幅に遅れてきているし，サイズダウン
もなかなか進展していない．サイズダウンの実現には，小型車でも利益を出せ
る生産システムの獲得が不可欠であるが，長年大型車生産で利益を上げる体質
を蓄積してきた米国メーカーには，一朝一夕には実現できない，大きな体質改
革を求められる課題なのである．

もとよりビッグ3も全く何も手を打ってこなかったわけではない．GMは
1990年，小型車戦略の切り札として，新車種「サターン」の導入を行った．

またこれに先立ち，小型車生産を得意とする国外のメーカー，とくに日本の
メーカーとの提携で，このような状況を乗り切ろうとしてきていた．1970年代，
石油ショックで小型車需要が高まると，日本のいすず自動車やドイツのオペル
との協力関係で小型車開発を進めた．1984年にはトヨタ自動車との合弁会社，
NUMMIを設立し，小型車生産を強化しようとした．また富士重工業やスズキ
といった小型車，軽乗用車に強い日本のメーカーとの資本提携も進め，小型車
生産のノウハウを吸収しようとした．

しかし，小型車戦略を切り札とする日本メーカーとの競争では，本来小型車
戦略を得意としないビッグ3，とくにGMにとっては，日本企業との提携戦略や，

「サターン」戦略もさして大きな効果をあげたとはいえなかった．
その結果，この間，米国市場でのビッグ3のシェアは急速に下降してきた．

1990年代末にはまだ65％を保っていたビッグ3のシェアが，とくに最近2000
年代に入ってから60％台を割り込み，2006年には54％にまで下降した．

これに対して，トヨタ，ホンダはじめ日本メーカーの進出は目覚ましく，
2006年にはシェアは35％にまで上昇した．

このような状況のなかで，2005年10月に，資本提携していた富士重工業の
株式をトヨタに売却し，また2006年3月には，スズキの株式の大半を売却した．

（3）ドラッカーの警告
　『企業とは何か』での2回の警告　

しかし，GMがこのような状況に直面する危険性について，すでにみたよう
に，ドラッカーはまず『企業とは何か』のなかで，2回にわたって警告していた．
第1回は，1946年刊行された『企業とは何か』そのものにおいてである．第2回
は同書の1983年版の最終章「成功を原因とする失敗」においてである．

ドラッカーはまず，1946年刊行の『企業とは何か』の全体をとおして，戦時
生産後のGMのあり方を提示した．ドラッカーが同書であきらかにしたのは，
GMの組織実態を事例としながら進化しつつある産業社会，自由企業体制にお

1992年には，235億ドルの赤字という米国企業史上でも稀にみる大赤字を記録
した．

その後，1990年代後半には幾分の回復がみられたが，2001年以降は再び厳
しい状況に陥り，2005年には再び105億6700万ドルという大幅赤字を記録した．
そして2007年には，3年連続の赤字，しかも387億3200万ドルという，過去
最大の赤字に陥ることになった．

さらにドラスティクなのは，GMが市場に占めるシェアの変動である．戦後
1960年代までは，GMは米自動車市場でシェア50％を超える，突出した存在
であった．しかし，その後，GMのシェアは徐々に低下軌道をたどり始めた．
それでも，1970年代には40％台を確保していた．

しかし，1980年代になると，その低下傾向に拍車がかかりはじめ，1980年
代後半には35％台を割り込み，さらに1990年代後半には20％台にまで落ち込
んだ．2000年代に入ってしばらくは27％前後で推移してきていたが，2004年
以降，ふたたび急速な落込みがみられ，2005年には25％をさえ割り込んでいる．

こうして，米国企業の象徴ともされてきたGMが本業，自動車事業が市場で
占めるシェアは，この半世紀の間に半減したことになる．

（2）GM窮状の背景
このようなGMの窮状の背景は，すでに多くの人々が指摘してきたように，

一言でいえば，戦後半世紀の間に米国および世界の自動車市場の環境が大きく
変容し，そこでのビジネス・モデルも変革を迫られてきていたなかで，GMは
それへの適切な対応をなさないまま今日に至っているということである．

この半世紀の間の，自動車市場の環境変化の大きな流れは2つである．
いずれもとくに1980年代以降急潮化したものであるが，第1は，市場の国際化，

グローバル化である．それまでの国内市場単位の競争の壁が崩れ，競争が一気
に国際化の波に洗われることになってきた．その最大の主役は，トヨタ，ホン
ダ，日産をはじめとする日本の自動車企業であり，これらの日本メーカーの進
出によって競争の枠組みの変容を迫られた最大の市場が米国市場であった．

第2は，環境問題と資源・エネルギー問題が重要化し，実際に燃料費が上昇
するなかで，省エネルギー志向の車へのニーズが高まり，またそれが小型車志
向を急速に浸透させ，ユーザーの価値観を大きく変えたということである．こ
のような自動車ユーザーの価値観の変化は，それまで長年にわたり自動車王国
米国の市場で支配してきた大型車，デラックス車志向の自動車デザインの通念
を大きく転換させるものであった．そして，この点でも，環境変化からくる課
題にいち早く対応し，新しいタイプの自動車コンセプトを世界に提示したのは，
日本のメーカーであった．すでに1970年代に米国の排ガス規制を象徴するマ
スキー法をいち早くクリアーしたホンダのCVCCエンジンの開発や，1990年
代トヨタのハイブリッド・カーの開発は，それを代表するものであった．
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たえて，1台あたりの固定費を最小にすることがめざされた．GMの経営陣は，
このような前提にもとづいて，独立性の高い事業部制の組織構造を作り上げ，
それぞれの事業部が一つの所得階層の狙いを定めるようにした．そして，それ
ぞれの事業部は，そのなかで最高の車の価格が，一つ上位の事業部の最低の車
の価格とかさなるような仕組みを考えた．

60年間，この事業部制の仕組みは魔法のようにうまく働いた．しかし，
1970年代の終わりころから，この仕組みの前提がうまく機能しなくなってきた．

ドラッカーは述べている．
「1970年代終わりになって，市場と生産に関するこの前提は機能しなくなっ

た．市場は極めて移り気な『ライフスタイル』によって区別されるものに分岐し
ていったのである．所得は購入の意思決定に際して唯一の要因ではなくなり，
多くの要因の一つになった．また，リーン生産体制が小型車を経済的に意味の
あるものにした．つまり，リーン生産体制によって車種の通用年限の短縮と，
仕様の増加に以前ほどコストがかからなくなり，統一仕様の車を長く通用させ
るよりも大きな利益をもたらすようになったのである．

GMはこれらのことをすべてわかっていた．信じようとしなかっただけであ
る．……むしろGMは，一時的にとりつくろおうとした．……一般的に信じら
れているのとは反対に，GMは膨大なエネルギーと勤勉さをもって，惜しみな
く時間と金を投入しながらとりつくろおうとした．しかし，このとりつくろい
は，顧客もディーラーも，そしてGMの従業員も，マネジメントさえも混乱さ
せた．そして，その間にGMは真の成長市場を見逃してしまった．リーダーシッ
プを握り，ほとんど無敵でありえた市場，すなわち，軽トラックとミニバンの
市場である．」〔Drucker（1994）：邦訳，7 ～ 8ページ〕

こうしてGMは，60年間続いた成功のゆえに，その背景に進み始めていた
市場の変動に対して対応力を発揮できなくなっていた．

これに対してドラッカーは，再度厳しい目を向けた．しかしドラッカーの警
告が常にそうであるように，現状に対する深く厳しい言葉と同時に，そこから
の脱却についてのきわめて具体的な処方箋を提示していた．1994年の「企業永
続の理論」などは，「事業の再定義」の一般理論の形をとっているが，具体的に
はそこで事例として取り上げられているIBMやGMの1990年代初頭の窮状に
対する，いわば温かいアドバイスであったとも読み取れる．

（4）ドラッカーとスローン
ドラッカーの期待に反して，スローンもGM経営陣も，『企業とは何か』を評

価せず，無視した．スローン自身，自分のいる席で，ドラッカーの著作のこと
を話題にすることさえ許さなかったという．

しかし，著作への評価，扱いとは別に，ドラッカーとスローンの個人的な関
係は，その後むしろ緊密になったという．

ける一般的な企業のあり方についてであったが，それは同時に新しい時代にお
けるGMそのもののあり方についての提案でもあった．

しかし，米国企業の顔とされ，本業，自動車市場では50％のシェアを確保
していた1950 ～ 70年代にGMは，それに耳を傾ける度量をもたなかった．そ
のことは，すでにみたとおりである．

ドラッカーは，さらに同書，1983年版に書き加えられた最終章で，今度は，
1946年刊行の自分の著書が史上はじめてのGMの分析であったのに，なぜGM
はこれを無視したのかを分析しながら，直接にGMの行き方に警告を発した．
その内容は，すでに紹介したとおり，現代産業社会における企業のあり方を問
う3大視点にかかわるものであった．

　　
　論文「企業永続の理論」（1994年）での警告

その後，ドラッカーはさらに，『ハーバード・ビジネス・レヴュー』誌1994年
9・10月号掲載の論文「企業永続の理論」のなかで，1970年代以降のGMの経営
行動に再度厳しい目を向けている．
「企業永続の理論」は，これまで成功を収めてきた企業が今日困難に陥ってい

るのは，多くの場合，これまでその企業が前提としてきた「事業の定義」が新し
い現実にそぐわなくなったためであり，環境の変化に対応して「事業の定義」を
見直していかなければならないことを説いた，広く知られた論文である．

この論文のなかでドラッカーは，1970年代以降，この「事業の定義」の必要
に迫られた代表的な合衆国企業としてIBMとGMのケースを取り上げている．

IBMの場合，1950年代初頭コンピュータ産業に参入して以来，コンピュー
タにはビジネス仕様の大型コンピュータという一種類しかないという前提，し
たがってまたこの産業はハードウエア志向であるという前提のうえでビジネ
ス・モデルが組み立てられてきた．したがって，IBMにとっては，この産業が
パソコンという個人仕様のコンピュータを包摂し，したがってまたソフトウエ
ア志向の前提に立つビジネス・モデルが必要となることは想定外であった．し
かし，パソコンが急速に普及し始め，ソフトウエア志向が強まる1980年代以降，
IBMは事業の再定義を迫られることになった．これが，1980年代後半から90
年代初頭にIBMが直面した危機の背景であった．

GMの場合，IBMよりもさらに成功した事業の定義をもっていた．この会社
は，1920年代から60年間というもの，まったく大きな障害というものにぶつかっ
たことがなかった．

1920年代のはじめから，GMは，合衆国の自動車市場とは価値観において同
質のものであり，安定した所得階層によって区別されるものであるという前提
に立っていた．社内ではこのような前提で，市場シェアを最大にし，最大の利
益をあげうるように生産体制が組織されていた．したがってGMでは，各モデ
ル・イヤーにおける変更を最小限にし，大量生産の車をできるだけ長く持ちこ
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恩義を終生忘れることがなかったのであろう．

5．GMはなぜ企業改革を断行できなかったのか

（1）�1990年代はじめの危機で企業改革をできなかったGM―GE，IBMと
の対比

ドラッカーのスローンとGMへの思いは，ドラッカーのGMへの警告のなか
にも表れているように思える．それは，GMに対する温かいアドバイスとも読
める．

しかしGMは，ドラッカーの著作を無視し，そこでドラッカーが示した警告
（提言）を無視した．同時にGMは，ドラッカーの提言に見合う根本的な経営改
革，組織改革を行うことなく今日に至った．

GMにとって，これまでに最大の改革のチャンスは，ドラッカーが上記「企
業永続の理論」を著す直前に，米国企業史上でも稀にみる赤字を記録した1990
年代初頭の時点であった．

この時点の経営の落ち込みはマクロ経済レベルでの不振も背景にしており，
程度の差はあったが，GMだけのことではなかった．同じく米国を代表する企
業ということでは，ドラッカーもGMと並んで取り上げているIBMも類似の
不振に落ち込んでいた．また，GMやIBMのような大きな経営の落込みはみら
れなかったが，GEもマクロ経済の不振を背景に経営落込みの危機感を共有し
ていた．

このような状況のなかで，経営改革，組織改革の点で，各社はそれぞれ独自
の行き方を選択した．

当時ジャック・ウェルチが会長として主導していたGEは，すでに1980年代
後半から，経営改革の軸足を1980年代前半での事業構造改革から組織改革に
移していた．これによって，ウェルチは，前段の事業構造改革とあわせて，景
気変動に収益性を左右されない強靭な企業体質を築こうとした．そして，それ
を実際に実現した〔この点について具体的には，坂本（2007）第Ⅱ章，を参照〕．

他方，IBMの方は，1990年代に入ってGMと類似の急激な経営の落込みに
直面した．このときIBMは，株主サイドの主導で，会長・CEOの交代を図り，
1993年，しかもこれを社外からのスカウトによって断行した．スカウトされ
たのは，当時RJRナビスコの現役会長・CEOであったルイス・V・ガースナー
であった．ガースナーは就任と同時に大胆な改革に取り組み，1950年代以来
のコンピュータ・ハードウエア企業としてのIBMの体質を転換し，新たなソ
リューション・サービス企業として再構築した．これによって，経営を急速に
回復させ，IBMをふたたび米国を代表する企業として浮上させることに成功
した．このガースナーの改革は，まさにドラッカーが1994年の「企業永続の理論」
で提起した「事業の再定義」による難局突破を文字通り実践したといってもいい

『企業とは何か』に対するスローンとGMサイドの態度は変わらなかったが，
「実のところ，これをきっかけに個人的にスローンと長い付き合いを始めるこ
とになる．彼は1950年代半ばに会長職を辞めるころから，年に数回は私をニュー
ヨークの自宅に招き，ランチを食べながら話をするようになった」，とドラッ
カーは回想している．そしてその際，もっとも好んでとり上げる話題が，彼自
身が執筆し，刊行することになる『GMとともに』のことであったという．

推測の域を出るものではないが，スローンのドラッカーに対する気持ちは二
面的であったのであろう．一面では，天下のGMを創り上げてきた実践経営者
として，GMを題材として評論的に大企業体制論，マネジメント論を展開した

『企業とは何か』はどうしても認められなかった．しかし，このまま推移すれ
ば，ドラッカーのこの著作がGMマネジメント論の決定版になり，実践経営者
スローンの存在はそのなかに埋没してしまう．それは許せない．それならば，
なんとしても実践経営者スローン自身のGMマネジメント論を書き残さなけれ
ばならない．これが，晩年スローンに，『GMとともに』を書かせたエネルギー
であったのではないか．

しかしスローンは，経営学者，経営評論家としてのドラッカーのセンスと力
量を高く評価し，尊敬していた．したがって，『企業とは何か』は無視し続けつ
つも，自著『GMとともに』を完成させるために，ドラッカーの意見にはいつも
謙虚に耳を傾けようとしていたのではないか．

他方，ドラッカーは，一方では『企業とは何か』がスローンとGM経営陣から
無視されたことを悔やみつつも，スローン自身に対しては，終始，人柄にたい
する親しみと，稀代の経営者としての力量と実績に尊敬の念を絶やさなかった
ように思われる．

ドラッカーは，スローン没後（1966年没），『企業とは何か』の1983年版エピ
ローグ，『GMとともに』に寄せた序文，さらに回想記のなかで〔Drucker（1979）, 
Drucker（2005）など〕，たびたび『企業とは何か』をめぐるスローンとの関係に
触れている．それらに一貫しているのは，上記のようなスローンへの真摯な尊
敬の気持ちである．
『GMとともに』1990年版の序文のなかで，ドラッカーがつぎのように述べ

ているのが印象的である．
「ぜひ述べておきたいのは，スローンが温かい人柄の持ち主で，金銭だけ

でなく時間をも惜しみなく周囲に分け与えたということである．」〔Drucker
（1990）：邦訳，ⅲページ〕

『企業とは何か』は，1954年『現代の経営』，1964年『創造する経営者』，1966年『経
営者の条件』，そして1974年『マネジメント』へと続く一連の著作を通して，ド
ラッカーを「マネジメントの発明者」「マネジメント学の祖」といわしめるよう
になった原点の書であった．スローンとGMがこの著作を無視し続けたとして
も，ドラッカーは，この著作を書くきっかけを与えてくれたスローンに対する
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めざしたスローンが残した経営システムとマネジメント哲学の，「完璧」の呪縛
から容易に逃れられなかったのではないかと推測する．

スローンの構築した経営システムとマネジメント哲学を超えることは容易な
ことではなかった．しかし，今日GMが直面している事態は，果敢にスローン・
モデルを超克する必要をGM経営陣に迫っている．

その際，GM経営陣は，今改めて，1946年の『企業とは何か』に始まる一連の「ド
ラッカーの警告」を真摯に吸収する必要があるであろう．

ドラッカーは述べている．
「事業の定義の中には，強力であるため長く継続するものがある．しかし，

人間がつくるものには永遠のものはない．とくに今日では長く続くものはめっ
たにない．結局は，あらゆる事業の定義が陳腐化し，実効性のないものになる．
1920年代に創設されたアメリカの偉大な企業がその基礎としてきた事業の定
義に，今生じていることこそ，まさにそれである．」〔Drucker（1994）：邦訳，
9ページ〕
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ものであった〔この点については，Gerstner（2002），坂本（2007）第Ⅲ章，を参照〕．
これに対して，この時期，もっとも深刻な経営不振に落ち込んだGMの方は，

1990年小型車戦略として新車種「サターン」を発表し，この危機を乗り切ろう
とした．しかし，押し寄せる日本メーカーの小型車戦略の前に，本来得意とし
ない小型車部門での競争はそれほど大きな効果を上げるものではなかった．

しかしこの他には，GMはGEやIBMのような決定的な経営改革を打ち出す
ことはなかった．GMは採算上の落ち込みを，その都度，従業員のリストラや
工場閉鎖といった弥縫策で切り抜けるのを常とした．その結果，2000年代を
迎えると，ふたたびGMは深刻な経営不振に直面することになったのである．

（2）なぜGMは企業改革を断行できないのか―スローンの呪縛
しかし，GMは再三深刻な経営危機に直面しながら，なぜ決定的な改革を断

行できないのか．
もとより，弥縫策といわれようと，難局に直面しても，従業員のリストラや

工場閉鎖によって，結果的には経営を維持できたということであり，これが
80年間にわたる米国ナンバー・ワン企業の蓄積であり実力であるということな
のかもしれない．

しかし，この間にGMの現代企業としての実力は，その社会的尊敬度も含め
て，確実に劣化してきている．これが誰もが認めるGMの実状であろう．

確かに2000年代におけるこの度の難局も，GMはまたこれまでと同じよう
な経営手法で一時的には切り抜けるかもしれない．

しかし，自動車市場のグローバル化，環境・資源エネルギー問題と人々の自
動車に対する価値観の急速な変容のなかで，誰の目にも今日のGMの経営ス
タンスは，時代遅れになっている．これまで米国の栄光のナンバー・ワン企業
GMが，自動車生産台数で日本のトヨタに抜かれるところにきたということは，
まさにそのような事態を象徴するものである．

事ここに至っても，GMが，かつて十数年まえにIBMが見せたような決定的
な経営改革を打ち出せないのはなぜなのだろうか．

私なりに結論的にいえば，GMはいまだに80年前，1920年代にかのスロー
ンが築いた経営システムと，1963年に著書『GMとともに』に結晶させたスロー
ンのマネジメント哲学の呪縛から解き放たれていないのではないか，というこ
とである．

スローンは完璧な経営システムとマネジメント哲学を求めた．その成果を著
書『GMとともに』に残した．ただ，スローン自身は，「読者の皆さんに，私が『組
織はすでに完成している』と考えているとの印象を与えてしまっていなければ
いいのだが」というコメントを残して，同書を締めくくった．

しかし，スローンが残した経営システムとマネジメント哲学は，スローンを
受け継いだGM経営陣に重くのしかかったのではないか．彼らは歴代，完璧を
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「マネジメント・スコアカード」 
体系化の試み

藤島秀記 
（淑徳大学）

【要旨】

ドラッカーがコンサルティングに考案したといわれるMSC理論を 紹介
し，その実用性を検討する．

はじめに

日頃，ドラッカーのマネジメント理論に深い造詣をお持ちの方でも，これま
でに「マネジメント・スコアカード」（management scorecard）なる言葉に接し
た経験のある人は少ないであろう．私自身，この言葉にはじめて出会ったのは
2000年秋のことであった．当時，日本にはアメリカの経営再生の切り札とし
て上陸していた「バランスト・スコアカード」（balanced scorecard）（注1）が急速な
浸透を見せ，大企業，公共企業体などが相次いで採用に取り組んでいた．この

「バランスト・スコアカード」（以降BSCと呼ぶ）の特質をひとことでいえば「複
数の経営目標を整合化，統合化し戦略を組織成員全員が共有化する経営モデル」
ということができるだろう．

ドラッカーの「マネジメント・スコアカード」（以降MSCと呼ぶ）とコンセプ
トが類似しているため，筆者自身も当時困惑し，それゆえに「MSCとは何か」
探索の旅（注2）に出ることになったのである．本稿の主たる目的は，ドラッカー
のMSCについて，第1にいつどのようなきっかけで認識し，第2にドラッカー
自身がMSC をどのような動機で考えだし，第3にMSCのコンセプトと構造を
できるだけ正確に輪郭を描くことにある．とはいえ，とくに第3のMSCの構
造に迫ると言葉では簡単に言えるが，ドラッカー自身もあまり多くを語らず，
類推するにもドラッカー・マネジメントの深遠さのゆえに，筆者自身の能力の
不足から十分に目的が達せられたとはいい難い．今後，賢明なる諸兄姉のご批
判，アドバイスをいただきながら完全なものに近づけたいと考えている．

しかしそれにしても，なぜドラッカーは多くを語らず，かつこれまでの彼の
多くの著作のなかに入ってこなかったのか疑問が残るであろう．この疑問に応

GMが見える』ダイヤモンド社，1980年

山崎清（1969）『GM』中公新書

 
※ 本稿は，別に，拙著『ドラッカー再発見―もう一つの読み方』2008年，法律文化社，

第2章にも収録されている．

【略歴】  本会理事，立命館アジア太平洋大学初代学長，立命館大学経済学部教授．京都
大学大学院修了（経済学博士）．著書に『大学のイノベーション』（東信堂），『ドラ
ッカー再発見』法律文化社，等．
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しかし私がMSCとBSC の問題の所在を知るのは後のことであり，インタ
ビューの折りにはMSCについてはただ漠然と聞き流すだけで帰国してしまっ
た．帰国後，インタビューの整理と翻訳をしながら，ドラッカーのいうMSC
とは一体何なのか，さっそく壁にぶつかってしまった．当時筆者は訳者として
解説を書く必要性に迫られていたのである．そこで1954年当時の著作を『現代
の経営』をはじめとして片っ端に読みあさったが，ついにこのMSCなる言葉を
どこにも発見することはできなかった．

小冊子の翻訳はなんとか目鼻がついたが，このMSCだけが不明のまま立ち
はだかった．そこでついにドラッカーに「一体それはどこに書かれてあり，そ
のコンセプトを大至急教えてください」とFAXで依頼したのである（ドラッ
カーとのこの問題についての詳しいやり取りは，後述するように後日訪れる）．
問合せについての回答は翌日届いた．

以下は手紙の要旨を箇条書きにしたものである．

1． 1954年に出版した『現代の経営』のなかの第7章で，私は「事業経営の最重
要事項」を7つ指摘し詳述した．

2． 当時私は，教鞭を執るかたわら，多くの大企業のコンサルタントを引き
受けていた．そこでは必ずトップ・マネジメントに「事業の定義」と「事業
の目標」を具体的に明記させ，その目標を組織の成員全員が共有し実行す
るために7つの最重要課題に分類し，それを成員一人ひとりがカードに
書き込めるように指導した．

3． MSCでとくに重要なコンセプトは，つぎの2つのバランスをいかにとる
かである．1つは目標を設定するには「収益性」と「非収益性」とのバランス，
2つは長期と短期のバランスの問題が重要である．この点についてもす
でに『現代の経営』で詳しく書いたつもりである．

上記要約に出てくる「7つの最重要課題」とは以下の8項目（その後ドラッカー
は従業員の育成の項目を「一般従業員」と「マネジャー」と2つに分けた．ここで
は8項目を取り入れる）となる．すなわち1）「マーケティング」（顧客，市場と同
一コンセプト），2）「イノベーション」，3）「生産性」，4）「資源と資金」，5）「利益」，
6）「マネジャーの仕事ぶりとその育成」，7）「一般従業員の仕事ぶりとその育
成」，8）「社会的責任」である．

ここまではMSCなる言葉をはじめて耳にし，解説を書く必要性から出発し
た探索の第一幕であった．探索の第2幕，すなわちMSCのドラッカー・マネジ
メントにおける位置付けおよびMSCの構造と展開については，2年後の2002
年9月10日付けのドラッカーの書簡から始まった．この書簡の内容自体，ドラッ
カー・マネジメントの神髄に触れるところが多いと考えるので，少々長くなる
が公開することにしよう（数字は2002年時点のママ引用）．

えるヒントは，後に掲載する書簡のなかで示されるが，概略つぎのようなこと
と推測する．このMSCはコンサルタントとしてのドラッカーの“私的なツール”
であったこと．同時に『現代の経営』（1954年）に書かれているマネジメント論
をより具体的，実践的に経営に適応させたいという意図があったように考えら
れる．

まずMSCなる言葉との出会いとそのいきさつについて，ドラッカー自身と
交わした書簡の内容を通して紹介しよう．

MSCとの出会いのいきさつ

2000年秋，筆者はかつての研究所のスタッフと一緒に，カリフォルニア州
クレアモントのドラッカー教授のお宅に訪問し，長時間インタビューする機会
を得た．その折りの主要テーマは，21世紀に向けて日本企業と産業に横たわ
る問題とその解決への糸口を教示いただくのが目的であった．当時，ドラッカー
は私の所属する研究所の名誉所長に就任されており，これまでにも幾度となく
お会いもし，原稿をいただくこともしばしばであった．そしてインタビューの
中で出てきた話の中に，以下のような発言が含まれていた（インタビューの結
果は「ドラッカーと考える21世紀の経営」というタイトルのシンポジュウムを
開催し，後に同一タイトルによるビデオと小冊子にまとめ同研究所から出版さ
れた）．

「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
いませんが急速に衰えています．アメリカでいま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，私が1954年に開発した『マネジメント・ス
コアカード』なのです．開発した当初は誰も使わなかったのですが，いまやそ
れは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・バージョンには7つのチェック項目がありました．
収益性はその中の一つにしか過ぎません．ただしきわめて重要なものです．収
益性の重要度を過小評価してはいけません．それは企業や経済が将来も確実に
存続していくための唯一の手だてなのです．経済のリスク・プレミアムなので
す（以後略）」（注3）

上記の書簡から類推する限り，ドラッカーのマネジメント理論がR. S. カプ
ランとD. P. ノートンが開発したといわれるBSCに影響を与えていることが容
易に想像されよう．事実，BSCの体系にはとくに『現代の経営』の中核概念が
随所に取り入れられているのである．両者の関係についてさらに詳しく知りた
い方は，筆者の拙文「経営モデル『バランスト・スコアカード』に見るドラッカー
理論の影響」を参照されたい．
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前のターゲット，製品あるいは地域に差があるにもかかわらず，目標に向かっ
ての献身的な行動で統一性を達成できるのは，その使命，基本目標を組織のす
べての人びとが共有し，十分に理解してもらう他に方法はないのである．

私は，こうしたことをほぼ50年前に書き，しかも何度も繰り返し書き，ま
た話してもきた．事実これらのことは，私の国際的なコンサルタント活動の核
心とさえなってきた．具体的にあげるならば以下の4点である（筆者注：以下
を「MSCの4要素」と呼ぶ）．

1） 事業の使命を定義し再定義すること．
2）  ただ単に組織の存続に留まるのではなく，事業の繁栄に結びつく主要な

事業領域を定義し，また再定義すること．
3）  事業とそれぞれの事業領域において目標を設定すること．
4）  直接的な行動によって成果を生むように，以上の主要な目標をバランス

させること．

われわれはいま，激しい変化の時代の中にいる．その変化はマーケットをは
じめ，テクノロジー，流通経路，労働力にまで及んでいる．そうしたわけで，
いまは事業の使命を定義し，再定義する方法を改めて考え抜かねばならない時
期にきている．すなわち目標とする主要な事業領域は何か，これらの領域のそ
れぞれで目標をどう定めるのか．選択と集中に焦点を当てるためには，これら
の目標をどうバランスさせたらよいのか．さらに全組織が事業の方向と目標に
ついて共通のビジョンで結ばれ，目標達成による成果を通じて事業単位である
各部門が有機的に結ばれ，さらに個々の事業単位と各部門が全社の成功と繁栄
に貢献できるように考え抜かねばならないのである」

ドラッカー・マネジメントの特質は何か

以上の書簡を通読して言えることは，書簡の内容自体がMSCのコンセプト
と概念を述べているということだろう．そしてMSCのコンセプトと概念自体
がドラッカー・マネジメントの核心を形成しており，さらに理論から実践へと
導いている．ドラッカー自身も書簡の中で語っているように，これらのコンセ
プトは結局，実践的経営の世界では「MSCの4要素」（「事業および使命の定義」

「事業領域の策定」「複数の目標設定」「目標間のバランス」）となって展開され，
組織の成員すべてに共有化され，結果として目標の達成に導かれる．

これら「MSCの4要素」を足掛かりに，さらにドラッカー・マネジメントに関
する著作の中から，有力な考え方を動員しながら，MSCの体系化，モデル化
に微力ながら挑戦してみよう．

まず最初に，MSCの体系化を試みる前提条件として，ドラッカー・マネジ

多様な事業領域に複数の戦略目標を提示すること　

「ほぼ 50年前の1954年，私は自著『現代の経営』のなかで，当時としてはき
わめて新しい2つのコンセプトを紹介した．その1つが『事業の使命』である．
すなわちこの会社は成果をどう考えているか，この会社の最重要な事業領域は
何であり，この会社のマーケットとテクノロジーについての基本的な仮説はど
のように創られているのか，そしてこの会社のコア・コンピタンスとは何であ
るのか．

つぎに，これも当時としては真新しいもう一つのコンセプト，すなわち多様
な事業領域にわたり，かつ単一ではなく複数の戦略目標を提示したのである．
このコンセプトは，もし戦略目標がなければ事業の存続が脅かされるほどに重
要な意味を持っていた．そして，これらの主要な事業領域の戦略的目標をバラ
ンスさせ不断に挑戦して行くこと，これを私はコンサルタントとしての活動の
なかで『マネジメント・スコアカード』と呼ぶようになった．
『現代の経営』のなかで，私は事業がただ生き残るだけではなく，将来にわたっ

て繁栄を続けるためには目標が必要条件であることを書いた．そして事業の目
標には8つの領域があることも詳細に記述し，かつその決定の仕方についても
述べた．

さらに私は，これら異なる時期に，異なる事業領域において目標をバランス
させることは重要ではあるが，きわめてリスキーでもある．つまりこうした危
険回避の考えから単一の主要事業に，単一の目標に絞り込もうとする一般的な
傾向にも警告を発した．

当時から私は言っていたのだが，単一の事業領域にのみ焦点を当てると，そ
れは失敗への旅たちでもある．ここ数年間，アメリカの多くの企業は短期の
利益のみを指向してきた．まさに私が50年前に書いたことだが，唯一の目標，
かつ短期の利益追求，この2つの行為の結果が数年を経ずして，昨日までの『繁
栄した経済の軌跡』を瓦解させてしまったのである．実際のところ，この点に
ついては当時も述べ，爾来，ことあるたびに注意を喚起してきたのだが，『現
代の経営』のなかでも指摘した“主要な事業領域の目標をバランスさせる仕事ほ
ど，有能なマネジメントと無能なそれを分けるものはない”のである．私はそ
の後出版した『2冊の著作』（注4）のなかでも，繰り返し主要な事業領域で目標を設
定することとその目標をバランスさせることが，とりわけ大企業において統一
性と多様性を確保する最善の方法だと指摘してきた．

大企業において，事業の使命は普遍的なものであり，全社を通してどの事業
単位にも，またどの部門にも同じでなければならない．しかしそれぞれの事業
単位，各部門は主要な戦略領域──つまりマーケットとテクノロジーにおける
地位，その事業の開発段階，その事業の機会などにより，主要な目標間で異なっ
たバランスを必要とする．多角化した企業が，事業単位や各部門間で戦略，目
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の参入が相次ぎ，競争も激しくなり，このまま従来の専業メーカーとして，か
つこれまでの国内市場でのみビジネスを行うことで，果たして生き残れるかど
うか不安になってきた．そこでA社は，これまでの事業と組織の総点検を行い，
できれば3 ～ 5年後には，新しい事業の開発および市場の拡大を実現するため
に中期計画を策定することにした．

こんなA社のようなどこにでもありそうなモデルを中心にMSCの実践的適
応を考えてみよう．

まずA社のMSC実践の第一歩は，使命とビジョン（使命をより具体的にした
もの）を描くことからスタートする．自企業のこれまでの事業が時代や顧客の
要望に即しているのか，たとえば今後5年を見通しても存続できるのかをまず
考えねばならない．この場合の事業領域はA社が50年かけてつくりあげた既
存分野であり，そこからの製品と市場のイノベーションをどう考え進めるかが
中期計画策定上の重要なポイントになるだろう．

市場分析と事業の定義

以下，図1「MSC策定の流れ」に沿って説明しよう．第1ステップのミッショ
ンとビジョンの次は，第2ステップの「事業領域の設定」「事業の定義」そして「基
本目標と計画の策定」へと移ることになる．この第2ステップは，上の「事業と
事業領域の策定」の仕事と下の「重点目標と計画の策定」の2つの仕事に分かれ
る．

A社の経営陣はここで，以下のような重要な意思決定を下さなくてはならな
いことになる．それは現在のA社の事業および製品群の市場における地位お
よび将来の市場での成長力を，まず客観的に分析しなければならない．この結
果によって，既存事業の何を廃棄し，何を育て，さらに将来どんな事業を開発
すべきかの検討に移ることになるだろう．ドラッカーはそのためにはプロダク
ト・ポートフォリオ分析（注6）が有効だとしている．

このステップすなわち事業の未来を考察する際の重要なポイントを，ドラッ
カーは次のように述べている（注7）．

第1に，市場の潜在的な可能性と趨勢である．市場や技術に大きな変化がな
い場合，5年後，10年後に，われわれの事業はどこまで大きくなることを期待
できるか．そしてそれを決定する要因は何か（筆者注：ここが大変重要）．

第2に，経済の発展，流行や好みの変化，競争の変動による市場の変化である．
ここにいう競争とは，製品やサービスについての顧客の定義にもとづく競争で
あって，直接的な競争だけでなく間接的な競争も含まれる．

第3に，顧客の欲求を変化させ，新しい欲求を創造し，古い欲求を消滅させ
るイノベーションの可能性の問題である．さらには，顧客の欲求を満足させる
新しい方法を生みだし，価値のコンセプトを変え，より大きな満足を可能とす

メントとは何かを確認するところから出発したい．ドラッカー・マネジメント
の特質は，まず「企業は何のために存在するのか」を問うところから出発する．
多くの経営学教科書に書かれているのは，「いかにうまく経営して利益に結び
つけるか」（How to do）を目的の第一義にしていることが多い．それに対して
ドラッカーのそれでは，前述の「何をなすべきか」（What to do）を理念として
いるがゆえに，結果的に以下の2つの使命を有する．

1つは，企業は現代社会における代表的な組織であるがゆえに社会の信条，
社会との公約，社会の安定と存続に貢献する存在でなければならない．2つは，
社会の主要な組織体としての企業は，自ら繁栄し永続することを目的とする．
そのために企業経営者は時代，社会の要請に応えるべく，つねに事業の定義を
見直すことを求められる．マネジメントは以上を実現し具現化する唯一の手だ
てとして存在する．

ドラッカー・マネジメントのスタートは1943年，当時世界最大の自動車
メーカー，ゼネラル・モーターズ（GM）の調査の機会を与えられたときから始
まるだろう．この成果はConcept of the Corporation（『会社という概念』岩根忠
訳，東洋経済新報社刊，後に『企業とは何か』上田惇生訳，ダイヤモンド社刊と
して新訳出版）に見ることができる．後にドラッカーは「企業永続の理論」“The 
Theory of The Business”（注5）のなかで，GMの今日の衰退を市場と社会のニー
ズと「事業の定義」の乖離に求めている．すなわちGMは，所得が自動車購入の
唯一の要因ではなくなり，ライフスタイルに大きく依存する時代に入っていた
にもかかわらず，同社は「事業の定義」をかたくなに変えようとはしなかった．

事業を定義するということは，同時にその企業のミッション（使命）を明確に
する行為と同じである．ドラッカーは，先の「企業永続の理論」の中で事業の定
義と内容を以下のように3つ上げている．

1．組織をとりまく環境変化に対する前提──社会とその構造，市場，顧客，
技術の変化．すなわち組織が何のために存在するのかを定義する．

2．その組織が何をもって意義ある成果と考えるかを定義する．たとえば
AT&Tは第一次大戦中以降，アメリカの家庭と企業がすべて電話を持てるよ
うにすることを使命であり事業の定義とした．

3．組織の使命を達成するために必要な中核能力（コア・コンピタンス），す
なわちいかなる点で他社よりもすぐれたリーダーシップを持たねばならないか
を定義する．

まず使命とビジョンありき

たとえばMSCを実践しようとする企業が，すでにある分野で事業を行って
いる既存企業A社だとしよう．A社は創立以来50年になる業界では売上高ベ
スト10に入る有力メーカーである．ところがここ2年ほど前から，他業界から
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あの巨大組織のGMもまた同じことがいえるだろう．
ここでA社は既存事業を分析する際に，将来業績をもたらす領域を明確に

する必要がある．そのためには50年続いてきた事業の骨格となるビジネス構
造をまず把握し，以下の3つの関係について分析しておかなければならない（注8）．

1．資源投入量と業績の関係
2．社員の活動量と成果の関係
3．1単位の利益を上げるためのコストの関係

この3つの関係を把握した上で，顧客や最終ユーザーを含む市場，流通チャ
ネルの総点検を行う必要がある．

またドラッカーは企業の業績を直接左右するのは「製品（サービス）」「市場」
「流通チャネル」の3つの領域であり，そのそれぞれの領域に資源が割り当てら
れ，市場におけるリーダーシップ上の地位を決定するとしている．そして多く
の企業の業績不振の原因は，単に製品にある場合は少なく，誤った市場，間違っ
た流通チャネルでビジネスをしている場合が多い点に注意を喚起している．

繁栄し永続する経営モデル

つぎにA社は重点目標の設定と中期計画への刷り込みである．重点目標の
設定に当たっては，組織の成員すべてが共有できるために，具体的で平易のも
のでなければならない．事業分析の結果，もしA社は将来，新しい事業か新
しい市場へ出ていく必要性を決断したならば，そのことを明確にして平易に目
標に掲げることが必要だ．目標設定でとくに重要なのは，先にも述べた以下の
2つの目標のバランスである．

1．長期的目標と短期的目標とのバランス
2．財務的（利益，コスト）目標と非財務的目標のバランス

この2つのバランスはドラッカー・マネジメントの中心的コンセプトといっ
てもよいだろう．企業は今日の業績を無視して明日の業績は求められないだろ
う．反対に明日を考えずに現在の利益にのみ傾倒すれば，企業は死の行進に向
かうことになるだろう．2番目のバランスの必要性については，ドラッカーは

『現代の経営』のなかで次のようにいう．「利益という唯一の目標だけを強調す
ることは，事業の存続を危うくするところまでにマネジメントを誤りに導く」
と．その理由として「今日の利益のために明日を犠牲にする．もっとも売りや
すい製品にだけ力を入れ，明日の市場のための製品をないがしろにする」とい
う．

るイノベーションの可能性である．　
第4に，今日のサービスや製品によって満足させられていない顧客の欲求の

問題である．通常，自らの力によって成長していく企業と，景気や業界の上げ
潮に乗って成長することで満足する企業は，やがて引き潮とともに衰退してい
く．顧客の満足させられていない欲求について，体系的に分析することによっ
て成功した顕著な例がシアーズだった．

とくに第4のノン・カストマーの問題について，かつてドラッカーは「なぜデ
パートは斜陽に陥ったのか」の質問に対する答えとして，つぎのように語った．

「デパートは人口の約30％の高所得層の顧客にのみ満足を与えることに腐心
し，残った70％のノン・カストマーを無視したことによる．

やがて時代は所得の平準化，女性の社会進出，ライフスタイルの変化を促し
た．

にもかかわらず，デパートの使命，事業の定義は永らく変わることはなかっ
た」

図 1　MSC策定の流れ
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兼ねてその留意点を総括しておこう．私は以下の5項目を事業を定義する上で
重要な「目標設定の5原則」と呼んでいる（注9）．

1． 目標は具体的でなくてはならない．目標は使命を実現するための公約で
あり，成果を評価するための基準である．言い換えれば，目標とは事業
にとって基本戦略そのものでなければならない（筆者注：ドラッカーはま
た別のところで次のようにいう．「事業の定義は，目標に翻訳しなければ
ならない．そのままではせっかくの定義も実現されることのない洞察，
よき意図，よき警告に終わるだろう」と）．

2． 目標は組織の成員の行動に結びつくものでなければならない．成人各員
の仕事のターゲットと仕事の割当てに結びつくものでなくてはならない．
また各人の仕事の動機付けとなるものでなくてはならない．

3． 目標は企業の資源と成員の行動を集中させるものでなくてはならない．
事業活動の中から，とくに重要なものを区別し，人，もの，金という主
たる資源の集中を可能にするものでなければならない．少なくとも総花
的ではなく，どこかに特化集中したものでなければならない．

4． 目標は一つではなく複数持たなくてはならない．つまるところマネジメ
ントとは，多様なニーズを目標といかにバランスさせるかである．その
ために目標は複数でなければならないのである．

5． 目標は事業の成否に関わる以下の8つの領域で設定されなければならな
い〈「マーケティング（顧客・市場）」「イノベーション」「生産性」「資金・物
的資源」「人的資源（一般従業員）」「人的資源（マネジャー）」「社会的責任」

「利益」〉．そしてそれぞれの領域において「何を評価するか」その対象を定
め，つぎに「評価測定の尺度」を決定しなくてはならない．

MSCにおいて，目標設定は重要な要素となる．A社はいかに立派な事業定
義を行っても，それが組織の成員と分かち合える目標に翻訳されない限り絵に
描いた餅となる．A社はこれまで行ってきた事業が，いま大きな壁にぶつかっ
ていることの認識．新しい企業に生まれ変わるために「いつまでに」「何をわれ
われはやるべきか」の計画表示．そのためには「社員全員に何を期待するか」の
提案が必要となる．こうした一連の行動の成否は，つまるところトップ・マネ
ジメントのリーダーシップと断固とした決断によることはいうまでもない．

4つのフィールドの具体的な要素とは

ふたたび図2「いかに目標を設定すべきか」にもどる．4つのフィールド上に
ある目標設定については，『現代の経営』第7章「事業の目標」に書かれたものを
要約してある．ここではポイントのみにとどめる．

筆者はMSCの理念を「繁栄し永続する経営モデル」と理解してきた．この観
点からすれば，以上の2つのバランスは目標を設定し計画に落とし込む際の必
要条件といえるだろう．

以上ミッション，事業および事業領域，重点目標が決まれば，つぎは具体的
にいかなる目標を設定すべきか，CSRの核心に迫ることになる．

目標設定の5原則とは

まず図2「いかに目標を設定すべきか」を見ていただきたい．ここには4つの
フィールド上に「1. 財務目標」「2. 事業目標」「3. 組織目標」「4. 創造性と社会性」
の目標があり，それぞれにより具体的な戦略目標が掲げられていよう．

ドラッカーは書簡の中でつぎのようにMSCについていう．
「当時（1954年ごろ）としては真新しいもう一つのコンセプト，すなわち多様

な事業領域にわたり，単一ではなく複数の『戦略目標』を提示したのである．こ
のコンセプトは，もし戦略目標がなければ，事業の存続が脅かされるほどに重
要な意味を持っていた．そして，これらの主要な事業領域の戦略的目標をバラ
ンスさせ不断に挑戦していくこと，これを私は学者，コンサルタントとしての
活動のなかで『マネジメント・スコアカード』（MSC）と呼ぶようになった．」

複数の戦略目標とは，『現代の経営』で明らかにした8つの目標のことである．
「この目標設定は私のオリジナル・バージョンには7つの項目がありました」と
語っているように，開発当初は7項目であった．それが現在では5番目にある

「人的資源」が「一般従業員」と「マネジャー」に分かれ，現在では8項目に改めら
れている．

ここで目標戦略の項目を検討する前に，われわれは以上の目標設定の復習も

図 2「いかに目標を設定すべきか」



46 47研究論文 「マネジメント・スコアカード」体系化の試み

・ 「資本の生産性」「物的資源の生産性」──たとえば小売店であれば棚のス
ペースの効率化，回転率の向上．

・ 人的資源の生産性（労働生産性）の向上計画．
・ 「情報」という資源の生産性．
　──以上のイノベーションと生産性向上について目標設定で明確にするこ

と．

4．「創造性と社会性」（人的成長，社会的責任）の視点
・ 企業が永続し利益を上げるためには人的資源としての従業員，マネジャー

の仕事の質と育成がカギとなる．そのためには以下の点がとくに重要とな
る．

 1）従業員育成のための目標設定と自己改革プログラム
 2）従業員の仕事の再設計と刷新に関するプログラム
 3）従業員による革新的な組織風土づくりを可能とする施策
 4）マネジメントの組織構造改革の不断の取組み
・ 社会的責任は，企業が社会との関わりを前提においている限り，「使命」「目

標設定」「戦略」のなかに組み込まれていなければならない（筆者注：これこ
そドラッカー・マネジメントの特質であり意義でもある．21世紀に入って，
とくに企業に求める社会の目は，これまでの成長至上主義からサスティナ
ビリティへと変わってきた．企業はもはや広い概念としての社会的責任（企
業統治，社会性，環境保護）から逃れることはできない）．

以上の「目標設定」をより具体化した場合，いかなる指標を用いればよいであ
ろうか．これはMSCを実際に使うときのツールであり，企業の置かれた特性
によって選択することができる．ここでは標準的なものをあげておく．

1．財務目標
目的； 中長期の安定した利益を確保するために，資金と資源の供給体制を確

立する．
総資本利益率／売上高営業利益率／営業キャッシュフロー
資金需要の予測／資源供給体制の確立など

2．事業目標
目的； 事業領域と定義を決定し，顧客と市場を創造するポイントをすべて抽

出．
顧客の決定と分析／市場分析／マーケットシェア・市場成長率
事業領域の決定／事業の定義・再定義など

1．「財務目標」（利益，資金と資源）の視点
・ 「利益」は事業活動の有効性と健全性を評価する究極の判定基準である．
・ 「利益」は不確実性をカバーするコストである．企業には本来「利益」なるも

のは存在しない．あるのは未来費用としての，企業永続のためのコストで
ある．

・ 「利益」は直接的には社内留保による自己金融の道を拓き，間接的には事業
の目標に適した外部資金の流入の誘因になることによって，事業の拡大や
イノベーションに必要な資金の調達を確実にする．

・ 安易な借入に頼らず，キャッシュフロー経営こそが健全経営のために重要
である．

・ 「資金と資源」に関わる目標は，慎重に準備された経営方針，経営計画にも
とづいて行われなければならない．資金調達につまずくことがあれば，マー
ケティングやイノベーションに関わる目標達成にも大きな影響を被ること
を覚悟しなければならない．

・ 資金計画，資金需要予測の重要性はいうまでもない．すなわち「いつ」「ど
のくらい」投資のための資金を必要とするか．そして資金を「どこから」「ど
のような方法」で調達するかを目標の中に入れておかねばならない．

2．「事業目標」（顧客・市場，事業領域・定義）の視点
・ 「事業目標」を設定するには，まず自企業の市場での地位と競争状況を把握

しなくてはならない．そのためには以下の問いに応えられることが大前提
となる．「自分の市場は何か」「だれが顧客か」「その顧客はどこにいるか」

「顧客は何を買うか」「顧客は何に価値を見いだしているか」
・ 自社製品が市場において占める現在の地位と将来の望ましい地位──具体

的に金額，シェアを書き出す．
・ 市場動向，技術水準，顧客満足度から見た場合，撤退する時期，製品，市

場などを明らかにする．
・ 新製品によって開拓すべき新しい市場──その金額，シェア．
・ 上記を達成するために必要な流通チャネルおよび価格政策．
・ 顧客が「価値あり」と見なすサービスの創造．

3．「組織目標」（イノベーション，生産性）の視点
・ 目標達成に必要な新製品，新サービスのイノベーション．
・ 現在の自社製品が陳腐化するような技術変化に対応したイノベーション．
・ 事業に関わるあらゆる職種別活動（経理，設計，事務管理，購買など）にお

ける知識や技能の進歩にあわせた改善やイノベーション．
・ コスト上で必要とされる生産プロセスの改善，新しいプロセスの改革．
・ 内部プロセスの各セクター間のシナジー効果の向上．
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造する経営者』ダイヤモンド社，1995 年），Management-Tasks, Responsibilities, Practices, 
1974（野田一夫・村上恒夫監訳『マネジメント―課題，責任，実践』（ダイヤモンド社，
1974年）と判明．

（5） 「企業永続性の理論」は P. F. Drucker, “The Theory of Business,”Harvard Business Review, 
Sept.-Oct., 1994（田代正美訳「企業永続の理論」『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス』
1995年11 ～ 12月号）

（6） プロダクト・ポートフォリオ分析（PPM）とは，ボストン・コンサルティング・グループが
1970年代に提唱した，製品の最適な組合せにより戦略的ポジショニングの獲得をねらっ
たビジネス・モデル．市場成長率を縦軸に，マーケットシェアの高低を横軸にとったポー
トフォリオ・マトリックスはとくに有名．

（7） P. F. Drucker, The Practice of Management, 1954（上田惇生訳『現代の経営』ダイヤモンド社，
2006年）第6章「われわれの事業は何なのか」より．

（8）前出『創造する経営者』中のとくに第1章「企業の現実」による．
（9） P. F. Drucker, The Essential Drucker on Management（上田惇生編訳『チェンジ・リーダーの条

件』ダイヤモンド社，2000年）p. 38より．

　本稿は2004年に淑徳大学国際コミュニケーション学会機関誌に発表した拙著「経営モデル
『バランスト・スコアカード』に見るドラッカー理論の影響」を全面的に書き直したものであ
る．

【略歴】  本会理事，淑徳大学大学院客員教授（国際経営），クリエイティブ・パートナーズ
代表．ドラッカー博士とは1969年，当時ダイヤモンド社で編集者として『断絶
の時代』を担当して以来，他界3カ月前まで親交があった．ドラッカーに関する
著作，研究論文多数．

3．組織目標
目的； 組織能力を高めるにはイノベーションと生産性をいかに高めるべき

か．
イノベーション計画／技術トレンドの予測
各種付加価値生産性の測定／コア・コンピタンスの確立など

4．創造性と社会性
目的； マネジャーと社員の能力，モチベーションを高め，企業をコーポレー

ト・シチズンとして認知させるためには何を行うべきか．
・能力開発・創造性開発プラン／アスピレーション高揚の施策
・CSR，企業統治の具体策／社会貢献・環境問題への取組みなど

MSC策定の流れに沿って説明するならば，「戦略の策定」「事業ユニット単位
の目標設定」「個人別目標設定と評価」へと進む．そしてそれぞれの見直しへと
展開されることになる．

本稿では紙幅の点から，別の機会に譲ることになるが，ここでは最後にポイ
ントのみを記しておく．

1．「戦略の策定」は目標と計画が硬直化しないためにも重要である．とくに
短期と中・長期の目標のバランスをとるためにも，社会経済の変化に備えてい
くつかのシナリオを持っておく必要がある．またドラッカーは，目標は単一で
はなく複数持たねばならないと言っている．しかし2000年の取材の際「ただし
事業の多角化とマーケットの拡大を同時に目標に上げることは好ましくない
が，企業によって避けられない事情があるならば，戦略策定においてウエイト
付けをすることが必要」としている．

2．企業単位の目標が策定されたら，つぎは事業単位別の戦略，戦術が必要
になる．ここで重要なのは「目標設定の5原則」でも述べているように，仕事ユ
ニット単位の目標は成員個人の行動に結びつくものでなければならない．そし
て最終的には「何を評価するか」その範囲を決め，適切で公平な「評価の基準」を
持つことが求められよう．

【注】

（1） Robert S. Kaplan （ハーバード・ビジネス・スクール教授）とDavid P. Norton（バランスト・ス
コアカード・イニシアティブ社長）が共同開発したといわれる経営モデル．

（2） 拙著「経営モデル『バランスト・スコアカード』に見るドラッカー理論の影響―2つのス
コアカード論への旅」（淑徳大学国際コミュニケーション学会機関誌『国際経営・文化研究』
Vol.8, No2, 2004）

（3） P. F. ドラッカー口述，A Message to the Japanese Business Executives for the 21st Century（『ドラッ
カーと考える21世紀の経営』（藤島秀記訳，ダイヤモンド社国際経営研究所，2001年12月）

（4） 「2冊の著作」とは，その後ドラッカーにより，Managing for Results, 1964（上田惇生訳『創
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もに，セオドア・レビットも登場する．
バーテルズによれば，レビットの業績は，その内容のみならず，その意図や

スタイルによっても知られている（2）．レビットのスタイルは挑発的で，注意を
引く題名や文体が使用された．レビットの意図は当面の問題と関連しながらも
それを超えたものをめざし，彼の言いたいことは中心テーマをめぐる広い周辺
の思想にあった．レビットは，焦点を狭めずに問題の突っ込んだ検討を行うこ
とによって，実務家にも研究者にも深い示唆を与えたのである．

バーテルズは，レビットの大学学部時代から学位取得までの学習についてふ
れ，レビットは他の学者たちと異なり，正式にマーケティングや関連する行動
科学を学んだことがなかったことに注目している．またハーバード・ビジネス・
スクール教授陣に加わるまでの執筆活動では，1958年の「広告とマーケティン
グは社会を腐敗させるか」という題名の論文を例外として，マーケティングに
関連するものはなかった．レビットが学んだのは経済学と教養科目であり，経
済問題について書いていたに過ぎない．それだけに，レビットが「マーケティ
ング・マイオピア」によって突然出現したことの驚きを思い出しながら，バー
テルズは，どんな理由によって，レビットが折衷主義的な視点を獲得したのか，
巧みな言い回しに精通することができたのか，実践性に駆り立てられたのかを，
明らかにしようとした．

2.�レビットの回答

バーテルズのアンケートに対する回答の中で，レビットは，自分の態度の多
くは幼少期のしつけや好きなことを自発的に学ぶ姿勢によるものとした．レ
ビットの実践性は必要から生まれた．レビットの回答は，ドイツの田舎におけ
る子供のころの話から始まっている．

「田舎の子供時代の生活は……（彼と兄弟に）物の道理についての好奇心を吹
き込み，また直接労働の苦労と利益も教え込んでくれた．そこから効率，節約，
価値に対する深い敬意がうまれた．物事をやり遂げるためのより単純，迅速，
容易，安価な方法を見つけることは常識的に分かることのような気がした．と
くに，両親がそのようなことを重視し，説教したことを実行しているのに気づ
いたときには，そうだった．

説教はたいてい物の道理を説明していた．とくに小学校の教育が始まると，
政治や経済の仕組みが説明された．またそれは夜家族が集まって教訓物語を読
むことであった．それから毎日の日課があった．それはいつもの生活のいつも
の部分に見えた（3）．」

いつまでも続くかと思われた子供時代の生活は突然10歳のときに終わる．

ドラッカーとレビット
―レビットのドラッカー讃

三浦一郎
（立命館大学）

【要旨】

ピーター・フェルディナンド・ドラッカーは1909年にウィーンに生まれ，
2005年に亡くなっている．セオドア・レビットは1925年にフランクフル
トに近い小さな町で生まれ，2006年ドラッカーを追うように亡くなって
いる．レビットはハーバード・ビジネス・スクールの教授で，1960年に『ハー
バード・ビジネス・レビュー』に発表された論文「マーケティング・マイオピ
ア」によって一躍脚光を浴び，同論文を収録した著書『マーケティングの革
新』は1962年に刊行され，世界中に名声を広めた．

本稿の課題は，レビットにとってドラッカーがどういう人であったのか
を明らかにし，レビットのドラッカー讃を紹介することにある．

1.�バーテルズのレビット論

マーケティング学説史の研究で知られるロバート・バーテルズはその晩年
1986年に主著『マーケティング思想の発展（第3版）』を出版している．この第3
版では，1976年刊行の第2版に新たに第15章「1950年－1987年のマーケティ
ング思想の発展に対して影響を与えた人たち」が追加されたものである．この
章の作成に当たり，バーテルズは，該当する有力な学者たちに，①いかなる主
観的要因や個人的経験が彼らに創造的な影響を与えたのか，②それが彼らの著
作にいかに具体化されたか，③またそれがマーケティング理論の動向に影響を
与えたか，というアンケート調査を行った．このアンケートをふまえ，学者た
ちの貢献が紹介され，論評されているのである（1）．

この章の後半には「新しい次元」という節がある．ここでバーテルズの言う「新
しい次元」とは，マーケティングを，そのより大きいビジネス環境，歴史的背景，
理論的能力，哲学的基礎の中でとらえようとするものである．この節において，
ウィリアム・レイザー，シェルビー・ハント，ロバート・バーテルズたちとと
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指摘されているに過ぎない．バーテルズはレビットの取り扱いに困惑している
のである．

ただ，学者らしい控えめな扱いであるが，バーテルズが，レビットの少年時
代の経験を重視したこと，レビットがマーケティングに接近するに際してのド
ラッカー『会社という概念』の役割に注意していることに気づかされる．

バーテルズのような代表的なマーケティング学者がレビットの学問的貢献を
評価しようとする際の困惑に対して，クレイナーは『マネジメントの世紀』第6
章「夢の生活」の中でドラッカーとレビットに対して断固として高い評価を行っ
た（7）．この章のメインテーマの1つは1950年代における現代マーケティングの
発展である．

「現代マーケティングは，たくさんのアイデアとともに20世紀のマネジメン
ト思想の間違いない第一人者であるピーター・ドラッカーによって始動させら
れたものである．経営者のバイブルを創造するというドラッカーの最初の試み
は，彼の1954年の著書『現代の経営』だった．彼は大いに成功した．この本は，
マネジメントの第一原理についての見事な説明である．ドラッカーは顧客をそ
れまで考えられたことのなかったやり方で舞台の中央に押し出した．マネジメ
ント文献にもっともよく引用され記憶しやすい文章で，ドラッカーはビジネス
ライフの意味の核心に到達している．『事業の目的として有効な定義は1つし
かない．すなわち，顧客の創造である．市場は神や自然や経済的な力によって
創造されるのではなく，事業家によって創造される．事業家が満足させる欲求
は，それを充足する手段が提供される前から顧客が感じていたものかもしれな
い．その欲求は飢饉における食欲のように，顧客の全生活を支配し常時顧客の
頭を占めていたものかもしれない．しかしそのような欲求は，単に想定される
ものであって現実の欲求ではない．実際には企業家の行為が人の欲求を有効需
要に変えたとき，初めて顧客が生まれ市場が生まれる（8）』（9）」
「理論的な視点からいうと，マーケティングの発展における次の決定的な一

歩前進は，『ハーバード・ビジネス・レビュー』1960年7–8月号だった．その
号にはハーバード・ビジネス・スクールの教員セオドア・レビットの論文『マー
ケティング・マイオピア』が載っていた．この論文は，以来50万部以上の抜き
刷りを売り，大きな影響を与えた傑作が集められた論文集にも入った．この論
文によってドイツ生まれのレビットは表舞台に登場した（10）．」

クレイナーは1950 ～ 1960年代の年のマーケティングの発展を，マーケティ
ング・コンセプトあるいは顧客志向の発展の方向にそってとらえ，ドラッカー
による始動とレビットによる次の決定的な一歩前進という風に要約している．
この点については後述するが，ドラッカーとレビット両者の間にあったものは
それだけではなかった．

ヒトラーのナチズムの政権獲得によってドイツを追われアメリカに渡ったから
である．
「後に海外の果てに追放され遠くの都会に移って，すべて瞬間的に変わった

が，10年間に（10歳にして）しっかりと定着させられていたものは別だった．
好奇心は臨機応変の才となり，節約は進取の気性となり，効率は強みとなり，
価値はすばらしい判断力となり，直接労働は責任感と注意深さとなり，政治経
済学は正義となり，物語は構想力となった．これらすべての回顧的復元物は，
新しい外国の都会の地で生活の新しい必要条件としてあらわれた……マネジメ
ントの必要は，初めは達成と習得の必要であり，その後衝撃と影響を与えるこ
とに変わった（4）．」

レビットの子供時代の記述の中には，ドイツの田舎における信仰に厚く労働
を貴ぶ家族の，ある意味牧歌的生活を偲ばせるものがある．そして対比的に，
アメリカ移住後の都会でのサバイバル術の一端が示されている．町の中を忙し
く動き回るとともに，毎日図書館では本をあさって小説や劇作に読みふけった
ことが述べられている．後に大学に入ってからは経済学の魅力にめざめたが，
とくにマルクス，ケインズ，シュンペーター，ヴェブレンのような変人，ひね
くれ者の経済学者たちと彼らによる社会批判によってこの分野がますます魅力
的に感じられたことが記されている．

「そのうちに石油価格の経済学のプロとして注目され，それが正規の教育も
ないのにマーケティングにつながった．掘り出し物をあてたようなものだ．役
に立ったのは，ピーター・ドラッカーの『会社という概念』と，偶然出会ったマ
ルコム・マクネアの『小売の輪』であった．

いつもアウトサイダーであったが，……しかし責任を回避することはできず，
レトリックへの逃走によって行動を避けることはできないという経験に，いつ
も慣らされてきた（5）．」

3.�バーテルズの困惑

レビットの子供時代からの回顧をふまえて，バーテルズは，「経験，実践性，
物事を全体的に把握する能力！」こそ，マーケティング思想へのレビットの貢
献を特徴づけ際立たせるものであるとした（6）．

バーテルズは，『マーケティング思想の発展（第3版）』第15章の中で多くの
マーケティング学者を取り上げ，その学問的貢献を取り上げ論評しているが，
レビットとレビット以外の学者たちとの取り扱いは異なっている．すなわちレ
ビットに対しては，学問的貢献の内容の要約的紹介と論評が行われていないの
である．ただ，経験，実践性，物事を全体的に把握する能力が感嘆符とともに
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レビットは兵士として第二次世界大戦に参戦し，終戦後復員兵援護法の適用
によって大学に通っていたものと思われる．第二次世界大戦の原因を解明する
ドラッカー『経済人の終わり』を知ることによって，レビットが一気にドラッ
カーに傾倒したことがわかる．

5.�ドラッカーへの共感と傾倒―『経済人の終わり』に関連して

『経済人の終わり』の何が，レビットをドラッカーの盗用者と自認させるほど
感動させ傾倒させたのだろうか．

「私が最初にドラッカーから最もよく学んだことで，そのために私がドラッ
カーに最も多く恩義を感じていると思うことは，彼が示してくれた美しい一貫
した実例である．すなわち，いろいろある中でスペシャリストであることには
正統性legitimacyがあり，それゆえに狭量な一面的スペシャリストたちの世界の
中で本物のスペシャリストであることには正統性があるということである．（13）」

ドラッカーの正統性の概念はわかりにくいが，『経済人の終わり』によって示
されたドラッカーの姿勢がスペシャリストの正当性を表す実例として理解され
ている．スペシャリストは狭量で一面的になりがちであるが，本物のスペシャ
リストはそうではない．ドラッカーのナチズム解釈を読みながら，レビットは
本物のスペシャリストを志したに違いない．

「『経済人の終わり』はヒトラーのファシズム―その歴史的背景，経済的意
義，政治的意味，そしてねらい―を，生産的な，しかし大変動の時代の終わ
りと解釈したものである．ドラッカーと同様に，私は，ヒトラーの圧制的愛国
主義のもとで生命が傷つけられるのを，そしてそこからの生きるための逃走を
直接経験してきた．ドラッカーのその期間についての冷静で学識にあふれた分
析を読み，その中で彼が暴力，怒り，悪魔主義に対する誰もが行う訴えをまっ
たく行っていないことを知り，私は深い影響を受けた．それが示してくれたの
は，私がけっして実行したこともなくかつて本当に信じたこともなかった何も
のかの可能性である．書き手も読者も，彼らが目撃し被った，もっとも極端な
無秩序，侮辱，そして野蛮な行為についてさえも，客観的で，節度を有し，分
析的で，何よりもフェアでありうるのである．このような理解が可能になった
のはまったく遠くにいる先生のおかげであると思い，そして先生の言うことを
繰り返し広く普及する必要があるとき，盗用は起こるべくして起こることにな
る（14）．」

ここで書き手とはドラッカーであり，読者とはレビットである．ヒトラーの

4.��レビットのドラッカー讃―ドラッカーの盗用者を自認する者
として

ここで紹介するのは，ドラッカーの還暦記念論文集に収録された「ドラッカー
の生きた遺産」と題されたレビットの論文の一部分である．レビットはレトリッ
クで有名であるが，ここで見る文章もユニークである．盗用と盗用者（あるい
は剽窃と剽窃者）という言葉を繰り返し使用しながら，自らのドラッカーへの
傾倒と業績に対する讃美が述べられていく．

「ある人の天才を証言する資格のあるのは，彼の盗用者である．ドラッカー
のような生産的，創造的，多才の人には，当然多くの盗用者がいる．私は誇り
を持って告白する．私は，ドラッカー盗用者団体の会員である．模倣がお世辞
の最高のかたちであるなら，盗用は神の特別の超越的祝福を受けるに違いない．
神が時折の天才を創造するにすぎず，神の天才によって語られる真理が魅力の
ないコピーに堕落することを望まないとしたら，神はドラッカーの盗用者たち
の罪を許さざるをえない（11）．」

神の天才と呼ばれたドラッカーはどのような顔をしたであろうか．想像する
とおかしいが，レビットは茶化して言っているわけではなく大まじめである．
そしてドラッカーとの2度の出会いが語られる．

「私が始めてピーター・ドラッカーに出会ったのは，第二次世界大戦直後で
私が大学学部学生になったころであった．オハイオ州イェロースプリングにあ
るアンティオク大学のルイス・コーリー担当の政治学の中で，『経済人の終わ
り』に出会ったのである．そして20年後の記念すべき日，私は生身のピーター・
ドラッカーに初めて出会った．場所はオハイオ州の田舎メリスヴィルで，私た
ちは2人とも，当時O. M. Scott & Sonsの会長であったポール・C・ウィリアム
ズのゲストとして，フランク・ロイド・ライト作の魅力的な家の1つの中にいた．
なおこの家は，ライトが『発見される』ずっと前に中西部の小さな町に住む風変
わりな大金持ちの注文によって建てられたものである．印刷物の中での最初の
出会いから，人間としての出会いによって最高潮に達した瞬間にいたるまで，
私は，断固たる，感謝の気持ちは持つがほとんど脚注をつけることのない，ド
ラッカーの盗用者であった．本書の寄稿者たちが記しているように，ドラッカー
の文体と生き生きとした精神は，もっとも深遠な観察でさえ無邪気なありふれ
たものに見せるほどのものなので，読者はその深遠さやドラッカーが著者であ
るということにほとんど気づかないのである．それは，盗用をほとんど確実に
するだけでなく，悪事を働くものにほとんど罪を感じなくさせるのだ（12）．」
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れ者の経済学者たちによる社会批判」に惹きつけられていたが彼らの主張には
満足していなかったこと，まして「社会批判」に関心を持たないPh. D.型の経済
学についてはうんざりしていたことがわかる．

7.�あらためて盗用について

『現代の経営』が出てきたところで，レビットは，改めて盗用について論じて
いる．ドラッカーによる『現代の経営』こそ盗用者にとっての宝庫だからである．

「盗用の評判は悪いが，盗用は悪いというだけではない．その文字通りの意
味は，文字通りにコピーをとることであり，せいぜい独創性を装いながら不似
合いな仮装をこしらえることである．しかし，本当に新しい洞察や役に立つ一
般法則を得ることは，それらを得ることのできる本当に天賦の才能のある人や
十分な精力を持った人はほとんどいないので，ほとんどないのだから，われわ
れ残りのすべての者は，限られた少数派のアイデアの繁殖者にならざるをえな
いのである．ある人のアイデアをその言葉を使わずにコピーすることは，した
がって，ちょっと変装した盗用を犯すことになる．盗用を認めることは，受け
取って当然の功績を認めることにすぎない．マネジメント思想について語る中
で，ドラッカーはためらわずファヨールたちの功績を認めている．われわれ残
りのものは，いま赤面せずにドラッカーの功績を認めることを恥じてはならな
い．

すでに他人によって説得的に示されてきたことを，自分のものと考えるのは，
自然の運命である．ドラッカーがたえずあつかましく盗用されるのは，そもそ
もドラッカーが多くの重要かつ有用なことを異常なほど簡単な話し方で語るの
で，人々が自分たちの盗用にほとんど気づいていないからである．いまこそわ
れわれはそのことに気づかなくてはならない（18）．」

レビットは「盗用」という異様な，人の反発を買う言葉を用いて，賞讃という
意味に転じるという，見事な荒っぽいレトリックを駆使している．レビットの
面目躍如たる展開である．

8.�ドラッカーによるマーケティング・コンセプトの創造

ドラッカーによるマーケティング・コンセプトは，すでにクレイナーをとり
あげたところでも引用した．1950年代のアメリカではマーケティング・コンセ
プトに関する議論が流行したと言ってもよいほどであるが，レビットはこのこ
とについて次のように断定した．

ファシズムに対する怒りとそれによる悲しみは，バーテルズのアンケートへの
回答の中では示唆されていたに過ぎない．しかしここで示されているのは，激
しい怒りと悲しみの記憶である．同時にそうであるがゆえに，ドラッカーのあ
り方に共感し傾倒したことが記されている．

6.��経済学からマーケティングへ―『会社という概念』と『現代の
経営』

レビットの，経済学からマーケティングへの転進にも，ドラッカーは決定的
な影響を与えた．しかし，『経済人の終わり』への傾倒からドラッカーのマネジ
メント論に直進したというニュアンスは伝わってこない．ドラッカーも認めて
いるように政治学からマネジメントへの展開は，自然なものとして簡単に理解
されることではなかったのだろう．バーテルズへの回答の中でレビットは，石
油価格の経済学を研究しながら『会社という概念』の影響を受けたことにはふれ
ているが，奇妙なことに『現代の経営』の名前は挙げられていなかった．

「その後ドラッカーのゼネラル・モーターズについてのすばらしい全面的分
析『会社という概念』を読み，さらに後でまだシカゴにいたとき，ふとしたこと
から退屈を紛らせるために『現代の経営』を読んだ．そのとき私をひきつけるも
のがあったからだ．それから私はビジネス問題についての思考方法とプレゼン
テーションのスタイルの，永遠の中毒患者となり，それ以来ずっとコピーに努
めてきた．『現代の経営』によって，私は，いまマーケティング・コンセプトと
よばれているものを教えられた．当時私はエコノミストとして活動していたが，
Ph. D.レベルの経済学の形式的な理論のレトリックの限界にひどく不満を感じ
ていたのである．経済的努力―その特性と目的―についてのドラッカーの
見方によって，私は，次の欲求不満から解放された．その欲求不満とは，古典
派経済学が説明することのできなかったこと，マルクスもフーリエもウェッブ
夫妻も十分明らかにしなかったこと，シュンペーターがあのように力強く示唆
したけれども未完成のままに残したこと，そしてヴェブレン，コモンズ，ミッ
チェル，後にバーリが連れて行ってくれたが連れ出してはくれなかったことな
どである（15）．」

レビットは『会社という概念』からマーケティングについて何を学んだのか．
この点検討を要すると思われる（16）．またマネジメント理論の体系をつくりあげ
た『現代の経営』からどのような経済学を学んだのだろうか．経済学者たちが答
えていないとレビットには思われた問題に，『現代の経営』はどのような回答を
与えていたのか（17）．レビットが列挙した経済学者たちのリストは，レビットの
経済学的関心の方向を示している．レビットは，学生時代から「変人，ひねく
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たに過ぎないように見える．私は，ある非常に直接的だが信頼できるやり方で，
実行につとめた．読者は顧客である．その多くは経営管理者とリーダーである
が，彼らのほとんどは，あいまいな言葉遣いや優柔不断には耐えられないとい
うことを私は知っていたからである．さらに私はカラフルで簡単な証拠書類の
ついた主張のほうが回りくどく論じられた説明より効果的であることも知って
いた（21）．」

このような記述は，初めに見たバーテルズのレビット評価と一致している．
しかしそれだけでは終わらない．次のような問いかけと確認が行われる．

「しかし実際にはこのように単純な以前から存在するアイデアであったもの
の桁外れの人気はなぜか．なぜそれは世界中で，節度をわきまえた学者たち
や，自制心に富んだ経営管理者たちや，政府高官たち，すべてバランスがとれ
思慮に富み計算に慣れた人たちにアピールしたのか．実際のところ，具体的な
実例が，単純なアイデアを説明するために連結され，幾分活用能力に注意して
表現されたが，それらはドイツ語から翻訳されたかのように読める大量の分析
的推論よりよく通じ合うということなのだろうか．実際には，誰が読者だとし
ても，挑発的な主張のほうが，控えめでバランスのとれた説明より覚えやすく
説得的であるということなのか．実際のところ，メッセージの性格はメッセー
ジの内容と同等のメッセージであるというのか．それとも私の作品は異なった
曲であっただけでなく新しい交響曲でもあったのか．私には分からない．

もちろん，私に同じ目的が与えられるなら，いま私が善と悪，事実の力とレ
トリックの限界を以前よりよく知っているとしても，再び同じやり方でそれを
行うだろう（22）．」

10.�レビットの創造的模倣�

レビットの行ったのは，レビットの言葉を使って言えば，ドラッカーの革新
的模倣である．レビットは1966年の論文「革新的模倣」の中で，模倣戦略の優
位性を論じている．

ドラッカーが『イノベーションと企業家精神』第17章「弱みへの攻撃」の冒頭
で創造的模倣戦略をとりあげ「創造的模倣はハーバード・ビジネス・スクールの
セオドア・レビットの造語だが」と言及しているのは，盗用者レビットへのお
返しであったかもしれない（23）．

「ピーター・ドラッカーはマーケティング・コンセプトを創造し公表した．そ
して誰もかつてそのことを真に認めてこなかった．このコンセプトの，ドラッ
カーによる美しく明瞭な要約がより広い文脈に向けられたのは特徴的である．
彼は言った．『事業の目的は顧客を創造することである．』こうして，ドラッカー
は，10語からなる1つの文の中で，2つの深遠な声明を出したのである．その
一方は企業の目的，その本質とゴールについてのものであり，他方はその目的
とゴールを達成するために必要な仕事についてのものである．それは典型的な
ドラッカーの定義である．それは存在論と分類学を超えている．それは行動方
針を処方する．彼の定義はまったくヨーロッパ的なものと異なる．彼の定義は
アメリカのプラグマティズムの精華たる，行動のための指令である（19）．」

9.�「マーケティング・マイオピア」の自己評価

レビットは「マーケティング・マイオピア」発表の15年後，1975年に次のよ
うな回顧を行った．ハーバード・ビジネス・スクールは教育にケース・メソッ
ドを活用することで知られている．その点「マーケティング・マイオピア」はほ
とんどケースだけからなる論文であり，スタイルから見るとハーバード・ビジ
ネス・スクールを代表する論文である．

「『マーケティング・マイオピア』が意図したのは，分析ではなく処方ですら
なかった．それが意図したのは，宣言であった．それは，あえてバランスの取
れた位置を取ろうとはしなかった．それは新しいアイデアでもなかった．ピー
ター・F・ドラッカー，J・B・マッキタリック，ロー・オルダーソン，ジョン・
ハワード，そしてニール・ボーデンがそれぞれ，『マーケティング・コンセプト』
についてのよりオリジナルでバランスのとれた仕事をしていた．しかしながら，
私の計画は，マーケティングを経営政策の内的軌道に，より密接に結びつけた．
ドラッカーが，とくに『会社という概念』と『現代の経営』のなかで，初めて私に
たくさんの洞察を与えてくれた（20）．」

レビットは「マーケティング・マイオピア」の理論的背景を述べ，この論文が
新しいアイデアを主張したものではないことを認め，マーケティング・コンセ
プトについての当時の代表的な主唱者たちの名前を挙げている．しかしレビッ
トの計画にとって決定的に重要であったのは，「マーケティングを経営政策の
内的軌道により密接に結びつける」うえではじめてたくさんの洞察を与えてく
れたドラッカーの役割であった．

それならレビットの学問的貢献は何であったのか．

「したがって，私の貢献は，既存の思考法の，単純，簡潔，有用な伝達方法であっ
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【略歴】  立命館大学経営学部教授．京都大学大学院修了．著書に『現代の流通メカニズム
と消費者』大月書店等．
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（1）ドラッカーとレビット

まずはじめに，ドラッカーとレビット（セオドア・D・レビット）という視点か
ら検討したい．ドラッカーは『明日を支配するもの』の中で，「客は何に対して金
を払うか」という項目で，土木機械を例にして説明している．すなわち「客は土
木機械そのものに対してでなく，土木機械が行うものに対して金を払うことが
わかった」としている．また『現代の経営』（第6章）では「われわれの事業は何か，
に対するもっとも見事な答えは，50年前にセオドア・N・ヴェイルが『AT＆Tの
事業は通信事業ではなくサービス業である』と言った言葉である」と記述してい
る．要するにドラッカーは，顧客は製品そのものではなく製品が提供する「価値」
に対して金を払うということを主張しているのだと考えていいだろう．

一方，マーケティング学者のレビットも同じ意味のことを『マーケティング
発想法』で述べている．すなわちある会社の社長の言として「昨年わが社の4分
の1インチ・ドリルが100万個売れたが，これは人々が4分の1インチ・ドリル
を欲したのではなく，4分の1の穴を欲したからである」という記述だ．これは

『マーケティング発想法』の冒頭にある有名なくだりである．また同書でレブロ
ン創業者の言葉として「工場においてわれわれは化粧品を作る．化粧品店にお
いてわれわれは夢を売る」と述べている．これらをまとめると，商品－製品＝

マーケティングの観点から考察する 
ドラッカー発想の一側面

大木英男
（（株）R&S）

【要旨】

ドラッカーは，マーケティングやその他の分野に多大な影響を与えてい
る．その影響を試論的に検討するとともに，特にドラッカーが「時間・動
作研究」のテイラーに強い関心をいだいている点について，筆者の仮説を
記述した．

ドラッカーはその著書で，多くの分量は割いてないが，マーケティングに
ついて触れている．それは，日本では1969年に出版された『断絶の時代』から，
21世紀に入ってからの著作である『ネクスト・ソサエティ』までに及んでいる．

そして，マーケティングに関するドラッカーの言及は，マーケティング・フィ
ロソフィともいうべき示唆に富むものが多いが，しかし，身近な例を引き合い
に出しており決して抽象的なものいいではない．それでいて，コトラーの（テ
クニック・オリエンテッド寄りと思われる）マーケティング理論や，ポーター
の競争戦略論，あるいはレビットのマーケティング発想とは異なる感じを受け
る（もっとも三者ではレビットの発想がドラッカーにもっとも近いと感じられ
るが）．

ドラッカーのマーケティング感覚は，理論体系化しないという点に特徴があ
る．これはマーケティングにかぎらずドラッカーの基本的なスタンスで，ポス
トモダンに通じる部分があるのだろう．つまり，あちこちで「ぽつり，ぽつり」
とマーケティングに関することを述べており，それは体系的なことでもマーケ
ティング理論的なものでもないが，その部分においては「はっとさせられる」要
素が多いと感じられるのである．

そうした観点から，前半ではドラッカーとマーケティング，そして後半では，
ドラッカーの発想あるいは好みという点で，マーケティングとは重なりが薄い
が「ドラッカーとテイラー」について感覚的に検討してみたい．
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代頃であり，一方ポーターの『競争の戦略』『競争優位の戦略』はともに1980年
代である．しかし，調査が不十分でもあり，どちらが先かとは断定できない．
したがってポーターがドラッカーの影響を受けた，という証拠はない．だが，
いずれにしてもドラッカーとポーターはこの点に関して同じことを主張してお
り，両者に共通軸があるといえるのである．

（3）「すでに起こった変化」を利用する

ドラッカーは『実践する経営者』（第1章）で，「一般にはイノベーションが変
化をつくり出すと考えられている．しかし，そうであることは稀である．成功
するイノベーションは，すでに起こった変化を利用する．変化そのものと，そ
れが認識され受け入れられるまでの時間のずれを利用する」と記述している．
この場合のイノベーションとは新製品であったり，新規事業であったり，新技
術であったり，そういったものだろう．要は，イノベーションというのはタイ
ムラグを利用しようとするものである．

他方，次頁の図は環境問題を例にとり，規制格差を利用したビジネスモデル
の概念図である．

付加価値であり，消費者は製品を買うのでも商品を買うのでもなく，「価値」を
買うのだ，ということだろう．最近の日本のマーケティングでも，この「価値
を買う」という考え方は，依然として脚光をあびている．

このように，ドラッカーとレビットは同じことを言っていると思われる．で
は，どちらが先に言い出したか．こんなことを詮索するのも，とも思うが気に
なるところではある．　

まず，ドラッカーは彼自身が述べているように，「50年前にヴェイルが言っ
ている」としている．具体的には1905年に言っていると記している．したがっ
て，ヴェイルが最初であることは間違いないだろう．

他方ドラッカーの『現代の経営』は1950年代の執筆と推定される．そして，
レビットの『マーケティング発想法』は1960年代の執筆である．すると，次の
ような伝達パターンが考えられる．すなわち，①ヴェイル→ドラッカー→レビッ
ト．②ヴェイル→ドラッカー，ヴェイル→レビット．③ヴェイルの言が当時の
アメリカでは周知の事実となっていた．この3つの可能性がある．

他方，レビットは4分の1インチ・ドリルのことを冒頭で書いている．この
ことは，レビットが「4分の1インチドリル」の例を自分自身でかなり気にいっ
ているからだろう．であるとすると，レビットはヴェイルやドラッカーの言葉
を知らず，自分で発想した可能性も考えられる．

どのような形で伝達したかは別にして，いずれにしてもドラッカーとレビッ
トは同じ発想をしており，時期的にはレビットよりドラッカーの方がやや古い
可能性があるとはいえるだろう．

（2）ドラッカーとポーター

ドラッカーは『実践する経営者』（第2章→1979年の発表）で「成長戦略でなす
べきことは，どこでいかに成長するか，ではなく『何を捨てるか』を決めること
である」「成長戦略は集中を要求する．成長戦略の最大の間違いはあまりにも
多くの分野で成長しようとすることである」と記している．また『明日を支配す
るもの』（1999年刊行）では，「チェンジ・リーダーの条件としての廃棄」という
ことを言っている．これらは要するに「特異な分野を特定してそこで勝負せよ」
ということだろう．

他方，ポーターは「競争の戦略」で，3つの戦略方向として「コストリーダーシッ
プ」「差別化」「集中」を，『競争優位の戦略』ではバリューチェーンという概念を
提唱している．要は「競争優位を得るには多くの価値を生み出す活動にフォー
カスせよ」と解釈できる．

このように，ドラッカーもポーターも同じ意味のことを言っているといえる
だろう．それで，ドラッカーとポーターのどちらが先かということだが，ドラッ
カーが「廃棄」を主張しはじめたのは著作の刊行時期からみて遅くとも1970年
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これは，「規制が強化されている国の環境対応技術」は，「規制が強化されて
いないが今後強化しようとする国」にとっては絶好のイノベーションになると
いうことを意味する．つまり，ある国にとってのある環境対応技術はすでに存
在する技術でイノベーションではないのだが，他の国にとってはイノベーショ
ンである．まさにタイムラグということになるだろう．

環境問題や食品の安全に関しては，たとえば日本と中国の関係が象徴的であ
る．環境問題では今述べた図式がまさに当てはまるし，食品の安全問題でも厳
しい規制をクリアする日本の技術は，やがて規制が強化されると思われる中国
にとっては大きなイノベーションになるはずだ．また，日本の農産物が中国や
台湾の富裕層に買われているという状況があるが，これはすでに存在していた
日本の消費者の欲求水準に，中国などの消費者がタイムラグを経て近づいてき
たともいえるものだろう．

このように，ドラッカーの「イノベーションは，すでに起こった変化を利用
する」ということから，環境問題や安全については「規制格差マーケティング」，
また欲求水準では「欲求水準差マーケティング」的な考え方が抽出されるのでは
ないだろうか．　

（4）ドラッカーと少子高齢化社会

次に，ドラッカーの考える少子高齢化社会と，日本企業が考える少子高齢社
会をマーケティングの観点から検討してみたい．

少子高齢化社会についてドラッカーはいろいろな著作で述べているが，周知
のように「高齢化よりも，先進国の少子化の方が決定的に深刻である」という立
場をとっている．

他方，日本の場合，特に企業サイドがマーケティング視点で考える際には，
その関心は圧倒的に「高齢化」という点に焦点がおかれているといえるのではな
いか．この背景のひとつは，「少子化はわかっているが，企業としてはマーケ
ティング的に手を打てない」，つまりマーケティング的にアンコントローラブ
ルな要因と考えているからだろう．

だが，ドラッカーが「少子化は子供用品のメーカーにとってさえ機会になる」
と喝破しているように，少子化は例えば次図のように「子供・孫向け商品を高
付加価値する」という要因ともなる可能性もある．

日本では出生率は約1.3であり，子供は1人だけという家庭が多くを占める
ようになっている．この「子供は1人だけ」の家庭ではどうなるか．子供本人の
父母だけでなく，父方の祖父母と母方の祖父母を加え，合計6人から「小遣い」
などをもらえる可能性がある．つまり，6つのポケットがあるということにな
るだろう．ある程度緩和のきざしもみえるが，中国では基本的には一人っ子政
策をとっている．したがって，子供に対する両親・祖父母の関心は高く，子供
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だが市場がシュリンクするわけだから，当然，少子化がマイナスの影響を与
えるケースは多い．具体的には，高付加価値化しにくい業種もある．たとえば
自動車教習所だ．ここでは，多少の高サービス化を図ったとしても，少子化の
影響をもろにかぶる．

いずれにしても，少なくとも日本企業は少子高齢化という場合，「高齢化」の
方に関心が集中し，「少子化」の方に目を向けない傾向（あるいは市場縮小とい
うことであきらめきってしまう傾向）が強いといえるのではないか．しかしド
ラッカーのいうように，先進国にとっては少子化の方が深刻な問題であり，企
業のマーケティングという点からみても，もっと真剣に打開策を検討すべきで
はないだろうか．

（5）ドラッカーとテイラー

1）テイラーの科学的管理法
F・テイラーは，工場労働者の当時の賃金制度である「日給制」や「出来高払い

制」は不合理であると主張し，それらは労働者の怠業心を助長するだけでなく，
彼ら労働者を管理する側が，怠業を指摘して賃金カットするきっかけともなっ
ているとした．つまり，労働者は管理者の前では早く効率的に仕事をしている
ようにみせかけ，他方管理者はそれを「なまけ」であるとして賃金をカットする
ということである．

そうした中でテイラーは「動作研究」「時間研究」を行った．これは，作業を
各要素に分解し，もっとも効率的な作業を得るものである．つまり標準作業の

の言うことをなるべく聞いてあげようとする．そうしたことから，中国では子
供のことを「小皇帝」と呼ぶが，まさに日本でも中国の一人っ子政策による影響
と同じような傾向がみられるのではないだろうか．

余談であるが，4人の祖父母が1人の孫をめぐって争うわけだから，孫に気
にいられるようになるには（お小遣いなどの）投資が必要だ．だが，「シェア争
い」はきびしく，孫はおいそれとは当方になびかない．そこで「もう，孫への投
資などやめた．自分に投資しよう」とする高齢者が増えるのではないだろうか．

話を戻して，「小皇帝」ということは，少子化であっても1人あたりの購買力
が増え，高付加価値化するということを意味する．平たくいえば「消費者の数
が減れば1人当たりの消費量を増やすか，より高額なものを買ってもらう」と
いうことである．まさにドラッカーがいう「少子化は子供用品メーカーにとっ
ても機会となる」のである．
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2）テイラーに対するドラッカーの賞賛
このようなテイラーに対して，ドラッカーは異例とも感じられるほど賞賛の

言葉を贈っている．「マルクスのかわりにテイラーを入れるべき」という言葉に
違和感があるのは筆者だけだろうか．また，「テイラーの研究により肉体労働
の生産性は50倍になった」などは，何を根拠にそのようにいうのだろうか．常
識的に考えて，テイラーの研究だけが生産性を50倍にしたとは考えられない．

テイラーの科学的管理法は，当時にあって非常に画期的な手法ではある．だ
がこの発想自体は，遅かれ早かれ誰かが考えついただろう．そもそも肉体労働
というものは，「熟練者に見習って」習得する部分が多い．当時もそうだった．
そして，熟練者とは効率的な動作を自らの経験の中から発見している人のこと
である．つまり経験に基づき，無意識的に「動作研究」「時間研究」を行い，そ
れを身につけたということと考えられるだろう．

いってみれば，テイラーの理論は「熟練者のやり方をマニュアル化した」とい
うことであり，当時（といってもたかだか100年前程度である）それを行ったこ
とは大いに評価されるが，進化論をもたらしたダーウィン，社会主義という思
想を提唱したマルクス，無意識の世界を理論づけたフロイトに匹敵するとは，
到底思えないのである．

それではなぜ，ドラッカーはこうもテイラーを賞賛したのか．それを推測し
てもあまり意味のないことかもしれないが，前図のような仮説が考えられる．
あるいは，労働者と資本家が対立している中で，テイラーが「知識を使って生
産性を向上させた」点に共感を覚えたのかもしれない．

いずれにしても，ここで3つの仮説を考えてみると，仮説Ⅱがもっともあて
はまるように思える．つまり，「ドラッカーはテイラーのような考え方の人が
好きだった」というきわめて人間的な仮説である．

テイラーは裕福な家に育ったが，この科学的管理法を開発するために，自身
が工員となって実体験したといわれている．ドラッカーは，こういう実践的・
現場的な状況からの理論モデルというものを好むのではないだろうか．それは，

「机の上で経済を論じる経済学者」「人間を研究しない経済学者」に対する批判
が多い，「ドラッカーの経済学者嫌い」の対極ようにも思えるのである．

そしてこの「テイラー贔屓の経済学者嫌い」は，一方ではドラッカーが自ら称
する社会生態学者というスタンスと，どこかで結びついているのかもしれない．
また他方では，ドラッカーの愛すべき人間性でありドラッカーの魅力のひとつ
であると感じられるのである．

【略歴】　 京都大学文学部卒業．専門領域はマーケティング．（株）CPPを創立後，（株）マ
ーケティング工房代表取締役，早稲田大学大学院客員教授などを経て現在（株）
R&S顧問，マーケティング戦略コンサルタント．主要著書に『エコロジカル・
マーケティング』『クライシス・マーケティング』（以上，ダイヤモンド社）等．

抽出ということになる．この標準作業をもとにして客観的な賃金システムを構
築しようとしたのである．

この標準作業化を出発点とし，テイラーは工具の標準化・工員のリクルート
や教育・職責などの考え方を盛り込んだ「科学的管理法」という効率的な作業管
理システムを構築した．これまで工場労働者は，熟練工から非熟練工に口伝に
よって「効率的な」作業方法を教えるという形であり，管理者は現場経験がない
ため客観的な管理や教育ができなかった．しかし，この科学的管理法によって
生産性が飛躍的に向上したのである．1900年代初頭の頃である．

だがテイラーの科学的管理法に対してはいろいろな反発がなされた．代表的
なものは「工員を機械とみなしている」「（科学的管理法を上から押しつけるの
で）工員自身が創意工夫しようとする芽をつぶしてしまう」などの批判にさらさ
れた．そして1912年には，アメリカ議会の特別委員会に喚問され，テイラー
および科学的管理法に対して否定的な質問をあびた．

こうした批判はあったものの，テイラーの科学的管理法は，近代産業におけ
る生産性の向上に大きく寄与し，以後のさまざまな生産性向上技術の出発点に
なったことは周知の事実である．
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のちにマネジメント系の著書でドラッカーが繰り返し用いるようになった
“Principles”という言葉は，ドラッカーの最初の活動領域である政治学の著書
『産業人の未来』で中心的コンセプトとして用いられたことに端を発している．
その後，この言葉は，『企業とは何か』での利用をはじめ，多くの著書で用いら
れるようになった．広辞苑によれば「原理」の意味は，「認識または行動の根本
法則」とある．ドラッカーもほぼ同様の意味で用いており，社会に対する統治
者の行動の根本法則にならい，組織に対する経営者の行動の根本法則という文
脈で使っている．こうしてドラッカーは，自らの専門であった政治学の分野の
語彙“Principle”をマネジメントの分野に持ち込んだのである．

一方“Practice”という言葉をキーコンセプトとして用いたのは，初期3部作
から時を経ること十数年の1950年代である．1954年発刊の『現代の経営』にお
いて，実践的教訓を一般化するという，あのヘンリーおじさんの手法（1）を用い
た．ドラッカー自身が1972年発刊の『全集』の日本版への序文に『経済人の終わ
り』と『産業の未来』は，まったく没個人的な著書だった（2）と述べている．さら
に『企業とは何か』においてもまだ没個人的なものであったと述べている．没
個人的という記述は，人間が主体として何らかの行為をするという視点が皆無
もしくは希薄だったことを認めているのである．つまりこのことは，それまで
の著作には，“Practice”という要素が入り込む余地がなかったことを示してい
るのである．その後，人間を対象として著し，個人に正面から焦点を当てて
書いた『経営者の条件』が誕生した．そこで語られた5つの習慣的能力は，“five 
practices”と表現され，個人が実践により身につけるべきこととして明示され
ている．
『経営者の条件』に先立つこと十数年前のドラッカーの決心を示す言葉があ

る．「私は，じっくり腰を下ろして，この暗黒の大陸たるマネジメントの世界
地図を描き，欠けているために新たに生み出さなければならないものを明ら
かにし，すべてを組織的，かつ体系的に一冊の本にまとめようと決心した」（3）．
ドラッカーは，マネジメントを体系的にまとめるための一つの道具として

“Practice”：「実践」を用いた．“The Practice of Management”としてまとめら
れたこの著書は，ドラッカーにとって新たな経験，しかし10年以上の豊富な
コンサルタント経験をもとにまとめられたものだったのである．

さらにドラッカーの著作活動のポリシーを示す記述がある．「わたしにとっ
て知識とは，行為が伴ってこそはじめて生じるものである．（中略）だからこそ，
わたしは長年にわたって，著作の中心をコンサルタントであることにおいてき
た．つまり，行為の人といっしょになって彼らの活動を研究し，彼らの活動を
いささかなりともいっそう生産的なものにし，またいっそう効果的なものにし
ようと努める人間として書いてきた．わたしの本はみな―少なくとも1946
年の『会社という概念』以後の本はみな―人を動かして行為させようとしてい
る．もちろん情報も与えようとしているが，何よりもまず，人を動機づけよ

実学としての社会生態学に関する一考察
―社会を見るための原理と方法

佐藤　等
（佐藤等公認会計士事務所）

【要旨】

本考察の目的は，ドラッカーがマネジメントの体系化の道具として用い
た2つのキーコンセプト “Principle”と “Practice，”「原理」と「方法（実践）」
を社会生態学に適用し，社会生態学の体系化の契機とすることである．そ
のための近接方法を原点の書である『経済人の終わり』に求めた．そこには，
政治という現実を通して社会を見る姿勢が貫かれているからである．具体
的には，strains分析，stresses分析，trends分析，shifts分析，upheavals
分析を5つの「原理」として整理し，そこから7つの「方法」を導出し，体系
化のための道具としての有効性を検討する．本考察は，社会生態学の体系
化の端緒として位置づけられるべきものである．体系化は，後天的に修得
できるものとして位置づけられる一つの条件である．文明の継続と変革の
ためのマネジメントの「原理と方法」は，社会生態学における「原理と方法」
を得てはじめて真に体系化されるのである．

Ⅰ．考察の背景

ドラッカーの著書には，副題に“Practices and Principles”を冠するものが
2つある．『イノベーションと企業家精神』と『非営利組織の経営』である（ただ
し前者には“Practices”の語尾にsがつかない）．「原理と方法」もしくは「原理
と実践」と訳されてきた．このほかにも代表作『現代の経営』の原著名は“The 
Practice of Management”であり，「マネジメントの方法」もしくは「マネジメ
ントの実践」とでも呼ぶべきものとして世に知られている．また『現代の経営』
第9章“The Principles of Production”に代表されるように，この著書には明示，
暗示を問わず「原理」が満ち溢れている．この2つの言葉は，ドラッカーの数あ
る著書においても繰り返し用いられている．
“Principle”は，ラテン語principiumの訳語で本来哲学の語彙である．その

後この言葉は，自然諸科学や政治学などの分野でも使われるようになった．
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それでは，社会生態学を体系化するためのキーコンセプトは何であろうか．
筆者は，近接のヒントはやはり原点，『経済人の終わり』と『産業人の未来』にあ
ると考える．なぜなら政治こそは社会の生態の典型だからである．筆者が注目
したのは次の言葉である．「最も重要なことは，計画と準備に一貫すべき原理
を理解しておくことである．そして次に，その原理に従って取り組むべき現実
について，可能なかぎりを理解しておくことである」（7）という言葉である．つ
まりここに，「現実に原理を適用する」という表現で，「原理」という道具の使い
方が明示されている．

社会生態学とは何か，「現実」をみることに他ならないのではないか．そう考
えたとき，ドラッカーが『産業人の未来』でなぜ「原理」を持ち出したかが見え
てくる．この著書は，問題解決の書である．副題にもあるように「改革の原理
としての保守主義」（“A Conservative Approach”）とした．『経済人の終わり』
で指摘した「現実」を『産業人の未来』で解決しようと試みたことは，周知の事
実である．つまり政治を取り扱った2つの著書は，前著が「現実」を知る書であ
り，後著が「原理」を一つの道具として用いて問題解決を図ろうとした書なので
ある．そうであれば，ここに「現実」を知るための大いなるヒント，つまりは社
会生態学誕生の秘密が隠されているのではないかと考えるのは当然の帰結であ
る．

本考察は，原点の書である『経済人の終わり』に戻って，ドラッカーがマネジ
メントを体系化するための道具として駆使した「原理」と「実践（方法）」の社会生
態学への導入を試み，その体系化に資することである．これから行うことは，
ドラッカーがあえてしなかったことなのかもしれない．しかし，観察し，知覚
することが大切な時代を過ごしている私たちにとって必要不可欠のものである
と考える．「現実」を維持・継続させ，しなやかに改善・変革するための「原理と
方法」は，「現実」をみるための「原理と方法」を得てはじめて体系化されたとい
えるのではないか．こうすることではじめてマネジメントと社会生態学という
二大テーマの縦糸と横糸が真に世のため人のために役立つ一片の布となるので
ある．これらを踏まえ次章で体系化のための2つのコンセプト「原理」と「方法」
の仮説として導出する方法と，それらの妥当性を検証する方法を明示する． 

Ⅱ．「原理」と「方法」の導出方法と検証方法について

『経済人の終わり』は，ファシズム全体主義の興隆を理解することをテーマと
した．人間の環境たる社会の生態をとらえようとした．ドラッカーがいうよう
に社会を規定するのではなく理解しようとした（8）．私たち経営実務家は，ここ
から社会生態学の体系の一端を読みとらなければならない．具体的には，ドラッ
カーが「社会現象には，社会そのものの分析が必要である．社会における緊張，
圧力，潮流，転換，変動の分析である」（9）としたこの言葉を手がかりとして社

うとしている」（4）というものである．人を動機づけるという目的をもった著作
活動に，「実践」の要素は欠かせなかったのである．こうした決意の下，ドラッ
カーはマネジメント分野を語るために不可欠のコンセプトである“Principle”に

“Practice”を加えたのである．

ここまでドラッカーが「原理」と「方法」という著作活動に不可欠の道具を手に
する過程を概観してきた．ここからは，本考察の主要テーマである社会生態学
について論を進める．周知のとおりドラッカーの著書群は，社会生態学系のも
のとマネジメント系のものが縦糸横糸となりながら絶妙な生地を織り成す一大
体系である．直角に交わる性質の異なるようにみえる糸同士も社会を一つの原
点としている．一方は人間が住む社会そのものを対象とし，他方は社会におい
て人間が使う道具を対象としている．

ドラッカーは，社会生態学は一つの体系である（5）と指摘している．しかし筆
者は，ドラッカーが常に意識して志向してきた「学べるものとしての体系」とし
て社会生態学を位置づけ，積極的に著書に記述してこなかったのではないかと
いう疑問を持っていた．もちろん自ら指摘したように概論的に『イノベーショ
ンと企業家精神』でその一端を示している．本考察は，こうした疑問を解消す
べく行われる．しかしながら社会生態学の体系化の端緒と位置づけるべきもの
であり，大いなる仮説である．証明することすら不可能であるかもしれない．
しかし利用価値があれば，それはなぜかを考える必要はないとドラッカーは言
う．この言葉に勇気を得て，この後の試論に着手する．

周知のとおり『断絶の時代』（1969年）を代表として，『新しい現実』（1989年），
『ポスト資本主義社会』（1993年），『ネクスト・ソサエティ』（2002年）などの一
連の社会生態学の著書群は，どれをとっても経済，政治，知識，組織，起業家
などの価値観の時代変遷を透徹し，時代を的確に読み込んでいる．これら一連
のドラッカーの著作活動の基本姿勢を示す記述がある．“Social　Ecology is a 
practice.”邦訳は，「社会生態学は実学である」．しかも医学や法学，自然生態
学などと同様だと指摘した（6）のである．ここにドラッカーが「学べるべきもの」
とすべきだという思いの痕跡をみることができる．しかしドラッカーは，この
章を「ある社会生態学者の回想」とし，主語を“I”で書いた．つまりは自らの造
語である“Social　Ecology”を特殊・属人的なものとして記述したと考えること
ができる．自らをゲーテの『ファウスト』の望楼守リュンケウスに擬えたのは，
その証左であろう．

ここに思いと現実の相克をみることができる．つまり体系化が必要との認識
がありながら，体系化の一端を示すにとどまっているのではないかという疑問
との符合である．したがって本考察は，以降ドラッカーは社会生態学の体系を
明示しないまま筆を置いたことを前提として論を進める．
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「いつブルジョワ資本主義に対する信頼が失われたかを特定することは不可
能である．しかしブルジョワ資本主義への信頼が空虚なものとなったのは，ヘ
ンリー・フォードが，大量生産こそ最も経済的かつ効率的な生産方法であるこ
とを世界に示した日といえる．」（12）

Ⅲ－1－④－（A）仮説：｢方法｣の提示―「転換点をみる～始まった日をみる」
この記述は，その日を象徴的に特定した．具体的には，ブルジョワ資本主義

の信頼に変化が現れた時点，始まりを特定した．「信頼が失われた日」という大
きな流れができる以前の兆候として「信頼が空虚となった日」を示している．こ
こでは原理に基づく方法として「転換点をみる～始まった日をみる」という仮説
を提示する．
Ⅲ－1－⑤－（A）再現性の検証―『ポスト資本主義社会』からの引用
「産業革命は知識の応用によってもたらされた．東西両洋において，知識と

は常に存在に関わるものだった．ところが，一夜にして行為に関わるものとなっ
た．知識は資源となり，実用となった．私的な財であった知識が，一夜にして
公的な財になった．」（13）

Ⅲ－1－③－（B）shifts分析の「原理」に基づいた記述を『経済人の終わり』から
抽出
「ヨーロッパでは，信条および秩序としてのマルクス社会主義は，それがロ

シアにおいて実験されるはるか前に，徐々に意味ある存在ではなくなっていた．
その過程が完了した日を特定するならば，この前の大戦が勃発した日である．
この日，各国ごとの資本家社会と労働運動の連帯が，プロレタリア階級の世界
的規模の団結よりも強固であることが明らかにされた．」（14）

Ⅲ－1－④－（B）仮説：｢方法｣の提示―「転換点をみる～終わった日をみる」
この記述は，終わった日を象徴的に特定した．そこが信条および秩序として

のマルクス社会主義の盛衰の転換点であることを示している．「徐々に意味あ
る存在ではなくなっていた」ものが満ちた日，誰の目にも明らかになった日，
それを「完了の日」と表現した．やはり大きな流れの基になる兆候を示した．こ
こでは原理に基づく方法として「転換点をみる～終わった日をみる」という仮説
を提示する．
Ⅲ－1－⑤－（B）再現性の検証―『見えざる革命』からの引用
「問題は，資本市場における意思決定権が，企業家すなわち未来に投資する

者の手から，受託者としての資産管理者，すなわち慎重の原則に従い過去に投
資する者の手に移ったことである．そこには，これから成長しようとする新し
く小さな若い事業を餓死させる危険がある．」（15）

Ⅲ－1－⑥社会の生態を分析する道具としてshifts分析が有効かどうかの検討
質的転換を伴う変化には，その日，その時という転換点がある．潮目が変わっ

た日，時期である．先にドラッカーの「峠」の言葉を引用したが，その峠で言語

会生態学の「原理と方法」を探りだす．社会そのものをみるためには，社会自体
がどのような緊張を強いられているかをみる．社会がどんな圧力をどこから受
けているかをみる．社会の中の顕著な流れや伏流水を探索し，それをみる．社
会のトレンド，空気などの転換点を探り，それをみる．社会にある様々な事象
を昨日と今日の差分としてみる．

ここではより厳密に考察を行うため，〈緊張，圧力，潮流，転換，変動〉
を訳語ではなく，原著書で使われた緊張―Strains，圧力―Stresses，潮流―
Trends，転換―Shifts，変動―Upheavalsを用いる．ドラッカーは同書で「こ
うして，ファシズム全体主義の大衆が耐えるべき緊張（tension）の度合いは高
まっていく」（10）として社会の緊張状態の分析を試みた．本考察では，先の5つ
の要素を用いて『経済人の終わり』で実際にドラッカーが行った分析の軌跡をた
どることで社会生態学における「原理と方法」を探索する．その手順を次に示す．

①5つの要素の語義の検討を簡単に行う．②5つの要素を分析の「原理」とし
て整理する．その後，③このような「原理」に基づいた記述を『経済人の終わり』
から抽出する．この記述を基に④政治学者ドラッカーがその原理にしたがって
どんな分析を実際に行ったのかを検討し，そこから仮説として「方法」を提示す
る．さらに，⑤その「方法」がその後のドラッカーの社会生態学系の諸著書でど
のように用いられているかをみることで再現性の検証を行う．最後に⑥これら
の｢原理｣と「方法」が社会の生態を分析する道具として有効かどうかの検討を行
う．なお，ここでは一つの原理に対して1つまたは2つの方法（（A），（B）各セッ
ト）の仮説の提示と再現性の検証を試みた．

Ⅲ．「原理」と「方法」の導出と検証

Ⅲ－1．shifts分析（転換の分析）
Ⅲ－1－①語義の検討

shiftsは，shift：〈分ける〉を原義としており，AからBへと質が変化するこ
とを意味する．
Ⅲ－1－②shifts分析の「原理」の導出

shifts分析は，ある境界線を越え，質的に何かが変化することの社会への影
響をみる．ドラッカーの有名な言葉，「平坦な大地にも，上り下りする峠がある．
そのほとんどは，たんなる地形の変化であって，気候や言葉が変わることはな
い．しかし，そうではない峠がある．本当の峠である．とくに高くなるわけで
も，目をひくわけでもない」（11）のように境界の存在をみる．いつどんな境界を
越えたのかをみる．このような分析を社会生態学における社会の分析の一つの
原理として用いる．
Ⅲ－1－③－（A）shifts分析の「原理」に基づいた記述を『経済人の終わり』から
抽出
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大衆が選択し，最終的に自分たちの意思にする．したがって明日の主流派たる，
今日の少数派の影響力を注視する必要がある．上の記述は当時のキリスト教の
影響力の状況を言い表している．ここから「勢いをみる～少数派をみる」という
仮説を提示する．結局大衆は，自分たちの意思としてキリスト教を選択しなかっ
た訳であるが，当時のキリスト教の勢いが『経済人の終わり』に「キリスト教の
失敗」の一章を設けさせた．少数派は多産多死である．そうして「キリスト教の
失敗」では「多死」の一局面を著した．ここでは原理に基づく方法として「勢いを
みる～少数派をみる」という仮説を提示する．
Ⅲ－2－⑤－（A）再現性の検証―『断絶の時代』からの引用
「知識に関わる歴史において，テイラーほど大きな影響をあたえたものはい

なかった．だが，彼ほど意図的に誤解され，その言葉が誤用された者もいなかっ
た．彼がそのような扱いを受けたのは，彼が正しく，他の知識人が誤っている
ことが，事実によって証明されたからだった．（中略）しかし，主としてテイラー
を貶めた原因は，まさに彼が仕事の研究に知識を応用したことにあった．それ
は，特に当時の労働組合にとって異端そのものだった．」（17）

Ⅲ－2－③－（B）trends分析の「原理」に基づいた記述を『経済人の終わり』から
抽出
「大衆の愛着が，民主主義の実体が失われた後においてさえ，民主主義の形

式に対しある種の実体を与える．しかも，大衆の愛着を伴う伝統の力は強力で
あり，かなりの長期にわたってその保持を可能とする．」（18）

Ⅲ－2－④－（B）仮説：｢方法｣の提示―「勢いをみる～多数派をみる」
世の中を変えるのは少数派である．無から始まる微細な動きが大きなうねり

になる．変革の論理である．これに対する変革後の継続の論理には慣性が伴う．
新たな少数派の台頭により継続性が失われたにもかかわらず人々の中に意識は
残る．ときに実体さえ残そうとする．上の記述で「愛着を伴う伝統の力」とよん
だものだ．ここでは原理に基づく方法として「勢いをみる～多数派をみる」とい
う仮説を提示する．
Ⅲ－2－⑤－（B）再現性の検証―『断絶の時代』からの引用
「熟練であれ未熟練であれ，肉体的な仕事はすべて，知識の応用によって分析

され，組織されるとするテイラーの原則は，彼の同時代にとって途方もない考
えだった．技能には秘伝があるという考えこそ，長い間受け入れられていた．」（19）

Ⅲ－2－⑥社会の生態を分析する道具としてtrends分析が有効かどうかの検討
「少数派をみる」と「多数派をみる」は，ものごとの消長・盛衰という意味で一

対をなすものである．再現性の検証（A）の記述で知識労働の生産性に対する当
時の無理解ぶりを記述した．第二次世界大戦を勝利に導いた一つの要因とまで
ドラッカーが指摘する事象に対して，労働組合からも資本家からも激しい抵抗
にあった．正しいものであっても多数派に排撃されるのが少数派の一つの宿命
である．幸いここに記述された内容は，後に多数派となった．フランスの哲学

を区分するように誰が決めた訳ではない．しかしアルプスで最も低いブレンネ
ル峠が古来地中海文化と北欧文化に分かってきた．「完了の日」や「信頼が空虚
となった日」も誰が決めたものでもない．ここを峠として人々の認識が変わっ
た．これまでの飾りとしての知識が価値を生む資源に変った．道具や機械など
に適用され資源となった．量的な変化ではなく，性質の変化こそが重要である．
峠を下りしばらく行くと村人が使っている言葉が違っていることに気づく．さ
らにしばらく行き町に入ると建物の様式が明らかに違うことに気づく．

転換点は，新たなものの性質や認識の起点である．もしくは旧来のものの性
質や認識の終点とである．再現性の検証（A）では，知識の新しい役割を表現し
た．従来の装飾としての知識から，生産資源としての知識への変化をとらえ，
記述した．再現性の検証（B）では，資本市場の意思決定権が転換しつつあるこ
とを『見えざる革命』で終点として記述した．従来の決定原則が終焉し，新たな
決定原則が台頭する様を著した．

Shiftsという分析原理から私たちは，転換をみる，より具体的には，始まり
か終わりに注目してみるという方法を得ることができる．このことにより社会
における新しいものの混沌としたあり様と古いものの消えゆく直前の振るまい
がより鮮明に垣間見えてくる．以上の再現性の検証の結果が示すものは，仮説
として提示した「転換点をみる～始まった日と終わった日をみる」という社会生
態学の「方法」の有効性を肯定するものである．

Ⅲ－2．trends分析（潮流の分析）
Ⅲ－2－①語義の検討

trendsは，trend：〈コマが回転することやある方向に傾くこと〉を原義とし，
勢いや方向性を伴う変化を表す．
Ⅲ－2－②trends分析の「原理」

trends分析は，コマの一生をみるように社会をみる方法である．初め勢いよ
く軸を天に向け回りだす，ときに何かに触れ途中で止まってしまう，また勢い
が安定して長く回る．ピークを過ぎてもなおかなり長い間，しかし軸を傾けな
がら回っている．勢いと方向性をみることを目的とする分析の手法である．こ
のような分析を社会生態学における社会の分析の一つの原理として用いる．
Ⅲ－2－③－（A）trends分析の「原理」に基づいた記述を『経済人の終わり』から
抽出
「キリスト教のエリートが最も大きな力を発揮したのが，イギリスのカト

リックやオーストリアのプロテスタントなど，少数派に属するほうの教会だっ
た．」（16）

Ⅲ－2－④－（A）仮説：｢方法｣の提示―「勢いをみる～少数派をみる」
世の中を変えるのは少数派である．日和見的な大衆に対して発せられる信号

は，先鋭的な少数派のメッセージである．数ある少数派のメッセージの中から
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を通じて，人間一人ひとりの実体験となった．これら2つの破局が，既存の社会，
信条，価値観を不変のもとして受け入れてきた日常を粉々にした．突然，社会
の表層の下にある空洞がさらけ出された．ヨーロッパの大衆は初めて，社会が
合理の力ではなく，目に見えない不合理の魔物によって支配されていることを
知った．（中略）あの大戦において，人間は突然，理性によっては理解できない
魔物の支配する世界の中で，力も助けもない分子と化した．」（21）

Ⅲ－3－④仮説：｢方法｣の提示－「地殻変動的な大きな変化をみる」
世界大戦と大恐慌という地殻変動クラスの大変化がブルジョア資本主義とマ

ルクス社会主義の崩壊という現実を白日のものとした．これまで地表を覆って
いたものを吹き飛ばした．しかし，そこには本来隆起すべき新たな大地はなかっ
た．社会に大きな空隙ができた．ここでは原理に基づく方法として「地殻変動
的な大きな変化をみる」という仮説を提示する．
Ⅲ－3－⑤再現性の検証―『新しい現実』からの引用
「政治，行政，経済における変化よりも，さらに大きな地殻変動が起こって

いる．知識社会への移行である．今やあらゆる先進国が知識社会となり，しか
も脱ビジネス社会となりつつある．先進国では，よい就職のためには大学の卒
業証書が必要となった．社会の重心が知識労働者に移行したためである．ある
意味では，社会の進化の当然の帰結である．われわれは額に汗した時代から，
工業の時代を経て，ついに知識労働の時代に入った．」（22）

Ⅲ－3－⑥社会の生態を分析する道具としてupheavals分析が有効かどうかの
検討

ここに「大きな地殻変動」，“The biggest shift”と表現された言葉は，最大級
の変化の記述である．社会の重心が移動するほどの影響力ある変化である．前
出のshiftと基本的には同じ文脈で用いられるが，その規模と断層ができるほ
どの不連続性という面が顕著である．地殻変動的な大きな変化は，捉えやすい
ようで，その実捉え難い．例えば，再現性の検証で記述した状況において，個々
の知識労働は，知識の価値を目の前の具体的な経済事象を通じて実感すること
ができるだろう．しかし知識の影響が広範かつ長期的に及ぶゆえに，知識を完
全に可視化することはできないゆえに，知識が価値を生んでいるという社会全
体の一般的な実感は当初かなり乏しいのが現実である．『経済人の終わり』で記
述された戦争と大恐慌は，体験として実感することができるが，ブルジョア資
本主義とマルクス社会主義の崩壊という地殻変動的な広範かつ長期に及ぶ大き
な変化を直接とらえることは困難なのである．

この分析には，再現性の検証で記述されたような時代の変化というレベルの
巨視的な分析眼を要する．なぜなら全体で少しずつ地殻全体が隆起し続け，あ
るとき昨日まで立っていた地塊が沈下し，新たな断層面を眼前にさらしながら
さらに少しずつ，しかし大規模になお隆起を続けるという地殻変動的な変化を
とらえなければならないからである．以上の再現性の検証の結果が示すものは，

者B．ジュブネルが｢未来を孕む現在」といい，ドラッカーが「すでに起こった
未来」と表現した象徴的な言葉は，この文脈に属するものである．つまり未来
に多数派もしくは主流派となる事象は，必ず現在という母体を経ずには生まれ
ないことを示している．

しかしながら私たちが現実に分析対象とするものすべてが成就されるわけで
はない．つまり後世に著書などにも記述されることのない名もない数多くの限
界的試みが存在する．事の正否，当否などは歴史が証明するもので，分析の時
点では知りえるはずもないのである．『経済人の終わり』において「キリスト教
の失敗」（第4章）として一つの限界的な成就しなかった事実として少数派の歴
史的事実を記述した価値はそこにある．

一方多数派は，新しい現実を理解し納得していても，あるいは納得せずとも
強制的に受け入れなければならない状況であっても，これまでの慣習や思考習
慣をあるときを境に瞬時に変えられるほど器用に立ち回ることができない．そ
こに行動と意識のギャップが生じる余地がある．再現性の検証（B）で記述した
テイラーが主張を展開した時代の多数派は，人づてに代々伝えるという意味の
秘伝に価値を置く人々だった．当時これらの人々は，テイラー流の作業分析の
禁止法を制定までさせた．多数派は，力を持つがゆえに社会的ヒステリックな
状況を生み出しがちである．しかし，これらの勢いはやがて逆転し，少数派の
中から新たな多数派が生まれ，過去の多数派は少数派に，もしくは消滅すると
いうのが歴史が示す事実である．以上の再現性の検証の結果が示すものは，仮
説として提示した「勢いをみる～少数派と多数派をみる」という社会生態学の

「方法」の有効性を肯定するものである．

Ⅲ－3．upheavals分析（変動の分析）
Ⅲ－3－①語義の検討

upheavalsは，heave：〈地殻などが隆起する，押し上げる〉を原義とし，社
会や経済の大きな変動を意味する．
Ⅲ－3－②upheavals分析の「原理」

upheavals分析は，地殻が変動するような大きな変化，たびたび起こる変化
ではなく，何十年，何百年に一度の変化をとらえるための方法である．ドラッ
カーが「西洋の歴史では，数百年に一度際立った転換が起こる．世界は歴史の
境界を越える．世界観を変え，価値観を変える．社会構造を変え，政治構造を
変える．技術と芸術を変え，機関を変える．やがて50年後には新しい世界が
生まれる．この境界を越えた後の世代にとって，祖父母の生きた世界や父母の
生まれた世界は想像すらできないものとなる」（20）としたものの分析を行う．こ
のような分析を社会生態学における社会の分析の一つの原理として用いる．
Ⅲ－3－③upheavals分析の「原理」に基づいた記述を『経済人の終わり』から抽出
「ブルジョア資本主義とマルクス社会主義の崩壊は，あの世界大戦と大恐慌
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Ⅲ－4－⑥社会の生態を分析する道具としてstrains分析が有効かどうかの検
討

再現性の検証で示した記述が示すギャップとは，次のようなものである．本
来株式を所有する者は，自由に株主の立場から離脱可能な立場，つまり自由売
買によりキャピタルゲインを得る立場にある．これが株主に与えられた本来の
権利である．本来そのような権利を持つ年金基金は，形態的には制約のない株
主であるが，しかし実体としては一部の権利を留保された株主である．ここに
一つの形態と実体とのひずみを見ることができる．具体的には，年金基金は離
脱を制限され株式等を保有しながら運用効率を上げようとするため，企業運営
への関与度を強めざるを得ない側面がある．一般の株主より厳しく会社資産の
運用の可否を問い，現経営陣の適否を問う．そこに一つのstrainが生まれる．
以上の再現性の検証の結果が示すものは，仮説として提示した「実体と形態の
ギャップをみる」という社会生態学の「方法」の有効性を肯定するものである． 

Ⅲ－5．stresses分析（圧力の分析）
Ⅲ－5－①語義の検討

stressesは，distressのdiが消失したもので〈重圧やひずみ〉を原義とし，肉
体的・精神的な苦痛を伴う重圧状態を表す．
Ⅲ－5－②stresses分析の「原理」

stressesが主義や制度などの形態的な枠組みのひずみを原因とする社会の緊
張感を表すのに対し，stressesは，社会を構成する人々が受ける肉体的・精神
的苦痛を伴う重圧をストレートに表現するものである．strainsを原因として，
stressesを感じるということもあり，両者は相互関連性が高い．stresses分析は，
社会に属する人たちが感じる肉体的・精神的苦痛を伴う圧力の状態を知るため
の方法である．このような分析を社会生態学における社会の分析の一つの原理
として用いる． 
Ⅲ－5－③stresses分析の「原理」に基づいた記述を『経済人の終わり』から抽出
「彼らは現在を生きなければならない．しかし現在を生きるには，信じられ

ないものを信じ，幻影にすぎないものに熱狂するために，麻薬の量を増やさな
ければならない．信じられぬものを信じ，証拠に反するものを信ずるための知
的緊張は大きい．何度も練習したあと，自然発生的に喝采を続けるための緊張
も大きい．」（26）

Ⅲ－5－④仮説：｢方法｣の提示～「知的緊張をみる」
この記述は，古い衣を脱ぎすてるべき時期であることを知りつつ，新しい，

しかし身につけるべきではない偽の衣を前に躊躇している人々を描写したもの
である．ドラッカーは，この状況を「大衆の絶望」（第2章）と表現し，社会にい
る人々のstressesとして分析を試みた．ここでは原理に基づく方法として「知
的緊張をみる」という仮説を提示する．

仮説として提示した「地殻変動的な大きな変化をみる」という社会生態学の「方
法」の有効性を肯定するものである．

Ⅲ－4．strains分析（緊張の分析）
Ⅲ－4－①語義の検討

strainsは，strict〈強く引っ張った〉を原義とし，形状や形態が変形すること
によるひずみがもたらす緊張状態を表す．
Ⅲ－4－②strains分析の「原理」

strains分析は，原型から乖離することで，つまり形状や形態が変形するこ
とで，そこに何らかの力が生じ緊張をもたらす状態を分析する．いわば社会の
形態的なひずみの分析で，その対象は主義，思想，思考，体制，秩序，制度，ルー
ル，手続などの社会的な枠組みを広くカバーし，形を原因として引き起こされ
る社会の緊張状態を知るための方法である．このような分析を社会生態学にお
ける社会の分析の一つの原理として用いる．
Ⅲ－4－③strains分析の「原理」に基づいた記述を『経済人の終わり』から抽出
〈その1〉「旧秩序の実体は，大衆にとって耐えがたい混沌をもたらすがゆえに，

もはや維持できない．しかし，旧秩序の形態は，それを喪失するならば大衆に
とって耐えがたい社会的，経済的混沌をもたらすがゆえに，放棄できない．」（23）

〈その2〉「ナチズムの反ユダヤ主義はユダヤ人自身の特性と関係ない．関
係があるのは，ナチズムの内における緊張がつくり出すユダヤ人像のみであ
る．」（24）

Ⅲ－4－④仮説：｢方法｣の提示―「実体と形態のギャップをみる」
記述〈その1〉では，「秩序」という一つの形態に本質的な変化が起こり，実体

が乖離し，そこにギャップが生じているという社会的な緊張状態を記述してい
る．かかる状態は，ドラッカーの追及したテーマ継続と変革の相克を如実に示
すものである．また記述〈その2〉では，「ユダヤ人自身の特性」という実体と「つ
くり出すユダヤ人像」という思想を形態と位置づけることで，そこに生み出さ
せる緊張状態を記述していると考えることができる．〈その1〉は形態がそのま
まで実体が変質したこと，〈その2〉が実体はそのままで形態が変化したことを
記述している．いずれもそのギャップがstrainを生じている状態を記述してい
る．ここでは原理に基づく方法として「実体と形態のギャップをみる」という仮
説を提示する．
Ⅲ－4－⑤再現性の検証―『ポスト資本主義社会』からの引用
「投資家は，つねに自ら所有する株式を売却できる．しかし，大手の年金基

金が所有する株式，さらには中規模の年金基金が所有する株式さえ，あまり大
きく，簡単に売却することはできない．売却の相手は他の年金基金たらざるを
得ない．ということは，年金基金は企業をマネジメントすることもできなけれ
ば，立ち去ることもできなくなったということである．」（25）
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日をみる
 　 方法1の（B） 転換点をみる～終わった

日をみる
原理2 trends分析（潮流の分析） ― 方法2の（A） 勢いをみる～少数派をみる
 　方法2の（B） 勢いをみる～多数派をみる
原理3 upheavals分析（変動の分析） ―方法3 地殻変動的な大きな変化をみる
原理4 strains分析（緊張の分析）　  ―方法4 実体と形態のギャップをみる
原理5 stresses分析（圧力の分析）   ―方法5 知的緊張をみる 

第2に予備的な知見として，社会をみるための5つの分析の原理の相互関連
性について考察する．5つは原因と結果の群に分類することができる．つまり
変化を原因として，緊張という結果が生まれるということである．変化そのも
のを分析しているのが，trends分析，shifts分析，upheavals分析である．こ
れらの変化を受け社会がどのような緊張を受けているのかを分析しているの
が，strains分析とstresses分析である．変化は，価値や意味づけの観点から中
立的である．変化に価値や意味づけするのは，人間である．緊張や弛緩を感ず
るのは人間である．絶望するもの人間である．つまり結果を招来させるのは人
間の認識によるのである．この問題については，最後に今後の課題の1つとし
て述べる．

次に変化の分析とした3つの原理の差異についてである．shifts分析と
upheavals分析につては，考察の中でも述べたが規模の大小が基本的な違いで
ある．より広範に影響を及ぼすものをupheavals分析とした．どちらも質的な
転換をもたらす．同じカテゴリーに属する数え切れないほどの事象が累積的に
蓄積して，あるとき峠を越える．量が極まり，質を変える．人々の信条や価値
観の変化を伴い質が変る．

これに対するtrends分析は，同一カテゴリーに属する事象の特定期間の蓄
積量の変化率を表す．一定の信条や価値観をもつ人々が増え，社会に顕著な影
響を与えだす．これが少数派の誕生である．一方で無数のプレ少数派は，社会
に顕著な影響を与える間もなく死滅する．多産多死である．生き残った少数派
の一つがshiftsを起こし，多数派となる．一方で過去の多数派と呼ばれる人た
ちがなお多数存在する．相当期間社会に在り，影響を及ぼす．

以上が本考察のテーマに沿った主従2つの知見である．本論は，社会生態学
の領域を考察したものであるが，現段階で認識している今後の課題を記して結
びに代える．
その1．再現性の検証を継続すること

再現性の検証は，紙面の都合もあり決して十分なものとはいえない．本考察
の過程では複数の検証を試み，最適と思われるもの引用文を掲載した．しかし

Ⅲ－5－⑤再現性の検証―『ポスト資本主義社会』からの引用
「現代の組織はコミュニティに対し，さらに別の緊張をもたらす．組織はコ

ミュニティにおいて活動しなければならない．組織のメンバーはコミュニティ
に生活し，コミュニティの言葉を話す．コミュニティの学校に子供を行かせ，
投票し，税金を納める．彼らはコミュニティに安住する．しかしそれにもかか
わらず，組織はコミュニティに埋没することを許されない．あるいは従属する
ことを許させない．組織の論理はコミュニティを超越しなければならない．（中
略）組織の論理はコミュニティを超越する．組織の論理がコミュニティの価値
と衝突するとき，組織の論理が優先する．さもなければ，組織は社会への貢献
を果たせなくなる．」（27）

Ⅲ－5－⑥社会の生態を分析する道具としてstresses分析が有効かどうかの検
討

再現性の記述は，次のような緊張状態を示している．当初ドラッカーは企業
のコミュニティ性を高めることが市民性の回復の有力な手段と考えた．しかし
企業，より広く組織は，コミュニティとは別ものであり，相克関係にあること
を認識するにいたった．コミュニティは存在そのものに意味があり，組織は社
会的な目的を果たすことに存在理由がある．さらにコミュニティは継続と安定
を求め，組織は継続を求めつつも必要なときに廃棄と変革を求められる．社会
の中に組織とコミュニティが存在し，そして多くの人はそのどちらにも帰属す
る．この原理的な相克関係がとりわけ非連続面，つまり変革を必要とするよう
な局面への対応をめぐって人々に精神的負担をもたらす．ここに一種の社会的
stressesが潜在している．以上の再現性の検証の結果が示すものは，仮説とし
て提示した「知的緊張をみる」という社会生態学の「方法」の有効性を肯定するも
のである． 

Ⅴ．まとめ―知見と今後の課題

本考察では，『経済人の終わり』から社会をみるための5つの原理と7つの方
法を仮説として導出し，その後の「社会生態学」系の著書をもちいて仮説の有効
性の検証を試みた．ここで得られた知見をまとめる．

第1に，政治学者ドラッカーの方法論は，社会生態学者ドラッカーの社会の
分析へと受け継がれていることがわかった．さらにその有効性は，仮説として
提示した方法の再現性の検討を通じて，社会生態学のための「原理と方法」とし
て肯定的に受容することができるものであった．以下に〈5つの原理と7つの方
法〉をまとめて再掲する．

原理1 shifts分析（転換の分析） ― 方法1の（A） 転換点をみる～始まった
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〔1954〕まえがきp.v

（4）P.F.ドラッカー〔1972〕前掲書，序文p.10

（5）P.F.ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版『すでに起こった未来』　ダイヤモ
ンド社〔1993〕p.322

（6） 同上p.319

（7） P.F.ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版『産業人の未来』ダイヤモンド社
〔1942〕p.279

（8） P.F.ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版『経済人の終わり』ダイヤモンド社
〔1939〕p.286

（9） 同上p.285

（10） 同上 p.211

（11） P.F.ドラッカー（上田惇生訳）新訳版『新しい現実』ダイヤモンド社〔1989〕p.2

（12） P.F.ドラッカー〔1939〕前掲書p.40

（13） P.F.ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版『ポスト資本主義社会』ダイヤモ
ンド社〔1993〕p.24

（14） P.F.ドラッカー〔1939〕前掲書p.34

（15） P.F.ドラッカー（上田惇生訳）新訳版『見えざる革命』ダイヤモンド社〔1976〕p.24

（16） P.F.ドラッカー〔1939〕前掲書p.96

（17） P.F.ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版『断絶の時代』ダイヤモンド社
〔1969〕p.46

（18） P.F.ドラッカー〔1939〕前掲書p.122

（19） P.F.ドラッカー〔1969〕前掲書p.48

（20） P.F.ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版『ポスト資本主義社会』　ダイヤ
モンド社〔1993〕p.1

（21） P.F.ドラッカー〔1939〕前掲書p.58　
（22） P.F.ドラッカー〔1989〕前掲書p.196

（23） P.F.ドラッカー〔1939〕前掲書p.79

（24） P.F.ドラッカー〔1939〕前掲書p.195

（25） P.F.ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版『ポスト資本主義社会』ダイヤモ
ンド社〔1993〕p.24

（26） P.F.ドラッカー〔1939〕前掲書p.212

（27） P.F.ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版『ポスト資本主義社会』ダイヤモ
ンド社〔1993〕p.83

（28） P.F.ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版『すでに起こった未来』ダイヤモ
ンド社〔1993〕p.316

【略歴】 1961年生まれ．本会監事．小樽商科大学大学院商学研究科修士課程修了．佐藤
等公認会計士事務所所長，（株）ヒューマン・キャピタル・マネジメント取締役副社
長，小樽商科大学大学院ビジネススクール非常勤講師．

それでもなおドラッカーが著した数多くの著書，論文を用いて検証を積み重ね
なければならない．
その2．社会を見るための「原理」と「方法」として実践で用いてみること

私たちが手にしようとしているものは，一定の訓練をつむことで誰でもが使
用可能な実践的な道具である．本考察で受容された仮説は，今後私たちが観察
してきた社会現象，あるいはこれから観察する社会現象を対象にして，実際に
分析の用に供するものでなければならない．現実から乖離した抽象を戒め，実
証のための実験的検証を積み重ねなければならない．こうして本考察で一般化
して示した，「原理」と「方法」が真に意味のある社会の分析の道具となるのであ
る．
その3．さらに社会生態学の体系となる「原理」と「方法」を探索すること

ドラッカーは，社会生態学は一つの体系であると高らかに宣言した．今回導
出した5つの「原理」と7つの「方法」は，一部に過ぎないことは自明である．新
たな視点に基づく原理と方法を見出し，整理・検討する必要性を感じている．
ドラッカーが明示した「知覚と分析」を体系の中にどう位置づけるのか．社会生
態学の手法の概要を示したとした『イノベーションと企業家精神』とりわけ「イ
ノベーションの7つの機会」はどのように位置づけられるのかなどである．

また本考察をまとめる過程で，新たな原理として，その存在をうかがわせる
ものが多数発見できた．例えば「社会生態学者は定性的な変化を見つけ評価す
るために，定性的な手法を使わざるをえない．しかし，それは推測に頼らざる
をえないということではない．勘ではない．それは，観察と識別と評価を行う
ことのできる厳密な手法でなければならない」（28）という記述である．おそらく
は，本考察で導出したtrends分析，shifts分析，upheavals分析という原理は，
観察という社会生態学の手法に分類されるものであり，strains分析とstresses
分析の原理は，識別という手法に分類されるものであると考えられる．もちろ
ん体系の全貌を概観するにはほど遠い．しかし，一つの具体的なプロセスが霧
の中から垣間見えてきたようである．順次これらのものを加えて整理・検討す
ることで社会生態学の体系の全貌を明らかにし，私たちが後天的に修得すべき
ものとしたい．ドラッカー亡き後, 社会の将来を透徹するための能力を一人ひ
とりが身につけ，自ら物見の塔に登り，文明の担い手となる実践者として，そ
の遺志を継ぎたいものである．

【注】

（1） P.F.ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版『傍観者の時代』ダイヤモンド社
〔1979〕p.238　

（2） P.F.ドラッカー（岩根忠訳）ドラッカー全集第1巻『産業社会編』ダイヤモンド社〔1972〕序文
p.11

（3） P.F. ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版『現代の経営』ダイヤモンド社
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いては，知識をキーワードとして，最初に知識（3）について論じ，その後今後の
社会のあり方について考察を行いたい．

知識について

〈知識の概念〉
知識社会と知識労働の前提となるのは，知識そのものである．しかし，知識

という言葉そのものが，人によって理解が異なっているのが現状である．知識
そのものは何らかの普遍性を持つものであるが，知識という言葉の用いられ方，
またその知識の一般性と関わって，どの範囲を知識として，何を表しているの
かが変わる．このような人による理解と意識の違いが，知識社会と言う言葉の
混乱を生むこととなる．この混乱は，知識社会はITによって達成されるとい
う見方や（4），経済のサービス化が社会の変化をもたらすという見方（5）などのあ
る限定された事象をもって，社会の概念が変わるという理解につながっていく．
このような混乱を整理するためにも，まず知識の概念そのものを整理すること
とする．

現実の知識を整理するとすれば，利用された時の目的と結果によって区別さ
れると考えられる．それは言い換えれば，知識を何のために得るのか，そして
どのように生かすのか，という観点から知識を捉えることによって区別するも
のである．知識そのものは多様な範囲を含んでおり，その内容を持って分類す
ることは不可能であろう．しかし，知識は，何らかの形で利用されて始めて知
識として活用される，ということとなる．そのため知識利用の観点，すなわち
何のために知識を得て何を達成するのか，という点から知識を分類することは
可能であろう．

そのように考えた際に，一つ目の知識は，「純粋な知識」という呼び方ができ
るであろう．それは，実際の社会の進歩に役立つというよりは，知識のための
知識としてのものであり，社会の認識を深めるための知識である．これは，個々
人や社会の現実の活動に直接つながるようなものではなく，あくまでも現実の
認識を深めるものである．また，このような純粋な知識は，知識を利用して他
の人に働きかける，あるいは社会に働きかける，といったような役割を果たす
ようなものではない．むしろ知識を深める主体である個々人の満足に源泉を置
き，知識に対する自らの満足を得るために知識を獲得する，というような行為
を促すものである．このような行為によって，多くの場合は概念的で専門的な
学問分野の深化を促すことをもたらすだろう．

そして，二つ目に挙げられるものは，「変革のための知識」と言えるであろう．
この知識は，個人や社会に直接働きかける．そして，実際の変革のスピードに
関して緩急の差はあるにせよ，個人や社会に対して直接的な変革をもたらすこ

知識と知識社会に関する一考察

小沢道紀
（立命館大学）

【要旨】

ドラッカーの述べる新しい現実としての知識社会について，知識そのも
のの概念，そして社会の現状と今後の社会について，考察を行った．まず，
知識の概念を「純粋な知識」と「変革のための知識」にわけ，そのうち「変革
のための知識」が社会と関わる知識であり，その体系が社会変革をもたら
すことを明らかにした．そして，どのように社会的に学習がなされるのか
を明らかとした．その後，まず近代化，すなわち現在変容しつつある社会
について触れ，その中で，「豊かさ」というイデオロギーによって成長が成
し遂げられたことを明らかとした．今後の社会の中では，まだ見えない部
分が多いが，家族の変容，世界の縮まり等のキーワードをあげ，限られた
側面ではあるが，明らかにした．

はじめに

ドラッカーは，『新しい現実』の中で，「そして歴史にも境界がある．目立つ
こともない．その時点では特に気づかれることもない．だがひとたび越えてし
まえば，社会的，政治的な風景が変わり，気候が変わる．そして言葉も変わる．

『新しい現実』が始まる．」（1）と述べた．社会の変革は，この境界を越えることで，
引き返せない新しい状況を生み出す．そして，ドラッカーは，境界を越えるこ
とによって生じる新しい社会を，『ポスト資本主義社会』（2）の中で描いた．近代
社会である資本主義社会の次の社会とは，資本が生産の手段としてあった社会
から，知識が生産の手段として利用される社会へと変わっていく，ということ
である．社会がどのように変わるかは，実際には変わってから振り返らなけれ
ばわからないことであるが，実際に社会は変化しつつあり，それに知識が寄与
しているのは間違いないと考えられる．

そこで，現実の社会において，変革は実際に生じているのか，そして何が変
革され，そして将来にわたって何がもたらされようとしているのか．本稿にお
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制度や，社会からの要請など，多様な違いによるものであった．そのような違
いはあったが，両者ともに知識の伝達，すなわち体系立った教育が行われて，
その発展がなされていった．

しかし日本において体系化された和算は，明治維新以降急速に衰退していっ
た．その衰退の原因は，和算の内容が洋算から非常に劣っていたためというわ
けではない．その衰退の理由として，和算自体が江戸の中期以降には「純粋な
知識」を目指した，明治政府の教育が洋学を中心としたものに変化した，など
が言われるが，様々な知識体系とのつながりを持った数学という知識体系とし
ての成立状況が，ヨーロッパの方が優れていたからだ，とも考えられる．数学
のみを学ぶのではなく，数学を前提とした様々な知識を学ぶ際に，つまり日本
の近代化に大きな影響を与えた西洋からの様々な知識の導入の過程で，和算で
は対応できなかった，とも言えるだろう．

このようにヨーロッパに端を発した体系としての数学が，各国の教育体系に
受け入れられ，世界的な発展を見ていったように，知識は，体系としてのつな
がりを持った学習と，そのつながりによる多様な創造によって，近代の発展を
形成していった．また，そのつながりが深まって，社会からの要請が認められ
れば，最初は複合領域として，そしてその知識が深まることによって，新たな
知識体系として確立していった．そして近代は，この過程を何度も経ることに
より，多様な体系が創造されてきた．

〈知識を学習する〉
近代以降，知識体系を深く学習する機会が，増えることとなった．近代に入っ

てから義務教育によって基礎的な体系立った知識が学習されるようになったの
はもちろんのこと，学ぶための専門的な機関，いわゆる高等教育機関が数多く
設立された．そして所得の向上と学習の一般化とともに，多くの者が，基礎知
識を得た上での専門知識を体系立って学ぶ機会が得られるようになった．また，
知識体系が複雑化するにつれて，専門知識を高等教育機関の学士課程のみで学
習することが困難となり，特に体系立った学習が必要な理系分野では，専門職
に就くためには修士課程での学習も必要となった．

知識の取得にかかわらず，学習というのは行動の変革を伴ってはじめて完結
するものであり，そのような行為そのものは，人間が日常的に無意識下で行っ
ているものである．学習によって人間は人格を形成し，その思考や行動のパター
ンを形成していく．このような日常的な学習の多くは，人間が接している環境，
すなわち他者や社会に適応するために行われる．生まれてから様々な過程で接
する人や社会そのものが，個人の働きかけに対してどのように反応し，結果と
して何が起こるのか，このような過程と結果から学習が促進される．また個人・
社会からのフィードバックを数多く得ることによって，必要に応じて，思考や
行動のパターンを再構成・修正していく．このような学習は個人の経験・体験

ととなる．たとえ一つの知識による変革は小さなものであったにせよ，それが
集積される，また継続することにより個人や社会に大きな変化をもたらす．こ
のような知識を個人や社会が獲得するのは，意識的，無意識的の差はあるにせ
よ，現実に何らかの問題点を見出し，その現実の課題を解決しようとするから
である．このような知識は近代において，特に人間を理解する分野で発展を遂
げた．そして，その集合体である社会を変革するために，様々な技術や技法が
生み出されていった．それらは，社会状況からみた課題を解決するような具体
的な科学技術はもちろんのこと，人や組織や社会をどのように理解して働きか
けていくのかといった分野も含むものである．

このような二つの知識，すなわち「純粋な知識」と「変革のための知識」の違い
は，特に社会に対して与える影響そのものである．当然，「純粋な知識」におい
て，まさに偶然利用され，その結果として変革をもたらすことはあるかもしれ
ないが，その当初の目的とは大きく異なった偶然の産物にしか過ぎない．一方
で，「変革のための知識」は，知識を生み出そうとした当初から社会に影響を与
えることを目的とし，そのために過去の知識体系に新たな知識を加えられる形
で生み出され続ける．

現在，多くの場面で使われる知識という用語は，「変革のための知識」である．
純粋なる知識人（intellectual man）も一部に確かに存在している．しかし，社
会をより良いと思われる方向に変えていくためには，決して社会の一部の変革
ではなく，社会の全体の変革でなければならない．そして知識も社会や個人の
多くに利用されるような知識でなければならない．

〈知識の特徴〉
知識は，当然ながら上記の概念に付帯した特徴を持つ．この特徴そのものが

利用のされ方などに影響をもたらすと言える．それは知識がどのように所有さ
れることが可能であり，またどのように発展させることが可能なのか，という
点と関わることである．

知識とは，そもそも社会組織で共通の認識の下，ある体系の過去の蓄積に沿っ
て生み出されたものである．そして現在も過去の延長線上で，生み出され続け
ている．新しい知識は，突然，ある突飛な発想から生み出されるわけではない．
そして，社会組織の共通認識によって，似たような知識の内容であっても，生
じる知識が異なる形となることがあり，また体系としての発展の姿も異なって
いく．

例えば，数字を扱う学問として，数学がある．現在世界中で学ばれている数
学の体系は，ヨーロッパにおいて体系づけられてきたものであり，ヨーロッパ
において発展してきたものである．一方で日本では，明治維新が起こるまでの
間，和算が独自の発展を遂げていった．両者ともに数字を扱う計算を行うのだ
が，発展が異なったため，異なる体系を持つこととなった．その違いは，社会
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の変化は，社会を支える制度（システム）の変化とともに，実現してきている．
そしてこのような社会の変化は，社会構造そのものの変化ももたらすこととな
る．

日本の戦後の経済復興を支えたのは，明治維新から続いて行われてきた近代
化という社会制度の変化であった．明治維新によって，日本は国としての生き
残りを目指すために，社会制度を大きく変化させ，近代化の端緒についた．そ
して，その近代化は，戦後のアメリカによって進められた民主化によって加速
し，日本における近代化という社会構造が，ほぼ完成することになった．

この変化の柱となったのは，現在世界中の近代化を支えているものと同様の
社会構造の欧米化の流れであった．思想，技術等の多様な分野において，欧米
化が近代日本社会の基盤に取り込まれていった．そして，日本においては，そ
のような欧米化のみではなく，近代化を支えてきたイデオロギーがあった．そ
れが現在に至るまで日本社会に影響を与えている豊かさを追い求める思想で
あったと言える．第二次大戦以前は国家としての豊かさが，戦後に社会変革が
進んでからは個人としての豊かさが追い求められた．前者としては，富国強兵
のような思想が，後者としては所得倍増論のような思想が代表的なものと言え
るだろう．これらの思想は，ある特定の者によって提唱されたにせよ，それが
個の集合体である社会から支持され，社会意識となっていった．そして，この
イデオロギーはバブル経済という社会を現出させ，日本の近代化を支えてきた
イデオロギーが転換点を迎えることとなった．

豊かさを追い求め，それに応じて社会や個人が変化をしていくという事象は，
多くの国で起こっていることでもある．そして豊かさは，最もわかりやすい指
標，すなわち経済力によって計られがちとなる．このことは，経済的な豊かさ
のみを追い求めるような行動を個人に求めていった．言い換えれば，金銭が重
視されてきたため，その結果としての所有しているモノによって社会階層が判
断され，個人の精神に大きな影響を与えるような社会となった．特に日本では，
近代化の過程で，維新･戦争と二度の社会階層の破壊が行われた．この二度の
階層の破壊によって，歴史的な経過を持つような多くの階層は，一部を除いて
意味をもたなくなった．それとともに，階層に付随していたような仕事の多く
も衰退していくこととなった．そしてその代替として出てきた社会を代表する
ような階層が，個人の豊かさを実現していく過程で，3Ｃという言葉に代表さ
れるようなモノを持つ層であった．このような個人の所有物に関わる言葉は，
日本の戦後の近代化の過程で，ある社会階層を表す言葉として，時代によって
モノを変化させながら言われ続けてきた．

このような現実は，日本だけでなく，日本の第二次大戦後の発展を見た多く
の国で理想として考えられていったものであった．その多くは個人の豊かさが
問題となるまでに至ってはいなかったが，国としての経済的豊かさ，それをど
のように生み出していくのか，ということが重視されていった．そして国の発

に深く依存するものであり，そこで得られた知識・知見は，あくまでも個人に
所属する．そのため，個人が学習した知識・知見を，体系立てて他者が学ぶこ
とはできない．学ぶことができるのは，知識・知見のうち，学ぶ者にとって共感・
理解ができる一部分にしか過ぎない．

一方で，誰もが学ぶことができるのが，社会に所属する体系立った知識であ
る．体系立った知識は，容易なものから高度なものへと学習を段階的に深める
ことにより，誰もが同じ知識を身につけることが可能である．ただし，誰もが
体系立って身につけられるのは，社会から広く認められている知識であり，か
つ知識の伝授の方法が確立しているものにしか過ぎない．そして，容易な知識
は誰もが身につけることが可能だが，高度な知識になればなるほど，個人によっ
て知識の理解に差が出ることとなる．そのような理解の差は，しばしば資質と
いう言葉で片付けられるが，生まれ持った才能を意味する資質による差ではな
い．むしろ，生まれてからの経験・体験による学習から得た知識・知見による
差である．そしてまた，多様な知識体系の何をどのように学習したか，による
差である．

このような知識の個人間の理解の差があるからこそ，社会や組織が多様な知
識を学習することが可能となる．もし，単一の知識体系からしか学習がなされ
ないのであれば，変革というものは生じない．江戸時代の幕藩体制という新た
な外部からの知識の取得を制限していた体制の中で，藩が経済危機に陥ったと
きに，あらゆることに対して保守的な藩と，新たな知識の導入に積極的な藩で
は，藩の収入に関する対応が大きく異なっていった．前者は米本位制を維持し
続け，借金を消すことと領民から追徴をすることが主な対策であった．一方で
後者は新たな産品を生み出し，米ではなく金銭を主な収入源に変えることで危
機を乗り切っていった．そして明治維新を担ったのは，後者の藩であった．

ここでは，知識について，概念そのもの，特徴，そして学習という側面から
理解しようと試みた．知識そのものは，社会での体系化を通じて個人が学習し，
その学習の成果を社会に戻していく活動，変革によって，より深化していく．
そしてまた，社会の要請によっても異なる形の体系となっていくものである．
このような知識を踏まえた上で，次では知識社会について検討を行う．

知識社会について

〈近代化という社会の変化〉
社会の状態は，思想や慣習を背景としながら変化を続けてきた．それは，個

の意思によって，すなわち個が望んだ理想像のみによって変化をしてきたので
はない．個の集合体である社会から望まれた変化，一種のイデオロギーに基づ
くものによって変化が生じ，変化が行われ続けてきた．このような社会の状態
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達のコミュニケーションの手段が大きく縮まることとなった．そして，インター
ネットの利用が可能になったことにより，さらに大きく変化した．個人がコミュ
ニケーションをとれる範囲は，かつてないほど拡がり，さまざまな思想，個人
などとの情報の交換，また情報の獲得ができるようになった．そして，相手の
時間を問わずに，情報の伝達，意見の確認等のコミュニケーションが取れるよ
うになった．つまり，直接コミュニケーションをとる必然性が減少し，文字で
のコミュニケーションが増加した．このような世界の縮まりという現象によっ
て，情報の平準化が起こり，また社会の位置する地域による違いが薄れていっ
た．

一方で，このような世界の縮まりが人間の知識に対するあり方そのものを変
えたわけではない．知識の中身については世界的な評価にさらされるように
なったが，より高度な知識が早く生み出されるようになったかどうかは，不明
である．情報の量が増えることで，多様な知識体系のあり方，いわゆる学際領
域・融合領域と言われるようなものは増加したが，これらの知識体系がどのよ
うな評価をされるのかは，後世の評価を待たねばならない．そして多くの情報
の中から必要な情報を判断する技術は，いまだに個人に所属したままである．
このような情報の扱い方が個人に所属している限り，個人と社会と知識の関係
に限界が生じるだろう．

前述したような複合的な知識体系は，知識の蓄積とその知識分野の細分化に
より，革新を起こすための知識を一人で生み出すことが困難となったことから
生じている．そのため，知識を有する者同士が集まり，その相互性の過程で個々
の間で学習をし，新たな知識を生み出すようになっていった．またかつてより，
クラフトマンのような専門職が存在していたが，専門職一人で財を生み出すこ
とが困難になり，専門職同士，もしくは専門職を筆頭としたチームが形成され
るようになった．

また，人口に関しても世界的に変化しつつある．豊かさを支えてきたものの
一つに，増加する人口があったのは間違いがない．そして，人口増加は経済の
あり方や社会のあり方を一部規定していた．人口の変化は，特に近代化を成し
遂げた地域の多くで生じていった．それは，人口の減少，ならびに停滞であり，
そのような現象が起きなかった地域は，移民等の外部からの人の流入があった
地域であった．そして，このような人口増加率の変化は，今後さらに多くの国
に広がっていくとみなされている．近代化を社会が成し遂げていく過程で，企
業組織は近代化を実現するだろう象徴となるモノを，人口増加と豊かさのイデ
オロギーを持つ地域に販売することで成長をし続けてきた．今後，多くの地域
で近代化が成し遂げられることで，このような状況も変化をしていく．

そして人口と関わる家族の在り方も変化をしている．近代化で特徴的だった
家族の在り方は，核家族と言われるものであった．ここでは婚姻関係など慣習
や法の側面とも関わって，家族の形が規定されていた．そして，そのような男

展とともにある社会階層，旧来から言われているようなブルジョアジーが生じ，
その先に，個人の豊かさが求められるようになった．

また，このような豊かさを求められる中で，より豊かになるために社会的に
資本を集中させた．集中した資本は，多額の投資を可能とし，そのことで他組
織との競争環境に生き残ることが可能となった．そして，労働者は，集中され
た資本のもとで働くような働き方が一般化していった．このことは，個で働く
ような独立した労働者を減らし，雇用される者が増えていくこととなった．と
は言っても，より富の集中した資本家が増えたわけではない．資本家は機関投
資家によってとって代わられ，労働者が資金を預けた機関が株式を通じて企業
組織を支配するようになった．

このような企業組織は，マネジメントの概念を入れることにより，より多く
の人間を組織的に管理することができるようになっていった．マネジメントそ
のものは昔からあったのだが，その意識的な向上とスキルとしての側面を理解
することによって，特殊な技能としてのマネジメントから一般的な知識として
のマネジメントに変化した．そして，どんな労働者であっても，自らが何らか
の形でマネジメントに関わることが可能となった．

そして，労働の変化は家族構造の変化をもたらすようになった．零細な農業
に多くみられたような家族として財の生産に関わっていくような社会から，組
織に所属して財を生産する社会に変わった．また組織に所属できるような働き
方ができるのは都市圏に多く，そのことが人口の移動をもたらし，家族を分割
する形で，都市圏で生活を行う個人が増えていった．このようなことから，家
族の持つ意味が変わり，最小単位の家族，すなわち核家族が増えていった．

ここでは，近代化のすべての側面を網羅したわけではないが，社会の近代化
を支えていった現象とその要因としては，先に述べたことが大きいだろう．そ
して，次からは今後の社会について考察をしていく．

〈現在の社会に生じている現象〉
社会は，社会意識の変化を通じて，近代化を深化させてきた．そして現在も

世界的に見れば，近代化の途上の国が多くある．しかし，一定の近代化を成し
遂げた社会においては，次のイデオロギーが必要となり，それが今後の社会を
形成していく．

近代化が進んだ社会において新しい変化を生じさせる可能性の高い要因の一
つに，世界が縮まったことが挙げられるだろう．世界が縮まったというのは，
時間的な長さ，空間的な距離の縮まりである．交通手段の発展によって物理的
移動手段の時間は当然縮まっていくのだが，それ以上に情報伝達の時間の縮ま
りが大きなものであろう．情報そのものは過去より存在しており，時代を遡れ
ば情報を持っていることそのものが，ある社会にとって決定的な意味を持つこ
ともあった．それが時代を経るにつれ，FAX等の技術の進歩により，情報伝
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その知識は常に変化し続ける．そしてその変革はつねに起こっており，生じて
いる現象を，正しく判断することは困難である．「境界」を越えたのか，それを
判断することも困難であろう．ただし，現在起こっている様々な現象を見てい
けば，その変化というものは確かに生じており，変化が個人に様々な影響を与
えている．

マンハイムは（6），イデオロギーという形でユートピアが提唱され，そのユー
トピアの実現に向けて社会が変化を遂げていくと述べた．また，イデオロギー
は社会意識のもとで変化を遂げ，それによって新たなユートピア像が生じる，
ともした．先にも述べたように，近代化の中でのイデオロギーは，豊かさであっ
たと考えられる．そしてそれが一定達成された社会では，イデオロギー性がほ
とんど見られなくなり，即物的な物事が多くなったように思われる．このイデ
オロギーの喪失が，新たな社会，ドラッカーの提唱するポスト資本主義社会を
作り上げる原動力となるだろう．そして今後の社会構造の変遷の中で，新たな
イデオロギー，おそらく知識の豊かさが提唱され，そのことで新たなユートピ
アが生じることになるだろう．

今後の課題としては，知識社会における労働の可能性について考える必要が
ある．また，今後の社会の変化についてもさらに深める必要がある．

【注】

（1） ドラッカー［1989］pp.5-6．
（2） ドラッカー［1993］．
（3） 日本語で言う「知識」には，英語の Information, Intelligence, Knowledge等の幅広い意味を含

むものである．本稿では，日本語で言うところの「知」そのものと，その「知」の適用され
る現象について，「知識」と呼ぶこととする．

（4） 特にインターネットが普及していく過程で，ITによって社会が変わる，ということが多
く言われた．

（5） 経済のソフト化とも言われるが，産業分類で見るマクロの分析で，経済が発展するに従っ
て，第一次産業から第二次産業へ，また第二次産業から第三次産業へ特に労働人口が変
わっていくことから，その働き方の違いをもって社会構造の変化とみなされる．このこ
と事態は現象から考察したものであり，現象そのものがなぜ起こったのかという理解が
不十分である，とみなすこともできる．

（6） マンハイム［2006］.
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女と子供によって，家族は構成されていた．しかし，このような婚姻制度によっ
て結びつけられた家族の在り方が変わりつつある．それは，婚姻の意味が変わっ
た，ということである．統計上は世帯を構成する最小単位である，一人という
家族形態が増えたことであり，また同居による婚外子が増加していることでも
ある．フランスでは人口増加に転じたが，それを支えたのは，婚外子であった．

最後に，社会を構成する最小単位である人も変わった．人は何らかの形で社
会と関わらなければ生きてはいけないが，その関わり方が変わりつつある．近
代化の中で一般的な社会との関わり方は，組織で働くこと，また地域に関わる
ことであり，ある組織・地域構造の中で役割が与えられ，その役割を果たすた
めに働いていた．それが，組織や地域が労力でも資本でもなく，知識を必要と
するようになって，労働のあり方が変わるようになった．それは，組織や地域
を変革していくために，資本ではなく知識が必要である，ということに社会が
気づいたに過ぎない．このことによって，社会階層の意識も変化を遂げつつあ
る．それは，資本による階層ではなく，知識による階層である．

知識そのものは，個人に由来する部分もあるため，個々人によって異なるも
のであり，社会を構成するのに不必要な知識は存在しない．ただし，社会の中
でより大きな変革に積極的に関わる，または関わることができるような知識を
有するものと，それ以外の者の差が生じている，ということである．この階層
が固定化するかどうかは，まだわからない．ただ，知識の獲得に個人の成長過
程が大きく関わるのであれば，生まれた場所の環境によって差が生じることと
なる．そしてこれは一度固定化すれば，なかなか乗り越えることができない壁
となるだろう．

ここでは，近代化という最も近い時代に起こった社会の変化と，今起こりつ
つある変化についてみてきた．その生じつつある変化は，社会のさまざまな部
分に関わっている．これがポストモダンといわれる状況を生じさせるのかは，
後世にならなければわからないだろう．ただし，個人から見れば，個人として
の生活である家族単位の変化があり，労働での関わり方として個人の持つ知識
を組織に提供する，という社会になりつつある．また，社会から見れば，人口
構造の変化や世界が縮まったことが影響を様々に与えていくだろう．どちらに
しても，社会が維持され続けるためには，何らかの変革が行われ続けなければ
ならず，そのような変化をもたらすために，知識が中心の社会，すなわち知識
社会が進展しいくだろう．

おわりに

本稿では，限定的ではあるが，まず知識の在り方について考察し，その後，
社会について考察をしてきた．社会構造の変化は，知識によってもたらされ，
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情報化と労働

谷崎敏昭
（上武大学）

【要旨】

P. F. ドラッカーが指摘した知識社会の到来を目前に控え，すでに世界
中で労働者間の格差が問題になってきた．本論文では労働の本質について
考察し，さらに情報化社会における労働の特質について分析した．

はじめに

P.F.ドラッカーは「あらゆる経済大国の中で製造業従事者の割合が最低の国
がアメリカである．イギリスがこれに続く．日本とドイツではまだ4分の1近
くが製造業労働者である」（1）と述べている．同様のことが同書の最初の「日本の
読者へ」の部分にも書かれている．「日本が競争力を維持していくには2010年
までに，これが8分の1ないし10分の1になっていなければならない」「日本は
また，これまでの教育システムを，今新たに生まれつつある雇用機会，新技術，
新市場にいかに適合させていくかという難問にも直面している」と，日本のイ
ノベーションの必要性について述べている．

ドラッカーの言うとおり，日本は現在大幅な社会の改革の途上であり，その
進捗状況ははかばかしくないのが現状である．特に情報化に伴う客観的状況
の変化にもかかわらず，社会の変化は思うように進んでいない．2008年現在，
日本ではいまだに製造業従事者の割合は5分の1程度である．さらに日本のホ
ワイトカラーの労働生産性はOECD加盟先進国中，最下位である．こうした
ことを考え併せると今，日本が何をしなければならないのかが見えてくる．情
報化の進展にあわせた労働の移動や，雇用の変化について真剣に検討しなけれ
ばならない．労働の移動については，製造業従事者を情報産業へ移動させれば
よいという単純なものでないことは明白である．製造業の従事者が，必ずしも
情報産業に適合するとは限らないからである．ここではドラッカーの著書に基
づいて情報化における労働や，その内容について検討する．

富永健一［1996］『近代化の理論』講談社学術文庫．
ドミニク・メーダ［2000］若森章孝，若森文子訳『労働社会の終焉』法政大学出版局．
マックス・ウェーバー［1936］尾高邦雄訳『職業としての学問』岩波文庫．

【略歴】  立命館大学大学院博士課程後期課程中途退学．立命館大学経営学部准教授．著
書に『流通と顧客創造』（共著）等．
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労働組合は同一企業内ならば，どのような仕事をしていても同じ労働組合に加
入しているわけであるから，労働者の配転が自由でジョブ・ローテーションや，
多能工の養成が可能となる．TQCも同様に企業別労働組合の協力のもとで行
われていて，労働組合が企業組織の一部に組み込まれてしまった企業もある．
労働組合への加入率が低いとはいえ，日本的経営が日本的である所以がここに
あって，企業と対立するような組合を持つ職場で行うことは困難である．終身
雇用や年功制が衰退する一方，企業別労働組合は現在でも大きな存在感を持っ
ている．

TQCや職場小集団活動は製造業に限らず，サービス業など広範な職場で行
われていて，近年，アジアを中心に海外の企業でも同様の活動を行うところが
増えてきた．歴史と伝統を持つ労働組合を有する欧米においては受入れ難いや
り方だが，それでも少しずつ導入する企業が出てきている．

1-2　企業は誰のものか
企業のトップマネジメントと言われる最高意思決定を行う経営者は，企業に

とって非常に大切な経営戦略を計画し，将来の更なる発展につながるような経
営革新の実行を担っている．また，人事や財務といった会社の業績に関係する
重要事項についても経営者の関わらなければならない仕事である．

J.A. シュンペーターは経営者ではなく企業者という概念でその役割について
論じている．それによると企業者とは革新の担い手で，革新を行わないものは
経営者であっても企業者とは呼ばない．革新を行うものは経営者でなくても企
業者と呼ばれる．その企業者のなすべき仕事として「新結合」を説明している．
それは，（1）新商品の開発，（2）新しい生産方法の導入，（3）新しい販売先の開
発，（4）原材料の新しい仕入先を開発，（5）独占の形成，または独占の打破，の
5つで，こうした企業者の革新的行動が社会の発展に貢献するのである．

伝統的な管理理論では経営者の役割を，企業組織の維持発展とそれに伴う出
資者に対する利子配当の実行である．生き物には寿命があるが，企業は継続し
て発展していく組織体であり，ゴーイング・コンサーン（継続企業）としての企
業経営を破綻させないことである．そのために経営者は，他の労働者と違って
より多くの知識と企業経営に対する経験を必要とし，専門的知識も充分に修得
していなければならないし，その責任も重大であり，企業経営者はこうした事
由から多くの報酬を受け取ることになるのである．　　　　

企業は誰のものかと言う問いかけにバーナムは，アメリカにおける主要産業
の株式の分散と支配について分析したところ，代表的なアメリカ企業では株式
の所有権と支配権の分離が明らかになった．つまり企業の経営者は企業の所有
者ではなく，所有と経営が分離されているということである．経営者も企業か
ら賃金を受け取っている労働者であり，株式の分散の結果，逆に労働者は企業
の株式を所有しているのだから企業の所有者の一人であるということになる．

1　日本の管理と労働

1-1　日本的経営と経営者の役割
高度経済成長の時期に，日本の企業は「日本的経営」を重視した経営管理を

行ってきた．この日本的経営は一見不合理にも見えるが，これによって奇跡的
な経済発展を実現した．日本にとって企業経営は欧米の経営管理とはかなり異
なる価値基準で経営がなされてきた．株式会社ならば，本来株主に対して大き
な責任を負わなければならないのだが，株式の相互持合いによって株主よりも
従業員に対して強く責任を感じる企業社会を構築してきた．

戦後日本の経営者は，長く続いた高度成長の中で，幸いなことに企業の浮沈
をかけた特別重要な意思決定をすることはなかったし，その必要もなかった．
政府・官僚の的確な行政指導と経営者団体の大きな影響力の中で，一人ひとり
の経営者は自ら意思決定を行うよりも，同業他社の動向や役人の言うことを聞
いていれば間違いはなかった．護送船団方式により，企業の経営者は同業他社
の動向をうかがって同じような意思決定を行えばよかった．企業の意思決定は，
管轄省庁からの指示によることが多く，自ら意思決定しなければならない局面
はほとんどなかった．問題はこうした時代が比較的長く続いたことで，大企業
であっても個別企業の経営者が，本当に重要な意思決定を独自に行う経験が足
りなかった．つまり経営者が企業にとって重要な意思決定をする訓練の場もな
かったために，転換期を迎えた日本企業の経営者が重要な意思決定をせず，問
題を先送りして，リーダー不在のまま次の時代を迎えなければならなくなった．
不祥事を起こした企業の経営者の対応を見ると，ほとんど意思決定ができない
トップマネジメントの姿がそこにある．

ドラッカーは現在の日本の困難を，新しく飛躍するための生みの苦しみと捉
え，イノベーションの重要性を強調している．日本の混乱は世界の先進国がす
でに味わって解決してきたことであるから，日本も必ずこの困難を乗り越えら
れるはずであると述べている．困難の理由は，日本の政策を支えてきた前提が
崩れたことによるもので，①共産主義の防波堤としての立場，②西欧の動向を
見て，それより速く製品化すれば儲かる，③原材料，食料の輸入国，④長期政
策を前提に国内の合意を取り付ける．こうした，それまで日本の強みだと考え
てきたことが，ことごとく裏目に出てうまく機能しなくなったことに原因があ
る．だからこそイノベーションが必要なので，今まで行ってきた仕事の政策を
基本から見直さなければならない（2）．

終身雇用，年功制について，企業ではすでに実態がなく，バブル不況によっ
てほぼ解体されてしまった．終身雇用制は大企業におけるエリート社員と公務
員の世界に残る程度である．それよりも日本的経営の本質は集団主義的な仕事
のやり方にあり，TQCをはじめとする職場小集団活動こそ日本的経営なので
ある．この仕事のやり方では前提として企業別労働組合の存在がある．企業別
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ことである．そして規制緩和や情報化にともなう新しい産業の勃興で新たに雇
用を創出すればよいということであるが，それはすべての労働者に新しい職場
を保証するものではなく，新しい時代に対応できない労働者を排除することに
なる．わずかの人数で社会を動かせるようになるのが情報化の本質で，資本主
義社会が成立してから絶え間なく，合理化，省力化を模索し続けた結果，コン
ピュータという強力な武器を手に入れたのである．これによって多くの失業者
が生まれるのは当然のことで，私たちの労働に対する認識を変えなければなら
ない．ドラッカーはこれによって新しく生まれた労働のあり方を「知識労働」と
呼んだ．そしてこの知識労働を支えるのが教育なのである．人間の労働は自由
な個人労働から，マニュファクチャーによる分業と協業で頭脳労働と肉体労働
部分に分離された．労働者はもっぱら肉体労働を強いられ，管理者は頭脳労働
を担当した．しかし，やがて肉体労働者の仕事は動力機械の登場で機会の補助
的労働に格下げされた．工場にNC機械やロボットが入ってきてからはこうし
た補助的労働も限定的なものになり，工場から人間が消えていった．ホワイト
カラーのオフィス労働も，さらに優れた機器の導入によって，これから同じよ
うな道をたどるだろう．

ドラッカーは，肉体労働と知識労働の生産性について「20世紀の偉業は，製
造業における肉体労働の生産性を50倍に引き上げたことである．続く21世紀
に期待される偉業は，知識労働の生産性を，同じように大幅に上げることであ
る．20世紀の企業における最も価値のある資産は生産設備だった．他方，21
世紀の組織における最も価値のある試算は，知識労働であり，彼らの生産性で
ある（5）」と述べている．日本は工場における情報化の進展が早い時期から模索
され，世界で最も多くのNC工作機械や産業用ロボットが生産されていて，最
も多くのNC工作機械が利用されている．こうしたコンピュータ付きの工作機
械を利用して精密で丁寧に製品が仕上げられ，そうした努力の結果，高い評価
を得ることができた．

日本では大企業がこれらのNCを大量に利用しているだけではなく，中小企
業が，NC工作機械を購入し，精密な加工が可能なこれらの機器を使うことで，
親会社から，より多く条件のよい仕事をもらう．情報化のレベルの高さが肉体
労働の労働生産性を引き上げたのである．現在のところ，終身雇用，長期雇用
の影響で日本のホワイトカラーの労働生産性は低く，過剰な労働力を抱えてい
るが，長期的には情報化の進展が「知識労働」の生産性を引き上げていくだろう．

イノベーションを行うのには，トップマネジメントの強力な指導力が必要で
ある．天然資源を持たない日本が経済大国になった理由は，資源がないからこ
そ，いつでも世界で一番安価で良質の天然資源を購入することが可能だったわ
けで，もし日本に資源が存在したならそれを使用しようと考えたであろう．し
かしそれは必ずしも世界で一番安価で良質なものとは限らないであろう．資源
がないからこそ手に入れることができた良質の資源は良質の製品を造るのに最

こうした研究は多分にイデオロギーと絡み合って伝わっていると思われる．当
時敵対していた社会主義国の側から，資本主義国における階級対立である資本
家と労働者の対立を指摘されていて，それに対する反論として所有と経営の分
離が誇張されたのである．これによって資本家の存在を否定し，真に民主的な
労使関係が実現したと主張したのである．労働者が，わずかの株式を所有して
いたとしても，それが企業の経営にどれほど影響を与えるかわからない．経営
者が雇用されたサラリーマンであったとしても，企業は彼らによって経営され
るのである．

冷戦体制が終結し，多極化を迎えた国際競争の中で，企業経営は従来と異な
る経営手法を必要とする．官庁の指示，指導を待つのではなく経営者自身が戦
略的意思決定を行わなければならない．

2　産業構造の改善とイノベーション

2-1　経営管理の再構築
ドラッカーは日本のイノベーションに関して興味深い見解を示している．

「日本においてこの社会的イノベーションに対する最大の障害となっているも
のは，かつてのイノベーションの時代とは異なり，今日の日本人が当然のこと
とはいえ，自らの成功を自らの実感として感じ取ってしまっているという現実
である．成功に対して疑問を投げかけるほど難しいことはない．しかし，日本
は教育，医療，地方自治，労使関係，雇用慣行等，その他あらゆる社会的領域
において，自らの成功に対して疑問を投げかけるべきときにきている」「明治
時代に実現した社会的イノベーションほどには革新的たりえないかもしれない
が，とにかく今，日本は社会的イノベーションを強く要求されているのである（3）．」
「今日の日本は140年前と50年前の2つの転換期に匹敵する大転換期にある．

ただし前の2つの転換とは違い，今回のそれは失敗，混乱，敗北がもたらした
ものでもなく，主として成功の結果もたらされたものである．成功のもたらす
問題は，失敗にもたらす問題とは大きく異なる（4）．」

ドラッカーが繰り返し現在の日本に必要なことは技術的なイノベーションで
はなく，社会的イノベーションであるといっている．つまり，目先の改革では
なく構造的な改革が必要な時期に来ているということである．それはすでに小
泉改革で国民が味わった犠牲をともなう改革であって，改革の後もすべての人
に豊かさや幸福を味わえるわけではない，格差社会の誕生につながっている．

こうした社会的イノベーションの必要性をドラッカーは教育，医療，地方自
治，労使関係，雇用慣行等，あらゆる社会的領域において必要と説明している
が，その根本的な原因は情報化による社会の変化にある．情報化は製造業では
無人工場でわかるように労働者を必要としなくなったし，オフィス労働では生
産性の向上を求められている．それはホワイトカラーの労働者も減らせという
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なるルールを統一し，公平な制度を構築しようという試みである．言い換える
ならば，世界の企業者を均一化しよう，同じルールで経営しようということで
ある．しかしながら，この場合標準となるルールは欧米のもので，日本的アイ
デンティティが失われることになる．日本はこうした2つの立場を理解しなが
らも迷い続けているのが現状である．問題はその結果，今行わなければならな
い改革が進まないことであり，市場が閉鎖的になりつつあることなのである．

3　情報化と人間労働

3-1　製造業と労働
産業革命による大量生産システムの構築は，それまでのように人間の力を利

用した道具による製造法から，蒸気機関車の発明をはじめとする機械による製
造法に置き換えられた．このことはそれまでの人間の労働にも大きな変化をも
たらし，生産工程における主役が人間から機械に交替させられたことを意味す
る．その上で人間の労働は機械の監視役，あるいは機械の付属品扱いになった
のである．さらに産業革命は多くの熟練労働者の生活に重大な影響をもたらし
た．それは熟練労働者が生産工程の中で，長時間かけて習得した技術が無用の
ものになったことによる．機械が彼らの仕事を奪い去ったのである．反面，未
熟練労働者でも熟練労働者と同じような仕事をこなすことが可能になった．産
業革命は生産工程の社会化を実現した反面，生産手段を持つ経営者の発言力を
大きくした．ベルトコンベアによるオートマチック化は，当初から非人間的労
働として非難される対象になってきた．生産システムの巨大化は，そのシステ
ムの運営や管理のための専門家を必要とするようになり，専門経営者を生み出
したのである．管理者もそれまでの人間の力によって生産していた時代と比べ
ると，企業の規模も巨大化し，管理者の数も増加していった．

産業革命の結果，管理労働が作業労働とは別に分離独立し，管理だけを仕事
とする労働者を大量に必要としたのである．近代企業は雇用される側と雇用す
る側の区分を不明確にし，管理する側も自ら雇用されている労働者であること
もある．こうした管理の二重性は現代社会の特質を表すもので，企業経営の民
主化と説明することができる一方，近代企業の性格を分かりにくいものにして
いる．

いずれにしても近代企業は，さまざまな管理手法を駆使して，そこで働く人々
に生きがいを与え，動機づけを通して企業人間をつくりあげていった．企業の
管理者はオーケストラの指揮者のように，多数の労働者の協力によって成り立
つ企業活動に統率と命令は不可欠なものである．その意味で管理されながら管
理する労働が特徴的である（8）．管理労働と生産工程の機械化は近代企業に不可
欠の要素であり，経営者はこれらの経営資源を最大限効率的に利用することに
よって，利潤の拡大をはかった．この段階での労働の主体は機械である．人間

適だったと言える．資源の価値は買い手がいることによって，初めて生まれる
ものなのである．天然資源がないと言われてきた日本であるが，必ずしも何も
ないというわけでもなく，砂鉄，石炭，石灰岩，マンガンなどコストや使いに
くさを別にすれば大量に存在しているのも事実である．要するに海外から購入
した方が有利なだけである．

天然資源がない代わり，優秀な人的資源は豊富であると言われてきた．日本
では古くから教育に大きな力を注ぎ，各地域に学校や子弟教育のための施設が
作られてきた．現在大学など高等教育機関への進学率は世界のトップクラスで
ある．ドラッカーはこれからの時代に必要なものは「知識」であると何度も述べ
ている．これからの時代のリーダーは，高度な教育を受けた人材であり，それ
は日本の場合，他の国に劣ることはない．これからは時代にあった，高度な教
育を施すことがたいへん重要な意味を持つことになる．「知識社会では，この
教育ある人間が，社会の表徴となり，基準となる．教育ある人間が，社会学で
いうところの社会的モデルになる．彼ら教育ある人間が社会の能力を規定する．
同時に社会の価値，信念，意志を体現する（6）．」教育に関して，その目的と方向
性を見誤らなければ，日本の再生と発展は可能であるといえる．

2-2　グローバル化と日本
ブルドックソース社における外国人投資家に対する拒絶は，外国企業から見

た場合，日本企業がグローバル化を受け入れないという宣言にも等しいもので
あった．それは外国人投資家によって成り立つ日本の投資市場から外資を遠ざ
けることにつながる．
「欧米人にとって日本で事業を行うことの難しさほど，自明なことはない．

しかし日本人からすれば，それを言われるほど，当惑されることはない．」欧米
人にとって最も理解しがたい違いは，日本では，事業は「行うものではないと
いうことである．日本では事業は活動ではない．「コミットメント（約束，深い
かかわり）である．購買担当者は確かに商品を注文する．しかし，本当のとこ
ろは，彼は供給業者に対してコミットメントしてしまうのである（7）．」

この著書が書かれたのは昭和61年であるから，現在の日本の企業はこれほ
どのことはないが，日本的な商習慣の難しさに欧米人が困惑したのもうなずけ
る．知日派のドラッカーは欧米の企業が日本に進出する際の注意事項を事細か
に示している．それほど日本人にとって当たり前の事柄が，欧米人には異質の
社会に映っていた．現在では互いに理解しあい，近づきつつある関係ではある
が，それが時には閉鎖的ととられたり，特殊であると評されたり，摩擦の原因
となったりした．

同じ時代の近代企業で，株式会社制度を採用しているならば，同じルールで
運営されていると思うわけだが，実際はそれぞれの歴史や社会の発展段階の違
いで，ずいぶん異なるようである．グローバル化の流れはこうした国際間の異
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間はパソコンの付属品のような状態になるということである．それはやがて，
企業内のそれぞれの部門ごとに構築されていたシステムが統一されて全社的に
統一されたひとつのシステムで稼動されるということであり，それはトップマ
ネジメントの仕事であっても例外ではない．

さらにこれから本格的に始まろうとしている情報産業はドラッカーの説明で
は知識産業と捉えることができる．知識産業のシステムは固定化されたもので
はなくさまざまな形態をとる．今まで存在さえしなかった新しい仕事が，アイ
ディアひとつで専門的知識を基礎としてビジネスに結び付いて行く産業であ
る．当初からコンピュータの助けなしでは成り立たない産業である．

4　情報化と人間労働の移り変わり

4-1　人間労働の変遷

産業革命以前 産業革命期 情報化

［肉体労働］
熟練労働者が道具を使い分
業で作業

［頭脳労働］
管理者の出現

［肉体労働］
機械の監視，機械による製
造

［頭脳労働］
管理者が考える
管理者の増加

［肉体労働］
必要なくなる．コンピュー
タによる作業

［頭脳労働］
テクノクラートの支配．
高度な知識を持つ労働者

人間の本来の労働とは，肉体労働と頭脳労働が一体化したもので，それは切
り離されるものではなかった．頭脳を使わずに肉体を動かすことはできないの
だが，ここでは分かりやすく体を使った実労を肉体労働と表現し，管理者の仕
事を頭脳労働といっている．はるか以前，職人の時代は職人が原材料の調達，
加工，顧客への提供などすべて自分で管理していた．そこでは職人が自らの意
思で自由に仕事をしていた．つまり肉体労働と頭脳労働は一体化していたので
ある．

産業革命以前，マニュフャクチャーの時代になって初めて職人は，生産性の
向上と引き換えに自らの意思ではなく，管理者によって管理される存在になっ
たのである．ここで職人は自分の技術と道具によって，製品製造工程の一部だ
けを引き受けるのである．反面，自由な意思による仕事の手順は放棄しなけれ
ばならず，管理者の命令に従わなければならなくなった．

産業革命期については，さらに生産手段も，技術も持たない労働者が作業を
担うことになる．ここでは動力によって機械が動かされ，製品を作り出すのは
機械なのである．作業者は機械の監視であり，機械化できない作業のみを担当
することになる．技術を持つ熟練工の役割はすでになくなってしまい，まった
くの素人による作業なので，それは何の知識も技術もない多くの一般大衆に豊

の労働は機械の補助的役割であるから，人間は機械に合わせた労働をするよう
になる．毎日の労働が機械のように単純な作業の連続であっては，たとえ高給
で雇用しても従業員は定着せず，経営者はいかにして高い労働生産性をあげる
のか腐心するようになる．科学的管理法研究の成果はベルトコンベアを使って
特定の商品を大量にしかも安価に製造できることになったことである．フォー
ド自動車会社におけるT型の成功は，こうした研究の成果であるといえる．

この時期から学校教育においても，こうしたシステムに対応させて，与えら
れたことを正確にこなしていくマニュアル型の人間を育てることに重点が置か
れてきた．こうした教育制度の改革も，社会システムの変化に合わせて改革せ
ざるを得ないのである．

3-2　情報化社会と労働
産業革命によるオートメーション化は，数多くの中間管理者の創出を実現し

たが現在の情報化社会では，その中間管理者を大量に解雇している．情報化が
労働者の雇用にどのような変化をもたらしたのであろうか．現在の生産工程
は大量生産時代の生産手段としての機械に，情報化社会の原動力である，コン
ピュータを搭載して自動機械体系を構築したものである．生産工程における機
械をひとつのシステムで統合し，そこには機会の監視人としての存在も必要と
しなくなり，基本的には無人化を目指している．労働者が必要なくなれば，当
然労働者を管理する者の必要もなくなり，大幅に管理職の削減を断行している．
管理者といっても，やはり管理されている労働者であることがはっきりと示さ
れたことになる．

情報化へは一斉に移行するのではなく，産業ごとに少しずつ変化していく．
当初コンピュータは管理のための補助的な道具として使用され始めたが，次第
に人間の能力をはるかに超える速さと正確さで大量の情報を処理してしまう自
動機械体系としてシステム化された．日本では製造部門で，他の国に先駆けて
自動機械体系を作り上げたが，コンピュータの本来の性質から考えて，本格的
な利用方法は情報産業においてその能力が発揮されるであろう．

OECDは日本のホワイトカラーの労働生産性はアメリカに比べて半分である
と報告している．ドラッカーも，同様にこれからの日本のビジネスマンの世界
に大きな変化が起こることを予言している（9）．その意味でまだ，この分野にお
けるコンピュータの利用法には充分満足できるような状態ではない．ホワイト
カラーによるオフィス労働は，いまだパソコンを道具として利用しているだけ
で，コンピュータが主体的にシステムの中心に置かれているわけではない．

情報化社会における企業経営は基本的に自動機械体系として位置づけられ，
生産部門において起こった事柄が，オフィスをはじめとしてこれからさまざま
な分野において起こるということである．オフィスにおいて，パソコンを利用
して仕事を行っていたものが，自動機械体系が確立したならば，そこで働く人
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まとめ

以上，情報化と人間労働についてドラッカーの著書に基づき考察した．製造
業は科学的管理法に見られるように，常に省力化，合理化を目指してきた．情
報化の結果，究極的な合理化である無人工場を完成させ，企業は最大限の人件
費削減に成功した．一方，失業率は常に高めに推移し，好景気が必ずしも失業
率の低下に結び付かなくなった．

製造業ではドラッカーが指摘するように高度な知識を必要とする社会へと変
貌している．知識を持たない労働者を受け入れることができなくなってきた．
労働者がよりよい条件の働き場を求めて移動していくことは当然であるが，必
ずしも労働者が求める職場への転職は容易ではない．企業が求める人材と，職
を求める労働者の条件は合致しなくなっている．企業が求める人材の養成は急
務となっている．

一方，日本の学校教育はいまだ，情報化社会で求められる人間像についてよ
く理解していない．かつて日本は世界でも稀有な教育国家であった．近世の日
本は寺子屋教育によって高い識字率を誇っていた．それが日本の成功の基礎に
あったことは確かである．エリート指導者の能力も高いが，庶民の能力も高かっ
たのである．大量生産時代は画一的，均一な教育で同じ価値観，同じ能力を持
つ人材を求められてきたが，それも，こうした背景に基づいていた．

しかし情報化社会では少数精鋭の高い能力，多様な価値観を持つ人材が必要
とされる．同じ服装，同じ持ち物，同じ髪型，同じ解答を要求する教育の中か
らは，個性的で多様な価値観を持つ人材は生まれない．改めてこれからの日本
にどのような人材が必要で，そのためにはどのような教育が必要なのか，早急
に対策を立てなければ時代の変化に追いつかなくなってしまう．

【注】

（1） P.F.ドラッカー／上田惇生訳『ネクスト・ソサエティ』ダイヤモンド社，2002年，19 ～ 20ペー
ジ．

（2） P.F.ドラッカー／上田惇生他訳『未来への決断』ダイヤモンド社，1995年，211ページ
（3） P.F.ドラッカー／小林宏冶監訳『イノベーションと企業家精神』ダイヤモンド社，1985年，

序文．
（4） 前掲『プロフェッショナルの条件』序文．
（5） P.F.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，160ページ．
（6） P.F.ドラッカー／上田惇生編訳『プロフェッショナルの条件』ダイヤモンド社，2000年，

217ページ．
（7） P.F.ドラッカー／上田惇生他訳『マネジメント・フロンティア』ダイヤモンド社，1986年，

105ページ．
（8） 山口正之『社会革新と管理労働』汐文社，1984年，87ページ．
（9）前掲『ネクスト・ソサエティ』23 ～ 24ページ．

かさをもたらすものであった．熟練工も素人の労働者も同じ場所で同じように
働くことができるのだ．

情報化の時代では，製造工程において無人化を目指しているので究極的には
肉体労働者を必要としなくなる．必要とされるのは製造工程を維持するための
システムを管理できる，高度な知識を持つ者だけである．したがって，作業者
がいなくなるため，人を管理する仕事は失われ，中間管理者の必要性はなくな
るのである．産業革命の時代には管理者が出現して，彼らの役割は重要であり，
多くのものが管理者になることを目指して働いてきた．しかしながら情報化社
会では，その管理者の仕事も自動化されて，コンピュータに置き換えられるの
である．いわば，頭脳労働の自動化が始まろうとしているのである．

4-2　格差社会の出現
ドラッカーが述べた知識社会の出現は，こうした社会の変化を前提としたも

のであり，製造業では労働者数の減少という形で現れた．製造業における情報
化は，高度な知識を持ち，製造工程を管理するシステムを理解できる労働者が
いなければ仕事にならない．製造業労働者は少数精鋭で，知識を持たない作業
者は必要とされない．当然それを管理する管理者の仕事も，高度な判断ができ
る知識労働者でなければならない．いままで製造業で働いていた労働者は，こ
れからは職を得るのも困難な状況になり，職場では必要とされない存在になり
つつある．こうした状況が，情報化社会において格差が生まれてしまう原因で
あり，これを防ぐことはできない．これまでの製造業労働者は新たに生まれる
情報産業や他産業に吸収されることになるが，ここでも情報化が進みつつある
ため，技術も資格も知識も持たない労働者の仕事は減りつつある．

格差は知識を持つものと，持たざるものの格差であって，知識を得るために
は教育が必要となる．教育を受けるためには資金が必要で，資金の有無が格差
につながっている．親の収入が子ども世代の格差につながるといわれる．20
世紀最後の時期まで日本は「一億総中流」といわれていたが，今世紀に入ってか
らは格差が拡がって，大都市と地方都市，大企業と中小企業，あらゆる業界，
あらゆる地域で格差が問題で，さらにその格差は拡大しつつある．情報化社会
は格差社会でもあり，これを防ぐためには従来の産業構造のあり方や，社会シ
ステム全般を再構築するしか方法はない．今までのように学校を卒業したら，
少しでも大きな会社に就職して安定した職場で働こうとする，このような考え
方そのものが通用しなくなる．組織に頼らず，自らの手で新しい仕事を開拓し
ていく能力が必要である．ドラッカーは「知識社会がどのような社会であるか
を予測することはできない」ながらも「教育ある人間が社会をつくる」と述べて
いる（10）．
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ドラッカーにおける古典派経済学の世界
―『イノベーションと企業家精神』をめぐって

瀬戸　篤
（国立大学法人小樽商科大学）

【要旨】

本稿では，ドラッカーによる企業家精神の体系書ともいうべき『イノベー
ションと企業家精神』を題材として，彼が英国に生まれた古典派経済学を
どのように認識し，シュムペーターによって完成したイノベーション理論
の再評価につながったかについて考察する．古典派経済学の背景を所与と
して，ドラッカー自身がつかみ取り，それを企業家精神にまで昇華させよ
うとした意図と情熱を探索することが，本論に課せられた課題である．

1�アダム・スミスにおける企業家分析

ドラッカーは，1985年75歳の時に公刊した『イノベーションと企業家精神』
のなかで，シュムペーターの業績を以下の通り賞賛する．
「あらゆる近代経済学者のうち，ジョセフ・シュムペーターだけが，企業家

とその経済に与える影響について関心をもった．［改行］他の経済学者といえど
も，企業家が重要な存在であり，経済に対して大きな影響をもつことは承知し
ていた．しかし彼らにとって企業家とは，あくまでも経済の外性変数＊であった．
経済に重大な影響を与え，経済の形を左右する存在ではあっても，経済を構成
するものではなかった．彼らにとっては，技術もまた，同じように外性変数
である．［改行］したがって彼らは，なぜ19世紀後半において，企業家が生ま
れ，今日また生まれているのかを説明することができない．また，なぜ企業家
が特定の国あるいは特定の文化圏に生まれるのかも説明することができない．」

（P.F.ドラッカー『イノベーションと企業家精神』（小林宏治監訳）p.22）」
このように，ドラッカーは，シュムペーターと従来の経済学者との差異を明

らかにした．同時に，英国に生まれた古典派経済学の最大の弱点である〈企業

（10）前掲『プロフェッショナルの条件』217 ～ 226ページ．

【略歴】  上武大学大学院経営管理研究科教授．東洋大学大学院修了．著書に，『現代日本
経営史』ミネルヴァ書房等．

＊ 筆者注：翻訳では「外性変数」となっている部分は，1985年初版原書では「“meta-economic”
event」なっている．それゆえ，一般的に計量経済モデルで用いられる内生変数に対する外
生変数ではなく外部環境によって生じるものとして，ドラッカーはとらえているようであ
る．
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線筆者）
資本主義経済が進化すると，資本を先に蓄積したものが次第に雇用者として

労働者を雇用し，その原料と生活費を前払いすることによって発生する利潤を
拡大させるもの，すなわち〈企業家〉が出現する．ところが，起業しようとする
ものははじめに資本金が必要だ．少なくとも，事業が軌道に乗るまでの間，自
らの生活費，原材料の購入費，事業する場所の賃貸費などはあらかじめ準備し
ておかなくてはならない．その由来が自らの貯金であれ，親族からの借り入れ
であれ，銀行からの借り入れであれ，はたまたベンチャーキャピタルからの投
資であれである．だから，スミスがいう資本＝stockは，事業開始時点で蓄積
されていなければならず，前払いされた資本に対する利潤が資本の出し手から
期待されるのは当然である．それゆえ，起業しようとするものは，事業で得た
利益のなかから自らおよび労働者の〈賃金〉と，前払いされた資本の〈利潤〉の2
つを回収しなければならない．つまり，スミスが定義した〈企業家〉とは，資本
家と企業家が合体した存在であった．

さらにアダム・スミスは，新規開業の自由とその行動パターンを〈ハイリス
ク・ハイリターン〉の企業家行動として分析する．
「なにか新しい製造業を起こしたり，なにか新しい商業部門を開設した

り，農業上のなにか新規の方法を創設したりするのは，つねに一種の投機
（speculation）であって，投機的企業家は（projector）それから特別な利潤
（extraordinary profits）を期待するものである．そうした利潤が，ときには非
常に大きいこともあるし，またときには，いやおそらくはいっそうしばしば，
まったく反対の結果に終わることもある．しかし，このような利潤は一般に，
近隣地方における他の旧来の事業のそれと規則的な比例をもつことはないので
ある．もしもこの事業企画が成功すれば，利潤は最初は非常に高いのが普通
である．この新規の事業や方法（trade or practice）が普及し根をおろすように
なり，そして世間に知れわたると，競争によって，その高い利潤は他の事業の
水準まで引き下げられてしまう．」（アダム・スミス『国富論Ⅰ』（大河内一男訳）
pp.191-192, Cannan Edition, The Wealth of Nations, p.115（　）筆者）

つまり，アダム・スミスは〈創業者利得〉の存在と正当性を指摘し，それは当
然の流れであるとともにやがて市場参入者の増加とともに喪失するものである
と述べる．その際，新規事業を起こすものを〈projector＝投機的企業家〉と定
義していることは新鮮である．

2�〈企業家および企業家精神〉という概念の発明

〈企業家〉という概念と用語を発明したものは，ナポレオン体制時のフランス
経済学者J・B・セイであったと，ドラッカーは同書の第1章（体系的な企業家
精神）の第1パラグラフ書き出しで同書を以下の文章から始める．

家〉と〈技術〉の欠落について，それらを経済発展のエンジンとして据えたシュ
ムペーターの先進性を再評価した．

ここでドラッカーがシュムペーターを〈近代経済学者〉の一人としてカウント
していることに注目したい．近代経済学とは，アダム・スミスを初めとする英
国古典派経済学がリカード・マルサスを経て，19世紀半ばにカール・マルクス
の『経済学批判』によって分派して以降，これに対比する概念として生まれた．
その内実は，古典派経済学の延長線上に位置する．近代経済学は，そうした意
味でマルクス経済学に対比する英国及び米国の資本主義に立脚する経済学派と
して通常用いられる．

そうした意味で，ドラッカーはシュムペーターを古典派経済学者と同列に
扱ってはいないようだが，少なくともスミスを源流とする英国古典派経済学の
流れを組む近代経済学者として認識している．そして，古典派経済学のなかで
シュムペーターのみが〈企業家〉の発明者ではないことも事実である．それに先
行するおよそ2世紀にわたる経済学の発展史が存在し，シュムペーターやドラッ
カーも大学生時代に十分すぎるほど多くの理論・思潮に触れている．

古典派経済学の父として知られるアダム・スミスの『国富論』について，ド
ラッカーは同書のなかで以下のように評している．
「（ナポレオン戦争）当時のブルジョアジーは，すべてアダム・スミスの信奉

者であった．『国富論』こそ，当時おそらく最も広く読まれ，最も尊敬をえた政
治の書であったろう．」（P.F.ドラッカー『イノベーションと企業家精神』（小林
宏治監訳）pp.364 （　）筆者）

アダム・スミスが1776年にロンドンで出版した『国富論』の中で，〈企業家〉
はどのように描かれているのだろうか．『国富論（＝諸国民の富）』の第Ⅰ篇（労
働の生産力における改善の原因と，その生産物が国民のさまざまな階級のあい
だに自然に分配される秩序について）における第六章「商品の価格の構成部分に
ついて」で，スミスは〈企業家〉について定義する．
「資本が特定の人々に蓄積されるようなるやいなや，かれらのうちある者は，

とうぜんそれを用いて，勤勉な人々を仕事に就かせるであろう．そしてかれら
は，その人々に原料と生活資料を供給して，その製品を販売することにより，
いいかえると，その人々の労働が原料の価値に付加するものによって，利潤を
得ようとする．完成品を，貨幣なり労働なり他の財貨なりと交換する場合には，
こうした冒険に自分の資本を思い切って投じるこの企業家＊にたいして，その
利潤として，原料の価格と職人の賃金とを支払うに足りる以上になにかが与え
られなければならない．」（アダム・スミス『国富論Ⅰ』（大河内一男訳）p.82　下

＊ 筆者注：この資本を労働者に前払いし利潤を得るものを，翻訳者の大河内一男博士は「企業
家」と訳したが，原著では「undertaker」となっている．“something must be given for the 
profits of the undertaker of the work who hazards his stock in this adventure.”Cannan 
Edition, The Wealth of Nations, p.48．
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後のジョン・メーナード・ケインズよりも徹底して，それまでの伝統的経済学
を打破した．彼は，最適配分や均衡よりも，企業家によるイノベーションがも
たらす動的な不均衡こそ，経済の健全さの規範であり，経済理論と経済活動の
中心に位置づけられるべき経済的現実であるとした．［改行］セイの関心は，主
として経済の領域にあった．しかし彼のいう経済とは，資源についてのみであ
る．それらの資源が使われる目的については，伝統的な意味における経済活動
である必要はない．」（P.F.ドラッカー『イノベーションと企業家精神』（小林宏
治監訳）p.42下線筆者）

ドラッカーの意図する点は，アダム・スミスの正当なる後継者J・B・セイに
よって発明された企業家および企業家精神という概念が，シュムペーターによ
る再発見を経てすら，アダム・スミスを祖とする伝統的な古典派経済学者たち
によって不当に無視し続けられた点にある．その理由として，ドラッカーは，
古典派経済学者たちの現実から目を遠ざける数学的消極性を指摘する．そして，
それこそがドラッカーをしてドラッカーたらしめる現実に根ざす実学としての
視座であったといえる．
「セイはアダム・スミスの信奉者であった．彼は『国富論』」をフランス語に翻

訳し，スミスの思想の普及に生涯を捧げた．しかし，経済思潮に対する彼自身
の貢献は，あくまでも企業家と企業家精神の概念にある．しかしこれらの概念
は，古典派経済学とは無縁であり，むしろ対立するものであった．［改行］古典
派経済学は，すでに存在するものの最適化を目的とする．ケインジアン，フリー
ドマン派，供給経済学など，今日の経済学の主流も同じである．それらはすべて，
既存の資源から最大の収穫を得ることに焦点をあて，均衡状態を確立すること
を目的とする．彼らは企業家なるものの存在を扱わない．天候や季節，政府や
政治，病疫や戦争，そしてさらには技術と同じように，企業家を外性変数とい
う日陰の世界に閉じこめておく．［改行］もちろんこれらの経済学といえども，
その主義や学派にかかわりなく，外的な要因の存在と影響そのものを否定して
いるわけではない．しかし，それらの要因は，彼らの領域の外にある．それら
がモデルや数式の予測に組み込まれているわけではない．」（P.F.ドラッカー『イ
ノベーションと企業家精神』（小林宏治監訳）pp.41-42，下線筆者）

このように，ドラッカーは，アダム・スミスとその後継者であるJ・B・セイ
以後，シュムペーターによる再発見に至るまで，企業家という概念を意識的な
いし無意識に否定ないし経済学理論のコアでないものとしてきた古典派経済学
の歴史を批判する．そして，経済発展のエンジンは企業家によるイノベーショ
ンであることを理論的に説明した孤高の経済学者シュムペーターの偉業をたた
えた．つまり，アダム・スミスに始まりセイに至った企業家と企業家精神の概
念は，シュムペーターを除いて誰一人省みられることがなかった．だが，それ
こそが19世紀から21世紀に至る経済発展を説明できる唯一の経済学理論であ
り，こうした理論とくにシュムペーターのイノベーション理論なくして現代の

「1800年頃，フランスの経済学者J・B・セイは，『企業家とは資源を生産性
の高いところへ移し，より多くの収益をあげる者のことである』と言った．し
かし，セイの定義は，誰が企業家であるかは明らかにしていない．その結果，
200年前にセイが企業家なる言葉を使って以来，企業家と企業家精神という2
つの言葉は，混乱の極みにある．」（P.F.ドラッカー『イノベーションと企業家
精神』（小林宏治監訳）p.33）

そして，企業家について存在する様々な誤解をドラッカーは解きほぐす．
「企業家はいわゆる資本家でもない．（中略）企業家は投資家でもない．（中略）

企業家はまた，雇用主とは限らない．被雇用者でもありうる．彼らはきわめて
しばしば，被雇用者であり，あるいはまったく独立した個人であったりする．

［改行］かくして企業家とは，個人としても組織としても，きわめて独特の特性
をもつ何者かであるということになる．（中略）ということは，いかなる意志決
定にも直面することができる性格の人は，学ぶことによって，企業家たること
も，企業家的に行動することも可能だということである．企業家精神の特性と
は，性格の問題ではなく，行動様式の問題である．しかも企業家精神の基礎と
なるものは，直感的な能力ではなく，じつに論理的かつ構想的な能力である．」

（P.F.ドラッカー『イノベーションと企業家精神』（小林宏治監訳）pp.40-41．下
線筆者）

ついにドラッカーは，〈企業家〉と〈企業家精神〉を分離することに成功した．
それでは〈企業家〉および〈企業家精神〉とは，如何なる定義がなされるべきなの
であろうか．ドラッカーは再びセイに言及しながら，〈企業家〉と〈企業家精神〉
を定義する．
「認識のいかんにかかわらず，あらゆる実践が理論的な基盤すなわち原理を

有する．企業家精神もまた実践であり，経済と社会にかかわる一つの原理を有
する．それは，変化を健全かつ当然のこととみる原理である．そして，すでに
経験ずみのことをよりよく行うことよりも，新しいことを行うことに社会的な
価値を見出すという原理である．これこそまさに200年前，J・B・セイが企業
家という言葉をつくったとき，彼が言わんとしたことの本質である．企業家と
いう言葉は，その言葉自体が一つの宣言だったのである．しかもそれは現状否
定の宣言である．企業家とは秩序を混乱させ，組織を破壊するものであった．
いみじくもシュムペーターが明らかにしたように，企業家の責務とは，創造的
破壊である．」（P.F.ドラッカー『イノベーションと企業家精神』（小林宏治監訳）
p.41，下線筆者）

そして，企業家および企業家精神という概念を発明したフランスの経済学者
セイを再発掘したのは，シュムペーターの大きな業績であったとドラッカーは
指摘する．
「セイを再発見した経済学者は，ジョセフ・シュムペーターである．1912年

に出された古典的名著『経済発展の理論』において，シュムペーターは，20年
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え，経済の中に猪突猛進する．他方では，それはとくに仕事に対する喜び，新
しい創造そのものに対する喜びである．それがそれ自体独立した喜びであるか，
行為に対する喜びと不可分なものであるかは問題ではない．（中略）

上述の三群の動機のうちで第一のものにおいてのみ，企業者活動の成果とし
ての私有財産がその活動のための本質的要因となる．他の2つのものにおいて
重要なのはこれよりもむしろ，非常に正確で他人の判断から独立した様式，す
なわち資本主義的生活において『勝利』と『成功』とを測定し，創造者を喜ばす仕
事を成立させ，これを確証するような様式である．」（シュムペーター『経済発
展の理論（上）』（塩野谷・中山・東畑訳）1926年改訂版，pp.245-247，下線筆者）

このように企業家の行動様式を見事に表現し，その結果もたらされる経済
ダイナミズムこそが経済発展のエンジンであることを理論的に説明したのは，
シュムペーターが弱冠29歳（1912），オーストリア・ハンガリー帝国大学にお
ける最年少教授の時代であった．　そして，『経済発展の理論』は企業家および
企業家精神の一般理論となり，経済学史上のアダム・スミス博士の『国富論』に
継ぐ経済学史上の画期的古典となった．

おそらくドラッカーは，この名著のみならずドラッカーの両親がシュムペー
ターの庇護者であったことからも，尊敬を込めて同郷の天才経済学者から多く
を学んだであろう．皮肉なことに，シュムペーターの亡命先であるアメリカ
において，長く教授職にあったハーバード大学におけるシュムペーターの教え
子達はおしなべてサミュエルソン・クラインなど皆ケインジアンとして大成し
た．だがケインズこそはシュムペーターの理論を黙殺した本人であり，技術や
企業家といった資本主義経済のエンジンとなるべきものを経済学理論の外に放
り出すことに躊躇しなかった．そのことが，後の英国経済に大きな経済政策上
の変化を与えた．

第二次大戦後，日本と旧ソ連は技術に国家的な庇護と戦略的組織的支援を
行った例外的な国家であった．ソ連は，革命の成果として米国に先んじ人類初
の人工衛星スプートニクとガガーリン少佐を乗せた有人宇宙飛行を成功させ
た．だが，ソ連のそれは反革命勢力との戦いの延長線上にある国家が主導する
軍事イノベーションで終わった．しかしながら，日本では，現在でも世界中で
語られる松下幸之助，本田宗一郎，盛田昭夫など，技術と旺盛な企業家精神を
武器に新たな市場に常に挑戦した伝説的企業家たちが誕生し，第二次大戦後の
貧困にあえぐ日本を救った．

かつて「世界の工場」と言われるまでに傑出したエンジニアリングと旺盛な企
業家精神をもった大英帝国の栄光は，もはやない．19世紀の蒸気船や蒸気機
関車はもとより，20世紀に入って英国が世界で初めて飛ばした「グロスター・
ジェット機」，第二次大戦中のバトルオブブリテンを戦い抜き英国の空を守っ
たスピットファイヤ戦闘機のロールスロイス社製「マリーン・エンジン」，何
千万人もの生命を救った「ペニシリン」など，英国が人類にもたらした偉大なイ

資本主義は説明できない．
ドラッカーは，批判的な観点からも古典派経済学の理論史から十分に学びと

り，そして現実を説明できる理論家としてシュムペーターを再浮上させ，さら
に企業が中心となって経済発展を続ける現代社会を切り開くための実践の書と
して『イノベーションと企業家精神』を書き上げたということが理解できる．

3　シュムペーター理論の普遍性

1でも引用したとおり，ドラッカーはシュムペーターこそが現代の企業家中
心の資本主義経済を説明できる一般理論を定式化した唯一の近代経済学者で
あったと評価する．　

それでは，シュムペーターの企業家に関する最初の古典的著作『経済発展の
理論』（1912, 1926改訂）において，企業家とはどのように取り扱われているの
だろう．
「われわれが企業（Unternehmung）と呼ぶものは，新結合の遂行およびそれ

を経営体などに具体化したもののことであり，企業者（Unternehmer）と呼ぶ
ものは，新結合の遂行をみずからの機能とし，その遂行に当たって能動的要素
となるような経済主体のことである．」（シュムペーター『経済発展の理論（上）』

（塩野谷・中山・東畑訳）1926年改訂版，pp.198-199）
またシュムペーターは，新たな経済主体である〈企業者〉は発明者自身とは限

らないと説明する．
「なぜわれわれは新結合の遂行に多くの力点をおき，新結合の『発見』や『発明』

に力点をおかなかったかがいまや明らかとなる．発明家あるいは一般に技術者
の機能と企業者の機能とは一致しない．企業者は発明家でもありうるし，また
その逆もありうるが，しかしそれは原理的には偶然にすぎない．」（シュムペー
ター『経済発展の理論（上）』（塩野谷・中山・東畑訳）1926年改訂版，p.231，下
線筆者）

それでは，シュムペーターが定義した企業者とはどのような行動原理をもっ
たものだったのであろうか．シュムペーターは企業者の行動原理を，次の3つ
指摘した．
「第一に，私的帝国を，また必ずしも必然的ではないが，多くの場合に自己

の王朝を建設しようとする夢想と意志がそれである．（中略）
次に，勝利者意志がある．一方において闘争意欲があり，他方において成功

そのもののために成功獲得意欲がある．（中略）
最後に，創造の喜びは上述した一群の動機の第三のものであって，これはた

しかに他の場合にも現れるが，この場合にのみ行動の原理を定めるのである．
（中略）われわれの類型はつねに余力をもって他の活動領域と同じように経済的
戦場を選び，変化と冒険とまさに困難さそのものとのために，経済に変化を与
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昭夫は，新聞でトランジスタのことを知り，ただちにアメリカに飛んだ．そして，
ベル研究所からトランジスタのライセンスを総額2万5000ドルという驚くべ
き安値で買った．それから2年後，ソニーは最初のポータブル・トランジスタ・
ラジオを世に出した．それは，真空管ラジオの重さの5分の1以下であり，値
段も3分の1以下であった．こうしてそのまた3年後には，ソニーはアメリカ
の廉価ラジオの市場を完全に手に入れた．5年後，日本は世界中のラジオ市場
を手に入れた．」（P.F.ドラッカー『イノベーションと企業家精神』（小林宏治監
訳）p.379）

ドラッカーが指摘した通り，アダム・スミスに始まった英国の古典派経済学
理論において〈技術〉や〈企業家〉が果たすべき役割に耳と目を閉ざしてしまった
ことが，やがてこうした分野における国内貯蓄＝国内投資を枯渇させ，かえっ
て米国や日本など海外への投資とそのリターンのみを追い求める金融債権国家
となってしまったことが，国家としての衰退原因であるように思えてならない．

先進国中，最も高速度で少子高齢化が進んでいる日本は，今，経済発展の岐
路に立たされている．一つの道は，かつて英国がたどったように，もはや国内
での技術に対する投資と製造業をあきらめ，中国など今後巨大な市場が期待で
きる新興市場に技術と資金を投資して，そのリターンを配当として子孫に残す
道である．もう一つの道は，あらためて日本がかつてできずに（行わずに）きた，
トランジスタ作動原理やペニシリンのような突出したサイエンスの分野での発
明発見を自国の大学や研究所が行うととともに，これに豊富な国内貯蓄を源泉
とするテクノロジー開発投資を行い，これまで以上に世界における日本の技術
水準と製造業の水準を高めるかである．

日本のように長い歴史と伝統に裏付けられた特異な言語や社会システムを有
し，それがグローバルな基準とは不整合を引き起こす国である以上，あえてこ
れらの歴史と伝統を捨て去る理由はどこにも存在しない．目的は，国民生活を
これからも安定的に守ることであって，他国で失敗例や社会的混乱が続出して
いる事例を「海外でもやっているから」などといって安直に輸入コピーしなけれ
ばならない理由はどこにもない．輸入コピーを社会的イノベーションとは到底
言える訳もない．

為すべきことは，先進国ならどこでも直面する少子高齢化という社会的問題
を，今後の持続的な経済発展（成長ではない）とどのように整合させるかという
点である．そのためには，限られた国内貯蓄をどのようなイノベーションに結
びつけていくべきかという制約式が存在する．イノベーションを引き起こすも
のは個人ベンチャーとは限らない．政府も病院も学校などのような公的組織で
あっても，イノベーションを忘れない組織は発展する．サイエンスの厳しい現
実を見れば，世界の学界で評価されるサイエンスの論文は，理化学研究所など
の純粋研究機関を除くと，わずか数校に過ぎない国立大学法人化された旧帝国
大学で生まれたものだ．ドラッカーは指摘する．

ノベーションは限りなく，それを可能にした人々を企業家と呼べるだろう．そ
うした偉大さはなぜ英国から消えたのだろうか．

今も横須賀に保存される日露戦争における日本海海戦の勝利旗艦「三笠」は，
1902年に英国ヴィッカース社で建造された．当時の日本の技術水準では戦艦
用の鉄鋼すら満足に国内生産できなかったからだ．そして，英国エンジニアリ
ング教育の最高峰グラスゴー大学工学部は，こうした戦艦建造に多くのエンジ
ニアとテクノロジーを提供した．その後，日本における戦艦国産化を急いだ旧
帝国海軍は，日英同盟の下で英国に全面的な技術協力を仰ぎ，当時北海道の有
力企業であった北海道炭礦汽船（50％）と英ヴィッカース社・英アームストロン
グ社（50％）による合弁会社を1907年北海道室蘭に設立した．このハイテク日
英合弁会社は（後に英国より買収），太平洋戦争直前には国内最先端技術をもっ
て世界最大の大和級戦艦向け砲身を製造し，戦後は大型タービンローターや原
子炉格納容器の世界的トップメーカーとして一躍踊り出た日本製鋼所（JSW）
である．そして，グラスゴー大学を模して戦時中室蘭に設立された大学が，現
在の国立大学法人室蘭工業大学だ．

英国発の技術は，戦前軍事目的にしたがって日本に輸入され，そして戦後民
生技術として開花し重化学工業を基盤とする製造業中心の輸出産業を支えてい
る．そして日本は，政策金融を用いて常に国家として製造業を支援してきた．
こうした結果が現在の日本の繁栄を支えている．その結果育った豊かな国内消
費者市場を支える多彩な情報サービス産業が，現在の日本経済の主要な柱であ
ることは事実である．だが，資源のない日本が技術開発をすすめすぐれた国際
競争力のある製造業の輸出による貿易差額を獲得できるからこそ，安い海外原
料を輸入できるのであり，また豊かな国内市場を創出できたのであって，その
逆では決してない．つまり，豊かな国内市場は海外との貿易差額によって生み
出されたのであり，その根源は〈技術〉に由来する．その技術を商業化して貿易
差額を獲得できるほどに十分な国際競争力を有する企業を育て上げ，発展させ
る担い手が〈企業家〉とよべるだろう．

ドラッカーが日本と日本人の企業経営者たちを終身愛してやまなかった理由
は，そこにあるように思われる．実際，同書のなかには日本に関する記述が多
数含まれる．その一つはソニーについてである．
「1947年，ベル研究所がトランジスタを発明した．ただちに明らかになった

ことは，やがてそれが，ラジオやテレビの真空管に取って代わるだろうという
ことであった．誰の目にもこのことは明らかであった．だが，誰も何もしなかっ
た．［改行］当時ラジオの一流メーカーは，すべてアメリカの会社であった．彼
らはトランジスタの利用について検討した．そして1970年頃にトランジスタ
に転換するという計画を立てた．彼らは，それまではトランジスタは使いもの
にならないという結論を出した．［改行］当時，日本のソニーは，国際的にはほ
とんど無名であった．家電製品にさえ進出していなかった．ソニーの会長盛田
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④ その結果，高関税・保護貿易主義に置かれた国内産業の国際競争力はさら
に低下し，海外への輸出競争力を失い，輸出減少と輸入増加によって国
民所得は海外に流出する．対内的には，規制強化は既得権益を助長し国
内の財とサービスの供給コストを引き上げるため，国内の消費者余剰を
低下させ，ひいては国内貯蓄を減少させる．

⑤ そうであるならば，対外的には，多国間における関税一括引き下げと自
由貿易体制の強化，対内的には大胆な規制緩和と公的組織の民営化を推
進すれば，国民経済は安定化するのだろうか．マクロ経済はそれほど単
純であろうか？　古典派経済学の始祖アダム・スミスは，外交・軍事・司
法を除けば政府の介入する余地は少ない方が好ましいと『国富論』で結論
した．これは古典派経済学の不変の定理ともいえる．

⑥ 現実世界ではどうであろう．古典派経済学者の主張に基づき，農業を含
む大胆な自由貿易政策を進めた英国では，農業のみならず，自らがかつ
て世界を制覇した分野である鉄鋼・造船・航空機・産業機械・自動車に関
して，その有力企業が倒産するばかりか産業そのものが国内から消滅し
てしまった．現在，こうした分野における貿易赤字を補っているものが
観光収入，海外からの不動産投資，そして金融収支である．だが，それ
らの雇用波及効果は製造業に比べて一段と小さいため，慢性的に国内失
業率が高く国民所得成長率はきわめて低い．

⑦ 同様に，古典派経済学の正当な継承者である米国においても，コスト安
のみを追求して製造業の海外移転を大胆に進め，さらに富裕層の減税に
応えて貧富の差を極端に拡大させ，同時に全世界に展開する強大な軍事
力構築のための財政支出を拡大させた結果，貿易赤字と財政赤字の両面
で米国政府は苦況に立たされている．これを支えているのは，対米貿易
黒字一位の中国と2位の日本が豊富な余剰ドルを赤字米国債購入に充て
てドルを還流させているからであり，ドルが信任を受けられなくなった
ら米国経済が破綻する．もちろん，中国・日本も米国市場への輸出が企業
収益の半分以上に達することから，世界同時恐慌は避けられない．加えて，
米国は，自身が自由貿易国家であることを標榜しながら，自国の小麦を
中心とする国内農業への政府補助額は自由世界一の水準にある．

⑧ ⑥および⑦を省みると，日本の場合，強い分野における製造業が円高を
誘導し，弱い分野の農業が海外コストにくらべて相対価格が上昇するか
のような錯覚をもたらす結果，「国内農業は高コストである」といった批
判を浴びてしまう．もしも農業が，製造業のように世界中から資源を調
達し部品の最適化生産を行えるのであれば，このような批判は当然とな
ろう．しかしながら，農業は最大の生産財が国内で最も希少な資源であ
る土地に依存しており，いくらかの飼料・肥料を除くと，農業生産者にとっ
て投入要素はすべて国内での調達に限られる．その結果，国内生産に伴

「かくして企業家精神とは，経済的な用語として生まれはしたが，経済的領
域に限定されるものではない．『実存的』とよばれるものを除くあらゆる人間活
動，すなわちあらゆる社会活動に適応されるべきものである．しかも，その発
揮されるべき領域がいずれであろうとも，企業家精神そのものには，ほとんど
差異はない．教育界における企業家も，医療界における企業家も，経済界にお
ける企業家とほとんど同じ手段を使い，ほとんど同じことを行い，ほとんど同
じ問題に直面する．そして，いずれも大きな成果をあげるのである．もちろん，
労働組合にも企業家はいる．彼らも他の企業家と同じである．［改行］企業家は，
変化を健全かつ当然のこととみる．企業家自らが変化を引き起こすとは限らな
い．むしろ，企業家が変化を起こすほうが稀である．しかし企業家とは，変化
を探し，変化に対応し，変化を機会として利用する者である．」（P.F.ドラッカー

『イノベーションと企業家精神』（小林宏治監訳）p.43）
すべては，人が突出したサイエンスを生み出し，人が人類を豊かにするテク

ノロジーを開発することによって生み出される．こうした人材はすべて大学で
教育される．とすれば，国立大学のみならずすべての国内大学において，旺
盛な企業家精神に溢れるリーダーシップのある企業家が先頭に立たない限り，
せっかくの投入資源は活かされない結果に終わる公算が高い．すなわち，日本
の技術立国は英国同様に崩壊しかねない．

4　古典派経済学に立脚した英米の悲劇

20世紀最高の経営学者ドラッカーと，20世紀最高の経済学者シュムペーター
をともに生み出した彼らの母国オーストリア・ハンガリー帝国は消滅した．彼
らはともに米国に亡命し，そこで多くの業績をあげて死去した．一体，彼らは
資本主義経済の最先端をいくアメリカで何を観て，何を感じたのであろうか．

そこで今一度，ドラッカーが古典派経済学によって外性化されてしまった〈技
術〉や〈企業家・企業家精神〉に関して，日本が再び着目しなければならない理
由を考察する．論理の流れを明快にするために，箇条書き（①～⑪）する．

① 古典派経済学とその流れを汲む近代経済学の主張に基づくと，完全市場
ではすべての資源が最適に配分された均衡が達されるはずである．だが，
部分的でも均衡が達成されると，人々はそこから生まれる安定の維持を
欲することは自明である．

② 他国・他企業との相対的な競争条件は時間とともに大きく変化する．その
結果，均衡は常に破壊され，昨日までの勝者は今日の敗者となるのが資
本主義の基本原理である．

③ それゆえに，均衡がもたらす安定と既得権益に安住したい人々は，対外
的には高関税と保護貿易主義を望み，対内的には規制強化と新規参入者
の排除を欲することは自然だ．
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ドラッカーは，企業家社会の到来を予言して本書の締めくくりとする．
「われわれは福祉国家という大建造物に，ここに新しい一部屋，あそこに新

しい福祉という具合に，相も変わらず小さな手を加えているのかもしれない．
しかし，それにもかかわらず，福祉国家は過去のものであって，未来のもので
はない．いまやオールド・リベラルでさえも，このことは認識している．［改
行］そしてこの福祉国家の後継者が，企業家社会なのであろうか？」（P.F.ドラッ
カー『イノベーションと企業家精神』（小林宏治監訳）p.446）

5　むすび

ドラッカーは紛れもなく20世紀最大の経営学者であった．だが，その手法
は一般的な経営学者とは大幅に異なり，文体は平易であったが繰り返しが多く，
他人の論文引用ではなく現実の企業と経営者から得た彼自身の観察結果が大半
であった．だが，本書を丹念に読む限りドラッカーはよく経済学を知っており，
理論の実証という観点から古典派経済学理論を適応することは日常的であった
と思われる．

ドラッカーは，コンサルタントを生業として大学教授を兼務した．そうした
意味では大学人シュムペーターとは対極の人生を送った．だが，同郷の天才シュ
ムペーターを尊敬し，シュムペーターの庇護者であった父とともに自らドライ
ブしてシュムペーターが死去する1週間前に，彼を訪ねている．そのドラッカー
も2005年11月に死去した．あまりにも多くの著作と深い影響を，どちらかと
いえば学界というより経済界に与えて去っていった．

その教えは脈々と若き企業家たちに引き継がれて，世界のどこかで必ずマネ
ジメントとイノベーションが語られる時，ドラッカーの名前は語られる．アダ
ム・スミスに始まり，セイが発明し，シュムペーターが完成したイノベーショ
ン理論は，ドラッカーによって体系化された実践の書となった．まさに，ドラッ
カーが『イノベーションと企業家精神』と題する所以である．

私たちは，単純な理論に振り回されるのではなく，さりとて規制の内側に安
住するのでもなく，イノベーションが社会に充満するような魅力ある国民国家
の形成に，一歩一歩着実に邁進すべきであろう．その時，ドラッカーは確固た
る宗教観をもたない日本人にとって，ある種の導き手としての輝きをこれから
も失わない．

【参考文献】

（1） ピーター・ドラッカー（小林宏治監訳）『イノベーションと企業家精神』ダイヤモンド（1985）
（ 原 著：Peter F. Drucker, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP, HIENEMAN（1985）：

1985年オリジナル初版は小樽商科大学附属図書館に所蔵）
（2） ピーター・ドラッカー『ドラッカー 20 世紀を生きて―私の履歴書』日本経済新聞社

う絶対的コストは変わらないのに，ドル表示の国際価格でのみ議論され
ると国内農業は高コストであると非難される．
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なる．加えて，税制における設備投資の償却期間が肉薄する他のアジア
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⑩ 次に，弱い分野の代表とも言える農業分野においては，10年先に国内農
業が到達すべき数値目標を掲げて，そのために努力する農家や新規参入
者を精一杯応援し，魅力ある新産業としての農業再構築に着手すべきで
ある．それれは，税制や土地制度，農協組織にも関わる重要政策であり，
農業担い手・政府・農学者・消費者が一体となって戦略立案すべきテーマ
である．なぜなら，国内で食料が慢性的に不足する国は，他国に食料を
輸出しなくなるからだ．国民国家における食料は国内自給が原則であり
安全保障上の問題だ．さらに，農地は工場設備とちがって一度耕作が放
棄された農地をそれ以前に戻すことは容易でない．つまり，労働と資本
を超えて，それ以外の生産要素である生産技術や生産効率を示すTFP（全
要素生産性）の寄与度が圧倒的に高いからだ．

⑪ 結論として，⑨及び⑩を速やかに実行するためには，ドラッカーが指摘
するところの，従来古典派経済学が外性変数として押しやってきた〈技術〉
と〈企業家・企業家精神〉を，再び経済政策の根幹に据え直し，そこに政府
の規制や強制によるのではなく，自由な企業家たちによる企業家精神に
基づくイノベーションが欠かせないことが明白である．それでこそ，ア
ダム・スミスが提唱した〈神の見えざる手〉が働くのだといえよう．『国富
論』が出版された米国独立宣言の年1776年当時と，現代を比較すること
ははなはだナンセンスである．世界はインターネットで結ばれ，貿易に
よって結ばれている．だからこそ，賢明な政府が必要なのであり，国民
国家として誠心誠意国民の未来を保証する新たな国家戦略が必要だ．戦
略を実現する手法としてドラッカーの教えはきわめて的を得ている．
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初期ドラッカー思想の理論的射程

宮内拓智
（京都創成大学）

【要旨】

本論文は，現代社会に関する，ドラッカー思想のすぐれた構想力の理論
的射程と今日的可能性を，「モダニティ（近代性）の変容」という視点から捉
え直すことにある．まず，日本における初期ドラッカー思想の受容状況を，
山口正之，三戸公，堤清二，保田芳昭など代表的な論者の議論から概観す
る．日本におけるドラッカー理解は，論者の課題設定との関わりから，多
様な相貌を見せているが，いずれも現代社会に対するなんらの評価に深く
かかわっており，文明批評家としての長期展望の影響が強く現れている．
次に，ドラッカーの初期の議論を概括し，その理論的・思想的含意を探り，
ドラッカーの『産業人の未来』および『会社という概念』を導きの糸とし，企
業社会としてのアメリカニズムの本質について考察した．初期ドラッカー
思想においては，アメリカニズムの多様な相貌に，近代的価値が空洞化す
る「近代のパラドックス」，「近代主義の挫折」，「リキッド・モダニティ（液
状化する近代）」などの「ポスト・モダン」状況を読み取り，すでに，企業社
会から知識社会への展望の萌芽がみられる．

はじめに

本論文は，日本における初期ドラッカー思想の受容状況をふまえ，現代社会
に関する，彼のすぐれた構想力の射程と今日的可能性を，「モダニティ（近代性）
の変容」という視点から捉え直すことにある．とくに，日本での受容状況から，
ドラッカーの初期の代表的な著作である『産業人の未来』と『会社という概念』を
素材に，継続の必要性と変革の必要性の相克という社会と文明の中心課題とし
て提起された問題を，近代性の二面性・二重性あるいは「ゆらぎ」という視点か
ら捉えなおし，アメリカニズム，組織社会，知識社会などの現代社会に関する，
彼のすぐれた構想力の射程と今日的可能性を指し示したい．

（2005）
（3） ジョン・レー（大内兵衛訳）『アダム・スミス伝』岩波書店（1976）（原著：John Ray,  Life of 

Adam Smith, London（1965）：1895年オリジナル初版は小樽商科大学附属図書館に所蔵）
（4） アダム・スミス（大河内一男訳）『国富論』中公社Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ（1976）（原著：Adam Smith（Cannan 

Edition）, The Wealth of Nations（1979）：1776年オリジナル初版は小樽商科大学附属図書館
に所蔵）

（5） ヨゼフ . A. シュムペーター『経済発展の理論（上・下）』（1926年改訂版，塩谷祐一・中
山伊知郎・東畑精一訳）岩波文庫（1983）（原著：Joseph A. Schumpeter, THEORIE DER 
WIRTSCHAFTLICHEN Aulf.（1912，1926）：1926年オリジナル初版は小樽商科大学附属図
書館に所蔵）

【略歴】 1958年北海道生まれ．1983年英国留学を経て小樽商科大学商学部卒業．北海
道電力（株）入社，同社より国際大学大学院派遣留学，帰社後同社総合研究所研究
員の傍ら北海道大学大学院に学び博士（農学）．1995年小樽商科大学商学部助教
授，名古屋大学大学院教官を併任．2005年小樽商科大学ビジネススクール教授，
2006年よりNEDO技術委員．これまでに我が国初を含む国立大学発ベンチャ
ー 14社の設立を支援．
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こうしたドラッカー理解には，三戸のマックス・ウェーバー理解に由来して
いるものと考えられる．ウェーバーによれば，近代社会は，合理化（呪術から
の解放）による合理化のプロセスであり，その帰結としての官僚制の成立とそ
の発展・普遍化が，社会全体を管理社会化する（注3）．こうした社会の管理社会化
に対して，ウェーバーの評価と展望は，悲観的なものである．しかし，これに
対して，ドラッカーは，人間の尊厳や自由の見地から，管理社会である現代社
会の未来像を描き，管理に新しい意味を与え，革新的な管理技術を具体的に展
開したとしている．

ドラッカーの社会理解は基本的に，自由と管理の調和的な統合にある．その
ためには，現在の産業制度における「決定的で代表的な権力」である企業組織が，
社会の構成員に，適切な地位と機能を与え，統治の正当性を獲得しなければな
らない．また，企業組織が官僚制に陥り，支配と隷属を回避するために，企業
組織における権力の構造は，分権と自治，自主を基礎としなければならない．
こうして自由社会にして，組織社会である産業社会がはじめて成立することと
なる．この意味で，ドラッカーは，ウェーバーが描く，近代社会における官僚
制の進行による管理社会化への必然のプロセスを克服する途を示し，乗り越え
た議論であり，管理社会批判として高く評価している．

ドラッカーほど，日本の数多くの読者に影響を与えた経営学者はいない．ま
た，それゆえに，少なくない数のドラッカーの議論が，多様な視点で，「豊富化」
された形で，世に広まり，多様な足跡を残している．

例えば，堤清二の場合，その著書『変革の透視図』（1986年）において，田島義博，
佐藤肇らによって広められた「経済の暗黒大陸」論評を取り上げている（注4）．す
なわち，ドラッカーは「経済の暗黒大陸」と流通産業を称したが，「資本の論理」
が貫徹しにくいという意味で，流通産業を「辺境産業」ということができるとし
た．しかし，こうした資本主義体制の辺境ともいえる流通産業には，打倒され
るべき前近代的要素と，いわゆる流通革命論に代表される近代化至上主義の戯
画というべき稚拙な近代化論とが混在しているとしている．そして，「近代」と

「前近代」の二項対立的な理解・把握ではなく，「近代」の深層＝深淵にある広範
な歴史的・社会的・文化的な背景へ，すなわち，近代化再検討へのまなざしを
むけている．こうして堤は，著名な「流通は経済の暗黒大陸」論を取り上げ，流
通が消費と生産の間にあると同時に，「資本の論理」と「人間の論理」の間にある

「マージナルな領域」であると位置づけ，流通産業を議論の土台として，現在の
産業社会の変革の可能性を模索している．

また，保田芳昭は，マーケティング・イデオロギー批判の視点から，「企業
の目的は顧客の創造」という『現代の経営』におけるドラッカーの議論を，「利潤
目的否定論」として位置づけ，資本主義擁護論・弁護論としている（注5）．保田の
指摘は，利潤概念のもつ歴史的・社会的・経済的な含意を，資本主義社会の本
質から捉えていないことを批判するものであるが，他方，ドラッカーの指摘も，

Ⅰ　日本では，ドラッカーはどう読まれたのか

現代社会に対する鋭い危機意識と遠大な構想のもとに組み立てられた思想体
系をもつドラッカーの議論は，日本においてどのように理解されてきたのであ
ろうか．

初期ドラッカー思想を中心に概観すると，まず，産業社会論として高く評価
しつつも，資本主義擁護論として，厳しく批判した論者として，山口正之があ
げられる（注1）．山口の場合，『マルクス主義と産業社会』（1969年）において，ま
ず，現代社会を，独占資本によって組織され管理された社会＝産業社会として
把握し，その特質を把握するために，①ケインズから，「有効需要とアニマル
スピリッツ」の概念を，②ハンセンから，「投資機会消失と福祉国家」を，③シュ
ンペーターから，「イノベーションと知識人論（＝資本主義崩壊論）」を，ガルブ
レイスから，「産業国家とテクノストラクチャー」，⑤アメリカ社会学から，「組
織社会と組織人」，⑥アメリカ経営学から，「組織社会のシステム化（経営シス
テム論）」を批判的に包摂している．こうした現代社会の産業社会としての特質
を，「過渡的な資本主義」，「管理された資本主義」，「成熟した資本主義」として
把握する．

その上で，「産業社会解体の危機」を基本的問題意識とするドラッカーを評価
している．氏は，ドラッカーの主題を，西欧世界が20世紀に入り，産業社会
段階に突入するとともに，社会が「自由で機能する社会」であることをやめ，ま
た，「大量生産工場と株式会社」を代表とする現代の産業的現実が，いまだ社会
成員によって，現代の「基礎的信念＝社会的理想」として承認を得ておらず，現
代ブルジョア社会の適法性への危機にあるとし，高く評価している．また，科
学的知識によって，高度に管理された「知識社会」にして「組織社会」である現代
社会は，「社会主義の前夜」の段階として位置づけられている．しかし，その一
方で，ドラッカーの議論では，資本主義の社会的危機を緩和することができて
も，解決することができず，「保守的反革命の道」に後退し，結局は，高い倫理
的価値と強い道徳的責任を強調する「精神主義的説法」に帰着したと批判してい
る．

また，日本におけるドラッカー思想の代表的な理解としては，三戸公による
管理社会批判としての理解である（注2）．三戸の場合，その著書『ドラッカー―
自由・管理・社会』（1971年）において，ドラッカーは，管理社会の成立，その意味，
その現実，その未来展望を豊富に描き出すとともに，管理の実践や管理技術の
具体的・体系的提示がなされていると評価している．また，それが，単なる技
術論の枠に留まらず，ヨーロッパの伝統に立った人間観と，管理社会下で生き
ていかざるを得ない現代人を覆う管理のあるべき姿を提示した包括的理論であ
るとする．しかし，その反面，概念の明瞭さや論理展開にあいまいさを残し，
学問的業績としての徹底した厳密性を欠くとも評価している．
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カ以外にありえないとされる．それゆえ，9.11テロ以降，アメリカは，アフ
ガニスタンやイラクに侵略し，「テロ組織」や「テロ支援国家」との戦争に投入し
た．アメリカから見れば，これらの戦争の基調には，テロの脅威からアメリカ
を守るという意識と同時に，自由と民主主義という，文明への挑戦という認識
がある．そこには，人類の歴史を，自由と平等に実現の壮大な舞台と見る西洋
的な歴史観・価値観があるとともに，西欧近代に起源をもつ諸理念が，次々と
登場する「敵対者」との戦いに勝利する「文明の衝突」のプロセスとする認識の現
れでもある（注8）．

次に，ドラッカーの『産業人の未来』および『会社の概念』を導きの糸とし，企
業社会としてのアメリカニズムの本質について考察していこう．

2　企業社会としてのアメリカ
『産業人の未来』（The Future of Industrial Man: A Conservative Approach, 1942）

はファシズムと対決する姿勢の中から生み出され，人間の自由を擁護する観点
から，旧秩序の崩壊につづく新しい物質的現実を積極的に捉えた歴史理論を展
開しファシズムを克服する新しい秩序の確立の道筋を追及したものである（注9）．
すなわち，「経済人」の社会は終焉を迎え，それに代わる「産業人」の支配原理に
よって構築される「自由な，機能する産業社会」の到来を明らかにしたもので，
同時に，この新しい産業社会の「約束の地」としてアメリカ合衆国を捉えている
アメリカニズムの最初のマニフェストである（注10）．それゆえ，この書はふたつ
の内容を持っている．ひとつは，社会についての一般理論で，社会が機能し，
かつ正統性をもつための条件を明らかにした．また，もうひとつは，産業社会
についての特殊理論であって，20世紀に出現し，第二次世界大戦とともに支
配的な存在となった産業社会に対するこの一般理論の応用である．
「自由な，機能する産業社会」とは，「自由な，機能する社会」としての産業社

会である．「自由な，機能する社会」とは，一方で，「自由な社会」，すなわち，
権力的支配の強制によらず，民主的自由が保障されている社会であり，他方，

「機能する社会」，社会的機能を有効に遂行することができる社会である．従っ
て，「自由な，機能する社会」とは，個人の自由で自発的な参加によって支えら
れている社会であり，そのために，個人の目的と社会の目的の一致が必要とな
る．また，この一致によって，自らが占める「社会的地位と機能」が自覚でき，
それが，自らの社会的価値への自覚ともなり，社会への「自由な参加」への動機
ともなる．こうした個人の目的と社会の目的の一致を，社会の基礎的信念と呼
び，それぞれの社会は，それぞれの「基礎的信念」をもつことによって，はじめ
て，「自由な，機能する社会」として成立する．また，「基礎的信念」とは，社会
の構成員のすべてによって，共通な価値あるものとして承認されるような「社
会的理想」でもある．そして，すべての社会は，一定の権力によって規制され
なければならないが，自由な社会では，その権力が基礎的な信念に一致し，社

利潤概念を，経営成果を表現する経済計算の用具として捉え，その数値の背後
にある意味を指摘している点で，一定の積極面をもっているものと考える．

以上のように，日本におけるドラッカー理解は，論者の課題設定との関わり
から，多様な相貌を見せているが，いずれも現代社会に対するなんらの評価に
深くかかわっており，文明批評家としての長期展望の影響が強く現れている．
そこで，次に，ドラッカーの初期の議論を概括し，その理論的・思想的含意を
探ってみたい．

Ⅱ　企業社会の原風景としてのアメリカ

1　西欧近代とアメリカ社会
今日は，「アメリカの時代」だといわれている．1989年の「冷戦の終結」をもっ

て，すぐれてアメリカ的な理念に抵抗しようとする試みは，すべて失敗したよ
うに思われた．すでに，第二次世界大戦によってドイツ・イタリア・日本のファ
シスト枢軸国の企図は挫折していたが，ソ連流の国際共産主義の失敗も明ら
かになった．フランシス・フクヤマが「自由民主主義の勝利のうちにヘーゲル
的な意味で歴史は終わった」という趣旨を説き，第一次世界大戦以来のアメリ
カ的な自由主義インターナショナル＝アメリカニズムの勝利宣言を行うに至っ
た（注6）．

そして，「アメリカの世紀」という事実を，最も早い時期に取り上げ，最も高
く評価したのが，他ならぬドラッカーである（注7）．すなわち，20世紀という世
紀が，自由な，機能する産業社会を構築するためには，ほかならぬアメリカが
今日の理念と制度に直面している問題を解決しなければならず，そのとき，初
めて20世紀は「アメリカの世紀」になるという．

第二次世界大戦は，ファシズムに対する「自由と民主主義の戦い」であり，「自
由と民主主義」は，この戦争に勝利したと今日では位置づけられている（ファシ
スト勝利60周年）．そもそも，近代人は，封建的抑圧や専制政治から解放され，

「自由や民主主義」の制度を打ち立てた人々である．また，マルクス主義は，人
間は物質的束縛から解放され，さらにブルジョアによる経済的・政治的支配か
ら解放される社会主義革命の実現を目指した．しかし，社会主義革命は，目指
しているものとは逆の，新たな全体主義的支配・抑圧を生み出した．これを打
倒し，自由とも民主主義が勝利した時が，1990年の東欧革命である．

自由と民主主義に対抗できるだけの強力なイデオロギーはもはや存在しな
い．今日の世界は，ただ自由と民主主義，そして市場経済や産業主義が広がっ
ていく平板な舞台に過ぎず，そのプロセスの中で，小規模な紛争や地域的な戦
闘が生じているに過ぎない．そう思われていた時代であった．

また，歴史とは自由・平等を求める戦いのプロセスとして特徴付けられ，こ
の自由と平等の理念を確立し，体制化し，率先して実現してきた国は，アメリ
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員が対等のパートナーとして協力し合うとの約束を満たしているのかが問われ
なければならない．さらに，③産業社会の存在としての企業は，企業の目的と
社会の機能との関係において，自立した企業の目的たる利益と，社会の観点か
ら見た企業の目的たる財・サービスの生産との関係が中心的問題となる．すな
わち，企業の存続と社会の利益との調和，社会の要求と個人の欲求の調和，完
全雇用の可能性などの実現である．

ここで取り上げられているGM社の事例は，分権制によって，独立性と責任
を与えつつ，一体性を保持する仕組みを作り上げた成功例である．また，啓蒙
的専制を排除して，コーポレートガバナンスを確立し，変化に柔軟に対応する
優れたリーダーシップによって不完全な組織を動かし，機能的なものにする仕
組みとしている．さらに，共通の利益基盤に基づいて協力関係を社会的に築い
ている．分権制における組織原理を，産業秩序の基本原理としての普遍性を有
するのかを検討する．アメリカを支える信条としての「個の尊厳と機会の平等」，
産業社会における中流階級の意義，働くものの位置づけと役割，人は仕事に誇
りを持つとき成長することを証明している．

だが，本書は，GMの経営幹部，とくにスローンに受け入れられなかっ
た（注12）．その理由としては，従来の経営政策を転換させることの必要性，従業
員の積極性を取り込む経営参画についての提言，大企業の社会的責任，公益と
のかかわりに関する考え方であった．それらは，後に，GMの「成功を原因と
する失敗」，すなわち，成功体験を乗り越えることの困難さ，独占的大企業の
思考パターンから抜け出ることの難しさを示していた．何のための企業か，何
のためのマネジメントか，企業存続の条件は何か，企業は，機会の平等と人間
の尊厳を実現できるのか，社会のニーズに応え，社会の繁栄と発展に貢献でき
るのか，この問題提起は，今日においても重要な意義をもつ問いである．また
同時に，社会単位としての機能において，企業はそれ自体がコミュニティであ
るがゆえに，企業権力ないしは経営者の権力は，その正当性が問われなければ
ならない．ここに，マネジメントのもつ二重性，支配者性と奉仕者性の狭間で
ゆれる姿が垣間見られる．

3　西欧近代の「鏡像」としてのアメリカ社会
こうしたマネジメントの二重性は，「近代社会の鏡」であり，さらには「アメ

リカニズムの鏡」でもある（注13）．近代社会には，大きく2つの系譜があるように
思われる．ひとつは，抑圧からの解放，自由の実現，平等の実現，市場経済に
よる選択の自由や移動の自由が高まり，生活が豊かになる社会である．もうひ
とつは，国民国家という集団の規制や抑圧が極めて強固になり，国家が国民軍
という軍隊を持ち，教育システムを独占し国民教育を行い，その一方で，大規
模な企業によって人々の労働と消費が統制され，社会生活が画一化していく規
律で覆われていく社会である．また，こうした西欧社会の終着点として，アメ

会的理想によって是認される，正統性がなければならないとする．
また，19世紀の商業社会・財産中心社会の中から，産業社会が生まれ育った．

とりわけ，大規模生産工場と株式会社を代表とする産業社会は，いまだ，「正
当な権力の確立」に至っていない．それゆえ，産業社会では，それぞれの組織は，
一人一人の人間に役割を与える社会的機関であるだけでなく，位置を与えるコ
ミュニティでもなければならないとした．そして，アメリカのビッグ・ビジネ
ス（巨大企業）の組織だけが，現段階において，このことを実現でき，また，ア
メリカのリベラリズムの政治的枠組みだけが，自由社会でありつづけることを
制度的に保障する．
「自由な，機能する産業社会」のコンセプトを実証し，発展させた著作として，

『会社という概念』（Concept of the Corporation, 1946）を取り上げる（注11）．これは，
大企業は，19世紀から20世紀にかけての社会的なイノベーションである大企
業と，大企業が作り出した産業社会，組織社会についての世界最初の分析であ
ると同時に，体系としてのマネジメントのコンセプトを誕生させた書である．
大企業の内部から，企業と企業が作り出した組織社会をみた最初の研究であり，
企業をコミュニティとして捉える最初の研究である．それは，企業における構
造，組織，権限を取り扱い，体系としてのマネジメントを生み出した古典でも
ある．

ドラッカーは，現代社会を企業が基盤となる産業社会として捉える．そして，
産業社会が社会として成立するのか，社会的存在としての人間は産業社会にお
いて幸福たり得るのか，という問題意識から議論を出発させている．そのため
には，産業社会における自由企業体制が，経済的機能に加えて，社会的，政治
的機能を果たさなければならないとする．

それゆえ，ドラッカーは，企業を共通の目的に向けた人間活動のための社会
的組織として捉え，政治学的に分析する．企業の目的と本質を，企業と社会と
の関係から，企業内部の人間との関係から捉える関係論的視点を打ち出し，①

「存在の論理」，②「社会の信条と約束の実現への貢献度」，③「社会の存続と安
定への貢献度」とする方法論からアプローチする．ここから，企業の3つの側面，
すなわち，①事業体としての企業，②社会の代表的組織としての企業，③産業
社会の存在としての企業を描きだし，3つの側面の調和が産業社会成立の重要
な課題となる．

①事業体としての企業は，人間活動を組織化する社会的な道具でもある．そ
こでは，経営政策とリーダーシップのあり方と評価尺度・基準にかかわる問題
が横たわっている．また，②社会の代表的組織としての企業は，人間の生き方
を規定する社会的組織である．それは，企業内部の関係でありながら，社会的
な信条と約束に応えなければならず，アメリカの場合，機会が平等であるとの
約束，報酬は努力と能力に応じて与えられるという約束，社会の一員としての
位置付けと役割と尊厳が与えられ，自己実現の機会が与えられるとの約束，全
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に置き換え，その背後に秘められた文化的現象に特有の構造を解明することを
志向した方法論として，主に記号論等の成果を社会科学の分野に導入したもの
である．こうしたアプローチが登場した背景としては，「高度大衆消費社会」的
状況特有の消費現象とそれに対応せざるをえないマーケティング上の諸課題が
現れたことがあげられる．一般に，「大衆消費社会」は，今世紀初頭から1960
年代にかけて，アメリカを中心に隆盛を誇り，その後，先進諸国を中心とする「高
度大衆消費社会」が形成された．こうした「高度大衆消費社会」的状況において，

「過剰消費」，「無駄の制度化」，「マス・コミュニケーション」，「消費の文化化」，
「感性消費」，「記号消費」，「消費のシュミラクル」などのキーワードに代表され
るように，従来の伝統的社会や古典的資本主義において見られなかったような
諸現象あるいは諸問題が続出した． 

一言で言えば，消費の内容や文脈を与件として取り扱うことができなくなっ
たという意味で，消費者欲求の自明性の崩壊，すなわち，消費者の欲求・欲
望が「自明のもの」ではなくなり，従来の統計的手法や「科学的」方法では，現
代における消費者の諸変化を捉えきれなくなったという問題意識であり，「リ
キッド・モダニティ（液状化する近代）」とよばれるような新しい状況の出現で
ある（注15）．

むすびにかえて

従来，ドラッカーの著作は「ビジネス書」とされ，研究者が肯定的な意味で引
用することは許されなかった．しかし，ビジネス書とは，ビジネスマン・ビジ
ネスウーマンが「読む」ため「書物」であり，ビジネスマン・ビジネスウーマンの
世界とは，「ビジネスの世界」である．それは，世界と日本の経済や政治の行方
から，諸個人の生活スタイルの方法や思考法，世相風俗の具体的な生態まで分
析し，論じられているトータルな「ミクロ・コスモス（小宇宙）」であり，百科全
書家的で，総合的な能力が要求される（注16）．

また，ビジネスの世界が，現存するすべての世界を覆っている．現代の社会
構造の根本的変化とその社会を生きる大衆の生活様式の変化が，新しい知のあ
り方を創造し，マネジメントが，「現代の教養」となる．ドラッカーは，このこ
とを最も高く評価した．

今日の日本社会も，「新しい知」や「新しい教養」が求められている．1990年
代に入って，企業現場における雇用・労働の急激な流動化が進み，「終身雇用」
や「年功型賃金体系」などを特徴とする「日本的経営」そのものの崩壊が叫ばれ，
労働者階級の生活・労働諸条件に深刻な打撃を与えている．と同時に，他方で
は，労働者の働き方・生き方を主体的に問い直す方向へと導いていく客観的諸
条件ともなっている．

こうした下部構造としての日本型企業社会の巨大な体制転換に照応する形

リカニズムがある．以下では，この点について考察する（注14）．
西欧における近代の成立には，3つの大きな革命が深くかかわった．まず，

第1に，科学革命である．これは，人々の認識の変化あるいは世界観の変化で
あり，前近代の「呪術的思考」から解放され，合理的な認識＝世界観を打ち立て
ることである．その結果，脱呪術化，さらには，「自明性を疑う」という脱神話
化が進むこととなる．第2に，市民革命であり，封建的な専制支配や権威主義
的な特権階級を打ちこわし，政治上の自由・平等・人民主権，それに基本的人
権などの観念がもたらされ，自由で民主的な市民中心の政治体制への転換が行
われる．その結果，脱権威化が進むこととなる．第3に，産業革命であり，科
学技術の展開を市場経済と結びつけ，経済発展を生み出すことで「豊かさ」を達
成すると同時に，人間の活動領域を広げ，人間の移動性を高める．その結果，
人間が特定の土地・場所から切り離され，自分の労働力を商品として売るよう
になった．いわば，共同体的な土地に依存した経済から，共同体を離れ，場所
に縛られない市場経済へと移行する脱場所化・脱共同体化である．

こうした諸革命は西欧社会において価値転換を迫るものでもある．近代以前
の農業中心の伝統社会では，人々は概して固定した身分秩序に従って生きてい
る．これに対して，近代社会は，絶えず成長する動的な社会であり，産業の発
展に伴って分業体制が目まぐるしく変動するために，人々の地位はきわめて流
動的なものとなる．また，この地位の流動性ゆえに，近代社会は平等主義的な
性格を持ち，また，この不断に変化する分業体制に適合するように人々を訓練
しなければならず，しかも，変化に柔軟に適応できるように，その内容は包括
的なものとなる．近代社会は，史上最も労働の専門化が進んだ社会であるが，
その教育システムは史上最も専門性にこだわらない広く標準化されたものであ
る．

また，近代化，産業化の中で伝統的な農村社会の共同体が崩壊し，大量の故
郷喪失者が大都市に流れ込む，この世界に，自己が確かに安らげると感じる場
所がなくなる．これまで当然視していた価値観あるいは自分たちの人生を形づ
くる一定の価値観が見失われてしまう．とりわけ，キルケゴールやニーチェに
代表される言説は，目的の崩壊，真理の崩壊，統一の崩壊を宣言し，「世界の
無意味化」をもたらす．その結果，西欧近代は，「歴史の進歩」などの自らが生
み出した理念や理想，意識を，西欧社会自体が保持できなくなる．西欧近代が，

「近代主義」，「進歩主義」という価値を高く掲げ推し進めてきた．そして，その
近代的価値が徹底すればするほど，その価値は空洞化し，内実を失うという「近
代のパラドックス」に陥った．とりわけ，19世紀末から20世紀初頭，こうした

「近代主義の挫折」という意識が，西欧社会において濃厚に現れてきたし，日本
社会においても，こうした意識は現れてきた．

とくに，1980年代に入って，「ポスト・モダン・アプローチ」が登場した．こ
れは，従来，経済的現象として見られてきた消費者行動を社会的・文化的文脈
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【注】

（注1） 山口正之『マルクス主義と産業社会論』新日本新書，1969年や同『現代社会と知識労働』
新日本新書，1972年などを参照．

（注2） 三戸公『ドラッカー―自由・社会・管理』未来社，1971年や同『アメリカ経営思想批判』
未来社，1966年などを参照，

（注3） マックス・ウェーバー（世良晃志郎訳）『支配の社会学（Ⅰ，Ⅱ）』創文社，1960 ～ 1962年．
（注4） 堤清二『変革の透視図』トレヴィル，1986年，pp.3-7を参照．また，「経済の暗黒大陸」

とうい表現の含意について，今日的視点から再評価した議論としては，三浦一郎「『経
済の暗黒大陸』論表について」同上編著『顧客創造と流通』高菅出版，2004年があげら
れる．

（注5） 保田芳昭『マーケティング論序説』ミネルヴァ書房，1976年，pp.62-72参照．
（注6） この点に関しては，フランシス・フクヤマ（渡辺昇一訳）『歴史の終わり（上・中・下）』

三笠書房 , 1992年を参照．
（注7） P. F. ドラッカー（上田惇生訳）『経済人の終わり』ダイヤモンド社，1997年
（注8） サミュエル・ハンチントン（鈴木主税訳）『文明の衝突』集英社 ,1992年
（注9） P. F. ドラッカー（上田惇生訳）『産業人の未来』ダイヤモンド社，1998年
（注10） アメリカ社会の評価に関しては，P. F. ドラッカー（上田惇生訳）「アメリカの経験」『す

でに起こった未来』ダイヤモンド社 , 1994年 . pp.13-25を参照されたい．
（注11） P. F. ドラッカー（上田惇生訳）『企業とは何か』ダイヤモンド社，2005年
（注12） こうした経緯の概略については，ドラッカー自身が，A. P. スローンの『GMとともに』

の序文で述べている．A. P. スローン（有賀裕子訳）『GMとともに』ダイヤモンド社，
2003年を参照．

（注13） アメリカ社会および近代の二面性・二重性に関しては，ハンナ・アーレント（志水速
雄訳）『革命について』ちくま学芸文庫 , 1995年を参照．

（注14） アメリカニズム批判に関しては，佐伯啓思『アメリカニズムの終焉』ＴＢＳブリタニ
カ，1993年や佐伯啓思『新「帝国」アメリカを解剖する』ちくま新書，2003年などを参
照されたい．

（注15） ジークムント・バウマン（森田典正訳）『リキッド・モダニティ　液状化する社会』大月
書店，2001年

（注16） P. F. ドラッカーの「社会生態学者の回想」（上田惇生訳）『すでに起こった未来』ダイヤ
モンド社 , 1994年 , pp. 297-323を参照されたい．また，ドラッカーは，自らを「傍観者」
とも評しており，彼の交流関係を通じての自伝的作品なものとしての『傍観者の時代』

（風間三郎訳）があるが，今日，上田惇生訳で『ドラッカー　わが軌跡』ダイヤモンド
社 , 2006年として出版されている．ドラッカーの生涯については，『ドラッカー　20
世紀を生きて』（牧野洋訳）日本経済新聞社，2005年もあわせて参照されたい．

【略歴】  立命館大学大学院経営学研究科博士課程後期課程中退．京都創成大学経営情報
学部准教授．著書に『戦後流通のダイナミズム』（税務経理協会，1999年）等．

で，上部構造である教育制度のあり方・理念も大きく変化している．また，同
時に，「大学の大衆化」が進行していく中で，学生の質的な変化が指摘され，高
等教育の場において「学びの空洞化」や「学びからの逃走」ともいうべき深刻な事
態が進展しつつある．こうした状況に対応していくために，知識の効率的な伝
達を重視した従来型の教育観を大胆に転換し，学生自身のアイデンティティ形
成とのかかわりを中心に据えた，対話型の新しい学習観に基づく，教育内容と
方法が提起されるようになった．これらの新しい学習観に基づく教育実践や授
業実践は，今日の教育の困難性を打開する展望を指し示す意味において，有効
性や期待感を感じさせるものばかりではない．

雇用・労働の多様化・流動化を推し進めた結果，従来の，標準的ライフ・モ
デルを成り立たせていた日本的経営のあり方が抜本的に見直され，「一元的」な

「能力」の評価基準を，より業績主義的・自己責任的に軌道修正した，「能力」の
「多元化」へと戦略転換された．これは，労働者階級の生活・労働諸条件に深刻
な打撃を与えると同時に，他方では，日本型企業社会の権威主義的秩序の下に
管理されてきた労働者の働き方・生き方を主体的に問い直す方向へと導いてい
く客観的諸条件ともなっている．戦後，企業社会における一元尺度的能力主義
的支配が，「能力のインデクス」としての「学歴」を媒介とした雇用・採用等を通
じて，直接，教育現場に影響を及ぼしてきた．しかし，企業内部での能力評価
や処遇の形態が，多様化・流動化し，より業績主義的・自己責任的なものへと
移行すれば，日本における能力主義の社会的形態及びその教育的形態も変容せ
ざるをえない．

とりわけ，知識の効率的な伝達・取得を主要な目的とした従来の教育観が，
「近代科学」 ないしは「近代的理性」そのものに対する不信・見直しとも関連し
て，批判の対象とされている．批判の論点は，知識の伝達と取得に際して構築
される，形式的・表象的な「学校知」がもつ「基準性」や「抑圧性」，「抽象性」から
脱却し，学習と認識における対象的世界と主体との関係論的・存在論的観点か
らの，「知の組み替え」が焦点となっている．

知識労働者という言葉は，ドラッカーの『変貌する産業社会』（1957年）で，
はじめて使われた言葉で，学校で習得した知識によって生計の資を得る者を意
味している．また，ドラッカーの言説を敷衍すれば，われわれの生活している
周囲のすべてのものが，知識情報のテキストであり，われわれは，知識情報の
テキストに囲まれて生きている．従って，マネジメントとは，知識情報のテキ
ストの編集・編纂という行為に関わっている．しかも．テキストは，2種類ある．
人々個々の日常生活における問題解決の直裁的なテキストと，個々の日常生活
の問題解決につながらないが，読むこと自体が行為の対象となるテキストであ
る．いいかえれば，「世界」がテキストとなり，この「世界＝テキスト」を読むた
めの新しい方法とスタイルが求められている．
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に追いやられてしまった感も否めない．そのために，複合的な視野に立つ研究
が限定的にしかなされなかったというのが正確な見方なのかもしれない．
「プロシア軍に何が起こったか」（以下，「プロシア軍」と略記）（“What 

became of the Prussian Army?”）（1）はThe Virginia Quarterly Review誌上で1941
年1月に掲載された15頁からなる論文である（2）．時期としては，『経済人の終
わり』刊行の約2年後，『産業人の未来』刊行の約1年前である．むろん『産業人
の未来』のスケッチは大部分終了していた時期であり，ゆえに問題意識はほぼ
熟成されていた．『産業人の未来』で発揮される議論の完成度は，凝縮的にこの
小論に見てとることができる．

そもそもイギリスからアメリカへという再度の転出を強いられることとなっ
たドラッカーが，全体主義の危機と第二次世界大戦という破局の縁に立ったと
き，彼が自ら引き受けた社会的課題を，時代診断を経てどのようにマネジメ
ントへ向けていったのか．われわれはそこに彼の後年のマネジメント体系がく
ぐり抜けねばならなかった産みの苦しみに相当する時代経験をも見ることとな
る．

他方，本論文はドラッカーについてこれまで省みられることの少なかった領
域に踏み込み，政治学と社会学の双方向からまとめられている点が特筆に値す
る．ただし，「プロシア軍」の表題を単にドイツの軍事システムを政治社会分析
に適用させたものと額面通り受けとることには注意が必要である．むしろ「プ
ロシア軍」においては，「シュタール論」で採用される正統性にもとづく保守主
義的アプローチ（あるいは改革の原理としての保守主義）を用いて，30年代ド
イツの政治社会を分析する試みがなされているものと言える．彼は正統性を「高
次の規範，責任，ヴィジョンを根拠とする社会的認知によって正当化される権
力」とし，生涯その保守主義にもとづく政治分析の基礎に据えた（3）．ドイツ帝
国の政治分析を行う点において，「シュタール論」の問題意識（4），すなわちドイ
ツの政治的迷走を保守主義的アプローチを持って抑止する戦略的意図をも読み
とることができる．その点においても，きわめて重要な作品と見ることができ
るであろう．

次にできうるかぎり忠実に彼の行った問題提起と理論構成を追っていくこと
にしたい．

1　政治社会分析の射程

1-1　危機が触発する思考
時論の読み手とは必ずしもインテリゲンチャのみではない．実は当時のド

ラッカーにあって，すでに書き手としてのスタイルは確立されていた．論理的
整合性の重視よりも，あえて読者の感覚に強く訴える書き方がなされている．
後のマネジメントの書き手としての彼は，常にわかりやすく，人の頭脳を刺激

プロシア軍に何が起こったか

井坂康志
（東洋経済新報社）

【要旨】

1941年の論文「プロシア軍に何が起こったか」での問題提起と理論構成
を追うことで，ドラッカーが構想した政治的，社会的権力（正統性）を象徴
する組織，人間像を考察し，本論文が初期の政治的著作群の中で占める位
置付けを確認する．

序

ピーター・F・ドラッカーとは，勤勉なる傍観者であった．彼は何よりも政
治社会の観察者としてスタートした．実務に携わりつつ評論や記事を執筆する
現場派の知識人であった．初期の作品『経済人の終わり』（1939年），『産業人の
未来』（1942年）に見られる欧米の政治社会の分析・提言は，彼が実務家であり，
現に生起し展開する世界のウォッチャーであったからこそ書くことのできた作
品であった．

まさに彼のいう知覚と分析，巨部と細部の複眼思考は青年期から彼の自己陶
冶のプロセスに組み込まれていたのであり，そうでなければファシズム勃興の
原因や産業社会の成立可能性といった根源的な問題意識を持つことはなかった
であろうし，ましてそれを自著で明快に記そうとは考えなかったであろう．

彼にとって，マネジメントの大家として名をなした後も，自らを政治学者と
する意識は消え去ることはなかった．その反面，著述活動の主軸がマネジメン
トへシフトし，同時に論述のテーマが多様化していくにつれ，政治的領域に焦
点を絞る作品が少なくなっていったのは事実である．そのため，自らの思惑に
反して，彼の政治学的な業績は初期のいくつかの作品にとどまることとなった．

そのような事情に起因してか，ドラッカーを20世紀半ばという激動の政治
情勢のなかで，その時論的思考を最大限に昇華させた思索家とする評価は事実
上なかったといってよい．というよりも，ドラッカーをマネジメント体系の求
心的論者とする圧力のあまり，本来中軸を占めるはずの彼の政治的視座が周縁
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他方，社会の価値観や信条の組織化にあって，一定の目標達成の手段を効果
的に調整する点において，その機能的な秩序を攪乱する要因は，社会にとって
の危機を意味する．さらに，その危機とはとりもなおさず正統ならざる組織の
出来をも意味する．そこで見逃されてならないことは，正統性とは，組織その
ものや行動そのものをさすわけではなく，むしろ社会の価値観や信条から派生
する目標設定に関わる行動や秩序をさすことである．かかる点が，ドラッカー
が政治社会分析にあたり，プロシア軍を象徴的に採用した最大の理由というこ
とになろう．

先にも述べたように，執筆時期からも本論文は『産業人の未来』の露払いとい
う大役を担うものである．『産業人の未来』の主たる目的が，産業社会は正統な
社会たりうるかとする問いかけにあったとすれば，本論文はその正統性なるも
のをプロシア軍という崩壊した遺物を回顧することで，モデル的に観察・分析
し，その政治社会における意味を析出する基礎的作業に相当する．

1-2　正統性の防波堤としての組織
ドラッカーが望ましい政治制度を構想するにあたり，それらが志向する社会

の結合力や意識というものをことのほか重要視したことはしばしば強調され
る．そして，そこから象徴的に導き出される社会の決定的権力を彼は正統性と
表現した（6）．正統性とは社会成立にとっての一義的概念であり，時代状況に安
定性を付与するとともに，変化への適応を促す，「保守と変革」の象徴的コンセ
プトでもあった．わけても変化への適応力いかんに，彼は生きて活動する社会
と死んで停滞する社会の相違を見出していたと考えられる．

そこで注目されるのが，当時ドイツを覆った目覚ましいほどの変化であった．
1930年代のドイツでは，戦争遂行にともなう産業の進展の下に，諸々の思想
上の新世界が大気のように広がりつつあった．そして，時はナチスの電撃戦と
ともに，第二次世界大戦の幕が切って落とされたまさにその瞬間に「プロシア
軍」は書かれている．むろんテーマはナチスの政権掌握から続く当時のドイツ
の政治構造に対して向けられたものであり，隠されたキーワードは正統性の崩
壊にあった．

「先の電撃戦で幕を開けた大戦より以前，プロシア軍がヒトラーを食い止め
るとの揺らぐことなき信念が西欧諸国で持たれたことほどに奇妙なことはな
かった．そして，それほどに害悪をもたらす思い込みもなかった．……19世
紀的西欧人にとって，軍が行動と権威において意味をなさないドイツなど，考
えられないものであった．事実，歴史的に見ても，プロシア軍とはドイツ政治
の発展において礎の役割を果たしてきた．」（7）

まず最初に掲げられるのは，プロシア軍とは軍事的組織以上に，政治的組織

する独自のスタイルが十全に発揮されている．実際には理論的ないし体系的な
執筆方法も十分とりうるものであったにもかかわらず，彼はこの時期にすでに
人に「訴える」ジャーナリスティックな執筆手法を修得していたといえる．

その彼によれば，まずわれわれが危機から学ぶべきことは，正統な権力の成
立可能性の問題にある．そして，まさに危機を呼び起こしたものとは，正統な
権力への信念と個の自由への揺らぐことなき確信という19世紀ヨーロッパ的
先入観の瓦解があった．こうしたなかで，彼の課題とは，何よりも混乱を引き
起こした時代状況を整理し理解するとともに，その問題範囲を歴史的視角から
確定する知的作業に向けられていくことになる．まず「プロシア軍」に見られる
彼の方法論について確認してみたい．

ドラッカーの思考は，常に物事に両極の性質を見出し，それらを止揚するの
ではなく，ありのままに受け入れる点に特徴がある．後の著作のなかでもその
ような傾向は顕著に見られる．たとえば，社会を発展させていくための条件と
して，継続と変革の必要性を説き，物事の変化を見定めるに際して，知覚と分
析の必要を提唱したことなどが挙げられるであろう．あるいは『産業人の未来』
で示された彼の真骨頂ともいえる位置付けと役割を尺度とする社会の理解など
も同等の系に属するものと見てさしつかえない．さらにいえば，同書での市場
における権威と機能なども同様であろう（5）．

かかる二重感覚とも呼ぶべき思考構造により，彼の実態が理解しづらくなっ
ていることは事実であろう．同時に，彼自身に内在する異なる特質は常に対極
にある．たとえば，彼は「進歩的進歩主義者でも，保守的保守主義者でもない」
という．それはいわば彼の内面にある一方への極端を嫌う心性の現れであると
ともに，戦略的曖昧さの表現でもあった．
「プロシア軍」においても，そのような戦略的曖昧さは特徴的に見られる．す

なわち，「変化せざるもの」と「変化してやまぬもの」，「聖」と「俗」，「権威」と「機
能」などがあり，しかもそれらは徹頭徹尾当時における極限の政治状況と対峙
した結果として紡ぎ出されたものである．究極の問いは，ドイツ社会の統治可
能性のいかんにあった．

そこで彼が問題とするのは，過去と現在における諸事象の相互連関を客観的
にとらえるとともに，その背後にある社会変動のメカニズムを構成する意識活
動を明らかにする点にあった．そこにおいて，プロシア軍なるものが果たす社
会的役割とは，人間の思考活動や認識行動といった一連の行動を組織化し，同
時にそれぞれの構成要素に機能的な位置付けを与えた点にあった．したがっ
て，その行動が機能的であり正統的であるか否かは，社会を構成する者たちの
価値観や信条を実現すべく組織化が貫徹されているか，同時にその組織化がし
かるべき資格を備えた人間によって担われているかによっていた．そこまでは，

「シュタール論」ですでに展開された代表的組織および人間像の議論を忠実に引
き継いでいる．
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存していることを認識していた．そしてドイツ社会の安定とは，伝統的な服従
をともなう倫理観，そして権威を基礎に成立するものと考えた．彼がプロシア
軍の政治社会的意味を見抜いたのは，そこに社会の精神的諸価値，あるいは倫
理的規範意識が凝縮的に表現されていること，すなわち正統性を探り当てたか
らにほかならない．そのような観点からすると，プロシア軍とは単に戦争を遂
行する組織と呼ぶのみでは不十分であり．むしろ政治社会の「決定的な権力」と
して機能していたと考えるのが至当である．彼が次のように述べる通りである．

「近年書かれたものを見ると，軍事を単に員数と軍備の足し算だけで評価す
るだけのものが目に付く．しかし，それらと同様に，あるいはそれらよりもは
るかに重要なのは，軍の精神的規律と士気である．……その軍事システムや機
能とは，その政治的社会的機能における結果であって，原因ではない．」（10）

プロシア軍における精神的規律とは，単なる軍事システムの機能的遂行に貢
献するものとしてよりも，ドイツ政治社会の正統性を象徴する価値であったと
いうことである．確かに，いかなる戦争といえども単に物理的にのみ戦われる
ものではない．わけてもプロシア軍にあっては，単なる軍事的存在以上の役割
を持つにいたっていた．すなわち，その正統性にもとづく相互の共同性によっ
て互いに結合力が生じ，そこから共通の規則への遵守が出てくる．さらには，
ここから慣習が生じ，正統性の役割はいっそう強化されることになる．その意
味において，プロシア軍はドイツ社会の象徴的組織と考えられたわけである．
換言するならば，プロシア軍の思想と行動はドイツ社会の思想と行動とパラレ
ルであり，ともに立ち，ともに倒れる関係にある．

（2）組織の人為的特性
次に彼が指摘するのが，組織としてのプロシア軍の人為性である．彼はプロ

シア軍が組織として特異なのは，それが人の手になる創造物であるところに
あったと述べる．さらに，それは前近代的原理と近代的原理との絶妙な調和物
であったとする．

「情緒的基盤は意識的に中世的なものである一方で，この軍事国家という機
能主義的な組織は，残された資料によればあくまで自覚的に，近代ヨーロッパ
的なものによっていた．」（11）

いわば，権威と機能が同居し，形式的には一元的近代原理が貫かれる一方で，
内実は情緒的かつ湿潤な人間関係が奨励されていた．かかる状態がプロシア軍
の組織的風土をなしていたと彼は説明するが，その際問題となるのは，組織が
持つ異質な二極の並立，すなわち共同性と機能性である．これは翌年彼が公刊

であったとの見解である．同時に，その生成は異にすれども，プロシア軍は，
イギリスの議会制度，フランスの官僚制に比肩する近代政治原理の要石の一つ
であった．実際のところ，それまでの度重なる政治動乱や革命にあっても，プ
ロシア軍は，一貫して中欧の政治的安定に寄与してきた．しかも，19世紀政
治的に後進であったドイツにおいて，民主主義，議会政治，共産主義などおし
なべて外国から流入した文物に依存する状況にあって，プロシア軍は純正ドイ
ツ的なるものであった．

そのように考えると，国内における騒擾を鎮め，統合を促す求心力としてプ
ロシア軍による新秩序の形成が期待されたのも無理からぬところがあった．い
わば，ドイツ安定化のための最後の砦ないし防波堤として国内外から大いなる
期待が寄せられる代表的組織であったわけである．だが，プロシア軍は名実と
もに，その社会における位置付けと役割を喪失し，政治勢力としても消滅して
いた（8）．それどころか，本論文執筆の30年近く前，プロシア軍は内部から自
壊していた．では，そのような難破はいかにして起こったのか．次にドラッカー
が意識を向けるのはそこである．

「もし軍に宿る保守主義の精神が1920年代まで生きて活動していたならば，
ヒトラーの政権掌握はなかったかもしれない．ナチス革命を阻止しえた唯一の
ものとは，ドイツ共和国における保守反対陣営によるもの以外にありえなかっ
た．プロシア軍が当時にしてもはや消滅したために，そのような保守主義によ
る反対陣営は形成されずにしまった．そしてヒトラーは反対らしい反対にもあ
うことなく，政権を握ることができたのである」（9）

つまり，ヒトラーの反動を許したのは，保守主義の不在によるものであり，
保守主義の不在はプロシア軍の機能停止によって引き起こされたという連鎖を
そこに見出している．要点は，彼の言う保守主義の精神が意味する内容である．
すなわち，社会が危機に瀕する状況において，生ける政治社会を成立させるた
めの生命ともいえる要因は何かとの問いである．彼はかかる視点からドイツの
政治社会を象徴する存在としてプロシア軍に視点を定める．その分析にあたっ
て，おおよそプロシア軍に以下の3つの組織上の特性を設定している．

（1）精神的特性
精神性の重視とは，ドラッカーが社会に対して常に設定する基礎的視角と

いってよい．その特徴は，社会を構成する者がその自由と責任において自律性
を有すると同時に，絆による共同性の具有をその成立の必要条件とする点にあ
る．ドラッカーがそこで重視するのは，特に後者であり，社会における権威の
淵源であった．

ドラッカーは19世紀ドイツの国家構造の安定が，社会の共同性の安定に依
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土地所有者は各々道路，教育施設，徴税において責任を負っていた．
◇旧体制時のいかなる領主特権も持たなかったばかりか，免税特権さえ与え

られることはなかった．
◇節倹，禁酒，勤勉，従順といった美徳を重んずる一方で，視野狭窄，独善，

想像力欠如などがあった．
◇上品ぶった連中にはいささかも我慢がならなかった．
むろん，彼はユンカーのプロシアをヨーロッパの求心力を構成する中産階級

と認める．しかし，彼はそのありようを無批判に受け入れるわけではない．と
いうのも，かかる分析手法をとることで彼が注目したのは，ユンカー階層の経
済的価値と精神的価値とのギャップを浮き彫りにし，断層を見きわめるためで
あった．いわばその本質と相矛盾する産業や経済及びそれに付随する要素との
相克の諸相を観察することで，いかなる状況が出来したか，その変化の実験室
と見なすわけである．

かくして彼は独自の政治社会的実験思考をユンカー階級の分析に採用する．
ユンカーは，近代的原理，有能なる中産階級の合理主義，そして封建主義的騎
士道精神の遺風による情緒主義といった本来併存不能な要素の絶妙な調和物で
あった．いわば人為と自然の織りなす生態であり，ゆえに社会を有機的に結合
するのに大きな役割を発揮した．だが，産業・経済が隆盛を極めるにつれ，彼
らからはその持てる精神性がはぎ取られ，ついには経済的貧困という厳しい現
実しか残らなかった．多くが神経症的となり，情緒不安定となり，没落してい
くこととなった（14）．社会が経済に従属を余儀なくされることで，その持てる自
己調整機能が破壊され，位置付けと役割なき社会の必然として混沌への迷走を
はじめたのである．

2　正統性の転換と崩壊する政治社会

2-1　断絶の諸相
彼の知的来歴に目を転ずれば，彼は学究の徒であるとともに，金融業やジャー

ナリズムに携わる実務家でもあった．ドイツ有数の新聞の編集記者を務めたこ
ともあった．「プロシア軍」も彼の実務家としての観点から，その未曾有の文明
転換を独自の敏感さを持って描かれている．

彼が探し当てたキーコンセプトたる正統性とは保守と変革双方にブリッジを
架ける要でもある．プロシア軍，ユンカー，そしてドイツ社会の没落はまさに
そのブリッジの崩落に端を発するとの認識がなされていた．19世紀後半まで
ドイツは欧州最大の政治大国の地位にあったが，彼はその地位はプロシア軍に
象徴される正統性の保守的性向によるものと考えた．事実，18世紀から19世
紀の初頭にかけて，プロシア流は成功を収めた．というのも，先に見たように
近代国民国家の基礎に，人間的忠誠による非国家的コンセプトを持ち，さらに

する『産業人の未来』を貫く概念たる社会成立のための尺度，位置付けと役割を
先駆的に示すものと見ることができよう．

それらに通底する思考とは，政治社会の権威ある関係性と機能する関係性，
あえて言い換えれば「縦の関係」と「横の関係」の有機的具現である．それによっ
て，公衆の統治には，「シュタール論」で示されたように，尊敬の情を刺激する
とともに，個としての自由と責任を全うする二重的な関係性を基礎とするド
ラッカー社会論の中核概念が表出されることとなった．関係性を例示的に説明
するために，ドラッカーは次のように述べる．

「プロシアにあっては，顧問官，友人，将官は王とともに座し，週に1度は
非公式の宴会でビールやソーセージがふるまわれ，パイプをくゆらせて，ファー
スト・ネームで呼び合う気どらぬ会話が交わされる間柄であった．このような
中産階級によるプロシア軍の流儀が，いかに驚いても驚き足りないほど上首尾
にことを成す政治上のコンセプトであったことは疑いえない．そして，そのこ
とがプロシアをして100年に渡る大国たらしめた原因であった．」（12）

プロシア軍をこのように把握した上で，ドラッカーはわけても二重的な関係
性が社会を急激な変革から守る安全弁として機能するものと考えたのであった．

（3）経済的特性
上述とも関係するが，政治社会とはその物理的要因からのみ説明されるもの

ではない．むしろ，ドラッカーのいう文明や社会とはその正統性を統御する精
神的な要因のほうが物理的な要因よりも重視される傾向が強く見られる．その
精神的要因とは，単に知的な要因を超えて，道徳的要因にまで高められ，文明
の進展に寄与するものと捉えられる．

そこで彼が注目するのは経済的特性である．だが，その真意は，ドイツはい
つその生命を失い，死せる社会となったのかを問うにあった．論点をクリアに
するために，ドラッカーはプロシア軍の構成員たるユンカーに力点をシフトさ
せる．より議論を深め信憑性を高めるために，代表的組織から代表的人間像の
分析へと進んでいく．これはドラッカーの得意とする分析方法である．

ユンカーとは社会的に見れば，典型的な中産階級である．だが，彼が注目した
のは，彼らの質実剛健なる精神構造と乏しい経済構造との断絶の諸相にあった．

ドラッカーの挙げるユンカーの特徴を簡単にまとめてみたい（13）．
◇豪農に比較すればはるかに貧しかった．
◇領地は300エーカーを超えることはきわめて稀だった．1000エーカーに

いたっては，絶対にありえなかった．
◇社会的には地域の治安判事を任されていた．地域における教会の後援者で

あるとともに，軽微な犯罪については司法権も行使した．同様に，地方の
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ることとなる．ドラッカーが問題としたのは，まさにその断絶の諸相であった
のである．

2-2　産業社会は正統な社会たりうるか
「プロシア軍」で示される基本的な問題を読みとっていくとき，それら社会の

中心的組織や人間像とは，人間の価値観と信条によって支えられるとの確信が
見出される．本論文の翌年公刊される『産業人の未来』で，ドラッカーが「いか
にして産業社会は機能する社会たりうるか」を問題意識の起点としたのもその
ためであった．

こうしてドラッカーは，価値観や信条における合理化の伸張，そしてそこか
ら生ずる断絶を産業社会における本質的な病巣と見なしていくことになる．つ
まり産業化の進展により，必然的に高い社会的機能を有する階層が増大し，社
会の構成員の行為様式の組織化が推し進められていくなかで，価値観や信条と
いった精神的諸価値が現実とそぐわなくなっていく結果，社会的権力の実質的
合理性が失われていったとする．社会はこうして正統性を手放していったので
ある．

かかる社会の変化を代表的組織・個人の観点からとらえていくとき，プロシ
ア軍の瓦解とまったくパラレルに進行する社会の崩壊が明らかな形で理解され
よう．同時に社会および個人の生活において自己矛盾を深めた行動様式の実像
が見出されることになる．そしてそれが戦間期に彼が最初に目撃することに
なった断絶の真の問題なのであり，彼がプロシア軍をまなざす構造把握とは，
1939年の『経済人の終わり』における激烈な教会批判とまったく同じである（16）． 

「戦後のドイツにおいて，個の権利を再び宣言することほどに差し迫った問
題はなかった．ドイツとは人民による政府を持った経験がないにもかかわらず，
その理論や教義を最高度に発展させた国であった．なぜならば，リベラルが約
100年一貫して反対勢力の位置を占めてきたためである．さらには，キリスト
教会があった．教会は尊厳にもとづく個の権利について積極的かつ生産的なコ
ンセプトを提示しうる唯一の勢力であった．」（17）

そこにドラッカーのきわめて強烈な政治的思考の精華を見ることができる．
彼がイギリスに亡命した頃目にした，ワイマール共和国崩壊以降の政治危機へ
の慨嘆が，生涯彼の心を去ることはなかったはずである．巨大な近代企業によっ
て推し進められる産業による合理化が，その極限状況で非合理的な衝動と暴力
の噴出を許したとき，その迷走を阻止しうるのは組織以外には存在しなかった．
その意味でも，大衆化された人間の非合理な心理が，ますます政治の領域に押
し入り暴威をふるう事実を眼前にして，彼が政治的思考様式を歴史上の正統保
守主義の理論家E. バークやJ. シュタールから継承し，その組織・人間を機軸

その土台は地方中産階級によって支えられていたためである．
しかし，次第に経済・産業機構が圧倒的に強い力を持つようになる．彼はプ

ロシア軍がきわめて開放的で開明的な文化を持つにもかかわらず，特別な利益
を蒙った分，正統性の持つ意味が変化した社会にあっては，特別な不利益をも
蒙ることになったと見て，かかる事実を強調する．それは大成功に発した大難
破であった．

「プロシアはあらゆるヨーロッパの中心としての性質を身に付けることとな
り，……プロシアの政治指導者やその思想による理論家，哲学者たちは外国か
ら来た者ばかりだった．彼らは成人し，信仰条件に似たものを満たすだけでプ
ロシア軍に入隊できた．だが，このような優れた点も，この種の人為的な流儀
固有の危険によって脅かされた．その危険とは硬直性である．」（15）

危険を惹起する硬直性とは，極度の現状維持への志向性，ドラッカー流に言
えば「保守的保守主義」をさすといえよう．ゆえに価値観の変化に合わせ自らを
変革できなかったことがプロシアの悲劇を生んだ．

そもそも彼が政治の書『産業人の未来』を公にしたのも，社会そのものの固有
に持つメカニズムが適切に扱われていないという危機意識に発していた．その
場合，危機の発生原因を事後的に分析することには意味がない．むしろ，ある
特定の系をたどれば半ば必然的に破滅にいたるとの思考の道筋を重視した．

確かにドラッカーはナチスの伸張に当初より嫌悪感を持ち続けてきた．
1933年1月の全権委任法成立直後にドイツを脱出したのもそのためだった．

「シュタール論」において，19世紀中葉のプロシアでの政治的不安状況を描い
てみせるとともに，そこでの継続と変革を意識的に生み出す装置を構想した
シュタールを高く評価したのもそのためであった．

しかし，彼は当時のドイツの状況一切に絶望していたわけではなかった．彼
はドイツの国家社会を一枚岩のものとは見なかったし，同じ組織の内部にもさ
まざまな見解や集団があることを知っていた．だが，そのような百家争鳴状
態においても，国家社会を安定化させるのに不可欠な装置があることを彼は見
抜いていた．それが代表的組織としてのプロシア軍であったが，不幸なことに
30年近くも前に事実上息の根を止められていたのである．とするならば，本
論執筆時点でナチスの暴走に歯止めをかける装置は少なくともドイツ社会内部
には存在しえぬとする見解が同時に表出されていたと見ることもできる．

かかるドラッカーの問題意識をとらえていくとき見逃してならないのは，本
来社会を代表する組織，人間像，すなわちプロシア軍とユンカー階層が，究極
的に自己合理化を引き起こしつつある構造を完璧なまでに彼が把握していたこ
とである．当時の産業社会において自己合理化が社会を構成する者から思考と
判断力を奪うこととなり，組織化の中枢を握る意識と行動との間に断絶が生じ
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動に耐えられるだけの強靱性を持たなくなる．合理化とともに相互連関の度合
いを強める社会構造が，逆に非合理的な人間集団の行動に対して脆弱性を高め
ていくという反転現象として現れてくる（18）．同時にそれは，ワイマール体制に
おける合理化の結果でもあり，ナチズムの台頭を許したのはまさにそのような
当時の産業社会の持つ脆弱な体質そのものにあった．

かくしてドラッカーは合理化が引き起こす非合理性の攪乱作用に，当時の社
会の危機を見ていくことになる．本来個の持つべき精神的諸価値の矛盾が政治
領域に入り込んでいくとき，破局的な状況を見せたのがナチズム体制の現実で
あったとする（19）．

そこで彼が見た危機なるものは，一人ひとりの人間の精神的諸価値が，大衆
社会に突入することによって阻害要因を自らのうちに呼び起こし，そこに反転
現象として現れる否定の過程であり，その政治的帰結であったということがで
きる．さらに彼はかかる否定の過程を「大衆の絶望（the despair of masses）」と
呼び，そこにナチズム興隆の根因を見出したのである．

結語

ドラッカーが当時の危機をあるべき価値観・信条と社会的現実との不均衡な
発展という社会自らが生み出す非合理化の過程としてとらえていくとき，その
分析視点は時代診断の基礎として，社会再建のための思考へと結びつくことに
なる．1942年の『産業人の未来』はその意味からも彼が機能する産業社会を構
想していく上で，いかに機能不全と打開策をとらえていたかをきわめて具体的
に示したものと理解できる．

むろん，1941年の本論文においてもそのための準備的思考はかなり明瞭に示
されている．ドラッカーが19世紀に確立されたプロシア軍なる組織をわざわざ
検討の俎上に上げたというのも，つまるところ産業社会の難破を避けるため，
直面する現実を分析し，同時にその状況に一定の方向性を与えることに最大の
課題を置いたためである．そこでは，1939年の著作で明確に示された「経済人概
念の破綻」が，伏線として喧しく鳴り響いているのを忘れるべきではない．

本論文で議論された旧時代の遺物たるプロシア軍は，すでに位置付けも役割
も喪失している．彼は本論文では，時代の変調の原因を「何を永遠に失ったか」
を通して明らかにしようとした．とするならば，機能する産業社会を手にする
ためには，それら旧時代の中心的組織や人間像に代わるものが是非とも必要と
なる．しかし，それら自律的な責任と自由は量的な代替を許すほどに単純なも
のではない．そこで重要な意味を持つのが，人間の思考，意志，行動等を直接
コントロールするのではなく，むしろ刺激することで組織的成果を達成する，
すなわちマネジメントと呼ばれる産業社会の中心機関の発見であった．

以上，ドラッカーの30年代における政治社会分析の要諦として「プロシア軍」

として産業社会の分析に向かっていったのは当然でもあった． 
ドラッカーが価値観・信条を視点に据えて戦間期ヨーロッパ社会の危機を問

題としていったとき，彼がそこでとらえたのは，まさにその価値観・信条によ
る裏付けなき組織が生み出した非合理性の噴出であった．同時に，それは社会
の攪乱要因をも意味するものであった．こうした歴史における期待や理想を実
現する存在に対する妄想の崩壊を産業の発展という視点からとらえていくと
き，社会の現実のありようと，価値観・信条の付託を受けた組織および人間像
との不均衡という図式が政治社会分析の主題として立ち現れることとなる．そ
こにおけるプロシア軍とは，巨大な国家社会のなかのささやかな，されど致命
的な安全弁であった．その安全弁が機能不全となったとき，社会はコントロー
ル不能をついに決定づけられたのである．

以降彼は，当時の政治社会診断にあたって，そのような視点を軸として，お
おむね次のような主題を設定していく．

第1は，正統的な組織・人間による統治が産業・経済的発展と歩調をそろえ
ないとき，そこには偽りの正統性を掲げる組織による大衆の収奪が起こり，結
果として社会の崩壊にいたるとの命題である．

第2に，社会の発展における合理性，道徳性の形態とは，純粋に自然的でも
偶然的でもなく，同時に特定の個から与えられるものでもない．それはときど
きの社会における価値観・信条にふさわしい組織と人間像を通して形成される
ということである．

第3が，19世紀支配的だったプロシア軍のような前産業社会的組織像は，20
世紀以降の産業社会ではもはや持続不可能ということであった．換言するなら
ば，産業社会の基本原理とは，それ以前の合理性も道徳性もその不平等な社会
的配分も受け入れることはないとする見解である．

こうした認識から産業社会のはらむ問題性を見ていくとき，さらに次の2つの
事実を確認する必要が出てくる．1つはこれまで受動的でしかなかった諸集団や
階層が，産業社会では政治的・社会的に広く公的活動に参画する大衆活動の活性
化である．2つ目が産業社会の構造の分化・拡大にともなう諸集団間の相互依存
関係の強まりである．かかる政治・社会現象が当時の産業社会の構造そのものか
ら引き起こされるものである限り，そこに阻害要因が働くとするならば，取り
返しのつかない破壊的作用を生じる危険が生まれることとなる．ドラッカーが
当時の社会に見出した危機とは，まさにこうした近代社会を構成し，そこに現
れた構造的な特性が否定的現象に転化していく過程にあったといえる．

そしてさらに産業社会の構造は，その特質による当然の帰結として，第2の
危機をも胚胎することとなる．プロシア軍やユンカーに見られる精神的および
道徳的諸力の退廃による不均衡の基盤が形成されることで，産業社会は本来そ
れらが複雑に相互依存の度合いを高めているために，構造的に内部から噴出す
る非合理で情緒的な衝動を抑止する術を失う．すなわち社会構造に比較して衝



148 149研究論文 プロシア軍に何が起こったか

間違いない．事実上政府は，反軍的な国会が後ろに控えていたにもかかわらず，軍に対
して従属的な位置を占めるにすぎなかった．」（Drucker［1942;2008］, p. 33; p. 32）

（7） Drucker［1941］, p. 28．
（8） とどめを刺したのはヒトラーではなかった．ドラッカーが次のように述べるとおりであ

る．「ドイツ国防軍やその取り巻きらによる守旧勢力によるナチ追放は単にその仕上げに
手を貸しただけであって，プロシア軍はナチスが勢力を伸ばす以前に息の根を止められ
ていた．いかに遅く見ても第一次世界大戦中であり，おそらくはそれ以前の1914年には
消滅していた」（Drucker［1941］, p. 29）．

（9） Drucker［1941］, p. 29．
（10） Drucker［1941］, p. 29．
（11） Drucker［1941］, p. 30．
（12） Drucker［1941］, p. 34．
（13） Drucker［1941］, p. 31．
（14） たとえばDrucker［1989］においても，この状況は次のように述べられている．「プロシ

アのユンカー，フランスの貴族や聖職者などの上流階級は，工業と商業に反感をもち敵
意さえもっていた．しかしそれも，あまりに多くの下層の者たちに対し工業と商業が
与えた階層間の移動の自由に対する憤りと恐怖に根ざしていた．」（Drucker［1989］, p. 
183）

（15） Drucker［1941］, p. 35．
（16） 彼の教会に関わる次の一節は，それをきわめて簡明に言い表したものといえよう．「民

主主義以前，資本主義以前の体制に戻ることなく，産業社会の構造を非唯物的な秩序に
組み込むことが彼らが自らに課した課題だった．まさにこの課題こそ，大戦前の100年
間，ヨーロッパの宗教界と宗教活動の中心に位置付けられていたものだった．教会内の
いかなる反動勢力も，この動きを抑圧し妨害することはできなかった．」（Drucker［1939; 
2007］, p. 89; p. 88）

（17） Drucker［1941］, p. 40．
（18） ドラッカーのいう「戦後（第一次世界大戦）の保守主義運動がはらむ欠陥について思いを

はせることができた者はほとんどいなかった．左翼陣営とは多くの場合，凡庸で想像力
を欠き，臆病で退屈な存在だった．他方右翼陣営は完全に根絶やしにされていた．そこ
にはいかなる政治的プログラムも有効なものもなかった．プロシア陸軍は，自らの伝統
を打破することができなかった．しかもその伝統自体がすでに破壊された後でさえそう
だった」とはこのことである（Drucker［1941］, p. 42）．

（19） ドラッカーはこの状況を次のように説明している．「犠牲の正当化は社会を否定するの
みならず社会を破壊する．個人にとっては危険に生きることもよい．しかし社会は何よ
りもまして継続しなければならない．危機に陥ることなく継続できなければならない．
一人ひとりの人間が，死によって満足を得，何ごとかを達成できると考えるのであれば，
そもそも社会に意味がなくなる．社会としてありうる姿は無秩序だけになる．」（Drucker

［1939; 2007］, p. 113; p.178）

【一次文献】

Drucker, P. F.［1 9 3 3］Friedrich Stahl: Konservative Staatslehre und Geschichitliche Entwicklung, 
Mohr（Translated by Richard Brem, Friedrich Julius Stahl: Conservative Theory of the State and 
Historical Development）.

―［1939］The End of Economic Man, John Day（上田惇生訳［2007］『経済人の終わり』ダ

をとらえることで，彼の分析的視角，方法的視座，そして正統性の認識の形成
過程を見てきた．何よりも彼の思考で特徴的なのは，20世紀ドイツの政治社
会を歴史的構造的に把握しようとする姿勢である．その実験室を提供したのが
プロシア軍だったのであり，いわばプロシア軍はドイツ全体の象徴的組織とし
て把握されたことになる．もちろん，その執筆意図は，何よりも目前に迫る危
機を回避する提言を目的としている．だが，その背景には，以降の作品に連綿
として受け継がれる「現在の問題を理解するために歴史的手法を用い，そこか
ら現実的な指針を受け取る」という彼特有の手法がすでに濃厚に表れていたこ
とは注目に値する．

そのように捉えていくと，「プロシア軍」は，政治社会の問題構造と時事問題
を架橋するきわめて重要な作品であり，ドラッカー政治学の要が十全に表現さ
れている．その後彼はかかる問題関心を踏まえつつ，次なる文明とアメリカの
役割を模索し，『産業人の未来』を公とするのであるが，機会を改めて考察を深
めることにしたい．

【注】

（1） 本論文の存在と意義を教えてくださったE. Edersheim博士にこの場を借りて謝意を表した
い．なお，以降本論文の邦訳引用はすべて筆者によるものである．また，他のドラッカー
の邦訳引用については，上田惇生訳「エターナル版」を原則として参考にしている．

（2） The Virginia Quarterly Reviewは1925年に創刊されたリベラル向けの雑誌であり，知識階層
を読者対象としていた．執筆者にはT. S. エリオット，トーマス・マン，バートランド・ラッ
セル等の著名人を抱えていた時期もあったという．

（3） Drucker［1942; 2008］, p. 9; p.iv.

（4） 当時すでに社会の正統性をいかに維持・発展させていくかに関する問題意識から，プロシ
アの立憲政体論者のシュタールについての論文を書き，それは彼がドイツを離れた1933
年4月，名門出版社のモーア社より法律行政叢書100年記念として出版された．本書で示
される保守主義による政治改革の手法とは，10代後半以降彼の頭を占める主要課題であ
り，この時期に彼の関心がいかに政治的現象に向けられていたかを推し量ることができ
るであろう（Drucker ［1933］）．

（5） 彼は自らの経験として，イギリスのシティを例に挙げて以下のことを述べている．「市場
の権威からの指示を軽視すれば，直ちに罰が下された．規範や指示を知りつつ背くことは，
大企業でさえ許されることではなかった．罰を受けることは，事業そのものの喪失を意
味した．ひとたび権威筋から死の宣告が下されるならば，その執行は迅速，冷徹，しか
も上訴不能だった．」彼の権威と機能の把握の方法には明らかにW.バジョット『ロンバー
ド街』の影響が見てとれる．

（6） 本論文の彼の政治的著作群における位置を知るためには，まず『産業人の未来』でプロシ
ア軍がどう扱われているかを見るのが近道であろう．彼がわざわざプロシア軍を俎上に
載せるのは，「決定的な権力」の所在を分析するためであった．これを正統的権力と言い
換えてもよい．決定的な権力とは，あえて言い換えれば，国家社会を本当の意味で動か
しうる「かなてこ」のような役割を果たすものといってよいであろう．彼は次のように述
べる．「決定的権力とは社会的な権力であり，政府の権力とは法的な権力である．たとえ
ば1870年から1914年にかけて，プロシア軍の権力は，ドイツ帝国憲法にはほとんど何
も規定されていなかったが，決定的な権力，しかもおそらくは正統な権力だったことは
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社会学者のダーク・ビューカー（Dirk Baecker）は，複雑性のコンセプトを評
して「20世紀の科学論壇における最大の発見の一つ」とした（1）．この複雑性なる
ものをマネジメントの理論と実践にいかに役立てるかが，われわれの直面する
新たな課題と言える．だが，そもそも複雑性とはいかなるものであろうか．い
かにしてその概念内容は規定されるのだろうか．複雑という語感から，込み入っ
たものと混同される．しかし込み入ったというのは，しかるべき方法さえとれ
ば各現象の一つひとつを分析できるものである．そこには論理的な整合性があ
るため，その因果を見出していけば必ず説明はつくからである．他方で，複雑
性とはかほどに生やさしいものではない．それは異質な要素の結びつきにより
引き起こされる可能性のあるものであって，それら異質な要素の間にある見え
ない関係性によって起こるものである．そして，そこからいかなることが起こ
るのかは，時と場合による．

例を挙げて説明してみよう．チェスが複雑きわまりないゲームであること
はよくご存じと思う．通常行われるスタイルでは，駒の動きには制約があっ
て，したがって守るべきルールが存在する．その場合，だいたいは1回のゲー
ムで勝敗が決まるまでに，40手くらいかかる．このチェスにおける複雑性と
は，いわゆるシャノン数として10の120乗で示される．これはチェスの複雑
性におけるゲームの木の下限であり，情報理論学者のクロード・E・シャノ
ン（Claude Elwood Shannon, 1916 ～ 2001年．アメリカの電気工学者，数学
者．情報理論の考案者であり，情報理論の父と呼ばれる）が考案したもので
ある．1950年の画期的論文「チェスのためのコンピュータ・プログラミング

（Programming a Computer for Playing Chess）」で発表された．この場合，10
の120乗で表現されるゲームの木は，ありうべきゲーム展開の総和ということ
になる．その適切な比較対象として，宇宙に存在する原子の数がある．観察の
及ぶ範囲ではあるが，宇宙は3から7に10の22乗を乗じる数あるとされており，
800億もの銀河によって構成されているという．これをもとに計算して見ると，
観察可能な宇宙における原子の数は10の80乗の近傍となる（2）．

こう考えた場合，チェス名人の戦略とはどのようなものになるだろうか．事

イヤモンド社）.

―［1941］“What Became of the Prussian Army?” The Virginia Quarterly Review, Jan..

―［1942］Future of Industrial Man, John Day（上田惇生［2008］『産業人の未来』ダイヤモ
ンド社）.
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ネジメントはできない．
ウィリアム・ロス・アシュビー（1903 ～ 1972年，ロンドン生まれの精神科医，

複雑性の研究の先駆者）はサイバネティクス研究の共同開発者の一人である．
彼はもしシステムというものが安定的たるべきものとするならば，それをコン
トロールするメカニズムによって把握される状態の数は，コントロールされる
システムの状態数よりも大きいか，少なくとも同じでなければならないという．
彼は，「多様性のみが，多様性に打ち勝ちうる」とする法則を提出した．複雑な
問題を解かなければならないのならば，そのための処理システムとは，処理を
受けるシステムと同程度に複雑なものでなければならない．複雑性とは複雑性
によってしか制御されないからだ．

ドイツの社会学者でシステム理論の大家ニクラス・ルーマンは，システムと
は外部におけるあらゆる情報の中からほんの一部を選別することで機能するも
のであるという趣旨のことを述べている．これを「複雑性の縮減」と呼ぶ．いか
なるシステムも，情報交流により常時刷新され，意味あると考えられるもの
とそうでないものを基礎として，際立つ個性を有する．ルーマンは，このよう
に複雑きわまりない環境からある要素を選別するプロセス，そしてこのような
自己言及的で自己決定的なシステムを表現しうる概念を「オートポイエーシス

（“autopoiesis”）」（自己創出）と呼んだ．社会システムとは，この概念で言うと
クローズドなものである．というのも，社会とはその環境に存在する資源に依
存するものだからである．近代社会において，外部のサブシステムたる環境は
複雑性において増幅され，そこでのマネジャーの存在意義はそれらにまともに
対峙するところにある．では，マネジメントする者はいかにしてかくも何らパ
ターンなき業務やイノベーションをなしうるのか．

ここでマネジメントの父たるドラッカーの登場である．彼はまことにずば抜
けた観察眼を持って，組織における複雑性と渡り合いつつ，分析とコンサルティ
ングに携わった．上田惇生氏は「ドラッカーとは何者か」との井坂康志氏の問い
にこう答えている．「彼は自らを社会生態学者と呼んだ．生態学とはものごと
をありのままに観察する」（6）．さらに上田氏はドラッカーを類稀なる観察者と
評価する．実際のところ，彼はいくつかのシンプルな原則により，複雑性に向
き合っていた．まず，歴史分析である．彼はものごとのつながりを外延的に拡
張し，誰も気づかない別のつながりを見出した．それから，一見何の変哲もな
い問い「われわれにとって顧客とは誰か」「われわれの成果とは何か」を投げか
ける．これらの問いを通じて，マネジメントや組織をいっそう複雑きわまりな
いものとする（問いがシンプルであるほど，答えは複雑なものになるからだ）．

彼の方法論における妙味はやりとりすることにある．観察対象たる組織の複
雑性を理解するのみではない．それらと情報をやりとりする．社員，マネジャー，
コンサルタント，科学者など，さまざまな職業生活をわれわれは送る．そのな
かで，あらゆるものごとがコントロールの範囲内にあるとの幻想を持つことが

前に策略を練っておくのか，あるいは対戦相手の思惑を事前に考え抜くのだろ
うか．いずれでもない．米国の社会学者エリック・レイファーは前もってどれ
ほどの戦略を考えておくのかをチェスの名人に尋ねたという．答えは何も考え
ていないか，せいぜいのところ1つということだった．名人が言うには，致命
的に大事な戦略とは，ゲーム全体の状況，つまり盤の上で展開される大量かつ
複雑な情報をデザインすることだというのである．彼らは対戦相手の出方に応
じてゲーム展開を決める．レイファーはこのような戦術の理由を尋ね，答え
を得た．してしまったミスを挽回できる唯一の方法がこれだからということで
あった．一度ゲームがはじまってしまえば，いつしか相手の隙をつき，動きを
止める戦術が見出せるという（3）．

複雑性に対処する昔ながらの方法とは，解析することであった．事前に計算
し，さまざまな要因とそれら同士の関係性を理解することだった．だが，先の
チェスの例からも，勝敗の帰趨を決めるのは戦略ではなく，むしろ状況を展開
する方法にある．レイファーはこんなことを言っている．「展開状況が絶え間
ない変化に晒されているとき，事前に考えた思考枠組みなど何の役にも立たな
くなる」（4）．

では，リーダーシップに秀でる人々は，いかにしてこの複雑性に向き合って
いるのだろうか．組織はチェスに劣らず複雑である．組織とは常に予測不能な
環境における一つの社会システムである．組織が立ち上げられ，成長を始める．
成長するということは，単にその組織が規模を変えていく以上の意味を持つ．
というのも，成長によって組織は複雑性をも増大させる．そして，約200年を
経て，ここに新たな社会的機能体としての企業が登場するにいたったわけであ
る．「企業もある一定の規模と複雑さに達するや，マネジメントを必要とする」
とドラッカーも述べている（5）．

組織およびマネジメントを担う者は，この複雑なる世界にあって行動し，矛
盾と格闘しなければならない．組織，マネジャー，コンサルタントは，複雑性
と格闘し，その度合いを縮減させなければならない．いかなる組織もマネジャー
も，複雑性を縮減させ，「シンプル」でわかりやすい製品やサービスに注力しよ
うとする．社会におけるあらゆる意思決定が組織を通じてなされる現代にあっ
て，それこそがマネジャーの仕事であり，同時に組織にとって成功を意味する．
ある意味，組織というものは複雑性を低下させるためにつくられたものだから
である．

世界中のじつに多くの組織がかくも環境への視野を狭くしてしまったため
に，その実世界の複雑性はこれまでよりも高まっている．他方において，顧客
はシンプルでわかりやすく，個に合った商品・サービスを好むものである．少
なくとも顧客が複雑なものにあえて好意を寄せることなどない．21世紀とは，
複雑性の時代であり，知識の時代である．そのようななかで，マネジャーは逆
説に満ちた状況への新たな解決策を見出さねばならない．古い方法ではもうマ
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（アテネの広場）での市民との対話から形成されたのと同様である．彼はマネジ
メントなる社会環境の中枢を占める．ゆえに他のマネジメントに関する者は彼
に視線を注ぐ．彼らはドラッカーの該博なる知識のみならず，温順さ，真摯さ，
慈愛をも記す．彼の作品を読むことで，彼と語り，向き合い，彼のものの考え
方，生き方にぶれなき一貫性を見出す．

その一貫性により，ドラッカーの豊饒な歩み，そして開放的な姿勢とあらゆ
るマネジメント上の仕事とが一つに融合し，複雑性の縮減と増幅の間を振幅す
る．彼における卓越したものとは，常に予測してはそれを修正するという経験
の微妙なバランスの上に成り立つものである．

他方で，マネジャーやコンサルタントが問題を「単純化」する際にドラッカー
を引き，彼に畏敬の念を抱くというのは，何とも皮肉である．少なくともその
ような人々はドラッカーの一面しか見ようとしていない．国籍が意味をなくし，
統合を最大化する古典的戦略がお手上げになったときに，彼の説が引用される．
あるいは1つか2つの問題に焦点を絞れとするセルフ・マネジメントの手法が
引用される．
「何をいかに行うかは信じられないほどに簡単である．しかし，だからといっ

て進んで行うかは別の問題である」，こんなものが好んで使われる．もちろん
筆者もこんな彼の言葉が嫌いなはずはないし，個としても役立てている．しか
し，特定の状況にあってはそれとは逆の助言が真たりうることもある．彼は遺
著で次のように述べている．「『5つの質問』は一見してシンプルである．実は
そうではない．くり返し考えていただきたい．質問と格闘していただきたい」（8）．

マネジメント体系における偉大な研究者ハーバート・サイモン（Herbert 
Alexander Simon, 1916 ～ 2001年．アメリカの政治学者，組織学者）は，1946
年にマネジメント原理について次のように述べている．「人が見出しうる原理
というのものは，ほとんどといってよいほどに，それとまったく矛盾する原理
とも並立しうるものである」（9）．21世紀を生きるわれわれは，このことと向き
合わなければならない．

彼は自らの哲学や人生のなかで，日々の組織やマネジメントにおいて矛盾葛
藤を受け入れる方途を見出した．彼は複雑性の縮減のみならず，増幅にも手を
貸した．彼は手ずから自らのアイデアやコンセプトが実際に機能するかを日々
実験していた．彼は自らの創案した原則によって，難しい辞典などを脇に置か
ずともきちんと言葉によって実務家が理解できることを確証した．彼の書物や
その他の発言は，マネジメントの実践に直接変換されるべく配慮されていた．
ゆえに経済学者は長らく彼の業績を等閑に付し，そのあまりに帰納的な方法論
のために，今なお価値を認めていない．

マネジメントに携わる方々に，何が自らの人生を複雑なものとしているのか
を聞いてきた．そのたびに，そのリストは長くなっていく．ドラッカーはその
ような方々に，視野を広げ，自らを信ぜよという．マネジメントとはリベラル・

ある．だが，人間意識で理解できるものとして，3つか4つの異質な構成要素
を超えて組織されるととたんに途方に暮れることになる． 

ドラッカーは60年以上にわたり，病院，教会，企業，大学等とやりとりを
してきた．その振る舞いと変化をつぶさに観察してきた．彼の意識は組織同様
に，その複雑きわまりない諸現象と渡り合うことに向けられた．この意味で，
彼は確かに卓越せる観察者にほかならなかった．そして，彼は組織の重要な観
察者たるマネジャーと付き合うことになった．彼が見たマネジャーとは，内部
組織と外部環境の結節点にあって社会的機能を担う存在であった．ドラッカー
の哲学はつながりを観察しその意味を洞察する方法論によっていた．彼は，社
会システムの観察者をまさに観察するという意味における観察者であった．同
時に，彼はマネジメントの革新者としても世界中に巨大な影響を及ぼした．彼
による問いや指摘により，マネジメントは思考から実践に置き換えられた．今
日もなお，マネジメント領域において，いかなる者であれ，「ドラッカーの世界」
を生きている（7）．

彼の思想・哲学のじつに多くが，引用されることもなく，マネジメントにお
ける理論と実践に染み込んでいる．先進工業国のビジネスマンで彼の名を知ら
ない者はない．彼による語彙を知らない者はない．されど，そのほとんどはド
ラッカーの哲学には無頓着である．一例を挙げてみよう．筆者がドイツの非営
利組織のマネジャーと話をするとき，ドラッカーの名を知るものはごくわずか
だった．にもかかわらず，彼らの駆使する語彙のほとんどすべてはドラッカー
によるものであった．彼らは自らの思考の淵源を知らずにいたわけである．

ハインツ・フォン・フェルスターはサイバネティクス提唱者の一人である．
彼のすぐれた方法によれば，マネジャーとは「自らがどう見られるかを操作し
うる人」と定義できる．ドラッカーはかくも複雑で一筋縄でいかぬやりとりを
意識していた．その博覧強記ぶりからも，マネジャーへの影響力にはソクラテ
ス的な問答形式が必要であることを熟知していた．その反面，彼は知られざる
ものとともに全人生を生きた．いわゆる無知の知とは，あらゆる思想を極めた
者の境地である．そこから，完全を目指す勇気が生まれてくる． 「誰かは知ら
ざらん，かの無知は褒められんことを．誰かは知らざらん，その知は苦悶たら
んことを」

フォルスター的視点からすれば，ドラッカーとはあらゆる人の見る彼自身を
意識しえたマネジメント哲学者であり，書き手であった．私の上司でもあるト
ム・ピータースは，かつてマネジメント界におけるドラッカーの主たるライバ
ルであった．彼はドラッカーにばかり注目が集まるので，長きに渡りかなりつ
らい日々を過ごしてきたという．ドラッカーは世界規模で変転するマネジメン
ト環境の複雑性をマネジメントし，いかに自らが見られるかをも意識してきた．

彼の哲学とはとりもなおさず彼自身の環境たるマネジメントとの意思疎通を
基礎とするものであり，それはさながらギリシャ人ソクラテスの英知がアゴラ
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【略歴】  本会名誉会員．マイハイム大学（ドイツ）教授．専門は社会科学およびマネジメ
ント．トム・ピータース・グループのマネジャー兼経営コンサルタントでもある．
現在，マンハイム市に，ドラッカーの思想を基礎とする社会生態学とマネジメ
ントの研究機関を創立しようとしている．そこでは，トヨタ生産方式のような
近代生産システムのための複雑性を持つ革新的な組織研究が行われる予定であ
る．学問的には，システム理論やマネジメントを社会的機能，リベラル・アーツ
としたニクラス・ルーマンやダーク・ビューカーの弟子である．運営するホーム
ページ（www.managementdenker.com）上で，ドラッカーをドイツ語圏で最
高の影響力を持つ思想家と評している．

アーツであり，観察者自らがどう映っているかを観察するシステムの意思疎通
なのだとする見方を示してくれた． そして，マネジャー一人ひとりに対して，
自らの行動を変えてみて，永遠のセルフ・アセスメントのなかで自らの期待を
適宜修正せよと彼は言う．リーダーとして最初になすべき行動とは，絶えざる
自己陶冶と自己刷新，そして，決して現状に満足しないことであるという （10）．

彼はまったく戦略的とは呼べない作法で複雑なるものと向き合うべきことを
教えてくれる．実際，人はあらゆるものを分析し尽くして長期計画に多大な時
間を費やすことなどできはしないし，その必要もない．われわれにできるのは，
今現在の問題を解決することだけである．彼はシンプルな原因・結果の鎖の陰
に隠れた知られざる扉の存在に気づかせてくれる （11）． 

チェスの名人さながら，プロの経営者は豊饒かつ複雑きわまりない意思疎通
の場を持ち，それを発展させていくが，そこで目にするものとはアムビヴァ
レントなものである．彼らは迷宮にしか見えないところに溝を見出すととも
にそこに架橋するイノベーターである．ドラッカーの言う「ネクスト・ソサエ
ティ」を生きる人々ならば，複雑なるものに惹きつけられるであろうし，同時
に「選択肢の数に合わせて行動も増やす」であろう（ハインツ・フォン・フェルス
ター）（12）．

【注】

（1） Dirk Baecker, Complexity, in: Routledge Enzyklopedia of Social Theory, London, 2006

（2） Claude E. Shannon, Programming a Computer for Playing Chess, in: Philosophical Magazine, 41 
（314）, 1950

（3） Eric Leifer, Actors as Observers, New York, 1991

（4） ibid., p. 2 6 ; Compare Dirk Baecker, Coaching Complexity - 1 . Berliner Coachingtag, Berlin 
03.03.2006

（5） Peter Drucker, Management, Rev. edition with Joseph A. Maciariello, New York, 2008, p. 3

（6） Atsuo Ueda, An Introduction to Peter F. Drucker, Eight Faces, interview by Yasushi Isaka, Weekly 
Toyo-Keizai, 2001, 06.09.

（7） Compare Mark Gimein, Now that we live in a Tom Peters’ World … Has Tom Peters gone crazy? 

Fortune, 2000, Nov. 13th

（8） Peter Drucker with Jim Collins et al., The Five Most Important Questions You Will Ever Ask About 
Your Organization, 3rd ed., San Francisco, 2008, p. 84

（9）Herbert A. Simon, The Proverbs of Administration, in: Public Administration Review 6 , 1946, S. 
53-67

（10）Peter Drucker with Jim Collins et al., ibid., p. 5

（11）Winfried Weber, Complicate your life, Goettingen, 2007

（12）Heinz von Foerster, Bernhard Poerksen, Understanding Systems. Conversations on Epistemology 
and Ethics, Heidelberg/New York, 2003

井坂康志訳
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研究の第一人者であるE・H・カーは，「ピーター・ドラッカー氏の『経済人の
終焉』は，わたくしの原稿が事実上完成するまでには，入手できなかったが，
いくつかの素晴らしい見通しと世界史における現下の危機についての最も刺激
と示唆とに富んだ診断とが含まれている」（2）と，高く評価している．

また，時の英国の首相ウィンストン・チャーチルが，この書物をファシズム
対策用の参考書として陸軍士官学校の卒業生への卒業プレゼントにしたことも
有名なエピソードである．その後，彼の研究の中核となったものは，この著書
で展開されたテーマの拡大・深化にあったことは疑いない．

1992年に公刊された『ポスト資本主義社会』のなかで，ドラッカーは「100年
以上にわたって，社会による救済を約束する最も強力かつ蔓延を極めた世俗的
宗教が，マルクス主義であった．マルクス主義の途方もない魅力，とくに知識
階層にとっての魅力は，その複雑なイデオロギーや，ますます非現実的になっ
ていったその経済学よりも，その宗教的な約束にあった．（中略）しかし信仰と
してのマルクス主義は，『新しい人間』をつくり出せなかったがゆえに崩壊し
た」（3）と，述べている．

この主張は，ドラッカーの生涯を通じて一貫しており，その初期の著書であ
る『経済人の終わり』のテーマであった．彼が生涯追求してきたのは，「マルク
ス主義」のような「社会による救済」（salvation through society）という信仰が崩
壊したのちにくる「新しい思想」を形成することにあった．そして，その新しい
思想とは，民主的で効率的な多元社会の構築であり，専制と暴力的な政治体制
と疑似宗教とからの決別であった．このことを忘れてしまうと，ドラッカーを
まったく理解できなくするとともに，誤読を生むもととなる．
「社会による救済」の思想は，ジャン・ジャック・ルソーなどの思想とともに

フランス革命の時代から始まり最初は西洋の思想であったが，第二次世界大戦
以後は世界中に広まっていった思想である．「社会による救済は，いかに『反宗
教』を装おうとも，宗教的信念である．その手段は，もちろん世俗的である．
禁酒，全ユダヤ人の抹殺，精神分析の万能化，私有財産の廃止である」（4）と，
ドラッカーは述べている．その世俗的宗教の最たるものとして，彼は「地上の
楽園」を説くマルクス主義をあげている．
「社会による救済」の思想は，おそらく「近代の神話」の最大のものであった．

この神話に共同幻想を描いて，社会を変革できるとしたのが，マルクス主義の
基本テーゼであった．ところが，ドラッカーが批判しているように，マルクス
主義者は，ヒトラーのナチズムが政権を奪取する折，あまりにも現状認識の甘
さとあきれるほどの楽観主義のために，やすやすとナチズムの擡頭を許してし
まったのである．ヒトラー政権誕生の頃の事情について，A・シュトゥタール
は，次のように描いている．
「ヒトラーの次はわれわれの番だ」というのが，1932年末期におけるドイツ

共産党の指導的スローガンであった．1933年3月以後においても，コミンテル

ドラッカー対ドラッカー＊

正慶　孝
（元明星大学教授）

生涯現役の著述家

2005年，P・F・ドラッカーは，著述家としての長い生涯を閉じた．享年96
である．彼は1933年に処女作『フリードリッヒ・ジュリアス・シュタール―
保守哲学と歴史の連続性』，つづいて1939年に問題作『経済人の終わり―全
体主義の起原』を上梓したあと，死を迎えるその時まで多数の話題作を次々と
著し，つねに時代の提起する課題に取り組み回答をあたえることを，生涯の仕
事とした終身現役の著述家であった．

わが国では特に『断絶の時代―来るべき知識社会の構想』（1）（邦訳，昭和44
年）がベストセラーとなり，ドラッカーのいう意味とは異なる意味で「断絶」と
いう語が流行語となったことは，よく記憶されていることであろう．ドラッ
カーの「断絶」（discontinuity）とは，彼と同様オーストリア出身でアメリカに帰
化したJ・A・シュムペーターの「創造的破壊の諸過程」（Processes of creative 
destruction）と似た概念で，非連続で「突然変異」的な社会変化のことをいい，
親子，夫婦，師弟間などのコミュニケーションが断絶していることを指してい
るわけではない．

この概念を用いて，彼はかつての財やサービスを生産する産業社会とはまる
で異なる原理や行動準則をもつ「知識社会」（Knowledge society）が誕生しつつ
あることを指摘したのである．その社会とは，創意と情報をつくり出し，流通
させる知識産業と知識労働者が中核となる社会のことであり，ダニエル・ベル
のいう「工業後社会」（post-industrial society）に相当する．

彼の初期の傑作である『経済人の終わり』は，出版当時から世間の耳目を集め
ファシズム批判の第一の書とされ，その後のファシズム研究の必読書とされて
いることも，よく知られていることであろう．この書物について，ロシア革命

＊本稿執筆者の正慶孝氏は2008年2月1日不帰の客となられた．本論は『明星大学研究紀要』
（2008年，第16号）にすでに遺稿として掲載されたものである．生前よりドラッカー教授
の業績に造詣が深く，その解釈についても多大な貢献をなした正慶氏による本論文は，本
会の会員にも裨益するところ大と判断し，遺族の許可を得て再掲することとした．
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もいっている．

イデオロギーの終焉

1959年，ダニエル・ベルは，『イデオロギーの終焉』なる論文集を著して，も
はやイデオロギーに熱狂する時代は終わったのだと宣言した．ベルにとっての
イデオロギーの終焉とは，「政治における狂言主義と絶対的信念の終わりであ
り，1枚の青写真にしたがって，いとも容易に社会の改革ができるという『傲
慢さ』の放棄」（13）であり，また「イデオロギーの終焉は市民的秩序の始まり」（14）

である．
さらにベルは「ソ連邦におけるイデオロギーは，東欧諸国においてはなおさ

らのこと，その十分な強制力と説得力さえも喪失してきた．このかぎりにおい
て，共産主義世界における『イデオロギーの終焉』は間近いといっても差し支え
ない」（15）と，予言した．ベルの予言通りのことがソ連や東欧諸国で進行したこ
とは，1989年のベルリンの壁の崩壊以降の現実が示しているとおりである．

1950年代，ベルのほかにもレイモン・アロン，S・M・リプセットなどの社
会学者によって「イデオロギーの終焉」や体制収斂論が唱えられている．その主
張している内容もそれぞれ各人各様であった，共通のコンセンサスがあるわけ
でもなかったが，そのなかでベルの主張は際立っていた．この議論に対し，C・
W・ミルズなどによるベルに対する激しい批判があり，論争をよんだこともよ
く知られているとおりである．

ソ連および東欧諸国においてのイデオロギーの終焉は，資本主義諸国にも波
及し，「福祉国家」の進展や完全雇用の推進や所得保証によって，それらの諸国
においても，「政治における狂言主義と絶対的信念」による対立が終焉し，イデ
オロギーや信条の対立ではなく，経済成長率をめぐって争われる時代にはいっ
ていったことは事実である．「政治的動物」（ポリティカル・アニマル）から「経
済的動物」（エコノミック・アニマル）の時代に突入し「経済的厚生」（economic 
welfare）の向上が国内政治の最優先課題となったのは，この時代からのことで
ある．

ドラッカーが『経済人の終わり』のなかで描いているのは，1930年代から40
年代に至る「政治における狂言主義と絶対的信念」が支配するようになった全体
主義の時代の状況である．ドラッカーが，大衆の限りない絶望を組織すること
のできなかったマルクス主義や教会などの宗教組織の失敗の結果，全体主義が
勃興することを予見したことは，前述したとおりである．

ロバート・ハイルブルナーによると，エコノミストは「通俗哲学者」（Worldly 
philosopher）である．もともと，政治経済学はアダム・スミスがグラスゴーの
大学で担当していた道徳哲学の一部門から独立して発展した学問である．この
ことが示唆しているように，エコノミストはいつの時代でも道徳哲学者であり

ンは，ドイツには何ら重大な変化は起こっていないと主張していた．」（5）

衝撃的なデビュー

1909年，オーストリア・ハンガリー帝国時代のウィーンで生まれ，ドイツの
フランクフルトの大学で学んだドラッカーは，1933年ヒトラーの政権掌握後，
ナチズムに嫌気をさしてまもなく英国に赴いてロンドンで金融関係の仕事につ
いた後，米国にわたり，『経済人の終わり』をニューヨークで上梓している．こ
の書物はヒトラーの政権掌握のすぐ後に執筆を開始し，数年後には脱稿してい
たが，版元がすぐにはみつからなかったために，39年になるまで出版するこ
とができなかったという．

30年後に再刊されたこの書物の序文のなかでドラッカーは，この書物が出
版当時「いままでにない異端的なものとして衝撃的に受け止められた」（6）と，述
懐している．それは，この書物がこの時代に出た類書と違って，「ナチズムと
ファシズムとをヨーロッパの政治体制の人を誤らせるような病状である」（7）と
診断し，「マルクス主義を讃美する代わりに」（8），「マルクス主義の全般的な失
敗が，ヨーロッパの大衆を全体主義の絶望的な熱狂のなかに追いやった主要原
因である」（9），と指摘していることによるものである．

ドラッカー自身も述べているように，この時代のナチズムの成立をドイツ人
の国民的性格や腐朽した資本主義の死につつある状況から発生したことに求め
るのではなく，社会を救済する思想としてのマルクス主義の失敗に主たる原因
があるという説明は，まったく斬新な解釈であった．ドラッカーはいう．「古
い秩序が崩壊したのに，新しい秩序が古い基盤から生まれないとしたら，代わ
りに何を選択するかといえば，混沌しかない（10）．その結果，「大衆は，絶望の
うちに不可能なことを可能にしてくれるといってくれる魔術師の下に赴いたの
である」（11）と．

共産主義者も社会民主主義者もそしてマルクス主義者一般も，当時の情勢を
正確に分析できず，適切な政治綱領（プラットフォーム）を提示することができ
なかったため，大衆を魔術師のもとにおいやってしまった，とドラッカーは厳
しく指弾するのである．

ドラッカーの生涯を通じて一貫している思想は，ロシア革命によるプロレタ
リア独裁とファシズムの擡頭した全体主義の時代を生きた著述家として，人間
を絶望的な境遇におとしいれる政治体制から人間を解放するにはどのような手
段が可能なのかを探究することにあった．言い換えれば，人間の自己疎外や社
会的有用性の喪失から人間を救うにはいかなる手段が可能なのかを探究するこ
とが，彼の生涯のテーマであり，それがマネジメントおよび組織の体系的な研
究にドラッカーを向かわせしめたのである．ドラッカーは，「ファシストのわ
けのわからない呪文は，組織の信条や秩序のかわりをする代替物である」（12）と
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いた食堂でたまたま同じテーブルで食事をする機会があり，その際父親にフロ
イトを紹介され促されてフロイトと握手した体験がある．その後で父親に「今
日，会った人は皇帝よりもえらい人だから，しっかり覚えておくんだよ」とい
うようなことを言われたという．

まだ第一次世界大戦が終わっていないハプスブルグ家の皇帝の在位中のこと
である．しかも，その皇帝の臣下である高級官吏である父親のいったことなの
で，幼いドラッカーは殊更のごとく記憶にとどめおいたのであろう．

ドラッカーがここで述べようとしていることは，フロイトとの偶然の出会い
ではなく，多くの人が信じているフロイトにまつわる3つの「事実」の間違いを
訂正することにある．それは次のような事実についてである．

第1は，生涯を通じて彼が金に困り，貧乏に近い生活をしていたという「事実」，
第2に，彼が反ユダヤ主義者から多大の迫害を受け，ユダヤ人なるがゆえに正
当に評価されなかったし，大学の然るべき地位にも就けなかったという「事実」，
第3は，当時のウィーンの人たちが，とりわけ医学関係者が，フロイトを無視
していたという「事実」である（18）． 

ドラッカーによると，巷間多くの人によって信じられている「これらの3つ
の『事実』はいずれも，まったくのつくりごとである」として，多くの証拠をあ
げてこれらの「事実」の誤謬を指摘している．

また，ドラッカーは「フロイトの著作には，19世紀末のウィーンの―いや
それどころか19世紀末のヨーロッパの―他のどの記録でも重視されている
ものが完全に欠落している―金銭神経症（ノイローゼ）である」（19）という重要
な指摘もしている．

フロイトの研究の一貫して変わらぬテーマは，性的不安，性的欲求不満，あ
るいは性機能の不全である．これに対し，ドラッカーは，「実のところ，フロ
イト時代のウィーンで抑圧されていたのは，性ではなく，金銭だった．当時の
ウィーンでは，金は次第に，〔生活全般〕を支配するようになっていた―反面，
次第に，話題にするのを憚られるものにもなっていた」（20）と指摘している．こ
れはフロイト学説に対する大きな異議申し立てである．今日，フロイト学説は
あらゆる学問・思想に多くの影響を及ぼしている．この指摘はフロイトの精神
分析の有効性に対する根底からの批判である．この指摘に対するポスト・フロ
イディアン（後期フロイド学派）の精神分析学者からの反論は，いまのところ寡
聞にして知らない．

しかもさらに，「西方世界に重大な影響を及ぼした19世紀のシステム―マ
ルクス，フロイト，ケインズ―は，いずれも，科学的なもの不可思議なもの
との統合，論理と経験的研究の重視を共通の要素として保有し，「合理的なら
ざる故に我信ず」という態度を生み出したのである」（21）と，看過することので
きない重要な指摘がなされている．ここに20世紀に活躍したケインズがはいっ

通俗哲学者でありつづける必要がある．時代の重要問題に関し適切な判断を求
められることや，時事的な問題にも発言することは，エコノミストの義務であ
る．みずからを「社会生態学者」（social ecologist）と称し，何よりも「論文を書
くことが好きだという」ドラッカーもまた，この伝統にそった通俗哲学者であ
り著述家であった．

そこで，長い期間にわたって，政治，経済，文化，教育，歴史，哲学，経営
管理など広範囲にわたる現代社会の重要問題に発言をしつづけたドラッカーの
幅広くしかも透徹した議論が，どのような形で形成されてきたかを知ることは
興味深いことであろう．それは，われわれの時代をわれわれ自身が理解するた
めの重要な示唆が，含まれているかも知れないからである．ドラッカー自身の
著書の題名のとおり，われわれはつねに『新しい現実』に直面し，それに対する
正しい対応が求められているからでもある．

わが国では，不当にもドラッカーは『現代の経営』や『マネジメント』を代表作
とする経営管理の業績に焦点が当てられ，たんなる経営学者であるとしか思わ
れていない．これでは思想家である彼の膨大な業績を正しく理解することはで
きない．彼は百科全書派的な政治哲学者であり，その政治哲学を例証するため
に，多くの人の経済活動の場である企業組織に焦点をあてているのであった．
それが彼の思想のすべてではないからである．『断絶の時代』の新版の序文のな
かで述べているように，彼が「1940年の初めにマネジメントの研究に着手した
のは，ビジネスに関心があったからではなかった」のである．「今日でもそれほ
ど関心はない．」それではなぜ，マネジメントを追求してきたかといえば，「し
かし私は主として第二次大戦の経験から，自由な社会の実現のためにはマネジ
メントが必要になる」（16）と確信したからである，というのである．

ウィーン生まれのドラッカー

ドラッカーのような百科全書派の思想家を生んだのは，ウィーンの世紀末か
らつづく20世紀初頭の思想的風土であった．この時代のことを『傍観者の冒険』

（邦訳題名は『傍観者の時代』）のなかで，ドラッカーは回想的に描写している．
彼は，教養ある高級官吏の父と医学を修めた知性豊かな母の間に生まれた．

カトリック教徒である．両親ともウィーンの名士であったので，たくさんの知
名の紳士・淑女と交流があったことが，この書物から知れる．興味深いエピソー
ドが満載されているこの書物のなかで特に興味をひくのは「フロイトの神話と
現実」と題されているフロイトについて書かれた章である．

この章の冒頭で「かりにフロイトが，私の幼少時代のウィーンで非常に目立
つ存在，有名な存在でなかったならば，私は恐らく，フロイトの神話と現実と
の甚だしい食い違いに関心を払わなかっただろう」（17）と書き起こしている．ド
ラッカーは，6，7歳のころフロイト一家とドラッカー一家がともに利用して
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し，それが「ケインズ革命」（Keynesian Revolution）とよばれるのは，個人に
とって合理的であっても，社会全体にとって合理的ではないことがたくさんあ
ることと経済活動はけっして「予定調和」的ではなく，「見えざる手」（Invisible 
Hand）によって動かされているのではないことをケインズが発見したことによ
るのである．

また，近代科学は，「AはAであって，非Aではない」という自同律（low of 
identity）の論理にもとづいて理論が形成されている．自同律は，しかし，思惟
の論理であっても，実在の論理ではない．「経済人」の仮設は，「人間は合理的
に行動する」という論理しか認めていない．現実の「人間は非合理的にも行動す
る」こともある．この重要なことを現代人はしばしば忘れて学問の思惟の論理
がそのまま現実の世界にも存在すると，考える傾向がある．これは「近代科学
の罠」である．このことを戒める必要がたえず存在している．特に社会科学や
人文科学の分野では注意する必要がある．

ドラッカーが，『経済人の終わり』のなかで追求しているのもこの論理に関し
てであった．「経済人」のように，合理的に行動するはずの人間が，非合理的な
ファシズムという魔術を選択したのである．すなわち，「経済人」の終わりこそ
が，全体主義の起源になったのであるというのが，ドラッカーの主張である．

フロイト精神分析学やケインズ経済学は，人間の行動がいつでも合理的であ
るはずがなく，またいつでも非合理的でもない，つねにその両方であること，
したがって，自同律では人間の行動や社会の運動法則を導き出すことができな
いことを暗黙のうちに前提していることが重要なのである．最近，経済学の分
野で行動科学や脳科学とのコラボレーションが注目されているのも，また，物
理学ではなく生物学をモデルとして発想する経済学者が増えてきたのも，ド
ラッカーが述べている方向の延長線上にある．

ドラッカーの自らのメモワールである『傍観者の冒険』のなかでのフロイトや
ケインズなどに関するこのような重要な指摘は，看過されやすい．その他にも
マックルーハン，バックミンスター＝フラー等に関する興味深いエピソードが
含まれており，重要な示唆がこの著書の随所にみられる．それは彼の研究が，
財貨やサービスではなく，ときには合理的な行動もし，ときには非合理的な行
動もする人間や人間の集合体である組織の側面から経済社会の諸問題に接近し
ているからである．

しかも，ドラッカーは，人間の自己疎外や有用性の喪失をいかにして防止す
るか，という課題から経営や組織や文明の行く末を観察しているからに他なら
ない．いいかえると，ドラッカーの思想は，経営ヒューマニズム思想とよんで
もよいのである．

そこで，ドラッカーの思想の根柢にあるものを考える上で不可欠の20世紀
の実業思想の最たるもののひとつフォード主義を検討してみることとしよう．
ここには，ドラッカーの経営ヒューマニズムから生まれたマネジメントという

ているのは，ケインズの業績が19世紀のながい蓄積の上に立っているものだ
からである．

フロイトを開祖とする精神分析は20世紀を代表する思想であり理論のひと
つである．この精神分析が，科学的なものと不可思議なものとの統合あるいは
論理と経験的研究の重視という共通の要素を共有している，という指摘，また，
ケインズ経済学も，科学的なものと不可思議なものとの統合であり，論理と経
験的研究の重視が核心にあるという指摘も，ともに重要な指摘である．

ケインズの主著『雇用，利子および貨幣の一般理論』のなかには，しばしば，
「基本的な心理法則」（fundamental psychological law）によってなどの表現がみ
られる．このことは，ケインズ経済学が，経済合理性にのみもとづいて理論が
構成されてはおらず，社会心理という漠然とした心理的性向にもとづいて理論
が組み立てられている，ということを示唆している．それはニュートン物理学
のようにいつでもどこでも妥当するような理論ではない．このことを想起する
と，ドラッカーの指摘は鋭くかつ妥当性をもっている．

フロイトとケインズ

近代の科学は物理学をモデルとして観察，計測，実験，シミュレーション（模
擬実験），確率論的推測などの手続きを経た厳密な論理と緻密な論証で真実を
追求することが必要条件である．科学としての経済学も精神医学や心理学も同
様である．そして，魔術・呪術・妖術のようなオカルト的疑似科学から科学を
分かつものは，何よりも「証明」（verification）が重要な条件であった．これは
近代が「魔術からの解放」から始まり，人間精神が「実証的段階」に達したことの
当然の結果である．

このように物理学をモデルにするということは，人間は自然現象と同様，合
理的に行動する生体であるという前提が承認されなければ，社会科学や人文科
学は成立しないこととなる．社会科学の代表格である経済学は，「経済人」の仮
説が最初の公理となっている．経済人とは「コストを極小にして，リターンを
極大にすること」すなわち「経済原則」（economic principle）にしたがって行動す
る人間のことである．この前提を承認することによって，近代経済学少なくと
も新古典派の経済学は成立している．ところが，人間は物資のような規則的・
合理的・再現的に運動をするわけでもない．

したがって，「損益の体系」にもとづいて経済合理性を忠実に追求する実践者
としての経済人はあくまで仮想の想定である．このとおりに人間が行動するの
ならば，ケインズ理論は必要ではない．各個人の総計（summation）が社会全体
の集計量（aggregate）になるはずだからである．ところが，両者は一致すると
は限らない．これを「結合の誤謬」という．
「結合の誤謬」（fallacy of composition）を根底においてケインズ理論が成立
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大量生産様式と高賃銀・高生産性の組み合わせは，20世紀を大きく変えた実
業の思想であった．このフォード主義とよばれる思想は，マルクス主義の予想
とはまったく逆の発想にもとづいていた．マルクスは，資本主義は発展すれば
するほど，資本家による労働者の搾取によって，労働者の絶対的窮乏化および
相対的窮乏化が進行し，やがて資本主義は崩壊し代わって社会主義社会が到来
する，と予想した．この説明のために用いた理論は，資本の有機的構成の高度
化と利潤率傾向的低下の法則であった．

資本の有機的構成の高度化とは，要するに資本の装備率が高まることである．
この点では，資本主義は，ますます膨大な設備投資を行って，可変資本に対す
る不変資本の割合は高度化している．ところが，利潤率は潜在的な需要が顕在
化することによって低下するどころかかえって高まる傾向をもっている．

かくして，マルクス主義の崩壊理論は実現することはなかった．反対に第一
次世界大戦後，世界資本主義のチャンピオンになり牽引車となったアメリカ合
衆国が，第二次大戦後の早い時期にいちはやく「高度大衆消費社会」に突入し「豊
かな社会」を実現することとなったことで，フォードの発想が正しかったこと
を証明している．

このことと同時にフォード主義はケインズ経済学の先駈けでもあるというこ
とも可能である．いうまでもなく，ケインズが問題にしたのは「全体としての」

（as a whole）経済であった．今日，ケインズから始まるマクロ経済学は，成長率，
失業率，インフレーション率などのマクロの（大きな）数字を問題にしている．
これに対し，フォードは，資本家としてあるいは個々の企業の経営者として当
然のことながら「個々の」（as a individual）経済主体としてのミクロな（小さな）
経済を課題にしている．

この違いが存在するけれども，大衆の潜在的な需要を掘り起こすために高生
産性・高金銀を提唱し実践したフォードと，社会全体の有効需要を新たに造出
することによって，不況を回避するとともに失業をできるかぎり少なくしよう
とするケインズの政策とは，「全体としての」経済と「個々の」経済との違いを超
えて需要を喚起することにおいて共通している．ここにマクロの経済とミクロ
の経済とも，需要をいかにして確保することができるかが，この時代の資本主
義経済での核心問題であったことを示している．

しかし，フォードのT型フォードも，フォード主義も新しい時代に対応する
ことができなかった．1927年になると，大ベストセラー車はGMの低価格車
シボレーに追い越される破目に陥ることとなる．かつては新しい概念であって
も，時代の変化に伴って古い概念となって陳腐化する．フォードは，頑固にも
黒塗りのT型セダン1種類しか生産してこなかった．これは，自動車は輸送機
械であり，安全で堅牢であることが何よりも重視されなければならないという
信念のもとで，フォードは自動車を生産してきたからである．この信念だけで
は新しい時代に適合しなくなった．時代は，新たな「欲望の体系」を必要とする

重要な思想を検討する場合にも欠かすことのできない課題が含まれているから
である．

フォードの時代

ヘンリー・フォードによる大量生産様式の確立は，20世紀の産業社会にお
ける最大の出来事のひとつである．フォードの確立したシステムは，「ロシア
革命」の立役者であるレーニンでさえ，革命当初からそのシステムを導入しよ
うとした社会制度を超えた実業の思想であるからである．1903年，フォード
はフォード自動車会社を設立して，自動車の生産に乗り出した．奇しくもその
年は，自動車とならんで20世紀の輸送機械の代表格である航空機の初飛行が，
ライト兄弟によってなされた年でもあった．

フォードが理想とした概念（コンセプト）は，あくまで大衆のための利便に役
立つユーティリティ・カー（実用車）を生産・販売することであった．デトロイ
トに本拠をおいたフォード自動車会社は，モデルAからモデルSにいたる各種
の生産をつづけるという試行錯誤を試みた後，「計量で頑丈で簡単な」モデルT
に到達した．1908年T型フォードを生産・販売することによって，フォード自
動車会社は順調な成長軌道にはいっていた．20世紀のモータリゼーションの
先駈けとなったT型フォードが，画期的な売り上げを誇る商品となったからで
ある．その発売広告には，「フォードの4気筒20馬力5人乗り乗用車デトロイ
ト渡し850ドル」とある．　

この自動車は大ベストセラーとなって，全米での話題をさらい，注文が大量
に殺到した．注文にすばやく対応するには，大量生産しか方法がない．そこで，
フォードが編み出した方法は，ベルト・コンベアを用いた移動組立式のアセン
ブリ・ライン（組み立てライン）を採用した大量生産方式である．この発想は，
フォードがシカゴの食肉加工工場を見て工夫したといわれている．フォード自
動車会社で始まったこの大量生産様式は，間もなく世界内のありとあらゆる産
業の生産工場で採用されるようになり，世界は大量生産様式が支配する時代に
入っていくのである．

フォードによるイノベーションは，自動車の生産様式だけではなかった．廉
価なフォード車は，その後合理化や生産性の向上でますます廉価なものとなり，
自動車はますます普及していった．しかし，それ以上にフォードが貢献したの
は，高生産性と高賃銀とを結びつけたことである．フォードは，高賃金が市場
を創出することに確信をもっていた．賃銀を引き上げるとともに労働時間を短
縮すれば労働者は仕事に専念でき，ますます生産能率をたかめることになるで
あろう，そうすれば，自動車の原価はますます廉価なものとなり，売り上げは
ますます増大するであろうという考えのもとで，1日の労働時間8時間最低賃
銀日給5ドルの高賃金を支給するようにしたのである．
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GMがフォードを抜き去りさらに飛躍を遂げて大規模組織になっていったこの
時期のことである．GMは，フォード主義を超えて，自動車や企業経営に新し
い意味を付加したことは，前述のとおりである．

しかし，フォードも，不死鳥のように復活する．ドラッカーは，このこと
を次のように述べている．「1920年代にGMのアルフレッド・Ｐ・スローンは，
アメリカの自動車市場を『大衆』，『中流の下』，『中流の上』，『上流』の4つに分
けることによって，GMの今日を築きあげた．ところがフォードは，この分類
がもはや間違いであること，あるいは少なくとも，この分類と並行して，まっ
たく新しい分類のあることを発見した．すなわちそれが，ライフスタイルによ
る市場の分類であった．」（22）

このあとフォードは，戦後の倒産に近い状態から1960年代にサンダーバー
ドを発売して復活を遂げることになる．

ところで，フォード主義の背景のひとつに徹底的な合理主義の追求がある．
大量生産を可能にするには，部品の互換可能性（interchageability）を確保する
ことが肝腎であることはいうまでもない．この互換可能性を「典型的」（typical）
に実現しているのは，活版印刷術で用いられる個々の「活字」（type）である．
グーテンベルクによって開始された活版印刷術は，全体を部分に分け，部分同
士の互換を可能にするという画期的なシステムを構築することによって，高速
で大量の複製に成功した．これは工場内で起きていることだけではない．

マイクロ・エレクトロニクスの発達によって，個々のパーソナル・コンピュー
タがネットワーク化され情報ネット・ワーク・システムをとおして世界を一つ
にしたことばかりではなく，これは人間社会全般にもみられる現象である．

現代の大衆社会そのものが何らの連帯感情をもたないバラバラに原子化され
た個人の互換可能性の上に依拠している．互換可能な部品の調達とは標準化を
必要とする．標準化とは没個性を意味し，また大量生産は物量至上主義を生む．
学校は，互換可能な人物を大量に育成する施設である．現代の大衆社会は，匿
名で互換可能な『孤独な群衆』（D・リースマン）によって構成されている社会で
ある．

フォードは，大衆社会のヒーローであった．よく知られているように，自動
車王フォードは，自動車の発明者ではなかった．自動車はゴットリープ・ダイム
ラーとカール・ベンツというふたりのドイツ人の発明である．この発明をもとに
産業化に成功したのが，フォードの業績であった．フォードの業績は，自動車
を大量に廉価で生産するシステムを構築するというイノベーションにある．

今日の社会のことを携帯電話の普及によって「モバイル（mobile）社会」などと
よばれることがある．もし「モバイル」社会を招来した最初の製品をいうのなら，
それは，「オートモビル」（auto-mobile）すなわち自動車のことである．自動車
の普及は，「新しい遊牧民」（new nomad）を大量に生んだ．この「新しい遊牧民」
が新しいライフ・スタイルをつくっていったことは歴史的事実である．このモ

ようになったからである．
フォードは，T型フォードの特徴をスモール（small），ストロング（strong），

シンプル（simple）の3つのSで表現していた．T型フォードは，この3つのSが
比類なく結合している自動車であった．広い道路で自分の乗っているのもT型
フォードなら，前を走っているのもT型フォード，後ろを走っているのもT型
フォードであるとさえいわれたベスト・セラー・カー T型フォードは，大量生
産の成果としてますます廉価につくることができた．だが，1927年にはライ
バル企業GMのシボレーに抜かれることとなる．それはどのような理由によっ
てであろうか．

フォード主義の勝利は，標準的な1車種の自動車を合理的に生産する仕組を
構築したことによる．ところが，モータリゼーションが進行すると，嗜好の違
いが段々に表面化するようになる．また，所得の違いや用途の違いなどによっ
て，新しい自動車への欲求を生むようになる．自動車は自動車ではなくなり，
別の用途をもつようになる．それが「地位の象徴」（status symbol）としての自
動車への欲求となって表れる．自動車は，自動車ではなくなり，地位を示す「記
号」（シーニュ）と化す．自動車というシニフィアン（能語）を用いて地位の象徴
というシニフィエ（所記）を発信することとなる．「製品の差別化」が行われ，「市
場の細分化」が実行に移されるようになる．

GMは，このような消費者の変化に対応して，「フル・ライン・ポリシィ」を
採用し，「あらゆる欲求に応えられる」自動車を生産することによって，あらゆ
る階層の需要にも対応できる生産様式を確立することに成功する．また，「計
画的陳腐化」政策を採用し，「年々のモデル・チェンジ」を行い，つねに買い換
え需要を喚起するようになる．

こうして，GMは，フォード自動車会社を抜き去って米国随一の自動車会社
であるばかりか，世界一の自動車会社になっていく．1927年6月5日，フォー
ドは，T型フォードの生産を停止する．これまでにT型の累計生産台数は
1500万7033台であった．GMのウィルソン社長が，米国の国防長官に就任し
た際，「GMにとってよいことはアメリカにとってもよいことだ．アメリカに
とってよいことはGMにとってよいことだ」といったように，GMの時代になっ
ていくのである．

かくして，「記号としての消費」の時代が始まったのである．「実用」から「象
徴」への消費意識の転換は，あらゆる商品の需要にみられることであるが，そ
のもっとも典型的な例が自動車産業であった．

科学的管理法を超えて

最初，ジャーナリストとして経歴形成（キャリア・ビルド）を始めたドラッ
カーが米国に渡り，GMの経営コンサルタントとして活躍するようになるのは，



170 171研究論文 ドラッカー対ドラッカー

の6つである．
このことをさらに徹底して実行しているのが，マクドナルドの方式である．

ジョージ・リッツァは，『マクドナルド化する社会』のなかで，マクドナルド化
する社会の様相をいくつかの側面から批評している．リッツァによると，マク
ドナルド化とは「ファスト・フード・レストランの諸原理がアメリカ社会のみな
らず世界の国々の，ますます多くの部門で優勢を占めるようになる過程」（25）の
ことである．

マクドナルド化の諸次元について，リッツァは，次の4つをあげている．第1は
効率性，第2は計算可能性，第3は予測可能性，第4は制御，とりわけ人間の技能
にかわって人間によらない技術体系を導入するという形での制御，である（26）．

このマクドナルド化が，最初はファスト・フードから始まって，あらゆる産
業・企業にとどまらず，病院，学校，労働組合，政党，官庁，銀行，ボランティ
ア組織等にまでおよんでいる．1枚の青写真で社会を改革するというような時
代は終わったが，1枚のマニュアルで組織を動かす時代が始まった．フォード
の時代につづいてマクドナルドの時代がつづくのである．

恐怖と合理化

資本主義の特徴は，それまでの古代奴隷制，中世農奴制の社会とは異なり，
労働力が商品となっている社会である．このことを明確にしたのは，カール・
マルクスとフリードリッヒ・エンゲルスであった．さらには，労働力商品化に
ともない，労働者の自己疎外が起こることを早くから指摘しているのも，この
ふたりであった．労働力の商品化は，分業を極端にまで進めることを可能にす
る．アダム・スミスの分業論の根拠となっているピン工場の例にもみられるよ
うに，分業は効率性の向上や標準化を可能にするばかりではなく，業務の進捗
状態も把握しやすいため，予測可能性や制御も容易になる．資本主義の下では
分業の当初からマクドナルド化が進行している．

このマクドナルド化について，ドラッカーは，「たしかに，マクドナルドは，
何も発明してはいない．その製品は，レストランと名のつく所ならば，昔から
どこでも売られているものである．しかしマクドナルドは，消費者にとっての
価値について分析し，製品を標準化し，工程と設備を再設計し，個々の仕事の
分析結果にもとづいて従業員を訓練し，仕事の標準を定めることによって，す
なわち経営管理の概念と手法を適用することによって，使用する資源からあげ
る収益を大幅に引き上げた」（27）と，評価している．

ただし，「画期的とみられたイノベーションの多くは，単なる技術的な偉業
にすぎず，マクドナルドのように，知的には特筆すべきところのないようなイ
ノベーションが，高収益の大事業に発展する」とも，述べている．ドラッカー
の指摘するように，「知的には特筆すべきところのない」ようなイノベーション

バイル社会を牽引していった産業界の大物がフォードであった．さらにいえば，
「モバイル」の先駆的なものは，「差し替え可能な活字」（movable type）である．

しかし，自動車はたんなるモバイルではなくなり，「記号的消費」の対象とな
る．デザイン（機械的仕様）ではなく，スタイリング（外観的仕様）が重視される
ようになる．

いずれにせよ，産業社会は，1930年代を境にして大きく変貌する．この
変化をつねにリードしていった思想が，F・テイラーに始まる科学的管理法

（scientific management）である．このことにふれる前に20世紀がいかなる世
紀であったかを，管理や合理化という観点から検討することとしよう．

20世紀の特徴

フランスの経済学者，政治学者，歴史家であるA・シーグフリードが，『現
代―20世紀文明の方向』（1955）のなかで述べているように，20世紀の特徴
のひとつは，「管理」（アドミニストラシオン）である．彼は，産業の発達段階を，
手工業時代，機械時代，および管理時代の3段階に分けて，20世紀の産業の特
徴を「管理」であるとしている．しかも，その方法は，米国から導入されたもの
である．彼は以下のように述べている．

半世紀以来，工業生産の方式が一新したのはアメリカの手本をもとにしたも
のである．半世紀というより，1世紀前からというべきか知れない．この「合理化」
の道行きは，誰でも知っているように，4つにはっきり区別できる，しかし，
並列した操作の上に基礎を置いている．4つとはすなわち，機械化の組織的採用，
規格生産並びに量産の実行，労働の科学的編成，ますます増大する企業の集中
化の4つである（23）． 

機械化の組織的採用，規格生産並びに量産の実行，労働の科学的編成，ます
ます増大する企業の集中化は，20世紀の産業の特徴であり，これは米国の自
動車産業が先鞭をつけたものであった．戦争中，ファシストに協力したとて戦
後糾弾され，窮死したフランスの作家セリーヌの代表作『夜の果ての旅』のなか
に，各地で遍歴を続ける主人公が米国の自動車会社に雇われ，工場でしばらく
働いたときの見聞が綴られている．主人公は，鉄鉱石の大きな塊が工場の門を
くぐってはいっていくと，しばらくしてピカピカの自動車が工場の外に運ばれ
ていく情景に驚愕する．

セリーヌの小説にあるように原材料から最終製品まで一貫的に大量生産する
様式が確立したのは，工業社会になってからである．この工業社会を「第二の波」
の時代とよんだのは，アルピン・トフラーであった．彼によると，「第二の波」
の時代は次の原則をもっている．すなわち（1）規格化の原則，（2）専門化の原則，

（3）同時化の原則，（4）集中化の原則，（5）極大化の原則，（6）中央集権の原則（24），
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それはどうして可能なのか．テイラーは，「労働者の最も欲している最高賃
銀と使用者が製造に際し最も欲している低い労働費用を両立させること」（32）に
よってそれが可能であると主張する．それは生産性を向上させることによって
である．そして，さらに重要なことは，この思想は「階級闘争史観」を克服して
いることである．

この生産性を向上させるための科学的管理法の実践は，時間研究と動作研究
による作業活動の改善と作業効率の向上にあった．こうして，工夫されたのが
大量生産システムであり，オートメーションであった．作業活動の改善と作業
効率の向上が進行すればするで，当然，新しい問題が発生する．次に次第に大
規模化する組織のあり方が検討課題になる．こうして，ドラッカーのいうマネ
ジメントが「発明」されたのである．ドラッカーは，テイラーについて，次のよ
うに高く評価している．

フレデリック・W・テーラーこそ，仕事をシステマティックな観察と研究の
対象にする価値があると考えた史上最初の人である．テーラーの「科学的管理
法」のおかげで，何よりもまず，この75年間に著しく「豊かさ」が増し，先進国
における勤労大衆は，かつて裕福な人が味わったよりも高い生活水準にまで達
するようになった．テーラーは労働科学におけるアイザック・ニュートン（ま
たはアルキメデス）とでもいうべき人であるが，それでも最初の礎石を据えた
にすぎない．だが彼の死後60年もたったのに付け加えられたものはあまり多
くない（33）． 

ところで，科学的管理法の基礎のもとに構築されているマネジメントの意義
について，ドラッカーは，「マネジメントの出現は，今世紀の重大な出来事で
あるかもしれない．新聞の大見出しになるどんな出来事よりも，はるかに重要
であるかもしれない．今世紀になってからマネジメントほど急速に勃興した，
新しい基本的な組織体，新しい指導者グループ，新しい中心的な職能はまれで
ある．人間の歴史で，これほど急速に必要不可欠なことを立証した新しい組織
体はまれである」（34）と，述べている．

それはなぜか，ドラッカーは，「今日の先進社会には，貴族もなく，大地主
もなく，『資本家』と『タイクーン』さえもないので，社会は，その大きな組織の
経営者に指導性を求めている．今日の先進社会は，彼らの知識，ビジョン，責
任感を頼りにしている．こうした社会では，マネジメント，すなわちその課題，
その責任，その実践が不可欠なものであり，また重要なものになっている」（35）

からであると答えている．
以上のように，「人間についての適切な研究は組織のなかにある」という基本

思想と科学的管理法（テイラー主義）やフォード主義を創造的に発展させた独自
の理論に基づいてドラッカーのマネジメント理論が構築されていることを示唆
している．ドラッカーは，マルクスの没したまさにその直後に始まる生産性革
命や経営者革命を包摂したマネジメントの一般理論を確立したのである．

が，高収益をあげるイノベーションになるのが，現代の産業社会の特徴である．
この特徴はマクドナルドばかりではない．フォードの場合でも同様である．ド
ラッカーのいうように，「客観的に見て，ヘンリー・フォードは，いかなるイ
ノベーションも行わなかったとされている．……それにもかかわらず，彼こそ
が真のイノベーターだった．大量生産，大衆市場，低価格による利益というビ
ジョンを生み出した．製品やアイデアよりも，ビジョンが，経済，社会，文化
に影響をもたらす」（28）ことが重要だからである．

物事を基本単位（モジュール）までできるだけ細分化し，それらのうちから
同類項を一纏めにしてサブ・システムとし，さらにサブ・システムの集合体と
してシステムをつくり上げる．その上で，それらのシステムを集めて，メタ・
システムを構築するというシステムズ・アナリシスの方法は，経営管理の面で
もっとも効率的な効果を発揮した．マクドナルドの例がこのことをよく示唆し
ている．

しかしその反面，このような合理化は人間の自己疎外を招来せざるをえない
こともまた，同時に指摘する必要がある．業務を細分化することは，1人の人
間にあてはめれば，細胞のレベルまで細分化することである．あるいは分子レ
ベルにまで細分化することである．そして，その一部の機能しか使用しないの
で，個人の能力の全面的な発揮のチャンスあるいは「自己実現」の機会が奪われ
ることとなる．人間の不全化・奇型化・無能力化を促進することとなる．これ
はチャーリー・チャップリンの映画『モダン・タイムズ』に描写されているとお
りである．

フレデリック・W・テイラーによって始められた科学的管理法の目的は，「使
用者も個々の従業員もともに，最高の成功をえられるようにすること」（29）である．

ここで「最高の成功」（maximum prosperity）というのは，「会社あるいは会
社の所有者（オーナー）の配当が大きくなることばかりではなく，会社の各部門
が最高によい状態で機能し，その結果，この状態が継続していくようにするこ
と」を意味している．

また，従業員にとっての「最高の成功」とは，「同じレベルの人がふだん受け
取る賃銀よりも高い賃銀を受け取ることにあるだけではなく，それ以上に重要
なことは，各人に最高の効率を発揮させるようにし，その結果，一般的な言い
方をすれば，各人が自分の天賦の能力に合った業務を最高の状態でこなし，で
きることなら，この段階の業務をいつでも果たせるようにもっていくこと」を，
意味している（30）． 

このような目的で生まれた「科学的管理法」は，労資（労使）の階級対立から労
資（労使）の協調へと経営管理の思想を大きく転換させた．テイラーは，「産業
界の大多数の人は，労資（労使）の利害は根本的に敵対的である，と信じている」
が，これとは反対に「科学的管理法は，その根柢に労資（労使）双方の本当の利
害は一致しており，同一であるという固い信念がある」（31）と，いっている．
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う．軍隊では『コマンダー（指揮官）』という．その他の組織体では『エグゼクティ
ブ（執行委員）』という等々」（41），まちまちの用語が用いられている．

しかし，それらの組織体には共通して，「経営者の職能，経営者の課
題，経営者の仕事」というものがある．これらの経営者の課題（task），責任

（responsibility），実践（practice）を明確にしたのが，ドラッカーのマネジメン
トの思想である．

今日の社会は「組織の社会」（society of organizations）であり「知識の社会」
（knowledge society）でもある．このことがマネジメントをいっそう必要とし
ている，とドラッカーはいう．ドラッカーが「マネジメント」で意図しているこ
とは，企業を始めとする「組織の社会」の組織体を，
（1）社会と経済のために，
（2）地域共同体のために，
（3）個人のために，等しく，
業績をあげさせるようにすることである（42）． 
人間は，アリストテレスによると，「社会的動物」である．ドラッカー流にい

えば，人間は「組織的動物」である．その「組織的動物」である人間が，ときに全
体主義の方向に動いてしまうこともある．ドラッカーは，次のようにいっている．

あらゆる活動，あらゆる個人，あらゆる組織が，一枚岩のように，同じパター
ンを繰り返し，同一の統括集団によって管理され，同じ価値，同じ教義，同じ
正説の信奉を表明する．そういう「全体主義的」構造は，人間の精神を死にいた
らしめるにとどまらない．それはグロテスクである．しかも，不経済で，硬直
的であり，抑圧的である（43）． 

このように，ドラッカーに終始一貫してみられる思想は，「社会による救済」
の思想としてのマルクス主義に対する幻滅と，マルクス主義の失敗によっても
たらされたナチズム，ファシズムに対抗することのできる産業民主主義を構築
する思想であった．科学的管理法を創造的に発展させたマネジメントの思想と
理論は20世紀の偉大な社会的発明であり，ドラッカーは，そのすぐれた伝道
師であったのである．

今日のマネジメントの手法のかなりの部分，たとえば，目標管理，組織構造
における分権化，製品や市場のセグメンテーション（細分化）を含む企業戦略の
概念などはドラッカーが設計し，定式化したものであり，それだけでも充分大
きな功績である，といわなくてはならない．サッチャー政権で用いられた「再
民間化」つまり，「民営化」もドラッカーが最初にいった概念である．

ドラッカーの憂鬱

ここで，ドラッカーの世界観が，キェルケゴールの実存哲学にもとづいてい
ることを指摘しておく必要がある．一方における合理主義者ドラッカーは他方

マネジメントの政治哲学

貴族もなく，大地主もなく，資本家も，タイクーン（大君）もいない社会は，
「階級のない社会」と同じことである．これはマルクス主義の到達すべき目標の
社会であった．マルクス主義は，レーニンあるいはスターリンによって修正・
歪曲され，プロレタリア独裁の名の下で恐怖政治が生まれ，またノーメンクラ
ツーラ（normenklatura）という特権階級まで誕生した．ロシア革命は，ツアー
と大地主と多数の農奴からなる旧制度にかわる階級のない「新しい社会」を構築
するための革命のはずであった．だが，実際には指導者あるいは支配者の交代
に過ぎず，革命は「大いなる失敗」（Z・プレゼンスキイ）に終わって，いわゆる
社会主義体制が崩壊し，市場経済に移行したことは周知のとおりである．

ドラッカーのマネジメント理論は，前述の『経済人の終わり』で展開された世
界観（Weltanschauung）にもとづいている．この書物の現代版ともいうべき『ポ
スト資本主義社会』（1893）のなかで，ドラッカーは「数十年前までは，ポスト
資本主義社会は確実にマルクス主義の社会になると，だれもが信じていた．い
までは，だれもがマルクス主義の社会になるのは望ましくないことを知ってい
る」（36）と，述べている．

このように，ドラッカーのマネジメント理論は，マルクス主義理論に代わる
ものとして提示された．彼はいう．「どの先進国でも，今日の市民は，典型的
にいうと被用者になっている．市民は，なんらかの組織体のために働いてい
る．市民は，その生計を組織体に求めている．市民は，その個人的な充実感と
達成感だけでなく，社会における地位と職能を得る手がかりも組織体に求めて
いる．」ところが，われわれは「組織体の社会や，その新しい多元性にふさわし
い政治理論も社会理論ももっていない」（37）のである．とはいえ，「われわれは，
必要な理論が生まれるまで待っておれない」（38）なぜなら，「われわれは，行動
せねばならない」（39）からである．

こうして登場したのが，マネジメントの思想なのである．マネジメントとい
う言葉は，ドラッカーのいうように，「奇妙なほど難しい」言葉である．マネジ
メントという言葉自体は「手」を意味するラテン語のmanosから出ていて，「手
でもって丁寧に取り扱う」という意味であることはよく知られている．しかし，
ドラッカーのいうように，この言葉は，「第1に，アメリカ語に特有なもので，
他の言語―イギリス英語にも―ほとんど翻訳できない．この言葉は，職能
だけでなく，その職能を果たす人々も意味している．また，この言葉は，地位
と階級（ランク）だけでなく，学問と研究領域を意味している」．（40）

しかも，アメリカの慣用語として見ても，「マネジメント」は用語として「ま
だ不十分である」というのは，「企業以外の組織では原則として，『マネジメン
ト』とか『マネジャー』とかいっておらないからである」からである．たとえば，

「大学とか政府機関では，病院と同様に『アドミニストレーター（管理者）』とい
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して生きるか」に最大の関心をもっていたにもかかわらず，この永遠の問題に
関する示唆は，ほとんどみられないのである．それとも，彼はその問題は「道
徳哲学者」の問題ではなく，「哲学者」の問題であるとして哲学者に権限委譲し
てしまったのであろうか．

最後に「知識社会」における教養の重要性とインテレクチュアルの責任と義務
とを説くドラッカーが大学関係者に警告したことを述べて，本稿を綴じること
としよう．

しかしたとえ高等教育がマスプロになりビッグビジネスになったとしても，
われわれは学者の基本つまり自由，自己管理，指導者としての役割を失わない
ような仕事をしなければならない．そうでなければ大学の教授団は20年もた
てば地位，自尊心，影響力，社会における役割などの面で単なる雇用者になり
下がっているかもしれない．学位が水増しされているが給料は収縮している教
師になり下がっているだろう（1975年）（47）．

【註】

（1）P・F・ドラッカー『断絶の時代―来るべき知識社会の構想』，林雄二郎訳，ダイヤモン
ド社，昭和44年．

（2）E・H・カー『危機の二十年』，井上茂訳，岩波書店，1952年．
（3）P・F・ドラッカー『ポスト資本主義社会―21世紀の組織と人間はどう変わるか』，上田

惇生・佐々木実智男・田代正美訳，ダイヤモンド社．
（4）同上．
（5）A・シュトゥムタール『ヨーロッパ労働運動の悲劇―1918–1939』，神川信彦・神谷不二訳，

岩波書店，1958年．
（6）Peter F. Drucker, The End of Economic Man, Harper & Row, 1969.

（7）同上．
（8）同上．
（9）同上．
（10）同上．
（11）同上．
（12）同上．
（13）ダニエル・ベル『イデオロギーの終焉―1950年代における政治思想の枯渇について』，

岡田直之訳，東京創元社，昭和44年．
（14）同上．
（15）同上．
（16）P・F・ドラッカー『断絶の時代―いま起こっていることの本質』（新版），上田惇生訳，

ダイヤモンド社，1999年．
（17）P・F・ドラッカー『傍観者の時代―わが20世紀の光と影』，風間禎三郎訳，ダイヤモ

ンド社．
（18）同上．
（19）同上．

において実存主義者ドラッカーの相貌をもっている．彼の愛読者はキェルケ
ゴールの『恐怖と戦慄』である．全体主義と対決したドラッカーにとって，「人
間の存在は果たして可能か」と言う設問は，回避できない問題であった．この
設問に対し，ドラッカーは，「キェルケゴールをおいてほかにはだれにも答え
ることができなかった」（44）という．つづけて，「キェルケゴールの解答は簡単
である．人間の存在は，個人としての人間の精神の中にある同時的生命と，社
会における市民としての，人間の同時的生命との間にある緊張の中においての
み可能であるというのである」（45）と，ドラッカーは述べている．

ドラッカーのいうように，「人間の存在は，2つの平面上の存在―緊張の
なかの存在―である．」この世界観に立って，ドラッカーの思想が成立してい
ることを知っておく必要がある．

また，「―キェルケゴールが100年前に予言したように―人間の存在を
社会における存在として告知する楽観主義は，直接そのまま絶望につながって
いる．そして，この絶望はそのまま全体主義につながっている．全体主義とは
―この特質は過去の僣主政治とはっきり区別される．―生命の無意味さの
確認にもとづくものであり，人格の存在を拒否することにもとづくものである．
したがって，全体主義的な信条は，人がどうして生きるかということよりも，
人はどうして死ぬかということに重点を置いている」（46）と，ドラッカーは述べ
ている．

このように，ドラッカーの生涯は初期の傑作『経済人の終わり』から一貫して
いる．それは「生命の無意味さを強調し，人格の存在を拒否する」全体主義との
戦いであり，「社会による救済」の思想の否認であった．

現在，資本主義は大きく変質しつつあり，グローバリゼーション，知識社会化，
ノン・プロフィット組織，年金基金資本主義等々によって，過去の理論・知識・
経験等は陳腐化している．特に年金基金資本主義は，「資本家なき資本主義」で
あって，マルクスの『資本論』ではない，新しい『資本論』を必要としている．資
本は賃銀労働者からの搾取の集積であり，「財産は盗奪である」（ブルードン）
とした資本主義観あるいは，これとはまったく逆に資本主義は最も効率的で最
も成功した経済制度であるとした資本主義観とは異なる経済思想・経済理論を
必要としている．

おそらくその場合でも，ドラッカーによって「発明」されたマネジメントの理
論は，その重要な一部を構成することは間違いないところである．

しかし，ドラッカー自身，人間の実存的窮境に対する回答は，先送りしてい
ることも事実である．マネジメントによって，人間は，合理的に組織のさまざ
まな問題を解決する手段は，あたえられているとはいうものの，「若きマルク
ス」が問題にした，自己疎外や人間の有用性の喪失に対する答えは，ないから
である．

前述したように，キェルケゴールの愛読者であるドラッカーは，「人はどう
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【略歴】  早稲田大学大学院経済学研究科修了．『中央公論』編集部次長等を経て，1988年
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研究ノート等
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納得する．またその逆のパターンを経験したビジネスマンもいたはずである．
個人的な感覚ながら，ドラッカーと松下の論点がまったく矛盾するという点を
見つけたことはない．

本稿では，ドラッカーと松下幸之助の哲学に共通の視座とは何か，またそう
なった背景は何か．その考察の上で2人の哲学をいかに学ぶかという点につい
て述べたい．

1.�背景にある共通の視座は「人間と社会」

ドラッカーと松下は，語る体系こそ違っていたが，指摘する内容は同じこと
も多い．たとえば，ドラッカーは『現代の経営』で連邦型分権的組織の重要性を
語った．一方，松下は実際に松下電器の経営に際して，自ら思索した末に昭和
8（1933）年に日本で初めて事業部制組織を導入した．松下は事業部制組織を導
入したねらいについて，責任が明確になること，経営者の育成がはかれること
の2つであったと述べている（1）．ドラッカーが連邦型分権的組織を推したのは，

「普通の人たちの視点を高めるとともに，要求水準を上げることによって，彼
ら普通の人たちを卓越した人たちへと変えるからである．さらには，仕事ので
きない人たちを識別できるようにし，仕事のできる人たちをもって置き換える
ことを可能にするからである」（2）と説明しており，その意図に近いものが見え
る．ドラッカーはGMの名経営者アルフレッド・P・スローンが分権的組織を
採用して経営を良化させた経緯を知っていた．しかし，だからといってそれが
正しい保証はない．ドラッカーは自ら表現するように，“傍観者”として徹底的
に見て，分析したのである．松下もまた，だれに教えられたのでもない．事業
部制の採用について，「ヒントも何もありませんわ．それが一番いい，と思っ
たんですよ」（3）と述べている．これは偶然であろうか．

こうした見解の一致がもたらされるのは，経営組織というものに対して同じ
視座を持っていたからではないだろうか．同じ視座とは何か．それは2人の思
索の深さ，哲学志向がもたらした視座である．マネジメント，経営という概念
に対して，2人の思考は，“ただ売上げをあげるためだけ”の単なる方法，技術
とは捉えなかった．かつて，古代ギリシアの哲学者アリストテレスが「人間と
は社会的動物である」といったように，人間の根本的な問題，すなわち人間が
社会においていかに生きるべきか，いかにそれぞれの役割を果たすべきかとい
う，哲学レベルの命題に準じていたと思われる．

2.�個々の人間と社会をつなぐ経営

人間と社会との関わりをどう捉えるか．こうした点に添いながら，ドラッカー
と松下幸之助の考え方の共通点を考えてみると，大まかながら3つのことが挙

【研究ノート】

“哲学する”姿勢
―ドラッカーと松下幸之助に学ぶということ

渡邊祐介
（PHP総合研究所）

【要旨】

ドラッカーと松下幸之助には共通の視座がある．それは，人間と社会と
の関わりにある．ドラッカーを源流としながら，経営学は人間の本質をふ
まえた議論が足りない．今こそ経営者は2人の“哲学する”姿勢を見直すべ
きだ．

�はじめに

「マネジメントを発明した人物」としてドラッカーが日本の経営者に与えた影
響ははかり知れない．戦後，ドラッカーが一書を著すごとに，多くの経営者た
ちは，世界や日本がどのような潮流に直面しているかを学んだ．その分析は国
際政治，国際経済のみならず，社会システムの変化，とくに資本主義の行方を
的確に捉えるもので，そうしたマクロの視点を背景に説くマネジメントのあり
方はきわめて筋道が通ったものであった．高度成長期から逝去のその日まで，
ドラッカーは常に新しい社会を眺め，マネジメントの将来を見極めようとした．

同じように高度成長期から日本の経済界に大きな存在感を示し，世の経営者
に経営の本質とは何かを訴え，啓発した人物にパナソニック（旧松下電器）の創
業者・松下幸之助がいる．松下は3人で始めた会社を一代で世界的エレクトロ
ニクス企業に育て上げ，日本の高度成長の立役者として，立志伝中の人物となっ
た．また経済的成功に留まることなく，社会や国家経営に対して強い問題意識
を持ち，PHP研究所や松下政経塾を創設し，晩年までその情熱を衰えさせる
ことはなかった．

ドラッカーも松下も旺盛な執筆活動により，望ましい社会，正しい経営の啓
発に努め続けた．2人の活動から，政治の方向性，企業経営の要点を学んだ日
本の為政者，経営者，ビジネスマンの数は膨大であったろう．そしてまた2人
の著作から同時に学び，高い品質の経営を心がけた経営者も多かったのではな
いだろうか．松下の著作を読んだあと，ドラッカーの著作を読んであらためて
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2-2　「強みを生かす」
次の共通点は，個の人間の存在についての問題である．人間一人ひとりは社

会において，どのような生き方をするのが望ましいのか．この点について，ド
ラッカーと松下は，人生の成功は経済的な成功ではないと考えた．2人がとも
に問うたのは，何が人間を幸せにするのかであり，それは人間がいかに社会に
所を得るかという問題につながった．

その答えをドラッカーは個々の人間の「強みを生かす」（6）ことにあると訴え
た．そのため人々に，「君は何によって憶えられたいのか」（7）と問い続けた．ド
ラッカーは，これからの社会はますます組織社会になると論じている．その組
織社会で，人間は自らの能力を発揮し，自己実現し，社会に貢献できる，それ
が人間の幸せ，つまり成功につながるとした．社会に一般的な存在となった知
識労働者にとって，個の人間として組織とどのように接するかは人生の大きな
課題である．そうした時代の趨勢からも，「とくに秀でた才能もない普通の人
たちが，自らをマネジメントしなければならない」（8）という意識を持つべきだ
と強調した．

松下は，高度成長期に所得番付一位となり，経済的に成功した第一人者となっ
た．しかし，人間が成功するということについては，経済的成功がすべてであ
るとは考えなかった（9）．どんな成功が望ましいのかという点について松下は，

「人間としての成功」という表現を使っている．地球上の60億の人間は誰一人
同じ人はない．みな違った特質，天分を与えられている．だとすれば，「成功
というのは，この自分に与えられた天分を，そのまま完全に生かしきることで
はないかと思います．それが人間として正しい生き方であり，自分も満足する
と同時に働きの効果も高まって，周囲の人びとをも喜ばすことになるのではな
いか．そういう意味からすれば，これを“人間としての成功”と呼んでもいいと
思いますが，この人間としての成功こそが，真の意味の成功ではないかと考え
るのです」（10）という．

2人が人間の社会的存在を重視するところから，人間の成功の形についても
同じような哲学を抱いていたのも興味深い．

2-3　「経営の普遍性とその目的」
3つめの共通点は，現代の人間と社会を考える上で，マネジメント，経営が

個人と組織それぞれにおいて普遍性を持つ重要な機能を持つと指摘しているこ
とである．ドラッカーの表現する“マネジメント”の概念と，松下のいう“経営”
の概念を同じものと見立てることには異議があろう．ドラッカーのいうマネジ
メントは“機関”と表現されるし（11），松下の経営は彼自身の言葉によれば“総合
芸術”と評される（12）．その差異を解き明かすことも論点ではあろうが，ここで
は問題としない．

重要なのは，ドラッカーも松下もそれぞれが唱えるマネジメント，経営の本

げられる．

2-1　「人間が中心である」
まず，重要なのはドラッカーも松下も，何より人間の存在意義を中心に考え

たことである．
ドラッカーは，人間は本来社会的な存在であり，人間がその社会で幸せであ

るための前提条件を考えた．『産業人の未来』の中の「社会に関する一般理論」と
して，「社会というものは，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『正当性』をもちえなければ機能しない」（4）と説いた．すなわ
ち，個人に対して位置と役割が与えられることで社会の基本的枠組みが定まり，
社会全体の目的や意味が規定される．そして，権力の正当性が成立することに
よって，社会の秩序や制度が生まれ，諸々の機関がつくり出されることになる
というのである．

一方松下は，実業の現場で多くの社員を預かり，長年指導する中で独自の人
間観を養った．生来虚弱であった松下は，本来自分がすべき仕事をこなし切れ
ず，いきおい，しかるべき社員に任せざるを得なかった．ところが任された社
員がそれぞれすばらしい能力を発揮し，想像以上の成果を上げたケースを何度
も見聞した．松下は「そのようなことを経験していくうちに，人間とは偉大な
もので，その能力や可能性というものに限りがないのではないか」（5）と思うよ
うになったと証言している．スタンスは違うが，個の人間の存在と役割を重視
する点では同じである．

ドラッカーと松下がそうした人間観を抱くようになった決定的要因もなくは
ない．それは2人が体験した社会の紊乱と戦争である．

ドラッカーは渡米前，経済至上主義が破綻し，混乱したヨーロッパを全体主
義が席巻する姿を見た．そして，自ら身一つで難を逃れる経験をした．経済環
境の不安定と政治思想が葛藤し，民族主義が関わったところで，突如個々の人
間の尊厳が喪われていくという当時の現実を見たことは，ドラッカーにとって
は衝撃的なことであり，彼の哲学の原風景となったと考えられる．

一方，松下にとっても戦禍は，経営者から思想家への大きな転機となった．
戦後間もなく，PHP（Peace and Happiness through Prosperity＝繁栄を通じ
て平和と幸福をもたらそう）研究を始めるが，その問題意識がどこから生じた
かというと，万物の霊長であるはずの人間が，いたずらに戦争や貧困に苦しん
でいるのはなぜか，という気づきにあった．そして，それは人間が自らの本質
を生かさず，正しい道を歩んでいないからだ．お互い人間の本質はダイヤモン
ドの原石のようなものであるという自覚を高め，然るべく磨けば，繁栄，平和，
幸福は必ず生み出せるはずだという考えに辿り着いたのである．
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ドラッカーが自らの哲学を構築しえた行動は何だったのかを考えてみるとよ
い．それは，目の前の人間，そして社会が織り成す現象を観ることに徹したか
らである．「観察者は何も変えない．しかし，役者や観客とは違うものを見る．
違う見方で見る．観察する．そして解釈する」（14）．“Bystander＝観察者”であ
ると自ら述べているとおりである．

ともすれば，私たちは経営を知識として学んでしまう．しかし原理原則を認
知することは一つの段階と心得，自ら把握する訓練を日常の行動に課すべきで
はないだろうか．ドラッカーは何が原理原則になるかということも含めて，あ
らゆるものを“観た”のであろう．であるとすれば，ドラッカーが観たように，
私たちも知識に頼らずに人間や社会や経営を観なければならない．

実はこの“観る”ことに関しても，松下は2つのことを述べている．一つは「素
直な心」である．「素直な心とは，いいかえれば，とらわれない心である．自分
の利害とか感情，知識や先入観などにとらわれずに，物事をありのままに見よ
うとする心である」（15）と松下は言う．そしてもう一つは「自己観照」である．自
分の適性や力を正しくつかむためには，自分自身のことをよく知らなければな
らないとして訴えていたもので，「自分の心をいったん自分の身体から取り出
して，遠くに離して眺めてみる必要がある．外から改めて自分というものを見
直してみるのである」（16）と説明している．

ドラッカーも松下も社会と人間の表象，現象，そして自分を観て，本質を捉
えようという意志こそ，その哲学醸成の原点になっているのである．

ドラッカーと松下をよく学ぶために，まず私たちは，日々の活動の中で，自
問自答の機会をふやすべきである．たとえば，「自分はこの組織でうまく役割
を果たしているか」とか「部下は仕事にやりがいを感じているか」といった問い
を事あるごとに自分に問いかけてみる．ドラッカーも松下も，激変する社会を
眺めながら，「これでいいのか」を問い続けた．哲学者のごとく思索を重ね，目
の前の現象の本質は何かを考えた．今私たちがとるべき行動は，2人がしたこ
とと同じような行動をとること，すなわち社会や人間のあり方について，自分
なりに何が正しいかを日々自分が出会う事や物を観て考え続け，“哲学する姿
勢”を意識して，経営のコツを悟り，人生の知恵を身につけていくことである．
そうした努力こそまさに自分自身に課するイノベーションとなり，ドラッカー
や松下の教えを体験的に学び，成長することにつながるのではないだろうか．

ドラッカーと松下の共通性を考えるにあたって，ただ結論が近似しているこ
とに過剰な評価をする必要はない．それよりも，生まれも育ちも生業も違う人
間が，同じ経営というものに，思索を巡らし哲学を試みた過程で，たまたま近
似した原則に収斂されるところが，人間と社会の普遍性が焙り出されたようで
興味深い．どちらが正しい，あるいは現在でも通用するかといった発想もすべ
きではないだろう．それはもはやドラッカーと松下の責任ではない．なぜなら
今を生きる私たちが今をよく観て考え，“哲学する”中から構築しなければなら

質を企業経営の範疇に限定して考えなかったということである．個々の人間の
成功のあり方や人生を考えたとき，また社会に存在する多様な組織のあり方，
とくに国家社会全体を考える上でも，マネジメント，経営の意義は，おのずと
金儲けのためだけの手段とは捉えられなくなる．言い換えればマネジメント，
経営とは，個人の人生の歩み方からあらゆる組織，社会全体にまで必要な思念
と行動の体系であり，だからこそ，経営者，管理者にとどまらず，万人にとっ
て必要な道具になるのである．

そして2人が説くマネジメント，経営には普遍的にして共通の目的がある．
それは，先に述べたような共通の視座，人間と社会との関係に鑑み，個々の人
間が自らの力によって幸せになれる状況をつくり出すことである．そのために
は個々人は自分が属する組織の存在意義を自分の人生観の中で納得しなければ
ならないし，組織，共同体は自分たちの存在が社会に有意義であり続けるかど
うかを見失わないようにしなければならない．現代の経営学はドラッカーを源
流とした分野を多分に持ちながら，彼の思索した本質的な部分が議論されるこ
とは少なく，営利獲得のための科学的側面がいたずらに細分化されて，ともす
ればマネジメント，経営の意義，本来の目的がなおざりにされているように思
えてならない．昨今の企業の不祥事は経営学の不足が招いたものではない．世
の経営者がいわゆるドラッカーや松下が悩み，思索を巡らした同じ視座に立つ
べきところから，出発していないからではないだろうか．

3.�哲学を継承するということ

このように2人の視座とその発想には非常に重要な共通点がある．しかし，
その認識を問われるならば私たちがドラッカーや松下の教えを修めたというに
は，今なお相当の努力が払われなければならないと思われる．それは非常に根
本的な認識でありながら，日常の意識に留めにくい前提，原則だからである．
さらに言うならば，現代の経営者，管理者は今改めてドラッカーや松下のこの
本質的な部分を会得するにあたって，その学び方についても工夫を凝らすべき
ではないかと思われる．

2人の著書を読むことは必須である．読まなければ，私たちは問題を発見す
ることができないし，見識を得るのを遅らすことになる．しかし，読んで理解
し，修めたかというと，言語として理解したというだけのことで，自らの血肉
としたといえない．

ドラッカーも松下も，経営を知識の集積とは考えなかった．ドラッカーが思
索したのはあくまで経営の原理原則であって行動マニュアルではない．また松
下も，「経営学は教えられても経営は教えられない」（13）と述べていた．万人が
求めるべき経営は，知識として覚えるものではなく，原則として認知しつつ自
らの思索によって深め，体験によって会得されなければならない．
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【研究ノート】

ドラッカー思想と中小企業経営
田舞徳太郎

（（株）日本創造教育研究所）

【要旨】

経済至上主義が日本で台頭している．経済至上主義に関して，ドラッカー
は一つの問題意識を持っていた．それは，「経済至上主義は，人を幸せに
するのか?」という問いである．結論から言うと，「否」である．経済至上主
義は，金の奴隷を生むだけである．

日本は資本主義国家でありながら，独自の経済思想を育んできた．日本
という国家は「人本主義」という考えが強い．「人本主義」のもと，日本の会
社，特に中小企業はコミュニティとしての機能を果たしてきた．コミュニ
ティとは継続のための機関であり，企業は変革のための機関であるが，日
本の中小企業は継続の機能も果たしてきた．

しかし，日本の中小企業が持つコミュニティとしての機能が失われよう
としている．原因は，中小企業の経営者，経営管理者の知識不足である．知
識不足によって，グローバル化の名を借りた経済至上主義に隙をつかれた．

本稿では，中小企業がコミュニティとしての機能を復活させ，同時に生
産性を向上させるために何が必要かを考察した．特に，ドラッカー思想の
中でも，マネジメント，イノベーション，マーケティングの本質について
扱い，中小企業の経営者，経営管理者に資することを目的としている．

1．コミュニティの喪失

ドラッカーはコミュニティを大切にした．アリストテレスの言葉を引用して，
仕事はお金儲けをするためにあったのではなく，人間と人間の関係性を生み出
すためだったと述べておられる．私は，ドラッカーの思想がもっと世界中で実
践されるべきであると思う．特に，われわれ日本人が日本的経営の強みという
ものに自信をなくしている理由に，グローバル化によるコミュニティの喪失が
ある．アメリカナイズされた考えが根付き，消費が美徳として称えられ，経済
的価値にのみ翻弄されているのが，今の多くの日本企業である．日本人のパー

ない問題であり，責任だと思われるからである．学会におけるさらなる議論の
高まりを期待したい．

【注】
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（2） P. F. ドラッカー／上田惇生［訳］『ドラッカー選書④　［新訳］現代の経営〈下〉』ダイヤモン
ド社，1996年，p. 60
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に高金利のローンを組ませて破綻しないとする金融工学は犯罪に近いと思われ
る．スイスのUBSなども，数兆円規模の金融商品の弁済をするように義務付
けられた．

原油価格の問題もある．日本のガソリンスタンドの経営者たちが赤字に喘ぐ
中，石油資本は巨額の利益を獲得した．現在は市場経済ではなく，虚構の上に
創りあげられた経済構造であり，適正な市場経済は破壊されている．ドラッカー
が述べている経済合理主義が大手を振ってのし歩いているのだ．一握りの人が
富を独占し，富の格差が激しい．ドラッカーなら現代の世界経済をどのように
評価するだろう．

一部の知識人はアダム・スミスを悪の根源のごとく評価している．だが彼は
道徳家であり，決して現在のような姿を描いたのではない．経済には道徳と倫
理が必要だとして『道徳情操論』を展開している．現在の経済至上主義には，ス
ミスの述べる賢慮性も道徳性もない．法的にも歪められているといってよい．

もちろん，富を否定しているのではない．能力を磨き，努力をしたものが富
を獲得するのは当然のことだ．富は人間を貧困から救ってくれる．問題は富の
分配である．富の分配は2通りしかない．ひとつは税金で適正に分配を行い，
残りは寄付という行為で行われている．

鉄鋼王といわれたアンドリュー・カーネギーは，自身のほとんどの財産を
使ってカーネギー財団を作り上げ，病院や学校や図書館を寄付し，富を世界中
に分配した．カーネギー財団は現在でも貢献し続けている．マイクロソフトの
ビル・ゲイツもNPOをつくり，いろいろな側面で社会に貢献をしている．

3．マネジメントの目的

ドラッカーは，マネジメントの目的は人を幸せにするものでなければならな
いとし，マネジメントには成果がなければ失敗とも述べている．

人を幸せにすると同時に，成果をつくらなければならない．企業経営の存在
価値は，顧客のために付加価値を創造することであり，事業を通して社会をよ
くしなければ意味がない．拝金主義的思想が蔓延する今，何のために企業は存
在するのかを根幹から問い直す必要がある．

ドラッカーは，人間を経済の中心にすえた．だからこそ，非人間的な経済合
理主義ではなく，企業経営には人間の心の拠り所としてのコミュニティが不可
欠だと考えていた．家族が最初のコミュニティであり，次に学校がその役割を
果たした．絆のない社会は共同体の喪失であり，人を幸せにはしない．したがっ
て，ビジネスパーソンが生涯の大部分の時間を過ごす企業においても，コミュ
ニティとしての役割を果たさなければいけないのだ．

特筆すべきは，日本の中小企業にはそのコミュニティがまだ残っていること
だ．ドラッカーがいう企業の社会的責任の一部を担い，人間を大切にする文化

ソナルなアイデンティティを語る経営者が少ない．
日本は長い間島国といわれてきた．しかし，異なる側面からすると，それは

共同体の強さを意味した．人間本来の生きる道を知り，分をわきまえて謙虚に
生きてきた．決して欧米に大きな遅れはとっていない．工業化社会に乗り遅れ
ないように，江戸時代は物事を蓄える時間として，すでに歴史を刻んでいたの
だ．工芸品は非常に精巧・精密で，すでに欧米に負けないほど習熟していた．
コミュニティを守る価値観も確立され，日本人は仁義礼智信勇を極めようとし
ていた．これは武士階級だけではない．四民が徳用を重んじた点に日本の非凡
さがある．

グローバル化の転機は3つある．第1のグローバル化は，黒船の来航である．
この時には見事に国際社会を粛々と飲み込んだ．一部には混乱もあったが，維
新という大事を成し遂げ，和魂洋才で世界を舞台に発展した．アジア諸国が植
民地になっていくなか，日本だけは不平等条約を受け入れながらも，巧みに自
国を守ったのだ．

第2のグローバル化は戦後である．敗戦の瓦礫と占領政策．そのどん底から
経済的に這い上がった．東京オリンピックには，日本国民全員がテレビの前で
釘付けになった．

過去2回のグローバル化の波を飲み込んだ日本ではあったが，第3のグロー
バル化に対しては，まるで骨抜きにされたような状況ですべてを受け入れた．
コミュニティの喪失はすでに準備されていたのである．

第3のグローバル化が現在である．バブル崩壊の痛手は，経済第一主義にお
ちいった日本に対する応分の報復である．「単なる銀行の一課長が，日本の資
本主義を駄目にしている！」と，司馬遼太郎は現在の日本の姿を見通していた．
スタンダードという名の下に，次第に日本は自信を失くしていった．日本の財
政赤字は1990年には266兆円だったが，まもなく900兆円を超えることになる．
日本人のほとんどが金に手を染めた時から，経済中心の価値観が蔓延したのだ．

ライブドアの堀江氏が現れ，日本の国づくりに邁進してきた政党が，国家を
担う議員として彼を推薦し応援した．無知な議員は，彼を弟や息子と言った．
次に現れたのが村上氏である．敵対的買収を公然と語り，その正当性を述べた．
おかしいと声高に叫ぶ者すらいないまま，彼らは時の人になった．ここに，日
本のコミュニティは喪失の一途を辿るに至った．

2．経済合理主義から拝金主義へ

サブプライムで世界中の金融が混乱している．シティ銀行は，証券化して創
り上げた金融商品を価値がないまま平気で売りつけた．将来の保証がまった
くないものを故意に販売したとして，110億円の罰金を科せられている．モル
ガンスタンレーやJPモルガンも同様に66億円の罰金を科せられた．低所得者
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や犯罪といってもよく，金で金を生み出すというおかしな方向へ世界を導いて
いる．金融は産業を生み出すものだが，金融そのものが産業化している．過日
の洞爺湖サミットで議論されたように，経済合理主義がもたらした環境汚染な
どは，GDPの拡大や，必要でない需要をどうつくるかという企業側の都合を
優先した結果である．

5．資本の暴力とドラッカー思想

利益は誰のものか，何に使うべきかという問いに対する確信を私は持ててい
ない．中小企業経営者の場合は，ある面資本家的な側面がある．同族色が強く，
経営と資本の公正な役割分担が必要だ．しかし，問題になっている資本原理主
義の中では，株主が主役と認識されている．実際に汗して働き，価値を生み出
している人々の評価は低い．コミュニティは，人間の意欲や熱意や感情を大事
にするが，現在の経済合理主義者たちは金ですべてを支配しようとしている．

ドラッカーは，マネジメントの目的は人を幸せにするためにあると述べ，上
田惇生先生は，マネジメントとは人を幸せにする組織の運営方法だと分かりや
すく解釈されている．しかし，中小企業の問題はその方法論を軽視し，自分た
ちは知的能力が劣っていると考えているところだ．ここに思想なき方法論が中
小企業の隙をついてくる．彼らを資本の暴力が襲う．苦慮している変動費高騰
などが顕著だ．

経営の神様と言われた松下幸之助翁は，『一日一話』（7月14日）の中で，資本
の暴力というタイトルで次のように述べている．
「事業を行う限り，利潤の確保に努めることは当然である．が，それはあく

まで適正な競争によるべきであって，手段を選ばぬ過当競争によるものであっ
てはいけない．

ところが現実には，自社製品の市場占有率を高めることのみ考え，損を覚悟
で売るという姿が見受けられることがある．これは資本による暴力にほかなら
ないと思う．

とくに大企業が，その資本に頼り，暴力的行為に出れば，その業界は大いに
混乱する．そしてそればかりか業界の信用をも落とすことになりかねない．今
日，いわゆる暴力が禁止されているごとく，資本による横暴も一つの罪悪とみ
て，厳しく自戒すべきだと思う」（松下幸之助『一日一話』PHP文庫）

6．資本家がいない資本原理主義

ドラッカーは日本の中でも，渋沢栄一や岩崎弥太郎，福澤諭吉を評価してい
た．この頃は資本家がいた．三菱，住友，三井などだ．こうした資本家は経営
者として君臨せず，マネジメントをする者たちがその資本家の思想を尊重して

を多くの中小企業が形成している．中小企業は企業規模が小さい分，そのよ
うな役割を果たしやすい状況にある．しかし，マネジメントの面で，日本の中
小企業はいろいろな課題を抱えている．大企業では，プロダクトやプロセスの
イノベーションが次々に行われているが，中小企業はまだマインドのイノベー
ションすらできていない．ドラッカー思想が必要な理由である．

もちろん，大企業のような経済合理主義へのマインドイノベーションではな
い．組織が大きくなると官僚的になり，組織の維持が目的化され，人間が存在
しなくなっている会社も多い．また，上場を果たした創業者の中には，上場に
よって会社全体が株主にばかり顔を向けて，顧客への視点を失ってしまったと
嘆く者もいる．多くの場合，株主は単なる投機家で，マネジメントの目的には
あまり意味をもたない．利潤動機だけで動いているのだ．

利潤動機という観点からすると，日本の中小企業は一番人間らしい経営がで
きるのかもしれない．中小企業を活性化することは，企業経営に真のコミュニ
ティを作り出す大きな機会だと言える．しかし，生産性の面でみると課題が多
い．日本の破綻企業の多くが中小零細企業なのは，生産性が低いからであり，
付加価値創造戦略を唱えたドラッカーからすると，考えが甘いといわざるを得
ない．

破綻する中小零細企業の特徴は，考える力が弱く大企業依存型になっている
ことである．知識が大事であるにもかかわらず，知識社会を理解できないでい
る．私は社長力・管理力・現場力の三位一体論を展開しているが，全員が情報
や知識を共有化し，全員経営で事に当たらなければならない時代であるにもか
かわらず，日本の中小企業のコミュニティ性が希薄になりつつある．

4．企業の永続性と中小企業

大企業で永続している会社は意外と少ない．アメリカのフォーチューン500
では，50年から60年だといわれ，現在はさらに企業の寿命が短くなっている．
日本の一部上場企業も同じように短くなっている．

日本の中小企業を取材して思うことは，非効率に見えても，永続しているの
は圧倒的に中小企業の方が多いということである．老舗といわれる中小企業は，
利潤動機ではなく，社会への貢献動機が強い．先義後利を考えの柱にして，損
して得をとるという長期的視点が存在する．経済合理主義ではなく，お客様よ
し，協力業者よし，社員よし，会社よしの思想が強い会社のみが永続している．
永続する企業は，人を資本として，人の熱意や感情や関係性を大事にしている．

日本の資本主義は，人本主義の考えを中心にして，緩やかな形でバランスを
とってきた．課税の問題や様々な制度疲労はあるが，富の分配という点では一
つの模範となっていた．

それに比較して，欧米型資本主義というものが生み出した金融工学は，いま
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そうではなく，マネジメントが働く人の強みを引き出すことを知れば，コミュ
ニティを大切にする中小企業にも明るい展望は拓けてくる．信用調査会社は今
の企業破綻は不況型と言っているが，私がスタンフォード大学の客員研究員と
して行った時，80数％はマネジメントの失敗であると学んだ．特に，もっと
生産性をあげ，結果をつくる必要がある中小企業のトップマネジメントは，真
摯にドラッカーから学ばなければならない．

8．経営者と意思決定

ドラッカーは，意思決定をする時，得るべきものと，付随するリスクをすべ
て秤にかけて行わなければならないと述べている．ところが，中小企業の生産
性が問題なのは，意思決定した後の経営者の経営姿勢にある．すべての答えを
理解し，やるべきことは何かをすべて把握し，何を行うべきかも明らかにして，
すべての準備はできたとしても，多くが途中で行方不明になり漂流すると言っ
ている．せっかくコミュニティをもち，顧客や大企業に貢献していても，ドラッ
カー流に言えば，意思決定しないのが中小企業なのだ．

ドラッカーは，経営者の心理を的確につかんでいる．自分が経営し，自分が
行方不明になった経験がなければ書けないほど，実に中小企業経営者の実態を
リアルに表現している．
「この時点で，意思決定が，愉快ではなく，評判もよくなく，容易でないことが，

急に明らかになる」（『経営者の条件』ダイヤモンド社，217ページ）
つまり，意思決定するまではそのことにずっと執着して，よしやるぞと決意

しても，その段になると中小企業経営者の多くが行方不明になるのだ．ひとり
の経営者として実に忸怩たる言葉だ．

H･A･サイモンは「意思決定がすべてを決める」と述べ，情報活動，企画活動，
選択活動と一連の流れを体系化した．

ドラッカーは，その意思決定に実践の言葉を入れた．意思決定の後，愉快で
はなく，評判もよくなく，容易でないことが急に明らかになる．ここでついに
意思決定には判断力と同じぐらい「勇気」が必要になるということが明らかにな
る，と述べている．
「薬が苦くなければならないという必然的な理由はない．しかし一般的に，

良薬は苦い．同じく，意思決定が苦くなければならないという必然的な理由は
ない．しかし一般的に，成果をあげる意思決定は苦い」（『経営者の条件』ダイ
ヤモンド社，217ページ）

この言葉の真意が分かれば，中小企業の経営者たちは，自分の立場や役割，
心構えがすべて分かる．

ドラッカーは，一貫して人間を幸せにする仕組みを模索していた．現在のあ
らゆる問題は，マネジメントの目的は何かということを忘れた人たちが作り出

経営をした．働く者のことも考え，お客様の利便性を第一にして，地元や全体
を見据えながら運営していたのだ．

当時は，今のように投資家が会社を動かすのではなく，明確にマネジメント
の存在が会社にあった．金融関係者が金融商品をつくり，それを運用して，何
倍もの利益をあげて投資家に配分するシステムは，世界経済の健全性，人を幸
せにするという観点から，いつか破綻しなければいけない．

明確な思想をもった経営者不在の経営だからこそ，価値のない金融商品を販
売しては多額の罰金を科せられても恥とも思わないのだ．株主が主役になると，
経営者は株主の奴隷になる．最高経営責任者と言っているが，多くは短期的に
利益を生み出す人のことであり，欧米社会では長期的に企業を永続させようと
する経営者は存在しないことになる．欧米型の資本主義の中で最高の経営者は
誰かというと，金儲けがうまい人となる．お金第一で，人の首を切ってでも収
益を上げる人が崇拝をされるのだ．アメとして高い報酬をもらい．利益が少な
ければムチとして解任される．アメとムチを評価するのが株主なのである．株
主は金余り現象の中で，利回りがどれだけか？　しか考えていない．

もちろん，ドラッカーは利益を軽んじてはいない．利益は社会にどれだけ貢
献したかの判断基準として，最も効果的なものだと考えた．しかし，利益を得
るためなら何でもしてよいとは考えていない．

7．脱経済社会を目指したドラッカー思想

日本との出会いで，「経済至上主義は人を幸せにするか．幸せにしないとす
るならば，何が人を幸せにするのか」とのドラッカーの問題意識は，社会生態
学者としての心の中にずっと生き続けた．彼は日本の会社主義に，脱経済至上
主義社会の一つの形を見いだした！　と上田惇生先生は述べている．勤務時間
が終わった後，ガード下の焼き鳥屋で会社の行く末や仕事の話をする，あるい
は生きるとは何かと話をするサラリーマンのいる日本は，従業員を部品扱いす
る欧米とは異質に映ったのだ．企業にせよ，政府機関にせよ，勤め先がコミュ
ニティとなっていた．つまり，お互いが心を許せる一つの絆を持った組織，そ
れが日本の会社だとイメージし，評価したのだ．

ところが，日本の会社主義は行き過ぎてしまった．経営者も働く者も，制度
疲労を重ねた末に袋小路に入ってしまった．もう一度ドラッカーのイメージに
日本が戻ろうとしても，すでに現在の日本の会社には，一部を除いて，ビジョ
ンもなくコミュニティの復活も期待できない．

私は個人的に中小企業に望みを託しているが，中小企業経営者は意思決定に
弱い．現実を直視しない．マネジメントを真剣に学ぼうとはしない．中には財
務とマネジメントを混同する経営者も多い．さらに無知な人は，マネジメント
は人間をしばるものだという迷信をもっている．
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ところには何も生まれない．その点で目標管理は，組織に共通する価値観と目
標を持たせ，モチベーションを上げていくことにある．絶対に可能な目標，反
対に，絶対に不可能な目標でもモチベーションは上がらない．モチベーション
が上がる目標とは，少しストレッチすれば達成可能な目標である．この領域に
いかに目標を設定させるかということが大事なのだ．しかもその目標の設定は，
本人がするのである．

10．イノベーションとマーケティング

ドラッカーは，すべてを原則から見つめた．イノベーションやマーケティン
グも基本的な原則論として解釈した．利益を上げるからではなく，社会的責任
の上でイノベーションやマーケティングが必要だと考えたのだ．

一方で，経済合理主義者は，故意に消費をつくろうとする．かつては，生産
は消費のためであった．しかし，現在は消費を促すために生産され，結果的に
環境問題などの諸々の社会問題を作り出している．自らが社会に与える影響に
ついての責任が希薄なのだ．

組織が社会に与える影響には疑いの余地がないとドラッカーは述べている．
社会的な責任を果たしうるようなマネジメントが組織に責任を発生させる．世
論が反対していないからやっていいのではない．世論が賛成しているからやる
ということでもない．行おうとすることが，どのように社会に役に立つかとい
う点で，中小企業も明確な意志をもたなければならない．

つまり，社会にダメージを与えるような会社は，遅かれ早かれ，社会の秩序
に対する攻撃とみなされて電話帳から消える．同様にこれからの中小企業も，
利潤動機だけでやっているものは社会的な攻撃とみなされて，いつの間にか高
い代償を支払わされる．

ドラッカーは歴史について深い考察をされている．歴史への深い考察が，未
来を見る目を的確なものにしている．つまり，中小企業といえども，リーダー
には歴史認識が必要なのである．過去の歴史は知識ではない．未来を見つけ出
す方法なのだ．経済人として，経営者として歴史認識というものを持った上で，
今，自分は何をするべきなのかを考えれば，「目先の利益」を追うことはない．
全体をみつめることが苦手という現代人は，歴史認識の欠如からくる思考の浅
慮性に気づくべきである．

イノベーションも，マーケティングも，社会の問題を解決する機能として，
企業の最大の存在価値である．存在する使命や理由がない企業というものは，
社会の問題を解決するために機能していないのである．

中小企業の場合，ほとんどの創業者はお金儲けがしたいと思って起業する．
しかし，イノベーションもせずにその思考のまま経営をし続けていくと，必ず
顧客に見放されてしまう．だからこそ，自分の思想や考え方をどうイノベーショ

している．すべてに先駆けて，人を幸せにすることがマネジメントなのだ．原
油の高騰，環境汚染，戦争，物価の高騰，不況，富の格差などは，マネジメン
トの本質を知らないことによって起こっている．マネジメントを理解しない人
は，人を幸せにはできないということなのである．世界の人々が，全体として
のコミュニティをつくることは難しいかもしれない．しかし，その努力をする
べきである．洞爺湖サミット後も，まさにサミットそのものが形骸化しマネジ
メントされていない．

9．3つのマネジメントと中小企業経営

ドラッカーは， マネジメントを3つの観点から考えていた．「事業のマネジ
メント」，「経営管理者のマネジメント」，「人と仕事のマネジメント」である．

中小企業の生産性が悪いのは，単に人材の問題だけではなく，仕事のプロセ
スに問題があるのだ．研究開発，企画，購買，販売，アフターサービスなどの
バリューチェーンのどこかに問題がある．生産性の高い中小企業は，人材が付
加価値をつくることを知っている．経営管理者のマネジメントは，資源の配分
などいろいろあるが，人材をマネジメントする意味で，人と仕事を適切に配置
する役割がある．中小企業の場合は，人材が一人やめることで生産性が一挙に
下がる

事業のマネジメント，経営管理者のマネジメント，人と仕事のマネジメント
の3つの機能は，それぞれ別個に分析し，研究し，評価して活用しなければな
らない．と同時に，この3つの機能を統合することも経営管理者の責務である．

ドラッカーは，それぞれの機能について現在と将来とを区別することもでき
ると述べる．将来にかかわる最も重要な意思決定は研究費などであり，苦情処
理や，昇進，解雇，保全基準，顧客サービスなどは現在の意思決定にかかわる
ことである．

事業のマネジメントは何かというと，事業の目的をマネジメントすることで
ある．事業の目的とは何かをマネジメントしないといけない．事業領域という
ものが，経営理念の中に具体的な文章として定義されなければならないが，事
業の目的があいまいなのが中小企業経営なのだ．事業の目的は何かが最大のマ
ネジメントであり，中小企業はその目的に沿って意思決定をして，活動しなけ
ればならない．これは経営者の仕事というよりも，経営者と幹部とが一緒になっ
て決めることである．しかし，中小企業にはなかなか優れた幹部がいない．

経営管理者のマネジメント能力の欠如は，見えないコストという形で現れて
くる．中小企業は変動費や固定費には敏感だが，マネジメントの失敗がもたら
す，見えないコストには無関心だ．業績のよい中小企業はこの見えないコスト
を大事にしている．

見えないコストの最大の代償は，モチベーションの低下である．熱意のない



196 197研究ノート等 【研究ノート】ドラッカー思想と中小企業経営

利益とすること，そのことが企業の機能であり，イコール社会的な機能なので
ある．

利潤動機ということを説明するには，反対の言葉を作っておかないと意味が
わからない．私は，社会の問題解決動機と呼んでいる．

社会の問題解決動機ということは，全部会社の外にあるわけである．利潤動
機というのは，会社の中にあるのである．そこに危険がひそんでいる．利潤動
機には意味がないとドラッカーは述べている．そして，その利潤動機が現在の
社会を毒する要因になっているのだ．

経済至上主義は利潤動機の終着点であり，現在の諸々の世界経済の矛盾もこ
うした動機から生まれてきている．利益は個々の企業にとっても社会にとって
も必要なものである．もちろん，企業や企業家にとって目的ではなく条件であ
るが，利益に関しては重大な関心を払わなければいけない．利益は何によって
得られるかというと，イノベーション，マーケティング，人材育成など，社会
に益することをどれだけ行ったかという証明であり，その有益性をいかに実行
し得たかの判定基準なのである．利益が出ないということは，社会に益するこ
とは行っていないということになる．

このようにドラッカー思想の背景には，コミュニティを大切にすると同時に，
成果がすべてを決めるという柱もある．成果は大きな仕事をする上での判断基
準とみなされ，成果がなければ失敗と考えられている．自己実現という言葉が
いわれるが，仕事を通して成果を作ることによって自己実現できるのだ．

しかし，成果があっても，働く人の喜びがなければ失敗であるとするドラッ
カー思想の浸透は，中小企業の大きな強みにもなる．成果を作らなければなら
ないが，働く人の喜びがない職場には，コミュニティは生まれない．逆に働く
人の喜びはありコミュニティは存在するが，成果がないというのは失敗だとも
述べている．どちらも好ましくないが，日本の中小企業の場合は後者が多い．
両方ともマネジメントの欠如からきている点では同じだ．

ドラッカーがいうコミュニティとは，働く喜びを作ると同時に成果を作る．
成果を作ると同時に，仕事の働く人たちの喜びを作る，そうした共同体のこと
である．そして，そのような共同体を作り上げることが経営者の条件なのであ
る．中小企業は小さいだけに必ず実現できると信じる所以である．

意思決定ということについて，最後にまとめていきたい．意思決定には，事
実を前提にして意思決定をする事実前提という考え方がある．この事実前提に
重きにおいて理論展開をしてノーベル経済学賞をもらった人がH･A･サイモン
である．事実前提ということも，どちらかというと，合理主義，目に見えるこ
と，事実を元にして意思決定すれば間違いないという考えからきている．

ドラッカー思想はサイモンの論点を受け入れながら，かつ事実前提よりも，
もっと高度な意思決定は何かという問いを持っている．それは価値前提である．
原則があってその原則を曲げないで意思決定することを大事にしなさいという

ンするかが大事なのである．
利潤動機から一度離れて，社会の問題を解決していくために自分の会社があ

ると解釈すると，社会の問題がどこにあるかが見えてきて，それがビジネスの
ヒントになるのだ．それがイノベーションについてのドラッカー思想の根幹で
ある．

これから日本は景気後退をしていく．まだまだ米国のサブプライムの問題が
尾を引くし，中国バブルの問題もある．しかし，ドラッカー思想を理解してい
れば，中小企業にとっても大きなビジネスチャンスがある．

なぜこの事業を行うのかを社会的な責任からスタートしていけば，世の中は
ビジネスチャンスに満ち溢れている．どうやって儲けようかと考える必要はな
いのだ．しかし，考え方だけではイノベーションはできない．組織に存在する
人間を育成し，学習する組織として自社を昇華させていかなければならない．

中小企業は，組織的にも，世界の変化からも，機能不全の状態だ．研究開発
についても，経営資源がないからできないのではなく，新しい時代を迎えるに
あたっての知識が不足しているだけなのだ．

素晴らしい中小企業には，人を大事にする風潮や文化が存在する．そして売
上高は少なくとも，中小企業の技術は高度なものがたくさんある．

兵庫にある音羽電機工業は，雷に特化した高い技術力を有し，高い世界シェ
アを誇っている中小企業である．また，大阪にある広栄社は，爪楊枝を日本で
唯一生産している中小企業である．逆境の中を，爪楊枝から派生してイノベー
ションをはかり，口腔に絞った商品づくりに成功している．わずか20人の会
社である．同じように，多くの中小企業にはイノベーションの余地があり，そ
こから派生するビジネス機会は無限である．そして，先の2社には人間尊重を
中核にすえた健全なコミュニティが存在する．

マネジメントが重要な時代になった今こそ，中小企業はドラッカー思想を学
び，イノベーションやマーケティングの本質を理解すれば，生産性を向上させ
る機会が存在しているのである．

11．イノベーションの源泉とドラッカー思想

繰り返すが，イノベーションは，利益の追求のために存在するのではない．
マーケティングも同じだ．やはり，マネジメントの挑戦というのは，社会に存
在する問題を解決していくための責任なのである．「イノベーション，マーケ
ティング＝社会的責任」なのである．

つまり，社会の問題の解決を事業上の機会に転換することによって，自らの
利益とすることこそ企業の役割である．イノベーションに失敗した結果として
利益が出ないわけである．社会の問題というものを解決していないから利益が
出ないのである．社会の問題を事業上の機会に転換することによって，自らの
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【研究ノート】

社会福祉領域におけるドラッカー理論
適用の可能性
―福祉の人材確保問題を題材として

星野晴彦
（文教大学）

【要旨】

現在社会福祉現場では良質な人材が確保しがたくなっているという事態
が生じている．労働条件の劣悪さなどにより，この領域で応募する者も少
なくなり，また離職率も高くなっている．そこで，厚生労働省は，新しい「社
会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」

（平成19年厚生労働省告示第289号，以下「新人材確保指針」と記す）を告示
した．14年ぶりの改正であり，その間に生じた変化（現在の福祉人材のニー
ズの増大との離職率の増加）による．本稿ではその改正の経過と構成を確
認した上で，そこで言及されている「新しい経営モデル」を，さらにドラッ
カーの経営モデルなどを参考にしつつも，具体化していくべき点を指摘し
た．加えて，ドラッカーの経営モデルで正面から取り上げにくい政府の公
的責任との連携の必要性も指摘した．

Ⅰ　はじめに

現在社会福祉現場では良質な人材が確保できていないという事態が起きてい
る．労働条件の劣悪さなどにより，応募する者も少なくなり，また離職率も高
くなっている．それにより，社会福祉現場に不安定さが生じている．

そのような状況下で，厚生労働省は，「社会福祉事業に従事する者の確保を
図るための措置に関する基本的な指針」（平成19年厚生労働省告示第289号．
以下「新人材確保指針」と記す）を，改めて告示した．14年ぶりの改正で，その
間に生じた変化（現在の福祉人材のニーズの増大との離職率の増加）により，こ
の告示は現在の危機的状況を反映したものである．筆者は別稿で（1），社会福祉
の実践が個別職員の取組みのみで展開するものではなく，組織のマネジメント
が必要であることを論じた．しかし，新人材確保指針が理念的なものに留まっ
ていたのでは，日々の福祉現場の根幹を覆すような現在の深刻な問題の緩和に
すら至らない．改めてその実効性についても，検討していく必要がある．社会

のがドラッカーの考え方である．
全体のまとめとして，私たち中小企業経営者，経営管理者というのは，部分

よりも全体を考えて，投入した資源の総和よりも大きなものを生み出さなけれ
ばいけない．リーダーシップとは仕事である．仕事の定義は「クリエイティブ」
でなければならない．仕事＝創造であるというのが，ドラッカーのいう付加価
値創造戦略である．

仕事＝創造であるとすれば，創造性を生み出す健全な社風がいる．そして，
創造するためには，困難や難しい問題の中に自らの身を置いていないと生まれ
てこない．曖昧なところや安住の場所に自分の身を置いていたら，人間の創造
性は絶対に生まれない．単なる評論家で終わる．

中小企業においても実務経営者が評論家になっている．自分は実行しないの
に，人のことを評論している．ドラッカーは若い頃にオペラを観て，その作曲
家が80歳を過ぎてから作品を書いたことを知り，真剣に生きる決意をして学
び始め，実践を始めたのだ．ドラッカーを学ぶことは，自己実現の旅であり，
人間尊重の旅であり，自分の強みを発見して社会に貢献する旅なのだ．日本の
中小企業は，今こそコミュニティを維持しつつ，グローバルな時代にあって模
範的な経営手法を創り上げなければならない． 

【略歴】 1945年生まれ．（株）日本創造教育研究所の代表取締役をはじめ，各社の代表取
締役を兼務．社団法人日本青年会議所の研修担当常任理事，副会頭を歴任．「企
業内教育インストラクター の養成」「管理者養成6ヶ月コース」「業績アップ研修
6ヶ月特訓及び上級コース」「中・長期の経営計画書づくり」「動機づけ研修」「経
営戦略セミナー」「起業家養成スクール」など，数多くの独自のプログラムを運営
する．著書多数．
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る．一方，外国人労働者の受け入れに関しては，労働市場への影響，定住化に
伴う社会的コストの発生等の懸念から，慎重な対応を求めている．

特に，介護職給与は国家公務員福祉職の給与を参考に，旧指針も「公務員の
給与水準及び地域の賃金状況を勘案するなど，人材確保が図られるような適切
な給与水準の確保に努めること」と書かれていたが，今回は「給与体系の検討に
当たっては，国家公務員の福祉職俸給表等も参考にすること」と明記された．
介護保険や障害者自立支援制度が始まり，福祉・介護人材の重要度が増してい
るために，全体的に見て，介護保険が始まる7年前に告示された前回の指針に
比べると，内容はかなり詳細にわたっている．

Ⅳ　新しい経営モデルの構築

新人材確保指針では「労働環境の整備の推進等」の中に一節を設けて「新しい
経営モデルの構築」について言及している（下線は筆者）．

①福祉・介護サービスが人によって支えられる事業であることを踏まえ，福
祉・介護サービスを行うのにふさわしい経営理念を確立するとともに，質
の高いサービスを確保する観点から，サービスの内容に応じた採用方針や
育成方針の確立など，明確な人事戦略を確立すること（経営者・関係団体
等）．

②現状において多数を占める小規模かつ脆弱な経営基盤からの脱却を図るた
め，複数の福祉・介護サービスの実施または従事者の共同採用や人事交流，
資材の共同利用など経営者間のネットワークの構築を進めること等によ
り，経営基盤を強化すること（経営者・関係団体等）．

③管理者が労働環境の改善やキャリアアップの仕組みの構築等の取組みの重
要性を十分認識すること等を通じて，質の高い人材を確保し，質の高いサー
ビスを提供するための組織体制を確立すること（経営者・関係団体等）．

④福祉・介護制度の下で，柔軟かつ創意工夫を生かした経営を行うことがで
きるよう，社会福祉法人制度改革等の規制改革を推進すること（国，地方
公共団体）．

⑤経営主体や事業の規模・種類，地域特性に応じた経営の実態を把握すると
ともに，これらを踏まえた福祉・介護サービスを行うのにふさわしい経営
理念や経営のあり方を研究し，先進的な取組みについて周知を図るなど，
その成果について普及を図ること（関係団体等・国，地方公共団体）．

⑥福祉・介護サービスにかかる事業の施設・設備の整備や事業の運営にかか
る融資を行うほか，経営の安定化に資するため，経営診断事業等の推進を
すること（独立行政法人福祉医療機構その他の関係団体等）．

多角的な視点からの取組みが必要であることが述べられている．しかし「福
祉・介護サービスを行うのにふさわしい経営理念を確立する」とあるが，まだ

福祉領域は現在までマネジメントに注目する機会が乏しかったが，今日行政機
関を通してサービス提供をするシステム（限られた社会福祉サービス提供機関
しか存在しなかったため，成果の自己点検・競争原理が働きにくかった）から，
契約という準市場システムに転換（当事者の意思による選択の重視・民間営利
団体の参入・経営効率性の重視・競争原理の導入）することにより，そのマネジ
メントの重要性を看過することはできなくなっている．本稿ではその改正の経
過と構成を確認した上で，社会福祉領域でドラッカーの経営モデルを応用する
可能性について論じていきたい．

Ⅱ　改正の経過

「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」
（平成5年厚生省告示第116号．以下「旧人材確保指針」という）は，平成5年4
月に人材の養成確保を図っていくことを目的とし，厚生大臣より告示された．
しかし，旧人材確保指針が制定された平成5年以降，福祉・介護サービスを取
り巻く状況は大きく変化し，少子高齢化の進行や世帯構成の変化，国民のライ
フスタイルの多様化等により，国民の福祉・介護サービスヘのニーズがさらに
増大するとともに，認知症等のより複雑で専門的な対応を必要とするニーズの
頭在化等を背景として，質的にもより多様化，高度化している状況となった．

また，少子高齢化の進行等の下で生産年齢人口が減少し，労働力人口も減少
が見込まれる一方，近年の景気回復に伴い，他の産業分野の採用意欲も増大し
ている．福祉・介護サービス分野では，高い離職率と相まって常態的に求人募
集が行われ，一部の地域や事業所で人手不足が生じているという指摘もある．

このような状況で，将来にわたって福社・介護ニーズに的確に対応できる人
材を安定的に確保していく観点から，経営者，関係団体等並びに国及び地方公
共団体が講ずべき措置について改めて整理を行い，社会福祉法（昭和26年法律
第45号）第89条第1項の規定に基づき，新しい「社会福祉事業に従事する者の
確保を図るための措置に関する基本的な指針」が告示された．

Ⅲ　福祉人材確保指針の構成

新人材確保指針では，人材不足の深刻さや離職率の高さなど「社会福祉事業
の就業の動向」が示されている．その上で，人材確保の方策として，「労働環
境の整備の推進等」「キャリアアップの仕組みの構築」「福祉サービスの周知・理
解」「潜在的有資格者等の参入の促進」「多様な人材の参入・参画の促進」の5つ
が挙げられている．そして，各視点にさらにいくつもの詳細な項目があり，そ
れぞれに示された指針に基づき，「経営者，関係団体等並びに地方公共団体の
役割と国民の役割」また「関係者が総力を挙げて」取り組む必要があるとしてい
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営者に求めている．そのように考えると，事業者の経営理念を軸とした様々な
要素の有機的統合体として経営モデルは検討されるべきではないのか．経営の
マネジメントについて，ドラッカー（5）は以下の要素を挙げている（下線は筆者）．

①人が共同して成果を上げることを可能として，人の強みを発揮させ，弱み
を無意味なものにする．

②人と人との関係に関わるものであり，それぞれの文化に深い関わりを持つ．
③組織が，成員に対して仕事について共通の価値と目標を持つことを要求す

る．
④組織と成員を成長させなければならない．
⑤意志の疎通と個人の責任が確立していなければならない．
⑥非営利団体も具体的な目的に応じた成果の評価基準を持たなければならな

い．
⑦成果は顧客の満足である．
またアメリカの全米ソーシャルワーカー協会NASWが示した「人事実施に関

する基準」は，その基準 1（6）で次のように述べている．
「機関の方針と規則は，専門職の実践基準と一致し，ソーシャルワーカーが

堅実な専門職の実践原理と責任（それはNASWの倫理綱領によって示されるよ
うな）に従って，実践することができる環境を提供しなければなりません． 機
関の方針はすべて，専門職の倫理基準や州調整機関の基準に従い，ソーシャル
ワーカーが実践する能力を妨げるような事があってはなりません．」　

両者に共通しているのは，第一義的には，福祉サービスは利用者を主体とし
た支援に資するべきであり，同時にそれを支える職員が協働し，責任を持って
対応し，成長する環境が必要であるということである．少なくとも給与問題の
みに限定しない，そして人件費をいかに削減するかに矮小化しない経営モデル
のビジョンが求められよう．ただしここで事態を困難にしているのが，現在社
会福祉サービスには営利団体も多く参入していることである．営利組織には，
営利追求という第一義的な目的がある．企業においても人は報酬だけで動機付
けられているわけではない（7）．彼らが社会的使命をおざなりにしているわけで
はなくとも，どこまで社会福祉法人と同等の期待をかけてよいか疑問が残る．
ただここであえてドラッカーの理論を取り上げたのは，彼自身マネジメントが
営利企業とともに，非営利組織にも一貫して活用しうるものとして（8）提示され
ているためである．

これは従来のように，制度により示された固定的業務を展開していればよい
というものではなく，地域のサービス利用者を顧客とした，機会やニーズ（9）を
中核としたものでなければならない．組織の存在意義たる使命を掲げ，人と社
会を変えていく存在（10）としての認識が求められるのではないか．従来の手法で
は成立しなかった社会適正化を生み出すこと，また社会的課題そのものを社会
全体に認識させ，新しい秩序や規範を創出していく能力が必要である．そのマ

抽象的であることは否めない．

Ⅴ　検討

平成5年の指針が告示された時の状況と比較して，非常勤比率，離職率の大
幅な増加が新人材確保指針の中で報告されている．介護保険がスタートして，
特に介護労働市場は一変したと言える．離職率が高くなり，現場が求める職員
が確保できなくなってしまう状況の中，人材確保が急務であることは疑いよう
のない事実である（2）．また，「人材確保の基本的な考え方」では，「就職期の若
年層を中心とした国民各層から選択される職業となるよう，他の分野とも比較
して適切な給与水準が確保されるなど，労働環境を整備する必要がある」と記
述された．教育機関も，その応募学生の急激な減少という事実に直面している．
さらに，平成17年までに介護福祉士の資格を取得している人は約47万人もい
るが，実際に福祉・介護サービスに従事しているのは約27万人にすぎず，「潜
在的介護福祉士」が多数いる．

数多くの審議を経て，このような形で新人材確保指針が出たことはきわめて
時宜にかなっていると言える．この指針で新たに，社会福祉事業には該当しな
いが密接に関連する民間のサービスについても人材確保の取組みとして参考と
するように規定したこと，そして，「指針の実施状況の評価・検証」が新しい項
として起こされ，「国は，指針が人材確保のために講ずべき措置について，福祉・
介護制度の見直しを踏まえ定期的にその実施状況を評価・検証し，指針の見直
しを行いつつ，人材確保対策を着実に推進するものとする」と強調されたこと
は極めて重要である．特筆すべき点として，この指針が国に対し「職員配置の
あり方に関わる基準について検討」するよう求めた点も大きく評価できる．こ
れは「旧人材確保基本指針」では触れられなかった課題である．無論，新人材確
保指針がすべてをなしうるのではなく，国・自治体などの行政機関・事業経営
者・職能団体・養成施設の一体的協働が求められる（3）．ここで，その実効性を
考えていく上で以下の2点が課題として挙げられる．

1　定着し，成長できる職場環境作り
職員の処遇と働き甲斐やストレス，社会的評価，担い手の確保と育成・定着

などはマネジメントの要である．「新たな経営モデルの構築」として指針では言
及されており，経営理念・採用方針・育成方針の検討が言及されているが，そ
れが何かは十分に明記されていない．また，指針の中でもメンタルヘルス対策
の推進の重要性についても言及されている．しかし消極的なメンタルヘルス
ではなく，より建設的に組織内の苦情を示す機会も必要となろう．英国ソー
シャルケア協議会と全米ソーシャルワーカー協会（4）（両者とも社会福祉専門職
のサービスを監視する団体）は職員の苦情を言う権利を保障することを事業経
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のではないか．

Ⅵ　おわりに

福祉人材確保指針の検討にあたり，ドラッカーの経営論は有効であるが，ド
ラッカーが正面から取り上げにくい政府の公的責任の側面を補充して，当事者
の健全な市民としての権利性を保障し，かつサービス提供者自身の成長を促す
ような環境作りが今強く求められていることを述べた．これは社会福祉領域に
おけるドラッカー理論の適用可能性を否定するものではない．むしろ国の公的
責任を前提にした上で，サービス提供事業者の自律的な使命とイノベーション
を踏まえたマネジメントの重要性を唱えるものである．

【注】

（1） 星野晴彦『介護福祉士のためのソーシャルワーク』久美出版，2006年，p. 217．
（2） 高山和彦「シンポジウム報告」『日本ソーシャルワーカー協会会報』2007年10月号，p. 4．

特に高山は現在の福祉人材の不足に伴い，労働者の倫理観低下にも言及している．
（3） 白澤正和「基調講演報告」『日本ソーシャルワーカー協会会報』2007年10月号，p. 4．そこ

で，指針が理念的なものに留まらないように，教育機関なども社会福祉専門職が実力で
社会的承認を得る重要性を訴えている．

（4） 英国総括ソーシャルケア評議会（GSCC）：ソーシャルケアワーカーのための行動規範及び
ソーシャルケアワーカーの雇用主のための行動規範，2002年．NASW（全米ソーシャルワー
カー協会）「人事実施に関する基準」1990年．

（5） P. F.ドラッカー『チェンジ・リーダーの条件』上田惇生訳，ダイヤモンド社 , 2001年，p. 
17．

（6） NASW（全米ソーシャルワーカー協会）「人事実施に関する基準」1990年．
（7） P.F.ドラッカー『非営利組織の経営』上田惇生訳，ダイヤモンド社，2007年，p. 98．
（8） P.F.ドラッカー『非営利組織の経営』上田惇生訳，ダイヤモンド社，2007年，p. ix．ドラッカー

も非営利組織がマネジメントの使い方を知らなければいけないとしつつ，非営利組織の
特性やニーズに合わせ，ミッション・成果・戦略・イノベーション・理事会・ボランティア・
様々な後援者との関係・資源の開拓あるいは関係者の燃え尽き現象に焦点をあわせるべき
であると述べている．

（9） P.F.ドラッカー『非営利組織の経営』上田惇生訳，ダイヤモンド社，2007年，p. 7．
（10） P.F.ドラッカー『非営利組織の経営』上田惇生訳，ダイヤモンド社，2007年，p. 2．
（11） P.F.ドラッカー『新しい現実』上田惇生他訳，ダイヤモンド社，1990年，p. 95．
（12） P.F.ドラッカー『新しい現実』上田惇生他訳，ダイヤモンド社，1990年，p. 95．ドラッカー

はイギリスのサッチャー首相を取り上げて，政府現業部門しか担当できないものでなけ
ればに，民営化すべきことを述べている．

（13） P.F. ドラッカー『新しい現実』上田惇生他訳，ダイヤモンド社，1990年，p. 95．ドラッカー
はきわめて，政治が経営者の自律的判断に対して，不当な政治が介入してくることに対
して強く否定している．

（14） 田中弥生「非営利組織の原点を築いたP. F. ドラッカー」『文明とマネジメント』2007年， 
p. 113．田中は現在の政府の委託が，社会的使命を二義的にしてしまうことに加え，財

ネジメントの本質をドラッカーは示唆してくれている．

2　指針の拘束力と公的機関の役割について
ドラッカーは「政府ができることには限界があるという認識とともに，政府

の金で買えるものには限界がある」と述べている（11）．たしかに柔軟性を失った
公的部門直営の社会福祉サービスを，マネジメントが展開できる社会的機関に
業務を民間委託していくことは理に適っているであろう（12）．また，不当な政治
がマネジメントに介入することは慎むべきであろう（13）．そして，行政機関より
補助金を受けていることにより，本来の活動が阻まれてしまうことも留意すべ
きであろう（14）．

しかし，国民の生存権保障のために，国の責務をきちんと位置づけることは
必要で，特に政策面・財源面でもどこまで国が責任を負うのか，基本指針のな
かに明記すべきではなかったのか．特に日本では，現在のところドラッカーが
非営利組織の議論で前提としているような，寄付やボランティアについては十
分に成熟していないという現状がある（15）．また，生活の基礎部分の保障をどこ
までボランティアに委ねてよいのかには課題も残る．

ここで，労働条件の改善の重要な一つの指標として，給与問題に触れたい．
「旧人材確保指針」では，「公務員の賃金水準等を勘案した賃金を」と一定の指標
を示したが，その実効性を発揮できなかった．その最大の要因は，介護保険制
度の施行と90年代後半からの「社会福祉基礎構造改革」，そして小泉構造改革
による規制「改革」であろう．今回は，賃金について「キャリアと能力に見合う
給与体系の構築」に留まっている．指針の拘束力をもっと強め，専門職にふさ
わしく，また，生活基盤が確立できる「モデル賃金表」を具体的に示していく必
要があるのではないか．さもなければ魅力ある職業として社会から認知されが
たいと考えられる．無論，公的にサービス提供をするシステムから，契約とい
う市場システムへの転換するに当たり，経営者に経営の効率性が奨励されたの
も事実である．指針の性格上経営者の意識は促しても，直接規制することは厳
しいという側面も看過できない．

現在，社会福祉サービスに対する補助金や報酬単価の低さから人件費財源が
捻出できず，賃金が引き上げられないという現状でありながら，「給与体系」の
見直しでどこまで引き上げられるのか．むしろ個々の職員の間に格差を持ち込
み，チームワークに亀裂を生むことにつながり得る．

現在深刻な問題になっている「人材確保の問題」の解決を，「経営基盤の強化」
「キャリアと能力を評価する仕組み」など経営努力に置いて，どこまで実効性が
期待できるのか．ドラッカーは政府の役割は意思決定・全体の方向付け・最低
限の規制のみとしている（16）．彼の保守主義的アプローチから経営者の自由な自
律的判断を重視している．しかし，国が生存権を保証するという責任を鑑みた
ときに，マネジメントの自律性を損なわない環境整備というものは求められる
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【研究ノート】

変革をマネジメントする仕組み
丸山有彦

（本会推進委員）

【要旨】

ドラッカーは，変革をマネジメントするための仕組みが必要だとする．こ
れは現在の日本に，特に求められるものである．彼の主張から，具体的には
どういう仕組みが考えられるのか，単純化したサンプルを提出してみた．

1　はじめに

ドラッカーは，変革もマネジメントの対象となるといい，1992年の「組織社
会の到来」では，変化のための仕組みをもつ必要があるとして，3つの活動を
あげる．

このうち，日本に欠けると思われるのが，第3にいうイノベーションの方法
である．
「イノベーションは体系的なプロセスとして組織化することができるし，ま

さにそのように組織化しなければならない」とは，どういうことなのか．
戦後日本経済のマネジメント導入と合わせて，もう少し具体的なイメージを

探ろうとした．

2　ドラッカーと変革

ドラッカーは，しばしば経済学が基礎とする認識に疑問を呈する．そして，
シュンペーターのいう「創造的破壊を行う革新者こそ，われわれが利益と呼ぶ
ものの存在を説明できる唯一の根拠である」と語る 1）．

また，第二次大戦後にとられたケインズ政策が，有効需要をいじることに熱
心で，供給サイドの革新を重視していない点を問題とする 2）．

経済学とは，はじめから基礎とする立場が異なっていた．ドラッカーは，自
らの立場を基礎づけて，経済学とは別の，自分の道を歩んできた．
『現代の経営』において，企業家の活動とは，「顧客の創造」であり，それは，

政支出削減とあいまって安価な委託が促されていると指摘している．
（15） P.F. ドラッカー『非営利組織の経営』上田惇生訳，ダイヤモンド社，2007 年，p.ii． 

ドラッカー自身は寄付について不十分であると述べているが，日本とは格段の差がある．
（16） 井坂康志「保守と変革」『文明とマネジメント』2007年，p. 180．

【略歴】  上智大学大学院文学研究科社会学専攻社会福祉コース博士課程後期満期退学．
文教大学人間科学部専任講師．専門は障害者の福祉および福祉サービスを提供
するためのマネジメント．主要業績『ソーシャルワークの可能性』（相川書房，
2005年）．
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ノベーションのための戦略を探したが，そのようなものはなかった．ところが
企業，大学，政府機関のいずれもが，改善のための戦略をもっていた．イノベー
ションについては検討していなかった．」11）

しかし，これも致し方なかった面もあるだろう．戦後日本のスタートは，ま
ず経営のやり方から学ぶ必要があったのだから．

4　戦後日本のマネジメント導入

後藤俊夫は『忘れ去られた経営の原点』で，1949年9月26日から始まった
GHQの「CCS経営者講座」に焦点を当てる 12）．

CCS（Civil Communications Section）とは，GHQにあった11部局の中の民
間通信局のことである．日本の産業政策を担ったのは，ESS（経済科学局）であっ
たが，通信分野に限り，CCSという独立した部局が設けられた．これは，GHQが，
日本国民に米国のメッセージを伝えることを重視したためであろう．

そのためには，通信機の品質向上と普及が必要である．ところが，当時，設
備が荒廃し，製品不良率が80％という水準であった．

そこで，最高経営者の再教育が必要との決断にいたり，CCS講座の開催が
決まった 13）．

この背景に，国際情勢の変化の影響があった 14）．
この講座は，それ自身の歴史的意義に加え，GHQのお墨付きを得たという

意味での効果が大きかったようだ．その後の日本人の行動は早かった．
徳丸壮也が『日本的経営の興亡』で伝えるところでは，1950年にデミングが

来日することを聞いた小柳賢一は，日科技連のセミナーで講義をして欲しい旨
を申し込み，その夏，「GHQ経済科学局による統計セミナーに便乗する形」で，
日科技連主催のデミングセミナーを企画し，開講した 15）．

つづけて，一気にデミング賞を創設し，1951年9月22日には，第1回デミ
ング賞授賞式が大阪商工会議所の講堂で行われている 16）．

さらに，1954年，デミングに紹介されて来日したジュランの行ったセミナー
の影響も大きかった．ただ，その考えが十分に理解されたわけでもなかった．

デミング・サイクルが，水野滋のつくった「管理のサークル」となり，PDCA
をまわすことが管理のサークルであるとの誤解も流布してしまった 17）．

さまざまな面で日本化が進み，それらの手法が定着していった．
1966年，ジュランは3回目の来日の際に，QCサークル活動を知り，QCサー

クルにモチベーション効果があると指摘している 18）．
日本だけでなく，アメリカでも，まだマネジメントは発展途上だった．
デミング，ジュランに続いて，ドラッカーが来日した1960年代に，イノベー

ションのための戦略を日本の組織に求めるのは無理であろう．それを学ぼうと
するなら，ドラッカーからであったろう．

マーケティングとイノベーションであるとして，「企業の行為が人の欲求を有
効需要に変えたとき，はじめて顧客が生まれ市場が生まれる」と構成した3）．

金森久雄は，『大経済学者に学べ』において，マクロ理論に，「企業」というミ
クロ的基礎を与えたと評価する4）．しかし，これは稀有な評価にとどまっている．

彼の発展させたものは，マネジメントと呼ばれた 5）．どうしたら，成果をあ
げることができるか，目標と管理，組織と戦略，その他，数多くの論考が提示
された．
「ある社会生態学者の回想」では，変革もマネジメントの対象となり，社会的

機関が「組織構造そのものの中に，体系的かつ組織的なイノベーションのメカ
ニズムを組み込むこと」が必要であると語る 6）．

また「マネジメントのパラダイムが変わった」において，「マネジメントと企
業家精神がコインの裏表であることは，そもそものはじめから認識してしかる
べきだった」と指摘し，組織は「変化を当然とし，自ら変化を生み出さなければ
ならない」と書く 7）．

では，自ら変化を生み出すために，どうすればよいとドラッカーは言うのか，
戦後日本の経験とともに，探ってみたい．

3　3つの変化のための仕組み

ドラッカーは，変化のために3つの体系的な活動の仕組みが必要だとする 8）．
第1は，カイゼンである．　
第2は，すでに成功しているものの新しい応用法を開発することであり，
第3は，イノベーションを体系的なプロセスとして組織化することである．

戦後の日本で，イノベーションと言われてきたものは，おそらく，多くが第
2のものにあたるように思われる 9）．

第1の「カイゼン」は，QC活動等で広く行われてきたもので，日本は得意と
してきた．

一方，第3のイノベーションの組織化は，どこの国でも，簡単にできること
ではない．イノベーションの目標を設定することは難しく，その影響度と重要
度の測定も難しい 10）．

ことに日本は，先進各国の各産業を目標として，それに追いつくことに集中
してきたことから，より一層，こうした仕組みをつくることが困難であったよ
うに思われる．

目指すべき目標を選択する嗅覚は，日本人はたしかだったようだが，自ら目
標を形成していくことは，あまり行われて来なかった．

第1と第2の活動は，わりあい容易に目標が立てられる．しかし，第3は，難しい．
1960年代，日本を訪れたドラッカーが痛感したことがある．「私は日本でイ



210 211研究ノート等 【研究ノート】変革をマネジメントする仕組み

ドラッカーも，外生的な科学と発見については，例外扱いしている 24）．
われわれの対象は，内生的なものであり，これらをマネジメントに乗せるた

めの方法が必要なのである．
まず，ドラッカーが前提とすることが，2つある．①自ら現在行っているも

のを点検して，体系的に破棄していくこと，②得意分野でイノベーションを行
うこと，である．

そのうえで，目標を高く持ちながら，小さく，シンプルにはじめることである．
ここでは，目標が必要であり，組織の基礎単位を明らかにする必要がある，

さらに，目的達成のための戦略が必要となる．
ただ現在の経済では，情報・知識の蓄積が拡大しているから，すべてを自ら

が内生化するわけにはいかない．強みを持つ人たちと，組まなくてはならない．
コラボレーションの必要性が高まっている．そのためには，強みを持った核を
自前で持つ必要がある．

こうした様々な組み替えを前提とするため，初めから，明確な目標は立てら
れない 25）．したがって，組織単位も，はじめは最小限の人員でスタートするし
かない．戦略も，活動をしてみなくては明確になってこない．いずれにしても，
高い目標でなくては，意味がない．

ここで高い目標とは，「成功すれば新しい事業が生まれるかどうか」が一つの
基準となる 26）．

つまり，「高度に分権化」された組織 27），たとえばリーダーとサブリーダー中
心の小集団が核となり，緩やかな方向と高い目標と戦略を探りながら，社内に
おける起業的活動を形成する仕組みをもつ必要がある．

こうした核の活動は，孵化前の卵の段階であり，これらがある臨界点を超え
なくては，現実のものとはならない．組織は，いわば「孵卵装置」をもつ必要が
ある．

核となる集団が，コラボレーションを探り，人を集め，チームを形成し，目
標に向かって動き出したとき，これらが事業となりうるかどうかの選別がはじ
まる．

核の活動が，孵化し，雛となりそうなら，事業化のために十分な人材と資金
の投入が必要とされる段階となる28）．

こうして形成されたイノベーションのためのチームは，｢既存事業のための
組織の外に独立してつくらなければならない」29）．いきなり採算がとれるわけ
ではない．雛が飛び立つまで育てなくてはならない．

もう一つ大切なことは，確率分布に従うということである 30）．実現可能と思
われる高い目標をもった活動も，一つでは十分でない．

ドラッカーは，「イノベーションの成功率はせいぜい10％である」「一つの成
功が9つの失敗の埋め合わせをしなければならない」と指摘している31）．

ここで，成功率がせいぜい10％というのは，経験則であろう．しかし，一

「私は，日本経済に，第二次大戦後の再生をもたらしたマネジメントの概念
を伝え，その手法を教え，訓練を施した3人のアメリカ人の一人とされている」
とドラッカーはいうが，日本人は，十分に学んだわけではなかった．

日本経済は，1970年代の2度のオイルショックを克服して，成功していた．
本来は，ここで組織を変えるべきだった．「ここに絶対確実な戦略がある．う
まくいっているときに，組織の方向づけを変え，組織そのものを変えることで
ある．」19）

1980年以降，日本的経営が，成功の代名詞のようになり，それまで知られ
ていなかったデミングが，アメリカでも一気に有名になった．この間，日本が，
イノベーションを体系的なプロセスとして組織化することはなかったようだ．

そして，1990年代，日本は行き詰まった 20）．
立ち直る術はどこにあるか，イノベーションを起こすための戦略が必要であ

るという共通認識が形成されてきているように思われる．

5　イノベーションの方法

イノベーションへの取組みは，日本だけではなかった．1980年代後半から
の技術革新に伴う通信革命の進行が，各国に大きな刺激を与えた．

今井賢一は，各国がイノベーションを生み出すシステムを意図的に作り出す
ことを争う時代が来たとして，「資本主義のシステム間競争」の時代が来たと分
析する 21）．

すなわち，現代の経済では，多くの知識・情報が生み出され，その蓄積が巨
大となっており，それらをもつ人々の相互作用に基づいて，継続的なイノベー
ションを起こせるのではないかという考えが，各国で生まれてきているためで
ある．

産業クラスターの形成の試みも，それらのシステム化の一つであろう．
しかし，こうした大きなシステム作りの試みは，いままでのところあまり成

功しているとはいえない．
ドラッカーは，「組織構造の設計は最初に手をつけるべきものではなく，最

後に手をつけるべきものである」としている 22）．
システム間競争は，大きな視点からの変革へのアプローチであろう．一方，

ドラッカーは，これとは別の，もう少し小さな視点からの変革へのアプローチ
をとっているように思われる．

シュンペーターは当初，「外生的な科学と発見」によって，偶発的な要因が，
イノベーションの源泉となると考えていたようだが，100年近く前から，科学
と技術は研究開発投資によって生み出される内生的なものとなっていた．晩年
には，外生的な科学と技術に加え，内生的な科学と技術を，イノベーションの
源泉と修正したようだ 23）．
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8） P.F.ドラッカー『すでに起こった未来』等所収の「組織社会の到来」（“The New Society of 
Organizations”［1992］HBR，1992,9-10）邦訳『プロフェッショナルの条件』ダイヤモンド
社［2000］pp.34-35．

9） P.F.ドラッカー『非営利組織の経営』（Managing the Nonprofit Organization ［1990］）邦訳『ド
ラッカー名著集 4』ダイヤモンド社［2007］pp.109-110「改善とイノベーションは重なり合
う．どこまでが改善であり，どこからがイノベーションであるかはいえない．」 3つの「変
化のための仕組み」は，相対的な分類である．

10） P.F.ドラッカー，上田惇生編訳『エッセンシャル版 マネジメント』p.32．

11） P.F.ドラッカー『非営利組織の経営』名著集，p.67．
12） 後藤俊夫『忘れ去られた経営の原点　GHQが教えた「経営の質」』生産性出版［1999］p.9．

「1950年のデミング博士，さらにはその4年後のジュラン博士による講義は，いずれも
CCS経営者講座でサラソンが紹介した統計的品質管理の再度の強調であった．きわめて
タイムリーな反復によって，わが国における統計的品質管理は地に足がついた活動とな
り，ついには日本的な品質管理運動へと開花していった．」

13） 後藤［1999］pp.42-43．
14） 後藤［1999］p.47．「1948年10月の国家安全保障会議（NSC）で採択された『アメリカの対日

政策に関する勧告』（NSC 13/2）で対日政策の転換が確定した．」
15） 徳丸壮也『日本的経営の興亡』ダイヤモンド社［1999］p.98．
16） 徳丸［1999］pp.95-96．デミング賞創設の手続きがとられておらず，裏方を担った人も，「小

柳さんが電光石化の早業でやったこと」「小柳さんがデミングさんに相談もしないでデミ
ング賞というものをつくっちゃったようなもの」と証言する．

17） 徳丸［1999］p.307．「PDCA とは，Plan, Do, Check, Action の頭文字で構成されているが，
この4つのうち，前の3つは動詞なのに，最後のActionだけは名詞であらわされている．
アメリカ人なら，Actと動詞にするだろう．」

18） 徳丸［1999］p.266．また，西堀榮三郎『品質管理心得帖』日本規格協会［1981］p.247 「QCサー
クルのコントリビューションがいいことをしたというのは，参画精神を十分認めたとい
うことです．つまり，やっている人の精神を高揚することにおいて非常によかった．あ
あいうことを最初に松下通信でやったときは，彼らは小学校の学芸会みたいなことをし
ようと思ってやったわけではないんです．私たちも会社の一員として，会社がよくなっ
てほしいんだ．そうすると，目の前にある不良は，なぜこう多いのだろうか．これは大
変な損ではないかということから始まったわけです．今までは女工さんとかは人間とし
て扱われていなかったから，そんな人が不良の原因を調べるなんて，なんだ，黙ってろ．
それは我々のようなエリートではじめてわかることであって，お前らみたいな学のない
者が何を言うかという，ある意味で人種的差別をしていたんです．それを打破すること
ができるようになったのは，参画精神の非常に大きなメリットだと思います．」

19） P.F.ドラッカー『非営利組織の経営』名著集 p.75．
20） 船橋洋一『世界が劇場となった』朝日新聞社［1990］pp.9-10．船橋と1989年に対談したドラッ

カーは，皆がアメリカの衰退をいうが，「アメリカのほうが日本より構造的にずっと強く
なっていると思います」と答えている．日本方式では行き詰まることが見えていたようだ．

21） 今井賢一『資本主義のシステム間競争』筑摩書房［1992］p.3．
22） P.F.ドラッカー，上田惇生編訳『エッセンシャル版 マネジメント』p.180．
23） 今井賢一『情報ネットワーク社会の展開』筑摩書房［1990］pp.67-69．イノベーションを中

心におくシュンペーター体系を，クリストファー・フリーマンがモデル化し，シュンペー
ター自身の捉え方をシュンペーター・マークⅠとし，この修正をシュンペーター・マーク
IIとした．さらに，今井はそれを発展させて，シュンペーター・マーク IIIを提示している．

つの基準である 32）．
たとえば成功率が10％なら，一定期間に一つの成功をなそうとしたら，そ

の間に10の活動を行わなくてはならない．
ここでいう10％は，各組織，各分野ごとに変わってくるだろう．10％が適

切な数値であったとするなら，「10％ルール」が一つの指標ともなりうる．
すなわち，10％よりかなり低い達成であった場合，目的・戦略が正しかった

かどうかの見直しが迫られる．一方，これを大きく超えた達成を得た場合，十
分に高い目標だったか再確認が要求されることになる．

こうした作業を通じて，この10％が上下してくることだろう．
以上のように，孵卵装置をつくり，孵化させて事業化を試みるという仕組み

を通じて，イノベーションがマネジメントされると考えてみた．
これは，一つのサンプルにすぎない．ドラッカーの言うところを，もう少し

具体的なイメージで捉えてみたかったのである．
各組織に，変革をマネジメントする仕組みが必要となってきている．ドラッ

カーから学ぶことは，当分，尽きそうにない．

【注】

1） P.F.ドラッカー『すでに起こった未来』（The Ecological Vision ［1993］）所収「シュンペーター
とケインズ」（1983年執筆）邦訳 ダイヤモンド社［1994］ p.73．

2） P.F.ドラッカー『すでに起こった未来』所収「ケインズ―魔法のシステムとしての経済学」
（1946年執筆）への自註で「ケインズ経済学を採用しなかった2つの国，すなわち日本と西
ドイツが，第二次世界大戦後，驚異的な成功を収め，ケインズの理論を受け入れた2つの国，
すなわちイギリスとアメリカがその地位を脅かされ，競争力喪失の危険に陥ったのは偶
然ではない」（邦訳p.31）と書く．

 伊東光晴『シュンペーター』岩波新書［1993］ p.201「供給サイドの革新をおこたり，有効
需要操作だけを行った国は国際競争に敗れていったのである．シュンペーター的長期の
ヴィジョンなしに，有効需要操作という短期の視点は成果を生み得なかった．」

3） P.F.ドラッカー『現代の経営』（The Practice of Management ［1954］）邦訳『ドラッカー名著集 
2』ダイヤモンド社［2006］pp.46-47．

4） 金森久雄『大経済学者に学べ』東洋経済新報社［1997］p.85．
5） ジャック・ビーティ『マネジメントを発明した男　ドラッカー』（The World According to 

Peter Drucker ［1998］）邦訳，ダイヤモンド社［1998］p.199で，ある経営大学院の院長が語っ
たドラッカーの歴史的な貢献は，「マネジメントは，主に4つの分野から発展してきまし
た．フィレンツェの銀行家たちが発明した会計の手法，フレデリック・テイラーが発明し
た科学的経営管理法，アルフレッド・P・スローンが1920年代に実行した分権化，そして
戦後のピーター・ドラッカーの業績です．特に，組織と戦略に関する彼の業績には目覚
しいものがある．」

6） P.F.ドラッカー『すでに起こった未来』所収「ある社会生態学者の回想」（“Reflections of a 
Social Ecologist”［1992］）邦訳p.306．

7） P.F.ドラッカー『明日を支配するもの』（Management Challenges for the 21st Century［1999］）
邦訳p.43．引用した訳文は，上田惇生編訳『エッセンシャル版 マネジメント』ダイヤモン
ド社［2001］p.298．
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ピーター・ドラッカー
―明日の思想家，昨日の思想家

ヘルマン・サイモン
（サイモン・クチャー＆パートナーズ）

明日の社会

「実は，本書が取り上げてきたものは，ほかならぬ明日の社会そのものだっ
たのである．」ドラッカー『明日を支配するもの』（1999年）の結語である．

明日とはドラッカーにとって，ことさらの関心をかき立てるものにほかなら
なかった．むろん，少なからず人というものは明日に思いをはせ，その具体像
を描こうとする．しかし彼ほどに，人の頭脳に直接力を与えたマネジメント学
者は存在しなかった．

だが，何が彼をそこまで特別な存在にするのか．彼とその他大勢を区別する
ものとは一体何なのか．私の意見はこうだ．「ドラッカーは昨日の思想家であ
る．ゆえに，より独自に明日を解釈しうる」．

ドラッカー本人に聞いてみたことがある．あなたは自らを歴史を書く者，マ
ネジメント思想家，いずれの側面が強いと考えるかと．

さほどためらいもない様子で「それは，歴史を書く者だよ」との答えだった．
その会見にわずかに先だち，私は半自伝ともいえる作品『傍観者の時代』を読ん
でいた．この本を読む者は，知らず知らず失われた世界へ迷い込むことになる
のだが，ここが私の議論の中核を構成することになる．ウィーン市民としても
う一人名高い人物がいる．伝記作家のシュテファン・ツヴァイク（1881 ～ 1942
年）である．

彼も同様のものを名指して，「昨日の世界」とした．ドラッカーが生まれ育っ
た社会的風土そのものは，一切ならざる意味において特異なものであった．オー
ストリア=ハンガリー帝国の上層中産階級に生まれた．教育，文化，芸術，音
楽，歴史意識，都市性や国際的開放性がなじみのものだった．

とはいえ，こういったおきまりの表現のみで，この時期のウィーンを捉えき
ることなどできはしない．それがいかなる時代であったのかを本気で理解しよ
うとする者なら誰しも，ドラッカーの『傍観者の時代』とツヴァイクの『昨日の
世界』を避けて通ることはできない．

一例をあげれば，この時代にあって，教養階級の子弟にとって数カ国語を操

24） P.F.ドラッカー，上田惇生編訳『エッセンシャル版 マネジメント』p.268．「世界の動きそ
のものを変える予測不能なイノベーションがある」「この種のイノベーションは，体系的
かつ意図的な活動として組織することは不可能である．この種のイノベーションは管理
できない．桁はずれに重要ではあるが，まれにしか起こらない．例外として扱わなけれ
ばならない．」

25） 今井賢一『資本主義のシステム間競争』p.85．「はじめから展開がみえているのではなく，
微分回路で方向性を直観しながらも，その仕事を進めていくプロセスで次第にわかって
くるという知識の形成である．」

26） P.F.ドラッカー『断絶の時代』（The Age of Discontinuity［1969］）邦訳［1999］p.57．イノベー
ションに成功しても新しい事業が生まれないなら ,「リスクをおかすわけにはいかない．」

27） P.F.ドラッカー「組織社会の到来」邦訳『プロフェッショナルの条件』p.35．「意思決定を
迅速に行わなければならないからである．しかもそれらの意思決定は，成果と市場に密
着し，技術に密着し，さらには，イノベーションの機会として利用すべき社会，環境，
人口構造，知識の変化に密着して行わなければならない．」

28） 今井賢一『資本主義のシステム間競争』p.92．「最近のシステミック・イノベーションにお
いては，時間軸を考慮して緩急と強弱をつけるマネジメントが決定的に重要になってき
ている．すなわち，研究開発が具体的な成果を上げるにはある臨界点を超えねばならぬ
時間帯があり，そのときには資源を重点的に投入するというようなマネジメントができ
なければならない．」

29） P. F.ドラッカー，上田惇生編訳『エッセンシャル版 マネジメント』p.272から引用．「イノ
ベーションのための活動に対して，既存事業のための尺度，特に会計上の慣行を適用す
ることはまちがいである．」（p.269）

30） P.F.ドラッカー，上田惇生編訳『エッセンシャル版 マネジメント』p.267．「イノベーショ
ンを行う組織は，イノベーションの力学というものの存在に気づいている．それが確率
分布に従うことを知っている．」

31） P.F.ドラッカー，上田惇生編訳『エッセンシャル版 マネジメント』p.269から引用．「改善
の仕事」なら「50％の成功率を期待できる」とも．

32） P.F.ドラッカー『イノベーションと企業家精神』（Innovation and Entrepreneurship［1985］）
邦訳『ドラッカー名著集 5』ダイヤモンド社［2007］p.179で「目標とするイノベーションの
成果の大きさは，実際に必要な規模の3倍以上にしなければならない．経験の教えるとこ
ろによればそれでも大きすぎることはない」と書くが，これよりも，あてになる基準のよ
うに思われる． 

【略歴】  ドラッカー研究者．1962年，群馬県生まれ．専門学校講師を経て，通信会社勤
務．渋谷失語症友の会副会長を務め，2008年3月退会．2008年より，渋谷油
絵教室代表．ドラッカー学会推進委員．
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グラシアンとキルケゴール

ハプスブルグ帝国の崩壊にともない，ドナウ王国に住まう人々は解放された．
故国を離れ，彼らは流浪のなかにあって人類の文化的遺産に資する偉大な業績
をあげていった．むろんその中心的な帝国の人々も目覚ましい業績をあげてい
く．

彼らこそが世界市民の典型であって，グローバル化の時代のはるか以前に，
すでに教養や文化的しなやかさに秀で，いくつもの言語を使いこなし，歴史意
識に覚醒していた．「昨日の世界」が明日の世界のために彼らを準備したのは明
らかであった．彼らのなしとげたものとは，その特異な文化空間から響くこだ
まであった．

とはいえ，そのような舞台設定は広く一般的に見られるものである．彼らの
場合，その傾向が相当程度に顕著であったということである．ドラッカーはほ
とんどありえないほどに深く歴史を理解していた．こうして自らの方法を用い
て未来を明らかなものとした．彼は私と話をするとき，幾度もその博覧強記ぶ
りを発揮したものだが，その際ふつうではまず思いつかない物事のつながりを
見出す方法によっていた．

これについてはいくつかの経験が例証してくれる．もうだだいぶ前に読んだ
もののなかに，著名な哲学者ショーペンハウエルがスペインの高僧バルタザー
ル・グラシアン（1601 ～ 1658年）の著書The Art of Worldly Wisdomを原書で読む
ためだけのためにスペイン語を学んだという記事があった．

衝撃を受けた．後にドラッカーと手紙のやり取りをするなかで，そのことに
ふれたとき，彼がグラシアンを知悉していることがわかった．彼はこんなふう
に書いてきた．
「72年前，ハンブルグの商社見習いのためにウィーンを出立したとき，記念

に父がくれたのがグラシアンの本でした．……それから何カ月かして出会った
のがキルケゴールでした．この2人の著作が私の人生の支柱となりました．グ
ラシアンを原書で読むために，スペイン語を独習しましたし，やはりキルケゴー
ルを原書で読むためにデンマーク語もやりました．」

ショーペンハウエルさながらグラシアンを原書で読むためにスペイン語を学
び，ミゲル・デ・ウナムノ（1864 ～ 1936年，スペインの思想家・詩人・小説家）
さながらセーレン・キルケゴール（1813 ～ 1855年）を原書で読むためにスペイ
ン語を学ぶ．これらはドラッカーが自らのたぐいまれな才能と洞察を独特の高
みに上げたのとはからずも同じ形となっている．

尋常ならざる博覧強記ぶり

少し特異な例かもしれないが，紹介させてほしい．

るなどごく当たり前のことだった．イギリス人かフランス人の家庭教師が住み
込みでつくこともめずらしくはなかった．

同時代の人々

その時代に生きた人々の目にありありと映ずる世界にあって，一人一人の履
歴はドラッカーのそれによく似ていた．

1918年，オーストリア=ハンガリー帝国は廃墟と化し，やがてロシアでは
ボリシェヴィキ時代が，そしてドイツではナチスの時代が到来する．

ツヴァイクが「欧州大陸を縦断する激震」と呼ぶものが，全世代を根こそぎ破
壊すると同時に，巨大な力を持つ創造性を解き放つこととなった．そんななか，
ツヴァイクはまずイギリスに，そして後にはブラジルに亡命している．

哲学者カール・ポパーも1902年ウィーン生まれなのだが，彼もニュージー
ランドをさまよい，後にイギリスに帰る第二次大戦中に，主著『開かれた社会
とその敵』を書きあげた．

数学者ジョン・フォン・ニューマン（1903～1957年）の軌跡も同様である．ゲー
ム理論やコンピュータの発展を語るのに欠かせない研究者である．ニューマン
はブタペストからドイツ経由でアメリカのプリンストンに流れてきた．

作家・哲学者のエリアス・カネッティ（1905 ～ 1997年）もイギリスを経て，
後にはスイスの住人となった．

科学ジャーナリストのアーサー・ケストラー（1905 ～ 1983年）はブタペスト
に生まれた後，イスラエル，ドイツ，ロシア，フランス，スペインを転々とし，
最終的にはイギリスに落ち着いている．

エルンスト・ゴンブリッチ（1909 ～ 2001年）はドラッカーと同年にウィーン
に生を受けた世界的に高名な歴史家である．イギリスで執筆された大著『美術
の歩み（The Story of Art）』（688頁）は600万を超える読者から支持を得た．

社会学者のノバート・エリアス（1897 ～ 1990年）もこの一群に含まれる．エ
リアスはブレスラウの生まれで，さまざまな行きがかりでパリ，イギリス，ア
ムステルダム，ビーレフェルトを転々とした．この最後の地で筆者は彼が90
歳の時に会ったことがある．

ポーランドのクラクフ出身であるカロル・ヴォイテーワは後にローマ法王ヨ
ハネ・パウロ2世として知られる人物であるが，彼もまたこのような不可思議
かつ豊饒な文化的土壌の落とし子であったといえる．ちなみに彼は10カ国語
を操る語学の達人であった．

このように考えてみると，ドラッカーがこのような異色の人物像に連なるこ
とは確かといえる．彼の場合，ウィーンからハンブルグ，フランクフルト，イ
ギリスを経て，アメリカへ渡ることとなった．
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間隔に置き，同質性を見破る．両者の間に，壮大な知的架橋を施す．ドラッカー
やボルヘスのような方々には，尋常ならざる記憶力があるように見える．だが，
記憶力のみでは十分といえない．真に必要とされる技能とは，関連付けである．
先にも出たアーサー・ケストラーなどは，この能力を創造の根源と見なしてい
た．

ドラッカーの著書『明日を支配するもの』においても，この技能はいかんなく
発揮されている．情報技術を活版印刷の技術史から照射する考察により，あっ
と驚く結論が見出されることとなる．

まさしく彼が洞察したように，IT革命の覇者とは今日のハードやソフトの
開発者ではない．知識やコンテンツへのアクセスを持つ出版メディア企業であ
る．彼はその例証として，ラインハルト・モーンによるベルテルスマンを挙げ
る．同社はすでに英語による書物では世界最大の出版社となった．

私個人としても，ドラッカーの指摘は耳に快いものがある．というのも，
つい何カ月か前，ドイツ最大の発行部数を誇る週刊誌『ディー・ツァイト（Die 

Zeit）』誌上で，「世紀の企業家」としてモーンを挙げたためである．とはいえ，
この文脈で考えると，ドラッカーの指摘のほうがはるかに深層をえぐるもので
あることは認めざるをえない．

　
生の思想家

彼の歴史解釈能力とは，むろん機械的なものではない．歴史とはそれ自身まっ
たく同じことが繰り返されるわけでもないし，マルクスやシュペングラーがい
う意味での客観的法則性を持つものでもない．

しかし有史において，人間存在そのものはまず変化することなく今日にい
たっているといってもいいように思う．プラトン，アリストテレス，セネカな
ど古代の哲学者たちによる人間観と照らしても，今日のわれわれのなすことと
当時のものでは寸分変わらない．ここからわれわれは現代起こりつつあり未来
をつくるものを歴史的視野から解釈するとき，価値ある洞察を得ることができ
る．

このことがドラッカーの強みを完全といいうるまでに裏書きするものであ
る．同時に，有象無象のマネジメント関連の著者に等しく最大の顕著な弱みと
なるものである．彼らの歴史理解とはおおむね系統性を欠き，浅薄であり，と
りとめがない．このような企業家史における専門家とされつつもその実わずか
な領域しかカバーできない者とはまったく違い，ドラッカーははるかに広大無
辺の歴史理解を有する者である．

このような歴史への理解や意識なしでは，マネジメントにおいて，企業家史
のようなものも単なる安易で上滑りのお念仏に過ぎなくなる．

哲学者ジョージ・サンタヤーナは「歴史とは，そこから学ぶことを欲せざる

彼は論文や著書のなかで，近代原理に則り組織された最初の企業として，ド
イツ銀行によく言及する．このような彼の関心を知るに及び，設立者の一人
ルートヴィヒ・バムベルガー（1826 ～ 1899年）についての論文を進呈した．彼
が名を知っているはずもなかろうと思っていた．私自身も聞いたことのない名
前だった．

間違いだった．バムベルガーの人と業績を実によく知っていた．彼は祖父で
あるフェルデナンド・フォン・ボンドの日記を通じて知ったという．彼は次の
ように書き送ってきた．「ルートヴィヒ・バムベルガーとゲオルク・ジーメンス

（ドイツ銀行の共同設立者の一人）の名は私の心をとらえ，今にいたるまで記憶
から離れません．」

尋常ならざる博覧強記ぶりを示す話である．　
考えうるかぎり実に多岐にわたる領域の偉人たちとの個人的交流にも刮目す

べきものがある．『傍観者の時代』において，物理学者のバックミンスター・フ
ラー，コミュニケーション科学者マーシャル・マクルーハンなどの知人に思い
をはせている．

頭にひらめいた著名人にふれるとき，それがいかなるときであれ，ドラッカー
はその人を直接知っていた．3つほど逸話がある．

彼は毀誉褒貶あるドイツの作家エルンスト・ユンガー（1895～1998年）を知っ
ていたし，1930年代からラインハルト・モーンとも付き合いがあり，この人物
はベルテルスマンを1950年代に真の意味でグローバルなメディア企業へと変
貌させた．

美術史家のエルンスト・ゴンブリッチをご存じか尋ねたところ，答えは次の
ようなものだった．
「ウィーン時代から知っていたわけではありません．知り合ったのは10年前

かそこらだと思いますが，ロンドンで彼と楽しい夜を過ごしました．以来，定
期的に本や手紙，論文のやりとりをしています．」

実に世間は狭いものだ．物理的隔たりのなかで偉大なる者どもは次々に交流
し，彼らの軌跡は交差する．ドラッカーはまさに絶妙な出会いの時と場所にい
た．

つながりを見破る力

ドラッカーにはもう一つ秀でた技能がある．つながりを見破る力である．
これほどまでのものは，アルゼンチンの作家ホルヘ・ルイス ボルヘスを除け

ば私は知らない．ボルヘスはあらゆるものを読む．のみならずまず考えられな
いもの同士を関連付ける．こうすることで時空を超越し，常人にはなしえぬ関
連性を洞察する．

ドラッカーにおいても同様である．彼は現在と未来を歴史的展開のなかで等
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【書評】

「時流とは異質のキルケゴール」
Peter F. Drucker, “The Unfashionable Kierkegaard,”  
Sewanee Review, The University of the South, 1949. 

島田 恒
（大阪商業大学）

はじめに

このドラッカー論文は，彼の多くの著作や論文のなかでも，極めて特別の意
味をもっている．ドラッカーの著述は，ほとんど全部「社会」に関するものであ
るが，この論文だけは「個人」に関する唯一といってよいものである．この論文
は表題の雑誌に初出しているが，ずっと若いときに固められたドラッカーの生
涯にわたる信条であり，全活動における思想的基盤といってよいものが含まれ
ている．ドラッカー著作の真髄は，社会を見る眼においても，企業や組織を見
る眼においても，その経営を見る眼においても，哲学的基盤がしっかりと座っ
ていることにある．読者が意識していようと無意識であろうと，それが他にな
い魅力として伝わってきているはずである．

この論文は，後の著作 The Ecological Vision, 1993（『すでに起こった未来』ダ
イヤモンド社，1994年），The Essential Drucker on Society, 2000（『イノベーター
の条件』ダイヤモンド社，2000年） に編入され，その一貫した思想上の重要性
と普遍性をドラッカー自ら確認する証拠となっている．

この論文の邦訳は清水敏允によって，ドイツ語によって書かれたものから『明
日のための思想』（ダイヤモンド社，1960）の最終章「現代に見捨てられたキェ
ルケゴール」として初出している．上記1994・2000年のものは，上田惇生他
により「もう一人のキルケゴール」と訳されている．後述するように，キルケゴー
ルの主張するところは，当時ブームとなっていたキルケゴール理解（時流の理
解）とは異質のものである，というドラッカーの見解を表現したタイトルであ
る．その意味を伝えるべく，評者はタイトルに新しい訳をつけてみた．この論
文は思想的なものを扱うだけに，難解なところも多い．上記上田惇生他訳書を
活用させていただいた．

ドラッカーのキルケゴールとの出会い

キルケゴールは1813年デンマーク国コペンハーゲンで生まれ，1855年に没

者には繰り返すものである」と言った．このことはマネジメント研究にとって
も同様であろう．古いぶどう酒を新しい革袋に入れるときに，マネジメントと
は新たなものを生み出す．　

ドラッカーは道具としての歴史というものを教えてくれる．私たちの目の前
に鏡をそっとかざし，新しく開かれた景色を見せてくれる．こうすることで，
よりよく未来が理解できるようになる．
「人生とは振り返ることによってのみ理解される．しかし顔を前に向けるこ

とによってのみ実際に生きることができる」とのキルケゴールの言に連れ戻さ
れる．ドラッカーとは昨日の思想家である．まさにそのゆえに，彼は明日の思
想家として燦然と光を放つ．

井坂康志訳

【略歴】  サイモン・クチャー＆パートナーズ戦略・マーケティングコンサルタンツ創立者，
現会長．経営戦略，マーケティング，価格設定の世界における第一人者とされる．
ロンドン・ビジネススクール教授．本会名誉会員．邦訳された著書に，『隠れた
コンピタンス経営』（トッパン），『価格戦略論』（ダイヤモンド社）がある．『ハー
バード・ビジネス・レビュー』『ウォールストリート・ジャーナル』への寄稿も多数．
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う問題を解決することが，すなわち自由の確立であるというレベルに陥ってし
まう．

今日，世界はナチズムや共産主義を経験し，社会問題に取り組むだけでは人
間の問題は解決しないことを学んできた．その事実をあらかじめ予測し答えを
示そうとしたのはキルケゴールだけであった（評者注；それが，本論文が書か
れた頃にキルケゴール・ブームを巻き起こしていた原因と考えられる）．

キルケゴールによれば，人間の実存は，精神における人間と社会における市
民を同時に緊張関係をもって生きることによってのみ可能であるとされる．市
民として生きる「時間」と，精神における「永遠」とは次元が異質である．市民と
しての人間は社会に貢献し，成功し失敗する．しかし，時間における人間は死
んだ後に何も残らない．精神における人間は，独自の単独者として永遠と向き
合う．時間を積み重ねても，たとえそれが限りなく長い時間であっても，時間
は時間であって永遠にはつながらない．この矛盾ともいえる永遠と時間のなか
で，同時的に生きるという緊張状態においてのみ人間の真実な存在としての実
存が成立する．

19世紀は人間の進歩に対する楽観主義の時代であった．さまざまな問題は
存在しているとしても，日々明るさを増してくる理性の光によって問題は解決
していくという楽観が支配し，ダーウィンやニュートンの科学が解決の手がか
りと信じられた．マルクスも階級なき社会の恒久的達成を提示した．時間軸の
世界が永遠軸につながるという，人間万能の思い上がりがあった．

しかし，いかに19世紀が悲劇を無視し楽観で覆い隠したとしても，無視す
ることのできない厳然たる事実が存在した．それは，社会が一切かかわったり
解決することのできない，死の問題である．普遍化したり社会化することので
きない現実である．死が存在する限り，人間は時間や社会と異質の次元である
永遠や，単独者としての実存にかかわらざるを得なくなる．ダーウィンの生物
学も解決には手を貸すことはできない．

このような事実に気がつくとき，人間は突然，死に面していることを認識す
る．社会も時間世界も解決に手を貸してくれない死の問題に，単独な個人とし
て直面する．もはや人間は，楽観主義にある自信を回復することができない．
キルケゴールのいう「絶望」に直面する．時間軸にはない永遠軸の問題に直面す
る．

このような問題に対して，2つの道が社会から提示された．
一つは，全体主義である．全体主義は，個人の存在価値を否定し，個人の人

生を無価値なものとしてしまう．個人の生命を意味のないものと説得し，意味
があるのは全体のための自己犠牲であると強調する．事実，キルケゴールのい
う絶望に対してナチスがその道を提示した．

もう一つの提示は，ドイツ理想主義の壮大な哲学体系によってもたらされた．
人間は，隣人を幸せにするための倫理的行為によって自己実現を図ることがで

するまで数多くの著書を残した哲学者である．彼の哲学は実存主義の起源と位
置づけられており，後にハイデッカー，サルトルにつながるものとされている．

その時代，イギリスでは資本主義の発展過程でさまざまな社会問題を生じ，
マルクスやYMCAを創設したウィリアムズがそれに立ち向かっていた（わが国
では明治維新を迎える頃である）．キルケゴールは社会問題とは一線を隔し，
時代や社会を超えた個人の問題に関心を集中した．その哲学は，人間は単独者
として人生に立ち向かわなければならず，そのあるべき実存の世界を考え抜い
たものであった．

ドラッカーは，ハンブルグの輸出商社に勤めていた19歳のとき，キルケゴー
ルの著作『おそれとおののき』に出会い，自らの人生を左右する衝撃を受けたと
される．偶然というよりは神に導かれて（providentially）出会ったと自ら書き
残している．そのころ，ほとんど他国語に翻訳されていなかったキルケゴール
著作に接するため，ドラッカーはデンマーク語を学んだ．そして，「あのとき，
私はただちに，私の人生は社会のなかにとどまりきることはないであろうし，
またそのようなことはできないであろうこと，そして，社会を超越した実存に
かかわる次元とかかわりつづけざるをえないであろうことを悟った（1）」と述べ
ている．いかに衝撃が大きかったか，ドラッカーの人生に大きな影響を与えた
かを想像することができる．

とは言え，ドラッカーの他の著作や論文はほとんど社会に関するものである．
しかしながら，ヒットラーやスターリンの想像を絶する悪辣さを体験しながら，
ドラッカーは，被創造物たる人間の実存にかかわる精神的・人間的次元をキル
ケゴールによって確認し，希望を確認して社会の問題に立ち向かうのである．
その意味で，キルケゴールによって影響を受けた精神的基盤のうえに立って，
ドラッカーは社会生態学者・経営学者としての歩みを続けたということができ
る．

ドラッカー論文の要旨

数年にわたって続いているキルケゴール・ブームは沈静に向かうのが望まし
い．なぜなら，ブームのなかで評価されているキルケゴール像は実態から離れ
ている．

18世紀までは，西洋における関心の中心は「人間の実存はいかにして可能か」
というものであった．しかし19世紀に入って関心は，「社会はいかにして可能
か」というものに変わっていった．ルソーやヘーゲル，そしてマルクスなどで
ある．重要なのは社会の存在であって，個々の人間などは問題にならず，社会
にかかわる存在としての「市民」が問題とされた．そこでは，人間にとって本質
的に重要な価値である「自由」は考慮されないことになってしまう．自由をめぐ
る人間の実存，真の生きざまは考慮されないことになってしまう．不平等とい
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いる．19世紀の半ば，マルクスが社会変革理論を発表した同時代人である（一
説によれば，マルクスとキルケゴールはドイツの大学で哲学者シェリングの講
義をともに学んだと言われる．一方は社会のあり方について，一方は個人のあ
り方について大胆な発言をした当時の巨人であった）．若い多感な頃のドラッ
カーが，理論的にも感性的にもキルケゴールから大きな影響を得たことが本論
文から読み取れる．ドラッカーは別の個所で『おそれとおののき』に出会ったと
きのことを，「何が起こったかを理解したのは，何年もたってからのことだ．
しかし私は，何かが起こったことはただちに知った．人間の実存にかかわるよ
うな何か新しい重大な次元に出会ったことを悟った（2）」と記している．
『おそれとおののき』は難解な本である．題材は旧約聖書の冒頭，アブラハム

の物語である．アブラハムは，年老いてやっと授かった愛してやまない息子イ
サクを，生贄として捧げるよう神に命じられる．息子を殺すという不条理と倫
理違反，そして神からの命令の狭間で，アブラハムは苦悩し，遂に神の命令に
無条件で従う決意をし，イサクを手にかけようとした瞬間，神の使いがそれを
止め，アブラハムの信仰の確かさが称揚されるという物語である．キルケゴー
ルは，普遍的な倫理よりも個人的な選択に決定的な不可欠性を与え（それが実
存主義の重要な特徴である），真理（キルケゴールやドラッカーの場合は神）の
前に立つ単独者としての個人を強調するのである．

ドラッカー著書のほとんど全部は，社会に関するものである．しかし，社会
が優先し，そのあり方が優れていればよいという立場をドラッカーは取らない．
人間の真の希望を確認するためには，社会だけでは十分ではなく，被造物たる
人間の実存にかかわる精神的次元の問題が不可欠とする．この論文はその確認
のために書かれたのである．

われわれは，ドラッカー経営学の深さは，その哲学的・人生論的基盤の上に
据えられた理論と実践にあることをあらためて認識しなければならない．ド
ラッカーの魅力は，意識するかしないかにかかわらず，その基盤の存在に由来
していると考えてよいであろう．ドラッカーが初めての著『経済人の終わり』で
予言した通り，全体主義が影響力を拡大し世界が恐怖した．ドラッカーの予言
は，キルケゴールの説いた「絶望」の結果と重ね合わせることができる．そして，
そこから脱出し，人間の希望のためにドラッカーが第2作『産業人の未来』で示
した「自由」の概念は，キルケゴールの主張と重なり合っている．ドラッカーの
いう，人間の本質としての自由は「責任ある選択」であり，それは真なるものに
対する「責任」ある意思決定と行動であり，個人が単独者として人生に向き合う
ことなのである．ドラッカーの社会や組織に関するビジョン，そしてそれを実
現するための理論と実践的支援は，キルケゴールから影響を受けたドラッカー
哲学に基盤を置いている．

キルケゴールにとっても，ドラッカーにとっても，人間は単独者として永遠
の問題にかかわることが本質的に重要と考えた．しかし同時に，人間は社会の

き，人間の実存を達成することができると考えた．しかしながら，倫理は相対
的である．倫理は絶対的なものを達成することはできない．究極的には，キル
ケゴールのいう絶望に帰着してしまう．それは，高潔性や勇気を与えることが
できたとしても，生死に対しては，いかなる意味も与えることができないから
である．

キルケゴールは，理性や倫理の次元と異なる答えを出す．社会における「罪」
の反意語は，「倫理」ではなく「信仰」であるとする．信仰とは，神において不可
能が可能になるという確信，神において時間と永遠が一体となり，生も死も同
時的に意味をもつという確信である．責任と自由が認識されてくる．

その典型的な人間像は，旧約聖書のアブラハムであり，その息子イサクを神
に捧げる物語である．それは，ドラッカーが神に導かれて読んだと告白するキ
ルケゴールの『おそれとおののき』に提示されている．そこに，信仰においての
み可能な，人間の実存が表出し，時間と永遠，単独者としての個人と社会にお
ける市民が，同時的に意味をもつことになる．信仰は，非合理的・感傷的・情
緒的・自然発生的なものではなく，真摯な思考と学習によって得られる．キル
ケゴールのいう絶望を理解することによって，誰にも手にすることが可能に
なってくる．

今日，キルケゴールを真に際立たせるものは，時流の評価と異なり，人間
の生きざまにおける実存の意味を強調しているところにある．キルケゴール・
ブームによって誇大宣伝されているような，心理学・美学・弁証法に長けてい
るからではない．キルケゴールは容易な道筋を提示したわけではない．しかし，
自らの生活と著作によって，緊張関係に臨むことなしに人間の実存はないこと
を示した．

人間に与えられた現実からは，簡単に孤独や矛盾を克服することはできない．
しかし，生きざまに意味を与えることによって，耐えられるものにすることが
できる．全体主義は，人間に死の覚悟を与える．それを過小評価するべきでは
ない．しかし，それだけでは十分ではない．キルケゴールの信仰は，人間に死
ぬ覚悟を与えてくれるばかりでなく，同時に生きる覚悟をも与えてくれるので
ある．

考察

この論文は，ドラッカーが終生自らの思想的基盤としたキルケゴールとの出
会いを題材に，個人の問題について書いた重要な著述である．キルケゴールと
の出会いがドラッカーの人生に大きな影響を残すものとなったのであった．そ
れがドラッカーの社会観・組織観の基盤となっていることは，われわれドラッ
カー研究者にとって認識すべき重要性をもっている．

キルケゴールは，前述したように，実存主義哲学の創始者として理解されて
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『断絶の時代』から学ぶこと

根岸正名
（宮大工修行中）

1.　はじめに―思うこと

ピーター・Ｆ・ドラッカー教授は大きく3つのテーマのことを書いている．
社会と経営と自己実現についてのことである．どれも面白く興味深い．その上
役に立つ．読んでいくことで現実の世界の景色が大きく変わっていくし，不透
明でよく見えなかった物事が少しずつ，少しずつ見えてくるようになり理解で
きるようになるからである.

今まで私が好んで読み，学び，実践してきたのはマネジメントの発明者とし
てのドラッカー教授が書いてきた文章であり方法論だった．

本書は，現代社会最高の哲人とされたドラッカー教授が，現在進行中で，す
でにクライマックスに入って久しい先進国社会の大転換期の到来を約40年前
の1969年に予告し，世界中に最も早く知らせた一冊である．「世紀の大ベスト
セラーだ」と聞いていたが，読んでみてそれも大きく頷ける．書かれている内
容が今の現実という感じであり，社会と自分自身について多くを学ぶことがで
きる．

1965年から73年の間のどこかで世の中のありとあらゆるものが変わり始め
た．そして，その変化は2030年頃まで続く．激動の時代であり，資本主義社
会からポスト資本主義社会を経て，その後の知識社会へと突入する．今では，
すでに常識となっているかのような話である．

この一冊の中で，取り上げられているのは大きな4つの断絶である．
第1に，新技術と新産業の誕生に伴う変化である．
第2に，世界経済の変化である．世界は1つのマーケットになり，グローバ

ルなショッピングセンターとなる．eコマースのもたらしたインパクトであり，
これもすでに現実に起きている話であり，事業をするうえでの大きな機会と
なっている．世界中の先進社会が大転換の中にあるのだから，「日本以外の国々
はどうなっているのか」という状況を知りたいと思うが，私はまだまだ勉強不
足である．　

第3に，社会と政治の変化である．政府への幻滅が広がる．これも現在進行

なかで現実の人生を歩み，社会のなかで生きざまが具体化されている．永遠と
いうタテ軸と社会というヨコ軸のなかに人間は存在し，両側面が一体化される．
ドラッカーの言葉を借りるならば，「精神において生きつつ，……社会的責任
において実践されるべきこと（3）」に行きつくことになる．精神としての人間が，
現実的な社会のなかで活き活きと歩む現実が見えてくる．それはまさに，ドラッ
カーがキルケゴールによって理解した「自由にして機能する」ことの実現そのも
のなのである．

評者としては，このようなつながりを，ドラッカー自身，その後社会から評
価を受けた諸著作において，誰にでも分かりやすい形で表現してもらいたかっ
た．彼の著作が，必ずしも深い人間観・社会観の基盤に立っているという読者
からの理解を得ないで，『創造する経営者』『経営者の条件』に典型的であるよ
うに，マネジメントを機能としてのみ理解する評価にもつながる危険を生じて
いるからである．

評者はこの夏，キルケゴールの足跡を尋ねて，彼が生活し思索したコペンハー
ゲンを旅した．ドラッカーがキルケゴールに学んで人生の基軸を見出し，その
上に立って社会を観察し展望したように，自分もまた，限りある時間軸のなか
で永遠軸を交差させていくことの重要性を思わされた．

もう一度本論文の最終行を味わって結びとしよう．ドラッカーは次の言葉で
締めくくる．「キルケゴールの信仰もまた，人に死ぬ覚悟を与えてくれる．し
かし，それは同時に，人に生きる覚悟をも与えてくれるものである（4）」と．

論文原典はPeter F. Drucker, “The Unfashionable Kierkegaard,” Sewanee Review, The University of 
the South, 1949, and The Ecological Vision, Transaction Publishers, 1993.

【注】

（1） P. F. Drucker, The Ecological Vision, Transaction Publishers, 1993. p. 425（上田惇生・佐々木実
智男・林正・田代正美訳『すでに起こった未来』，ダイヤモンド社，1994年，271-272頁．）

（2） Ibid. p. 425.（『同書』271頁．）
（3） Ibid. p. 438.（『同書』294頁．） 

（4） Ibid. p. 439.（『同書』296頁．）　
評者が参考にした，キルケゴール『おそれとおののき』は，松浪信三郎訳（河出書房新社，
1970年）によっている．

【略歴】 1939年生まれ，神戸大学経済学部卒業（経済学士）・桃山学院大学経営学研究科
修了（経営学博士），（株）クラレ勤務を経て現在島田事務所代表・大阪商業大学総
合経営学部教授，国際ボランティア学会理事・日本キリスト教海外医療協力会理
事・伊藤ハムCSR委員長，著書に『非営利組織のマネジメント』『NPOという生
き方』等．
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2．悩みの原因

驚かされてばかりで，気づかされ，学ぶことの多い一冊だが，今までの自分
自身が何を恐れて，何から逃げてきたのかが明確に理解できる．私だけではな
く今の若者，中でもフリーターやニートになってしまう人たちも同じだと思う．
今まではその正体が分からずにただ怯えているだけだった．

自分自身の将来や職業選択から日常生活の些細な行動の意思決定の重圧から
逃げていた．

失敗に対する不安や恐れ，確かに意思決定のプロセスの中には恐ろしい孤独
に陥る瞬間が存在する．気がつくと自分一人だけの世界に入っている．よくあ
ることである．

日本全体の経済が大きく成長していく中で少年期を過ごし，決められたレー
ルに乗って歩んでいけば，将来の不安もなく安定した素晴らしい人生が送れる
と信じてきたが，就職する青年期の頃には，すでにバブルは崩壊していて，そ
の信条はいつの間にか消えてしまっていた．

ドラッカー教授は教育についても大きな警鐘を鳴らしている．「最も刺激に
満ちた中国文明が14世紀から15世紀にかけてたどった没落の道と同じ道を歩
んでいる．しかも，すでに，あまりに遠くまできてしまった」と言う（3）．さら
に約40年後の今日，どれだけ没落の道を進んでしまったのだろうか．フリーター
やニートの問題が深刻である．

3．テクノロジストとしての挑戦

私にとって最も重要な断絶は技能者からテクノロジストへのコンセプトの変
化である．
「今日求められているのは知識の裏付けのもとに技能を習得し続ける者であ

る．純粋に理論的な者は少数でよい．しかし，技能の基礎として理論を使える
者は無数に必要とされている．それは技能者というよりもテクノロジストであ
る」（4）

テクノロジストをくだいて解釈すると，頭と身体，手を使って仕事をする人
という意味になる．この定義で世の中の仕事を見てみると7，8割の職業人が
テクノロジストといえるのではないだろうか．

私は，社寺建築というかなり特殊なものづくりの分野に属するテクノロジス
トを目指している．しかし，残念ながら今の自分をテクノロジストとは呼べな
い．理論的な知識をしっかりと仕事に使えていないからである．未熟でもある．

仕事はバリバリの肉体労働であり，言われたことを，しっかり忠実に実行し
て成果をあげることが最も求められる．よし悪しの判断や仕事の基準は親方に
ある．そして，与えられた役割，与えられた仕事の内容以上のことをするのが

形であり，残念ながら，私の目には，かなりひどい有様に映ってしまう．謎だ
らけであるし，ニュースを見ていても新聞を読んでいても理解に苦しむことが
ある．「世の中は分からないことだらけだ」という気持ちになる．

そして第4に知識の力の変化と地位の向上である．知識が仕事の中核的な資
源となり，人と人とが共有する目標に向かって働く社会になる．すでに現実で
ある．働くうえで身につけておかなければならない能力の中で，最も重要なも
のの一つになった．知識主義あるいは知本主義というべきか．金ではなく人が
中心の社会になった．そして，知識社会は労働寿命の延長によってもたらされ
たものであることに驚いた．これこそ最も大きな断絶だと捉えている．

私は，自分自身が働く組織については観察してみて自分なりに分析を試みる
こともあったが，自分が生きる社会について正面からしっかり考えてみるのは
実はこれが初めてである．

ものつくり大学を卒業し，働きだして現代の日本社会や国際社会に興味を抱
き始めた（1）．　

現実に直面したことが，その大きな理由だと思う．
日本史上，経済が最高潮の時代に生まれ，両親や学校，様々な人に甘え，頼っ

て，支えてもらって現実から遠い幸せな場所で大きくなってしまった．しかも
長い青年期を過ごしてしまった．例外的な人もいるが，一般的に私たちの世代
は恐ろしく稚拙なのだ．

社会とは何か．実は今まで社会についてもよく分からず，ピンとこなかった
が，今回「社会とは，多様な個と，彼らの物語からなるものであること」を知り，
それは興味深いし，面白いものだと思った（2）．感動することや心を打たれたり
することがあるかどうかは別として，確かに人は多様な生き物であり，興味や
関心も違い，それぞれの話を持ち，それぞれに固有の物語を持つ．

私たち若者は生まれてこの方，転換期の中で育ち，加速していく転換期しか
知らないという稀な世代である．

私は1982年の生まれだが，自分が生まれる17年前には，すでに転換期が始まっ
ている．同時に，これほど素晴らしい一冊が世界中で読まれていたという事実
が衝撃的だった．

振り返って考えてみると，今までの私は自分のことばかり考えていた．「仕
事において成果をあげる能力を身につけ向上させること」「自らの時間の使い
方を知ること，そして改善すること」「自らの属する組織への貢献を考えること」

「自らの強み，上司の強み，部下の強みを生かして働くこと」「最重要課題への
時間と能力の集中」「自らの成長のために何ができるか，いかにして成長して
成功していくか」「自分自身がどこまで伸びていけるか，どこまでも伸びてい
きたい」「いかにして自らをマネジメントするか」「何をもって記憶されたいか」
……自分だけ，自分のことだけしか考えてこなかった．意識の中に存在してい
るのは自分自身だけだった．何とちっぽけな存在か．
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とできずにいた．
私は，社寺建築の仕事をしていく上で最高の場所に身を置いている．世界文

化遺産や文化財が多く，夢のまた夢だと思っていた場所で働けている．今まで
相手にしてきた建物とはレベルが違う．桁違いだ．もっと仕事に燃えてもいい
と思う．転換期の最中にあり，すでに役に立たなくなってしまった古い伝統的
な慣習にとらわれずに，足元をすくわれることなく走りたい．

読み進めていく中で「技能と技術は人のものであり，人の幸せに貢献するた
めに使うべきものである」ということを示唆されているように感じた．人を幸
せにするのは文明であり，文明をつくるのは技能と技術だからである．

社寺建築の歴史は長いのだが，おそらくこの分野でドラッカー・マネジメン
トを実践するのは私がはじめてである．しっかりやりたいと考えている．

現実は厳しいが，今の苦しい状況を脱する鍵はドラッカー・マネジメントの
実践にあり，どこまでやれるかに掛かっている．

4．組織の運営―もう一つの成長の機会

組織で仕事をしていく上でのポイントは，働く人の一人ひとりから強みや輝
ける何かをいかに引き出し，それをいかに組み合わせるかであり，そこに組織
の面白さや醍醐味がある．

組織においては1＋1＝2ではない．マネジメント能力次第で1＋1＝10に
も1＋1＝20にもなる．

組織の運営は大変なことだと思う．成果をあげる経営者は本当にすごい．背
負っているものが大きいし，その責任の度合いと大きさが違う．

いつも気になり思うのは技とマネジメント研究会の運営のことだ（6）．ここの
ところ，朝と夕方の自転車での通勤時間やさらには仕事中，四六時中頭をよぎ
る．

技とマネジメント研究会のリーダーになってから，かれこれ1年半以上の時
間が流れてしまった．この間に私はリーダーとしてどれだけの貢献ができたの
だろうか．貢献とまではいかなくともどれだけのことに挑戦しただろうか．
「事業は自転車といっしょ．こがなきゃ止まっちゃう」とは上田惇生教授のマ

ネジメント論での印象深い言葉だった．私はしっかり自転車をこげていないと
いう実感が強い．上手くこげない．「もしかしたら，実は乗ってさえいない状
況に等しいのかもしれない」と内心焦ってしまう．しかし，焦っても成果はあ
がらないので取りあえず落ち着きたい．　

しかし，こうした姿勢は私自身のリーダーとしての責任および技とマネジメ
ント研究会の責任，ドラッカー学会への貢献の責任を考えた時に許されざるこ
とだと思う．まったくもって研究会のリーダーとしての今の自分自身は許され
ざる存在だ．早く運営していく力を身につけなければならない．苦しみながら

常に要求されている．すなわち，ベストを求めるということである．
他方，第二次世界大戦後，徒弟制度が廃止され，職人の育成ができなくなっ

た．職人の存続が難しい現在に，「いかにして本物の伝統木造建築をつくって
いくのか」が大きな課題となっている．

古えより，社寺建築の世界，とりわけ宮大工は長い年月をかけて，じっくり
と技の修得に励んできたが，それが転換期の最中にあってできなくなった（5）．
失われた約20年の不況の影響も大きいが，工期が大幅に短縮されてしまって
いるから，現場は慌ただしく，どんどん仕事をしなければならない．一生懸命
働くが，しっかりした腕を持つ宮大工が育ちにくい．

ということは，技の習得という意味では皆と同じことをしていたのでは至ら
ないかもしれないということである．極めて多くのことに取り組まなければな
らない．いや，それだけではない．時間の使い方もそうだし，高いモチベーショ
ンを維持し続けていくことも重要である．　

仕事においても，プライベートにおいても，おそらくは誰もやっていないこ
とに取り組まなければならない．

いろいろな職人が様々な助言をしてくれるが，「職人に年齢なんて関係ない．
経験値でもない．どこまで追求していけるかだ」という言葉が一番ありがたい．
仕事を経験していくことほど大切なものはない．だからこそ「今は見習いだし，
ここまでにしておこう」という考えはやめたい．まだまだ経験は浅いが，学生
時代に身につけた方法論と社会に出て苦労して自分でつかんだものを信じてよ
い．モチベーションをガンガン高めて強みと卓越性，シミュレーションとイメー
ジトレーニングで勝負しようと心に決めた．

ただ同じことを繰り返しやっているのでは意味がない．改善が必要不可欠で
あるし，今よりももっと挑戦的な姿勢と野心を持つことが重要であると考えた．

加えて，仕事には様々な側面があると思う．自分自身やライバルに勝負を仕
掛けていく姿勢も必要だが，その前に「どの側面で勝負していくのか」というこ
とが大きな意味を持つ．
「この人には負けたくない」「一番になりたい」というのはよく聞く話で，あ

らゆる人が人生のどこかの段階で一度はそう思うのではないだろうか．
確かに勉強や仕事にはそういった競争の面も存在する．私も「絶対に負けた

くない」と思ったことが数え切れないほどあるが，それは組織で働く上で間違
えている気がするし，的外れでさえあるという気がしている．お互いの強みを
生かすというところで勝負するべきだ．

今の私は組織全体の成果への貢献度で勝負していきたい．ここに大きな可能
性や輝く何かがある気がしてならない．

テクノロジストとしての個を確立するために，最初にしなければならないこ
とは技能を学ぶための基礎として必要な知識を得るということである．テクノ
ロジストは知識労働者だから当然といえば当然のことだが，今まではしっかり
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【注】

（1） ものづくり産業の担い手たるテクノロジストを育成するための4年制の私立大学．
（2） 『ドラッカーわが軌跡』序文より引用．
（3） 『断絶の時代』p.316，317より引用．
（4） 『断絶の時代』p.318より引用．
（5） 社寺建築の施工を専門とする大工．
（6） ドラッカー学会の一つの研究会．テクノロジストが仕事をしていくうえでのマネジメン

トの研究を進めている．

【略歴】 1982年生まれ．2006年3月，ものつくり大学建設技能工芸学科卒業．現在，
京都にてテクノロジストを目指している．技とマネジメント研究会を主宰．

も楽しんでいきたい．
技とマネジメント研究会はドラッカー学会の中の一つの組織である．ドラッ

カー学会のHPに技とマネジメント研究会のHPをリンクさせていただき，ド
ラッカー学会年報『文明とマネジメント』で紹介していただいているのはその証
であると思う（「支部・研究会の活動」を参照）．

未経験のことに挑戦するのはなかなか難しく上手くいかないことの方が多
い．それは当然のことで，何をするにも初めてのことというのは予想していな
かった壁にぶつかる．

ポイントは走る場所を決めて，どんどんその道で活躍している人に会って話
をしてもらって刺激を受けること，助言をいただくこと，多くを学ぶことだ．
それをどんどんやっていこう．自分自身を大きく変え，成長させる機会でもあ
る．仕事以外で成長する大きな機会を持てた自分は最高に幸せである．リーダー
としての責任を果たせる自分になりたいと考えている．

5．結び―目指すところ

今の日本社会は鬱々としていて暗く，元気がない．若者に元気がない．これ
では，金ではなく人が中心となったせっかくの知識社会が台無しである．「日
本が暗くて元気がないから私が頑張る」と今まではなかなか言えなかったが，
誰かの活躍に期待し，誰かを頼るのはもうやめようと考えた．だいたい，両親
や学校，いろいろな人に頼り，甘え，現実から遠い幸せな場所で生きてきた．
戦後の復興を成し遂げ，世界第2位の経済大国を築き上げてきた偉大な世代の
イノベーションを貪ってきた．

私の一番の関心はものづくり産業のこれからについてのことである．第二次
世界大戦で廃墟となり誰も復興を可能としなかった状態から日本を再生させ復
興し，経済発展を成し遂げたのは，ものづくり産業の企業マネジメントの成果
だった．

現実は厳しい．でも，あえて困難な道を選ぶべきだと思う．誰もやっていな
いことに挑戦すべきである．そこに価値がある．要求水準の高い物事ほど自ら
と他の者を成長させる．
「真摯であれば道は拓ける」とは最も印象深く，勇気づけられている上田惇生

教授の言葉である．そう，真摯であれば必ず道は拓けるのだ，必ず拓いてみせる．
もっと頼りがいのある存在になりたい．日本が暗いから明るくしたい．他の

誰かじゃなく，私が頑張る．
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読み返してみると，そのときには自分の書き込みなのに意味がまったくわから
なくなっていたりする．ドラッカーの言葉が普遍的である証だと思う．普遍的
なものに刺激されて発するこちら側の思考に脈絡がない．それだけなのだ．こ
こがドラッカーのすばらしさだと思う．どんな読み方をしてもいいし，どんな
使い方をしてもいい．読み手に過分な要求をしない．それでいて読み手の要求
を手にとるように理解している．そして読み手の言葉で語ってくれる．ちなみ
に，名言集に書き込む方法は他にも実践されている方が多くいると，あとになっ
て知った．

私は事業家だから，彼の言葉も事業家として読む．彼はこんなことを言って
いる．
「一人の指揮者のもとで数百人の音楽家が共に演奏できるのは，全員が同じ

楽譜を持っているからである．楽譜が，指揮者やフルートやティンパニーの奏
者に対し，だれが何をいつ演奏すべきかを教える．」（『新しい現実』）

私はこの比喩がとても好きだし，誰もが簡単に理解できると思う．みんなが
組織の中で，役割は違っても同じ楽譜を持っている．素敵なことだと思う．そ
の楽譜をつくり，それをもとに指揮をするのが事業家であり経営者というわけ
だ．楽譜には理念，夢，モラルなどが書き込まれている．何と絶妙な比喩なの
だろう．

こんなすごいことをさらりと言ってのけられるのは，ドラッカーが並の学
者・コンサルタントではないからだ．器が違う．とてつもなく大きいもの，た
とえば人類や文明といったものから個々の人としてのあり方まで，俯瞰的にも
のを見ている．文明，社会，人にまで目配りできる不世出の論者だったのだ．
いかに小さな存在も，大きなものにつながっていることをいつも実感させてく
れる．経営者にとってこれほど大切なことはない．一市民としても清廉だった．

ビジネスの基本を自然から学ぶ

現在，宣伝会議という会社をはじめ，十数社の企業経営に携わっている．現
在の私の活動について，述べてみたいと思う．

事業をしてきて30年になるが，苦労と思ったことは一度もない．どれをど
う考えても，大変と思ったことはなかった．心からの感想だ．

事業を行うことは私にとって，呼吸をするように自然な行為だったのかもし
れない．もちろん，予期せざるトラブルなどは山のように経験した．頼みにし
ていた社員が退社したり，仕事が依頼されなかったり，そんなことは数え切れ
ないほどある．でも不思議なほど辛さはなかった．それらは私にとっては事業
家として避けて通れないプロセスの一つに過ぎなかった．事業というものは，
思うようにならないほうが当たり前だ．そういう心づもりでいたから，何があっ
ても落胆することはなかった．

事業家の本分

東 英弥
（（株）宣伝会議）

気づかせてくれる存在

ドラッカーの本を折に触れて読むようになって，20年以上にはなると思う．
私にとってドラッカーとは，勉強を教えてくれる存在ではない．むしろ，私自
身が何を考えているのか，何をしたいと思っているのか，何者なのかを気づか
せてくれる，そんな存在である．

体系的な読み方をしてきたわけではない．あまり深く語れるものはない．た
だ，少なくとも私にとって，事業家として読むに値する唯一の存在だと思う．

事業をはじめて30年になる．気が向いたとき，彼の著作を手にする．何と
なく手にして，ページをめくってみる．どの作品も，どのページも，無駄とい
うものがない．必ずなにがしかの発見をもたらしてくれる．共感し，響鳴する．
気づくと頭も心も整理されている．　

ドラッカーのいいところは何といっても明るいところだ．読む者の気持ちも
明るくなる．何かが晴れてくる．最近ちょっとバランスが悪いなとか，今の自
分に少し不満があるときに読んでみる．読むと不思議に靄がとれてきて，得し
た気持ちになる．　

何度も読み返している本がいくつもある．わけても私にとって大切なのは，
『経営の哲学』『仕事の哲学』である．いわゆる名言集として比較的最近日本で
編集されたものだ．

そもそも私は本を読むというより本を「使う」ほうだ．あまり分析的な読み方
はしないし，得意ではない．もちろん，ドラッカーの思想も分析しようなどと
だいそれたことは思わない．『経営の哲学』『仕事の哲学』には隠れた効用があ
る．言葉そのものもさることながら，余白が広いところにある．空いたところ
に，読んで心に浮かぶことをすかさず書き込んでおく．アイデア，考え方，も
のの見方，何でも書き込んでおく．新しいビジネスモデルや，構想中のスケッ
チを書き込む場合もある．書き込むこと自体が楽しい．知的興奮を呼び醒まし，
行動に駆り立ててくれる．

自身の書き込みを後になって読み返すということは意外にない．ごくたまに
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魚は驚いて逃げる．逃げる先は水路以外にない．その先に罠を仕掛けておく．
こうすれば，誰がやっても魚をつかまえることができるというわけだ．私が魚
採り名人になる第一歩だった．

ここで学んだことがある．魚を採りたいのなら，まず魚がいるところを見極
めなければならないことだ．さらに魚がいることを確認したら，つかまえるた
めの合理的な方法，つまり仕組みや仕掛けといわれるものがなくてはならない
ということだ．

これはビジネスとして私が30年間行ってきたことと同じである．マーケティ
ングや宣伝，広告などで，魚のいないところに網を仕掛けても意味はない．直
観と合理を併用し，市場があるかどうかを見極めることが大切である．

実際，私は自然から多くを学んだし，自然から大きな気づきをもらった．そ
れは何よりも楽しく，わくわくする体験だった．もちろん，自然はいつも親切
なわけではない．他方で，とても怖いものでもある．要は考えられないほどに
さまざまな顔を持っているということだ．自然同様，社会も人間も百面相も千
面相もある．

私はこんなふうに，自然から学んだことを社会に適用してきたふしがある．
『ファーブル昆虫記』を読んで，虫の世界を縮図に人間社会を理解するのに似て
いるかもしれない．でも考えてみれば，ドラッカーも，自然と社会とで，その
観察姿勢に本質的な区分を設けなかった．彼は自らを社会生態学者という．自
然を見るようにありのままに人間社会をとらえる彼の姿勢は，今なお共感して
やまぬものがある．

実業家の精神―父が遺したもの

私自身は，世間で思われているほど事業というものを特別なものとも，才能
ある人の特権的技能とも考えていない．この社会や文明を展開していくための
工夫の一つに過ぎないというのが私の考えだ．

だが，そのときに大切なのは，人として「何をするか」以前に，「どうあるか」
という存在レベルでの価値ではないかと思う．存在レベルで人を大切にできな
い会社が，世の一翼を担うことはできないし，存在レベルで人を大切にできな
い社会が，人を幸せにできるとも思わない．

私にこのような事業観を教えてくれたのは父である．父も事業家で，貿易会
社を経営していた．ワイヤロープや発電機の輸出を手がけていた．小さい頃，
私はよく父に横浜港に連れて行ってもらった．父はこんなふうに仕事というも
ののスケールの大きさを見せてくれたものだ．せわしない港の風景を眼下に収
めながら，貿易のすばらしさを語っていた父を今も覚えている．

私は6人兄弟の3番目である．年齢もばらばらの大家族であった．父の事業は，
常に順風満帆だったわけではない．しかし，どんなときでも，父は子どもの教

他の分野でいえば，苦労したことはあった．事業家として成功するうちに，
40代以降，大学の非常勤講師や研究員，客員教授などを引き受けざるをえな
くなった．だが，どうも教室で講義したりするのは準備を含めて心から辛いと
思う．やはり私は生粋の事業家で，教室や研究室の人間ではない．

事業家であると自己認識したのは，かなり早かった．25歳で創業したころ
から，なぜか自信があった．創業してまもなく，十数名が採用面接に来てくれた．
私はこの方々に，話したことを今もよく覚えている．こんな風だったと思う．
「企業とは生産要素を投入して，アウトプットを永続的に出し続ける存在で

ある．永続というところがポイントだ．まさに今あなたたちが来た場所が，今
は小さいながら大きな企業に成長していく．それは間違いのないことだ．まだ
小さいうちに関係を持っておくと，大きくなったときに創業者利得を手にでき
る．だから，当社を就職先に選んでほしい」

このときにふと思った．私は事業家であり，企業家であり，産業人なのだと．
他の何者でもないのだと．

もちろん，その前から事業の経験がなかったわけではない．だが，自分がど
の世界の住人であるかをはっきり認識したのは，このときからだった．

だが，創業に先立つはるか前に，私は自分が何者なのかを漠然とながら理解
はしていた．

小学校に上がる前のちょっとしたエピソードがある．幼少時代を過ごした横
浜には当時，きれいな小川がずいぶんあって，よく子供たちが魚採りをしてい
た．

あるとき，私よりだいぶ年上の小学生が3人で，川から農業用水を引き込む
水路の孔のところで網を持ってがやがやと何かしていた．川は小高い土手の向
こう側を流れている．一人がその土手の上に勢いよく上がっていったので，小
さい私もわからないままについていった．そこにはいったん水をためておく池
があった．そこでさっきの小学生が水面を激しく叩いている．沈殿する泥が広
がって，ため池全体が茶色にくすむ．水は下の水路の孔につながっている．一
渡りたたき終わると，慌てて下に走っていく．もちろん私もついていった．

すると，ため池の泥水が水路を伝って流れ，ちょうど孔まで到達するところ
だった．透明だったはずの流れは泥で底も見えなくなっていた．そのとき，よ
いしょという数人の大きなかけ声が聞こえた．しかけておいた網を持ち上げる
声だ．なかをのぞいてみると，フナやコイ，ハヤといった川魚，しかも大きな
のがたくさんはねていた．網の柄が重さでしなっていた．

彼らは追い込み漁法をしていたのだ．本当に驚いた．
しばらくして，今度は一人で網を持って同じ場所に行ってみた．同じポイン

トに網を仕掛けて，同じようにため池を叩いてみる．案の定網にはたくさんの
魚が入っている．一人でもできたのが何よりうれしかったし，私の仮説が正し
かったことが自信を深めてくれた．まず，ため池には魚がいる．そこを叩く．
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おいて後悔せず」である．この一文をずっと筆箱に書き付けておいた時期があっ
た．今も座右の銘としている．

もう一つは，リクルートの社是「自ら機会を創り出し，機会によって自らを
変えよ」である．これは創業者の江副浩正氏がドラッカーの『現代の経営』の一
文から着想を得たものという．チャンスは自らが創り出すもの．そして，自ら
創り出したチャンスが違う未来を創っていく．すばらしい言葉だと思う．かつ
てリクルートはこの社是をプレートにしており，それをたくさんいただいてき
ては私の会社のあちこちに置いていた時期もあった．

最近では「意志あるところに道は開ける」をよく使っている．よくある言葉だ
から，どこかにあったものが頭の片隅に残っていたのかもしれない．だが，社
是をつくるにあたって真っ先に浮かんだのがこれだった．具体的な目的はなく
とも「何かしたい」という意志があるだけで，人も会社もまったく違うものと
なる．事業家のみならず，社会を生きる者すべてにいえることだ．そう考える
と，逆に言えば無感覚，無関心，無批判が停滞の犯人ということになる．すべ
て25歳のときに気づいたことだった．

まず意志がなければならない．意志に時間軸を与えると，目標や計画となる．
「映画を観たい」という意志があったとする．そこに「来週中に」という時間軸を
与える．そうすると，空いている時間の調整が始まり，計画ができる．さらに，
何時に行こうかとか，どの映画を観ようかとか，誰と行こうかとか，何を食べ
ようか，何を着ていこうかなどなど，具体的な行動が次から次へと出てくる．
いわば単なるアイデアが行動に変わっていくわけだ．これはすごいことだと思
う．だからこそ，はじめに必要なのは意志の力なのである．

では，なぜ私は創業を志したのか．私の創業の意志は何だったのか．今になっ
て改めて考えてみると，いくつか明確な理由があった．

一つは，生活向上である．もちろん私自身の生活向上もある．だがそれだけ
ではない．社会全体の生活向上である．社会全体の生活向上に資するものとい
えば，事業を発展させる以上のものはないと思った．目的が明確だったから，
そのために懸命に努力した．また，節約もした．今なお私は節倹を旨としてい
る．私は経営者という役割と責任をもらっているだけで，人間として偉いわけ
ではない．だから，特別な生活を望まなかった．

節制を旨としつつ，攻めの経営を行う．そうすると，利益は自然にたまって
くる．結果として，仕事をはじめて30年，一度も赤字を出したことはない．

ある程度自分や社員の生活向上が実現されてくると，次は企業としての価値
向上や社会的使命に意識が向いてくる．もちろん売上げや知名度を上げること
も大切だ．従業員にはなるべく多くの給料が払えるほうがいいし，やりがいが
あって仕事そのものが楽しいのも大事だ．考えれば考えるほどさまざまな条件
が頭を駆けめぐる．だが，そんな問題意識を持つうちにさらに高次の問いとし
て「理想的な企業とは何か」を真剣に考えるようになっていった．

育に熱心だった．6人全員を大学に進学させることに情熱を傾けてくれた．父
は自らも苦学して大学を卒業していたので，教育というものの大切さ，かけが
えのなさをよく知っていた．教育が人を創り，人が社会を創る．この事実をよ
く知っていた．

さらには，父は教育の力を正当化するだけの思想をも身に付けようとしてい
た．事業が困難だった時期，父はほとんど一から哲学の研究をはじめた．亡く
なったときには，『アリストテレス全集』をはじめ，じつに多岐に渡るたくさん
の哲学・思想書を遺した．どれも丁寧に保管されていた．一冊一冊紙に包んで
あり，「さわるときは手を洗うこと」と書いてあった．それほどまでに大事にし
ていた．

私達に対しても，ダンテの『神曲』を読ませて感想文を書かせたりなど，子供
にはわけのわからないこともよくあった．夢を語るときには，きまってスピノ
ザの人生論が引用された．スピノザが，思索の傍らレンズを磨いて生計を立て
ていたという伝承は有名である．そんなスピノザと自らの人生史と重ね合わせ
るとともに，自らの事業への思いを私に伝えたかったのだろうと思う．

また，父は私の才能を見抜いていたように思う．私がこんなことをいうのも
口はばったいが，父は私に人並み外れた応用力や行動力，それと根性を見出し
ていたようだ．父が何か一言いうと，私はそれをいくつものパターンや可能性
に膨らませて解釈した．そんな私を見て，父は学業において秀才であることよ
り，むしろ実践の面で持てる才能を開花させたいと思ったようだ．だから本当
によく手伝いをした．父は実践を通して自然に私の中にある事業家的な才覚を
開発してくれた．

私は今，12の事業を経営している．うち，11の事業を自ら起こした．しかし，
精神的には2代目だと思う．私の精神的ヴィタミンは父によって注入されたこ
とを実感するからだ．

何のための事業か―意志あるところに道は開ける

2008年の8月1日で，私が仕事をはじめてちょうど30年になった．事業を
はじめたころの自分をよく覚えている．本当は7月1日に広告会社を創業した
いと思っていた．だが，ひょんなことで，ある大手広告会社の創業記念日が7
月1日であることを知った．それならばと思い，わざわざ1カ月ずらして，8
月1日にした．

当時の社名を伝創舎（後に伝創社）という．ミッションは文字通り伝えて創る
というところにあった．そのうち人がどんどん集まりだして，企業としても活
気が出てきた．

事業家になるにあたって刺激を受けた言葉がいくつかあった．小学校高学年
のころ，とりわけ好きな言葉があった．何かで読んだ宮本武蔵の言葉「我事に
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動かなくてはいけない．動き続けなくてはならない．
いうなれば毎日がイノベーションである．生きることそのものがイノベー

ションである．頼まれなくとも環境は変わっていく．往く川の流れは絶えずし
てまたもとの水にあらずという．これが自然である．自然に逆らうのは愚かで
ある．

イノベーションについて，私の会社の理念との関係で少し述べておきたい．
宣伝会議の企業理念は「私達は宣伝・広告界の発展に貢献します」とあり，3大
原則として，（1）整理整頓，（2）時間厳守，（3）正確迅速としてある．まず，何
をするべきか，何を優先すべきかを理念に沿って整理整頓し，次にいつまでに
行うかを決め，時間を守り，そして正確迅速に進める．間違うと何倍もの時間
がかかるし，早く行うと次なる整理整頓の中からするべきことを決める．これ
が私にとってのイノベーションのテーマである．みなどちらかといえば地味な
ものだ．少なくとも華々しいものではない．だがイノベーションとは本質的に
地味なものだ．むしろストイックなものかもしれない．二宮金次郎は偉大なイ
ノベーターだった．澁澤榮一もそうだった．共通するのは，革新が地に足つい
たものであったことだ．人前でこれみよがしにラッパを吹き鳴らすものではな
かった．むしろ毎日こつこつ行うべき地道さが特徴だ．真面目に仕事に取り組
んで，知識を得て研究し自己を磨く．これが宣伝会議のイノベーションである．

だが，今もしばしば頭をよぎる問いがある．「事業家とは何なのか」という問
いである．バブル時代をはじめ浮き名をはせた経営者たちは，今では見る影も
なくなってしまった者も少なくない．

彼らは事業家であったのか．そうは思わない．本物の事業家か否かを確かめ
るためには，「何のために事業を行うのか」と問うてみればよい．この問いは致
命的に大事だ．これを忘れたらそもそも事業などないからだ．この点にまった
く頭が及ばない事業家が増えてきたのが現代最大の問題ではないかと思う．

今の事業あるいは事業家にもっとも欠如したものがあるとしたら，真摯な自
らへの問いかけである．確かに企業とは生産要素を投入することで継続的に利
益をあげていかねばならない．利益は目的ではないが，存続の条件である．利
益とは企業の目的の遂行と引き替えに社会からいただくものである．そこで絶
対に避けて通れない問いが，「何のために事業を行うのか」なのである．

では，私にとっての事業の目的とは何か．私の定義は簡単である．「必要と
されている．だから行う」，これだけである．言い換えれば，社会で足りない
ものを埋めることである．道路に穴が空いていて歩きづらい．ならばその穴を
埋めて歩きやすくする．社会にはこんな穴が無数に空いている．

穴が物質とは限らない．情報であることもあるし，知識であることもある．
人材であることもある．必要なものがどこにあるかを教えてあげるのが宣伝会
議の仕事だ．仕事とは高度の必要性に裏打ちされていなければならない．社会
の必要性を相手にしているわけだから，企業を社会的存在とするのは改めてい

今でこそ，CSR（企業の社会的責任）という．だが，事業家なら誰でも考え
てきたことのはずだ．むろん私も特別のものと考えたことはなかった．という
のも，仕事をする中で，多くの会社が無惨にも倒産していくのを目の当たりに
した．みな社会的責任を果たせない会社だった．証券会社もあったし，流通企
業もあった．

だいぶ前のことになる．あるシンクタンクのマーケティング・ツール作成を
依頼されたことがあった．その会社の経営者とは親しい間柄となり，その縁も
あって「『100社』会」なるベンチャー経営者の会を立ち上げるというので，付き
合いで同人になった．新興企業100社が切磋琢磨してみな成長するための会だっ
た．私の会社は名簿で言うと相当下のほうだったし，当時は規模もささやかな
ものだった．

では，100社のうち，今残っている会社はいくつか．私の会社だけ，つまり
1社だった．99社が姿を消した．コンサルを生業とするシンクタンクに集まっ
た会社の99％が倒産した．平成バブルの前か後かも関係なく，次々に潰れて
いく．「なぜあの会社は潰れたのだろう？」という問いが自然に湧き上がってく
る．

答えはすぐにわかった．社会に役に立たない会社，つまり社会的責任が果た
せない会社が潰れたということである．このことを体感させられた．

社会でどう役立っているか―．ビジネスをする者にとって究極の問いだと
思う．どんなに華々しくとも，威勢がよくとも，この条件が満たされなければ，
100％倒産する．一つの例外だってありはしない．そんなことをつくづく考え
させられてきた．今なおいつも頭にあるのがこの問いだ．

企業が社会を変える―事業家の本分

私はかねてより企業こそが社会を変えうる主役なのだという信念を持ち続け
てきた．それはなぜか．企業が社会の中心を占める存在との確信があるためで
ある．とするならば，企業が何をなすべきかを追求し革新を怠らなければ，自
ずと社会は変わっていくことになる．ドラッカーも企業を社会の中心的機関と
した．その慧眼には頭が下がる．

革新やイノベーションとは特別なことではない．放っておいても，昨日の自
分と今日の自分は違う．持つ情報も違う．生物的にも細胞レベルで違う．感情
も知能も違う．そのような変化の中で昨日よりも今日をよくする，今日よりも
明日をよいものにする．このためには意志をともなう行動が必要となる．

たとえば，今ある状態をさらに効率的なものにする．シンプルなものにする．
美しくする．望ましい変化を意志を持って，自覚的に行う．これが私のイノベー
ションの定義だ．だが，考えてみればおおげさなことではない．誰でも行って
いることである．さらに言えば難しいものでもない．ただし，そのためには，
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う．この前提がなければ，いくらマネジメントを精緻化しても何の意味もない．
かえって害悪になるばかりである．マネジメントとは，文明のための方法論だ
からである．

私自身マネジメントを生業としてかなりの時間が経つ．だが，ドラッカーも
言うように，マネジメントとは科学ではない．では，マネジメントとは何か．
緻密に提示することは得意ではないが，私の考えるマネジメントについて述べ
てみたい．

まず，もっとも大事なのは理念である．何を目指しているのかに関わるコン
セプトである．理念は言語化されなければ用をなさない．人に伝わらない理念
は存在しないのと同じである．同時に，その理念を日常的にきちんと伝えなけ
ればならない．

次に理念を実現するための目的である．理念が明確ならば，そこから目的を
引き出すのは難しいことではない．逆に言うと，目的が明確でないのならば，
そもそも理念が不明確なのであり，誰も理解できない理念ということになる．
理念なき目的は空虚であり，目的なき理念は無内容である．目的と時間とは密
接な関係がある．目的が目的たるゆえんは，そこに時間軸が織り込まれている
ところにある．そこに目的の具体性があるわけだ．

つまりマネジメントには数値管理が必要な場面が少なくない．ものごとには
必ず定量的に把握できる側面がある．定量化がすべでてはない．だが評価には
尺度が必要である．時間も同じである．

それと，あまりいわれないことかもしれないけれど，「気配り」はマネジメン
トにとって大変重要だと思う．あまりマネジャーが気配りについて話すのを聞
いたことはない．だが，事業に携わるものにとって絶対不可欠な姿勢である．
気配りとはむろん人や組織に対するものである．同様に，未来のリスクや可能
性に対するものでもなければならない．あえて言い換えれば，想像力だ．自ら
の周囲全般で起こることを慮る力である．相手の立場，相手の言語を想像し，
わがこととして考える能力である．

付随して言うと，「優しさ」もある．優しさとは人に対するものである．人に
対してのみ意味を持つ姿勢である．優しさはマネジメントの潤滑油どころでは
ない．大前提としなければならない．言い換えれば，優しさとは人間らしさで
ある．心の交流である．ゆえに表面的な優しさはときに人を傷つける．「疲れ
たろうから早く帰っていいよ」というのは時折相手の成長にとってマイナスに
なることがある．優しさとは，成長への要望である．本気で相手の未来を考え
ることである．

また，繰り返しになるが，マネジメントとは社会的機能である．社会からか
け離れているところにマネジメントはない．これは断言していいと思う．だか
ら，常に社会の現在だけでなく未来を考えることである．どんなに華々しく立
派な行いであっても，未来を視野に入れざる事業は無責任である．いかなると

うまでもないほどに当然なのだ．同時に，社会の必要性を組織的に満たすこと
が真の意味でできるのは，企業なのである．ドラッカーのいう産業社会が組織
社会であり企業社会であるゆえんである．

今現在も，バブル期にまさるとも劣らない浅薄な理念しか持ちえぬ事業家は
少なくない．そのようなところにうっかり新卒で入ってしまう社員は悲劇であ
る．ひいては社員全員が不幸になる．罪深いことだと思う．私はそんな事業家
を「バブル的」と形容している．バブルとは泡だ．いつかはじけるのが宿命であ
る．私はそのようなものを事業とは呼ばない．まして実業とは呼ばない．あえ
ていえば虚業である．必要性に裏打ちされていないものには必ず嘘がある．虚
偽がある．商品でもサービスでも同様である．国産とつくと高く売れるからと
いうだけで，偽って売ってしまう．それは私心にもとづくものであって，社会
を搾取する．社会を悪くする．

社会の理念と合致しないものは排除されてしかるべきである．実際に，バブ
ル的な経営者が長続きすることはない．

市場もお金も企業も，みんな公的な観点から考えなければ意味をなさなくな
る．すべては社会の一員という意識があってはじめて意味を持つ．産業に携わ
る者はすべからく，主語は「私」ではなく，「われわれ」であるべきだと思う．心
からそう思う．

マネジメントとは文明のための方法論

企業トップが陥りがちな間違いの一つは，あらゆる人間が平等であるという
何ら変哲のない事実を忘れることである．あるのは役割分担だけである．社長
だから偉いわけではない．取締役だから特権が与えられるわけではない．

だが多くの場合，企業トップは自分というものがわかっていない．勘違いし
ている．今までずいぶんそんな経営者に会ってきた．そのたびに，企業社会が
不健全になっていく元凶が彼らであることを実感してきたし，私自身も襟を正
してきた．もちろん責任の違いというものはある．ゆえに所得の違いもある．
だが役割に高い低いはなく，まして貴賎のあろうはずがない．

だから，トップは欲を満たすために富を使ってはいけない．これは私の持論
である．金銭を中心に考える，これだけで経営者としての適性がないといって
よいと思う．たとえば，政府から補助金をもらうことばかり考えているのに，
返す気はゼロの経営者は少なくない．得た補助金で新たに社員を採用したりす
る．そんなお金で採用された社員はかわいそうである．

いずれも実業というものを理解せず，理解しようともしていない．自らを文
明を担う者とする高貴な自負心など持ち合わせていない．ドラッカーの発言は，
あくまでも実業人への助言であった．虚業人に対するものではなかった．だか
らこそ，ドラッカーを読む者は実業人としての自負心を持たねばならないと思
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ある．「事」を何と定義するかは人それぞれである．ならば，事業は誰でもでき
なければおかしい．そのための方法論や事例について可能なかぎりきちんと体
系的・客観的に知識を蓄積し，発展させていく機関が必要である．それは高等
教育機関でなされるべきものである．

もっぱら事業家としての自らとドラッカーとの関わりを話してきた．最後に，
ドラッカーの「何をもって憶えられたいか」の問いについて一言述べて締めくく
りたい．事業とは次の世代への志のリレーである．私は人として記憶されるよ
りも，当たり前過ぎて誰も気にとめない仕組みの発案者でありたい．私の作る
仕組みのうちどれを役立ててくれるかは後世の人々の決めることである．事業
家にとって大事なのは事であって，名ではない．われわれの身の回りには作っ
た人の名など残っていないものに満ちあふれている．そうなれば事業家として
本望である．（談）

聞き手／構成　井坂康志

【略歴】 1952年神奈川県横浜市生まれ．（株）宣伝会議代表取締役会長．早稲田大学大学
院商学研究科修士課程修了．1978年広告会社創業，現在までに11社を設立．
1992年，広告コミュニケーション分野の出版・教育事業の（株）宣伝会議を引き継
ぎ，代表取締役に就任．2005年より（社）日本広報学会理事，早稲田大学日本地
域文化研究所副所長，2008年より早稲田大学客員教授を務める．日本広告学会，
日本広報学会，（社）日米協会ほかに所属．主な著書に『図解でわかる部門の仕事 
宣伝部』（日本能率協会）『ブランドと広告ビジネス―ブランディングを基軸と
した広告会社の評価システム』（早稲田大学出版部）『統合型ブランドコミュニケ
ーション』（早稲田大学出版部）がある．

きでも未来を考えることだ．

教育・研究への架け橋

最後に，今後の方向性についてお話ししたいと思う．
これまで事業の分野で活動してきたが，私自身は事業というものに一切の区

分を設けてこなかった．営利企業を立ち上げ，運営することばかりが事業では
ない．そこに営利・非営利は関係ない．社会に貢献し，文明を前進させるとい
う大目標さえ一致していれば，すべてともに手を携えるべきだと信じている．

私自身の最終的な関心は，大学から社会に出る，誰もが通る人生のポイント
にある．何ごとにも決定的瞬間がある．いかなる人生にも決定的瞬間がある．
就職はその典型である．何も知らない学生から，社会的な役割を果たす存在に
なる．これは一人の人間の中では大革命と呼ぶべき変化である．

だから，本来就職活動とはとてつもなく大切なものである．それによって，
社会生活のみならず人生の質まで影響を受けるからだ．それほどまでに大事な
ものであるのならば，希望する業界のことを徹底的に調べ上げるのが当然なの
だ．現在はゆうに5割以上が大学に行く．ならば大学で職業教育を徹底しなけ
ればならないはずである．つまり，大学が職業教育のリーダーシップをとるべ
きなのである．だが，それができているとはいいがたい．ならば，われわれが
そのお手伝いをしたいということである．現在の事業を通じて，新卒採用の仕
組み自体を変えたいと考えるのもここからである．

このことにちなんで，もう一つ私にとって大切な新しい事業がある．30年
前一人で事業を起こした日に，将来構想のスケッチとして先頭に書きとめてお
いたものである．それは，大学をつくるということである．現在，事業構想大
学院（仮称）という教育研究機関を東京の青山に創設しようと努力している．

先にも述べたように，私自身は父の事業を手伝ってきた来歴もあり，それが
慣れ親しんだ当たり前の世界だった．机に座って勉強するよりも，現実の世界
でものごとを創るほうがずっとおもしろかった．現実の世界が最良の教師で
あったし，今もその気持ちは変わらない．

では，座学が大事でないかというとそんなことはない．現に私は今もなお，
企業経営の傍ら大学院に通って研究を続けている．経営しながら研究し，そ
して実践する．またさらに研究し，実践する．実践と研究を両輪として早20
年以上になる．25歳で起業したときから，大学院に行くことは頭にあったし，
いつか大学や大学院を創ろうと思っていた．今でこそ大学院進学はめずらしく
はない．だが，当時大学院に行く者は学者志望以外にはいなかった．そんなこ
ともあって，私が自ら大学院に行こうと思ったわけだ．

それに，そこで私自身の経験や知見が生かせる素地は相当に大きいと思って
いる．私は，事業は誰でもできると心から信じている．「事をなす」のが事業で



248 249実践レポート 現場で生かすドラッカー

まず，提携を行う前に自社の事業の成功をより確実にするために「経営資源」
「標的顧客」「事業インフラ」が揃っているかを検証しなければなりません．

われわれは大学発ベンチャーなどテクノロジーベンチャーの創業にもかかわ
りが多いのですが，成功への必須の条件を明確にするために下記の「事業イン
フラチャート」を使って状態を図上にプロットして不足部分を割り出し，どの
ように埋めるかを考えます．

1．テクノロジーインフラチャートによる事業成功要因目利き

テクノロジーベンチャーが成功をおさめるには，次の図のように3つの円が
重なる部分でビジネスを興すことが重要です．

上記の3つの円が重なる部分でなければ，ビジネスとしての成功は難しいと
いえます．

いくらよい技術を持つベンチャーであっても，経営チームが出来上がってお
らず，資金も足りない状態であれば成功は難しいのが実情です．ベンチャー企
業では経営資源の不足から経営としての方向性が明確にできず，成長が鈍化し
ているケースや資金調達の失敗から休眠同様の状態に陥っているケースも多く
あります．

また，標的顧客が明確になっておらず，開発対象が絞りきれずに資源を浪費
しているケースやビジネスとして戦うべき土俵を見誤り競争に敗れていく企業
も多く，しっかりとした顧客確定が必要です．特にバイオ産業などの場合，研
究開発に時間がかかるケースも多く標的市場を見誤ることは失敗への道を進む
ことに等しいケースとなってしまいます．技術を過信して，標的市場を絞り込
めずにスピードアップができず苦しんでいる大学発ベンチャーも多く，最初
に対策が必要です．アグリバイオ産業の場合や医療に近いベンチャーの場合，
比較的標的顧客が見えやすいという利点があります．北海道内のバイオベン

現場で生かすドラッカー

土井尚人
（（株）ヒューマン・キャピタル・マネジメント）

私は，事業インキュベーション企業（事業の卵をひよこに育てるための孵化
機能を持つ企業：ビジネスを軌道に乗せるために起業時のスペースを提供し，
経営ノウハウ提供などソフト面でも支援する機能を有する会社）を経営してお
ります．

事業インキュベーションを行うわれわれは，変革をチャンスとして活用して
事業化を経営者と一緒になって行っております．

ドラッカー先生がおっしゃっているように，イノベーションによって変化を
機会として活用しております．

その際に，「イノベーションの7つの機会」を活用しておりますが，それにつ
いては前年の本年報で取り上げました．

今回は，新しい技術やアイデアをどのようにして事業化するかについて，ア
ライアンスや人材活用に焦点を当てて書いてみたいと思います．

新しい技術も次々と発明され，産業のインフラとなる通信環境や法律，生活
慣習も変化が激しくなってきました．特に法律などインフラの変化はすでに起
こった未来として活用できます．

こうした環境下では，迅速に顧客の動きに対応するとともに，すぐれた技術
についての情報を仕入れ，取り入れていくことがますます重要になってきまし
た．

従来は自社の製商品・サービス力を高め，先に開発した企業の先行者利益が
長期に続くケースも多かったのですが，今は企業連携を促進し，どんどん他社
と組んで自社の製品力，商品力，サービス提供力を高める必要性が増していま
す．

一企業が一人勝ちすることが難しくなった今，上手に連携することが重要で
す．いつまでも自社の一人勝ちを狙って機会を失うという失敗を避ける必要が
あります．

特に調達できる経営資源に限界があるベンチャー企業や中小企業では，集中
化戦略，つまり捨てる戦略を取る必要があります．自社の得意分野に特化して
事業化し，隣の工程の企業とアライアンスを組んで事業化する方法です．
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による技術の市場化を図る場合においても，他企業や公設研究所とベンチャー
企業との連携の必要性は高く，より提携を行いやすくする仕組みも重要です．

・経営陣，研究スタッフ
研究者のみで起業すると，経営上の判断ができないケースが多く，問題を抱

えることも多くなります．ドラッカー先生も「経営とは意思決定である」という
趣旨のことをさまざまなところで述べておられますが，意思決定ができなけれ
ば経営は継続しません．技術は優れているが経営の経験がない研究者に経営上
の判断を委ねることは難しく，経営がわかる人材の受け入れや提携が必要です．
経営人材と研究人材の融合がビジネスとしての成功の可否を分けているといっ
ても過言ではありません．したがって，技術とその市場価値に精通した経営人
材が必要となります．MOT教育も重要で，短期間で研究者に経営の基本部分
を教育できる制度も必要となります．しかし，ベンチャーという戦略決定が重
要な事業でさらに資金調達力も必要な産業において，経営判断を行うためには，
経営者としての経験がある者がチームに入ることが望まれます．

また，インキュベーション・マネージャー（新規事業を立ち上げるために事
業者を支援する人材．多くのインキュベーション施設に配置されている：以下
IMと記載したものも同義）の役割が重要となります．ほとんどの地域でイン
キュベーション・マネージャーの人数は限られており，地域内のインキュベー
ション・マネージャーの連携が必要となります．特に資金調達や販路開拓など
には民間のインキュベーション・マネージャーの果たす役割が多くなることか
ら，官民の連携が必要となります．インキュベーション・マネージャーの人材
の棚卸しが必要です．地域内のインキュベーション・マネージャーの養成も早
期に行う必要があります．

しかし，これらの人材はブリッジ人材にほかならないという認識が必要です．
早期に経営側の人材に技術と技術の市場価値の基礎知識を教える講座等も必要
となります．

次に研究者についてですが，ベンチャー企業は正社員を雇うことが少ないと
いう問題点を抱えています．それは，当面の売上げが見込めないことが原因な
のですが，それでは事業は前に進みにくいまま期間だけが過ぎてしまいます．
多くのベンチャーが補助金などを使って研究開発を行っていることから，補助
金の期限である1年単位の有期契約となっていることが多く，有期であること
から優れた研究者を雇うことができない悩みも多くなっています．研究人材の
基地として地域の研究所などへの期待も大きいのはそういった背景からです．

・資金
資金調達の前提となるビジネスプランなどを策定する能力も必要となり，そ

れを支援するインキュベーション・マネージャーや経営者の育成が必要となっ

チャーの中でも，病院向けのサービスや検査受託，アグリバイオ系の企業は最
初から標的顧客を絞りこみ，起業と同時に顧客を獲得し，短期間に黒字基調に
持ち込んだ企業もあります．

最終商品の開発に時間がかかるベンチャー企業が，生き残りを目的に，起業
時に日銭稼ぎの手段を持つケースもありますが，最終的に狙う顧客と当面の顧
客を明確に示しそれぞれの顧客にあった戦略を立てる必要があります．本業で
もなかなか黒字化は難しいのに，日銭稼ぎの事業が成功する確率は低いという
ことも認識して注意して取り組まねばなりません．

また，顧客も明確であり，経営資源も確保されていても，インフラが確保さ
れていなければ，砂上の楼閣になるリスクも抱えます．バイオベンチャーにとっ
て研究所の整備や地場産業との連携，法令上の制限や社会的な認識などインフ
ラがなければ成功し得ないケースも多くなります．

われわれが立ち上げたベンチャーが早くから大企業と提携できているのは，
技術の向上と同時に，関連法に対応できる製造工程の確立や仕入れから立地ま
で検討していること，安全性や標準化に関して注意を払っていること，倫理規
程や説明責任を果たしていることなどを挙げることができます．

3つの要素が重なっているかどうかの目利きは重要であり，不足している部
分があれば調達戦略を立てるか外部との提携で補う必要があります．

①経営資源
ベンチャーにとって，成功の可否を分ける一番大きな資源が技術であること

は間違いありません．高い技術はあっても，概してベンチャーは資金や人材な
どの経営資源不足に悩んでいます．

・技術（技術の独自性・先進性，技術の市場価値）
大学発などテクノロジーベンチャーにとって技術の独自性や先進性を確保で

きているかどうかは当然として，技術の市場価値を認識しているかどうかも重
要です．いくら技術が優れていても市場価値が備わっていなければ，テクノロ
ジーハッピーといわれる，技術はすばらしいがビジネスとしての価値に劣る状
態になりかねないということを経営陣だけでなく研究開発に携わるメンバーも
認識しなくてはなりません．ベンチャー企業がもつ基礎技術を市場価値を持つ
技術に進化させるために，ベンチャー企業同士の提携や研究所，大学など他の
研究室と組んで成功するケースもあり，われわれもそれを推進しています．優
れた技術を持って立ち上がる研究所や大学発ベンチャーはその技術が独自性や
先進性を持つ一方で技術があまりにもある分野に特化しすぎてビジネスとして
市場に出るまでに距離があるケースも多く見られるのが実情です．

実際にベンチャーの研究開発事業の中には，複数の研究室がかかわることに
より新たなシーズを生み出した例があります．大学発等ベンチャー企業が連携
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ています．標的市場が明確でなければ研究の対象も絞りきれずに資源の浪費が
発生してしまいます．標的顧客の明確化により，研究開発分野を絞り込み，販
売計画，資本政策などを作成するのはビジネスの基本であり，ベンチャーは基
本をしっかりとおさえて起業することが必要です．

・周辺市場
標的市場向けの商品開発に時間がかかるケースでも，その周りにすぐにビジ

ネス化できる市場があったり，周辺に日銭稼ぎにつながる事業が存在すること
も多く，周辺市場の見極めもテクノロジーベンチャー産業が存続していく上で
重要な項目となります．しかし，前述のように副業もしっかりと戦略的にやっ
ていかなければそれが原因で全体が失敗してしまう可能性もあり，十分な戦略
検討が必要です．

テクノロジーインフラチャートで，不足部分が明確になった際に，それを補
うために有効な方法として「アライアンス」があります．

2．アライアンスの活用

①連携はデメリットを消す手段
一企業が自社のみで特定産業のシェア確保や収益機会の確保を目指すとき，

自社の強みを活かすとともに弱みを克服する努力をしなければなりません．ま
た，新技術などが導入されるとその技術への対応のために資金を用意したり人
材を確保・教育する必要があります．

企業連携を進めることができれば，自社の弱みを克服することができます．
つまり，自社の弱みの分野に強みを持つ企業と組むことで自社の弱みを意味の
ないものにしてしまうことが可能です．ある企業の社長は，ヒット商品を自社
開発してから「企業は自社で技術や人材をそろえるべき．自社単独開発が企業
の生きる道」と言い続け，自社単独での開発にこだわっていましたが，消費者
動向の変化や新技術への対応に莫大な資金と時間を割くことになってしまいま
した．自社で技術的な問題を克服したときにはすでにさらに新しい技術が導入
されており，結局商品化できない事態となり，そのうちにヒット商品であった
自社開発商品は市場から消え，新商品も販売できず，資金繰りが悪化し，経営
破たんという最悪の結果になってしまいました．もっと柔軟に他社と連携して
新技術の導入や消費者動向の把握をしていれば，自社のヒット商品から新商品
への展開もスムーズに行われ，すでに持っていた市場との相乗効果も活かせ，
強みを伸ばし，弱みを消し去ることもできたでしょう．

ドラッカー先生は著書の中で「平凡以下のものを平凡にするよりも一流を超
一流にするほうがたやすい．強みで勝負しなければならない」と言っておられ

ています．
資金調達も戦略が必要となり，きちんと戦略的に資金調達しなければ限界が

来ると同時に成功した際に後悔することにもなるので対応が必要です．

・情報収集と選択力
ベンチャーに対して，様々な官庁や支援機関から情報が発信されていますが，

企業各社でしっかりと選別して対応することが必要です．

②インフラ
・社会的インフラ（通信，人口）

たとえばバイオにおいては，遠隔医療やバイオインフォマティックスなどで
大きな情報のやり取りをする必要があることが多く，通信インフラが必要な
ケースが多く，遺伝子組み換えや治験など，消費者や地域住民の正しい認識が
なければ事業化できないケースも多いため，このようなインフラが整う前に事
業化すると事業に失敗する確率が高くなってしまいます．したがって，事業化
のために，消費者教育や地域住民への啓蒙活動も必要です．

・法令面・業界慣習のインフラ
ビジネスをはじめるにあたって，その事業が法令上認められているか，業界

慣習上いくらの収益を得ることができるのか等も重要な要素です．これを満た
していないといくら技術が高くても事業化はできません．

したがって，地域条例や今後進められる議論の中でベンチャー産業の発展を
阻害するような項目の法令化には慎重を期すべきで，同時に地域の強みを活か
したテクノロジー産業の育成において法令面などで優遇する政策が望まれます．

・建物設備（ラボ）
多くのテクノロジーベンチャーにとって事業化段階でラボは必ず必要なイン

フラであり，これをなくして事業化は困難です．ラボは資金力のないベンチャー
企業が独自で持つのは困難であり，公的セクターが建設することが望まれます．

すでに開業したベンチャー企業の中からもラボの不足解消を望む声が多く，
医学系ベンチャーの中には，ウイルスなどを扱えるバイオハザードのしっかり
とした施設を共同で使えるような仕組みができないかとの要望も多く，対応が
必要です．

③顧客
・明確な標的市場

設立時にビジネスモデルができておらず顧客も明確になっていないケースが
あり，成長が止まってしまったり，事業停止してしまうベンチャーが多くなっ
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解決の手段と仲裁役をあらかじめ決めておき，トラブル時に早期解決を
図る．

（4） 連携事業のマネジメントのルールと役割を個人レベルまで落としてどの
ようにマネジメントするのかを決めておく．

（5）参加企業は連携に対してどのような関係を保つのかを理解しておく．
（6） 他の参加企業と，どのような関係を持つのか？　を決めておき，そのルー

ルに従って行動する．
（7） ボスの役割を決めておき，そのボスを推進役兼まとめ役として活用し，

同時に権限も移譲する．
成功してからは，なかなか意見調整ができないものです．最初にゴールや参

加企業の利益配分を決めておくことが重要です．

③連携で松竹梅の松を目指そう
私は，企業連携を進める際に参加企業の強みを統合して，より高品質で高付

加価値の商品やサービスを作ることを心がけるようにしています．
すし屋や定食屋には松竹梅のセットがあることが多いですが，その中の最高

級の位置づけにある「松」を作ろうと考えます．一社単独ではできないことも企
業連携を組んで強みを持ち寄れば可能となることもあります．参加者それぞれ
の強みを活かし，弱みを補完すれば大きな相乗効果が生まれます．

失敗しないためには，参加者それぞれの強みを尊敬して認め合い，連携相手
の立場や利益をいかにして実現するかを考えることです．

④大学とのアライアンス
多くの企業がアライアンスを組むことで成功しています．アライアンス先は

企業にとどまらず，大学もその対象になります．われわれも大学とはよくアラ
イアンスを結びます．

大学にはすぐれた「知」が存在しています．また，実証をするための設備や人
材も豊富です．

ヒューレット・パッカードの創始者の一人デービット・パッカードが書いた
『HPウエイ』の中に，いわゆるシリコンバレーの成功事例を見ることができま
す．

HPの経営理念に基づいた経営，スタンフォード大学などとのかかわりなど
とても興味深いことが書かれています．HPが成功した秘訣や成功を続けるた
めの仕組みなどを学ぶことができます．

この本を読んでからスタンフォード大学に行ったので，かなり興味深く学内
を歩くことができ，学内の様々な方とも交流を持つことができました．スタン
フォードは，学内の技術や人材を中心に多くの事業を生み出しています．
『HPウエイ』の中で，「飢え死にする企業より，消化不良で倒れる企業のほう

ます．平凡以下のものを時間と労力をかけて高度化しようとしても平凡にしか
ならず，それが市場で強みとして受け止められることは少ないのです．高度な
技術やアイデア，販路，企画力，営業力などを持つ会社が連携し，一流を超一
流にしたほうが市場で勝てる確率は高いのです．

ドラッカー先生は，企業がアライアンスを組む5つの理由として，
（1）新しい画期的な技術を獲得する
（2）独立した複数の会社が持つ強みを組み合わせてシナジーを生む
（3）ノウハウを持つ人材へのアクセスを確保する
（4）基礎的なオペレーション業務をアウトソーシングする
（5）勢力を地理的に拡大する
とあげておられます．
今，地域間でのアライアンスを実現するためにマッチングイベントやパート

ナリングイベントを企画・運営しておりますが，個々の会社と話をする際も単
に商品販売ルート構築だけでなく，上記のような視点を持って動くようにして
おります．

②連携相手は顧客と考える
企業連携は，合併などと違い，オーナーシップに基づくのではなく，信頼に

基づいて成り立ちます．ドラッカー先生は「アライアンスを成功させる秘訣は，
パートナーに対して顧客のように接することです．アライアンスでは，パート
ナーのことを顧客と考えなくてはなりません．問うべきことは『私たちが何を
したいか』ではありません」と書かれています．

まさにアライアンスは自分のことではなく，相手のこと，相手のゴールなど
について考え行動することが大切です．これを忘れてアライアンスを自分のた
めに活用しようと思ったときにその関係は崩れます．

これまでに何度かコンサルティングの現場で企業連携によって，成功した企
業を見てきましたが，一方で失敗した企業も見てきました．多くのケースは，
相手の立場に立たず，自社の立場を主張する企業が現れた時に起こります．信
頼関係という一番大事な柱が崩れるからです．また，多い失敗事例は，連携当
初は良好な関係を保って進んでいるのですが，一定の成功の後にもめ始める
ケースです．最初に参加する会社が目指すメリットと収益の配分を決めていな
いために起こるケースです．

企業連携を成功させるためには，連携を組む前に次のような事項を検討し，
決めておくことです．ドラッカー先生もおっしゃっておられますが，次のよう
な視点が重要です．
（1）連携に参加する企業の参加目的と求める成果は何か？　を理解しておく．
（2）企業連携の目的とあげるべき成果，あるべき姿を共有しておく．
（3） 何か，参加企業間でトラブルが起こった際や意見の対立が起こった際の
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実は誰でもできる」とドラッカー先生は書いておられます．
昔は，自分が未来を作るなんてことはあまり実感がなかったのですが，自

らが事業を興すと未来ができてきました．「名もない一人の人物が今日未来を
作っている」ということを，まさに実感しています．

意外と未来を作るのは簡単なんだと最近感じています．それも1人でなく，
2人で，3人で作ると本当にしっかりとした未来は作れます．

私は，社長として，素晴らしい仲間と一緒にしっかりとした未来を作りたい
と思っております．

みんなが作りたがっている未来を一緒に．

【略歴】 1967年生まれ．1989年関西学院大学経済学部卒業．（株）ヒューマン・キャピタル・
マネジメント代表取締役，（株）イーベック代表取締役社長．経済産業省イノベー
ション研究会委員，経済産業省北海道バイオ産業クラスターマネージャー，札
幌市中小企業振興委員，さっぽろ産業振興財団統括創業コーディネーター他多
数．2005年創業・ベンチャー国民フォーラム会長賞．2006年JANBOビジネス・
インキュベーション大賞．本会理事． 

が多い」という言葉が載っています．私たちはインキュベーション企業なので，
飢え死にを防ぐために資源を前もって確保することも重要なのですが，この言
葉についてはこれまで自分が見てきた企業にも当てはまるものが多いなと感じ
ています．消化不良にならないようにするには，きちんと戦略を立てて事業に
臨むことが予防になると思います．「治療は予防よりも難しい」との言葉もあり
ますが，消化不良で倒れる前にきちんと戦略を立てなければいけません．

大学と企業のアライアンスの現場で感じるのは，お互いの目的が違うままに
アライアンスを組み，結局は破たんする例が多いことです．

アライアンスによって，「困っている人を助けることができる」「新たに素晴
らしいサービスを生み出す」ということが共有できていれば素晴らしいサービ
スが生み出せます．私も大学から出た技術をベンチャー企業として育てたり，
大学の技術と組んで中小企業の悩みを解決したりといくつかアライアンス事例
を作ってきましたが，うまくアライアンスできれば大学は「知」の宝庫です．

3.アライアンスによって築ける料金所戦略

高収益のニッチ確保を目指す戦略の一つとして，ドラッカー先生は「料金所
戦略」をあげておられます．

ビジネスはいくつかの工程を組み合わせて成り立ちますが，その中に必ず通
らなければならない工程があります．その限られた工程をビジネス化すること
により，そこでしっかりと料金をもらう方法です．

つまり高速道路の料金所のように，かならず通る必要があり，そこに料金所
をおいて資金を回すというものです．新規企業には適した戦略であるとわれわ
れは考えており，私たちが立ち上げを一緒に行っているいくつかのベンチャー
企業でこの戦略を採用しております．

ドラッカー先生は起業や新事業に対して次のような言葉を残されています．
「起業や新事業というと，独創性が何よりも大事と思いがちですが，実際に

それが問題であることはめったにありません．どんなに面白みのない企業にも，
すぐれたアイディアはたくさんあります．本当の問題は，有望な新製品や新サー
ビスの失敗率があまりにも高いことです．……失敗のほとんどは，新規事業の
ための戦略を知らないことが原因です．限られた新規事業戦略の中からどれを
選ぶかは，リスクを伴う決断ですが，その新製品や新サービスが正しいもので
ありさえすれば，適切な戦略によってかなりの確率で成功させることができま
す」

われわれは，ドラッカー先生が残された戦略をしっかりと伝える会社になり
たいと思っております．

「未来を知るもう一つの方法は，自ら未来を作ることである．難しいようだが，
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彼は生まれた時から差別された．この差別はなぜ起こるのか，差別がない社
会をどう作るかが彼の生涯のテーマだった．彼の研究はアメリカ社会の中にあ
る黒人の差別に対しても研究が行われた．その研究の源になったのがアクショ
ン・リサーチなのである．

そして，レヴィンは生涯を通じて4つの功績を残した．それは，①グループ・
ダイナミックス（集団力学），②アクション・リサーチ（実践研究），③場の理論，
④センシティビティ・トレーニング（感受性訓練）である．

全体性を見失った現代企業

今，クライアントとの接点で痛烈に感じることは，企業も企業の中で働く人
も「全体性」を見失っていることである．ドラッカーは「全体は部分の総和では
ない」と言い，クルト・レヴィンは「部分の集合が全体ではなく．全体は全体の
性質を持っている」と言っている「全体性」のことだ．

経済合理性を自由競争の中で追求することで豊かな社会が実現できると邁進
してきたのに，期待した幸福も達成感も感じることなく満たされなくなってい
る．クライアントと接していると，毎日マスコミを賑わす，食品・建築物の偽
装問題や環境問題も，顕在化した一部であり，その背後には社会の中で顕在化
されていない膨大な問題があると感じさせられる．

なぜ「全体性」を見失うのか？

なぜ組織や人は「全体性」を見失うのか，これが現在直面している大きなテー
マである．M&Aが日本でも当たり前になり，業界構造の再編を迫られた結果
として大型の合併が至る所で行われている．しかし経済合理性を追求したその
ような合併が成功していない事例が数多くある．

生命保険会社や金融会社の合併などもつぶさに見ていると，経済合理性を追
求した合併はその大半が失敗していると感じる．合併すると業績が一時的に上
がる例が多い．合併した旧会社同士の中で競争が始まるからだ．ところが，そ
こで無理な成果を出そうとするものだから顧客無視の売上競争が過熱する．そ
の結果として後々の業績不振や不祥事につながっていく．そしてどうしようも
ない状況になってわれわれに依頼が来る．「最初が肝心と申し上げたはずです．
ボタンの掛け始めが大事だと．」しかし後の祭りである．人や組織が痛んでから
もう再起させることは大変難しい．

人や組織は，どうも目の前の分かりやすい成果を求める性質を持っているよ
うだ．だからこそ何かをする最初に本来の目的を確認することが重要なのだ．

ドラッカーとODC

大島　岳
（（株）シー・シー・アイ）

はじめに

ドラッカーとの出会いは2006年12月の講演会の上田先生との出会いであっ
た．もちろんそれまでにドラッカーを知らなかったわけではない．今思えばお
恥ずかしい限りであるが，上田先生とお会いするまでは，私には「当たり前」の
ことを言っている学者程度にしか感じていなかったのである．講演の中で，上
田先生から，ドラッカーは「ナチスの全体主義に対する唯一の対抗手段がマネ
ジメント」であることが原点と聞いて「そこが原体験なのか！」と衝撃を受けた．

私のコンサルティングの専門領域は，かつてOD（Organization Develop-
ment），現在はODC（Organization Development & Change）と言われている分
野である．ODCの源流はクルト・レヴィンに端を発し，個人とともに組織その
ものを成長させることを探求してきた．そのODCも時代の要請を受けつつそ
の焦点は様々に変化してきた．現在の焦点はクルト・レヴィンのアクション・
リサーチの原点に立ち返り，今一度「全体性」を取り戻すことにある．そのムー
ブメントの最中，ODCの歴史全体を振り返っていた折だったので，ドラッカー
とレヴィンはナチスをアンチテーゼとして立脚していると知ったのは衝撃だっ
た．そしてそもそもドラッカーの発明と言われるマネジメントが本来目指して
いたものは何だったのか，それを気付かされた．

クルト・レヴィンとは

心理学者．組織開発の理論的裏付けとなっている行動科学の父とも呼ばれる．
クルト・レヴィンは1890年9月9日の現在のポーランド領プロシアポーゲン

ゼン県にユダヤ人の子として生まれた．ドラッカーの誕生する20年前である．
43歳の時にナチス台頭を逃れてアメリカに渡った．その時母国に残した母

親をナチスの強制収容所で亡くしている．彼の研究テーマの一つがパレスチナ
の中にユダヤ人の国イスラエルをどう作るかであったことは，その背景から当
然なことであろう．
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現代における全体性を取り戻す―アクションリサーチ事例
製薬会社「全社で30％コストダウン」を狙う

背景
専務から「全社で30%のコストダウン」という狙いでプロジェクトをスタート

させたいとの依頼があった．非常にハードルの高い目標ではあったが，業界の
競争構造自体が変化しており，達成しなくてはならない目標だった．

この目標は当然のことながら一部門で達成できるものではなく，全社を挙げ
て取り組まなくてはならなかった．そのためプロジェクトチームとして，全社
を横断した各部門の責任者が集められた．そこには3つの工場長（N地区・T地
区・F地区），製造部長，物流部長，販売企画部長，そして人事部長が参画し
ていた．

実施内容
このプロジェクトを進めるに当たり，3日間のキックオフミーティングが郊

外のホテルで開催された．
1日目には（株）シー・シー・アイのコンサルタントからオフサイトミーティン

グの進め方のポイントと3日間の大枠のスケジュールが示された．
その後，2日目の午前中までかけて戦略アジェンダの絞り込み，アジェンダ

にある課題を解決した結果として目指すビジョンの共有化，今回のプロジェク
トの「意味」の共有化を行った．

2日目の午後からはビジョンを実現していくために組織が変えなくてはなら
ない本質の究明，そして最終日の3日目にはその具体案の検討がなされた．

初日はプロジェクトのテーマである「全社で30％のコストダウン」を踏まえ
て，現状の問題意識を各人が模造紙に書き出すことからスタートした．書き出
した内容を発表することでそれぞれの立場からの現状を共有し，戦略アジェン
ダを選択していった．

10項目程度に絞り込まれアジェンダに対し，まずは個人で，その後はチー
ムのコンセンサスで優先順位を決定していった．
「自分たちが意思決定する」ことにドライブがかかっている彼らにとって優先

順位は単なる数字上の話し合いではない．その優先順位を決定した判断基準，
さらにはその背景にある価値観形成の原体験にまで話が及ぶ．

最初に論点になったのは「価値ある会社とは？」という命題だった．そこでは
「誰」にとって価値があるのかが問われた．結果としてドラッカーの視点と同じ
ことが出てきたのだ．会社にとって，個人にとって，社会にとって，そして大
前提として顧客にとって，「価値のある会社とは何なのか」．

全体性を見失ったODC

1980 ～ 90年代の企業環境は，世界レベルでの競争関係や不確実性の真っ只
中あった．環境変化に適応できるように組織資源を再配分し，組織全体規模の
変革が必要とされた．

その結果，企業のトップは組織デザイン論や戦略的組織変革論を求め，トッ
プ主導でありながら，現場まで巻き込んで実践していくOD（組織変革）アプ
ローチによる取組みは減っていった．

その一方で，OD（組織開発）はその存在価値を組織全体の変革から個人や集
団レベルの実践技法の発達へと変化させ，その結果として全社変革から人事部
門の一機能へと限定されていった．

その状況をリチャード・ベックハードは「技法・介入にばかり偏りすぎて，組
織全体への関心が薄れていったのがODの問題」と指摘している．

因数分解することによって解決できる問題と，因数分解することによってか
えって複雑になってしまう問題がある．レヴィンの考えるアクション・リサー
チは当然「全体性」を志向していた．レヴィンは「分析的アプローチでは問題は
説明できても解決できない」と言っている．これはレヴィンの差別に対する実
験方法からも明らかである．

企業の置かれている時代背景と合理主義の浸透により，「どんな複雑な問題
も論理的に因数分解し，それに対する対策を考えることによって問題は解決で
きる」という要素還元主義志向がビジネス社会に受け入れたため，レヴィンの
考えるアクション・リサーチへの関心は薄れていった．

全体性を取り戻す動き

ところが，1990年以降，ビジネスを取り巻く環境は複雑性を加速度的に増し，
要素還元主義的志向では問題が解決できなくなってきた．つまり個々の組織が
最適解を探すことでは社会全体の発展を継続できないという限界が見えてきた
のである．具体的には「環境問題」であり「格差」の問題である．

そのことが「全体性」を改めて意識するきっかけとなった．
レヴィンが「個人の変革のきっかけは集団中にある個人の存在を意識するこ

とから見出される」と言っているのと同様に，組織においても，「社会全体の中
にある組織の存在」を問い直すことで，組織のなすべきことが見えてくる．また，
組織のなすべきことが見えるからこそ，その中に存在する個人のなすべきこと
も見えてくる．

つまり個々が目の前にある問題に取り組むのではなく，まず社会全体の中に
ある組織，そして自分自身を意識することが問題解決のきっかけになるのでは
ないかという発想へと回帰したのだ．



262 263実践レポート ドラッカーとODC

のコストダウンを繰り返していた．そこから劇的なコストダウンを図ることは
大がかりな設備投資を必要とした．しかし各工場に配分された設備投資予算を
考えるとそのような設備投資は不可能だった．現状の会社全体のキャッシュフ
ローを当然知っている幹部たちにとって，会社にそれを提案することもはばか
られた．糸口を見いだせないことが重い雰囲気をつくり，時間ばかりが流れて
いった．

夜もふけ，各人の中には「今日はこんな重い雰囲気で終わるのか」「今回のプ
ロジェクトは失敗するのではないか」そのような思いが交錯していた．

コンサルタントから「今ここ（Here & Now）で支配している前提」を問いかけ
ると，やがて重い雰囲気の中でT地区の工場長が静かに話し始めた．
「つい最近N地区の工場に久しぶりに行ってみた．N地区の工場の建屋もで

きてずいぶん経つよな．建屋のペンキも浮いているところがあった．あれを見
てN工場長はどう思うんだ？」
「……．」
N工場長にしてみればそんなことは分かっていた．大幅な改修工事も必要だ．

しかしこの状況の中でそんなことを言い出す気にはなれなかった．
T工場長はその後も語り続けた．「今われわれはコストダウンの話をしてい

る．でもあのN工場の状況を見てどう思うかなんだ．われわれの商品はお客
様の命を預かってるんだぞ．あの剥げたペンキがもし製品に混入したらどうな
る？　こんなコンプライアンスの厳しい時代だぞ．その時点で会社が潰れるぞ．
それが分かっているのか？」

T工場長は怒っていた．「最初に話し合ったろ．自分の子供たちに胸を張っ
て入社しろ！　って言える会社にしようって．何でお前，それを言い出さない
んだ」……「よし，F工場長！　来年の俺のところとお前のところの工場の予算，
N工場につぎ込もう．そうすればN工場の設備更新もできるしこのコストダウ
ンの問題も解決できる．で，それが解決できたら順に他の工場をやればいい！」

この発言はN工場長にとっては考えてもみなかったことだった．しかし確か
にそうすれば解決できる．これによって重苦しい雰囲気が一変した．

その夜酒を飲みながら今までなぜそのような発想ができなかったのか話し合
われた．
「われわれ工場は今まで生産性を問われ続け，工場はいつも競争させられて

きた．各工場は営業に対しては結束できても工場同士は実はライバルだった．
生産性を上げるには設備投資は命だ．それを自ら相手にさし出すなんて思いも
よらなかった．」

初日に決めた「聖域は作らない」ということを自分たちの手で成し遂げた達成
感を共有し合えた．

3日目には昨日までに案出された施策を実行していく上でのポジティブな期
待を伝え合いそれに対してどのような役割を果たして成果を出していくか具体

そんな中でそれぞれが原体験を語り始めた．
「お客さんから手紙をもらった．こんな製品が欲しいと思っていたが今まで

なかった．ようやく欲しい製品を出してくれて生活が変わった．助かっている
という手紙をもらったんだ．この仕事をやっていてよかったと思う」と販売企
画部長が言った．
「最近辞めると言い出した若い人間がいる．彼ができないのだったらなんと

も思わなかったのだけれど，期待していた人間なんで飲みに誘いだしたんだ．
最初辞める理由を，キャリアアップのためというんだよ．全然納得できないじゃ
ないか．そのうち酔いも回ってきてしゃべり出したんだ．ウチの会社，今のま
まじゃダメだってみんな言う．でも本気で変えようなんて誰も思っていない．
こんな向上心のない人たちと一緒にいると自分がダメになる．そう言うんだよ．
それでさ，こんな向上心のない人たちの中に自分も含まれているって分かって
ショックだったんだ．」
「みんな本当に遅くまで働いている．でも家庭に問題抱えている人間，多い

だろ．子供出来たウチのY君なんか，朝子供が寝ている間に出勤してくる．家
に帰った時にはもう寝ている．子供の中に自分はいるのだろうかなんて愚痴っ
ている．昔は自分の子供を会社に入れていたなんてたくさんあったよな．いま
自分の子供にいい会社だから入れって言えないよな．」

原体験を語ることで，今まで個人の中でうごめいていた思いが表出される．
その結果，消費者や社会にとって存在価値があるだけでなく「胸を張って自分
の子供にウチの会社に入れよ！」と言える会社にしたい，ということが共有さ
れた．

この時にわれわれの会社は所得を得るだけの場ではなく，また効率性を追求
する機能優先の場でもなく，もっと根っこのところで「絆」が形成されていった．

そのプロセスの中でわれわれプロジェクトチームにとって今回のコストダウ
ンの「意味」と臨むべき姿勢が共有されていった．それは顧客にとって存在価値
を増していくためのコストダウンであること．そして聖域は設けないことが確
認された．

2日目には優先順位の高いものから，根本原因の究明と対策が話し合われた．
優先順位のナンバーワンになったものは流通段階の不良在庫の削減であっ

た．これは全員が当初から問題視していたものであり，これにより目標のかな
りの部分は解決できると確信された．しかし，これだけでは30％のコストダ
ウン目標は達成できない．そのため，別の角度からの根本原因の究明と対策が
話し合われていった．

2日目の夜になり，ミーティングは重い雰囲気に包まれていた．まず営業段
階，次に物流段階と検討していったが，いよいよ生産段階のコストダウンになっ
た時に暗礁に乗り上げたのである．「聖域は設けない」前提で話し合ってきたの
だが，各工場ではコストダウンは当たり前に行われており，すでに何銭単位で
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くいものなのだ．だから組織がこの2つのパラダイムに分派すると，「今ここ
（Here & Now）」に起こっている状況が，還元主義側からは見えないが，全体
性的視点からは明白に見えているという状況が起こる．

全体性のパラダイムに立った人は，「今ここで」起こっている「他の工場には
負けたくない」という競争心理が，従来（There & Then）抜本的な構造増改革
ができなかった本質そのものであることに気付いているのだ．

全体性的視点側が還元主義側を否定するのではなく，全体性的視点側自身が
競争関係という外在的価値から自分自身の内在的価値に立つことへの「恐怖心」
を還元主義側に語り，私もあなたも「怖い」．でも最初に共有したビジョンを実
現するためにはリスクテーキングしてみようと共感したとき，両者の間には「暖
かい」感情が流れることが多い．その暖かい感情が「恐怖心」を越えていくきっ
かけになるのだ．

そしてもう一つ大事なことは全体性であっても還元主義であっても，主体と
客体を分ける二元論的発想になると本質を見誤る．企業の変革課題（There & 
Then）に対して一元論で接するのと同じように，「今ここで」変革に向き合って
いる者同士が一元論で向き合っているかが問われる．全体性的視点の中に当事
者意識を持てる分かれ目は，感情を投入できるかどうかだ．感情が動いていな
い時には分析的論理的に観ていても評論家的であることが多い．自分自身の皮
膚感覚に近い感情と一体となった時に当事者意識が生まれる．同じように「今
ここで」，変革に向き合っている者同士が，感情を伴った当事者意識で向き合
えるかどうかだ．

全体性を見た変革には，主体的な個人のコミットメントが不可欠なのだ．そ
して全体性を得るためにはレヴィンの主張するアクション・リサーチが重要な
方法論となる．

社会の全体性を変化の本質から究明していったドラッカー，そして集団・組
織の全体性から具体なアプローチ方法まで示唆したレヴィン．その先人の志と
知恵から私たちは価値ある社会を作っていかなくてはならない．

【略歴】 1954年神奈川県生まれ，関東学院大学経済学部経営学科卒業，（株）ビジネスコ
ンサルタント入社．1986年（株）シー・シー・アイ設立．1993年代表取締役社
長就任．ODC（Organization Development and Change）を専門分野として，
企業文化の変革，M&A後のCross Cultureの実現などに対し独自の考え方と手
法でコンサルテーションを展開している．

 

的施策を話し合った．そのディスカッションは掛け声だけの「聖域を設けない」
ではなく自分たちの枠組みを変えること，自分たちが成長することの面白さに
気付いた勢いを感じることができた．

結果
彼ら自身が全体性を共有したことによって，自分たちでリスクを張ることが

できた．また，変革していく上で誰がこれからを担う変革リーダーとなるかも
結果的に明確になった．

その後彼らの動きによって，3つの工場は2つの工場に統合され，1工場は売
却された．これによって全社的な構造改革につながっていったのだ．

後日談になるが専務自身はこのような解決策があることは分かっていた．し
かし現場の抵抗が大きいこと，またそれによるモチベーションダウンも気に
なっていた．しかもトップダウンでやることでは組織の成長につながらないと
も思っていた．

まとめ

ODC（組織開発と変革）におけるオフサイトミーティングでは成果を出すこ
とだけが目的ではない．通常のオンサイトミーティングでは，ややもすると成
果を出すことにしか関心が行かなくなる．オフサイトミーティングでは学習す
ることに重点が置かれる．今までの前提となる枠組みやパラダイムを変革して
いく学習である．アージリスのいうダブルループ学習である．

ケース研究におけるオフサイトミーティングにおいても，「30％コストダウ
ン」という成果を生み出せたことと同時に，「全体性」を見据えて自分達の枠組
みの前提を洗い出し，現実にそれを広げることを体験できたのだ．

その全体性が部門競争の「自部門の利害」から「全体への利益」にパラダイム
チェンジしていった．部分最適ではなく全体最適が重要であるということは誰
でも頭では分かっている．それでいながら全体最適に立てない．このケースに
おいてなぜ最後に全体最適に立てたのか．それは全体観を形成していく上での
プロセスにおいて各人の原体験を共有したことが参加者の感情を動かしそれが
トリガーとなったところにある．変革に必要なのは論理的受容のみならず心理
的感情的受容が大きな要素なのである．

全体性を強調するがあまり論理的分析的にすること（これを要素還元主義的
と言った方がよいのかどうか？）を決して否定するものではない．要素還元的
な観方を「ゆるめる」ことを主張したいのである．しかしこの要素還元主義と全
体性は一見相反するパラダイムなので，当事者が全体性を取り入れることは，
今までの自分自身を全否定されるほどの「恐怖心」を感じることも少なくない．
分析的アプローチのパラダイムから見ると，全体性は理解しづらいし分かりに
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な人材であった．
ジェームズ・マーチンの手法と私との出会いは，1985年から1992年に，英

国・ロンドンでITの方法論習得と日本語化のための活動を行っていた頃，提
携先のIT企業が，インフォメーション・エンジニアリングを取り入れていた
ことが発端になっている．当時の英国では，ジェームズ・マーチンの方法論は，
政府標準の開発手法，私が勉強していたBIS社のmodusという手法などに並
ぶ最も信頼できる情報システム開発方法として普及をはじめていた．ジェーム
ズ・マーチンは，過去40年余りの間に様々なIT手法の開発やIT組織に対する
様々な提案を行ってきた．

たとえば，リアルタイムシステム設計の理論体系化，複雑なデータベース中
心のシステムの統合化の方法論の開発，全社システムを構築するための計画，
分析，設計を行うモデリング手法の体系化，90年代に入ってからあまりにも
時間がかかりすぎる情報システム開発を迅速に行うためのRAD手法（Rapid 
Application Developement）の提案と普及，それまでの提案をさらに洗練し統
合化された自動化ツール（いわゆるCASEツール）をテキサスインスツルメント
社と共同で開発し米国を中心に普及させた．これらがジェームズ・マーチンの
代表的な功績である．私は，これらの方法論やツールが，開発される時期に幸
運にも英国に居合わせ，英米両方でこのような情報技術の発展に合わせて最新
の手法やツールに関わる仕事をすることができた．

3 . 1990年代のIT技術進展と課題

私の1990年代の仕事は，大変エキサイティングなものだった．
なぜなら，IT技術が，1980年代に比べて著しく発展し，非常に複雑なデー

タベース中心のシステム構築が可能になったこと．また，インターネットが本
格的に利用できるようになり安価にネットワークで連携した組織や企業間の連
携が可能になったからである．また，システムの入り口となるユーザーインター
フェースもOSの発達から使いやすくエレガントなものに変化した．技術基盤
が確立したことで，複雑で多様なシステムの対応するための統合化された方法
論が脚光を浴びると想定したのである．1980年代から統合化されたシステム
化方法論の普及や自動化ツールに顧客への定着化に悩みながら取り組んできた
私にとって，いよいよ条件が整い本格的なITのプロフェッショナルの時代が
到来すると感じられた．

前述の『経営の未来』の中でジェームズ・マーチンは，ネットワークと情報技
術を駆使して，外部に対して感度のよいアンテナ機能を持ち俊敏（アジャイル）
な動きができる，言い換えれば，ジャングルで生きる猛獣のような動きができ
る企業が，ひとつのあるべき姿だと述べている．

さらには，動的に競争優位を保つための概念であるバリューストリーム手法

未来への予見
―人を中心とした変化を始動する

林　衛
（（株）アイ・ティ・イノベーション）

　
1 . はじめに

私は，今，1960年代と1990年代に書かれた3冊のビジネス書を読み直している．
①『経営の未来』（Cybercorp）ジェームズ・マーチン著　
②『経営者の条件』（The Effective Executive）P. F. ドラッカー著
③『明日を支配するもの』（Managiment Challenges for the 21st Century）P. F.ド

ラッカー著
である．
『経営の未来』（TBSブリタニカ）においては，ジェームズ・マーチンは，21

世紀に生き残れる企業と技術のあり方を中心に語り，『経営者の条件』（ダイヤ
モンド社）では，ドラッカーは，成果をあげるリーダーとは，どうあるべきか
を語り，『明日を支配するもの』（ダイヤモンド社）では，今後必要とされる人
と組織について述べている．

これらを読み合わせることで，今後の2000年代をどのような形で生きてい
けばよいかが判断できる．

2.�ジェームズ・マーチンの功績と私の経験

私は，1994年から1998年までの4年半の間，ジェームズ・マーチン・ジャパ
ン社のコンサルタントとして仕事をしており，情報システム構築の体系的な方
法論であるインフォメーション・エンジニアリングを中核とした様々なマネジ
メント手法と開発手法，様々なツールの導入に関わった．また，その時期の
1996年に，ジェームズ・マーチンは，未来の情報武装された企業を予測した『経
営の未来』（1997年）を出版したのだ．

私にとってこの書籍は相当なインパクトがあったが，多くの人には，理解さ
れなかったようだ．要は，早すぎたのだ．ジェームズ・マーチン個人の社会に
関する予見力は優れたもので，様々な企業の構造や行動特性を熟知すると同時
に情報技術の開発と普及がどのように実現されるかを見通すことができる稀有
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組織を構成する人々の価値観，目標，コミュニケーションの方法，計画，評価，
などを再構成する必要がある．組織内に共有できる価値観が醸成され，目標と
アクションが明確になったとき大きな成果を生み出す組織が実現できる．大き
な成果が生まれた組織に共通することは，一人一人が，組織や個人の価値を高
める方向で貢献している状態になる．一人一人の貢献の連鎖が一組織の枠組み
を超えて組織間でできあがる．

ここで説明しているドラッカー的な視点で組織の運営を行えるのであれば，
ジェームズ・マーチンのいっているネットワークを中心とした俊敏な企業であ
るサイバーコープの理論と発想は，生きたものとなり本当に実現すると考えら
れる．情報技術とそれを実現する方法論は，必ずよりよい社会を創るために貢
献できると私は信じている．

私は，定期的に，IT組織や人の変革について本，ブログ，専門誌などで語っ
ているが，いよいよ2006年を境にして普通の大手企業が，人の面の変革を認
識し動き出してきている．

つまり，社会が本当に崖っぷちだと認識したようだ．2000年代に入ってか
ら私はIT組織や人材についての変革コンサルティングに取り組んでいるが，
2006年ごろから変革の志ある大企業から組織や人材の本質的な課題を探りだ
したうえで，今後の人材の調達，育成，配置の方法を課題として真剣に取り組
み始める企業が多く出てきている．この傾向は，経済状況によらず続くと思わ
れる．なぜならば，人の問題が，もっとも経営課題で本質的だということに企
業が気づいたからである．

5.�ドラッカーが，『経営者の条件』で伝えていること

そして今再び，私の大好きなドラッカーを読み直している．1954年に書か
れた有名な『現代の経営』は，これからの知的労働者の生き方を示唆するもので
あるし，ここに紹介している『明日を支配するもの』（1999年）は，見事に情報
化社会の中での企業の生き方を示唆している．『明日を支配するもの』の登場以
前に実は，基本中の基本についてドラッカーは，語っている．大きな変革の際
に重要なことは，本質を見極め追求することである．

ドラッカーは，『経営者の条件』の中で，成果をあげることがエグゼクティブ
の仕事だといっている．ここでいうエグゼクティブとは，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である．
知識労働者は，すべて，エグゼクティブだといっている．経営に責任を持って
いるマネジメント層だけのことをいっているわけではない．企業の多くは，こ
の知識労働者の成果が業績を左右しているといってもよい．

ドラッカーが，成果を挙げるための習慣について，IT組織を例にとってど
のようなことをいっているのかを私流に考察してみたい．

を発案した．企業が，俊敏さと競争優位を維持し発展・変化するためには，戦
略段階でバリューストリーム（ある要求の始点から終点までの企業にとって競
争優位を保つためのプロセス）を明確にして，さらには，それらのバリュース
トリームを情報技術を駆使してより強固なものにできるとしている．

代表をしているアイ・ティ・イノベーション（ www.it-innovation.co.jp）が提
供しているような変革のためのコンサルティングや様々なプロセスの提供など
のサービスが，どんどん必要とされると信じていたのである．想定は，半分は
当たったが，半分は外れてしまった．主な理由は，技術基盤の変革に伴って人
の変化を同時に実現できなければ，成功はおぼつかないということだ．変革を
強いられた組織や組織を構成する人は徐々に変化すると予想したのであるが，
現実にはそれは甘かった．いくら組織によいことだとわかっていても組織的な
カルチャーチェンジを伴う変化は容易に実現できないのだ．成功のための課題
が，明確になったとしてもそれを実現するための人がモチベーションを持って
動けるかどうかが重要なのだ．組織の変革に必須の条件は，組織を構成する人
の動機付けだということを思い知ったのである．

ホスト（メインフレーム）中心のシステムから，より柔軟なオープン系のアー
キテクチャに変化しただけで，多くの人々がついていけなくなった．また，同
じ時期に，社会での職業観も変化を起こし，組織の中での働き方，生き方に関
しての考え方もかなり変わってきた．

このようなことからITの変化を梃にした社会の変化は，私の予想よりも減
速してしか進展できていない．2000年代の初頭でもなかなか私が期待するよ
うな劇的な変化は起こっていない．人の変化のスピードが思ったより遅いこと
が，ひとつの要因だと私は考えている．つまり，技術動向や組織のあり方を見
通せたとしても，社会を構成している人が実際に行動を起こさなければ，変化
は起こりえない．変革の機動力をどのように人々が捉え実際にどのような行動
を起こすのかを，見通してこそ将来の変化を予測できるのだ．

ドラッカーの本が，まさに，社会の中の人（社会生態学的な意味での人）が，
どのようなものかを教えてくれている．私のコンサルタントとしての立場は，
価値のある情報技術を様々な組織で活用するための変革を支援することだ．こ
れには，人と組織の変革が伴う．

4.��ドラッカー思想の必要性（人を中心に考えてこそ強いITが生ま
れる）

組織に今までと違う価値観を創造し変革を実現するためには，「人を中心に
何ごとも検討しなくてはならない」，言い換えれば，ドラッカーのいう｢何を持っ
て覚えられたいのか！｣「成果をあげるためにはどのような考えで行動するの
か！」ということを組織で共有できなければならない．
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もうひとつ重要なのは，関係者とのコミュニケーションの方法である．情報
技術基盤は発達した今では，メール，TEL，テレビ会議などを駆使してコミュ
ニケーションの方法が用意されている．機能としてのコミュニケーションは活
用されているが，情報の分類によってアナログ手段でじっくりやるべきものな
のか単に伝えればよいのか，切り分けが十分ではなく，関係者とのチーム力や
モチベーションを高めなければならない事項にあるにもかかわらず不適切な方
法で行われている．

また，組織のナレッジ，経験，事例，プロセスなどの組織的な生産性を挙げ
る手段としての情報共有の仕組みは，まだ構築され運用されている例は少ない．
情報基盤を活用し行動の効率化や再利用を推進することも課題である．

④「私」ではなく「われわれ」を考える
IT組織を構成する人は，個人の技術者としての立場，組織が定めた目標を

実現する実行者の立場の両面を持っている．私は何を実現するのかではなく，
「われわれが」何を実現するのかという立場で行動すべきである．

スポーツの世界では，強いメンタルモデルを作り上げたチームが大きな成果
を生むことは実証されているが，会社組織となるとスポーツと似た面があるに
もかかわらず「われわれが」という主語ではなく「私」という主語で物事を考えが
ちである．

経営理念やビジョン，目標を明確にして組織的な文化として「われわれが」の
文化を習慣化すべきである．これは，ここ10数年取り組んできた個人的な成
果主義が，チームとして成果や組織理念を薄めてきたからかもしれない．いず
れにせよ，経営理念レベルの見直しからスタートすることも必要だろう．

経営理念が定着し，戦略が明確で，個人まで動機付けが徹底していて，なさ
れるべきことが明らかになっている組織は，成果を生む．

6.�これからの企業に必要とされること

ここまで述べてきたことから，これからの企業に必要とされることは，以下
の3つであると考えている．特に日本の企業は，日本が島国であり，文化的に
も経済的にも個別最適化ができるサイズであることから，世界の中の日本，ア
ジアの中の日本という視点を忘れがちである．これからはそうはいかないと私
は思う．人間力，グローバル，技術の3点から重要な点を考えてみた．

①人間力を強化すること
とくに，企業は，社員の人間力を鍛えることに，より注力すべきである．変

化を生み出さなければならない時代には，人の変革がもっとも重要な成功要因
になる．変化を生み出す人材の育成こそが必要であり重要である．私はここ

①なされるべきこと組織のことを考える
かなり多くのIT組織では，なされるべきことがなされていない．組織のトッ

プや中間管理職が，自分が実施したいことを実行しているようだ．つまり手な
り実施しているか管理職がやりたいことを実施しているようにみえる．

そもそも，なされるべきことをちゃんと定義し明確にできないことが原因に
なる．

なぜだろう．実は，どのIT組織も足元の仕事で満たされており，考えなく
てもいくらでも仕事らしきものはあるのだ．問題は，中期的に見たら今対処す
べきことを見逃してしまう可能性があるのだ．本来であれば，組織改革の推進
と組織のスキルを向上させるべきであるのに，先送りしてしまうことが多い．
組織のビジョンや方針明確化と本質的な問題課題の追求が甘いためエグゼク
ティブ（知識労働者）としてのなされるべきことが，曖昧になる．また，解決す
べき問題や課題が多すぎて手がつけられないケースもある．優先順位付けされ
た戦略を実現するために最良の組織を構成することが重要だ．

②アクションプランをつくる
多くのIT組織で見受けられるのは，組織としての4半期ごとの行動計画は

まずない．
実施しているプロジェクト内の計画や進捗管理は，一定水準で実施されてい

るが，組織を変革するための優先順位付けや具体的なアクションを明確にしな
いまま課題だらけのまま先送りされている．ある世界的に成功している大企業
を除けば，ほとんどの大企業すら複数年に渡るIT組織の中期戦略と中期計画
はない．

年度内の予算は，決定しているが，具体的な年間計画と責任者のアサインが，
なされていない場合さえある．

CIOや上級の管理職にインタビューすると面白いことが明らかになる．私の
知りうる大企業のIT組織の責任者は，なされるべき課題は，ほとんど理解し
ているといってよい．問題なのは，人とアクションプランの問題である．誰が，
どのような責任を持ち，どのようにアクションを実行するのか明確にできない
でいるのだ．

本当に実施をするアクションと誰かを決めることが必要である．

③実際に行動する
ドラッカーは，行動をするために，意思決定，コミュニケーション，機会，

会議の4点が重要だといっているが，私がもっとも大切だと思うのが，意思決
定である．ほとんどのIT組織では，現場への十分な権限委譲がなされておらず，
当事者なのに意思決定を下せないケースに多く遭遇する．権限委譲に問題があ
るのか意思決定すべき管理者の能力の問題のどちらかである．
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の必要性を強く感じ，（株）アイ・ティ・イノベーションを設立．2005年からイン
ド政府機関の IT教育プログラム（CDAC/ACTS）を活用した日本の IT技術者向け
のソフトウェア・エンジニアリング教育に取り組んでいる．

20数年の間，IT組織の変革をテーマに仕事を行ってきた．いまこそ，組織的
に人間力強化を行い新たなメンタルモデルを構築し直す時期であると考えてい
る．

②グローバル思考であること
日本におけるIT企業の活動は，10年前までかなりのウエイトで日本の会社

としてのIT機能を担うことであった．少子化による人口減少により，IT企業
への就業者数のかなりの減少と質的な低下が，ごく近い将来に起こると考えて
いる．日本の主力産業が，一段のグローバル化を推進している現状から，IT
組織もグローバル化に追従しなければならない状況にある．IT組織と人材の
グローバル化は，企業の必須課題になっている．グローバル標準に従った開発
や運用組織の運営を実現すること．必要な場所で必要な人材を調達しプロジェ
クトを推進すること．グローバル標準に従ったITガバナンスを実現すること．
これらを推進できる人材改革と人材開発を始動しなければ，生き残れないだろ
う．日本をひとつの商圏と考えるのではなくアジアレベル，環太平洋レベルで，
人材の調達，育成，配置などを考えなければならない．情報技術により国境は，
20年前より低くなりつつある．地球儀を眺めてみれば自明であることが，な
かなか切り替えられないことも現実である．最後にもうひとつ付け加えるとす
れば，組織変革の計画し推進するとともに変革プロジェクトを成功させるため
のリスクマネジメントを徹底することが，重要だと考える．

③エンジニアリング力をリニューアルすること
私が，（株）アイ・ティ・イノベーション社の事業の本業として追求しているIT

組織に関するITマネジメント，IT戦略，開発，導入，運用などを総合的に世
界に通用できるレベルにIT力を強化し，複雑化，多様化したニーズに応えら
れるようにすることこそが，今必要である．私の経験では，ほとんどの理論体系，
方法論，手法，ツールなどは，1980年代後半から1990年代初めまでに欧米で
開発されたものが，今まさにIT組織に必要とされる水準になっている．課題は，
誰が，いつまでに，どのように取り組むかである．人の問題，カルチャーの問
題，組織の意思決定の問題であることを理解しなければならない．

本稿は，『経営の未来』『経営者の条件』『明日を支配するもの』の3冊のよさを
IT組織の変革を実現するために統合し考察した．さらに，私は，1980年代か
ら2000年にかけてジェームズ・マーチン社を代表とする多くの海外の企業と
の仕事に関わった経験を生かし実感を持ってまとめることができた．

この間に関わった多くのグローバル企業と多くの人に本当に感謝している．
読者の方々の組織変革の推進に貢献できれば幸いである．
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大学客員教授，同時通訳が同じく理事の小林薫，産業能率大学名誉教授であっ
たことは奇縁である．真に残念なことに宮本氏は2005年3月に帰天された．
同年11月にはドラッカー博士も天国に行かれた．今頃，お2人は天上で語り合っ
ていると思う．

さて，こう述べるとドラッカーの本をすべて読破していると誤解される方が
いるかもしれない．しかし，わたしは30 ～ 60歳までの29年69日間営業とい
う職場にいた．いわば戦場にいた．ご存じのように業績数字に追われ続けてき
た．例えていえば戦場の野武士であった．考えるよりも速く行動に移す生活を
長らく続けてきた．理屈・理論より行動の世界に身を置いてきた．

しかし，その原点には常にドラッカーがあった．なぜなら，前述したとおり
勤務先の経営者宮本氏がその経営の原点をドラッカー哲学に求めており，その
具現者がわたし自身であったからだ．今でもドラッカーの本を読むとなるほど，
あの時はこうだったのか，ああだったのか．あの言葉はここからの引用だった
のかということに気がつく．これがドラッカー本を読む楽しみの一つである．

1.�ドラッカー思想を実践する

さて，本稿の主張は2つある．ひとつ目は個人に焦点を当てており，2つ目
は組織である．いずれも創造的に革新するためには何をどうすればよいのか？
その観点から論考していこうとするものである．前述したとおり，わたしは
29年69日間もの長い間 （株）ジェックにおいて，まさしくドラッカー哲学に沿っ
て経営変革支援業務に携わってきた．そこはまるで経営の実験工房のようで
あった．

特にわたしは営業パーソンとして厳しく鍛えられた．宮本社長の口癖はまず
自社内で様々な経営手法を実験して，成果を出しそれをお客さまに提供すると
いうものであり，同時に自分自身が見本となれ，といったものであった．ドラッ
カーが書かれた著作物はご承知のように決して実用的ではない．時代の行く末
と，未来を見つめ数々の提言を行っている．しかし，その提言は驚くべきこと
に現実化している．未来学者といわれている所以である．しかし，具体的方法
論までは書かれていないケースがほとんどである．例えば，｢火の用心｣といわ
れて，それをお客さまにそのまま｢火の用心｣といったのでは仕事にならない．
それでは具体的に何をすればよいのか？　それぞれが自分の持ち場で何に注意
し，どう行動すればよいのか？　火が出る状況はどんな時が多いのか？　もし
火が出てしまったらどう対処すればよいのか？　事後処理は？　といったこと
が必要になる．このことを言い直すと，上の句つまり，ドラッカーがこれから
起こるであろう未来を予測し，それではその状況に対処して何をどうすればよ
いのかの下の句を創り出す．その下の句を社内で実験し，お客さまに提供する．
この繰り返しを行っていたのである．それはお手本がないばかりか，想像を絶

ドラッカー思想を実践する
―個人と組織の創造的革新法

宗初末
（NPO法人シニアジョブ）

はじめに

ドラッカーはそれぞれにとってのドラッカーである，とよくいわれている．
大企業の経営者，NPO法人の代表，中小企業の経営者・管理者，大学教授を

始めとして，ナレッジ・ワーカーなど，経営に関わりがあり，自己を高めてい
く必要のあるすべての人々にとってドラッカーの著作物はバイブルであるとい
える．そして異口同音にドラッカーはわたしのために書いてくれているという
感慨を持つようである．さて，わたしのドラッカー体験は1969年である．この年，

『断絶の時代』によって今世紀最大の思想家ドラッカーを知る．ほぼ40年前の
ことである．その大書はベストセラーになり日本を席捲したものである．その
後，約10年の時を経てわたしが30歳の時，ドラッカーに再度遭遇する．

1978年8月1日 （株）ジェックに入社．人生の大恩人である創業者社長の故・宮
本義臣氏とまさに運命の出会いがあった．同氏はまさしく，ドラッカー思想の
体現者であった．氏は経営者としてドラッカーの考え方を自らの経営に取り入
れ，社業（経営変革支援業）の経営コンサルティングと教育研修コースそのすべ
てにドラッカー哲学を取り入れた．同時にカリスマ・インストラクターとして
全国の経営者に対して研修会の場で実践結果を発表し，具体的な指導を行って
きた．

わたしは入社した時からまるで呪文のようにドラッカー理論の素晴らしさを
聞かされてビジネス人生を送ってきた．余談であるが20代に10回転職し｢元
祖フリーター｣と呼ばれていたわたしは定年まで無遅刻・無欠勤で勤めること
を入社時に密かに決意し，それが昨2007年に達成できたのもドラッカーのお
陰かもしれない．いや，きっとそうだと信じている．

1985年6月，宮本社長はジェック設立20周年記念事業として，ダイヤモン
ド社の力を借りドラッカーを招聘．「ドラッカー・セミナー」を開講した．これ
は長年に渡る宮本氏の夢であり願望だった．ドラッカーの大ファンであり，そ
の考え方に心酔していたのでこのセミナーを実施できたことをことのほか喜ん
でいた．その時のコーディネーター役がドラッカー学会理事の藤島秀記，淑徳
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わたしがこのパーソナル・コンセプトを創り実現する研修を｢SSC行動力を
強化する自己改革コース｣として世に発表したのは1988年である．ちょうど，
ドラッカーと再遭遇して10年が経過し40歳になっていた．わたしは｢何によっ
て憶えられたいか？｣という上の句に対して，｢日本一のセールスマン｣という
下の句を提示し，それが実現した時だった．なお，今では「伝説の営業マン」と
呼ばれている．それでは｢SSC行動力を強化する自己改革コース｣について見て
いこう．

3.�「SSC行動力を強化する自己改革コース」　
　　　　　　　　　　　　
この研修コースは1998年に開発された．今年でちょうど20年になる．2泊3

日の泊り込み合宿コースがその基本スタイルとなっている．現在まで数千社で
導入され，推定20万人以上の方々にご受講いただいている．開発者のわたし
はジェックを定年退職になったがこのコースは時を超越し，いまでも売れ続け
ている．これほどの悦びはない．開発者冥利に尽きる．ちなみに，SSCとはソ
ウセールスクリニックの略であり，行動力を強化する自己改革コース（旧称：
行動力を強化する自己改革訓練）はジェック創業者社長である宮本義臣氏の命
名である．かいつまんで，このコース概要を説明する．

【コースコンセプト】
激変する時代・市場の中でも，成功法則を学ぶことを通じ，やる気を引き出

し，自らの意識を引き出し，自らの意識を改革し，行動変容を起こすことで，
今いるステージの中で，自らの存在価値を高めるコース．

【コースの要旨】
（1） 自己改革スパイラル理論を学び，ビジネスマンとして成長し，成功してい

くための考え方とプロセスを取得する．
（2） パーソナル・コンセプト（なりたい自分像）を明確にし，それに向かって自

己改革を図り仕事の中で実現して行く力を強化する．
（3） 自分の能力開発にブレーキをかけている既成概念を打破し，素晴らしい自

分を再発見する．
（4） 存在価値の高い組織人になるとともに，人生の3つのステージ（仕事・家庭・

個人）で役立ちの行動力を強化する．

【学習後に期待される効果】
（1） 人生における仕事の位置付け・価値が明確になるので，すべての面で積極

的な行動が促進される．
（2） 目標（目的）意識が高まり，高い目標・新しいこと・苦手なことにチャレンジ

する困難さがつきまとった．わたしは，ドラッカーの「何によって憶えられた
いか？」そして，「凡人に非凡なことをさせる」この2つの上の句を用いて，こ
れから「個人と組織の創造的革新法」を説いていこうと思う．これは机上の空論
ではない．わたしが29年69日間かけて体験し，組織として効果をあげたもの
であり，今に生きる考え方と行動の仕方である．このことが認知され，広く活
用され，さらに手が加えられ社会に貢献できるならば，わたしにとって喜びで
ある．天上のお2人もきっと喜んでいただけるに違いない．そう確信する．

2.�個人を創造的に革新する

ドラッカーの｢何によって憶えられたいか？｣これを上の句としてとらえて見
た時，あなたは｢何になりたいのか？｣という下の句に置き換えられないだろう
か．わたしたちはあまりにも自分を知らない．その事実は｢わたしたちはなり
たい自分｣になれるのである．このことをまずしっかり認識しておこう．

それでは，何をどう考え行動していけばよいのかこれから考えていこう．わ
たしは研修会・セミナーで，ご受講生に｢あなたはどんな方ですか？｣，｢何に
なりたいですか？｣と，質問をさせていただく．何人の人に質問させていただ
いたか記憶にないが，いまだかつてその答えを聞いたことがない．

このようにまるで霧の中をさ迷っているように思える人が多くいる．それは
例えていうならば，最新鋭の装備と精鋭のクルーがいて，燃料も充分な豪華船
がただ大洋を木の葉のように漂っている情景に似ている．なぜそうなるのか？
船長であるあなたが指示し，行動していないからである．そのような状態が長
く続くと，クルーが愛想を尽かし下船してしまう．残ったクルーも歳を取る．
そのうち燃料を使い果たし，装備は古くなり動かなくなり，廃船になってしま
う．はたしてこれでよいのだろうか？　前述した通り，｢わたしたちはなりた
い自分｣になれるのである．
「何によって憶えられたいのか？」は「何になりたいのか？」と同義語である．
わたしが質問しただけでは，あまりにも一方的なので必ず逆質問してもらう．
｢それでは，そういっている宗さん，あなたはどんな人ですか？｣わたしはこ

うお答えする．わたしは，「みなさまに生きる悦び，仕事の楽しさ，勇気と自
信を売りまくる世界一の生涯現役セールスメンター」です，と．ご受講の方々
は一様にびっくりした顔をする．笑顔の方もあり，怪訝な顔の方もいる．これ
は正確には，なろうとしている自分である．人は自分が見る方向に必ず進む．
だから，｢なりたい自分像｣を持つことはもの凄く大切なことである．われわれ
は，それぞれが自分の人生を振り返った時，驚くほど｢なりたい自分｣になって
いることに気づく．何者にもなっていない，なれていない人がいたらそれはな
りたい自分像がなかっただけである．自分の胸に手を当てて聞いてみるとよい
だろう．「なりたい自分像」のことをパーソナル・コンセプトという．
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　各論6（挫折回避）～既成概念の檻に戻った時～
⑳自己改革スパイラル理論
�まとめ
�わたし宣言

以上のような形で，過去20年に渡り開催されている．付け加えるならば，
この研修コースは1988年第1回ジェック訓練コース開発最優秀賞を受賞，賞
金100万円が開発者に贈呈された．この研修コースはドラッカーいうところの
｢プロフェッショナル｣の基本を身につけ，個人を創造的に革新させる研修コー
スである．目標と自己統制の考え方がこの研修コースのベースにあるので，今
後も自らを自分で教育し，困難に立ち向かわせる数多くの人たちを輩出してい
くに違いない．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.�組織を創造的に革新する�

さて，組織の目的とは何か？　それは「凡人に非凡なことをさせる」ことだと
ドラッカーはいっている．宮本氏はこの点についても腐心されていた．わたし
の目から見て四六時中そのことについて，悩み考えられていたように見受けら
れた．前述したように，会社そのものが大きな経営の実験工房であった．これ
は，と思えるシステム・考え方はすぐさま経営に取り入れられ，ジェックナイ
ズされ，お客さまに提供された．企業に求められるものは｢成果｣である．この
成果こそが企業の原動力である．ドラッカーは，｢組織にはプロフィットセン
ターはない．すべては顧客のところにある｣といっている．

ここではまず，現在最大の経営課題になっている成果主義について見ていく．
成果主義を考える時，｢業績（成果）なくして企業なし｣という言葉が思い起こさ
れる．企業において「成果」は最も尊ばれるべきものである．日本において，こ
の成果主義経営が本格的に取り入れられるようになったのは2000年くらいか
らである．そして，成果主義の後に続く言葉は目標管理制度である．

それは直接的に人事管理制度に反映され，給与・昇降格・諸待遇の差となっ
て個々人の評価となる．｢成果主義｣は厳しい，日本の風土に合わないという声
をよく聞く．それは日本的経営の特徴である年功序列，終身雇用制度と相容れ
ない考え方だからである．しかし，グローバル化する企業経営において避けて
通れないものである．現在，数多くの組織が｢成果主義と目標管理制度｣を取り
入れている．なぜなら，そうしなければ組織は生きていかれない．潰れてしま
うからである．ところが，最近のマスコミ報道によると，成果主義崩壊の兆し
が見える．資生堂は個人に対するノルマ制度を止め，三井物産は成果主義を廃
止した．はたして，成果主義はどうなるのだろうか？

するようになる．
（3） ｢無理・駄目・できない｣といった消極的発言が減り，「やればできる，よし

やろう！」といった積極発言が多くなり，周囲に好影響を与えるようにな
る．

（4） 自立が促進されるので，いわれたことだけをやるのではなく，自らPDCA
のサイクルを回せるようになる．

（5） 感謝の心に気づき，謙虚な姿勢になるので，社内外の協力者ができるよう
になる．

【カリキュラム（スケジュール）】　　
［1日目］

①このコースの狙い
②お隣紹介
③グループ討議発表
④自己改革スパイラル理論
⑤自己改革スパイラル
　各論1（自己再発見）～既成概念の檻を破る～
⑥自己改革スパイラル理論
　各論2 （目標化）～行き先を決める
⑦課題

［2日目］
⑧復習
⑨自己改革スパイラル
　各論2（目標化）
⑩パーソナル・コンセプト発表
　自己改革スパイラル
⑪各論3（計画化）～そのための計画を立てる～
　自己改革スパイラル
⑫各論4（実践化）～毎日実践することを決める～
⑬課題

［3日目］
⑭復習
⑮目標・計画の検討／修正
⑯全員相互検討
⑰目標計画の最終修正
⑱自己改革スパイラル
　各論5（行動強化）～行動の源泉に気づく～
⑲自己改革スパイラル
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のは以下に示す3つの道である．
①不平をいわず，それを密封して何とか居させてもらう．
②不平をいい，会社を非難し（もしくは黙ったまま）転職する．
③その会社を見限り，自分の実力を蓄え独立の道を選択する．
わたしは，20代の8年間この3つの道を細切れ状態で繰り返して来た．そし

てすべて失敗した．1978年8月，30歳の時，（株）ジェックに入社させていただいた．
残念なことに足掛け4年間に渡って目標数字の達成ができなかった．妻・子供・
家のローンを抱えており苦慮した思い出がある．がんじがらめの目標管理制度
が機能していたなら，直ちに退社に追い込まれていたか，自ら辞表を出してい
たに違いない．実際，そのような危機に何回も遭遇した．

わたしはジェック創業者社長の宮本義臣氏が主張していた｢人を信頼する経
営｣，｢目標と自己統制による経営｣，そして「凡人に非凡なことをさせる経営」
によって生かされてきた．それは，まさしくドラッカー実践経営学そのもので
あった．本論文の冒頭で述べたドラッカーによって定年まで勤められた所以で
ある．これからの日本経済が躍進するためにも，敗者復活も十分可能な，人間
の成長欲求を最大限に引き出す信頼の経営に基づいた成果主義と目標管理制度
が望まれる．それでは，この目標管理制度がうまく機能するためにはどのよう
な前提が必要なのだろうか．城繁幸氏によると4つの大前提が必要である．

①目標そのものが数値化できている
②目標のハードルが同じ高さである
③常に目標が現況にマッチしている
④評価の際，達成度だけで評価が可能であること
どれか一つで欠けても目標管理制度は機能せず，逆に組織にとって重荷に

なってしまう．同時に城氏は以下の3つの事例の解決策が要求されるという．
①チームで仕事をしており，個々人に数字を割り振れないケース
②担当部署ごとに業務がバラバラで，ハードルが同じにならないケース
③目標がずれるたびに修正が必要．しかし，仕事が忙しく「いちいち目標の

修正｣をしていられないケース
さらに間違った目標設定をしている以上，社員がいくら目標を達成したとこ

ろで，企業の業績はアップしない．目標達成者の数は増えるが，企業業績は上
がらない．会社が社員に対して支払う原資の額はずっと横ばいで変わらない．

目標管理制度が機能しない理由は今まで述べたとおり，主に目標管理制度自
体が抱えるシステム及び運用上の問題といえる．

5.�組織の創造的革新法―目標と自己統制による経営

ここまで成果主義を論考してきて，それは社員の意識を低下させるばかりで，
意欲を高めることなど不可能に思える．このような危惧に対してドラッカーは

（1）成果主義を論考する
成果に応じて報酬は支払われる．つまり，成果があるからこそ分配（報酬）が

ある．前述したとおり，8年ほど前からこの成果主義による経営が各企業，組
織で急速に取り入れだした．なぜ，このような考え方が必要なのだろうか？　
景気の減速が叫ばれている．不動産業界では上場会社の倒産が相次いでいる．
諸物価の値上がりは，自動車業界，電機業界，さらに外食産業をも直撃してい
る．もはや，バブル期のような好況は望むべくもない．モノが行き渡り，市場
は細分化され，大量生産・大量消費経済は跡形もない．さらに否応なく激しい
国際的な資本の流動が始まっている．外資系ファンド会社から，一部上場会社
経営陣への退陣要求が連日のように報道されている．これまでの日本的経営で
はおぼつかなくなり，明確に成果に応じた人事が行われ，それぞれの成果に応
じた報酬が支払われる制度がなければならない．

日本的温情主義は過去のものになりつつある．成果を上げる人にはより多く
の報酬，中程度の人にはそれなりの報酬，さらに成果を上げられない人にはマ
イナスの報酬となる．これは資本主義社会では当たり前のことである．しかし
なぜ，この成果主義が敬遠されるのか．

一つ目は，日本の経営風土に合わないからである．日本のこれまでの経済・
経営環境は，好景気が長く続き，いわゆる成長路線を突っ走ってきた．バブル
期はその最たるものであり，その崩壊さえも予想できなかった．そして「和」を
重んじる精神で個人，部門，全社が動いてきた．さらにいえば結局だれも責任
を取らない稟議制度という無責任体制が通用してきた．

逆にいえば，まったく穏やかで天下泰平の時代が長く続いていたのである．
しかし，時代と環境は考えられないほど厳しくなり，いわゆるドンブリ勘定型
経営では会社が崩壊しかねない状況になって来た．

さて，2つ目の問題点は制度そのものの運用面に問題があるケースである．
社内に｢成果主義と目標管理制度｣を作ったが，制度そのものが機能しない．制
度に魂が入っておらず，有名無実化しているケースである．成果主義に対する
経営陣がその本質が理解できていない場合などがある．そのため，制度が一人
歩きしてしまい，各人は自分が上げた目標のみに集中し他のことまで気が回ら
ない．それが，社内での人間関係の崩壊，離退職の増加，うつ病の蔓延など，
負のサイクルを作り上げてしまっているのである．

（2）目標管理制度の問題点
さて，成果主義の根幹を成すものは目標管理制度である．期初に目標を立て，

期末にその結果が査定され，報酬はその成果に応じて配分される．ここで年功
序列制度が大きく崩壊する．成果の上がらない人間はポストも基本給もいつま
でも現状維持のままである．それが50代になっても新入社員のころと大して
変わらない人が出現する可能性がある．社員側から見ると，ここで考えられる
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と信頼関係をベースとしたチーム編成がなされるのである．同じ考え方と方向
性，同じ発想をもったチームとなる．つまり，同好の士が集まるので必然結束
は固く，目標に向かうパワーも倍加される．これを別名「同好会型経営」とも呼
んでいる．

なぜ，このようなことが可能なのか？　いや，なぜこのようなことが可能な
体質が出来上がったのか？　それはジェック創業者社長の宮本義臣氏が1964
年にジェックを創業した当初から，ドラッカー思想を深く理解し，実践するこ
とによって成し遂げられたのである．まさしく，ドラッカーの「上の句」を受け，
自らが「下の句」を作成し困難と闘いながら実践してきた結果にほかならない．
試行錯誤の中で「目標と自己統制の経営」を実践し続けた賜物である．
（株）ジェックは営業を主体とした，経営変革支援会社である．そのため，目

標が目に見える形で設定でき，ガラス張り経営が可能なシンプルで機能的な組
織作りが可能である．このような理由で，目標管理制度が機能する4つの大前
提が備わっている．お客さまからの受注により，すべての業務が発生する．

このことは，①目標の数値目標化ができる．②目標のハードルを同じように
設定できることを意味し，③（2年単位の事業計画でチームが動くので）目標が
現状にマッチする．④（営業が主体であるため）達成度だけで絶対評価が可能．
という好条件に恵まれている．

同時に，目標管理制度を妨げる3つの事例の解決策もあった．
（1） 営業担当とインストラクターによるチーム制なので，誰が，何をいつま

でに，どのくらいというように個々人に目標数字が割り振れる．
（2） 営業活動が業務のベースにあり，9割以上のチームでほとんど同じ業務

を行っているので，管理部門を除きハードルが同じである．
（3） 同好会型チーム編成であるため，リーダーとメンバー間の意思疎通が促

進され，成長対話を通して目標修正が適時行われている．
このような組織体質をもった（株）ジェックを，わたしは心の底から応援して

いる．世界に進出する21世紀ビジョンがあり，成功させてもらいたい．（株）ジェッ
クはまさしく，ドラッカーの経営学を実践し続けているリーディング・カンパ
ニーである．これからの経営において最大の課題である｢個人と組織の創造的
革新法｣について，今日的で実践的な指導をしてくれる会社である．

おわりに

わたしは｢凡人に非凡なことをさせる｣組織であるジェックに，1978年8月1
日に入社させていただき，29年69日間在社した．2007年10月8日に無事定年
を迎えた．1週間前の同年10月1日には池袋のホテル宴会場を借り切り，現ドラッ
カー学会推進委員の北原文司氏とともに｢還暦・定年退職｣のお祝い会を開いて
いただいたことが記憶に新しい．自由参加にもかかわらず，全社員の7割の方

明確な考え方を示してくれる．名著『現代の経営』の中に，その思想と考え方が
明示されている．少し長いが引用する．

目標設定による経営の最大の利点は，経営担当者がそれぞれ自分の行為を自
ら統制することが可能になることであろう．自己統制は，より強い動機づけを
もたらす．つまり，適当にしておこうという考えを捨て，最善をつくそうとい
う熱意を起こさせるものである．自己統制によって人々の仕事の成果はいっそ
う高まり，視野もそれに伴ってより広いものになる．目標達成による経営は，
経営チームの志向の一致，努力の一致をうみだすことは前述したとおりである
が，そのような効果を必要としない企業においても，少なくとも自己統制によ
る経営を可能にするために必要である（P. F. ドラッカー／上田惇生訳「目標の
設定と自己統制」『現代の経営』［上］ダイヤモンド社，1992．pp.175 ～ 176）

前述したとおり，（株）ジェックの創業者社長宮本義臣氏はいち早くこのドラッ
カー哲学を実践したカリスマ経営者として知られている．特に人の育成，経営
チームの活性化，組織全体の運営に対して，天才的な手腕を発揮している．こ
こでは，ドラッカーの「目標の設定と自己統制」という｢上の句｣に対して，宮本
氏がどのようにして，経営に現場で，成果に結びつける具体策を出しているの
か，つまり，｢下の句｣について見ていきたいと思う．

自らがチームリーダーになろうと考える人は，自分から手を上げる．基本的
に年齢・性別・在社年数・現在の立場・役職には一切関係ない．少なくとも2年
間に渡る事業計画書を作成し，まず役員の承認を受ける．この時点で第1次選
考が行われる．だから，手を上げからといって，すべての人がリーダーになれ
るわけではない．役員承認という難関を突破した後は，次のステップとして自
らの事業計画書を全社員が集まる「全体会議」の席上で，その事業計画書の趣旨，
利点および，業績が上がる根拠，具体的なビジネス・モデル，望まれるメンバー
像などを発表し全社員からの応募を募る．これが第二関門である．

第三関門としては，もしその内容が受け入れられず，規定のメンバーが集ま
らない場合はチームとして成立しない．そのため，リーダー立候補者も事前に
配布される他のリーダー候補者の事業計画書を精読し，事前に自分と考え方が
一致し，自分の能力が発揮できそうなチームに登録しておく．そうすることに
よって，リーダーになれなかった時のリスクを回避する．もちろん，その前提
として自分はリーダーの道を歩むのか，インストラクターとしてもしくは営業
担当者として専門家の道を歩むのかは，自らにその決定権がある．さて，役員
と一部役職者を除いた全社員は，そのリーダー立候補者のプレゼンテーション
を聞き，必要であれば質問する．そして，自分の能力が一番発揮できそうなチー
ムを選ぶことができる．しかし，チームへの採用決定権はチームリーダー立候
補者にある．

期間は2年間．業績が上がらなければ，期間中のチームは解散の可能性もあ
る．このようなプロセスと経過を経て，チームが創られる．だから，相思相愛
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起業家，若手リーダーこそドラッカーを
―今こそ求められる正統なマネジメントの実践者

藤田勝利
（エンプレックス（株））

2001年に，ドラッカー教授の「基本と原則に反するものは，例外なく破綻する」
という言葉に出会った．当時，コンサルティング会社で組織変革，人事制度革新，
業務プロセス変革，ITパッケージ製品など様々な最新手法を提案・導入してい
たが，私はクライアント企業そのものが「よくなっている」という実感を全く持
てていなかった．この「基本と原則」という言葉が頭から離れなくなり，貯金を
はたいて2002年に米国クレアモント大学院大学のP.F.ドラッカー経営大学院
に入学した．ドラッカー教授の理念でもあった「Management is a liberal art（マ
ネジメントとは一般教養である）」の考え方をベースに，全体の「マネジメント」
という基軸と結びついた経営戦略，組織行動，リーダーシップ，情報技術，財
務・会計などを広く学ぶ中で，その原則の一端が見えた気がした．

帰国後，実業の現場経験を積みたいという思いからIT系ベンチャー企業に
転じた．現在，事業開発担当執行役員として100名を超える社員とともに，日々
格闘しながら成果を目指して奮闘している．ベンチャー企業の現場は，多面的
なパズルを解くようなものだ．ベンチャー企業だからこそマーケティングは重
要であるが，金銭的・人的リソースは限られている．すぐにでも製品・サービ
ス化したいと焦る一方で，中途半端なものはすぐに模倣され，会社存続自体を
危うくする．株主への業績報告に追われる一方で，中長期的な計画も欠かせな
い．社員への教育投資を大企業ほど十分にする時間がない一方で，社員の強み
を存分に活かさなければ勝ち目はない．機会も山ほどあるかわりに，挙げれば
きりがないほどのジレンマ，矛盾と格闘するのもベンチャー企業である．だか
らこそ，起業家や若手リーダーは，変化の激しい今「ドラッカー」を学び，基本
と原則に立ち帰る時間を持って欲しいと思ったのが今回の原稿を書かせていた
だいた最大の動機だ．ドラッカー教授の示す基本原則が，様々なジレンマを解
き明かし，一筋の光と軸を与えてくれると確信している．そして，何より実践
的で成果に直結するものであるということがご理解いただけると思う．

が駆けつけていただき，心の底から嬉しかった．感謝している．ドラッカーの
いう人間尊重の経営を実践している会社である．

定年退職した10月8日は日曜日であった．午前中に会社の残務整理を行い，
午後から，同僚の小林登インストラクターとともに宮本義臣氏が眠る川崎市生
田区にある｢春秋苑｣にお墓参りに行った．お参りした時，天から｢よくやった
宗君，お疲れさま｣という聴きなれた声が聞こえたような気がした．わたしと
ドラッカーを結びつけていただいた人生の大恩人である．これからも生涯，教
えていただいたことをさらに深め，発展させ，社会に役立っていきたい．

さて，ここまで「何によって憶えられたいのか？」（個人の側面からの革新）と，
「凡人に非凡なことをさせる」（組織の側面からの革新）の2つを，それぞれ上の
句として，下の句つまり，何をどうすればよいのか？　どう実践し，成果をあ
げていけばよいのか？　を実際の事例を通して述べてきた．この小論がみなさ
まに少しでもお役立ちできることができれば，筆者にとってこれにまさる喜び
はない．

【略歴】  1947年10月8日佐賀県生まれ．東京経済大学大学院経営学研究科研究生修了．
現在，ドラッカー学会推進委員，NPO法人シニアジョブ顧問．
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強調する．マネジメントの全体が意味するものを理解せずして，各論の議論を
進めることは極めて危険だ．

では，一体マネジメントとは何だろう．定義は人それぞれ微妙に違うと思
う．しかし，やはりドラッカー教授が最も伝えたいであろう定義として私が腹
に落ちるのは「マネジメントとは，組織と人をして価値ある成果を上げさせる
仕組み」というものだ．しかも，その「人」は，知識社会の中で唯一の競争優位
性を発揮する「資本」である．もし，こういった定義がきちんと共有されていれ
ば，人間（特に知識労働者）の士気を著しく下げる企業不祥事，複雑な財務偏重
型の事業計画，また顧客無視の製品売り込み（セリング）営業などは「優先事項
として選択」されるはずがない．誤解を恐れずに言えば，多くの新規事業やベ
ンチャー企業で優秀な人間を集めても失敗するのは，「正統なマネジメントの
定義」を欠きながら「マネジメント」している人が多いからではないか．上場直
後に，成長が鈍化し，あっというまに株価とともに転落していく企業も，失敗
の本質はそこにある気がする．

3.�体系としてのイノベーション

今ほど「イノベーション」に対する正確な理解と実践が必要な時代はないだろ
う．一つの商機が生まれるのも，廃れるのもあっという間だ．日立製作所で製
品企画をしている友人が「以前はR&Dにお金と時間をしっかりかければ成果を
生んだが，今は変化が激しすぎ，投資がリターンを生まなくなっている」と話
していた．まさに，そのとおりだが，ベンチャー企業でその状態が続くと待つ
のは死のみである．私が日々接しているIT業界についても，トレンドの移り
変わりが速すぎ，製品開発や販売戦略立案といった活動のスピードを追いつか
せることは至難の業だ．経営層が，イノベーションの種を「正しく」発見し，そ
れを事業としてハイスピードに育てていくことが求められる．

名著『イノベーションと起業家精神』の中で，ドラッカー教授は，イノベーティ
ブなひらめきを一部の天才のものではなく，体系としてとらえようとした．そ
の中で私が目から鱗の思いだったのは，「起業家精神にリスクが伴うのは，一
般に，起業家とされている人たちの多くが，自分がしていることをよく理解し
ていないからである．つまり，方法論を持っていないのである」という言葉だっ
た．

ベンチャー経営者や新規事業のリーダーには「思い切った行動をする人」「ア
イディア豊富な人」は多い．しかし，その判断や考えが，イノベーションの機
会と戦略から見た全体の中でどのように裏付けられているのか見えないことも
また多い．製品開発投資，人員採用増，急速な店舗展開……起業家のリスクあ
る行動と武勇伝には事欠かない．結果的にそれが「当たれば」ヒーローとなる．
それこそが起業家にとって麻薬のような魅力であるだろうが，起業家社会を正

1.�ベンチャー企業に真の経営力が求められる時代

2008年に入り，新規株式公開が急減速している．この20年間毎年平均120
社ほどが上場企業の仲間入りを果たしていたが，2008年1月～ 6月の新規上場
企業は24社のみで，2000年以降最低の水準という．ベンチャー企業，新規事
業にとって激しい競争に打ち勝ち成果を上げることは容易ではない．新しい製
品やサービスも，瞬く間に競合企業に狙われ，市場を奪われる．しかもその競
争は国内だけでなく世界規模で起こる．

さらに，一部の新興企業の会計不祥事などで，特にIT系のベンチャー／新
興企業への視線は大変厳しい．堅実な統制環境が求められ，会計監査も厳格化
し，上場審査はますます厳しくなる．J-SOX法（注1）の施行など，IT業界，ソフ
トウェア業界でも，厳しい経営管理を求められる．この「厳格化」の流れは大き
くは今後も変わることがないだろう．内部を統制しながら顧客を創造し続け，
企業として絶えず革新していかなければいけない．過去は売上額至上主義のも
と，不明瞭な売上計上処理が常態であった業種でも，もはやそれは許されない．

当然と言えば当然かもしれない．しかし，確立した事業がないアーリーステー
ジの企業にとっては簡単ではない．そのような状況で，今，事業の現場で感じ
ることは，「本物のマネジメント」を実践した企業だけが成功し，生き残れる時
代だということだ．ドラッカー教授の言うように真の「マーケティング」「顧客
の創造」を行い，環境に応じて絶えず「イノベーション」できる企業だけが生き
残れる時代にいよいよ入ったと言える．

2.�トップマネジメントチームが共有すべき「マネジメント」の定義

一方で，仕事や勉強会などを通じて，多くのベンチャー企業経営者，経営層
の方と議論をするなかで最も懸念を感じるのは，マネジメントの「定義」そのも
のが正しく理解されていないということだ．「マネジメント」は一般用語として
普及しているが，「では，マネジメントを一言で言うとなんでしょうか？」と
突っ込んだ議論になると，信念に貫かれた回答が返って来ることは非常に少な
い．多くの場合「ビジネスや組織を『管理』すること」という一般訳語に近いもの
や，「目的を明確にし，組織のモチベーションを高めること」といったどこか教
科書的な回答，あるいは「マネジメントとは戦いだ」といった情緒的な答えで
あったりする．このような「マネジメント」人材の「マネジメント」に対する理解
不足は，すなわち事業活動の「全体」を見失うことになる．ドラッカー教授の言
葉を借りれば，「起業家自身が何をしているのかわからない」状態につながり，
最もリスクが高い．

流行の「マネジメントツール」「テクニック」論も，マネジメント全体像の中
では，「部分」にすぎない．ドラッカー教授は，「全体は部分の総計ではない」と
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ドラッカー教授は言う．「マネジメントとは，その責務からして必ず意思決定
を行う．違いは，責任を持って行うか，無責任に行うかだけである．成果と成
功についての妥当な可能性を考慮に入れつつ行うか，でたらめに行うかだけで
ある．」技術力・組織力があり優秀なベンチャー企業が「事業戦略」の失敗で傾か
ないことを強く願う．

5.�新しいものを生み出す組織体制

ベンチャー企業で，組織のあり方を考えるのは非常に難しい．職能別組織な
のか，事業部別組織なのか．本部にどこまで含むのか，新しい組織をつくるか，
つくらないか―日々，意思決定に迫られる．「上司は選べない」が大企業では
原則かもしれないが，ベンチャーでは上司を選んでくる人間ばかりだ．

私は，「Tangible （有形）」なものと「Intangible（無形）」なものの2点で組織構
造を見るべきだと思う．まず「Tangible」の視点では，ドラッカー教授の言う「何
によって卓越したいか」を第一義に考えるべきだ．大企業，成功企業をむやみ
に真似た組織構造にしても成果は生まれない．イノベーションの機会を明確に
し，戦略ゴールとリソースを十分に評価した上で，「どのようなサービス，業
務プロセス」によって卓越した存在でいたいのか，そこから組織構造を考える
ことが最優先である．

もう一つ，イノベーションを生み出す上では「Intangible」なネットワークが
不可欠だ．母校，米クレアモント大学院大学ドラッカー・スクールMBAのリー
ダーシップ論教授であるジーン・リップマン・ブルーメン教授の提唱する「ホッ
トグループ」の概念は，事業開発の現場ですぐに使えるものだ．ホットグルー
プとは，「情熱とミッションを共有し，偉大な成果を生む究極のグループ」であ
る．「なぜ，あんなことが短時間でできたのだろう」後になってそう思えるよう
な貴重な経験をやり遂げ，成果を生むと自然と解散する，そんなグループだ．

偉大な歴史を作り上げてきたのは，「組織」でも「個人」でもなく，「ホットグ
ループ」だという．確かに，明治維新を成し遂げた志士たちは，組織構造の中
から生まれたものではなく，崇高なミッションや理想を共有した少数の人間同
士が結びついたものだった．また，ソニーやホンダをはじめ，偉大な企業には，
光の当たらない時点から未知の製品やサービスの開発に取り組むホットグルー
プが存在した．「スカンクプロジェクト」と言われるように，体制の中では時に
疎んじられるほどのエネルギーや熱を発する彼らが，次世代のアイディアを生
み出す言動力になってきた．ホットグループで成功したチームが，やがて組織
へと昇華し，仕組みになっていくことはありうる．しかし，いきなり組織構造
にしてもホットグループは生まれない．

このホットグループという考え方は，「個人」と「組織」の間に，部署や所属の
垣根を越えた思いのネットワークという存在がありうることを明快に示した．

しく機能させる上では大きなリスクでもある．
ベンチャーは希少なリソースを機会に振り向けることでしか成長できない．

実際に，私自身，経営メンバーの一人として「安易な機会認識」により莫大な時
間と人的リソースを，成果を生まない活動に振り向けて苦汁をなめた例を多く
経験している．

ドラッカー教授曰く，起業家は，「『分析できるほどはまだわからない．しか
し，必ず見つけ出す．外に出かけ，観察し，質問し，聞いてくる』と言わなけ
ればならない．」リーダーが自分の目でイノベーションの機会を発見し，その機
会から正しい戦略オプションを選択していくことが求められる．

4.�「戦略的」であるということ

「戦略」という言葉もすっかり一般的になった．しかし，私の知る限り，本当
に「戦略的なリーダー」は滅多にいない．戦略には，2つの視点が欠かせない．「機
会発見の適正さ」と「リソース判断の適正さ」だ．両方を適切に洞察し，成功確
率の高いオプションを選択しなければいけない．しかし，同業他社の成功パター
ンや，過去の経験から，十分な戦略的議論を詰めずに重要な意思決定を下して
しまうケースがベンチャー企業では多いように感じる．

グーグルやアップルの「戦略」「カルチャー」「企業風土」「人間・組織」の話が前
面に出ることは多い．しかし，それらは，その会社の経営陣が業界の中での機
会，自社の持つ人材や商材の強みを熟慮し，戦略的な意思決定をした結果であ
る．重要なのは，なぜ，どのような機会を見てその意思決定をしたのかであっ
て，その結果自体を「戦略」と混同する議論は最も危険だ．過去の事例や他社事
例から学ぶことは確かに大事だが，機会もリソースも状況によって全く異なる．
さらに，市場環境も刻々と変わり，社員の性格も，組織能力も，製品も会社ご
とに全く異なるのだ．自社の持つ「リソース」の強みや特長を射抜くように洞察
しきらなければならない．

また，ベンチャーにおいて真に戦略的思考が活かされるのは，「分析」ではな
く「実行」においてである．ベンチャー事業には機会はあってもリソースが少な
い．新製品の開発投資，採用に関する意思決定，IT投資，パートナーシップ
やアライアンス―「総花的な」対応をとっていると，あっという間に「時間」「資
金」という希少なリソースが食いつぶされる．

戦略性は，営業活動でも顕著に現れる．「狙いたい市場」と「今狙える市場」に
ギャップがある場合，「勇気を持って捨てているか」でその会社の戦略性が分か
る．目の前に一見魅力的な商談があっても，受注することで自社のリソースを
著しく消耗させるリスクがある場合，それを捨てなければいけない．的確に機
会と戦略を想定し，「捨てる」決断ができてこそ，組織のフォーカスが保たれ，
組織として戦略が機能していることになる．戦略は意思決定の現場にこそ宿る．
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がマネジメントに求められる．すなわち，社外の情報や社内の情報を，いかな
る戦略を前提に，いつ，どのように揃えていくか，をリーダー自らが語らなく
てはいけない．特に，情報の遅れ，漏れ，ずれが致命的な損失につながるベン
チャー企業の経営者こそ，情報責任にもっと目を向けるべきだ．CIOや情報シ
ステム部に任せきりであったり，いつまでも人海戦術でカバーしたりしていて
はこれからの時代に勝ち目はない．

ドラッカー教授は「企業のマネジメントのきわめて多くが，技術を本質的に
把握不能なものとしている．技術にかかわる活動は，組織上もマネジメント上
も，事業上の他の活動とは別種の，事業ならざる活動，すなわち研究開発活動
として組織している」と懸念を示す．誤解を恐れずに言えば，日本のIT産業自
体が，まだ「経営とITの融合」を実現させていないし，その自信もないように
思える．それは技術が足りないというよりも，やはり経営（マネジメント）の意
味するところが共有されていないことによると思う．ITはそれ自体何かを生
み出す「Provider」ではなく，何かの実現を手助けする「Enabler」である．従い，
経営そのものの全体像，目的，戦略などが明確にされ，ドラッカー教授の言葉
を借りれば，「何によって卓越したいか」が明確になって初めてITというツー
ルが経営に活かされる．新しい時代に成果を生むためには，技術者もそうでな
い者も，同じ視点で「機会」と「戦略」を見据え，ITを正しく活用していく必要
がある．

7.�最後に―ドラッカーが起業家に残したもの

「経営管理者は事業に生命を吹き込むダイナミックな存在である．彼らのリー
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」―
この言葉がまさに，ドラッカー教授が次代のわれわれ若手も含めたリーダーに
残した大切なメッセージだろう．ベンチャー企業の事業には，まだ完全に生命
が宿っていないものも多い．そこに生命を吹き込むための正しいリーダーシッ
プが，マネジメント層に求められている．

ドラッカー教授は，マネジメントとは学ぶためだけのものではなく実践する
こと，「Management is practice」と常々私たちに語りかけてくれていた．生涯
をかけてマネジメントというテーマを追求したドラッカー教授の思いを真摯に
実践し，具現化していく使命を若手リーダーたちは担っている．ドラッカー教
授が願った「人と社会の両方に幸福をもたらす組織」が数多く生み出されるよう
に，次代を担うわれわれが本当の成果をあげていかなくてはいけない．

実際に，私も，事業開発担当執行役員として，新しい事業テーマに対しては，
「組織体制」を当てはめることはタブーだと断言している．まずは，部署や役職
関係なく，思いの強い人間同士でわくわくしながら小さい成果を生んでみるこ
と．自身が昨年手がけて成果を上げた新規事業についても，完全にこのホット
グループの考え方をベースにしている．幸い，弊社の社長もこの考え方に共鳴
し，社員の考えにもマッチしたことも大きかった．自然と「ホットグループ」と
いう言葉が社内で流行し，その言葉がイノベーションを生むネットワークを自
然に醸成していった．

ドラッカー・スクール卒業生で翻訳し，上田惇生先生の編訳により日本語が
出版されているので，是非多くの方にお読みいただきたいと思う．ベンチャー
企業の経営者に贈呈させていただくと，皆さん口をそろえて「こんなグループ
がうちにもあれば」と言われる．それだけ，実際の組織構造とホットグループ
に差があるように認識さている．しかし，本にも書かれているとおり，ホット
グループを生むのにはお金も人材もいらない．ただ，強烈なミッションやわく
わくする目標をみつけ，部署の垣根を超えて社員同士が協力して成果をあげら
れる，そんなホットグループの種を守り，育ててあげるだけで十分なのだ．

6.�ITと経営の融合

ベンチャー企業にとって最も投資対象として難しいのがIT（情報技術）かも
しれない．日本には，いまだに「情報技術に投資するくらいならば，人を雇っ
て手作業で処理した方がよい」というマインドが根強く残っているように感じ
る．意外なことに，私が仕事柄よく接するIT関連企業ほど，その発想が強い．
ある上場準備中のIT企業は，社員約100名中，総務・管理スタッフが20名を
超えていた．そのような状況で，「ITに投資する余裕はない」という．有望な
ビジネスモデル，優秀な技術があっても「人件費が累積的に増えていく旧来型
業務モデル」ではこれからの新事業は絶対に勝てない．

私はクライアントに対して，ITを含めた事業提案をする際に，常々「ITに
できることはITに任せ，人間はさらに創造的な作業を行えるよう，アーリー
ステージからそのような業務プロセスを創るべき」とお話させていただいてい
る．（株）ソフィアバンク代表の田坂広志さんが著書の中で言われていたことに
我が意を得た思いだったのは，「ITを使えない人が淘汰されるのではなく，IT
で代替できることしかできない人が淘汰される」のだということだ．そういう
意味で，IT化の波は，人間が人間らしく創造的に働ける組織社会へのチャレ
ンジだと思う．

情報化の時代，ITと経営は完全に融合していく．経営者は自社のITシステ
ムが意思決定や経営そのものにどれくらい役立っているかつねに見極めていく
必要がある．経営責任という言葉と同様に，ドラッカー教授も言う「情報責任」
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ドラッカー・スクール
Drucker School of Management

八木澤智正
（協和発酵キリン（株））

Abstract: The education provided at the Peter F. Drucker and Masatoshi 
Ito Graduate School of Management has its uniqueness in its focus on “soft-
skill” management education.  This is very helpful for “judgments” that 
every manager has to deal with every day. This article introduces what I 
learned at the Drucker School, and how it has been helping me.

カリフォルニア州にあるクレアモント大学院大学（Peter F. Drucker and 
Masatoshi Ito Graduate School of Management）．ドラッカー・スクールの愛
称を持つこの学校は，全米で唯一ドラッカー哲学を大きくカリキュラムに取り
入れている学校である．

2002年から2004年までの2年間，私はこのドラッカー・スクールでマネジ
メントを学んだ．ここでの経験は，当初私がビジネススクールに期待していた
ものを遥かに凌ぎ，人生観，ものの考え方にもよい影響をもたらし，今の仕事，
生活に活きている．

ドラッカー・スクールの教育は，経営の専門家を育てるだけにとどまらず，
社会に貢献していくリーダーを育てるということを目指すものであった．それ
を実現するために心理学，歴史学，地理学，工学など幅広い学際領域の教養を
も取り入れて，総合的に判断する思考訓練が行われていた．ドラッカー教授の
哲学が活きている教育であった．さらに数多くのケーススタディを通じて「ソ
フトスキル」を中心に学び，それを思考判断の軸として仕事を進められるよう
になった． ビジネススクール，マネジメントスクールは数多いが，ドラッカー
教授の哲学を教えるこの特徴ある学校について，紹介してみたい．

ソフトスキル

ドラッカー・スクールの特徴は，ソフトスキル―ドラッカー教授のマネジ
メント論やマネジメントの複雑な課題の解決力―をじっくりと修得する機会
を提供しているところにある．もちろん，ハードスキルと呼ばれる数理解析教

【注】

（注1） 日本版SOX法．相次ぐ会計不祥事やコンプライアンスの欠如などを防止するため，米
国のサーベンス・オクスリー法（SOX法）に倣って整備された日本の法規制のこと．上
場企業およびその連結子会社に，会計監査制度の充実と企業の内部統制強化を求めて
いる．

【略歴】  エンプレックス（株）執行役員．1996年上智大学経済学部経営学科卒業後，住友
商事，アクセンチュアを経て，米国クレアモント大学院大学 P.F. ドラッカー経
営大学院にて経営学修士号取得（MBA）．専攻は経営戦略論ならびにリーダーシ
ップ論．現在，「経営と ITの融合」を目指し，Webや ITを活用した事業モデル構
築，マーケティング・営業プロセス構築，プロジェクト管理会計といったテーマ
でクライアントへの提案及び事業開発のプロデュースを行っている．共訳書『最
強集団「ホットグループ」奇跡の法則』（東洋経済新報社）．
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プトを描いた講義板書になっている．
単に司会をしているのではなく，課題図書に出てくる理論とケースの実際を

有機的に結びつけた発言を学生から引き出すよう問いかけ， 学生が教室内で経
営的思考を深めることができるようにしているのがわかる．半円形の教室の真
ん中で学生の意見を大きな身振りで引き出していく教授の姿は，さながらオー
ケストラの指揮者のようだ．学生は発言数と発言の質で成績がつくので，常に
数人の学生が手を上げ続けているのが普通だ．

根気よく手を上げて教授に指名されてからが本当の勝負．発言の機会を得て，
自分の考えを述べると，指導教授は「なぜそう考えるか」「充分に考えつくした
か」 と追及する．アメリカの裁判さながらの厳しい追及である．答えに詰まっ
たら他の学生に質問が振られる．授業中に意見を述べるのはよい成績を修める
ためには必須だが，単に何でも発言して議論に参加すればよいのではない．議
論に貢献して初めて加点される．クラスの時間を無駄にするような意味のない
発言は，減点対象である．

発言のタイミングも重要で，授業の後に教授に「あのときこのようなことを
考えていた」と話せば，「なぜあのときに発言して議論に貢献しなかったのか」
と叱られる．このようなケーススタディの演習は，実務における，会議での「的
確な発言をする力」を向上させるために有用だ．こういった演習を繰り返すう
ちに，必要時により正解に近い「判断」をする思考回路が構築される．
「判断」思考を支える土台となるのは，教授陣が教える「思考ツール」である．

学術的な裏づけのある思考ツールを学ぶことは意義深く，ケーススタディの演
習を通じた疑似体験と相乗効果をもたらす．答えのない課題・答えが一つでな
い課題に取り組まなくてはならない実社会への備えとして有効な教育法といえ
るであろう．

ドラッカー・スクールで学んだこと

ドラッカー・スクールで私が履修した科目の中から，ソフトスキルとして私
が学び取ったことをここでご紹介したい．教授陣の研究・教育の詳細は，各教
授の著書，論文を参照されたい．

◇21世紀のリーダーシップ（リップマンブルーメン教授）
カーター大統領のアドバイザーであったリップマンブルーメン教授によるこ

の授業は，リーダーシップの起源と必要性を，歴史，心理学などから紐解くと
ころから始まり，受講者が今後どのようなリーダーシップを取っていくことが
効果的か，リーダーについていくフォロワーとしての心得として大切なものは
何かなどを徹底議論し，リーダーシップという概念のリテラシーを修得するも
のであった．

育も提供しており，金融工学の専攻もある．実際，金融工学のコースは全米で
高いランキングに位置している．しかし，数理解析を多用しないソフトスキル
科目を有機的に結びつけて，組織のリーダーや社会に貢献できるジェネラリス
トを養成する教育にこそ，この学校の強みがある．

ところで，ソフトスキルとは何なのか．どのように役に立つものなのだろう
か．経営や実務に関わるマネジャーが日々避けて通ることのできない，「判断」
を材料に考えてみたい．

経営トップから現場の最前線まで，日々行わなくてはならないのが，「判断」
である．実際のビジネスにおいては，「いくつかの選択肢が用意されていて，
その中に正解が一つある」といった性質の判断を求められることは少なく，多
くの場合，答えのない課題，答えが一つでない課題に，制限時間内に何かしら
の決断をし，行動しなくてはならない．

確かに，このための判断材料は数字で用意されるであろう．数理解析は，判
断の根拠として有用であり，実際のビジネスでも多用されている．数理解析の
結果を昇華させて，ナレッジやインテリジェンスという形で提供してくれるコ
ンサルタントもいる．しかし，最終的に判断し，責任を持つのは実践者たるマ
ネジャーである．いくら優秀なコンサルタントを雇っても，経営をするのはコ
ンサルタントではなく，実践者たるマネジャー自身であり，コンサルタントは

「結局のところあなた次第です」という答えしか持っていない．数字や，部下，
コンサルタントが提出した推薦リストを眺めて判断をしなくてはならない．

ソフトスキルが効果を発揮するのは，このように数字が出揃ったものの答え
が明確には出ていないというような状況である．ソフトスキルは，数的判断材
料が出そろっても判断ができない場合に判断をするための思考軸だ．答えが一
つでない，明確な答えがないといった状態で判断を行うにあたって，何をどの
ように考え，誰にどのような質問をし，何を優先するか．

このマネジャーの頭脳労働を支える軸を形成する．ドラッカー・スクールで
はこのソフトスキルというものを理解し，その能力を伸ばすことができた．

ケーススタディ

ドラッカー・スクールでは2年間で何百というケースを演習し，何百と
い う マ ネ ジ ャ ー た ち の「 悩 み 」を 疑 似 体 験 す る．GE，Apple， HP， SAS， 
YAHOO ！， NIKE,，Service master， Gucci　などなど，何社もの事情に毎日
擬似的に巻き込まれる．ケーススタディの授業では，教授はファシリテーター
として学生の意見を聞いていき，意味のある発言をした学生のコメントを板書
していく．一見，教授は単なる司会をしているだけのようだ．だが不思議なこ
とに，学生たちが思い思いに自分の意見を述べているにもかかわらず， それを
書き留めていく教授の板書は，授業の最後にはきれいなマネジメントのコンセ
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も行う盛りだくさんなものであった．グループ研究で私のグループは，ネクス
ト・ソサエティへの準備ができている企業についての研究を行った．

長年に渡ってドラッカー教授と家族同様の付き合いをしてきたマチャレロ教
授によるドラッカー教授の考え方についての話は，とても興味深いものがあっ
た．以下，いくつか箇条書きでご紹介したい．

 ・ ドラッカーの関心は組織よりも，社会と個人にある．個人が社会に貢献し，
成果を挙げるための器として，組織が存在する．この組織がどのように効
果的に機能するかが鍵である．

 ・ ネクスト・ソサエティは一体どのような社会となるか． 変化をいかに自分
のものとするかが鍵である．

 ・ 倫理観をいかにマネジメントに活かすか．
 ・ 体系的廃棄の真髄とは何か．これから新たに始めたいと真剣に考えること

以外はすぐに止め，新たに始める事にリソースを再分配すべきである．
 ・ ドラッカーのマネジメント論をあえて一言でまとめるならば，成果目標に

向けてのマネジメント法の探求であるといえる．成果の対象は社会であり，
この原動力は個人である．

◇リバイタリゼーション（サテー教授）
この科目は，全米でもハーバード・ビジネススクール，ドラッカー・スクー

ルなど限られた学校でしか教えられていないといわれる特殊なものであるが，
マネジメント・スクールを卒業した学生が社会に出て行くにあたって心得てお
くべき，自分自身と所属する組織との関係のマネジメントの課題を扱う，大切
な科目であった．社会への再船出を成功させる鍵ともいえる内容で，サテー教
授執筆による実ケースを用い，高レベルでの議論が展開される．

MBAを取得し，経営理論，リーダーシップなどを身につけ，勇んで社会に戻っ
たものの，新たな勤務先でそれを活かせなかったり，MBAで学んだことが仇
となって仕事が思うようにできなかったりすることは多い．勤務先の同僚や上
司につぶされてしまうことすらある．このようなことを避け，学校で学んだこ
とをフルに活かせるよう新たな勤務先，組織に馴染み，さらにはチェンジ・リー
ダーとして勤務先，組織を再活性化する人材となるためにはどのようなことを
考え，どのように振る舞い，どのような職場のシグナルに注意しなければなら
ないか．このような諸課題を徹底的に議論する講義であった．

一従業員，一組織人として，企業・組織をどのように「泳いで」行くべきか，
面接からオフィスに慣れるまでの勤務初期において何にアンテナを張り，どの
ような行動をしなくてはならないのかを学んだ．信頼を勝ち取ることの重要性，
フィットという概念―時としてどう努力しても合わない個人と組織の関係と
いうものが存在すること―を学んだ．フィットがないことを早く察知して身
を引くことが時として必要であり，フィットがない状態というのは，誰が悪い

本講で行ったディスカッションには，例えば下記のようなものがあった．
 ・ リーダーシップとは何か．リーダーシップは生まれつきの才能なのか，そ

れとも学ぶことができるものか．
 ・ 有害なリーダーが実権を握ることをわれわれはなぜ許してしまうのか．
 ・ ホットグループとは何か．ホットグループにおけるリーダーシップとは．

組織に火をつけ，予想を超えた成果を挙げるための風土はどのように形成
されるか．

また，リップマンブルーメン教授の研究プロジェクトであるアチービング・
スタイル・インベントリー（ASI）を用いて，自分にはどのようなリーダーシッ
プスタイルが向いているかというテストも行った．このテストによって，とる
べきリーダーシップスタイルを知ることによって，成果を挙げることがより容
易になるというものである．アチービング・スタイル・インベントリーの詳細
は，ウェブサイトhttp://www.achievingstyles.com/asi/connective_leadership.
aspに詳しく掲載されている（英語版のみ）．

さらに，この講義のグループ演習では，実際にホットグループを結成し，グ
ループでリーダーシップに関する研究を行った．ホットグループの定義からす
ると，若干人工的なホットグループであったが，ホットグループとは何かを実
体験するよい機会となった．

この講義を通じて，リーダーシップとは学べるものであること， リーダー
シップスタイルにはいくつかあり，そのどれに自分が最もアクセスしやすいか
を知り，効果的なリーダーたる近道がわかるということが理解できた．

◇ドラッカーのマネジメント（マチャレロ教授）
マチャレロ教授はニューヨーク大学時代からのドラッカー教授の生徒・同僚

であり，現在，ドラッカーマネジメント論の教授としてクレアモント大学院大
学・ドラッカー・インスティテュートで研究を行っている．この講義は，ドラッ
カー教授とマチャレロ教授が協力し合って構成したカリキュラムからなってお
り，ドラッカー教授の指示で，MBAの学生向けにマネジメント領域に絞って
ドラッカーの教えとその応用についての教育を行っている．

課題図書は『マネジメント』『明日を支配するもの』が中心で，『ネクスト・ソ
サエティ』の内容と『経営者の条件』の内容が一部取り上げられていた．

また，この講義の内容は，e-ラーニングのドラッカー教授のオンライン講座
のもとにもなっている．さらに，2008年に新たにマチャレロ教授によって改
訂された『マネジメント』もこの講義の実績をもとにして作られている．この講
義はドラッカー教授の大著，名著を読み，それをもとにケーススタディ，マネ
ジメント哲学の徹底的な議論を行い，ドラッカー教授がコンサルティングを
行ったサービスマスター社の元会長の特別講義を聴き，さらにe-ラーニングの
ドラッカー教授のオンライン教材を使った自己学習，期末のグループ研究まで
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て，相対するリーダーシップスタイルが存在すること，組織のトップは相対す
るリーダーシップスタイルをどのように取捨選択し，組織を経営すべきかにつ
いて，徹底的に考察を行った．

これらは実務に直結した重要な命題であるが，こういった命題をじっくりと
考える時間をとることは，実務で忙しい毎日においてはなかなか難しい．そう
いった意味で，この授業は，実務について深く考える貴重な機会であった．また，
この授業では，組織を先導する際に目的意識（Purpose）をどのように明確にし，
組織に属する人々に効果的に伝え，パフォーマンスを最大化するかという問題
も大いに議論した．

経営トップが掲げるミッションと経営理念．これが，現場の労働者一人一人
にとってどのような意味になるのか，各々の目の前の仕事にどのように結びつ
くのかを明確に伝えるコミュニケーションがいかに大切かということを知っ
た．

例えば，SAS社は現場の労働者のために漫画を用いて経営トップがコミュ
ニケーションの工夫を行っているという．私自身，勤務先のミッション，経営
理念を鑑みて，自分が現在取り組んでいる仕事が何のために行っているものな
のかを常に意識するようになった．現場で即時の判断が必要な際にも，会社の
ミッション，経営理念を軸に考えて答えを出すようにするとブレが少ないこと
を実感している．

さらに，本講ではアメリカでは営利企業の目的は「株主価値の最大化」とされ
ているがこれは正しいことか，という議論も行われた．英語では株主はストッ
クホルダー，すべての関係者―顧客，従業員，地域社会，取引先，株主―
を合わせたものをステークホルダーという．ストックホルダーかステークホル
ダーか． 良心的に考えれば，ステークホルダーが答えと簡単に思いがちだが，
資本主義における営利企業の定義からすれば，「ストックホルダーのために事
業を行って何が悪いのか」ということにもなる．「最終的に顧客に重点を置きつ
つステークホルダー全体の価値を最大化することこそが営利企業の取るべき
道」というのがエルスワース教授のスタンスであったが，「株主価値の最大化」
を至上目的としてきたアメリカ企業の伝統は重く，簡単には変えられるもので
はないことをあらためて知るよい機会となった．

この授業では，戦略と成果のギャップはなぜ起こるのか，経営トップの真の
悩みどころである，人に成果を挙げてもらえるリーダーシップの取り方，社会
という器の中でビジネスを行うとはどういうことかについても徹底的に考察す
る貴重な機会であった．私は経営トップではないが，ミドルマネジメントレベ
ルでも直面するリーダーシップのジレンマを学んだ．ビジネスのミッションを
明確にし，それが組織内に効果的に行き渡るようにすることの意義，ぶれない
経営の重要性などは，この講義からの大切な学びであった．

といった性質のものではなく，自然現象ともいえる総合的な「状態」であるとい
うことを理解できたのは収穫であった．とかくこのような内容は，単なるハウ
ツーとしてカジュアルに扱われがちだが，この講義ではサテー教授の長年の組
織行動論の研究，経営戦略の研究を基礎とした深い考察が行われ，巷のハウツー
とは別次元のものであった．この講義を通じて「価値ある従業員となる」という
考え方が備わったこと，前出の「フィット」という概念を身につけたことは，日々
の実務に活きている．

◇戦略実践のリーダーシップ（エルスワース教授）
エルスワース教授（2007 年引退）の授業 Leading the implementation of 

Strategy（戦略実践のリーダーシップ）は，ドラッカー・スクールで受講した
中で最も難易度の高い課題を扱う授業であった．「戦略を策定するのは比較的
たやすい． 本当に難しいのは戦略を実践し，成果を挙げること．そのために， 
組織のトップは何を考え，どのようなリーダーシップを取るべきか」という，
いわば答えがない内容を深く考える機会を提供している授業であった．

経営戦略，リーダーシップ，経営倫理，組織行動論などの授業でそれまで
に学んだことすべてを駆使し，さらにエルスワース教授の2冊の著書Leading 

with PurposeとLeadership and the Quest for Integrity をベースにして，議論が展
開．例えば，「トップのリーダーシップのスタイルには，トップダウン中心の
指示型，政治的な影響力をうまく使う策略型，企業の価値観を従業員に共有し，
従業員一人一人の価値観との共鳴を経営に活かす価値観型がある．この中でど
れが一番優れているか？　一見，価値観型が他の2つよりも勝るように見える．
だが，そもそも，このうちのどれかが他よりも優れているということがあるだ
ろうか」というディスカッション．まず，経営トップの3種類のリーダーシッ
プスタイルを理解することからして学びがあった．

それぞれにどのような長所，短所があって，どのような場面に有効である
か．有名な経営者はどのリーダーシップスタイルを持っているか．実際に企業
トップのリーダーシップを観察すると，複数のリーダーシップスタイルを兼ね
備えている人も多いことがわかった．リーダーシップスタイルの混ざり具合は
それぞれ個性があり，それが企業のパフォーマンスと連動している場合が多い
ことが興味深かった．卵と鶏の議論のごとく，経営者のリーダーシップスタイ
ルによって企業のパフォーマンスが決まっているのか，企業のパフォーマンス
によって経営者のリーダーシップスタイルが決まっているのか，議論の余地が
あるが，経営者のリーダーシップスタイル―指示型，策略型，価値観型をコ
ンセプトとして知っておくことはトップマネジメントの方々にとって有益なだ
けでなく，組織で働く一般のマネジャーとしてもトップとのコミュニケーショ
ンに有益であると感じた．また，このエルスワース教授の授業では，抽象的／
具体的， トップダウン／ボトムアップなど，組織をマネジメントするにあたっ
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と戦略をしっかりと伝えることである．これが実現できれば，各々，自分が何
をすべきかを明確にすることができ，個人が組織を通じて効果的に成果を挙げ，
社会に貢献することが可能となる．

私たちは，自分のリーダーシップスタイルについて知り，組織と自分との
フィットについても意識し，チェンジ・リーダーとして貢献できるようになる
ことが理想である．これによって，所属する組織のパフォーマンスが上がり，
ひいては社会の構成員として貢献ができるようになる．

とかくバラバラな概念として捉えられる，ミッションと戦略とリーダーシッ
プ．これらの要素を有機的に結びつけ，個人の強み―効果的な組織―機能
する社会というつながりをドラッカー・スクールで学んだことは，私のビジネ
ス観に大きく影響し，日々の実務の礎となっている．

母校の紹介という形ではあったが，何か参考になる点があったならば幸いで
ある．

【略歴】  横浜国立大学大学院修了（教育学修士），クレアモント大学院大学（MBA）修了．
協和発酵キリン（株）に勤務．専門は生物学，医薬製品戦略／マーケティング，戦
略マネジメント論．訳書（共訳）『最強集団「ホットグループ」奇跡の法則』（東洋経
済新報社）．

◇学校が教えられないこと―学生たちへのメッセージ（ドラッカー教授）
ドラッカー教授は，私が在校していた当時にはもうすでに引退されていたが，

学生クラブ，「ドラッカー・インタナショナルクラブ」を運営する留学生仲間と
ともにドラッカー教授に特別講義をお願いすると，教授は快諾して下さり，2
時間に渡る特別講義が実現した．「自分の講義を聴きに世界各国から集まった
留学生の思いに応えたい」と再び教壇に上って下さった．

ドラッカー教授は，著書の文体と同じような一点の曇りもない完璧な言葉使
いで話された．何百年にも渡る世界中の歴史の中から様々な実例を挙げながら
の2時間の講義は，まるで大河の流れのようであった．

ドラッカー教授がこの講義で話されたことをいくつかご紹介したい．
 ・ 経営トップは「自分が何をやりたいか」ではなく，客観的に「この状況にお

いて何がなされなくてはならないか」を考えなくてはならない．
 ・ たとえばアウトソーシングをする際に，コストだけでなく，パフォーマン

スのことも考えただろうか．視点を一つ上に持たなくてはならない．
 ・ 効率を高めることに留まっていないか．効果的であることを念頭に置いて

いるか．間違ったことの効率を高めることほど無駄なことはない．正しい
ことを行ってこそ効果的であり，社会への貢献に結びつく．

 ・ 強みを活かしているか：強みの見いだし方と強みの上に築くということを
マスターしなくてはならない．

ドラッカー教授は，「学校に教えられることには限界がある．特に自分の強
みを見いだしそれを活かすことは学校には教えられず，各々が自ら行わなくて
はならない」と仰っていた．人は強みを持ってしか社会に貢献できないという
点を強調されていた．

ぶれない経営に必要とされる軸

ドラッカー・スクールで学んだことを反芻し，実務に活かそうとする際に驚
くのは，上記の各授業が有機的に結びついて自分の中で体系化されて身に付い
ていることである．これによって，日々の実務で思考，判断の軸がぶれないよ
うになり，行動規範として身に付いていることを実感している．

ドラッカー・スクールで学んだことをもとに私が軸にしていることは，まず
「社会」からスタートすることである．「取り組んでいることが効果的に社会貢
献につながっているか」迷ったらいつもこの問いに戻る．

企業，政府，学校，病院などの組織の場合，この問いが組織の人々，一人一
人のデスク，仕事場まで落ちているかが，組織の課題である．ここにマネジメ
ントの課題がある．上司の仕事は，リーダーシップをもって部下にミッション
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ろであり，そのじつに多くが営利・非営利を問わず社会の枢要な地位で活躍し
ている．学部長として私が手がけたこととして，学術連携の一環として，慶應
義塾大学出身のすぐれた研究者である山脇秀樹教授を学術担当に任命したこと
がある．また，就任後ドラッカー・インスティテュートの理事会に，山崎製パ
ンの飯島延浩氏に入っていただいた．飯島氏は日頃より温かな支援を下さると
ともに，われわれの将来に寛大なる理解を示された．同様に，卓越した研究者
として，一橋大学，ハース大学バークレイ校の野中郁次郎教授に入っていただ
いた．そこで，「フロネシスによるリーダーシップ」と「職人」との絶妙な組み合
わせ，さらにホンダ，トヨタ，NEC，キヤノン等の日本企業における高度の
イノベーション活動を可能とした価値観と組織の組み合わせなどについての優
れた研究成果を共有していただくことができた．この春，われわれはクレアモ
ントに富士通幹部の方々をお迎えしている．また，この秋にはナレッジ・フォー
ラムと称する，20の日本企業で活躍中のイノベーション担当からなる組織を
お迎えすることになっている．

さらにそれらのことに先立ち，伊藤雅俊氏に対し名誉法学博士号を1993年
に授与している．また，豊田章一郎氏には名誉経営学博士号を2006年に授与
している．ともにドラッカー学会の会員であられる．

われわれのつながりとは，組織的であるとともに人間的なものである．知的
なものであるとともに，情緒的なものでもある．この2月に，ドリス夫人とと
もに，東京で会合を持つことができた．そこで，日本のドラッカー学会がさら
に目覚ましい進化を遂げていることを認めざるをえなかった．その場で，ドリ
スさんは情報革命のもたらす正の面と負の面について思うところをお話しし
た．その場で驚かされたのは，伊藤雅俊さんによるドラッカー・スクールにお
けるドリス・ドラッカー女性フェロー・プログラム創設の発表であった．

そのような相互に緊密な関心と連携が育まれつつあり，今後ますます続いて
いくことであろう．われわれの友人でもあるジム・コリンズならきっとこうい
うに違いない．「ドラッカー学会とドラッカー・スクール，そしてドラッカー・
インスティテュートは，真のエクセレンスを実現するパートナーシップを構築
し，それは永遠に続くだろう」と．

過日の北京オリンピックを見るまでもなく，この世界はグローバル化の度合
いを鮮烈なまでに印象付けている．合衆国の大統領選挙が未来への課題を意識
させるのに拍車をかけている．こう考えると，ドラッカーの業績が今後もいっ
そう生彩を帯びてくる．

実際のところ，地球温暖化からHIV・エイズ問題，サブプライム問題から食
糧不足問題，あるいは，財政赤字問題から医療費激増問題など，現在のいかな
る社会問題にぐるりと目を転じようとも，すべての本質がドラッカーの提起し
たマネジメント上の問題，あるいはリーダーシップ上の問題に戻ってくること
がわかる． 

卓越したパートナーシップに向けて

アイラ・ジャクソン
（Ira Jackson，ドラッカー・スクール学部長）

来る2009年の生誕100年を日本のドラッカー学会のみなさまとともにお祝
いできることに，限りない畏敬の念を禁じえぬものである．

まずはドラッカーの遺産の継続・発展において，偉大な範を示されるととも
に，リーダーとしての役を買って出られたドラッカー学会に対する謝辞からは
じめさせていただきたい．

みなさまは，ドラッカーの原理と方法をいっそう展開され，直近の日本が直
面する課題に応用しようとしておられる．上田惇生代表のリーダーシップ，そ
して上野周雄氏のすぐれた方向づけにより，現在400を超える会員の方々がド
ラッカーの灯火を消さず，国内国外における活発な議論の場を形成されている
ことで，ドラッカーは生前と変わらぬ生き生きと時宜にかなうものとなってい
る．栄えある貢献をまずは祝し，われわれクレアモントや世界中の人々に対し，
よき模範を示してくれたことに，深甚なる感謝の念を表するものである．

ドラッカー・スクールおよびドラッカー・インスティテュートとの間には，
少なくないつながりがある．ドラッカーがクレアモント大学院大学に来たのは
40年も前のことであった．その講義はマネジメントから始まったのではない．
日本画と日本史の講義から始まった．日本及び日本の人々に対する評価と親近
感は並大抵のものではなかった．夫妻で日本に足を運んだことも数知れず，敬
してやまぬ友人の中には日本人が多くおられた．会員でもあられる伊藤雅俊氏
は，ドラッカー・スクールに対しても，寛大な志を下さった．校名をピーター・
F・ドラッカー＆マサトシ・イトウ経営大学院としたのも，ドラッカー自らの
強い意志にほかならなかった．思想家と実践家がともに冠された，ビジネスス
クールで私の知る唯一の例である．彼が思想の世界と実践の世界の絶妙なバラ
ンスを考慮し，かくも風変わりとはいえ，その教育の特性を見事に表現するも
のとしたのは疑いえないであろう．かかるグローバル思考を担い，ゆえにまさ
にアメリカと日本を結ぶ名を冠するこの大学院に彼が誇らかな感情を終生持っ
ていたことを私は知っている．本大学院の中央棟に日本風が取り入れられてい
るのはその一端を示すものである．

現在，同時にドラッカー・スクールの日本人学生同窓会を強化しているとこ
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彼がわれわれをいくぶん好奇混じりの激励の笑顔で，天から見守っていてく
れるように感じる．そして，現下直面する巨大な問題の数々と格闘し，国境を
越えて互いに学び合い，手を取り合いながら，ドラッカー・ウェイにのっとり
つつ明日を創造していく様を喜んでくれているものと思う．

井坂康志訳

【略歴】  ドラッカー・スクール学部長．ハーバード大学で学士を，ケネディ行政大学院で
行政学修士を取得．ボストン市長政策スタッフ，ハーバード大学ケネディ行政
大学院，バンク・ボストン等での勤務を経て現職．共著にProfits with Principles: 
Seven Strategies for Delivering Value with Values （Doubleday, 2004）がある．

彼は社会という建造物の礎石をなすものとして組織をとらえた最初の偉大な
る存在であった．彼の想定した社会とは，機能する社会であった．企業が健全
にマネジメントされ，それゆえしかるべき敬意をもって遇されなければならな
いとした．また，イノベーションの源泉とし，企業家精神と先進性を生み出す
原動力とした．だからといって政府の役割が減じるかというとそうではない．
あまりに巨大になる必要はないものの，知恵と力を持って，正しくマネジメン
トされなければならない点において変わらない．同様に重要なのは，非営利組
織もまた，市民社会との重要な接着剤の役割を果たす．NGOは社会に目的や
共同体意識を与え，義務や責任に対する自然な意識を涵養する装置となる．

まさにドラッカーが洞察したごとく，われわれは組織社会に生きている．そ
こでは効果的なマネジメント，倫理にもとづくリーダーシップが必要とされる．
だが，さまざまなギャップがある．組織の理想と現実，なすべき方法と現実の
ありよう，善き意思と実際の不適切な行動，できることととなされるべきこ 
と―．これらのものをわれわれは責任ギャップと呼ぶことができよう．これ
こそが，ドラッカーの示した最も偉大なる知的洞察と言える．いかなる社会部
門にあっても，進歩とは，責任あるマネジメントと組織におけるリーダーシッ
プとのバランスと調和によってなされうるとともに，なさなければならないと
いうことである．
「まず，害をなしてはならない」．彼が人，イノベーション，価値観，卓越性

へと講義を深める際，まずはこの金言から入った．彼はまずわれわれによき執
事たることを求めた．現世代よりよいものを次の世代に残すことができるよき
執事である．「何によって憶えられたいか」彼は力を込めて尋ねた．そして，未
来を予測する最も確実な方法は，自らそれを創造することであると述べ，人を
行動へと駆り立てた．

クレアモントにおけるドラッカー・スクールとドラッカー・インスティ
テュートが今後果たしうる貢献の一つとして，古典『マネジメント』のジョゼ
フ・マチャレロ教授による改訂があろうかと思う．いかなるリーダーも，いか
なる組織も，ドラッカーによる重要な発見のすべてが，必要なときに容易に読
めるように工夫されている．外科医は机上版の医学書を準備する，あのマネ
ジャー版と思えばよい．

彼は実際のところ正しかったと思う．専制や破綻を回避し，社会的調和と経
済的進歩を実現する最良の方法論が，いかなる組織にあっても卓越せるマネジ
メントにあることは間違いないからである．これこそが，誰かと組もうが一人
で行おうが，仕事における重要なポイントである．同時に，それこそが人々を
ともに結び付けるものであり，それこそが喫緊に求められる課題と言える．

われわれは資源も限られたささやかな組織ながら，その使命の重要性，今後
の進歩の可能性においては無限といってよい．また，インパクトも決して小さ
いものではない．
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の目的は国民の資産を次世代のために増やすことにある．
国富ファンドの多くは中東にある．原油の可採年数は有限で，BP統計によ

ればイラク・クウェートは100年超，イランは100年弱，サウジアラビアはま
だ60年余りもつが，ドバイやバーレーンはあと10年前後で枯渇してしまう．
さらに原油は価格変動が激しく収入は不安定である．中東産油国では生活水準
向上に伴い人口が急増しており，若年層の失業問題が深刻化することが予想さ
れる．今のうちに資金を増やし産業の種をまいておかなければならない．アラー
の恵みを子孫に残さねばという考えである．国土は砂漠がちで農業は困難だが，
製造業・非製造業を問わず誘致したい意向である．サウジアラビアの石油化学
産業やドバイの観光業，各国の金融業への取組みはその例である．

一方シンガポールは都市国家で資源や国内市場に恵まれないため，蓄積され
た資金を海外で積極運用している．シンガポールは都市国家であり，もともと
資源や国内市場に恵まれず，国内経済はすでに成熟化している．製造業や金融
業が発達しているが実は外資が中心で，地場産業はサービス業主体となってい
る．今後400万人の国民を養っていくには過去の蓄積を海外投資しその利益で
食べていく必要がある．このような危機感がシンガポールの国富ファンドの背
景にある．このため2つの国富ファンドが国家の政治的意思を受けた投資を行っ
ている．

他方ノルウェー政府年金基金は北海油田の利潤を国民の了解を得て積極運用
し，福祉国家体制の維持強化に備えている．中国は外貨準備が1.8兆ドルにの
ぼり，その有効活用のため国富ファンドを設立し国策遂行に活用している．こ
れらは新興国が国家主導で国富ファンドを活用し経済産業振興を図る動きと考
えられる．

資産は1000億円規模へ

定義にもよるが世界には30強の国富ファンドがあるとされる．以下が上位
10機関である．

国富ファンドの歴史は意外と古く，アブダビ投資庁などのように数十年来の
歴史を持つ機関もあるが，中国投資有限責任公司のように最近設立された機関
も多い．その資金源は石油収入が中心だが，アジアでは外貨準備が多い．この
ほかにも小規模な国富ファンドが新興国などで設立されている

上表の格付は米ピーターソン研究所が各機関の組織・ガバナンス・透明性・
アカウンタビリティ・行動を評価した得点の順に当方でA ～ Eに分類したも
のである（A＋が最善でEが最悪）．上位3機関については，ノルウェーこそA
＋だがアブダビ投資庁・シンガポール政府投資公社はいずれもEとなっている．
国富ファンドの組織運営は情報開示不十分で不透明な部分が大きい．

【特別レポート】

ファンドとは何者か
―国富ファンドを例として

小森正彦
（日本政策投資銀行）

はじめに

マハトマ・ガンジーは，人間の幸福は物質ではなく労働と仕事に対する誇り
から来るとし，労働の裏づけのない収入を否定した．しかしこれをあざ笑うか
のように欧米ヘッジファンドをはじめとする「ファンド」が世にはびこり，金融
のテクニックだけで莫大な不労所得を得ていった．英米は「これぞ市場原理，
何が悪い」というスタンスであった．そのあげくがサブプライム問題である．
事態は依然混迷し，その影響が世界各国に及んでいる．原油・穀物価格の高騰
も，新興国の需要増要因だけではなく，行き場を失い漂流する各種ファンドの
投機が原因といわれる．最近では食糧危機・石油危機や世界恐慌の可能性すら
示唆されている．インフレはお金持ちには微々たるものだが，世界の貧しい人々
に飢餓や困窮を強いている．世界大恐慌が第二次世界大戦につながったことを
想起すれば，信用不安の問題は楽観を決して許さない．

セブン＆アイホールディングスの伊藤雅俊名誉会長によれば，ドラッカー氏
の生活態度は質素で，お金には恬淡とし，友人には高潔な人格者が多く，品性
のない成金を嫌ったという．もし日本人なら武田鏡村氏の『清々しい日本人』に
も登場したことだろう．ファンドによるM&A活発化についてはすでに80年
代の著作でその失敗を予言していたという．

国富ファンドとは何者か

ファンドの一例として，最近世を騒がせている「国富ファンド」をとりあげて
みたい．国富ファンドに関する普遍的な定義は存在しないが，一般には「オイ
ルマネーや外貨準備などの国家資金を海外などに投資する基金」のことをいう．
英語では「ソブリンウェルスファンド」といい，国家（ソブリン）の蓄積した富

（ウェルス）という意味が強調されている．これが「国富ファンド」や「国家ファ
ンド」と訳されている．「政府系投資ファンド」や「政府系ファンド」と呼ばれる
こともある．国富ファンドの資金源はオイルマネーや外貨準備などである．そ
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多い．資金規模が巨大なため数多くのファンドに分散投資し，ファンドマネ
ジャーに高利回りを要求して競争させ，運用成績が市場全体よりも悪ければ他
に資金を移動させるというやり方である．中東の王族の前では国民はもちろん
お雇い外国人も一介の使用人に過ぎない．

中東機関のファンドマネジャーには欧米人が多く自分で知らない株は買わな
いため，世界的に著名な企業が投資対象となる可能性が高い．彼らは必ずしも
企業の現場を知らず，金融知識だけで投資を行っている面がある．このため企
業のブランドやイメージを頼りに投資を行っており，必然的に世界的に著名な
企業が多くなる．ドバイインターナショナルキャピタルのソニーへの投資もソ
ニーのブランド力を買ったものと理解される．
『ドラッカー　わが軌跡』の「ヘンリーおじさんの教え」では，頭のよい人がこ

ねる理屈や数字は無意味だと，現場と経験に根ざした実感の重要性が唱えられ
ている．ドラッカー氏は上記のような投資行動をどうみただろうか．

日本ではシンガポール勢の不動産投資が中心

不動産投資も活発に行われている．そもそも機関投資家が海外不動産投資を
増やすのには，分散投資とインフレ対応という目的がある．あらゆる金融商品
は連動性を強めており，一挙に暴落しかねないが，不動産の賃料は不動産市場
の需給で決まり，短期的には金融市場の影響を受けにくい．また不動産の資産
価格とインフレの相関は8割前後とされ，資源・食糧高を受けた長期インフレ
に備えることができる．機関投資家のなかでも特に国富ファンドや年金基金は
潤沢な自己資金を長期で運用するスタンスのため，流動性が低く巨額を要する
不動産投資を甘受できる余裕がある．これは小規模の投資家には許容できない
ため，選ばれた者だけのメリットを享受できる．

中東の国富ファンド首脳は東京の投資銀行幹部とリッツカールトンの45階
で会食した際，「東京は建物が意外に低く驚いた．ビルの上部空間をまとめ買
いできないか」と尋ねたという．成金的だが国富ファンドの行動様式や規模の
大きさを象徴している．ただし中東勢は投資利回りの要求水準が高く，日本で
の投資実績は必ずしも多くない．中東のファンドは新興国などで高い投資利回
りを獲得しているが，同じことは日本では困難なため，投資の成約にはあまり
結びついていないのが実情である．

国富ファンドのなかで日本投資に意外と積極的なのはシンガポール勢であ
る．彼らは日本で着々と不動産投資を進めてきた．ただしターマン・シャンム
ガラトナム財務相によれば，これらは純粋な商業目的だという．

各種報道によれば，シンガポールの政府投資公社は三井不動産に立地のよい
物件を探すよう依頼し，1997年に共同で汐留の土地を1382億円で落札，1999
年に汐留シティセンターを開発し，自らも10階に入居している．2001年には

（億ドル）

国・名称 設立年 推定資産規模 資金源 格付

アブダビ投資庁 1976 5,000～ 8,750 資源 E

シンガポール政府投資公社 1981 1,000～ 3,300 外貨準備  E

ノルウェー政府年金基金 1990 3,290 資源 A+

サウジアラビア金融庁 1952 2,590 資源 －

クウェート投資庁 1960 2,130 資源 B

中国投資有限責任公司 2007  2,000     外貨準備 D

ロシア安定化基金 2004 1,480   資源 C+

テマセクホールディングス 1974 1,080 財政黒字 B

カタール投資庁 2005 500 資源 E

オーストラリア未来基金 2006 490 財政黒字 A-

あまりに情報が乏しいなかで，米国でSWF InstituteというNGOが設立され，
当面判明した情報を共有化している．同機関によれば全体の資産規模は3.8兆
ドルである．原油価格次第ではあるが，IMFやモルガンスタンレーによれば，
2012 ～ 15年には12兆ドル規模に膨張すると予測されている．

その投資行動は国家の政治的意思を反映しがちである．例えばグローバルな
大企業を買収し自国の政府系企業の権益につなげるといった行動である．その
過程では汚職も起きるかもしれない．国富ファンドにインタビューを申し込ん
でも，コネや儲け話がない限りほとんど断られてしまう．

外人部隊の活用

組織形態は財政金融当局とは別の外部機関となっていることが多く，運営の
自由度が高い．中央銀行の公式な外貨準備などとは別形態で運用されるため多
様な運用が可能となっている．ただしサウジアラビアやボツワナでは中央銀行
が基金を代理で運用する形となっている．

資産運用に関しては，例外的に透明性の高いノルウェー政府年金基金は外部
の運用会社を多数活用しつつ自分でしっかり管理している．シンガポールの両
機関は外人部隊を交え自前で金融専門家を多数雇用し運用している．一方中東
では自国ではシティやウォール街出身の英米人を雇い運用させつつ，ロンドン
などのファンドマネジャーにも運用委託し定期的に報告を受けるといった形が
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なぜ日本の不動産を買うのか

サブプライム問題の影響で世界の不動産取引が停滞するなか，このような動
きが少子高齢化で衰退する日本で起きていることは若干意外かもしれない．し
かしアジアの機関投資家や富裕層には，ロンドン・ニューヨークと並び称され
てきた世界都市東京で，売り物件があることは好機と映るようである．ロンド
ン・ニューヨークでは不動産を借りることはできても買うことは難しい．そも
そも売り物件がほとんどなく，たまに売りが出ても非常に高額となる．

都市国家シンガポールでは自家用車の保有が困難で，公共交通機関の便利な
市街地の不動産価格は高騰している．庶民は住宅開発庁の建てた公共高層団地
に住んでおり，一戸建てや高級コンドミニアムは希少で資産家向けである．日
本不動産鑑定協会によれば，東京の価格を100とするとシンガポールの高度商
業地の賃料は30，集合住宅の賃料は79と賃貸については安くなっているが，
コンドミニアムの価格は259，戸建住宅の価格は272と購入は非常に高価になっ
ている．それらに比べれば東京はまだ割安と映り投資に踏み切っているのだろ
う．

日本は過去の信用でいつかは再び蘇ると思われているのか，欧米の年金ファ
ンドも日本の不動産を買っている．日本の優良物件の一部にはまだ割安感があ
るようである．不動産については欧米人が利用価値を重視するのに対し，アジ
ア人は資産価値をみる傾向がある．特に華人は不動産を投資対象ととらえ，底
値買いで仕入れ値上がり時に売り抜くことを得意とする．

世界の不動産ファンドは物件取得時に自己資金のみならず借入金も混ぜてレ
バレッジを効かせるが，サブプライム問題で資金調達が困難となり取引が停滞
していた．しかし国富ファンドは自己資金が潤沢なためサブプライム問題の影
響は軽微で，不動産投資における存在感を増している．

シンガポールのキャピタランドは，日本の大型優良物件に積極的に投資して
いる．日本市場は利回りこそアジア新興国に比べ低いが，市場規模が大きく安
定しており，法制度が整い透明性も高く投資しやすいという．日常の買い物な
どで収益が安定しているため，スーパーストアのような商業施設にも投資して
いる．また三菱地所との合弁であるアスコットは，サービスアパートメントを
六本木・東麻布で運営し，2009年に新宿，2010年に京都にも開設する予定で
ある．バーレーンの投資銀行アルキャピタとはファンドを組成し，日本の住宅
に420億円を投資している．イスラム金融を通じ中東資金をうまく導入してい
る．巨額の資金をもつ中東の投資家は要求利回りが高く，日本に直接投資した
くてもなかなか成約しないが，シンガポールと組むことでその資金が日本に還
流する仕組みとなっている．

日本では不動産投資に融資がつき，しかも低金利である．外資は往々にして
不動産投資用に特定目的会社を設け，資本は海外で，負債は日本で調達し，投

148億円で川崎テックセンターを購入した．2004年には425億円で鹿島の建設
した複合ビルの品川シーサイド東西2棟を購入した．2007年には福岡のラン
ドマークであるホークスタウン（ヤフードームなど）を約1000億円で買収した．
さらに2008年には恵比寿のウェスティンホテル東京を770億円で購入している．

傘下のGICリアルエステートも2005年に仙台のイオン富谷ショッピングセ
ンターを買収（そのままリースバック）した．また米プロロジスと共同で2005
～ 2009年にかけて日本で約3000億円の不動産開発を行う方針である．

政府投資公社は日本で不動産投資ファンドも創設している．各種報道によれ
ば2003年には米プロロジスと共同で不動産投資ファンドを設立し，3億ドル・
80％を出資した．またGICリアルエステート（資金供給）は住友商事（案件選定・
建設・施設運営を担当）と共同で1500億円の不動産投資ファンドを設け，日本
での商業施設・都市開発を行っている（府中・藤沢・阪神御影・水戸・神戸など）．

最近では不動産投資信託（REIT）の価格が下落し割安感が強まっているため，
政府投資公社は投資を加速化させている．各種報道によれば東京建物系の日本
プライムリアルティ投資法人に5％の投資口を保有している．また商業施設系
の日本リテールファンド投資法人に3.5％の投資口を保有している．その他オ
フィス系のREITでも政府投資公社の保有割合が増加しているという．これら
は長期保有の純投資目的とみられているが，サブプライム問題後も潤沢な資金
を持つ国富ファンドらしい動きである．

一方シンガポールのもう一つの国富ファンドであるテマセク傘下の不動産会
社キャピタランドは，不動産に関するノウハウを活かし各地で投資を行ってい
る．割安感のある物件に投資し長期保有して売り抜けるのが基本だが，経営不
振の場合は経営者を送り込み再建し価値を上げて売却することもある．

各種報道によれば商業施設（ラパーク瑞江（2003年，55億円）・イズミヤ枚方
店（2005年，75億円）・ビビットスクエア南船橋（2005年，210億円）・イトーヨー
カドー千歳店（2005年，53億円）），賃貸住宅（福岡アイランドシティ（2005年，
80億円），東京・大阪各地）に投資している．

傘下のアスコットは三菱地所と共同でサービスアパートメント（短期滞在す
る外国人向けに掃除・洗濯などの家事サービスや家具を提供する高級賃貸住
宅，六本木・東麻布など）や賃貸マンション（新宿・渋谷・世田谷・文京区など）
を経営している．

バーレーンの投資銀行アルキャピタと共同で設立したARCキャピタラン
ドは賃貸住宅に投資している（富士見デューブレックスリズ・大阪グランド
ビュー・福岡カレッジコート（2005年，45億円），コロネイド池上台・大阪スタ
ジオアパート（2005年，40億円）など）．また不動産ファンドのキャピタリテー
ルジャパンファンドは商業施設に投資している．
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プライム問題が顕在化し，欧米金融機関は巨額の損失を計上した．信用不安が
高まり，欧米金融機関のリスク許容度は明らかに下がっている．

一方国富ファンドはオイルマネーや外貨準備といった自己資金を原資として
おり，サブプライム問題の影響は軽微である．原油も2008年初に一時下がっ
たものの，引き続き高水準を継続している．原油高が続くほど国富ファンドの
資金は増えていく．世界の株価や不動産価格が下がれば，国富ファンドにとっ
て絶好の買い機会となる．他の投資家が軒並み手を出せないなかで，国富ファ
ンドが一人勝ちできる環境となる．

2005年に米議会は中国海洋石油による米石油会社ユノカルの買収に猛反対
した．2006年にも米議会はドバイポーツワールドによる米国6港湾の買収に反
対し売却を迫った．しかしその後米国は態度を変化させ，ブラックストーンへ
の中国出資を歓迎している．サブプライム問題が深刻化し国富ファンドが米金
融機関に救済出資をするようになると，国富ファンドに対する批判は弱まって
いる．最近では過度の規制はドル離れにつながることから，米国の保護主義は
穏やかになっている．

国際通貨基金は「世界金融安定報告」において国富ファンドの特集を行ってい
る．その結論部分をみると，国富ファンドに対する賛否両論を併記する形で終
わっている．つまり「ある見方では，国富ファンドは市場の流動性を高め，よ
く訓練された自前の運用者と外人部隊が中長期的観点から戦略的資金配分を行
い，短期的な投機による変動リスクを緩和してくれる．ただし別の見方では，
国富ファンドは情報開示に乏しく組織運営の透明性が低いため，投資に損失が
出た時などは投資方針を急激に変化させ，特定のアセットクラスに影響を及ぼ
す可能性がある」という形である．

国富ファンドの強大なパワーは，今後とも世界の金融秩序を撹乱していくの
だろうか．それとも「最後の貸し手」としてその稀有なリスク許容度により世界
の金融市場に安定をもたらしていくのだろうか．

サブプライム関連の救済出資

サブプライム問題の顕在化後は，欧米金融機関への大規模出資が相次ぎ，国
富ファンドの存在感が増している．中長期の安定投資を行う国富ファンドはリ
スクマネーの「最後の出し手」としての期待を集めている．国富ファンドとして
は出資を通じ金融ノウハウを獲得することができる．

 ・ 主なサブプライム関連の救済出資は次のようになっている．
 ・ シティグループへ：アブダビ投資庁（75億ドル），シンガポール政府投資公

社，クウェート投資庁ほか（145億ドル）（中国投資有限責任公司は出資を
検討したが見送り）

 ・ メリルリンチへ：テマセク（44億ドル），クウェート投資庁，韓国投資公社

資規模を拡大して大型不動産に投資している．日本での投資利回りは低くても，
レバレッジを利かせることで利益を増幅させることができる．

生駒CBリチャードエリスによれば，オフィス空室率は東京23区では2%前
後で推移しており，賃料は依然高水準である．ジョーンズラングラサールによ
れば，世界のAグレード（1982年以降の完成で総貸付面積1万㎡以上・建物高
さ60m以上）のオフィスビルのイールドスプレッド（キャップレート－5年物ス
ワップ金利）は，特にサブプライム問題後に悪化した．2007年第4四半期にお
いてはニューヨーク・ロンドン・パリいずれも0%前後まで下落した．これは投
資銀行などの賃料負担力が減退し，退去が相次いだためである．一方東京は依
然2%前後でこれらを上回っているという．ただし日本でも地方都市では空室
率が上昇しており，東京の独り勝ちとなりつつある．

政府投資公社が求めたのは「立地のよい物件」であった．日本全土が対象では
なく，都心一等地の優良物件だけが狙われている．国富ファンドは投資の際必
ずデューディリジェンスを行い，不動産の回転率など投資採算性を厳しく査定
している．儲かるものにのみ投資を行う構えである．今後は国富ファンドの動
きにより都心のよい立地は高く地方の悪い立地は安くなるなど，不動産価格の
両極化が一層進むのかもしれない．

ただし悪いことばかりではない．表参道ではガラス張りの商業ビルの新設
ラッシュで，街が一層きれいになっている．そこには欧米やアジアの人々が集っ
ている．これを支えるのがREIT資金である．また銀座でも外資が不動産を続々
購入している．銀座は「沈み行く豪華客船」のようだという．サブプライム問題
以降投資家が相次いで資産売却したため不動産価格も下落し，日系・外資系企
業が安値買いを狙っているという．

発想を転換すれば，不動産の場合いくら外資の所有物となっても海外には持
ち帰れず日本に残る．外資の力で日本の街並みが再生するなら，悪いことばか
りではなかろう．米国でも日本の自動車メーカーの輸出攻勢で米企業の経営が
悪化し失業が増えた際は，実害が大きいためダンピング批判やジャパンバッシ
ングが起きた．しかし1989年に三菱地所がロックフェラーセンターを，また
ソニーがコロムビア映画を，1990年に太平洋クラブがカリフォルニアの名門
ゴルフ場ぺブルビーチをそれぞれ買収した際には，成金的な行動に対する嫉妬
こそみられたが，仲介で利益を得た米国人もおり，長期的な展望を持つ人々は
単なる資産の売買に過ぎないと比較的冷静にみていた．案の定投機は長続きせ
ず，バブル崩壊の後はジャパンパッシング（素通り），ジャパンナッシング（相
手にされない），ジャパンミッシング（行方不明）となるに至っている．

サブプライム問題の前後で

欧米金融機関は2006年までは未曾有の好業績を謳歌していた．しかしサブ
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（各20億ドル），みずほコーポレート銀行（12億ドル）
 ・ UBSへ：シンガポール政府投資公社（98億ドル）
 ・ モルガンスタンレーへ：中国投資有限責任公司（50億ドル）
欧米の一流投資銀行がサブプライム問題で巨額の損失を出し，背に腹は替え

られず国富ファンドに救済を求め泣きついている．中東やアジアの国富ファン
ドは大規模な救済出資を行い，欧米金融機関を支え世界の金融不安を緩和させ
ている．

ただしこれらは実は「追い貸し」に過ぎず，すでに多額を委ねてしまった欧米
金融機関が潰れては元も子もなくなるので，やむを得ず増額しただけだという
という見方もある．

おわりに

ドバイには豪華絢爛な高級ホテルが立ち並び，天を突く高さ800メートルの
ブルジュドバイが建設されている．アブダビ投資庁は波形，シンガポールのテ
マセクは円形の，豪勢な高層ビルに入居している．シンガポール政府投資公社
の本拠地はその名も「キャピタルタワー」という．シンプルな平屋住まいだった
ドラッカー氏は，飽くことのないマネーゲームを天の上からどのように眺めて
おられるのだろうか．

【略歴】  経済学士（一橋大学），経営学修士（UCLA），博士（日本大学）．日本政策投資銀行
調査部課長．著書に『国富ファンド・ウォーズ』など．

講演録
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えば日本語を知らず，署名や印字を解せずして，真の意味で日本画を知的射程
に収めたとはいいがたい．同時に，作品そのものが訴えるもののかなりの部分
を逸することとなる．

とはいえ，日本画の収集とは心躍る体験だった．画商を訪れ次々に素敵な作
品を見せてもらい，「これは本当に必要か．コレクションに加える価値あるも
のか．買える値段か」などと頭を悩ませたことを今では懐かしく思い出す．

静謐なる情報を求める

夫はものを見るにあたり，動くものを避けていた．テレビやビデオなど観な
かったし，パソコンに触れたこともなかった．無理に連れ出す場合を除けば映
画にも行かなかった．それも年に1度か2度行けばいいほうだった．

デジタル情報というものを信頼していなかった．グーグルが正しい回答を示
すなど信じてもいなかった．それは『ブリタニカ百科事典』にのみなしうること
だった．彼にとっての「情報」とは，きちんとした形で紙上に印刷されたもので
なければならなかった．

しかし，情報とはすべからく変転するものであり，常時伝送される信号にほ
かならない．そしてそれは今に始まったことでも何でもなく，宇宙の始源にま
で遡ることができる．人は情報技術革命や情報の時代を声高に叫ぶ．あたかも
われわれが自らの手でそれを発明したかのようだ．私たちがすべて手ずから
やったことだなんて，見当違いもはなはだしいというものである．それ自体を
偉業とするなどとんでもない．

あるとすれば，情報へのアクセスの開発である．確かに，情報へのアクセス
は考えられないほどに容易で便利なものになった．

今日情報は溢れている．いつ果てるとも知れぬデジタル・データの氾濫であ
る．そこにはかそけきものなど存在しない．4分の1とか3分の1とかはない．
あるのは0か1のいずれかである．ひどいことには，考えられない速さで情報
は浸透していく．速くなればなるほどに，時間あたりに押しつけられる量は激
増していく．さらに，貪婪な欲望もつれてくる．

これが幼年時代から現代人が直面する現実である．習慣的な暴飲暴食は肥満
と怠惰を招く．同様のことが情報にも起きている．無思慮な情報の摂取は人を
精神的な肥満と怠惰に導く．

夫を数少ない例外とすれば，そのような危機に注意を払う者はなかった．意
識的か無意識的か，彼は動かざる情報が閉め出されるとき，人類が何を失うか
を理解していた．絵画を観ることで受けるメッセージがまさにその動かざる情
報であった．

そのような情報とはマスメディアから強要されるものではない．自らの精神
的，文化的価値を涵養するためにこそ，自らのリズムで，自ら探し求めるまま

なぜ日本画に心惹かれたか＊

ドリス・ドラッカー

正気を取り戻し，世界への視野を正す

夫ピーターがマネジメントの父とされていることはご存じと思う．だが，他
方で彼は日本画の学徒であり，収集家でもあった．

出会いは1933年のロンドンだった．勤務先からの帰宅途中大雨に遭い，ふ
と目にとまった通り脇に雨宿りした．偶然にもここは繁華街で知られるピカデ
リーの一角バーリントン通りで，まさにその建物でロンドン最初の日本画展が
開催されていた．

展示をめぐり歩くうちに，いつしか心はわしづかみにされていた．いちころ
だった．以来，彼は博物館や展示会に足繁く通っては，いっそうの日本画鑑賞
に努めた．戦時中ワシントンにいたときにも，時間の許す限り日本画の所蔵で
有名なフリーアというギャラリーを訪れていた．

1960年の日本訪問に際し，彼はどこにでもいる鑑賞者から，熱心な収集家
に変わっていった．私が関わることになったのは，1961年に彼と行動をとも
にしてからだった．爾来，夫婦ともに日本の掛け物を熱心に継続的に購入し続
けている．

わけても夫にとって，日本画の鑑賞とは単に異文化体験にとどまらず，人生
において必要欠くべからざるものとなっていた．「正気を取り戻し，世界への
視野を正すために，日本画を見る」と言っていた．

私たち西洋の者にとって幸いなことに，日本人の特質とは知覚にあり，知覚
は見ることを基本とする感官の働きである．私たちも目を見開くことを学ぶこ
とによって，知覚が開発されたり，日本画をいかに鑑賞すべきかを知るという
実に大きな見返りを得ることができた．

ただし，これは残念なことであるけれども，私たちは本当の意味で日本画に
込められた意味のすべてを汲むことはできない．詩という芸術とは，絵画的想
像力が統覚されたものである．したがって，詩的言語を知らずして，さらにい

＊ 本稿は2006年11月13日に国際文化会館（六本木）で行われたレセプションでの講演用に書
き下ろされたものである．



318 319講演録 なぜ日本画に心惹かれたか

らの賛意を持つ者としての彼の遺産を継承するものとして，また小なりといえ
ども存命中だけでなく未来世代にその果実を分け与えるものとして，多大の意
義を持つものである．

井坂康志訳

に受け取るものである．自らの手で見出すべきものである．そこに醍醐味があ
る．

それらの作品は日本文化から出て，寺社や遺跡，美術館や公私で所蔵された．
私ども夫妻にかけがえのない作品を見出させてくださった「先生方」に，尽きる
ことなき感謝を送りたいと思う．

曇りなき清明な世界

夫は日本史も研究していた．各時代の歴史的・政治的状況が画風にいかなる
力を及ぼしたかを深く理解するためだった．一例として，1339年の足利将軍
家による京都から鎌倉への遷都により，室町特有の画風が形成されたのがそれ
にあたろう．その後も各時代は独特の画風を持つことになる．

私はどうかと言えば，歴史をさほど重視したわけでもなかった．純粋に日本
画が好きだった．今まで見たことのない感興をもたらしてくれたし，自然やそ
れを超えたものが絶え間なく響鳴する世界がそこにあったからだ．どの作品を
見ても，そこには曇りなき清明さがあった．完璧な技法が駆使されることで，
こころを慈しむ思いが全面に表れていた．水墨画では手元に一点の狂いもあっ
てはならない．元には戻らない．

私たち夫妻の趣味がほぼ完全に一致したのは喜ぶべきことだった．水墨画と
いっても，装飾的で技巧に優れた江戸時代の狩野派の作品よりも，室町・桃山
時代に展開された五山時代の禅画にわけても心惹かれた．購入する作品につい
ても夫妻で意見が分かれることはほとんどなかった．まれに意見の不一致が
あったとしても，だいたいどこかで折り合った．

そんなとき，彼はこんなふうに言っていた．「わかった．そこまでいうのだっ
たら，買うことにしよう．実際おもしろい画風だと思う．でもね，この作品は
君の部屋に飾ってくれよ．くれぐれも僕の目には入らないように」

収集していてよかったの思うのは，他のいろんな日本画愛好家や収集家に会
えたことだ．なかでも飛び抜けていたのは，ビル・クラークさんだった．カリ
フォルニア州ハンフォードにある日本画と日本文化の財団を設立し，要職にあ
る方である．

この美術館は一見に値する．私などはよくサンフランシスコやロスアンジェ
ルスを訪問するみなさんに，ちょっと寄り道して，はっと息を呑むような日本
画のコレクションをご覧になるようお勧めしている．

絵画のみではなく，同時代の陶磁器，竹細工なども展示されている．蛇足な
がら，クラークさんがピーターの名を冠する奨学金を創設されたことを嬉しく
思う．これは日本の研究者や学徒を一定期間招聘し，批評のための教育・研究
を支援するものである．

この奨学金制度はマネジメントの発展に貢献した夫に加え，日本画への心か
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が悪い．他の取締役も社長に対する信頼感がない．難しい仕事だなと思
いました．社長に会うと，初対面の私に対して1時間以上も自らの戦略
を一方的に話すのです．本当に困っているのだなと思いました．

 　そこで，「社長，事の本質は今あなたに対する信頼がなく，役員もば
らばらなところにあるのではないでしょうか」と申し上げました．つま
り問題の本質は社長自らにあるということなのです．社長もそれを認め
ておられました．実は全部トップダウンでやってきたと．役員が納得し
ないのに新規事業に邁進して，それらがことごとく赤字になっていたの
に，主力事業の利益で何とか持ちこたえてきたという．では，なぜそん
な状態になってしまったのか．やはり上場が原因だったそうなのです．

 　上場までは「満足をつくる」のが企業理念だった．一番は顧客，次に社
員，三番目は投資家のための満足づくりでした．これが上場したとたん
に，一番が投資家，あとはなしとなって，退職者が続出したというのです．

 　まさにこれこそ虚業だと思いました．顧客というものを忘れたときに，
企業はここまで自壊していくものかと．

佐藤　あえて一言でまとめれば，本来のミッションを忘れた瞬間がすなわち虚
業化への第一歩となったということですね．大塚さんは事業家でいらっ
しゃいますが，お考えを聞かせていただけますでしょうか．

大塚　はじめまして，大塚です．飲食店を経営して5年になります．
 　実業というものを考えるとき，ドラッカーが利益についていうことが

印象に残っています．利益とは事業存続の条件であって，目的ではない
ということです．確かに利益は絶対に必要なものです．物事を前に進め
ていくときに不可欠なものです．しかしだからといって，それ自身が目
的，あるいは実になってしまうとおかしくなってきます．お金のためな
ら何でもやるといったふうになると，人も事業も虚ろになっていきます．

 　貢献に焦点を合わせよとドラッカーはいいます．誰のために，何のた
めにという目的があってはじめて，焦点を合わせるべき貢献が見えてく
る．ここが大事なのではないでしょうか．

顧客のための価値という尺度

佐藤　近年，手段が目的化したために社会的な指弾を受ける企業が多く散見さ
れます．利益を目的化すると，本来手段であるべきものが目的化してい
く．その危険をお話しいただきました．

� 　次に谷島様から，特にITに関しての虚業，実業のお話をいただけれ
ばと思います．

谷島　顧客に本当の価値を提供するもの，これを実業と呼んでよいと思います． 
IT産業とは範囲が広いものです．IT企業と聞くと，ここ数年話題を呼

【パネルディスカッション】

21世紀，あるべき実業の思想＊

［モデレータ］佐藤等　　
［パネリスト］ 上田惇生，大島岳，瀬戸篤，

谷島宣之，大塚三紀子

実業と虚業を分けるもの

佐藤　今回のテーマは，「21世紀，あるべき実業の思想」です．道案内を務め
させていただきたいと思います．

� 　前半にまず実業とその裏返しとしての虚業についてお話を伺いたいと
思います．実業と虚業を分ける基準やそれについてのご経験が中心にな
ると思います．後半はその望ましい姿に重点を置いて考えていきます．

� 　おそらく実業の想定範囲は相当に多様なのではないでしょうか．これ
を一致させるのは難しいため，可能な範囲で共通理解を追求しつつ，議
論を進めていけたらと思います．

� 　それではコンサルタントの大島様から，具体的にお話を伺えればと思
います．よろしくお願いいたします．

大島　直近で体験した2つの事例から紹介していきたいと思います．私どもは
ODC（Organization Development & Change）に軸足を置いてコンサル
ティングを進めています．日本で廃れてしまった観もありますが，欧米
ではむしろ一般的になっています．

 　先日，ある企業の役員の方から一通のメールが来ました．大変な状況
なのですぐに相談したいということでした．その会社は6年ほど前に上
場を果たしており，業界で第3位なのです．他方で市場は成熟化してきた．
今のままでは生き残れない．そこで考えたのがM＆Aであると．自ら
の会社よりも，場合によっては時価総額が何倍も高いところを買収しな
ればならないという話になった．

 　ところが，そのような大きな意思決定をするには役員のベクトルが全
員ばらばらである．ついては，厳しい買収交渉を乗り切るにあたって，
役員のベクトルをそろえたいというのです．

 　ところが，会ってみるととんでもない状況です．まず社長と常務の仲

＊ 本パネルディスカッションは，第2回大会（2007年11月25日．於・早稲田大学小野梓記念講堂）
で行われたものの抄録である．
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役会が開催され，監査制度が機能し，定時株主総会で承認を得られる安
定的な株主が存在していることです．そして3つ目は，企業文化として
雇用責任がビルトインされていること．雇用責任とは，具体的には従業
員の持ち家制度が奨励され，退職金の外部積み立て制度があり，そして
新卒者の定期採用と訓練を行っていることです．

 　それらの条件を満たす企業は，勝ち続ける日本のものづくりのメー
カーに多く見受けられます．それは農業であれ工業であれ商業であれ，
変わらない真理だと思うのです．株式会社と名乗るなら会社法にのっ
とった経営がなされるべきだし，今言った3つの原則を守らなければな
りません．

 　逆に言うと，この3つの逆さまを行っている会社を虚業と呼んでさし
つかえないでしょう．

佐藤　3つの原則を明快にお話いただきました．継続して社会的使命を果たす
器の必要性ということと思います．

� 　今，4人の方から虚業と実業の区別，条件についてお話伺いました．
これらのお話を受けて，上田先生からコメントをいただければと思いま
す．

上田　単純にいうと，虚業と実業を分けるものとは，世のため人のためである
か否かだけだと思います．

 　では実業をどうつくるか．そのつくり方，スペック，仕様は細かく決
めないほうがいい．ドラッカーはアメリカ連邦主義の憲法を高く評価し
ています．その特徴は何であるかというと，ほとんど何にも決めていな
いところにある．

 　何よりも理念を持っていればいい．その理念に向けてその国の民度に
応じて最大限のものを開花させればよいのです．会社も同じであって，
こうしろああしろというのではなく，その会社が本来持つポテンシャリ
ティをフルに発揮させて，世のため人のために尽くすのだと．

 　教育と同じですね．ダンテやゲーテのような天才にも先生がいたのだ
と思いますが，彼らはその先生方の思い描いたものなどはるかに超えて
育っている．

 　同じように，想像を絶するすばらしい会社が世界中どの地でも生まれ
るのだと思う．それを誰かがまねする．それが文明の進歩ではないか．
まだ人と人が組織を使って働くようになって200年かそこらしかたって
ないわけですけども，これから何百年，何千年と歴史は続いていく．そ
のとば口にわれわれはいるということです．

 　そうすると世のため人のために組織を使って働くことは，実業どころ
か文明の進歩に貢献するものなのです．かくも気高く堂々たるものはな
いのではないか．

んだプロ野球球団やテレビ局の買収に関わろうとした方々を想起し，虚
業の典型と考えられるかもしれません．

 　しかし，IT産業でもきわめて地道にプログラムや機器をつくる企業
からすると，そのようなところと一緒にするなというに違いありません．
申し上げたいのはその次です．虚業といわれようと，現実にはある製品・
サービスについてはお客さんが対価を払っている．そう考えるとそれは
実業なのです．

 　むしろ地道にものを作っているというIT企業が，本当にお客様に価
値を提供しているのか．「情報システムは役に立っていない」というド
ラッカーによる痛烈な批判があるように，いわれたとおりのものを作っ
てお客様がお金を払ってくれているから実業ではあっても，やはりお客
様に役に立つものを作らないといけない．

 　やや厳しい言い方になりますが，最終的にはお客のためにきちんと価
値を提供しているかにかかっているのだと思います．

佐藤　顧客に価値を提供する事業を実業と考えてよいということでしょうか．
谷島　付け加えれば，ITと関係あるなしにかかわらず，理想は相当高く設定

しなければなりません．いわれたとおりやってお金をもらっているだけ
では不十分です．そういってしまうと，ドラッカーからは「何の役にも
立たない」と批判されるでしょう．

3つの原則

佐藤　今の話について瀬戸先生はいかがお考えでしょうか．IT，金融も含めて，
経済のソフト化に関連して一言いただければと思います．

瀬戸　まず私の学生時代のスタートとなったのはアダム・スミスの『国富論』で
す．その定義によれば，再生産を可能とする年々の雇用こそが実業と定
義しています．それを可能とするものが農業，工業，および商業の3つ
の産業です．では，虚業とは何か．王侯貴族のための奢侈業，諸国民を
苦しめる独占貿易といった再生産を阻害するものを虚業と定義していま
す．

 　これに対して私が考えているのは，健全な株式会社形態でなされてい
るものが，実業を実現する大きな要件ということです．ITであれゲー
ムコンテンツ産業であれ，株式会社で運営されることが実業の必要条件
と思います．

 　さらに条件は3つあります．1つは成長志向であること，イノベーショ
ンを具体化するための継続的な投資を行い，財務諸表に適度な減価償却
が毎年計上されていること．その会社のほとんど唯一内部留保を可能と
する原資です．2つ目は，健全経営が行われていること．定期的な取締
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文明と社会

佐藤　確かにドラッカーはITを業としてというよりも，社会的な環境要因と
して語ることが多かったように思います． 

谷島　これから50年間でものすごく変わるでしょう．その際実践者としては，
遠大な理想や文明のありようを十二分に頭に入れつつも，日々の活動は
着々と行っていく必要があると思います．特にITの仕事は，それをど
う使うかはまさにわれわれ人間の側にかかっていますし，現在の使われ
方を見る限り，ネットワーク上でやり取りされているテキストの99％
は残念ながらごみくずです．

 　理想を追いつつも，現実には少しずつ，一歩一歩着実に進んでいく姿
勢が必要なのではないかとも思います．

佐藤　少し話は戻って，あるべき実業という点について，実践家の立場からお
話を伺ってみたいと思います．

大島　社会と関わっていて思うのは，自らと社会との関係が完全に切れている
方が少なくないことです．まして自らが社会を創造していくという感覚
がない方が増えている印象があります．

 　言い換えれば，「社会人」という意識が完全に抜けている感覚です．社
会人であるなら，自分自身の内在的価値を一度反省して，そこから見た
必要とされる価値から，事業とは何かを問い直す，そんな企業文化を創っ
ていかなければならないと思う．

佐藤　今はっとさせられたのは，社会人という言葉です．新鮮に聞こえました．
ドラッカーは経済人，産業人といいました．社会人というのは聞き慣れ
た言葉ながら，新たな意味を見出した気がしました．

� 　大塚さんはすごいお店を経営しておられるのですね．50席で8回転
するそうです．まさに変化に対応した業をされているのだと思います．
イノベーションを日々行っておられるわけです．

大塚　世の中が恐いくらいに変わっていくことを実感しています．確かに情報
化やグローバル化，人口問題などの巨大な環境変化はあるのですが，そ
のなかで今まで捉えられなかったニーズやチャンスも出てきます．こん
な乱気流時代にあっては，自らが変わっていくこと，貢献に集中し強み
を分析して，ニーズに応えられるように自分を創っていけば，生きてい
ける．変わるのはみんな同じです．時代状況とともに常に変わっていく
事業をつくりたいと思っています．

佐藤　それをドラッカー教授はイノベーションと呼んだわけですね．そのこと
について瀬戸先生，一言お願いします．

瀬戸　まず，私は株式会社の正しさを信じています．温かいお金を提供できる
からです．そのためには，投資家に対して，預金以上の利回りの配当を

21世紀のあるべき実業

佐藤　前半の問いとして，虚業と実業を分けるものということでお話をいただ
きました．

� 　私のほうから一つ．パネルディスカッションにあたってドラッカーの
書いたもので関連するところを確認してきました．こんな箇所がありま
した．2つの産業革命のあとに制度と理念と思想のイノベーションが起
こると．2つの産業革命というのはいうまでもなく，18世紀の第一次
産業革命と，19世紀後半の第二次産業革命です．それに匹敵する状況
が今のIT革命，すなわち第三次産業革命といっていいかもしれません．

� 　そうなると，21世紀のあるべき実業とは緒に就いたばかりです．結
論が出るはずもありません．何らかの兆候を感じ取れるお話を期待した
いと思います．

上田　IT革命というのはものすごいものだと思う．ただし，それがよき社会
をもたらすかどうかはわからない．

 　灌漑文明についてドラッカーはかなり詳しく書いています．人間が潅
漑技術を手にしたとき，メソポタミアやエジプトなどの文明が生まれる．
灌漑技術が文明を変えたのは間違いない．しかし，その文明が人を大切
にするものかはまったく次元の違う問いです．

 　ITも同じです．ITが世界を変えることは間違いない．しかし変えた
世の中がよいものであるかは別次元の問題だ．それをよき世界にできる
か否かはひとえにわれわれの責任ということです．

佐藤　確かに技術と文明を考えるとき，われわれには遠大な射程での視座が必
要とされます．ここでわれわれが学べる知見はどのようなものでしょう
か．

瀬戸　一つの国における経済の長期における寿命は55年間です．その前後に
10年ずつの調整期間があります．

 　戦後とされる時代が終わったのは，山一證券，北海道拓殖銀行破綻の
1997年，つまりその55年前である昭和17（1942）年に戦後のカーブが始
まりました．10年を経て，今年（2007年）が新しい55年のカーブが始まっ
たところと見ることができます．

 　まさに産業革命のもたらす始まりと終わりというのは，常に55年の
カーブで現れてきます．したがって IT革命は戦後が終わって次の21世
紀の55年の新しい波動の前提条件として，10年の間に用意されたイン
フラと見ることができます．私たちはこれから2060年あたりまでに，
新しい社会を作っていかなければならない．ドラッカーはこのような大
きな視座を与えてくれたように思います．
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 　ところが今頃記者会見を開いて「お金儲けって悪いことですか？」とい
う発言もある．それに対して単純に金儲けだけを考えたら悪いに決まっ
ているじゃないかという財界人が全然いない．このような情けない状況
を今一度考えるべきでしょう．

 　もうひとつ，私が大学や大学院で教えているときに，必ずペーパーで
いくつかの質問を出して答えを書かせています．「君は何をもって憶え
られたいか」という質問が必ず入っています．これはドラッカーの推奨
の言葉です．1年に1回でいいから考えてほしい．そうすると仕事が変
わり人生が変わる．

 　そうすると1人の学生がこう書いてきた．「私は故郷の発展に貢献し
た者として憶えられたい」と．今どきこんな立派な方がいるのです．日
本の学生ではなく，中国から来た学生でした．

 　それから実業，虚業の話がありましたが，うれしいことに実業が自己
実現を促してくれる．なぜかはわからない．虚業では絶対に自己実現は
できないのです．自己実現をもたらしてくれるのは常に実業なのです．
実業が人の生きがい，働きがいをもたらしてくれる，こんなありがたく，
励まされることはない．

佐藤　なにぶん21世紀はまだはじまったばかりです．ここで具体的な答えを
出すことはできません．それぞれ今日ここで得た問いを持ち帰っていた
だき，未来への兆候を感じ取り，考えを深める一助としていただければ
と思います．

� 　本日は皆様ありがとうございました．
 

【略歴】

谷島宣之（日経BP社編集委員）
電気通信大学情報数理工学科修士課程修了．日経BP社「経営と IT」サイト編集長，兼『日
経ビジネス』『日経コンピュータ』編集委員．著書に『システム障害はなぜ起きたか』『動か
ないコンピュータ』（日経BP社）．

大塚三紀子（（株）MIJOA代表取締役）
関西大学法学部卒業．税理士事務所　所長秘書，ベンチャー企業の経理，秘書業務，不
動産会社，営業を経て，2002年，大阪阿倍野区にて，玄米自然食レストラン「実身美
sangmi（サンミ）」を創業．2006年，大阪市北区に，同店2号店開業．2006年6月（株）
MIJOA（ミジョア）を設立，代表取締役に就任．2004年大阪市優良店舗コンクールにて，
会長賞受賞．大阪市にて，起業家支援のセミナーや，講演も，定期的に行っている．

ディクテーション＆ロジカル・チェック／長澤利雄　編集・構成／井坂康志

行うのが正義だと思います．配当を続けられる会社はどういう会社か．
アントレプレナーシップに充満したインプットがあって，アウトプット
としてイノベーションが起きる会社です．

 　これは本当の話なのですが，昆虫学者がアリの社会を観察したところ，
巣作りをしている平均的な社員に当たるアリが6割おり，4割は遠くに
出かけ夕方に帰ってくるアリだったそうです．その半分はたくさんのえ
さを持ってきて，半分は何も持ってこない怠け者だった．その昆虫学者
は外に出かけるトップの2割とボトムの2割に女王アリを預けて巣作り
をさせたら，なんと，2：6：2になったといいます．

 　ここからわかることは，企業においてボトムの2割をリストラしても，
組織はまったく再生しない．アントレプレナーシップをビルトインさせ
る最良の方法は，ボトムの足切りではなく，トップ2割に新規事業ない
しイノベーションを起こすミッションを与えることだろうと考えます．

 　そしてその2割を新しい事業に振り向けると残りの8割はやがて2：6：
2に分割する．つまりよき実業とは，社内のベンチャー的な活動，アン
トレプレナーシップに満ちた活動を大いに奨励して，同時にその人たち
を孤立させず，かといって過剰な優遇も行わず，健全経営を行い雇用責
任を果たしていく事業と考えます．

谷島　一つのあるべき姿として，特に私が日頃見ているIT産業においては人
を育てなければならない．それが困難になりつつあるのが現状です．企
業の成長とともに人を同時に育てられることが，難しくなっていると感
じています．

 　なぜ難しいのか．IT以外も同様ですが，技術革新のスピードの速さ
がある．ITはたかだか数十年，長くとも50～60年の歴史しかありません．
その間に技術は劇的に変化してしまい，古きよき技術の伝承を行う意味
がない．

 　ベテランは自信喪失し，若者はこき使われている．そのために，技術
がころころ変わるにもかかわらず，人を育てられる何らかの仕組みと環
境を整えた会社を作るべきであるし，それにあえて挑戦すべきではない
か．

未来への兆候

佐藤　あるべき実業の姿ということで今日はお話を伺いしました．20世紀も
21世紀も変わらず大切なテーマと実感させられました．

� 　最後に上田先生に総括をお願いしたいと思います．
上田　ドラッカーは処女作『経済人の終わり』で，経済至上主義は人を幸せにし

ないといっています．1939年のことです．
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このニュー・パラダイム・コンサルによる期待効果は，まず組織における生
産性向上，システムの稼働率の向上，また学習する組織の実現などがあります．

導入状況と効果

実際ニュー・パラダイム・コンサルによっていかなる効果があったのでしょ
うか．

ある企業に対し調査した結果，売上額が約7％向上，利益が26.5％改善され
ました．さらに労働災害が25％減少しました．製品あるいはサービスの質の
向上は61.5％，学習時間が142.7％上がったそうです．

NPCの顧客の3分の1は公共機関です．その中で真っ先にコンサルティング
を受け入れたのが韓国警察庁でした．ニュー・パラダイム・コンサル導入前は
重労働からくる極度の疲労状態で，市民サービスが不十分だったり，専門性不
足が問題視されていました．しかしNPの導入で，まず交代勤務システムの改善，
生涯学習システムの導入が行われ，さらなるサービス向上が期待されています．

警察庁で最初に導入されたのが，ソウルの衛星都市・光明市です．全国で
234の警察署がありますが，今現在20がNPを導入しています．本日紹介する
事例がこの光明警察署です．

光明市はソウルのすぐ隣です．新しい都市であるために，流動人口が多く犯
罪率が高いところでした．それもあり最初に導入したいという希望があがった
わけです．当初警察官たちの抵抗があり，いかに彼らを説得し民主的な方法で
システムを導入するかが大きな課題でした．

すべての警官に対してではなく，主にパトロール担当の警察官に対して適用
されましたが，反応はかなり冷たいものでした．まず変化に対する大きな抵抗
がありました．また，労働時間が減ることで残業手当てが少なくなるなどといっ
た不満も出てきました．

それに，これまで職場での学習などなかったため，そもそもその必要性をまっ
たく感じなかったのです．変化，イノベーションに対してはかなり不信感があ
りました．その抵抗感を和らげるために，システム導入を強制するのでははく，
警察官が自主的に参加可能なようにしました．

まず，警官たちの意見を最大限尊重し聞き入れました．実際20回以上のミー
ティングを行って彼らの意見を聞きました．難しい決定事項に関して，彼らが
自分たちで経験し，話し合い，解決するように誘導したのです．

いかにして解決したか

その警官の管理者たちにも不安が絶えませんでした．勤務方式，交代システ
ムを変えることで，緊急時の対応能力に支障が出るのではないか，警官たちの

公的機関で実践する
人間中心のマネジメント＊

―韓国NPCを事例として
ユ・ピョンジュン

（延世大学）

 
韓国NPCの活動

私は公共組織における管理問題をテーマに研究しております．ともにドラッ
カーのアイデアを韓国の公務員たちに伝えるべく努力しています．

本日は韓国政府が支援しているNPC（ニュー・パラダイム・センター）という
機関の活動についてご紹介いたします．

この機関は，韓国の200あまりの公共機関に対してコンサルティングを行っ
ています．特に人間中心のマネジメントを推進する機関です．その具体例とし
て，ニュー・パラダイムという考え方を導入した韓国警察庁の事例を紹介しま
す．ニュー・パラダイムとは，古いパラダイムとしての物中心，資源中心では
なく，人間中心に置き換えるという意味です．

そこにはワークライフ・バランスというキーワードがあります．仕事と生活
のバランスを保つという意味です．日本も同様と思いますが，韓国の警察も重
労働を強いられています．労働時間を減らしたり，職場における絆を維持する
などし，重労働からくる疲労感を低下させ，さらに多くの時間を，価値創造の
ための学習に充当したりします．

2004年度，韓国労働省の支援を受け，NPC，ニュー・パラダイム・センター
が設立されました．ここでは人間中心のマネジメントを広げる活動がなされて
います．現在200の公共機関に対して無償でコンサルティングが行われていま
す．

ニュー・パラダイムについては主たるポイントが2つあります．1つは労働
システム改善，もう1つは生涯学習システムの導入です．

労働システム改善とは，個の時間を増やし，その時間を学習に回すことを意
味します．あくまでも勤務時間内で行われます．基本的に個の労働時間を減ら
し，時間のゆとりを作ることになるため，所属機関として教育システムの導入，
教育環境整備の支援が不可欠となります．

＊ 本講演は，第2回大会（2007年11月25日．於・早稲田大学小野梓記念講堂）で行われたも
のの抄録である．
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【略歴】  延世大学公共管理学部教授．フロリダ州立大学Ph. D..韓国ピーター・ドラッカ
ー・ソサエティ理事．

ディクテーション＆ロジカル・チェック／長澤利雄　編集・構成／大木英男

士気に影響が出るのではないかといったものでした．
それまでは3組・2交代制をとっており，昼間12時間勤務した後しばしの休

みに入るのですが，翌日は12時間夜間勤務になります．そのあとは1日非番
とはなるものの，完全な休みではなく，前日は徹夜勤務であるためやむをえざ
る措置というものでした．

これを4組・2交代制に変えました．昼間12時間勤務したあと，翌日は夜間
で12時間，その翌日はそのまま非番になります．その次が大きく変わった点
ですが，1日完全な休みを入れました．大事なポイントは，3組・2交代制から，
4組・2交代制に移行するにあたってすべて一気に変えたわけではないことで
す．警察官たちの意見を取り入れ，彼らの経験を尊重し，7組交代制などさま
ざまな組み合わせを試みて，現場にいる彼らに決めてもらった結果，4組・2
交代制が妥当と判断されたわけです．

改善の前と後を比較すると，1週間の勤務時間が50時間から45時間に，1カ
月の休日が12日から13.5日に増えました．また改善されたシステムでは1日
休みが入るのですが，これは1カ月約5回きます．その中で1日を強制的に学
習にあてることができます．そのために1年で144時間の学習時間が確保でき
ました．

学習内容としては，職務教育が7割，一般教育が3割となっています．警察
官から隊長にあたる幹部までに分けて，それぞれにふさわしい学習を実施しま
した．

2006年10月に光明警察署を訪ね，パトロール警官148名に対してアンケー
トをとりました．結果，導入前に比べて疲労感・業務負担・ストレスがかなり
減少したことが立証されています．

結果として，当初の抵抗はかなり激しいものだったのですが，コンサルティ
ングチームは企業の中で長年経験を積んだ人たちが中心であり，結果的に民主
的にスムーズにこのシステムを導入することができました．

光明警察署におけるNP導入の効果を測定してみました．例えば業務遂行能
力向上，業務知識の増加といった意見がありました．生活が楽になったという
意見もありました．他方で，お客さんにあたる市民に対してはどうかというと，
まだ前向きな結果が得られていないのが現状です．

パトロール警官たちは本署ではなく4つの各地区隊に勤務しています．警官
たちは以前は本署勤務を好んでいましたが，現在は地区隊の勤務のほうが人気
なのだそうです．その理由として，まず出・退勤時間が明確となり，自らの生
活管理が容易になったこと，学習の機会が増加したことなどがあげられ，前向
きの姿勢が見られるようになりました．

人間中心のマネジメントをいかに公共機関に浸透させるかにつき，警察庁の
事例を申し上げました．
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リュンケウスの役

1949年の末頃，彼はニューヨークのコロンビア大学教授に着任することに
なっていた．総長ドワイト・アイゼンハワーの署名を得さえすれば手続きは完
了というところだった．しかし，思う通りにいかないのは世の常である．アイ
ゼンハワー総長が財政難を理由に教授採用の署名を拒否したことを知る．だが，
1週間後，彼は幸運にもニューヨーク大学に新設予定のマネジメント学部長就
任のチャンスを得ることとなる．実際，彼は自らがビジネススクールの教職に
就くなど夢想だにしていなかった．運が味方したわけである．むろん彼の側に
はそれを受け入れるだけの土壌がすでにあったことは見逃せない．

ドラッカーはゲーテ『ファウスト』中の登場人物リュンケウスに自らをなぞら
えた．この作品の最終幕，主人公のファウスト博士は，悪魔メフィストとの禁
を破り，「時間よ止まれ．お前はじつに美しいから」と叫ぶ．その直前，見張り
塔の望楼守リュンケウスが，次のように名乗る．「見るために生まれ，物見の
役を仰せつけられ」．リュンケウスは遠方で起こる何から何までを見て伝え始
める．

彼自らはそれら出来事の直接の当事者というわけでははない．あくまでも見
て伝える観察者に徹する．これこそがドラッカーの役割でもあった．まさにド
ラッカーの人生は，リュンケウスさながら今起こりつつある変化そのもの，そ
してその意味を伝えるものにほかならなかった．

ドラッカーも自らはリュンケウスのような観察者なのであり，そこに参加す
る者ではないとした．むしろ直接参加しないゆえによりいっそう深い洞察力を
発揮できるとしていた．マネジメントについてもしかりである．彼はマネジメ
ントについてただならぬ数の書物や論文を執筆したが，自ら経営したことはな
かった．

後世への問い

しばしばドラッカーは，現代マネジメントの父とされる．しかし，自らの体
系をドグマとする，専門家にありがちな陥穽にはまることはなかった．かつて
私は「あなたの経営思想に後継者はいるか」と彼に聞いてみたことがある．答え
は「否」だった．そればかりか，彼は自らの墓碑建立さえ辞退したという．人に
負担をかけたくなかったのかもしれない．

彼は『イノベーションと企業家精神』（1985年）において，ジェファソンとゲー
テの言葉を引用している．
「『それぞれの世代がそれぞれの革命を必要とする』とは，トマス・ジェファ

ソン晩年の言葉である．同時代のドイツの偉大な詩人ゲーテも，その保守的な
性向にもかかわらず晩年に同じ気持ちをうたった．『存在の理由はなくなり，

ドラッカーの洞察眼
―先天か，後天か＊

李在奎
（前大邱大学校総長）

なぜ見えたのか

先頃，ドラッカーの著書『経済人の終わり』『ネクスト・ソサエティ』『クラシッ
ク・ドラッカー』の韓国語版の翻訳を終えた．これまでドラッカーの著書の多
くを韓国に紹介してきたが，そのような訳業のなかで，いつも頭を駆けめぐる
問いがある．それは「ドラッカーは，なぜ他の人々が見えていないものを見る
ことができたのだろうか」という問いである．

いずれにしてもP. F. ドラッカーは，他の人々に見えないものを見ることが
できた．いかにしてそれが可能となったのだろうか．

青年期に彼はヒトラーの『わが闘争』を読み，そこで言われることがすべて現
実となるとし，1937年大陸を後にした．彼は見えたものにもとづき，行動した．
他方，当時欧州には根拠なき楽観にしがみつき，はてには凄惨な人種再編成の
餌食となった知識人が多くいた．

ドラッカーの境遇はそれ自体恵まれたものだった．成功は手中に収めたも同
然だった．しかし，彼がそのような既定の生き方に身を委ねていたならば，他
の知識人同様に虐殺の憂き目に遭っていたかもしれない．彼が幸運だったのは
事実である．だがそれ以上に，判断力・行動力には絶妙なものがあった．自ら
の見たものにもとづき行動し，自己鍛錬・陶冶に励み，自らの持てる強みを生
かす場をあくまでも求め続けた．

ドラッカーの生き方は「定住」ではない．「移住」である．ここに特徴がある．
彼は当時にして移動可能な資源たる知識の保持者としての自覚を有し，その自
覚にもとづいて行動した．自ら述べるように，半ば運命的に「見るために生まれ，
物見の役を仰せつけられた」者としての自己確信を堅持しつつ，同時に意識的
に自らを律し，責任ある人間として行動した．

＊ 本講演は，第2回大会（2007年11月25日．於・早稲田大学小野梓記念講堂）で行われたも
のの抄録である．
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【略歴】  経営学博士（慶北大学校）．前大邱大学校総長（8代目）．『現代の経営』をはじめ，
20点にわたるドラッカー著作の韓国語版への訳業で著名な存在．Youngwon 
Trading Company社外取締役，TBCテグ放送社外取締役．企業コンサルティ
ング及び経営思想の普及に関心を持つ．　 

ディクテーション＆ロジカル・チェック／長澤利雄　編集・構成／大木英男

恵みは苦しみとなる』．」
いずれも啓蒙思想とフランス革命がもたらしたものへの幻滅を表していた．

われわれもまた，理論，価値観，そして人間の手になるあらゆるものは陳腐化
し，役に立たなくなり，そしていずれは苦しみに変わることを知る．だからこ
そ，イノベーションと企業家精神が経済のみならず，社会全体にとって不可欠
なものとなる．ゲーテとジェファソン同様，建築家ジョセフ・オルブリッヒに
よるオーストリアの分離派芸術会館の廊下にも，次の句が刻まれている．
「時にはしかるべき芸術を．芸術にはしかるべき自由を」（Der Zeit Ihre Kunst, 

Der Kunst Ihre Freiheit）．
ドラッカーにあって，自らの体系でさえ，陳腐化と革新の例外ではなかった．

彼の体系そのものがやがてイノベーションの対象とされ，あたかも自らがテイ
ラーの科学的管理法を再評価し，それを超えたのとまったく同様に，来るべき
進取の気風を持つ論者による革新を望んでいたことは疑いえない．

ちなみに，イノベーションとは，経済にとってと同様に，社会にとってなく
てはならないものである．公共サービスにとっても必要不可欠である．ドラッ
カーは鉄道からITまで，産業社会から知識社会にいたるまで，自らの理論と
洞察の妥当性を検証せよと後世のわれわれに対しても呼びかけている．

未来を創造せよ

伝記作家シュテファン・ツヴァイクは次のように書き残している．「人類史
に楔を打ち込むものとは，行動そのものではない．ある行動によって触発され
た新たな認識，そしてそれによってもたらされる新たな行動がそれをなしとげ
る」．他方，ドラッカーは次のように述べた．「組織内部にあるのはコストだけ
である．それに対し成果は組織の外部にある」と．

ツヴァイクは，ナチの席巻後もヨーロッパにとどまった．その後ブラジルに
亡命し，その地で自ら死を選んだ．そこには，ナチに対する自らの判断上の誤
謬への慙愧の念が幾分たりとも含まれていたに違いない．他方，ドラッカーは
ナチの本質を本能的に察知し，その後数日で大陸を後にしている．

ツヴァイクは人間内部の意識に着目し，ドラッカーは外部の成果に着目した．
ツヴァイクにとって世界とは懊悩と死の坩堝であった．ドラッカーにとって世
界とは希望と生の地平であった．晩年，彼が知識労働者のマネジメントを強調
したのにもこのような背景があったに違いない．

私にはドラッカーの章句で愛してやまぬものがある．「未来を予測するもっ
とも確実な方法は，自ら未来を創造することである」がそれである．未来を恣
意的に予測しても意味はない．大事なのはよき世界をつくるための意思と行動
である．彼はそれが言いたかったに違いない．これが本日の主題である「ドラッ
カーの洞察眼―先天か，後天か」に対する私なりの答えである．
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では日本が主導権を握るだろう．日本人は昔から小さな物のなかにたくさんの
ものを効率よく入れ込むのが得意なのだ」といわれたのです．

その後約15年が経ち，ドラッカー先生が予言していた通りになってきました．
このように本質が見抜けるのも，ドラッカー先生の幅広い歴史観，世界観，人
間観によるものではないかと思います．

アメリカ人のチャレンジ・スピリッツ

私が留学したのは1994年から1996年です．日本に戻り，その翌年は山一證
券と北海道拓殖銀行が倒産した時代でした．

私がMBAに留学して一番感化されたのは，アメリカのチャレンジ・スピリッ
ツでした．MBA留学生のアメリカの友人を見ると，気概ある人たちは独立し
ていく．その次に優秀な人は給料のいいインベストメント・バンカーやコンサ
ルタントになります．ちょっともう一つだなという学生が大体大企業に入って
いく．しかも人事部に入る．日本とは正反対です．私は留学していたときに「大
手企業人事部にいます」とPRしていましたが，日本では一目置かれても，ア
メリカでは逆効果だとそのとき気づきました．

このような経験から，MBAに留学してもっとも変わったのは考え方です．
留学するまでは大手企業で大切な仕事をしていることにある種の誇りを持って
いたのが，留学してアメリカ人のチャレンジ・スピリッツを目の当たりにして，
リスクをとり未知の分野に挑戦していくことにこそ価値があるのだと考えるよ
うになりました．そのことが39歳でサラリーマンを辞めた一番大きな要因に
なりました．

中小企業のコンサルティング活動を行う

私は「社長の右腕業」という肩書きで中小企業の社長のお手伝いをしていま
す．この仕事をはじめたのは，組織で一番大切なのが社長だということが最初
からわかっていたからではありませんでした．私はこれといった専門分野を
持っていません．サラリーマン時代も技術・人事・企画と異動したうえに，い
くつもの事業部門を転々としました．サラリーマンを辞めて独立してからも事
業に失敗しました．そんな何の強みもない，雑多な経験しかない人間でもお役
に立てるかもしれないと思った分野が，守備範囲の広い社長という人のサポー
トだったのです．

最初の頃は何をやっていいのかもわかりませんでしたので，ビジネススクー
ルで学んできたミッションだのビジョンだのの重要性を語り，SWOTだの
STPだのといった分析手法で事業の方向性を探ろうとしました．しかし，ど
れひとつとして機能するものはありませんでした．

ドラッカー先生と
中小企業コンサルティング＊

國貞克則
（ボナ・ヴィータ コーポレーション）

ドラッカー先生の「ヤックロー」

私は学問の世界の住人ではありません．ビジネスの世界，いまは中小企業を
相手にしたコンサルティングを中心に活動しています．

私の特長は何かということを考えた場合，2つあると思います．一つはクレ
アモントのピーター・ドラッカー経営大学院でドラッカー先生から直接講義を
受けたこと．もう一つはコンサルタントとしては珍しく，中小企業の方を相手
に仕事をしていることです．

最初のドラッカー先生の講義は，「みなさん，いまから100年前に世界の大
学で学生数が多かった大学を3つご存じですか」という問いからはじまりまし
た．誰も答えられないのを見はからっておっしゃるには，「それは，アメリカ
のコロンビア大学，ドイツのベルリン大学，日本の東京大学」というのです．

その話から始まって，「100年前に国家として国民の高等教育に力を入れた
国が100年後このように経済発展を遂げている」という趣旨のことを述べられ
また．そういう意味で若い人に対する教育が大切だということでした．

先生はややオーストリアなまりがあり，聞き取りにくい，こもったような
しゃべり方をされます．ちょうどITに関する講義だったと思うのですが，「こ
のなかに日本人はいるか」といわれるので手を挙げると，ドラッカー先生は「君
は『ヤックロー』を知っているか」といわれます．「知らない」と答えると，先生
は少し残念そうな顔をされてから学生に向かって「『ヤックロー』は昔の日本人
が使っていた小箱で，そのなかにたくさんの種類の薬を入れて旅行の時などに
腰にさげて持ち歩いていたものだ」といわれます．そうです．「薬籠」のことだっ
たのです．

この講義を受けていたのは1994年でした．当時はまた携帯電話が少しずつ
広がりはじめた時期でした．ドラッカー先生は，「これからの携帯電話の世界

＊ 本講演は，第2回大会（2007年11月25日．於・早稲田大学小野梓記念講堂）で行われたも
のの抄録である．
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たくさんのお金を払ってくれるわけではないのです．そこでやはり，お客様が
価値を認めてくださる他社にない特徴が必要になってきます．特徴のない会社
は値段競争の泥沼に引きずりこまれるだけなのです．

現場でいままでやってきたことをまとめてみると，私の仕事は「赤字を止め
る」「心をつなぐ」「特徴を創り出す」という仕事でした．そしてそれは，ビジネ
ススクールで教えられている「会計・財務」「人事・組織」「戦略・マーケティング」
という3つのコア分野と結果的に一致していたのです．

「調子のよい会社」と「調子のよくない会社」

訪問させていただく会社が良い会社か悪い会社かというのは財務諸表を拝見
するまでもなくすぐにわかります．調子の悪い会社の社長さんと話をするとだ
いたいこんなことをいわれます．「うちの社員はレベルが低くて，やる気も向
上心もない．仕事に対する緊迫感もなければ責任感もない．」一方，調子の良い
会社の社長はおしなべてこういういい方をされます．「うちは私の能力が低い
ので従業員が本当によくやってくれます．経営者という意味では私の人生は出
来過ぎなんです．」

今度は会社のなかに入って従業員に話を聞くと，調子の悪い会社の従業員は
「うちの社長は自分勝手で自分の価値観ばかり押し付けてきて，僕らのいうこ
とは何も聞こうとしない．」といいます．一方，調子の良い会社の従業員は「う
ちの社長は本当に僕らのことをよく考えてくれていて，いい環境を作ってくれ，
僕らでも成果が出るようないろいろな工夫をしてくれています」といわれるの
です．

では，調子の悪い会社に能力が低くやる気も向上心もない人ばかりが集まっ
ていて，調子の良い会社に，能力が高くやる気があって人柄がいい人ばかりが
集まっているのでしょうか．私の見るかぎり，基本的な能力や人柄はほとん
ど変わりがないように思えます．少なくとも入社した頃は，この2つの会社の
従業員の平均的なレベルは同じようなものだったでしょう．会社に入ってから
大きな差が出てきたのだと思います．この違いに大きな影響を与えているのは
社長です．社長がどのような考え方を持って経営しているかで会社の状況は変
わってくるのです．

戦略に奇抜さはいらない

次にどうやって商品やサービスの質を高めていけばよいのでしょう．多くの
成功している会社を見て感じることは，成功している会社には奇抜な戦略がな
いところが多いということです．トヨタもリッツ・カールトンも，奇抜な戦略
を持っているというより，人間としてやるべき当たり前のことを継続してやっ

ところが，石の上にも3年とはよくいったもので，現場にへばりついて問題
に向かい合い3年ほど右往左往している間に，コンサルタントとして何をすれ
ばよいのかが少しずつ見えてくるようになりました．いま私が中小企業の現場
で行っていることは大きく3つの種類の仕事にわかれます．それは「赤字を止
める」「従業員の心をつなぐ」「特徴を創り出す」という3つです．

中小企業コンサルティング活動の実際

事業の調子が悪い会社は赤字を垂れ流しています．こんな会社はすぐに赤字
を止めなければなりません．ミッションやビジョンなどといっている場合では
ないのです．赤字を止めるには売上げを上げるか費用を減らすしかありません．
コンサルタントが入っても，現場の経験もなくその事業の本質を知らない人間
が，短期間で売上げを増やすことなどできません．ですから費用を減らすしか
ないのですが，いま生き残っている中小企業で冗費がそのままにされている会
社などありません．すでにコストは限界にまで削減されています．このような
状況では最大の費用項目である人件費に手をつけざるをえません．

人件費に手をつける場合はまずは組織の上の人からです．役員報酬のカット
からはじめるわけですが，役員のみなさんにも生活があります．まずは取締役
会で「このままいくと倒産はまず間違いないでしょう．従業員の人件費に手を
つけざるをえませんので，まずは役員報酬のカットからはじめます．みなさん
もそれぞれに事情があると思いますので，みなさんの生活を考えてどれくらい
までカット可能かまず自己申告してください」と役員のみなさんにいいます．
役員のだれもが下を向いて何もしゃべらないという暗い雰囲気から私の仕事は
スタートします．

仕事をしていない役員さんには退任してもらいます．退職しても生活に支障
のない人には事情を説明して辞めてもらいます．従業員の給料にも手をつけま
す．銀行に債務返済の免除やリスケという債務返済計画の変更をお願いします
し，会社分割の法制度を使って不採算部門の分社化もします．同時に事業部別
の損益管理を徹底し，従業員の損益に対する意識を上げていきます．

このようにして赤字を止めたら会社がよくなるかといえばそうではありませ
ん．逆にリストラなどの影響で人心は疲弊していきます．そこで，次に行うの
は従業員の心をつなぐ作業です．従業員の心がつながっていない会社にどんな
しかけをしても何も動きません．逆に従業員の心がつながれば，命令をしなく
ても従業員が自主的に勉強会を開くような活き活きとした会社に変わっていき
ます．

ただ難しいのは，従業員が活き活き働くようになったからといって必ずしも
利益が増えていくわけではないということです．そこには競争があり市場原理
が働いていますから，従業員が活き活きと働いているからといって，お客様が
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従業員を大切にする気持ち

最後にもう1つ．新宿・池袋を中心にラーメン店をチェーン展開している（株）
福しんという会社があります．この会社の高橋会長にもずっとお世話になって
います．

高橋会長は若い頃からラーメン屋で修業し，自分のお店を持ち，そしてチェー
ン展開までしてこられた方です．ですから彼は飲食業で働く人たちの悲哀をよ
く知っています．飲食業で働く人たちは，一般の人が家族で団欒する時間に働
き，それも空調もない暑い厨房のなかで働く．そして世間に出れば「水商売」
などといわれ下に見られる．高橋会長の心の中には「こんな飲食業で働く人に，
生きる価値，生きる喜びを感じさせてあげたい」という気持ちがあります．

彼が書いた経営信条のなかにこんなくだりがあります．「本来の自分を発見
し，感動し，新しい可能性に挑戦して，忘れかけた潜在能力，気づかなかった
自分の能力に目覚めさせ，生きることの素晴らしさに気づく人々の企業をめざ
す．」

組織のトップがこんな考えを持っている会社がどうなるか．福しんは，カウ
ンター式の小さなお店が多いのですが，カウンターのお客様が座る後ろの壁の
腰の辺りに，高さ10センチくらいの横に長い鏡が貼ってあります．カウンター
の下には荷物置きがあるのですが，お客様が忘れていく荷物がカウンターのな
かからは見えない．だから鏡が貼ってある．こんなアイデアが従業員から出て
くるのです．提案制度を作って無理やりに出させるのではありません．高橋会
長の従業員を大切にする気持ちに，従業員が自然と応えるのです．

根底にある「人間の幸せ」

今年の3月，上田先生の講演を聞きました．講演のなかで上田先生は「ドラッ
カー先生の一番大切にしているもの，ドラッカー思想の根底にあるものは，人
間の幸せということだ」といっておられました．私はドラッカー先生とは将来
を見る切れ味のよさというくらいのイメージでとらえていたのですが，その根
底にあるものは人間の幸せだったのだと知りました．

ブルジョア資本主義とマルクス社会主義，この2つは両方とも人間を幸せに
できなかった．そのあと出てきたのが全体主義であり，それで世界はもっと悪
くなった．戦後において大きな社会の変化というは，多くの人々が大きな企業
で働くようになったことです．そうすると，人間を幸せにするには企業で働く
人々を幸せにする必要があります．これがつまりマネジメントの意味というこ
とになります．

このような話を伺い，一人我流でやってきたコンサルの方法もこれでよかっ
たんだという安心感がありました．そして，ドラッカー先生と上田先生に肩を

ているというイメージです．世の中は，強い会社が勝っているというより，弱
い会社が人間として当たり前のことができずに自滅しているのです．

商品やサービスも結局は人間によって作られ提供されます．機械が商品を製
造する装置産業であってもその装置を動かしているのは人間であり，その操業
ノウハウが重要なのです．そういう意味では，商品やサービスの質を高めてい
くには，結局はそこで働く人間の質を高めていくことが一番大切です．
（株）ホンダカーズ中央神奈川という，ホンダ系列の自動車販売店で11年連続

顧客満足度No. 1を続け，2004年度の日本経営品質賞を受賞している会社があ
ります．この会社には30Sという名前で，従業員が大切にしている「清掃，清楚，
素直，親切，誠実，信用，辛抱，スピード」などのSで始まる30の言葉がまと
めてあります．多くの会社は「整理，整頓，清掃，清潔，躾」の5Sを実践して
いますが，この会社では従業員が何十年もかかって自分たちが大切にすること
を明確にしてきたのです．この会社もリッツ・カールトンと同じようにサービ
ス・マニュアルがありません．なのに，11年連続顧客満足度No. 1なのです．

これらの会社に共通することは，価値観が揃っているということです．有意
義な目的を持ち，従業員の価値観が揃っていれば，人は自分で判断し自発的に
動き出すのです．

ホンダカーズ中央神奈川のショールームの二階には，本格的なお茶室がしつ
らえてあります．そこで女子従業員が定期的にお茶の稽古をしています．それ
は，お茶の稽古をさせて，その礼儀作法を自動車販売の接客業務に活かそうと
いうような姑息な考え方ではありません．会長の相澤氏が「せっかく縁があっ
てうちの会社に入社してきてくれたのだから，親の気持ちになって，この子た
ちが立派なお嫁さんになるように修業させて会社を卒業させてあげたい」と心
から思っているからです．

相澤会長の心の根底には，間違いなく強い「人への思いやり」の気持ちがあり
ます．相澤会長の「思いやり」が従業員に伝わり，従業員もまた相澤会長と同じ
気持ちでお客様に接している．そして，その気持ちと態度にお客様は感動する．
売上げが伸びていくのは当たり前です．

人間として当たり前のことを徹底することが，当たり前の結果につながって
いく．「従業員は会社の利益を生み出すための道具ではない．働く人も一緒に
成長しなければ，企業経営の本来の目的は達成しえない．」この気持ちが根底に
ある企業は強いのです．

ホンダカーズ中央神奈川の相澤会長と時々講演でご一緒させていただくので
すが，会社には数値目標もノルマもないとおっしゃっていました．それなのに，
この会社の営業員一人あたりの自動車販売台数は，他の会社の2倍以上なので
す．
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大学新時代の作法＊

高木直二
（早稲田大学）

大学の危機

現在マスコミ等で，大学の危機といわれます．なぜ危機なのか．一つに外部
環境の変化があろうかと思います．本日は大学職員の位置づけと機能を中心に，
危機への対応をお話したいと思います．

まず，大学の危機といわれてすぐに思い浮かぶのは，若年人口の減少です．
しかし，果たして本当にそうなのか．現在の日本における人口動態は特異な現
象であることを理解しなければなりません．

まず，日本の人口は1000万人に到達するまで1500年かかっています．それ
から3000万人に到達するのに150年です．その後近代化が進み，明治維新以
降100年間で1億人を突破しています．これだけならば世界の人口動態とさほ
ど変わりません．日本の特徴的なところは，このあと90年間で6000万人が減
少していく．ここが次世代の大学のビジネスモデルと深く関係してくるところ
です．

日本の大手私立大学はおおむねこのようなビッグウェーブに乗ってきまし
た．早稲田大学の場合，東京専門学校からスタートしています．小さな専門学
校から大規模な私立大学へと急成長してきたわけです．要は上昇気流に乗った
形で大学のビジネスモデルが確立されてきたということです．

ところが2006年をピークに，今後は下降線をたどっていく．とするならば，
新たなビジネスモデルを創造しない限り確実に立ち行かなくなるということで
す．ここで注目すべきは，世界の人口動態と日本のそれが必ずしも一致してい
ない事実です．世界の人口の推移に目を転ずれば，40数年後の2050年には，
92億人になると推定されています．相変わらず人口爆発は続くわけです．今
年（2007年）が約67億人ですから，25億人が増えていく．25億人とはとてつも
ない数です．第二次世界大戦当時の世界人口に匹敵する． 

GNPトップ12位は先進国とBRICs諸国からなっていますが，インドやスペ

後ろからたたかれたような安堵感がありました．これからも何か迷ったらド
ラッカー先生のところに戻って，少しでも中小企業のお役に立てるようにがん
ばっていきたいと思います．ご清聴ありがとうございました．

【略歴】  東北大学機械工学科卒業後，神戸製鋼所入社．海外プラント建設事業部，人事部，
企画部，海外事業部を経て，1996年米国クレアモント大学ピーター・ドラッカ
ー経営大学院でMBA取得．2001年ボナ・ヴィータ　コーポレーションを設立．
中小企業の経営支援や大手企業の管理職教育が得意分野．著書に『決算書ドリル』
（日本経済新聞出版社），『財務3表一体理解法』（朝日新聞社），『悩めるマネジャ
ーのための　マネジメント・バイブル』（東洋経済新報社）などがある．

ディクテーション＆ロジカル・チェック／長澤利雄　編集・構成／大木英男

＊ 本講演は，第2回大会（2007年11月25日．於・早稲田大学小野梓記念講堂）で行われたも
のの抄録である．
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実はこれが，今までの大学職員にとって一番苦手だったところなのです．大
学は教員を中心に動くために，職員は補助的な立場で動くよう訓練されていま
す．決まったことの実行には慣れていますが，自ら主体となって行動すること
は案外苦手です．問題は教員と職員が大学にいるわけですが，そのよって立つ
ところがまったく違う点にありました．そのため，教員と職員が共同で大学改
革を進める風土がなかなか育たなかったのです．

しかし，時代は変わりました．早稲田大学は125周年を迎えましたが，その
中で，「Waseda Next 125」という計画を掲げています．キャッチフレーズは，

「早稲田からWasedaへ」，世界の中で早稲田大学をもう一度考え直そうという
ことです．そこでは人類，地球，社会に貢献できる人材を育成したい．逆に言
えば，早稲田は国内だけでは生きていけない．アジアを中心とした国際社会に
根を下ろす大学にならない限り，生き残れそうにないのです．

そうなると，大学職員もそれに合わせて変わっていかざるをえません．高い
専門性も必要ですし，意識改革も必要になってくる．職員は，これまで意識さ
れなかった，教員と共同し主体的に教育・研究を支援する役割を担わなければ
なりません．のみならず大学の組織運営，意思決定，企画・立案・実行を評価
する能力も不可欠です．

では，このようなことが，果たしてできるのだろうか．これからの大学職員
は，従来の管理運営型の業務から，新たな価値を生み出すプロジェクト型にシ
フトしていくことが一つの鍵と考えています．

プロジェクト型の作法

ではそのプロジェクト型の業務を遂行するスキルはどのように修得可能なの
か．プロジェクト型と一言でいってもそれを経験しなければ想像することも難
しい．そのためにもっとも効果的なのは運営経験に加え，教・職共同のプロジェ
クトを実行することだろうと考えます．

プロジェクトとはそもそも永続するものではありません．終わったときに評
価し，解散するものです．他方大学職員の仕事は，管理運営型の仕事が圧倒的
に多い．まず視点を変えてそれをプロジェクト型として捉え直すのが第一歩で
す．その場合，自らのアイデアや発想を出発点として，それを具体化していく．
それを実現することで何かが変わることが実感されるようになる． 

口で言うのは簡単ですが，早稲田大学の中でも少しずつ実例が出てきていま
す．一つご紹介したいと思います．早稲田大学が今行っているプロジェクトで
チュートリアル・イングリッシュがあります． 

現在チュートリアル・イングリッシュは，早稲田大学の正規科目として，毎
年1万人の学生が，講師1対学生4のスタイルで英語教育を受けています．こ
れは大学の職員が最初に発想し，進められたプロジェクトなのです．

インは相変わらず人口が増えていく．人口減少が著しいのはイタリア，日本，
ドイツ，ロシアあたりといわれています．ということは，今後先進国になると
ころでは人口が増える国もあるのです．この中で大学のビジネスモデルをつ
くっていく必要があります．要するに若年人口減少という現象ひとつを捉えて
も，世界的な人口動態で，あるいは長期的な視野で考えたときには，まったく
違った市場が現れるかもしれないわけです．単純に日本の人口が減少している
と大騒ぎすること自体が，無意味かもしれない．むしろピンチと思われている
ことはチャンスかもしれないからです．視点を変えよということです．

新時代の大学職員

象牙の塔といわれるように，大学は社会から隔絶した存在として生き続けて
こられたところもある．だが，これからはそうもいかないことはすでに大学の
世界でも気がついている人は少なくありません．

さらに外部環境の重要なものとして，ITがあります．それによっては教育・
研究の方法が根本から変わる可能性があります．最初に影響が出てきたのは，
研究の世界です．ここ数年，各私立大学はCOEと称する文部科学省の補助金
で苦労しています．それが学問体系の枠組みまで変えようとしています．

というのも，21世紀の課題を解決するためには，今までの学問体系よりも，
学際とか融合が必要になってきます．そこに巨額の研究費用が投入されます．
評価される研究には資金がどんどん集まる仕組みになっている．

従来研究とは基本的には個人のものでした．それが原則ですから，マネジメ
ントは特に必要とはされなかった．しかし，これからはチームや組織で研究を
進めて成果を出さなければならない．融合や学際というと，異分野の研究者と
組まなければ何もできません．そこには明確に「マネジメントの必要性」が生じ
てくるわけです．

その機能を担うのはおそらく大学職員だろうと思います．大学職員がマネジ
メントの仕組みを体系的につくっていかなければいけない時代が来ている．一
言で言えば，これからは大学にも経営のプロが必要とされるということです．

では，プロとしての大学職員とはどのような存在でしょうか．平成10年の
大学審議会での答申では「大学事務職員は教育研究の支援をする不可欠な存在」
とされています．しかしその具体的な議論は特になされていません．

そのときに思い出すのが，ドラッカーの発言です．大学職員にもっとも読ま
れているのは『非営利組織の経営』でしょう．その中に，「こうしてわれわれは，
非営利組織を通じて明日の市民社会をつくりつつある．その市民社会では，皆
がリーダーである．皆が責任をもち，皆が行動する．皆が自らは何をなすべき
かを考える．皆がビジョンを高め，能力を高め，組織の成果を高める」という
ことが書かれている．
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賢慮型リーダーシップと知の方法論＊

野中郁次郎
（一橋大学大学院国際企業戦略研究科名誉教授）

プロセスとしての世界

私はドラッカーの専門的な研究者ではありませんけれども，先頃ドラッ
カー・スクールのノンレジデント・スカラーに就任した関係で，現在，新たに
ドラッカーの研究を始めたところです．本日は私が最近行っているマネジメン
ト研究の中で，ドラッカーの知の方法論に関わる部分をお話ししたいと考えて
います．

現在，企業あるいはマネジメントを，「もの」としてではなく，「プロセス」と
して見るということを行っています．私の知識創造理論とは，言い換えれば，
知のプロセス理論と言ってよいかと思います．それをさらに進めていき，プロ
セス的な観点から経営を考える．このことで新たな何かが見えてくるのではと
いう期待があるわけです．これが現在の研究課題でもあります．

では，プロセスとして見るとはどのようなことでしょうか．たとえば，次の
ような章句があります．

◇万物は流転する．All things flow.―ヘラクレイトス
◇ 川という物はない，それは絶え間ない流れである．The river is not an 

object, but a continuing flow.

◇ 太陽という物はない，それは永続する炎である．The sun is not a thing, 

but an enduring fire.―N.レッシャー

万物流転とは，すべては変化するという見方です．例えば，川とはものであ
ろうか，いや流れではないかと考えます．あるいは，「川の流れのように」と歌
う美空ひばりの世界といってもいいでしょう．太陽も同様です．これらはすべ
てプロセスとして見ることができます．このことに関連して，プロセス哲学と
いう学問領域があります．もっとも包括的な考え方を提唱したのは高名な哲学

毎年学生のアンケートをとると，もっとも多い要望は，コミュニケーショ
ン中心の英語に切り替えてほしいというものでした．文学部の職員と話し合
い，仕組みをつくっていけないかを検討しました．そのときに思いついたのが，
IT技術が向上する現状では，ネットワーク実験として始めるのが得策ではな
いかということでした．

そこで文学部の学生と国際部の留学生の協力を得て，パソコンを使ってネッ
トワークで英語と日本語をお互いに教え合う実験が始まりました．さらに
チューターを入れるようにもなり，約500人の規模まで実験を続けた後，最終
的に大学の正規科目として採用されたわけです．実際の運用も大学職員と関連
の子会社との連携によって担われました．チューターの採用から教材作成まで，
すべての過程で職員が参加したわけです．

これは一例に過ぎないわけですが，いずれにしても大きな流れの中で大学職
員の役割は変わっていかなければなりません．その実像にはまだよく見えない
ところもあります．それでもこのように多くの実験を積み重ねていき，プロジェ
クトを実際に動かすことで見えてくるものは少なくないと思います．ドラッ
カーもいうように，高い理想を掲げつつ，小さく始めるのがもっとも大切なこ
とであり，それが大学改革を成功に導く鍵だろうと思います．

これからの大学職員はアカデミズムへの共感を持つプロジェクト型の職員が
表に立たなければいけません．「夢を持って，楽しくわくわくしながら，より
豊かな教育研究環境を創造して，学生のための最善の教育を目指す．」次代を担
う大学職員の方々にはいつもこのように伝えています．

ご清聴ありがとうございました．

【略歴】  早稲田大学第二文学部卒業．現在，早稲田大学理事．早稲田大学大学事務シス
テム開発室調査役，第一文学部事務長兼大学院文学研究科事務長，メディアネ
ットワークセンター事務部長，教務部事務部長等を経る．「良質な授業 大学超え
て―オンデマンド授業40校以上で融通」（『日本経済新聞』2005年5月16日），
「オンデマンド授業流通フォーラムによる新たな教育への取り組み」『メディア教
育研究』第2巻第1号（独立行政法人メディア教育開発センター，2005年）．訳書・
著書に『去年を待ちながら』（共訳）（東京創元社，1989年），『裁くのは誰か？』（東
京創元社 , 1992年），『大学は「プロジェクト」でこんなに変わる』（東洋経済新報
社，2008年）等．

ディクテーション＆ロジカル・チェック／長澤利雄　編集・構成／大木英男

＊ 本講演は，第2回大会（2007年11月25日．於・早稲田大学小野梓記念講堂）で行われたも
のの抄録である．
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です．そのような意味では，ものとはプロセスの一断面ということになります．
じつは，このようなプロセス的な思考で知識創造理論を捉え直したときに，

クレアモント大学院大学に興味深い研究所があることがあとからわかりまし
た．ホワイトヘッドの哲学を神学に応用したProcess theology（プロセス神学）
に関する世界的な研究機関です．

そこの責任者，ジョン・カブ（John B. Cobb, Jr.）教授と議論したことがあり
ます．人間という存在もプロセスとして捉えたときに，かけがえのないそれぞ
れ唯一の経験の集積と捉えることができる．そこから，神学の体系をつくりあ
げていったといいます．

そのように考えると，これまでの社会科学，わけても経済学・経営学へのも
のの見方がかなり変わってくるのです．所有，商品，富の蓄積，すべてもの志
向の極端に強い体系であり，その志向性があまりに強いために，経済活動を通
してしか人間を理解できない世界観です．経済学では，ホモ・エコノミクス（経
済人，Homo Economicus）の仮定が置かれます．孤立した個人が，自らの効用
を極大化するモデルです．そこでは，人が他者と関係性を構築するには，契約
を通してのみ可能です．経済の課題とは，人の欲望を満たすことです．そこで
成立する関係とは，合理的で，外的なものです．したがって公正性，誠実，責
務などは考慮されず，「コミュニティの中の人間（Person-in-Community）」とい
う視点を欠くことになります．その致命的な弱点は，内的な関係性の欠如です．
ゆえに，コミュニティという考え方や，倫理というものも説明されにくい．

カブ教授がプロセス神学に関わったのも，コミュニティの中の人間を復活し
たいという志によるものと語っておられました．

コミュニティの創造性がどこに向かうか．それは，絶えず真・善・美を希求
していくことです．自己における真・善・美の追求，そしてコミュニティにお
ける真・善・美の追求が調和すること，これがコミュニティの中に人間を位置
づけることになります．そして，まさにこれが，社会生活の基本として構築さ
れなければならないということです．

カブ教授の著書にもとづき整理するならば，
◇人のコミュニティは内的な関係にもとづく．
◇人はお互いに思いやる．
◇「属している」感覚が重要である．
◇アイデンティティはコミュニティに参加する中で形成される．
◇コミュニティが幸福になると，コミュニティの構成員もより幸福になる．
◇コミュニティの中の人間にとっては，自分個人の善の追求とコミュニティ

の共通善の追求はおのずと調和する．
といった前提が置かれています．

者であるA. ホワイトヘッドです．ホワイトヘッドの哲学の特徴は，以下のよ
うに要約できるのではないかと思います．

世界に「もの（substance）」は存在しない．「こと」すなわち，そのつどの具体
的な「出来事（event）」が生成消滅する世界である．

出来事はほかのさまざまな出来事と関係し合って流動している．関係そのも
のが実在である（Process is Reality）．

プロセスの本質は創造性に向かった統合であり，「有る（Being）」より「成る
（Becoming）」である．

「もの」は，連続性（動詞的状態）から切り取られた，特定の状況・時間（名詞
的状態）である．
「現在」とは，過去によって立ち，未来へ向けて開かれている状態である．
つまり，世界というものを，客体としてのもの（substance，thing）よりも，

そのつどの具体的な出来事（event）の生成消滅するプロセスと見るわけです．

コミュニティの中の人間

ある出来事は，必ず他の出来事と関係しています．それ単体で存在するとい
うものではなく，すべてがすべてに関係することになります．

では，プロセスの本質は何か．それは，相互性です．固定した存在としての「有
る（being）」ではなく，「絶えず有る」存在であると見なします．われわれ人間な
どまさにそうですが，becoming（「成る」）の存在であって，常に未完の状態に
あるわけです．

人間をプロセスとして見たとき，ある瞬間における経験は，その瞬間の五感
とそれまでの経験を統合して得られる新たな経験を意味します．つまり，人と
は「もの」ではなく，「いま・ここ」で起こっているユニークな「経験」そのものと
いってよい．いわば「活動的存在」（Actual Entity）と言い換えてもよいでしょ
う．人は，環境に影響を受けながら環境を変え，真・善・美の実現へ向けて 「有
る」から「成る」へ新しく自己生成していくということです．言い換えれば，絶
えず経験を積み重ねてその都度新たに生まれ変わるという，動詞的存在なので
す．

ただし，だからといって同時に「もの」としての存在が否定されるわけではあ
りません．プロセスを一時停止したときに現れてくるのが「もの」です．知識創
造で言えば，そのプロセスを止めたときに，製品なり技術なりサービスなりと
いった形で，ものに転化するわけです．それらが一度市場に出ていくと，顧客
を含むさまざまなステイクホルダーの新たな経験を触発していく．それによっ
て，製品，技術，サービスは改良されていく．あるいはそれらがデータとなり，
まったく新しい製品，技術，サービスが生まれてくる．つまり，動詞→名詞→
動詞といった具合に，絶えざるプロセスとして考える必要が出てくるわけなの
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それを普遍化するときに，どれだけ鮮度を維持できるかが問題です．
ここでホワイトヘッドは詩人の役割をことのほか強調しています．詩人とは

actualな気づきを言語化する存在です．しかもその言語化によってactualなも
のがそのまま普遍化されるのです．ホワイトヘッドは，次のように述べていま
す．
「『いま・ここ』の生き生きとした現実を普遍的な言葉に置き換えようとする

と，必ずギャップや矛盾が生じる．対話と実践の間にも同様のギャップや矛盾
が内在する．しかし，詩人は現実を把握して言語に変換することができる．し
かも，現実そのものよりも，よりあざやかに，より生き生きと．」

知の創造も同様です．詩人の力が必要なのです．

教養としてのマネジメント

ドラッカーに話を戻しましょう．彼は生き生きとしたコンセプトをつくる名
人です．しかも現実を直観するときに，通常の人が見えないactualityを彼は
見ていました．このような知の方法論とはどのようなものでしょうか．私自身
は，このことに強い関心があり，今年2度ほどクレアモントにも伺ってきました．

ドリス・ドラッカー夫人にもお目にかかりました．「生前のご主人は何をし
ていましたか」と伺ったところ，「テレビは見なかった．亡くなった後に居間に
テレビを置くようになった」ということでした．ドラッカーの著作の中で，知
の方法論を考えるにあたり大変に役に立つものに，『傍観者の時代』がありま
す．原文でAdventures of a bystander，観察者の冒険といった意味です．本書は
彼自身に影響を与えた多くの人々の話がまとめられています．見方を変えれば，
人と人との経験の交流であり，彼の知の源泉であるわけです．本書に彼の知の
方法論がよく表れています．こんな一文があります．

Bystanders reflect—and reflection is a prism rather than a mirror: it 
refracts.

彼は鏡のように単に反射するもの（reflection）を見るのではなく，むしろプ
リズムのように屈折して反射するものを見，異なる視点でrefractするのです．
反省とは，プリズムなのです．ドラッカーは，このような視点をとり続けてき
ました．だからテレビは見る必要がないわけです．世論に迎合する必要もない．
自分が見た真実や本質を深く考える，すなわち沈思黙考する（contemplation）
のです．

一方において大変豊かな現実を経験しながら，同時にその現実の背後にある
本質を直観していました．それを言語化するときの基礎が教養，リベラル・アー
ツということになります．生き生きとした現実，プロセスのなかで本質を直観
することは，科学になしうることではありません．人間の生き方に深く関わっ
てくる洞察なのですから，むしろリベラル・アーツ，すなわち，アートになる

詩人の力

では，上記の問題意識に，われわれが研究してきた知識創造理論を関係づけ
ていくとどうなるでしょうか．

奇しくもドラッカーは知識社会というコンセプトの提唱を通じて，知識を
明確な理論的射程に収めていました．他方われわれは知識創造（knowledge 
creation）を鍵概念として，マネジメントを分析してきたわけです．

いずれも，知識が中心をなしています．では，知識とは何か．知識の源泉は
関係性の中にあります．人と人との相互作用が起こらない限り，知は生成され
ないからです．

さらに人間のあり方は，絶えず未完の状態に置かれています．よりよい善に
向かって自らを錬磨し続けると同時に，そのこと自体がコミュニティの善の増
進につながるということです．その場合，人間にあってもっともアクチュアル
な生き生きした知の原点といえるものは何でしょうか．「経験」がそれにあたり
ます．身体で直接「場」にコミットすることで，経験は豊かになっていく．この
ような知のあり方を暗黙知と呼びます．個人的，主観的な身体知です．それら
を客観的・普遍的な知に変換し，形式知化されることで，知識は増幅していき
ます．暗黙知→形式知→暗黙知という循環運動が，知識創造理論の根本原理を
なすものとなります．

そのようにとらえていくと，われわれがもっとも生き生きとした現実に限り
なく接近するために，何をどう捉えるべきなのでしょうか．「現実」に相当する
英語には，realityとともにactualityという表現があります．ここで，両者の
違いを認識すべしとする哲学者の指摘があります．

realityとは，現場において，他者として観察される現実です．他方actuality
とは自らがその場に行為としてコミットする現実です．すなわち，全身でその
場に没入し，文脈になりきりながら世界をとらえ直すというプロセスを辿りま
す．いわば，行為をベースにした捉え方なのです．認識だけではない，見るだ
けでもない．全人的にその場にコミットしたときの現場です．それ以上具体的
なものはない．知の創造というものは，realを超えて，actualなものでなけれ
ばなりません．

そこで直観された気づきを実現するためには，普遍の言葉に変換することが
必要とされます．その意味で，暗黙知と形式知のスパイラル運動の中で，個人
の知が豊かになると同時に集団の知が豊かになるわけです．そしてコミュニ
ティの知が知識社会に向かってよりいっそう豊かになっていく，このように考
えています．

ホワイトヘッドの哲学が重要になるのは，このためなのです．彼はactuality
を言葉に普遍化すると空虚になるという．なぜなら，actualとは，「いま・ここ」
で起こることであり，もっとも鮮度の高い生き生きとした現実を指すからです．
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賢慮という概念―リーダーシップからの考察

このような前提で，科学やアートを総合しながら，日常の生き生きとしたプ
ロセスを創造性に向かって，いかにマネジメントすればよいのか．これが次の
課題となります．

ここでリーダーシップが出てきます．どのようなリーダーシップが必要なの
か．現在われわれが考えているのは，アリストテレスが提唱したフロネシス

（phronesis）という概念に関するものです．
フロネシスとは，価値・倫理の思慮分別をもって，個別のそのつどの出来事

／状況／文脈（コンテクスト）のただなかで，最適な判断・行為ができる実践
的知恵（高質の暗黙知）とされます．英語ではprudence，あるいは，practical 
wisdom，つまり抽象論ではなく生き生きとした知恵です．actualな現実をマ
ネジメントするのは知恵だということです．日本語では賢慮といいます．「賢
人の思慮分別」と捉えてよいと思います．

生き生きとした文脈の中で，最適な判断と行為ができる，これがまさに実践
的な知恵，暗黙知なのです．質の高い経験を基礎にした知恵です．これはなか
なか人に教えることは難しいものです．それがどのようなものであるかを現在
考えております．それは以下の6つの条件に集約されます．

①善いことを判断する能力
②場づくりの能力
③個別の本質に気づく能力
④個別の気づきを言葉（コンセプト）にする能力
⑤言葉（コンセプト）を実現する能力
⑥賢慮を伝承・育成する能力
1つめは，何が善かの問題，いわゆる倫理の問題です．現実は絶えず流れて

いきますから，未来のことはわかりません．このような不確実性の中で方向を
定めるには，その都度の状況において何が善かについてのゆらぐことなき判断
規準をベクトルとして持つことです．

2つめは人と人とのコミュニティです．私の考える「場」とは次のようなもの
です．

◇場は物理的空間そのものではなく，個々人の関係性（文脈）に成立する意味
空間である（場所性）．

◇文脈／コンテクストとは，時間・場所・人・物の関係性/状況であり，文脈
が共有されると，共同主観が成立する（共通感覚）．

◇場が成立すると，個人はヒトとの相互の感情や価値観を共鳴させ，開かれ
た関係性のなかで，自己を超越する意味空間を即興的につくりあげていく

（自己超越）．
さらに，場づくりとは人間存在の根底にあるケア，愛，信頼など感情の知（社

わけです．むろん活用できる科学は徹底的に活用すればよいのですが，同時に
アートであるとする発想が大変重要となります．マネジメントが教養なのはま
さにそのためです．ドラッカーが次のように述べるとおりです．
「マネジメントとは，伝統的な意味における一般教養である．知識，自己認識，

知恵，リーダーシップという人格にかかわるものであるがゆえに教養であり，
同時に実践と応用にかかわるものであるがゆえに教養である．（Management 
is what tradition used to call a liberal art —“liberal”because it deals with 
the fundamentals of knowledge, self-knowledge, wisdom, and leadership; “art” 
because it deals with practice and application.）」（『新しい現実』）

ただし，彼の書斎を見た限りでは，マネジメントのハウツーものなど皆無
でした．歴史書・哲学書・文学書が多かったように思います．とりわけ，イギ
リスの作家ジェイン・オースティンやチャールズ・ディケンズに親しんでい
たようです．ドリス夫人からは，イギリスのジェントルマンを理想像として
いたとも伺いました．それに対し，なぜですかと聞くと，答えは「They have 
nothing to do but to think（思索する以外に何もしないから）」でした．オース
ティンの『高慢と偏見』に出てくる紳士はおおかた地主です．いわば高等遊民
だったのです．生活の資を稼ぐためにとくに何かをしているというわけではな
い．したがって，思索とスポーツしかやることがない，そういう立場です．

私も日本の企業人出身なのですが，そのような教養には欠けていたというの
が実感です．ビジネススクール教育の変革がわれわれの大学院でも話し合われ
はじめました．リベラル・アーツを積極的に取り込むということです．その際
大切なのは，プロセスの関係性です．どれだけ大きな関係性で世界を把握でき
るか，これは日常的なハウツーの関係性ではとても見えてきません．

なぜドラッカーは次々と新しいコンセプトを世に問うことができたのでしょ
うか．NPO，事業部制，知識社会，知識労働者などの新しい概念については，
なぜそれらが彼に見えたのだろうか．それは，大きなプロセスの関係性で見て
いたからにほかなりません．普通人に見えないのは，その関係性の幅が膨大な
ものであるためです．われわれの世界とは，日常のハウツーをはるかに超えた
ところで蠢いている，これが現実なのです．これらとリンクするには，知の関
係性を深め広げる以外に方法はないのです．

この点，ドラッカーのような知の巨人に及ばないながらも，近づいていくこ
とは不可能ではないと思います．現在，私たちは組織的にMBAの教育を行っ
ています．アメリカでは，マネジメントを科学として捉える傾向があります．
それに対し，独自性を主張するにはアートの側面を強調する必要がある．アー
トは人間の価値観と無関係ではいられません．どう生きるべきかということが，
深く関わってくるのです．ドラッカーのその視点を復活させたいと考えていま
す．ここは私がドラッカーから学ぶもっとも重要なポイントです．
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取れます．それは，ただ見ているのとは違います．問題意識を持って追求する
と，次々に生き生きとしたアクチュアルな現場の中で，本質が見えてくるので
す．「マシンを見ていると，いろんなことがわかります．あのカーブを切るには，
ああやれば，こうすればと……．そして次のマシンのことを考える．こう考え
てやれば，もっととばしてくれる，などと．次の製作過程へ自然に入っている
んです．」（城山三郎『本田宗一郎との100時間』講談社）                                                                                                                                     

この考え方を，現場・現物・現実という言葉で表現しました．これは，すべて，
その場に全身でコミットして，見るということなのです．この「現」はすべて英
語でactualと訳されています．actual place，actual situationといった具合です．

細部から普遍的全体を見抜くこと，神は細部に宿る（God is in detail）といい
ます．反対に悪魔は細部に宿るともいえます．それは現場の枝葉末節にとらわ
れて普遍化できないというのがそれです．例えば，われわれはしばしば社員中
心主義というものを主張する傾向があるのですが，注意しなければならないこ
ともあります．それは内向きになる可能性があることです．あるいは社内政治
に狂奔する可能性もあります．さらに，自分が自分を超えていくという大きな
挑戦ができるのかという問題もあります．あるいはもっと開かれた意味で，顧
客を含む世のため人のためになっているかということもあります．それは顧客
自身もわからないものです．むしろつくる側の思いと顧客の思いがnobleness，
つまり志を高くして，ともにつくっていくものではないか，と考えます．もち
ろん株主は短期での利益を要求しますから，common goodの追求を支援する
ことは，現在の株主重視の志向ではなかなかに難しい面があります．

ドラッカーは，『現代の経営』（1954年）において，企業の目的について唯一
の正しい定義として，「顧客を創造すること」としています（There is only one 
valid definition of business purpose: to create a customer.）．to create customer

は本質を突いた言葉だと思います．われわれの競争相手は顧客であり，顧客の
ことを考えて努力した結果として利益が出るという発想です．

会資本）と文脈・コンテクストを共有する場をつくる能力をさします．日常の
ありふれた言語・非言語的コミュニケーションでの他者の気持ちの理解，共感，
感情の機微の察知，自他相互介入のタイミングと限界点への配慮等を通じて養
われます．

まさに「いま・ここ」の鮮度の高い，何ものにも代えられない経験を持ち寄り，
共有し，暗黙知を膨らませていくのです．同時にそのなかで対話を経て，暗黙
知と形式知の変換運動を行っていきます．その基礎となるのが場ですから，組
織のリーダーには場づくりの能力が必須のものとなるのです．

3つめが，個別具体的，アクチュアルな現実の中に入り込んでいって，その
背後に潜む本質を直観する能力です．

4つめは，現実から得た直観を明確な言語にする力です．言語にすることで，
普遍化し，共有し，形にしていく能力です．

5つめは，言語化された内容をしたたかにやり抜く政治力です．
6つめは，現実から得た知恵を個人のものから組織のものへ伝承する力です．
ここで問題となるのが，「善」とは何かという問いです．「あらゆる行為や選

択はすべて何らかの善を希求する」とアリストテレスは『ニコマコス倫理学』の
なかで述べています．彼は善を幸福ないし自己実現としました．また，手段と
はならず，それ自体自己充足的な価値ととらえていました．　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
哲学の結晶

これらを経営者の具体的な発言を通じて確認していきましょう．
まず，「何が善いことであるか」についての判断基準（moral discernment）です．

これには個別の状況のなかで発揮できる実践理性能力が必要とされます．それ
はexcellenceを無限に追い求めるpracticeといってもよい．これは，実践を通じ
て身につけることができます．だから，それは職人，達人，プロフェッショナ
ルの活動の中に現れてくる．われわれのよく知る経営者でいうと，本田宗一郎
が挙げられると思います．私も彼を随分研究しました．

彼は職人であったわけですが，同時に絶えず哲学を説き続けた人物でもあり
ました．わけても，目標設定における哲学・思想の重要性を次のように表現して
います．
「技術よりもまず第一に大事にしなければならないのは，人間の思想だと思う．

金とか技術とかいうものは，あくまでも人間に奉仕するひとつの手段なのであ
る．……人間を根底としない技術は何も意味をなさない」「企業発展の原動力は
思想である．従って，研究所といえども，技術より，そこで働く者の思想こそ
優先すべきだ．真の技術は，哲学の結晶だと思っている」（『俺の考え』新潮社）

本田宗一郎の賢慮型リーダーシップを良く表している写真があります．現場
にはいつくばって，ライダーと同じ目線になり，感情移入している状況が感じ
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泉とは，このようなところから生まれてきます．
さらに，そこで結論が出なければ，重層的に場をつくっていき，世界にまで

広げていきます．次に，現場に出て，時々刻々変化する中に入り込んでいくの
です．これを効果的に行うには，時々刻々と変化するミクロの錯綜した事象の
背後にある本質を，直観的に素早く見抜く状況認知能力が必要となります．

同じようなことは鈴木敏文氏もいっています．「『木を見て森を見ず』ではい
けません．一本の木はもちろん大切ですが，まず森全体の大きさを見て，その
なかにどんな木があるのかを見るのです．……1つの商品を見ることが単品管
理だという思い込みをしていることが多いのですが，マクロのなかで単品を位
置づけてみるという発想が必要です．」（『商売の創造』講談社）

このように，部分である木を見て全体である森を理解するということです．
一つ一つの商品の仮説検証を徹底的に突き詰めていくと，全体が見えてきます．
それほどまでに個別を見抜けという発想です．

物語る能力

それと大事なのが対話です．対話とは，事象を抽象化して物語にすることで
す．対話をするには，どうしても言葉によらなければならない．言葉を用いて
相手を説得し，生き生きとした気づきを実現するようにしていくのです．

御手洗氏は，次のように述べています．
「キヤノンでは，社員は仕事の目標を数字で表すと上司からこう問われます．

その数字で物語をつくってみろと．すなわち，達成に至る実行の物語です．わ
たしは経営者として大きなビジョンを描き，会社全体の大きな目標を設定し，
戦略を考え，達成のための大きな物語を考える．それを受けて，各部門の担当
者にはそれぞれの段階やパートに応じた中小のビジョンや目標の設定，物語づ
くりが課される．そして，末端では一人ひとりの社員に日々の仕事の中で同じ
課題が求められていく．単に目標を数値化するだけでなく，その裏づけとなる
物語をつくる力を一人ひとりが求められる．こうして力がつき，育っていって，
キヤノンの強さを支えるようになるのです．」（『プレジデント』2006年5月1日より）

同じように「物語は自己を歴史的文脈に位置づけることである」とマッキンタ
イアも述べています．すなわち対話とは，ミクロの直観を，マクロの構想力（歴
史的想像力・ビジョン・テーマ）と関係づけ，対話を通じて抽象化し，概念化し，
物語化して，説得する能力であるといえます．これは，言葉によって人に感動
をもたらす詩人の力に通ずるものです．「いま・ここ」の生きた現実（actuality）
を普遍言語に変換する場合には，矛盾ないしギャップが存在します．対話と実
践の間にも矛盾やギャップが存在しています．だが，感性に優れた詩人のみが，
言語によって現実をより生き生きと表現しうるのです．

これは2つめの写真です．気づきをその瞬間で対話をしながらコンセプトを

セブン–イレブンの鈴木敏文氏は次のように述べています．
「われわれの最大の競争相手は，同業の他社・他店ではありません．世の中

の変化，お客様のニーズの変化こそが最大の競争相手なのです」「だれのため
にあるのかといえば，お客様のためです．この考えに徹することが，結果とし
て，ビジネスに携わる人々に対する報酬として返ってくるのです．……私たち
の原点になる仕事に対しては，絶対に妥協を許さないで厳しくみつめ直さなけ
ればなりません．」（『商売の原点』講談社）

次に，場づくりです．場は，人間が共有する知のベースです．近年言われる
ソーシャル・キャピタルなどもそうでしょう．場を通じてどれだけ共同体を創
出することに秀でているかが重要となっています．ですから，知識創造におい
ては，場づくりの能力が不可欠となっています．

キヤノンの御手洗前社長は朝会というものを毎日8時から9時まで行ってい
ました．これは，役員が全員集まって場をつくるのです．その特徴は，定まっ
た議題がないことです．そこで何が起こっていたのかを推察しますと，職場の
リーダーである役員が，「いま・ここで」，もっとも鮮度の高い問題意識を持ち
寄り，非公式にそれらが共有されることで，いつしか真に重要な問題が見出さ
れ，公式の会合になっていくプロセスが導かれます．そして意思決定がなされ，
実行に移されていきます．これを当たり前のこととして，毎日行うというのが
朝会です．じつはこんな当たり前のことを実行するのが，何よりも難しいこと
なのです．常識というものを磨きに磨いていくと，非常識になる．競争力の源
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ころうとも，弾力的・創造的に，リアルタイムで対応できるしなやかな組織
（resilient organization）を構築できるのです．                                      

賢慮とは，全人格的な高質な暗黙知です．それをいかにして伝承するかは，
最も重要な課題です．組織的伝承，遺伝子化と呼ばれるものです．これにはさ
まざまな方法が考えられます．それらを明確に言語化し，ホンダの「ホンダ・
ウェイ」にあたるようなものをつくったり，日常の現場で高質な経験ができる
プロジェクト制度をつくる．現在伸びている企業は，いずれもそのようなこと
が組織を挙げて行われているわけです．

ホンダフィロソフィー（1998）
◇基本理念　「人間尊重」と「三つの喜び」（買う喜び・売る喜び・創る喜び）
◇社　　是　 わたしたちは，地球的視野に立ち，世界中の顧客の満足ため

に，質の高い商品を適正な価格で供給することに全力を尽く
す．

◇運営方針    ・常に夢と若さを保つこと． 

・理論とアイデアと時間を尊重すること． 

・仕事を愛しコミュニケーションを大切にすること． 

・調和のとれた仕事の流れを作りあげること． 

・不断の研究と努力を忘れないこと． 

・「現場･現物・現実」と「理論・アイデア・時間の尊重」

そのような意味で，フロネシスの基盤の確立とは，質の高い経験を持続的に
育成する場を組織の中につくっていくことにあると思います．そのためには，
教養，実践，そしてコミュニティが高いエクセレンスを維持し続けなければな
りません．賢慮の基盤となるコンセプトを次のようにまとめておきます．

◇教養（Humanity）
哲学，歴史，文学，芸術，数学（プラトン），物語（ギリシア悲劇・アリ
ストテレス）……

◇至高経験（Peak Experience）
可能性への限界（死）への投企（ハイデガー），純粋経験（西田幾太郎），フ
ロー体験（チクセント・ミハイリ），修羅場，武者修行，戦場，恋愛，遊
び……

◇実践と伝統
職人（Artisan，Virtuoso，Professional），高い卓越性（excellence）の評
価基準……

ドラッカーのいう知識社会を実現するプレーヤーの重要なものが，知識創造

作っていく，目線を合わせて思いを共有しつつ仕事を進めている様子が伺われ
ます．ここで設定される目標とは，具体的に数値化されつつも，それを達成す
るには物語としてプロセスを表現できなければならないのです．これは，ストー
リー・テリングです．そして，物語とは歴史を作ることです．多様で複雑な関
係性の中で自己認識するためには，もっとも優れた方法です．

そして，何が何でもやり抜くという，いわば勇気としたたかさが必要です．
善の実現には，対極にある悪の理解も必要です．単に甘くて優しいだけでは，
世の中では通用しません．よい結果を得るためには，清濁併せ呑む姿勢も必要
です．情熱と勇気をもって，ときにマキャヴェリ的政治知能も巧妙に駆使し，
あらゆる手段や資源を用いてビジョンを実現するのです．

さらには，説得です．コミュニケーション，コミュニケーション，コミュニケー
ションとひたすら語り続けることです．先の御手洗氏は次のように述べています．
「なぜ，説得が大切なのか．わたしたちが常に目指さなければならないのは

改革による前進であり，それは多くの場合，現状の破壊をともないます．会社
が倒産して危機的な状況にあれば，むしろ意識を統一しやすい．一方，今す
ぐつぶれるほどではない中途半端な状態だと，現状のままで幸せな人もいっぱ
いいて，それが抵抗勢力になるのです．破壊はつらく苦しくても，戸惑い抵
抗する相手をその気にさせ，努力を引き出すのが説得です．」（『プレジデント』
2006年5月1日より）

最後に―賢慮の基盤となるコンセプト

最後にいままでお話ししてきました賢慮，あるいはpractical wisdomという
ものを組織で共有し，継続させなければなりません．個人の全人格に埋め込ま
れている賢慮を，実践のなかで伝承し，育成し，自律分散的賢慮（distributed 
phronesis）を体系化しなければなりません．そうすることによって，何が起
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革新こそ新たな伝統を生む＊

小仲正久
（（株）日本香堂代表取締役会長） 

ドラッカー博士の忠告

私がドラッカー博士に初めてお会いしたのは，25年以上も前のことです．
今から考えると，そのときの会話が，私の経営の一つの核をなすものと感じて
います．

その次にお会いしたのが，1986年，クライアント向けの講演会でした．そ
のときは，会社を応援していただいた皆さまに，個人ではできない貢献をした
いということで，ドラッカー先生を講師としてお招きしたわけです．

3回目にお目にかかったのは，ご本人も訪日はこれが最後とおっしゃってい
た，1996年です．本当にこの時が，最後の日本訪問となりました.そのとき，オー
ナー企業が企業形態としてベストと言われ，社内や顧客が直接見え，分析と決
断が早い，そんな重要な特徴を持つとおっしゃいました．ただし，その良さは
あるにしても，経営者の目が社会に向いているという最重要の条件付きであり，
一族に目が向くならば即刻崩壊すると言われていたのを思い出します． 
「トヨタが消滅しても，日本香堂は永遠に続く可能性がある」といわれたのも，

そのときでありました．この予測が，その後ずっとプレッシャーとなったのも
事実です．一族に目を向けないことを心がけておりますが，年齢を経ると世の
常というべきか，それが大変難しいことを実感します．今後も，ドラッカー博
士の忠告を確実に守るよう精一杯努力していく所存です．

博士のお話とは，世の中の変化，そしてそれらへの対応に尽きると思ってい
ます．講演でも，世の中の変化をグローバリゼーションと人口問題に特に焦点
を絞って，通常では見えない切り口からさまざまな分析を披露してくださいま
した．

私はよく犬をつれて散歩に出ます．すれ違う人の顔や服装には自然に目が行
くのですが，それ以外あまり見えていない．しかし同行している犬は，足の方，
あるいはせいぜいのところ下半身しか見えないはずです．いってみれば，ドラッ

企業（knowledge creating company）です．知識創造企業は善や理想，倫理を
高く掲げつつ，他方においてきわめてしたたかな存在でもあります．したたか
さとは，徹底的にactualな現実に入り込み，その背後にある本質を見抜き，そ
れを詩人がなすように美しいコンセプトにして人を喚起し，common goodを
実現していく姿勢といってよいでしょう．理想主義的リアリズム，あるいは理
想主義的プラグマティズムと呼んでもよいと思います．ドラッカーの業績にも
共通するものがあります．

◇存在論：「どう在るか」
「どう生きたいのか」 未来投企のビジョン／善とコミットメント

◇認識論：「どう知るか」
「何が本当なのか」 暗黙知と形式知，主観と客観，ミクロとマクロの相
互関係を綜合した，理想主義的プラグマティズムを日常実践する組織で
ある．その本質は，利益追求ツールとしての経営を越えて，「生き方」と
して捉える企業観である．

組織の本質とは，利益追求のための道具にあるのではないのです．知識創造
とは，組織において真・善・美をしたたかに追求するプロセスであり，生き方
そのものなのです．そのような企業観がますます要請されているように思いま
す．

私が見るところでは，日本の優れた企業にはそのような伝統が脈々として息
づいています．これを世界に広めるのが，われわれに課せられた課題ではない
でしょうか．

【略歴】  本会理事，一橋大学大学院国際企業戦略研究科名誉教授．早稲田大学政治経済
学部卒業，カルフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程修了．南山大
学経営学部教授，防衛大学校教授等を経る．著書に，『知識創造企業』（東洋経済
新報社），『イノベーションの本質』（日経BP社）等多数．

編集・構成　井坂康志

＊ 本講演は2008年5月25日学士会館（東京・神田）で記念講演会として行われたものの抄録で
ある．
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どの中国の方がお見えになりました．成田についたとき，みなさん大きなトラ
ンクを持っているので，その中は何ですかと伺うと空だという答え．日本のも
のは品質もよく，安いし，店員のサービスはいい．このトランクいっぱい買っ
て帰るといっておりました．

これは世の中の劇的な変化の一端だと思います．今，世界中に旅行に行く日
本人が実感するのは現地でのものの値段の高さです．ヨーロッパや東南アジア
などでもとにかく高いのです．それは，日本の価値が少しずつ下がっているか
らです．

かつて東南アジアなどに行けば，安さを実感する場合が圧倒的に多かったの
ですが，今では中国等の方々が，日本に対してそのような実感を持っている．

もう一つ例を挙げましょう，パリの3つ星レストランに「タイユバン」という
店があります．最近そこが2つ星に降格させられてしまったといいます．ミシュ
ランの星の数は現地では大変なことです．降格が原因でシェフが自殺するとい
う騒ぎもあるほどです．

というのも，3つ星レストランというと崇拝の的ですが，日本人などは，か
つては入口の一番隅のほうにしか座らせてもらえなかった．良い席にはフラン
ス人の高貴な夫婦が，上品に食事をしていました．これが今ではロシア人がほ
とんどで，それも降格の原因といわれています．

アドベンチャーをテーマに

私は，先日までクロアチアに滞在しておりました．風光明媚なすばらしい国
です．近々チャーター便も成田から出るということで，日本人にも人気のスポッ
トがたくさんあります．現地の方々は，「こんにちは」「ありがとう」「さような
ら」と呼びかけてくれます．

現地の方々に日本人のことを尋ねると，「時間をきちんと守る几帳面な性格」
「ごみを残さない徹底したきれい好き」「マンガに代表される独創性」「よく勉強
し働く勤勉性」などなど，日本のよさというものを認識してくれているのです．

これは，われわれが先祖から受け継いだDNAといってよいかもしれません．
なかには失われたものもあるでしょう．しかしそれにしても，日本のよさを世
界中の人が認識してくれているのです．

日本のものづくりが世界で評価されるのもそのためです．世界中の方々がす
でに知ってくれているのですから，今から改めてPRする必要はないのです．
引き続きものづくりに全精力を傾ければよい．

そしてもう1つ，日本には世界第2位の市場規模がある．それは中国の数倍
はあるのです．そう考えると，昨今のように，資源高騰のなかで，ただ安いも
のを求めて市場を縮小させていくマインドには賛成できません．確かに，今，
世界で日本のニュースは少ない一方，中国への関心はものすごく高い．世界の

カー博士には普通とは違う視野がありました．手にしているデータは同じでも，
まったく違う情報を引き出してしまう，そんな方だったように思います．

それら一つひとつの変化への対応ということになると，ドラッカー博士は
96年の最後の講演で，日本に対する一番の希望として以下のことを述べて締
めくくりとされました．
「継続性，一貫性ゆえの日本の強さが維持できなくなり，日本は新しい行き

方を模索すべきときに直面している．かといって，私はどうすれば成功できる
かを答えることはできない．願わくば，賢明な日本の方々が，これまでの日本
が持てるよさを失わず，継続すべきものを維持しながらも，他方で，機敏に自
らを変化させてほしい．日本がもっとも心がけなければならないのは，これま
で築き上げてきた競争力を失わないことである．世界の中で，高い競争力を持
つ国としての立場を維持し続けてほしい．」

このように固有の価値の維持と創出を求め，日本のみで通用する特徴ではな
く，世界がそれを真似るような普遍の価値の創出を要望しておられました．そ
して，それは日本の人や文化，その他さまざまなものを愛したドラッカー博士
の心からの忠告であり，応援歌であったような気がしてなりません．

グローバル化の真の意味

12年前の講演で，今話題の中国についても予測されていました．中国の将来，
そのインパクトについて特別項目を設けてお話しされました．概略以下のこと
をおっしゃっておられました．
「世界の状況を見渡すとき，今大切なのは，先進国以外の国々のことである．

もっとも大きな問題は，中国の将来である．中国がこれまでの成長を今後も続
け，先進諸国の多くの企業に対して，とてつもないビジネス・チャンスを与え
ることは，確かに可能性として50％を占める．しかし残りの50％，つまりこ
れから10年の間に，コントロール不能のインフレ，動乱といった様々な問題で，
国が崩壊する可能性も否定はできない．いずれにせよ，これから10年たてば，
事態は，はっきりしてこようが，日本やアメリカなどの先進国にとっては，『エ
コノミスト』誌の述べるような発展を遂げているのであれば，とてつもない規
模の成長の機会が中国からもたらされるであろう．しかし，世界のどこにおい
ても，今後15年の間に最大のインパクトとなるのは，実は経済的要因ではなく，
社会的要因である．社会的要因が，経済に大きな影響を及ぼすことになる．」

現在，東京の銀座通りでは中国からの観光バスがたくさん駐車しています．
中国の方々が歩く姿をよく目にします．これは日本固有の現象ではありません．
世界中で起こっていることです．

お得意先をご招待旅行で中国にご案内したことは何度もありますが，2カ月
ほど前，初めて中国のお得意先を日本へご招待させていただきました．8人ほ
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目が一つのほうに行ってしまうのは，日本にとってはマイナスだと思います．
世界第2位，中国の数倍の市場があるにもかかわらず，なぜ日本に世界が関心
を示さないのか．もし，この第2位の市場が，拡大基調ならばさほどさびしい
思いをする必要もないのだろうと思います．

1980年代，日本は絶好調でした．今の中国をしのぐ評価を得ていました．
そんな時代には市場も広がり，がんばれば豊かになれた．しかし1990年代は「失
われた10年」といわれ，市場拡大がままならず，長いデフレのなかでひたすら
耐え忍ぶ時代となりました．

そして2000年代，希望に満ちたはずの新しい世紀も，現状を見ると，昔の
負の遺産に悩まされ，なすすべもない状態です．

この時代，私はアドベンチャーをテーマにしなければならないと思っていま
す．まだ見ぬすばらしい宝物を求め，過去を捨てて数々の危険を乗り切って行
かなければならない．宝物とは豊かさを意味します．豊かさとは，金や物ばか
りではありません．個の持つ価値観によって決定されるものです．

欧米や日本では，大きく安泰な組織に所属したい欲求まで徐々に減っている
とドラッカー博士も指摘しておられました．ならば日本人もいっそう最終目標
たる自己実現を目指して，新たな旅をはじめなければならないのです．　

フランス人や中国人などは典型ですが，自国の文化に強い自負心があります．
むろん，そのために大事業を成し遂げることができる反面，尊大で傲慢，押し
つけがましさもないわけではない．グローバル化していくと，文化の裏付けと
いうものが重要な意味を持ちます．ここで日本の文化をもう1度見直してみる
ことには意味があると思います．時はちょうど『源氏物語』から1000年，よい
機会だと思います．

私どもの会社は，天正年間に「薫香」を扱い，宮中御用をつとめた香の専門職
「香十」，特に，「高井十右衛門」代々の秘伝の技を受け継ぐ，伝統ある会社なの
ですが，今はかなり変わってきています．というのも，ドラッカー博士とはじ
めて出会った折り，その教えに感動し，イノベーションとクリエイティビティ
を社是としました．これは，私どもが現在も存続している最重要ポイントと考
えております．

恐らく今後も数々の難局が待ち受けているでしょう．ドラッカー博士ならば，
それぞれの局面でどんなアドバイスを下さるだろうか．しばしばそのようなこ
とを考えます．

私の場合，このように考える人としてもう一人，私の父親がおります．親父
だったらどう判断するだろう，何を思うだろう．これがいつも決断するときの

「ものさし」です．危機に陥ったときの判断は難しいものです．そんなときこそ，
「ものさし」を持っておくのは大切なことと思います．これは何もビジネスだけ
ではありません．人生，人間関係にもいえることです．

最後に，ドラッカー博士の発言は単に抽象的に解釈するだけではなく，それ

を自らの人生にどう活かせるか，その実践的な側面が重要です．ドラッカー学
会の皆様にとっても，一つの「ものさし」として実際に利用できる，ここに大き
な意義があるものと考えています．

【略歴】  （株）日本香堂代表取締役会長．1959年慶応義塾大学法学部卒業，（株）日本香堂入
社．65年専務取締役，81年代表取締役社長就任．1992年以降現職．著書に『ア
ドベンチャー精神と価値創造経営』（2004年，ダイヤモンド社）など．同社の薫
香の歴史は古く約440年（天正年間）前にまで遡る．その伝統の日本的価値と新
しい時代の顧客価値を調和させ，同社を国際企業まで育てたのが小仲氏である．
1996年ドラッカーは講演のなかで「トヨタが潰れても日本香堂は潰れない」とそ
の将来性を賞賛した．翌年ダニエル・ベルは同社の海外事業展開に対し「香りの
日本大使に値する」と評価した．また同氏は年間の半分以上を海外で過ごす国際
派ビジネスマンでもある．

ディクテーション＆ロジカル・チェック／長澤利雄　編集・構成／井坂康志



366 367講演録 ジャン・モネとドラッカー―同時代に生きた先導者の軌跡

しかし，全部が全部うまく行っているわけでは決してないのです．それと対
になって出てくる，防衛の共同体には失敗しています．欧州の正式統合もまだ
完成はしていないのです．日本人の目からは完成品のような印象を持ちますが，
今なおプロセスの段階にあることをモネを通じて理解することが必要ではない
かと思う．

現実を通して理想を求める

モネは土着のフランスの人でした．パリの人ではなく，田舎の人でした．そ
ういう意味で一種の泥臭さがある．官僚的な世界に育ったことのない者，これ
がジャン・モネという人の本質ではないかと思います．それもあって，出発点
は理屈ではない．あくまで現実主義なのです．しかも，単なる現実主義という
のではなく，現実を通して一貫したものをずっと求めていく，そんな人でした．

元大統領のド・ゴールがジャン・モネを評し，仕掛ける人としました．では
その実像はどのようなものか．

モネは決してエスタブリッシュメントの出ではありません．コニャックで
有名なフランス南西部の酒屋の息子として生まれます．酒屋としても中くら
いのメーカーの出身です．彼は大学を一切出ていません．1888年に生まれて，
1979年に90歳で亡くなっていますが，生涯大学教育を受けずに，当時の並み
いる政治家，それもチャーチルやルーズベルト，ド・ゴール，アデナウアーた
ちと堂々と渡り合ったのです．キッシンジャーなどは，彼を評して「歴史上こ
れほどの仕事をした人は少ない」と書いているほどです．

彼のスタイルの特徴を一言で言うと，simplicity，シンプルということです．
「難しいことをやさしく言わなければならない」と，自伝のなかでも繰り返して
います．他方，学者はやさしいことでも難しくいう．モネとは基本的に違う．
ただ，ここで注意しなくてはならないのは，シンプルと簡単は違うということ
です．まず物事の枝葉を取りなさい，本質に迫りなさいという．そして残った
最後の本質を他の人に説得しなさいというのが彼の考え方です．
「説得する，説得される」彼が行ったのはこれだけだったといいます．確かに

説得されなければ人は動かないものです．そのことを彼はいっているわけです．
したがって，自分には上司もいなければ部下もいなかったという．

一つ実例を挙げましょう．彼は第二次大戦後，ド･ゴールのもとでフランス
の経済計画を任され，経済計画庁長官になります．そのときにまず彼が行った
のは，ある粗末で古めかしい建物を改装し経済計画庁にしたことでした．彼は
2つだけ注文をつけたという．1つは会議室を大きくすることです．多くの人
の意見を聞くためには場所がなくてはいけないからだと．それからもう1つ，
メニューは粗末でもいいから，食堂がほしいということでした．忙しければ忙
しいほど，人間的な生活が必要だからだというのが理由でした．経済計画庁長

ジャン・モネとドラッカー
―同時代に生きた先導者の軌跡＊

近藤健彦
（明星大学）

本物の天才

『源氏物語』の大ファンということもあり，私は日頃から短編を組み合わせて
壮大な小説を作る手法を論文に生かせないかと考えています．『源氏物語』を読
むと，ほかの物語が読めなくなる．特に女性の小説家の作品は，ある意味，み
な『源氏物語』の模倣ではないかと思うときさえあります．

おそらくドラッカーもそんな存在といってよいでしょう．彼を知ると，それ
以外の経営学者の書くものを読めなくなってしまう．世の中には確実に本物の
天才がおります．そういう天才の謦咳に接すると，すっかり圧倒されてしまう．
人生とは本物の天才に何人会えるかで，豊かさが決まるのではないかと思うの
です．そして，欧州統合の父とされるジャン・モネもまたその種の天才的な人
物の一人といってよいでしょう．

ジャン・モネとドラッカー―，この二人にあえて共通点を挙げるとすると，
ともに第二次世界大戦のなかを生き，自由と民主主義のために戦ったというこ
とです．なぜナチスはいけないかという問いに対し，モネは「人間の持つもっ
ともよいものを損なうから」と答えています．このような認識も共通ではない
かと思います．二人の違いもあります．ドラッカーは日本で知られているとい
うことです．それに対して，モネはドラッカーほど日本人には知られていな
い．世の中には何十億と人がいるわけですが，もしジャン・モネという人がい
なかったなら，おそらくヨーロッパの統合はできていなかった．それはほぼ確
実にいえることです．そのくらいの人が，日本ではほとんど知られていないと
いうのはある面興味深いのではないでしょうか．

モネの前にも，欧州統合を言い出した人は何人かいます．同時代の人でも少
なからずいる．けれども，モネとどこが違うかといえば，彼の場合，実際に行
動して実現させたということがある．最初は欧州石炭鉄鋼共同体，これを設立
しました．ここからEU統合に展開していくわけです．

＊ 本講演は2008年5月25日学士会館（東京・神田）で記念講演会として行われたものの抄録で
ある．
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味だろうと思う．　
さらにモネが10代でアメリカに顧客回りの旅に出るとき，お父さんはこん

なはなむけの言葉を送ったといいます．「教科書なんかもって行ってはいけな
い．本で学べる知識は限られている．むしろ隣の人に話しかけなさい」と．こ
れなどはある意味では現代の教育論に通じるのではないのではないかと思う．

彼の親米的な姿勢というのは，欧州統合で生きてきます．欧州石炭鉄鋼共同
体が出来上たとき，最初にこれを国際機関として承認したのはアメリカなので
す．

ジャン・モネなる人物とドラッカーについてお話しさせていただきました
が，日本ではさほど有名でないこの人物の意義について何がしか心にとどめる
きっかけとなれば幸いに思います．

【略歴】  明星大学経済学部教授（財政学担当）．1965年京都大学法学部卒業，大蔵省入省．
仏グルノープル大学で修士号，後年プラザ合意の研究により中央大学法学部で
博士号を取得．フランス在住3度7年．プラザ合意時の大蔵省副財務官として竹
下登蔵相を補佐．外務省のココム担当課長，大蔵省国際金融局調査課長，ジェ
トロ理事，横浜税関長，初代の立命館アジア太平洋大学学部長，初代の浜松学
院大学学長を歴任．

ディクテーション＆ロジカル・チェック／長澤利雄　編集・構成／井坂康志

官としての運営方針はこの2つだけだったわけです．
それから彼の言葉に，「同時に2つのことをやってはいけない，一時にひと

つのことをやるべきだ」というのもあります．ただし，これは政治家にはでき
ないという注釈を付けています．政治家は全体を見なくてはいけないからだと．
彼自身は政治家ではないので，一つのときに一つしかやらなかったといってい
ます．

アメリカへの評価

彼は暗記が嫌いでした．父親は大学進学を望み，寄宿舎に入れるのですが，
彼は病気になってしまう．そこで父親も大学進学はあきらめて，知り合いのイ
ギリス人の家に15歳で住み込みをさせます．

イギリスから帰ると，父親は外国に得意先回りに出す．それによって彼は理
屈ではない大切なものを身につけることになる．その流れで彼は若くしてアメ
リカに行くことになります．

彼がそこで見つけたフランスにないものとは，自由闊達な「成長」でありまし
た．当時はまだ，西部開拓の姿が残っており，彼はそれに感銘を受ける．その
ときのエピソードがあります．アルバータに商用で行かなければならないとき
に，そこにいた労働者に交通機関はどうすればいいんだと聞くと，彼いわく「交
通機関なんかない．そこに馬があるから，乗って行け．帰ってきたら返してお
いてくれ」と．それで，モネはこういう信頼感はフランスにはないと気づき，すっ
かり胸を開かれるのです．

後年も彼は親米的であり，第二次大戦では，どうやってアメリカの爆撃機を
ヨーロッパに増やすか，ほとんどそれだけに関わりました．経済学者のケイン
ズによれば，モネのおかげで第二次世界大戦が1年間短くなったという．実際
にモネの回想録を読むと，人生でもっとも印象に残るのは，ルーズベルト大統
領をたきつけて，アメリカの国民所得の半分くらいをヨーロッパの軍事費の援
助に当てたときだったといいます．なぜかというと，それによって，このルー
ズベルトとの協力でアメリカはヨーロッパに参戦することになった．世界史が
このときに動いたわけです．

モネは自身はヨーロッパ人でありながら，アメリカのファンであった．それ
というのも，コニャックの風土と父の影響もあったろうと思います．コニャッ
クは大変に保守的な場所です，酒の市場を取るためにそれこそ革新的にあらゆ
る手を打つのですが，ひとたび市場を取るとあとは一切製品を変えない．これ
がコニャックの酒屋の戦略なのです．モネのお父さんは大変ユニークな人で，
あるとき息子に，「世の中で新しい考えというのはすべて悪い考えだ」というの
です．考えてみれば，それは一面の真理を含んでいます．新しい考えは大切だ
けれども，新しいからといって何でもいいというわけではない．そのような意



エッセイ
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ドラッカーさんに教わったこと

講演が始まって間もなくのこと．張さんが「ドラッカーさんにはいろいろな
面で教えられることが多かった」と言いだした．「えっ，メーカーがなぜ？」と
いうのが率直な感想だった．　

筆者は流通業界の取材担当が長かったこともあって，ドラッカーさんと流通
業界トップとの交流はよく知っている．

たとえば，ダイエーの創業者，故中内功さん．あるいは，先ごろ持ち株から
60億円を幹部社員たちに贈り，話題を呼んだイトーヨーカドーの伊藤雅俊名
誉会長．

互いにライバル同士だが，ドラッカーさんと親しかった．どちらかといえば
ドラッカーさんが中内さんを取材したのに対し，伊藤さんはドラッカーさんか
らいろいろ経営のトレンドや経営者としてのものの考え方を取材した，という
違いはあるが……．

それが，トヨタ自動車と縁があるというのである．

社長の指示

張さんの米国での勤務先はケンタッキー工場．GMと組んでカリフォルニア
に創ったNUMMIをならし運転とすれば，満を持しての100％出資会社だった．
1986年，初代社長として着任してから9年いた．その在任中の94年末のこと
という．

ドラッカーさんが日本に来て『日経ビジネス』のインタビューに答え，グロー
バル企業の条件について語った．確か東芝ともう一社の名前が挙がった．トヨ
タは？　という問いには「グローバル企業ではない．日本の企業でもない．愛
知県の企業だ」と答えた．

そこで，この記事を読んだ当時の社長（豊田章一郎氏）から「なぜだ」と問い合
わせがきた．自分もよくわからないから「要するに田舎の会社ということでしょ
う」と適当に答えた．すると，直接会って，その発言の真意を聞いて来い，という．

経営者の勘というべきだろう．普通なら記事を無視しかねないし，時には腹
を立てることのほうが多い．にもかかわらず，謙虚に耳を傾けよというのだ．
江戸時代の商人の心構えの一つに「謙虚たるべし，傲慢あるべからず」がある．
これを地でいっている．

ドラッカー宅はロサンゼルスから東に車で約2時間かかるクレアモントにあ
る．フリーウェイを降りて10分足らず，閑静な住宅街の一角に平屋建て，豊
かな木々に囲まれている．筆者が訪ねた時は門から玄関までおびただしい枯れ
葉が落ちていた．

余談になるが，ドラッカーさんは日本の古美術のコレクターとしても著名だ．

 

トヨタを変えたひと言
―ドラッカーの指摘

桐山 勝
（元日経CNBC社長）

米国カリフォルニア州クレアモントにあるピーター・ドラッカーさんの自宅
を訪ねたのは1983年12月のことだった．日本経済新聞の連載シリーズに掲載
するため，国際化が進む中で，今後の日本の企業のありようについて意見を聞
いた．それから25年，「ドラッカーのおかげで今日の我が社がある，少なくと
も経営者としての自分がある」という人物に出会った．改めてドラッカーの影
響力のすごさを思った．

ある講演

異業種交流会の一つ，「国際ビジネスマンクラブ」（IBC）が7月26日，設立
30周年を記念，張富士夫トヨタ自動車会長を招いて東京・日比谷で講演会を開
いた．

テーマは「世界が求めるグローバル人間像」．そのポイントは「有言実行」「率
直明快」「信義至宝」の三つにある，というべきか．米国，フランス，中国など
での体験を交えた話は，つぼに来るとニコッとほほえむ人柄と相まって，説得
力があった．

しかも，そのキーワードが「ドラッカー」だったから，余計，驚いた．
IBCの誕生は1978年．当時，『実業の日本』の編集長だった吉田信美さんが

企画・連載した「サラリーマンの勉強会」が元になった．特集企画の執筆者を囲
んで読者が直接，話を聞いた．

この企画，「45歳社員の研究＝あと10年のどうなる？　どうする？」を第1
回に76年から83年までに71回に及んだという．「IBCは『実業の日本』が生んだ．
しかし，育てたのは幹事を中心にした会員の皆さん」と吉田さん．

張さんがトヨタに入社早々のころから付き合いが続いているそうで，25周
年の節目にも張さんを引っ張り出した功労者．この日も‘超目玉’講師として依
頼，張さんも快く応じたのだという．
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経済新聞ロサンゼルス特派員として現地にいた筆者からすれば，日本の自動車
メーカーがどのような形で現地生産を進めるかが，大きな関心事だった．

結果的に，トヨタはGMと組んでジョイントベンチャーをカリフォルニアに
作った．NUMMIだ．とりあえず様子を見ようということだった．しばらくノ
ウハウを学んだところで100％出資子会社を作ろうと考えていた．

このケンタッキー進出に当たって，面白い話がある．張さんが社長に挨拶に
行った．すると，「日本から何人連れて行くのか」．「60人です」と答えると「日
本人は群れる，とよく言われる．大変だろうが……現地ではバラバラに住んで
くれ」．

すでに前例はある．たとえばウィスコンシンに進出したキッコーマン．意識
的に日本から来た社員は地元に溶け込むようにバラバラに住み，成功していた．
社長はこのキッコーマンの実例を知っていたようだ．

張さん自身，周囲には日本人は一人もいないところに住んだ．いろいろ苦労
もあったが，女性は強い，と実感したそうだ．奥さんはすぐに，ご近所の皆さ
んと親しくなってボランティア活動まではじめた．ご自身も友達がたくさんで
きたし，米国のことも少しは理解できた，という．

ところがニューヨークにいるとなかなかそうはいかない，という．日本人同
士で働き，日本人同士で飲んだり，カラオケに行ったりする．海外勤務の体験
がある新聞記者や官僚と話をしてみると，その問題点はわかっているが，つい
つい日本語中心になる．ある人からは隣が出かける気配がするときは玄関で出
かけるのを待っている，顔をあわせて，あいさつするのが面倒だという話を聞
いたそうだ．

ケンタッキー工場での体験

ケンタッキー工場の敷地は約100万坪．2年後に立ち上げて，カムリを年間
20万台生産する計画で，3000人のアメリカ人を雇った．

みな素人ばかりだ．トヨタの生産方式，いわゆるカンバン方式はかなり浸透
していたので，日本から行った60人は生産部門を担当する先生にした．逆に
広報や法務などは米国人を先生にした．

すると面白い現象が起きた．生産部門では日本人が先生，ティーチャーだっ
たはずが，2年たったら日本人はコーチという関係に変わってくれと言い出し
た．そのとおりにした．さらに2年後には，日本人はアドバイザーになってく
れとなった．もちろん，そのとおりにした．

つまり，実力が伴ってくるにつれ，明らかに新しい組織の枠組みを要求して
きたし，実際に結果も出してくれた．

最初の著作は東洋経済新報社から発刊した．しかし，その後はダイヤモンド社
からの出版が続いた．その印税の大半をコレクション蒐集につぎ込んだほど日
本が好きだし，よく日本を知っていた．娘さんも日本に住んでいた．

トヨタにしてみれば

社長命令だったこともあろうが，どうやら張さん自身もドラッカーさんに興
味をもったらしい．人を介して連絡を取り，会いにいった．するとこんな返事
が返ってきた．
「海外に自社製品を売っている，あるいは組織に輸出部がある，といっても，

グローバル企業とはいわない．海外で真剣に活躍していた人が，日本に帰って
も活躍している企業でなければ……」

要は，どこにいても，地球規模で物事を考え，実際にビジネスをしている人
材を豊富に持っている企業が国際企業と呼ぶにふさわしい，ということだろう．

そこで，張さんは考えた．いわれてみると，トヨタの米国幹部は帰国すると，
皆よその会社に出てしまう．なぜ，ドラッカーはトヨタの実情がわかるのか．
日本から学者や学生が大勢やってくるおかげだ．たとえば，愛弟子の一人，小
林薫・産業能率大学名誉教授などは，川上から川下まで日本の産業，個別企業
の事情に通じている．情報は多い．

トヨタにしてみれば言い分はある．張さんの説明では「海外での体験は貴重
だし，どうしても余人を持って変えがたい．結果的に駐在が長期に及ぶ．帰国
したらしたで，処遇を考えてあげる必要があるから関連会社の専務ぐらいにし
なければいけない」．

しかし，指摘を受けてみると，なるほど，海外体験者の使い方は難しい．今
の立場で考えてもいいことを教えてもらった，と張さん．

そこで，社長へ報告した．「そういえば○○君も△△君も……」．しばらくつ
ぶやくようにいっていたが，そのうち，なんでこんなことになっているんだ
……と怒り出した．

今はトヨタ本社の役員の半分ぐらいが海外経験者だが，当時はそんな状態
だったようだ．

日本人だけで固まるな

ここで1980年代の自動車業界の状況について簡単に触れておきたい．
1970年代後半から米国で日本車ブームが起きた．オイル価格が高騰，燃費

のよい小型車へ消費者がシフトした．結果的に貿易摩擦が起き，自主規制を余
儀なくされた．

80年代に入ると現地生産という問題を避けて通れなくなった．当時，日本
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日本との往来が激しいので往復航空券を現地購入しようと考えた．金額が張る
し，目に見える効果が期待できる．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　その旨，旅行代理店に伝えると従業員たちが一斉にバンザイを叫んだ．びっ
くりしたトヨタのスタッフに対して「やっとトヨタがきた！」聞いてみると，彼
らは半年間，トヨタの人たちが来店するからと，日本語の勉強をしていたのだ
という．信頼を得るためには言ったことをきちんとやること，つまり「有言実行」
が大切，という例である．

「率直明快」

海外でビジネスを展開するうえで，大切なことは率直，明快であることだと
思う，と張さん．優しさはときとして誤解される．ギブ・アンド・テーク．好
意を受けたら必ずお返しをする．それも，できればギブを先行させたい，という．

日本人はルールを明文化したり，作業を標準化することが苦手だ．紙に書い
て説明をすべきところをしないから，誤解も受ける．
「99年にトヨタ本体の社長に就任し，改めて思ったことは，9年間米国にい

て貴重な体験をさせてもらったことが生きる，ということだった」
地域の米国人とも親しく付き合わせてもらったし，ビッグスリーのトップた

ちとも付き合った．新聞記者とも付き合った．
おかげで小学生の時に敗戦を迎え，駐留軍の兵隊からチョコレートをもらっ

た苦い経験も払拭した．米国人の親しい友人とお互いに，親父同士が戦争をし
たなんて信じられるか？　などと言い合うほど，遠慮なしにつきあえるように
なった．

プジョーのフォルツ社長

その後，海外でいろいろな仕事をするたびに，張さんは，米国での体験が原
点だったという思いを強くするようになっていった．たとえばフランスの話で
ある．

トヨタの社長になったらヨーロッパにも付き合いが広がった．プジョーの
フォルツ社長とは最初に会った時から気が合った．経営者としての問題意識が
同じだったせいだろう．

当時，すでにヨーロッパではCO2 規制が厳しくなっていた．2008年には1キ
ロ走るのにCO2 排出量を140グラム減らせという話だった．小型車にすればよ
いようなものだが，そうすると，単価が安いから，利益を出すのが難しい．簡
単にことは進まない．

では，どうするか．いろいろ議論をした挙句，プジョーとジョイントで工場
を作ろうということになった．年間30万台をつくり，部品調達コストを引き

「有言実行」

こんな体験を話した後，張さんは実に興味深い指摘をした．
「この変化はある意味で，今日のテーマ『グローバルな人間関係をどうやって

築くか』ということと深いかかわりがあるように思う」
「ビジネスがきちっとできるためには，言葉の大切さ，これは喋りがうまい

下手ということではない，言葉の重みを知らないといけない，ということを示
している．トヨタは言ったことを守るという信頼感があるからこそ強い」
「米国ではさまざまな人種がいるし，生活習慣も考え方も違う．だから契約

を大事にするし，相手が言ったことを大切にする．言葉には千金の重みがある
ことを知っておく必要がある．日産のゴーン氏がコミットメントを強調するの
も同じことだと思う」

周知のようにドラッカーはナチスドイツを批判，欧州から米国に渡った人物
で，根っからの国際人である．

研究熱心な張さんのこと，ドラッカーの本は読みつくしているはずだ．しか
も，自分の体験の裏打ちがあるからこその発言だろう．

ジョージタウン商店街

張さんの話はまだまだ続く．
日本人は以心伝心といったり，建前と本音を使い分けたりする．しかし，こ

れは海外では通用しない．「日本人はウソをつく」という事態に発展しかねな
い．

あるとき，米国人副社長の部屋に連れ込まれた．「本音を言え，思い切って
ノーと言え」とある案件について厳しく指摘を受けた．日本人はぐじゅぐじゅ，
後々まで文句を言う．ところが彼らは，主張はするが，いったん結論が出ると

「わかった」といって従う．
米商務省の役人には日本嫌いが多い．その理由は，日本人は言を左右にして

本音を言わないから交渉がやりにくい，というところにある．言葉が軽いせい
で，結果に響く好例だ．

トヨタにはケンタッキー工場発足に当たって，次のような失敗があるという．
工場をつくるということで式典をやった際，当時の本社社長が「トヨタは地

元を大切にするからよろしくお願いしたい」とあいさつした．これを受けて地
元のジョージタウン商店街は店の改装をし，「ウェルカム・トヨタ」ののぼりま
でつくった．ところがそれから半年間，日本からの赴任組は誰も商店街に買い
物に行かなかった．

それとなく雲行きが怪しいという情報が入ってきた．そこで英語の達者な日
本人スタッフに，何かビジネスができないか調べさせた．知恵を絞り，まず，
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方向性がはっきりしてくる．双方が実現のためにいろいろ必要な要素を積み上
げていく．これも米国での経験が元になっているように思う．してはいけない
ことはしない．このタイミングにはこういうことをやれ．いつも気後れしない
ようになった」という．

歓迎される日本式

ビジネスで日本が歓迎されることは何か．ちょっと視点を変えて考えてみた
い―こんな前置きをして，さらに張さんの国際ビジネス論は続く．
「ものをつくる」という意味では日本の製造業はすごい．農業もよく考えてき

ちんと良いものを作り上げることで定評がある．人に教えるのに大変な熱意を
傾ける―「育てる文化」も高い評価があって，感謝される．

たとえばイラクに派遣された自衛隊は大変現地での評価が高い．なぜなのか．
フランスがいろいろ調べて日本に学べと号令をかけている．自衛隊は地元民に
民主主義を教えてくれたというのがその結論だった．

復興計画を進めるにあたって何を優先させるか．道路か，水か，家か．皆を
集めてワッと議論をしてもらう．やがて長老と称する人物がでてきて，皆の総
意はこれこれだという．　

本当か．通訳を通じて確認させた．すると，実際は自分の都合のいい話を
言っているだけだということがわかって話は振り出しに戻る．こんなことを何
回か繰り返した後，自分が最も欲しいものを順々に言ってもらってから多数決
をとった．もうだれも文句を言わない．

ブラジルの大統領も幼いころの思い出として，「日系人の洗濯屋さんから働
くことがいかに大事か教えてもらった」という話を日本人によくしていると聞
いた．「勤勉さ」は日本人ならではのものだ．

通じない日本式

逆に，歓迎されない日本というか，日本のやり方が通じないこととしてはど
んなことがあるか．

代表的なものとしては「甘え」がある，という．英語にこの言葉は翻訳できな
い．酒の上のことだから少々大目に見てということは通じない．自己責任で皆
動いているという前提があるからだ．
「察する」というのもだめだ．相手が言わないのに先に察して手を回す，とい

うやり方はなかなか理解されない．
工場で実際にあった話だ．週末，ロクなものを食べていない，亭主が失業中

のためだ．そんな話を毎週聞かされていた上司がお金を彼女の引き出しにそっ
と入れておいた．ところが訴えられた．セクハラだという．

下げようとなった．プジョーが10万台，シトロエンが10万台，トヨタが10万
台という割り当てだ．グループ化でコストダウンを図った．

工場はどこに？　フォルツさんはチェコに最適な工場があるという．よしそ
れでいこう．こんなやりとりがあって，話が実現した．今では30万台では足
りなくなっている．今年は2008年だから大いに面目を施している．

もっとも，当時，トヨタの副社長は「張さんとフォルツさんはケミストリー
が合うね」といっていた．相性がいいという意味のようだ．大きな事業がそん
なに簡単に決まるとは信じられないという．しかし，もとはといえば気が合っ
たからことが始まったわけだ．不思議でもなんでもない．

このプロジェクトではおまけがついた．フォルツさんはブルゴーニュのワイ
ナリーの顔役で，「ワイン騎士団に入れ」という．なんだかよくわからないが，

「こういうときはNOといわない」というのが米国での経験から来る勘である．
わからぬままに儀式に参加した．すると，これがムチャクチャ楽しい．勲章

をもらう，一気飲みをする．そのたびにプップーと音楽が鳴る．午後6時から
始まって終わったのが午前2時だった．

「信義至宝」

中国の第一汽車との合弁事業は不思議なご縁の賜物だった，という．中国で
は外国企業が提携できる企業は2社までと決まっている．トヨタは天津，四川
の2社と組んでいたので2枚のカードを使いきっていた．ところが相手側の熱
意が状況を変えてくれた．
「話を持ってきてくれた人物の名前は，竺さん．長春の第一汽車の社長で，

初めてお会いしたのに『トヨタと組みたい』といってくださった」．
聞いてみると，20年ほど前に第一汽車のメンバーがカンバン方式の名前で

知られるトヨタ生産方式の指導者，大野耐一副社長に指導を受けたとのこと．
日本に実習に来た20人の人たちは後に第一汽車の中枢にいて経営を担った幹
部ばかりであったという．
「だからトヨタとぜひ組みたい」と．ありがたい申し出だが，こちらは2枚の

カードを使いきってしまっているから，どうにもならない．そう思っていた．
ところが，竺さんは「トヨタ生産方式こそ中国に必要で，トヨタ以外のパー

トナーは考えられない」と諦めない．何回か話し合ううちに，こんなことまで
言い出した．「もし第一汽車が天津の会社を買収したらカードが1枚使える．
ということは四川も買収すればカードは2枚使える」．

そして，まさかということが起きた．第一汽車が2社とも買収してしまい，
これなら障害はなくなった，ときた．今だから本音を言える．実力もスケール
も違う第一汽車と組めるなら，こんなうれしいことはない，と張さん．

そこで，張さんが強調するのは信義である．「話し合っていくうちに物事の
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ように思う．
ロサンゼルスでピックアップ型のトラックを生産していたとはいえ，乗用車

は日本で作り輸出していた．しかし，自動車摩擦が深刻化する中で，GMとの
合弁が進み，ワシントンに政治的な情報機能をもった事務所が開設されるので
ある．

やや遅れて，国際研究所が設立された．外務省OBの吉野文六さんが所長に
就任，内外の専門家を集めて多角的な国際情報分析が行われるようになる．

ロサンゼルスで単にモノを売る基地を確保しているだけでは，ことが済まな
い時代になってきたことを痛感したに違いない．

それから20年余りの蓄積があってこそ，トヨタが中国やロシアで日本の政
府以上に現地事情を熟知し，適切な対応をとれるようになった．

しかし，それでもトヨタのある顧問は「いつでも中国やロシアから撤退する
準備をしておけ，と事あるごとに指摘している」といってはばからない．

経団連の活動などは，とても我が社のやることではない，と言い続けていた
トヨタが経団連会長に送り込んだトップはすでに2人．年間利益は1兆円の大
台に乗り，日本のトップクラスの企業の年間売上高より多い．　　

そんなトヨタを作り上げる過程でドラッカーさんの一言がおおいに影響した
というのはちょっとおもしろい話ではないか．1994年はトヨタにとって真の
グローバル企業への歩みが始まった年ということになる．

【略歴】  1944年，神奈川県生まれ．67年，早稲田大学政治経済学部政治学科卒業，日
本経済新聞社入社．ロサンゼルス特派員，テレビ大阪取締役報道局長，日経
CNBC代表取締役社長を経て桐山事務所代表．

調べてみると，訴えたのは亭主のほう．本人ではない．少しは慰謝料をとれ
ると思ったのかもしれない．結局，本人が訴訟を取り下げて終わったが，せっ
かく善意であげたつもりのお金でもトラブルの元になる．これは日本人と米人
の間で大議論となった．

後日談がある．社員で会社に協力的な人が不渡りを出した．本人が困って前
借を頼みに来た．しかし，規則上，それはできない．ということで日本人のコー
ディネーターが「規則は守らなければならない．でも私が個人的にお金を貸そ
う」といった．

すると，聞いていた米人たちがなるほど日本人はそういう考え方をするのか，
それでこの前のセクハラ話がよくわかったと理解したようだ．

しかし，一般論としては，まず，こうした日本的対応は理解を得られないと
思っていたほうがいい，というのが張さんの意見である．

安全と安心の違い

日本のやり方が通じる場合，通じない場合を実例で示した後，張さんはもう
一つ，BSEの例をあげた．

日本の社会はよく情緒的な反応をする．これも海外の人には理解できない．
この日本と海外の反応の差は「安全と安心」という概念の違いをみるとはっきり
する，という．

安全の本来の意味は決められた動作や対応をきちんとやることを前提にして
いる．だから絶対安全ということはないが，この程度の発生確率なら許容でき
る，という理解になる．

これに対し，安心はココロの問題だから反応はピンからキリまで出てしまう．
先ごろ日本で問題になり，最近は韓国で大問題になっているBSEはその典型
的な例だ．

韓国の人が米国産牛を食べようが食べなかろうが，米国の一般の人から見る
と関係がない．自分たちは許容範囲だから食べる．もし，韓国の人が安心でき
ないというなら食べなければいい，という考え方をする．

地球が狭くなりさまざまな現象がグローバルな規模で起こるようになると，
結局，安心と安全を一緒にして考える情緒的な思考をしがちな日本と，安全と
安心は別だと割り切って考える人が多い海外諸国との付き合い方にはおのずか
ら工夫がいる，ということが見えてくる．

グローバル企業元年

トヨタ自動車が国際的な発想をするようになったのは，いつごろからだろう
か．筆者の率直な感想を言えば1980年代初頭の日米自動車摩擦が契機だった
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ラッカー先生をお連れしていただきたいという依頼がシンポジウムの始まる直
前に主催者関係のお偉いさんから口頭で連絡があり，私が「それはよいだろう」
と云って勝手に引き受けてしまい，ドラッカー博士に伝えずにそのままにして
シンポジウムが終わった後で別のグループの人々がご挨拶したいので待ってい
ると云ってドラッカー博士を別室に案内した．そこには50名位の方々がドラッ
カー博士の挨拶の言葉を聞こうとして待っていた．ドラッカー博士はこのこと
は聞いていない（書いたメモを貰っていない）ということで，ドラッカー博士は
私はこのミーティングのことは以前に何も聞いていないので話すこともないと
云う主旨のことを述べ始めたので関係者と私ははらはらどきどきしていた．

その時の通訳はかの有名なティム・アシダさんだった．彼はすぐさまドラッ
カー博士と私たちの立場を汲み取りうまくまとめた通訳をやってくれた．さす
がは場数を踏んでおられるアシダさんは違うと感心された．今でもアシダさん
とお会いするとあの時のことが話題になる．

ドラッカー博士の講演の通訳にはテーマに応じて多くの方々にやっていただ
いた．博士と同輩の方が通訳にあたられた．加納さんは自己主張が強く書名が

『断絶の時代』と決定しているのに「discontinuity」は「非連続」と通訳し続けた．
『断絶の時代』のプロモーションに深く関わっていた人の一人，当時副社長の石
山四郎氏が書名のことについてドラッカー博士に尋ねたことがあった．

ドラッカー博士は「私は日本語はわからないのでコメントはできかねるが自
分の息子の名前を決めるのと同じで，私は『断絶の時代』に満足している」と云
われたことがあった．
『断絶の時代』という言葉が当時社会現象を表す流行語となり，あるラジオ番

組にも取り上げられた．日常の会話の中にも「それは断絶だから」「そんなこと
をしたら断絶になるよ」などというように使われた．

ドラッカー博士は抜群の記憶力を持っていた．あらゆる分野の人名，年号，
数量などが適時に述べられ質問の回答にも瞬時適用された．

かつてドラッカー博士が外人記者クラブで講演をされたことがあり，その時
記者の方々はテープレコーダーを回しながらメモを取っていた．この光景を見
て「今の記者諸君は楽でいいね．羨ましい」と皮肉った．そして「私が業界誌の
記者をやっていた頃はボスに，ピーター，これから業界の大物とのインタビュー
があるがすぐ行ってくれ，筆記用具など持たないですべて頭に入れてこい．帰っ
てきたらすぐレポートに出してくれと云われた」「これが日常の業務であった．
それはタフなジョッブであった」としみじみ語られたことがあった．

後にドラッカー博士に記憶のよさについて尋ねたら「小さい時から本を読ん
で物事を記憶するのが好きだった」「それにこの記者時代の厳しい試練がよかっ
たのかもしれない」と笑いながら云われたことがある．

ドラッカー博士はどんな大きなシンポジウムでも講演の内容に関して詳しい
ものは前もって提示することはなかった．同時通訳者にも渡さなかった．会の

P.F.ドラッカーと私
斉藤勝義

（出版コンサルタント）

私は長年ダイヤモンド社にお世話になった．その間1962 ～ 95年ダイヤモン
ド社で外国著作権を担当していた．

ドラッカー博士の著作物の原稿の受け取りや契約書作成に関わったのは
1969年日米同時発売の『断絶の時代』からである．

ドラッカー博士と直接初めて会ったのは1969年10月8日にドリス夫人を伴っ
てドラッカー博士が羽田に到着されたのを「DRUCKER WELCOME JAPAN」
と書いたプラカードを持って出迎えた時だった．今でもはっきり覚えているが
ドラッカー博士は「ハーイ，サイトーさん」と親しげに私の名前を呼んでくれた．
私はDOCTOR DRUCKERと呼びかけたので，それ以来ずっとドラッカー博士
に電話や手紙での連絡はDR. DRUCKERと呼称することにしている．

その時の来日の目的は『断絶の時代』がダイヤモンド社から3月6日付けで出
版されると忽ち大変な評判になり増刷がかかり，編集担当の藤島秀記氏は書店
やマスメディアとの対応で大変忙しかったことを記憶している．販売市場と読
者の反応に応える販売促進の一環として著者のドラッカー博士を日本に呼んで
講演をして貰おうとのアイデアが社内で持ち上がり日本での市場の反応を説明
した上で訪日の依頼をして快諾していただいた．

東京，大阪で『断絶の時代』をテーマにしたシンポジウムを行い，休日はドラッ
カー博士は京都，奈良の神社仏閣，日本画（水墨画）などの鑑賞に出かけられた．
私はホテルや会場内及び外部との連絡などアテンドをやりドラッカー博士やド
リス夫人とも直接接することができる機会が与えられていた．

ドラッカー博士は時間は正確に守り，常に10分位前にすぐでかけられるよ
うに宿泊部屋の戸口で待機されておられるのが常で，余裕のある約束を好まれ
ておられた．「アーリア・ベターザン・レイター（earlier better than later）」と
出迎えに行き私が「ちょっと早いんですが」と云うとこの言葉が返ってきた．前
もって必ず書いた予定表を提出させ口頭の伝達は認めてもらえなかった．

一度大変なことが起こった．
大阪でのシンポジウムの後（4時20分で終わる予定）5分間位で別の部屋で別

のグループの方々がドラッカー先生に挨拶をしたいのでちょっとだけ別室にド
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作物とは信じられなかった．そのことを予測してかドラッカー博士は手紙で「マ
ネジメントに関することを調べ考えている時にちょっと他のことが頭に浮かん
だり，それを書いてみたくなる時がある．それがこの原稿だ．いわば副産物で
ある．ダイヤモンド社で出版できなければ他の出版社に回してもよい」という
主旨を伝えてこられた．

ドラッカー博士をマネジメントだけでなく総体的に理解している人，またド
ラッカー博士には「コバヤシセンセイ」と慕われていた小林薫氏に翻訳を依頼し
てダイヤモンド社からドラッカー博士初の小説として出版された．

もしこの2点の著作物に関して当時のダイヤモンド社の書籍出版部が別の価
値判断をしていたらどうなっておったか．今日のダイヤモンド－ドラッカー，
ドラッカー－ダイヤモンドの関係は変わっていたかも知れない．

ダイヤモンド社の当時の編集者の賢明な判断と選択を再評価したい．また同
時にドラッカー博士の恩義と思いやりの精神に改めて感謝の念を表したい．

ドラッカー博士とドリス夫人は相思相愛の仲であると思う．日本でのドラッ
カー博士の講演の際は初めは大抵ご一緒だった．ドリス夫人も自分のお仕事を
持ち活動しておったので，勿論ドラッカー博士が単独で来日する場合もあった
ことは事実である．ドリス夫人が嘆いていたのは「日本でのパーティは夫人同
伴が少なくスタッグパーティ（stag party）ばかりでじろじろと見られるのが嫌
である」と苦言を云っていたこともあった．

ドリス夫人は寝付きがよいので羨ましい．機上でもどこでもすぐ眠られる．
私は枕が変わるとなかなか寝られず，ファストクラスの席で小窓を左側にとっ
た席でもうつらうつらして眠れないままロスから成田に着いてしまう．ペー
パーバック一冊を読むぐらいであると云って読んだ厚い本を見せてくれたこと
がある．

その代わりホテルに入るとその日は何の打ち合わせもしないで明後日に会っ
てビジネスの話をしようと云って丸一日は何の予定も入れず完全に休日として
ドリス夫人と一緒に体調を整えるのが常だった．スケジュールの打ち合わせ内
容はすべてドリス夫人がチェックする．

一度どうしてもドラッカー博士のセミナーを開いて欲しいとの要請があり，
午前，午後，夕方と3つをやって貰いたいとお願いしたら，ドラッカー博士は
こちらの立場を考慮してすぐ「ノー」とは云わなかった．がドリス夫人はそれ
を知って「ミスターサイトウ，ドントキルマイハズバンド．ピーターイズマイ
ハズバンド（Mr. Saito, don’t kill my husband. Peter is my husband）」と云って 
ドリス夫人が断った．ドラッカー博士は済まなさそうに「ドリスイズマイボス
アンドマネジャー（Doris is my boss and manager）」と云って断られた．ドラッ
カー博士はお金に関しては寛容であり，日本画などを古美術商から購入する時
などは商人の言い値で「じゃ買いましょ」と云うが，ドリス夫人が一緒の時はな
かなか決まらない．古美術商は「奥さんにはかなわない．博士が一人で来てく

主催者は前もって具体的なものをいただいておれば参加者にリーフレットのよ
うなものが渡せるし又同時通訳者も助かると思われたので一度ドラッカー博士
に講演原稿の写しのようなものを前もって送って貰いたいと頼んだことがあっ
た．

それの答えとしては「それはたやすい事であるが，それではシンポジウム全
体にエキサイトメントがなくなる．通訳者も次に何が来るかと期待する気持ち，
聴衆者も一言も聞き漏らさない，主催者も生きたメッセージを直接伝える人を
招聘したという感動があって初めてシンポジウム全体が盛り上がる」

ドラッカー博士自身は1，2枚の用紙に要点をまとめておき，それに基づい
て講演が始まる30分位前に関係者（同時通訳者）と打ち合わせは必ずやった．
主催者側としてはセミナーがスムースに，きれいに終わらせたいという願いな
どから質問なども制限したり，あらかじめ用意などを考えたこともあったが，
ドラッカー博士はオーディアンス（聴衆者）との議論を大いに歓迎した．その方
が意義があると云って奨励されたこともしばしばあった．

ドラッカー博士の著書の出版とダイヤモンド社は現在は一枚岩的関係（すべ
てをダイヤモンド社が独占的に出版できる）にあるが，私が担当していた当時
2度程他社で検討して貰ったらどうか，「ダイヤモンド社にはふさわしくない
のではないか」とドラッカー博士が提案してきたことがあった．

それは「The Unseen Revolution」1976，『見えざる革命』の出版の時，この
原稿をドラッカー博士が初めて私のところに送って来た手紙にはこの本は日本
では時期が早いのではないかと思う．だめなら無理しないで見送ってもよい．
またはビジネス出版社でなく一般書の出版社が適切かも知れないが，とりあえ
ずファスト・オプションをダイヤモンド社に与えるというドラッカー博士自身
で打ったタイプのメモが送られて来た．

私はその手紙を添えて編集部（編集長）に回した．日本の経済は当時上昇ムー
ドで老齢化社会がやって来て年金問題などは一般には関心が薄く産業界は高度
経済成長を邁進していた．所謂Go-Go Decadeを楽しんでいた．編集部でもな
かなか結論が出ず時間がかかった．ドラッカー博士からはダイヤモンドは出版
できるか，可能性を打診して来た．

私として編集長に申し上げたのは，「もしオプションが他社に移ると，次の
著作物のオプションはその出版社に行く可能性が出るので，せっかく戴いたオ
プションを大切に出版する価値と意義があれば出版に漕ぎ着けた方がよろしい
のではないか」という旨のことを云った記憶がある．編集部は最終的に「ゴー」
の決定をして出版に漕ぎ着けた．

2回目は1984年の「The Temptation to Do Good」『善への誘惑』，これは完全
な小説である．これがドラッカー博士の著書かと思われる小説であり，ドラッ
カー博士もこれは副産物的なものと認めておられた．

これがタイプ原稿で送られて来た時には編集部はこれがドラッカー博士の著
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勝てないと思い，女性が苦手なドロップショットとロブを高く上げ何とか引き
分けに済ませた．一対一で引き分け，もう一度チャンスがあれば再度とお互い
に会うたびに云っているが，もうそのチャンスはおあずけのようである．

私はドラッカー博士からたくさんの手紙をいただいた．一部は彼の秘書がタ
イプしたものもあるが，大半が彼の書斎にある旧式の手動タイプで打ったもの
である．

どんな記事でも必ず読み返し修正加筆する習慣をドラッカー博士は持ってお
り，しかも自筆で達筆であるために一つの単語または一行を読み明かすに苦労
する場合があった．非常に重要な意味を持っているからである．

手紙やメッセージの場合は大したことはないが長い原稿になると担当編集者
や翻訳者は頭を悩ませたのではないかと思われる．

最後に私がドラッカー博士から戴いた手紙の中で一番嬉しくまた感動したも
のを原文とともに次頁で紹介したい．

【略歴】 1934年生まれ．明治学院大学文学部英文科卒業．ダイヤモンド社出版局を経て，
現在出版コンサルタント．

れればいいんだがなあ」とぼやいていたのを聞いたことがある．
ドラッカー博士は日本で得たお金はほとんど日本での買い物に使用していた

ようだ．ドラッカー博士は1968年の『断絶の時代』を書かれた以後も2年か3年
に1度は来日されていた．勿論それ以前にもドリス夫人とご一緒に来日され日
本の各地を訪れ，富士山をはじめ中央アルプスの山々に上ったりしておられた
ことを伺っている．ドラッカー博士は山が好きだった．富士山を遠くから眺め
るのも好きだった．

従って名古屋，京都，大阪方面でシンポジウムがある時には新幹線は進行方
向の右の窓際に座り富士山が見えると「富士山が見えた．富士山を見た」と子供
のように喜んで明日のミーティングは「グー」だよと私に呼びかけたことをいま
だ最近のように思い出す．宿泊は東京はホテルオークラ，京都は旧京都都ホテ
ルを好んだ．南禅寺の境内や仏画にはよく精通しておられた．

私は仕事上フランクフルト・ブックフェアやアメリカン・ブックフェア（現在
ブックエクスポと呼称）には出かけていった．

アメリカの場合は帰りにクレアモントのドラッカー博士を訪れ，フェアの内
容やドラッカー博士の次に出版予定のことなどを伺った．

ドラッカー博士は先の予定は余り詳しくは触れずこういうことを考えている
と云って切り出した．しかしその時にはすでに書き始まった時の方が多かった．
そして何時頃迄にマニュスクリプト（原稿）を送るから検討してくれと云うのが
常で，何時貰えるかと督促されるのが好きでなかったようだ．私もそれを知っ
ていたので何時でき上がるかということをせっつかなかった．

ドラッカー博士は軽いユーモアが好きだった．私がかつて手土産に「お相撲
さん」と「芸者さん」ののれんを持って行き，「お相撲さん」をドラッカー博士に

「どうぞ」と云ったらすぐさまに「それはドリスにやってくれ．私はこの女性の
方をいただく」と云って笑い合ったことがあった．

ドリス夫人はテニスが大好きで最近まで週に何回かやっていた．私もテニス
をやっていることを知っていた．お2人はある時昼食時に私に赤ワインを勧め
て，2人で何かを話し合ってはもう一瓶と云ってワインを私のカップに注いで
くれた．6月の中旬で季候もよく勧められるままにワインを飲んだ．食事も終
わりに近づき少し眠気を催した時にドラッカー博士がここにテニスプレーヤー
が2人おるのでテニスの親善試合をやってみないかと云われた．

私も当時は若かったので「じゃやろう」と云うことでドリス夫人と日米親善
ゲームをやることになった．これはどうも最初から2人で考えていた策にはまっ
たようなものだった．しかし私は靴もパンツもウエアも持っていなかったので，
ドラッカー博士のものは大きすぎるということで全部ドリス夫人のものを借用
した．クレアモント大学のテニスコートでゲームをセルフジャッジでやった．
ドリス夫人はなかなか上手でハードコートに慣れており強かった．私の方は上
から下まで借りたものを身に纏いハードは苦手の上にワインが利き，順当では
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［和訳］
斉藤勝義様

私の友人・斉藤様：
あなたの定年退職を機に，私がどれほどお世話になり，私たちの友情がどれ

ほどかけがえのないものであったかについて，お伝えしたいと思いました．
考えてみれば，私は35年の間ダイヤモンド社の著者たり続けてきました．こ

の間ほとんどすべての仲介はあなたの手によるものでした．ご存じのように，
私は古い人間ですから，出版社と著者との関係は単なるドライな契約関係や「売
れた・売れない」を超えたところにあると考えています．だからこそ，私は現在
にいたるも著書は斉藤さんの出版社で出させてもらっているのです．

もちろん私の出版社はアメリカ，イギリス，ドイツ，ブラジル，アルゼンチ
ンなど多数あります．しかし私にとってダイヤモンド社との仕事ほどに，緊張
感と躍動感を与えてくれたものはありませんでした．この点で，私はダイヤモ
ンド社から多くの恩恵をいただいてきました．

特に，斉藤さんの技量や知識，わけても責任感の強さや繊細な気配りには本
当に助けられました．感謝の言葉もないほどです．

定年退職を迎えられるわけですが，私はそれがあなたにとって形だけであっ
てほしいと望んでいます．つまり，毎朝混雑列車での通勤をしないというだけ
であって，家で仕事をしたり自由出勤で活躍できるようになればよいと思う．
あなたの仕事への造詣にはかけがえのない価値があり，まさに余人を持って代
え難いものがあるからです（あなたほどフランクフルト・ブックフェアでの目利
き役ができる人はほかにいるものでしょうかね？）．通常業務は若い方に任せて，
自らの専門知識をこれからも生かしてほしいと思う．

定年になるからといって，私たちの友情が変わるわけではありません．今後
もダイヤモンド社や国際経営研究所との緊密な連携に一肌脱いでくださること
を切に願っています．

実際，私は来年にはドリスを伴い訪日するつもりです．その折りにはぜひも
う一度斉藤さんに案内や相談をお願いしたいと思います．

定年退職（むろん形だけのものですが）をドリスともども心からお祝い申し上
げます．

1997年3月26日

親愛の情とともに
ピーター・F・ドラッカー

March 26, 1997

Mr. Katsuyoshi SAITO, Foreign Rights Manager

Diamond Inc.

Tokyo, Japan

My dear Friend SAITO;

May I use this occasion of your official retirement to tell you how much I owe 

you and how precious our relationship has been to me. I have been a DIAMOND 

author for thirty-five years now. And for most of that time you have been the link 

between us.

I am a very old-fashioned person as you know, and still believe that the 

relationship between publisher and author should be more than purely commercial 

and based on more than contracts and royalties. And so I have been working with the 

same publisher in each of my main markets for many years now―in the US, the 

UK, Germany, Brazil, Argentina. But with none of my long-term publishers has my 

relationship been closer and more enjoyable than with DIAMOND-SHA. And this, 

both DIAMONDO-SHA and I―owe primarily to you, to your professional skill 

and expertise, to your help and advice, and, above all, to your personal commitment 

and care. I cannot thank you enough.

I wrote earlier of your “official” retirement. For, my dear Saito-san, I very much 

hope that your retirement is more official than real. I hope that “official” means that 

you no longer have to take train and subway at the rush hour but can do a lot of work 

at home and can come to Kasumigaseki at a lazy-man’s hour. I hope that “official 

retirement” means that you can concentrate on those areas where your expertise 

is most valuable―and, indeed, irreplaceable in many cases （who else truly 

understands the Frankfurt Buchmesse?） and that you can let younger people do the 

routine tasks. Above all, I very much hope that “official” means no change in OUR 

relationship and that you will be the person at DIAMOND who looks after me. My 

books and my links with DIAMOND-SHA and with the DIAMOND INSTITUTE 

OF MANAGEMENT. Indeed I already look forward to next year when I hope and 

plan to come back, at least one more time, to Japan, with YOU greeting to Doris-san 

and me when we arrive, and with You again being my guide and counselor during 

my stay.

And so both of use, Doris-san and I, are sending our very warmest wishes, on 

both, your “official” retirement and your “non-official non-retirement.”

Fondly

Peter F. Drucker
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「非晶質」とは，長距離秩序（繰り返し構造）がない固体のことであり，ステン
ドグラスや液晶など，古くから利用されている．しかしながら，基礎物性の解
明については，真空・精製・計測等，各種技術の進歩を待たなければいけなかっ
た．現在は，実験データや理論が成熟し，イオン電池や半導体材料など各種分
野へと応用されている．

物理学者は，対象を観測し理論化し体系化することによって応用可能とする
ステップを踏む．ドラッカーのテーマが組織を対象にした「物理学」だとした場
合，われわれには2つの立場がある．一つは，化学系の大学院生のように，自
分の専門分野（組織）において，実験を通じて理論を検証する立場であり，もう
一つは，工学系のように応用し成果を出す立場である．

本論文では，科学者の自然現象の捉え方を説明し，ドラッカーの組織や変化
の捉え方がそれと非常に近いことを明らかにする．また，非晶質系という長距
離秩序が失われている系の物性を明らかにする過程で物理学が用いた手法が，
旧来の秩序が失われていく現代を観測するにあたり応用可能かを考察したい．
それが，ネクスト・ソサエティを構成するテクノロジストの卵（特に，最も技
術の遠くにある純粋物理を学んだ理系学生）がドラッカーを読み，考察する一
助となることを期待したい．

2.�「科学」とは何か？―秩序性と規則性への興味と普遍化

「X線の結晶透過」で知られる20世紀初期の物理学者，寺田寅彦（1878 ～
1935）は，科学と文学を調和させた随筆家としても有名である．私が大学時代
に研究室に入り初めて読んだ本に彼の「金平糖の角の研究」が記載されていた1）．
金平糖は，砂糖を熱した鍋にケシの粒を入れ鍋を回して作る．そのとき独特な
角が生えるのだが，当時その理由が明らかでなかった．この事に関する彼のコ
メントである．
「一様に発達して行くときは丸くなるというのが今までの物理学の基礎的な

仮説なんだが，それはlaw of no reasonで，どっちの方向に特に発達するとい
う理由もないから丸くなるというのだ．それじゃ本当とはいわれない．law of 
sufficient reasonである理由があるから丸くなるというのでなくじゃ駄目だ．」

この考え方をライプニッツの充足理由律の原理と言う．金平糖はとがる理由
があるからとがる．現象を説明するには，正しい理由が必要である．

高田誠二の『科学方法論序説』2）では寺田寅彦の随筆の例をとり，文学者と科
学者の自然現象へ記述方法の違いを述べている．彼は，寺田寅彦の文章を科学
たらしめているものについて以下のようにまとめている．
（1）規則性・秩序性ひいては法則性への一貫した執心
（2）既知の法則性の範囲では説明できない事象への深い関心
（3）その事象についての能動的かつ客観的な観察

非晶質系の世界とドラッカー
―観測対象及び方法論について

    
脇　秀徳

（（株）ジ･エッヂ）

ドラッカーは自分自身を社会生態学者であると定義をしている．部分の因果
ではなく，総体としての形態を扱い，全体の変化を見る．「全体は部分の集合
ではない」．一方，物理学は因果で全体を表現しようとする．全体の性質は，
構成要素間の相互作用（結晶は原子，分子，宇宙物理は惑星間の力学）で説明さ
れる．まるで正反対な立場である．

ただ，ドラッカーの著書を読んでいると，物理学のアプローチに非常に近い
ものを感じる個所がたくさんある．非線形の代表たるランダム系においては，
個々の粒子が統計的な性質を獲得しはじめ，部分の集合とは言えない性質も獲
得する．私見だが，線形物理がモダンだとするとドラッカーのテーマは非線形
物理学と考えてもよいのではないかと考えている．

多くの異論があるかもしれないが，あえてドラッカーを物性物理学者として
捉え，彼の組織と構成要素論を物理的アプローチで考察してみたい．

1.�はじめに

私は，ドラッカーは物性物理学者だと考えている．
物性物理学とは，物質の多様な巨視的性質（現象や変化）を微視的な観点から

研究する学問である．原子や分子などミクロな粒子の属性と粒子間の相互作用
が明らかなことを前提として，構成要素が多数集まった状態（多体系）に生ずる
性質を明らかにすることを目的にしている．「物質はなぜそのように振る舞う
か？」という問に対して，「構成する要素の性質が集団の性質を決定する」とい
う前提でアプローチを行う．

物性物理学は化学とは異なる．前者は，「半導体」「金属」「液体」などの一般
的な性質を扱う．後者は「シリコン結晶」「鉄」「アルコール」など具体的な対象
物（系）の性質を扱う．極端かもしれないが，ドラッカーは，組織を物質として
捉え，その一部である「成功した組織」を観測し，貢献や成長などの巨視的性質
とその構成要素との関係を明らかにした．観測手法は，物性物理学的であり，
分析結果は「非晶質」に非常によく似ている．
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ない．「成果をあげる人」がいて初めて，組織は存在可能だからである．彼はそ
の分析過程において非常に科学的なアプローチを行った．

彼は組織を分析する際，「誰が構成していたか？」ではなく「どのような性質
の分子が構成していたか？」に注目し，その物性を「行動」と定義した．「人のト
レーニングは行動に関して行われなければならない」「リーダーシップとは行
動である」「成果をあげるための第一歩は行うべきことを決めることである」3）．

彼は，長年のコンサルタント経験で普遍性を発見していた．「私は成果をあ
げる人のタイプなどというものは存在しないことにかなり前に気づいた」4）．
次に，仮説が検証可能かを問う．「成果をあげる能力は習得できるか？」4）．こ
れらの規則性は応用可能な形で理論化された．成果をあげる人は，5つの習慣
を持つということである．
（1）何に自分の時間が取られているか知ること．
（2）外の世界に対する貢献に焦点を合わせること．
（3）強みを基盤にすること．
（4）優れた仕事が際立った成果をあげる領域に力を集中すること．
（5）成果をあげるよう意思決定すること．
しかし，40年後，8つの習慣として再定義される 4）．

（1）なされるべきことを考える．
（2）組織のことを考える．
（3）アクションプランを作る．
（4）意思決定を行う．
（5）コミュニケーションを行う．
（6）機会に焦点を合わせる．
（7）会議の生産性をあげる．
（8）私はではなく「われわれは」を考える．
2つには明確な違いがある．前者は，構成要素単体の行動（分子における自

由度）を定義しており，後者には，組織での行動（相互作用）が追加されている
ことである．

集合体中の自由度を持った分子は状態を確率的に選択する．組織に参加する
人は，「意思決定」で状態を選択する．ドラッカーにおける組織人とは「相互作
用」を行う分子であり，ドラッカー理論は「自由度を持った分子集合体」の理論
である．

5.��イノベーションの観測手法―組織論における「エルゴート性
の仮定」

ドラッカーは，成功した組織が自ら変化（イノベーション）を行っている事実
を発見した．企業のみならず，非営利組織やさらに小さなユニットにまで観測

（4） 観察結果の中にあらたな（それまで未知だった）規則性をつきとめるため
の知的な，そして恣意的でない努力

（5） つきとめられた規則性を包含し，かつそれまでに既知となっていた法則
性とすき間なく結び付けられる，あらたな法則性の定式化

つまり，「科学」とは，規則・秩序・法則を見つけだし，客観的に観察し，仮
説と検証を行う態度のことを指す．

3.�物性物理学のアプローチ―統計的記述の誕生

物質を構成する原子，分子は，熱により振動する．この熱振動よりも強く結
合されている状態が固体である．熱振動が結合するエネルギーよりも大きくな
れば，格子は破壊され，液体となり，さらに気体となる．

物質の構造は「秩序」で定義される．電子顕微鏡で見た塩の結晶は，同じ原子
が規則正しく並んでいる．このような状態を「長距離秩序がある」という．一方，
気体は，分子がランダムに運動している状態であり「無秩序」である．その中間
状態たる液体は，あらゆる形に姿を変形することができる．液体が液体である
ためには，気体のような自由度と固体のような秩序の中間の状態が必要である．

物質の性質は，原子や分子間にどのような力（電磁気力，分子間力，等）が働
くか，つまり「相互作用」で説明される．構造が既知である固体は，原子間距離
や電荷で計算される．しかしながら，気体・液体では，ある瞬間の構造や状態
を仮に表現することが可能でも，次の瞬間には分子は移動し，周りの分子も
影響も受けて移動してしまう．科学者たちは，この「自由な状態」が古典力学で
表現できないことに悩み，ある解決方法を発明した．「たくさんの自由な粒子
が集まると同じ状態の分子は一定の割合でのみ存在する」という考え方である．
複数の状態選択肢から最も発生しやすい状態が常に選択されるとする，この「確
率」の概念を入れた力学を「統計力学」という．これにより，集団の性質を粒子
とその相互作用から連続的に説明することが可能となった．19世紀後半から
分子レベルから説明する「統計力学」，20世紀に入ると電子状態の性質から説
明する「量子力学」へと進化していく．

このように，物性物理学者は「選択性（確率）」という要素を入れたことで気
体・液体の振る舞いを明らかにすることができた．大事なことは分子個々の振
る舞いから集団の性質を説明できたことだ．

4.��ドラッカーの観測物質と構成要素―「成功する組織と成果を
出す人」

ドラッカーが対象としたテーマは「組織から構成される社会」である．組織は，
構成する要素から成り立つ．それらの要素は「成果をあげる人」でなければなら
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は，現在，他の組織で起こっている現実である．また，組織内でこれから起こ
る変化は，現在，ただひとつの分子が選択しているものが集団として選択され
た結果である．よく観測しうまく模倣すべきである．

6.�秩序が崩壊する過程の観察―エントロピーの増大

ドラッカーは『ネクスト・ソサエティ』で長く続いた秩序の崩壊を書いてい
る．かつて機能していた構造が，すでに役に立たなくなっていることを例示し
説明し，この転換期を機会に変えるために，変化を観察することが大事だと説
いている．

物理学では秩序が崩壊することを「エントロピーが増大した」と表現する．
「エントロピー」とはエネルギーが拡散する概念である．コーヒーに入れたク
リームは時間が立つと自然に混ざり，一度混ざったものは「仕分け」するのが困
難である．自然界ではエントロピーが増大する方向（無秩序）へ勝手に進む．統
計力学上ではエントロピーを小さくすることを「仕事」といい，その仕事量をエ
ネルギーという．いわば整理整頓のためのコストである．量子物理学者シュレ
ティンガーは「生命の本質はエントロピーの減少にある」と言った．自然界では
生物だけがエントロピーを減少させることができる．混沌の中から秩序を作り
出すことができる．

変化を観察することとは，エントロピーの増大（有用性の低下）を観察するこ
とである．ドラッカーは，「本物の変化は人が行うことであり，一時の変化は
人が言うことである」6）と書く．人の行動が変わったということは，以前利用
していた物，組織，道具の有用性が低下していることを表す．組織は「自由度
を持った分子集合体」で構成される．組織の役割は「液体を入れる器」である．
長く続いた秩序（これは時間的，空間的な意味を含む）は崩壊しつつあるが，完
全になくなったわけではない．

物性物理学においてはランダム系という分野がある．結晶は，巨視的状態に
対応する微視的状態がただ一つであるため，個々の性質の足し合わせで全体を
表現することができる．ランダム系では，巨視的状態に対応する微視的状態が
複数あり，出現確率で表現される．また，多体相関問題，すなわち，2つの分
子間の相互作用だけではなく，複数の分子の相互作用を考慮する必要である．

ランダム系のうち「非晶質」と言われる物質がある．原子が規則正しく並んだ
結晶を熱すると液体状態となる．ゆっくり冷やすと再度原子が規則正しく並ん
だ結晶に戻るが，急冷すると規則正しい配列に戻れずに液体状態の構造を保持
したまま固まる．例はガラスである．物理学者はガラスの電子状態を調べ，結
晶と同様の性質を数多く発見した．結果，物性物理学はその前提条件である「固
体の物性を説く鍵はその周期構造ではなくて，構成原子の化学性にある」「各
原子の周りの短距離秩序は結晶でも非晶質でも本質的に等しい」という仮説を

対象を広げ，「変化する」という性質が成功した組織の絶対条件であることを理
論化した．これは自由な分子の集合体が持ちうる物理的性質が組織にも当ては
まることを意味する．ここでは「性質」よりも，「観測」についての物理学的立場
で論じたい．

液体は物質の三相において「変形」という性質を唯一積極的にもたなければい
けない．変形できない物質は液体ではない．「変形」は時間の経過とともに形が
変わったことで初めて認識される．時間に伴い変化する系に対して，ある瞬間
を切り取って観測したものは正しいと言えるのだろうか？

統計力学では，観測する対象物（「観測系」）の時間的断面の集まり（「時間的母
集団」）を考える代わりに，対象物と全く同じ構造をもつ観測系が多数個あると
想像する．それらが，時間的母集団における実現確率と等しい確率で空間に分
布している場合，初めて観測結果は正しくなる．このような仮定を「エルゴー
ト性の仮定」と言い，時間的母集団に対して「位相的母集団」と言う．液体のよ
うな凝縮系を観測する場合は，時間と空間は交換可能でなければならない．

人という要素で構成される組織に対して，「エルゴート性」が成り立つか？　
という問いは無意味かもしれないが，GoggleやAmazonの戦略であるWeb2.0
ロングテール理論は，この仮定が人間の購買行動において成立しうる可能性を
示唆している．グローバル化する世界では時間的分布と空間的分布が等価，す
なわち，個人の自由意志による購買行動の発生は，母集団を広げることにより
恒常的に発生させうる，という仮定である．

ドラッカーは位相的母集団（観測する対象）を広げ，「時間的変化」の理論化に
成功した．仮に組織においても上記仮定が成り立つとすれば，以下の2点の事
実が導き出される．
（1）成功した組織は，本質的に同じ構造をもつはずである．
（2） ドラッカーが観測した組織は（統計量的に）少ないはずである．すなわち，

組織に所属する人の状態選択肢（意思決定の数）は，本質的に「少ない」こ
とを表す．

さらに注釈する．（1）に関して，分子の自由度を最大限に生かしつつ，集合
をしつづける力を持つ構造であり，ドラッカーは『イノベーションと企業家精
神』で次のように定義する．「そこに働く一人ひとりが企業家になれる構造が必
要である」5）．（2）についてだが，個々の状態選択肢が多い場合，その集合体が
取りうる状態は指数関数的に増大する．少ない場合は，その集合体が取りうる
状態も少ない．次の言葉がある．「成果をあげるには意思決定の数を多くして
はいけない．重要な意思決定に集中しなければいけない」4）．失敗する組織の
本質は，意思決定の数の多さに依存している．失敗する理由はたくさんあるが，
成功する理由は少ない．

成功する組織において，「エルゴート性」が成り立つならば，われわれは次の
教訓を得ることができる．組織が過去に経験した，または未来に経験する変化
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まだ，勉強不足だと思っている．
佐藤先生のお話の中で「ドラッカーは日本に造詣が深い」というお話があった

とき，私は，ノーベル物理学賞を受賞した李正道博士が来日したときのエピソー
ドを思いだした．京都の離宮を見学し，湯川秀樹先生から感想を求められた彼
は「西洋のような規則性はないですが，エントロピーは随分低く感じられます
ね」と発言した．

西洋の庭園様式は対象性や規則正しさ（長距離の秩序）を重んじているが，日
本には西洋と違った形の秩序の作り方がある．この物理学者の感想と同様なも
のを，ドラッカー氏も日本に対して持たれたのだろう．

今世紀，物理学は「線形」から「非線形（ランダム系）」へとその範囲を広げるこ
とで文明の発展に多大なる貢献をした．ドラッカー氏の立場は，組織論に対し
て「線形」から「非線形」へ大転換を図っているように思え，日本にその答えがあ
ると考えたのかもしれない．

今後，社会におけるランダム性は増加する．あらゆるものの有用性が低下す
る．物理学ではエントロピーが増大すると，「エルゴート性－非エルゴート性
転移」が生じると予想されている．すでに述べたように位相平均と時間平均が
等価ではなくなる．実社会でそれを表現すれば，世界中どこを見渡しても同じ
ものが存在しない，ということである．だから，自ら変化しなければならない．

「チェンジ・リーダーたれ」というドラッカーの言葉が思い出される．
最後に，「8つの習慣」のうち「私はではなく『われわれは』を考える」という言

葉について感想を述べたい．19世紀のフランスにクロード・ベルナールという
生理学者がいた．彼は若いときに，劇作家を志したが彼の台本を読んだ評論家
が芸術の世界は諦め医師を勧めたという．彼は晩年こういう言葉を残している．

「芸術！　それは『我』であり，科学！　それは『われわれ』である」．ドラッカー
は，われわれに科学的態度を求めている．理系の私には面白くてたまらない．

【注】

1） 日本物理学会編『ランダム系の物理学』培風館，1981

2） 高田誠二『科学方法論序説』朝倉書店，1988

3） P.F.ドラッカー／上田惇生訳『非営利組織の経営』ダイヤモンド社，2007

4） P.F.ドラッカー／上田惇生訳『経営者の条件』ダイヤモンド社，2006

5） P.F.ドラッカー／上田惇生訳『イノベーションと企業家精神』ダイヤモンド社，2007

6） P.F.ドラッカー／上田惇生訳『ネクスト・ソサエティ』ダイヤモンド社，2002

【略歴】  1969年生まれ．北海道大学大学院理学研究科化学専攻博士課程後期中退．
1999年，（株）ジ・エッヂ入社，現在同社取締役．主に自治体病院や大学病院を対
象とした経営分析，診療情報分析を行う．

より強化することになった．つまり，非晶質は結晶から構造の周期性という有
用性が失われたもの，すなわち構造におけるエントロピーが増大した結果であ
るが，物性にはほとんど影響しない，ということを導き出した．

社会における長距離周期性の崩壊は，社会の本質には影響しない．ドラッカー
が2004年に「8つの習慣」で人間関係の相互作用を付け足したことは，変化する
社会において「人に短距離秩序の定義が重要」と認識したことを意味する．これ
は，物性物理学と同様の仮定が成り立つことを示唆している．

7．�私たちの使命―化学者としての検証，及び，応用工学者と
しての成果

物理学者は，事象を観測し共通項を探す．そこから仮説を立てる．これを繰
り返して一つの理論を構築する．理論はすでに起こった現象の辻褄合わせでし
かなく，「予言」である．その理論の正当性を証明するためには，新たな事実を
自ら発生させ，検証しなければならない．

19世紀に発表された「ボイルシャルルの法則（理想気体：PV=nRT）」の正確な
実験結果は無重力実験室であり，かつて再現ができなかったのは，重力の影響
があったからだと判明した．また，液体中の分子構造は，コンピュータシミュ
レーションによりその理論の証明が試みられ，中性子実験施設などの観測装置
が完成するまで直接な観測は不可能であった．理論物理学者の「予言」が証明さ
れるためには，研究者たちの地道な努力を待たなければいけない．量子統計で
は観測不能ということも「予言」されている．確率的に発生している事象を観測
すること自体が，事象を表現していないというパラドックスである．

幸いドラッカーは，「よき質問」という測定機械を用意してくれた．これはこ
れから実験を行うわれわれにとっては非常にありがたい．成果を出す人間の振
る舞い方や，リーダーの判断方法，イノベーションの発見方法，貢献などの観
測手段だ．私たちは，その装置を用いて様々な実験を試みなければならない．
さらにドラッカーは，怠け者の私たちを見抜き，先回りして心配までされてい
る．よき意志の表明よりも実践に時間がかかる．

8.�最後に

私とドラッカーとの出会いは，佐藤等先生の読書会によるところが大きい．
内容が非常にわかりやすく，様々な視点・視野で解説を行ってくださる．私は，
実践者の立場なので「理論が実際の現象としてどのように表れるか」の視点で参
加させていただいている．ドラッカー氏を物理学者と定義した場合，その理論
もさることながら，考察の手法，分析視点は近代物理が進んできた歩みそのも
のだと感じる．もう少しうまく表現できればよかったのだが，現段階ではまだ
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物事に安易な近道など存在しないと知るべし，と言わんばかりに．

軌道を修正する

マラソンも仕事も，人生さえも同じであるように思う．一発勝負ではない．
長きに渡って走りつづけるものだ．その時，必要なものは身体全体を支える大
きな筋肉．一見関係なさそうな，目に見えない部分のトレーニングこそ重要だ
という事実．頭でわかっていても，私を含め，多くの者は時々忘れる．目の前
のことに忙殺され，どこかへ置き去りにされてしまう．

目先の損得と，長期のそれとは二律背反・トレードオフの関係になることが
多い．短期的な施策が時に麻薬のように効き，じわじわと母体をむしばんでい
く．人はともすると，安きに流れ，知らず知らずのうち麻薬に馴染む．短期的
な成功にうつつを抜かし，気がつけば……．そんな話はいたるところに転がっ
ている．「体幹」のゆがみは，自分では気がつきにくい．他人の指摘でハッとす
る．そのゆがみを正してくれるのが，ドラッカーだ．だから，定期的に診ても
らう必要がある．人間ドックに入るがごとく一定周期にドラッカーに接し，小
まめな軌道修正をする．人は，時に方向がわからなくなる時がある．道を見失
う．そんな霧の中にいる時こそ，整体にかかろう．自らの垂直と水平を見出す
ために．「自分がしたいことではない，なされるべきことは何か」と．

ドラッカーの「施術」は静かだ．派手なパフォーマンスはない．だが，よく効く．
的確な「問い」が内なる答えを引き出す．教えられたものはすぐ忘れるが，自ら
気づいたことは血となり肉となる．見た目を矯正することなく，内なる肉体改
造．いや，体質改善を促す．それだけに重い．身にこたえる．

目指すところはどこか

マラソンには，幸いにしてゴールというものが設定されている．42キロ先
に向かうべきところがはっきりしている．だから苦しくとも走れる．

一方，人生にはそれがない．自分がどこへ向かおうとしているのか．答えそ
のものがなく，自ら設定していかなくては，そもそも走り出すことすらできな
い．

ちょっと前の時代には，このゴールにも似た「成功の方程式」なるものがあっ
た（ようだ）．受験競争を勝ち，いい大学に入り大企業に勤める．すると，年功
序列・終身雇用のエスカレーターに乗れ，ハッピーリタイヤそして年金生活が
待っているというものだ．この方程式が近年，がらがらと音をたてて崩れてい
る．

しかし，この現実を不安・脅威と捉えることなく「機会」とすれば，自分らし
い大海原が開けていると考えられよう．ゴールの設定いかんによって，人生の

 

私たちの整体師・ドラッカー
―体幹のゆがみを戻してくれる者

花岡俊吾
（はなまるメッセージ代表）

人生整体師，ドラッカー

ご自身は「社会生態
4 4

学者」であるという．しかし，私にとっては「人生整体師」
である．あわただしい日常に埋没するうちに自然と傾いてくる身体の軸．その
ゆがみに気づかせ，矯正してくれる者．ドラッカーの言葉は身体の奥底から鍛
えることを諭し，そのゆがみを正常に戻す．いや，姿勢そのものを正しくさせ
てくれる．

近道などない

私がこよなく愛するマラソンには，「足で走るな，背中で走れ」という言葉が
ある．これは，42キロという長距離を走るにあたって，脚力のみを鍛えても
ダメというアドバイスだ．長丁場ゆえに全身の力を使わねばならない．いわく

「体幹」を意識し，姿勢のよさを保つ．これは，身体のウラ側・背中を意識する
ことだという．

ドラッカーは，この「背中で走れ」的な重要かつ本質的な指摘をする．「成果
を上げる者は仕事からスタートしない．時間からスタートする．計画からもス
タートしない．」えっ？　と思う．（計画こそ大事なスタートじゃないの？）最初
はそう思う．けれど，それが錯覚である現実を提示する．目からウロコ．この
ような本質的な指摘がいたるところに散りばめられている．読むたび，ウロコ
が落とされていく．
「体幹」の大きな筋肉を鍛える．一見，回り道のようで実はタイムアップ・完

走の近道というようなことは，スポーツの世界だけではない．その道のプロフェ
ショナルならば，誰もが心得ていることであろう．学ぶべきは，小手先のテ
クニックなどではない．そもそも「どこへ向かおうとしているのか」「われわれ
の事業は何か」．ここを明らかにすることなしに，成果はない．ドラッカーは

「成果を上げる」ためには，人並みの能力があれば十分だという．その上で，真
摯に練習を重ねろと喝破する．「神々が見ている」「完璧なる高い基準を持て」．
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時空を超えて語りかけるもの

ブルース・ローゼンステイン
（『USAトゥデイ』）

来年はドラッカー生誕100年にあたる．なぜ世界中これほどまでの人々に支
持されるのか，その要因を落ち着いて考えてみるべきときである．

2005年に没して以降，今なお彼に関する書物は刊行され続けている．書物
だけではない．新聞，雑誌，ネット上でも頻繁に引用され続けている．青年
期に書かれた作品も今なお，新刊書とともにふつうに書店に並べられている．
おそらくともに並ぶ新刊書の多くは彼の作品の寿命にはるか及ばないだろう．
カリフォルニア州クレアモントのドラッカー・インスティテュートとドラッ
カー・スクールもまた，世界中のドラッカー研究団体同様に活発に動き続けて
いる．

時代，国境，世代を越えて読まれ続けるのはなぜなのか．
その一端は，いかなる世代にも，いかなる言語でも語りかける時空を超えた

メッセージに見出すことができる．多くは彼をマネジメント思想家と見るけれ
ども，それ以外のじつに多岐にわたるテーマを彼は書いてきた．マネジメント
のみに限定するには，彼の思想はあまりに重要なものを多く含んでいる． 

世界中に彼の信奉者がいる理由の一つは，彼自身が本来国際的な相貌を有し
ていたからである．それに，他者にもグローバルなものに適応するよう推奨し
てやまなかった．オーストリアに出生し，ドイツの大学に進学した．後にイギ
リスに出奔し1937年までそこで暮らし，以降は没するまでアメリカの住人と
なった．彼はこんな世界遍歴が骨に沁み渡っていたし，全世界の課題について
書き続けたのもそのためである．

知識や知識労働者の意味を見出したのも彼だった．知識労働者の語彙は50
年代後半の彼の造語であった．グーグルのような検索エンジンが開発されるは
るか前，パソコンすら存在しない時代であった． 

知識の本質とは時空を超越するところにある．人間は知識に飽くということ
がない．常に必要性の高い情報の探索に追い立てられている．いくら情報探索
のツールがスピーディかつ精緻になっても，そこから湧きでる問題は複雑かつ
混迷の度合いを高めていく．改善の手を休めることは永遠にできないのである． 

人間に対するまなざしは，だてや酔狂によるものではなかった．国家にとら

充実度・満足度は大きく異なる．事実，会社ごと突っ走る高速道路を一人静か
に降り，自分ならではの「けもの道」を歩み始める人も多い．

では，いったい，どこを目指して走ればいいのか．
暗記一辺倒，予め答えがあるという試験問題に慣れ，どこからか模範解答を

探してくることに慣れきった私たちにとって，これは実は，悩ましい．グーグ
ルの検索結果に人生の答えはない．しかし，ここでもドラッカーは「何によっ
て憶えられたいか」を問え，とヒントをくれる．この問いこそ，今の世の中に
生きるすべての人にとって必要なものではないだろうか．若者はもちろん，表
面上豊かなこの時代に生きるものすべてに，常に点検すべき重要な問いのよう
に思う．

ドラッカー本を携えながら

「目の前の石臼に向かいながらも，丘の上を見よ．」ドラッカーはバランスを
重視する．多様性を好む．それぞれの自分らしさにエールを送る．この有能な
整体師をメンターに持てるわれわれは幸せだ．施術時間は人それぞれ．費用は
わずか．整体後，晴れやかになる．視界が開ける．進むべき道筋が浮かび上がっ
ている．

だからドラッカー本は手放せない．休暇中の旅先にも，マラソン大会の会場
にも，トイレの中にもドラッカー本を携える．線を引き，意味を考え道を見出す．

そして，今日も我が姿勢を一つ正す．

【略歴】 1965年生まれ．高崎経済大学卒業後，広告会社勤務の後独立．広告編集工房・
はなまるメッセージ代表，マーケティング・コーディネーター．経専学園非常勤
講師．
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タント，書き手として知られる彼にとって，これは別に矛盾ではない．彼自
身も非営利組織で活動してきた（ニューヨークに本拠を置く1990年創設のリー
ダー・トゥー・リーダー財団の名誉会長も務めた）．

このように時空を超越する彼の示したことは，自分にも他人にも，問いを持っ
てはじめられるのが常であった．コンサルティングに際しては，まず相手企業
について詳細に情報を仕入れ，次に内部に入っていってじっと人々の話すこと
に耳を傾ける．そして，いかなる未来を選ぶかについて，問いを投げかけるこ
とによっていた．

彼は自らが仕事において何をうまく成し遂げたか，そして，何を成し遂げる
ことができなかったかを自問した．とくに長くトップの地位にある人や，定年
退職後の人々にとってこのような問いは是非ともなされる必要がある．

彼には真に意味あるつながりを感知するアンテナがあった．それらは現代を
生きるわれわれのみならず，未来世代にとっても，修得すべきスキルである．
なぜならいかに時間が過ぎても，人は情報や知識の伝達を学び，それとともに
動かなければならないからである．そのとき，彼の言葉や人生で示されるもの
が生きてくる．それらは印刷物，ネット，いまだ見ぬ情報媒体を通して，時間
と空間を超えて記憶されるに違いない．

 井坂康志訳

【略歴】 『USAトゥデイ』（発行部数で米国最大の新聞）の文献調査員．図書館情報学につ
いて，カトリック大学で教鞭をとる．ビジネスやマネジメントについていくつか
の著書を持ち，Living in More Than One World: Transforming Your Life the Peter 
Drucker Wayを近日刊行予定． 

われたものでもなかった．彼の助言はマネジャー云々など関係なく，あらゆる
人々に知識労働者としての心構えを説いた．他方，マネジャーに対しては，人
をコストではなく資源として扱うよう念を押した．

こんなコストや利益の概念一つとっても，人々が義務感からでなく喜びとし
てドラッカーを読む理由の一端が伺える．やや茶目っ気があって，諧謔に満ち
ているのだ．プロフィット・センターは実際に財布からお金を払ってくれるお
客さん以外にないんだよといった発言などが典型だ． 

本当に大事な問題は常に組織の中ではなく，外で起こっているとする独自の
ものの見方も関係している．ネットをはじめとする情報探索ツールによって外
の世界の様子が見えるようになった．彼の人生ではほとんど存在しないも同然
だった．だが，原則はまったく変わらない．内部ばかりに一生懸命だと，いつ
しかどこからかまったく想像だにしなかったような誰かがやってきて，その変
化が見えなくなりますよということだ． 

こんな外の世界で時々刻々起こることについて，ありえない解釈を示し続け
た（圧巻は2001年に特別論文として世に出た19頁にわたる『エコノミスト』論
文だ）．彼は知人，友人，学生，仕事仲間など世界中に恐るべきネットワーク
を持ち，彼らから来る本や論文の資料にもきちんと目を通していた．

彼はこんなふうに世界中で起こる問題を観察していた．その生涯飽くことな
き真摯な姿勢で，いかなる言語であろうと貪欲に情報収集した．ただし，教わ
るだけでは足りないことは百も承知だった．人は教わるだけではいけない．教
えなければいけないのだ．だからといって大学の先生になれというわけでは
ない．確かに彼自身はドラッカー・スクールで長く教えていたし，その前には
ニューヨーク大学その他で教鞭をとってきた．だが，彼は自らの仕事や専門領
域の中で人に教えるよう助言した．教える人の体験を別の誰かが学ぶばかりで
はない．むしろ教えることで，教える当の本人のプロとしての技能が向上する．
あることを人に教えることで，それをきちんと自らが理解せざるをえなくなる
からである．

個の重視とは，機能する社会を創造せよとの主張と1セットであった．彼は
第二次大戦前のドイツで，人がどれほど残忍になれるかを嫌というほど見てき
た．

この経験から紡ぎ出されたのが，1939年の処女作『経済人の終わり』であった．
ここから多年にわたる執筆活動は開始されたのである．そして，2002年には
社会論の集大成たる『ファンクショニング・ソサエティ（A Functioning Society: 

Selections from Sixty-Five Years of Writing on Community, Society, and Polity）』が意義
深く刊行されることとなった． 

彼が指摘した現実はほかにもある．知識労働者は仕事のみでなく，社会活動
においても自らの時間を使うことである．すなわち，週に何時間でもいいから
非営利組織で活動するということである．もっぱらマネジメントのコンサル
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父親ではないよ」．私の発言をピーターが深刻に受けとっておらず，怒っても
いないようではあったが，実にバツのわるい思いをした．それで教室へ戻る途
中，私は先ほど何が起こったのか，なぜあなたの息子だなどと冗談を言ってし
まったのかを，ドラッカー教授に言い訳をした．
「怒ってなどいないよ．」だが自分の将来の計画を，おしゃべりな他人に漏ら

したのは，君の軽はずみだね．ともあれ，君は間違いをおかした．そしてこの
ことに対して全責任を負うのは君自身なのだ．われわれは，経営者であれ従業
員であれ労働者であれもっと下の人たちであれ，自分の言ったことはもちろん，
それが成功しようが失敗に終わろうが，自分の行動や意思決定に対しても全責
任を負わなければならないのだよ．」

私は，その週の授業内容については覚えていない．だが，教室に戻る途中で
ドラッカー教授が私に教えてくれた「自己責任」については鮮明に覚えている．
実に価値ある授業だったと思う．その基本的な考え方は，こうである．事業責
任者は事業を成功させることに対する責任があるし，自分が担当している領域
に対しては責任をもたなければならない．

この点に関連して，ドラッカー教授は企業管理職の給与を例にして説明した．
彼は，管理職の給与は彼らの果たすべき責任とは関連なく支払われている，と
言う．また，アメリカのトップ・マネジャーと，もっとも賃金の低い労働者と
の報酬差は500対1で，この比率は世界でアメリカがもっと高いのである．こ
れは，とてつもない格差である．この比率は20対1以下にすべき，と彼は提
案する．そうした不合理な報酬格差をよくないとし，次のようにきっぱりと言
う．すなわち，経営者は彼が果たした会社の業績に対して給与を受けるべきで
あり，また，そうした考え方がトップを動機づけるのに必要なのである．

彼が指摘するのは，多くの企業経営者はその業績が下がったときでも，ある
いは，会社が深刻な財務危機に陥ったり，支払い不能の状態になった場合でさ
えも，高額の給与を受けているという事実である．

他方ドラッカー教授は，業績がうまく推移しているがトップが控えめな給与
しか受け取っていない有名企業の例もあげている．そのひとつは，エイビス・
レンタカーのトップであったロバート・タウンゼントの場合である．彼は，例
の「私たちは困難に立ち向かいます」という広告キャンペーンを立ち上げたこと
や，社長在任中における同社の好業績に寄与したことで知られている．そして
ドラッカー教授は，企業の管理職は自分の給与に対する自己責任をとらなけれ
ばならないとして，ロバート・タウンゼントの行動を例示した．すなわち，ロ
バート・タウンゼントは，会社の業績をあげたあとは，給与アップをみずから
拒否したのである．彼がそうした理由は，目標達成において自分はたいしたリー
ダーシップを果たせなかった，というものである．そしてドラッカー教授は，
業績のよい多くの企業トップは，業績が傾いたときには自らの給与をカットし
ている，と述べている．

ドラッカー教授がユーモアとともに
教えてくれた「責任」の考え方

ウィリアム・A・コーエン

私はクレアモント大学院大学のドラッカー教授の企業管理者向け博士課程講
座の第1期卒業生（1979年）である．この課程の学生はすべて企業の管理職なの
で，授業は夜間に行われ，大学のクラブで諸先生方と夕食をとりながら談笑し
たものである．

ある晩われわれは，教室でのインストラクションが終わり，6人掛けの各テー
ブルに座って夕食をとっていた．そのとき私は，長方形のテーブルの一方の側
の3人掛けの真ん中に座り，右側にドラッカー教授が座った．そして，私の左
側に座ったクラスメートが，彼の真向かいの新入生を私に紹介した．「ビル，
こちらジョー・スミス．彼は，君の会社の姉妹会社であるダグラス・エアクラ
フト社の副社長なんだ」．ダグラス・エアクラフト社はカルフォルニア州のロ
ングビーチにあり，私が勤めていた同じカルフォリニアのヒューストン・ビー
チのマクドネル・ダグラス・アストロノーティクス社からほんの数マイルの距
離である．両社のシニア・エクゼクティブはたがいに顔見知りであった．そし
て紹介されたその新入生は，私の会社の上司であるポール・スミスの同僚で同
程度の地位だったのである．ポールは当時マーケティング部長だった．そして
私は，数カ月まえに，2年間この大学院大学に行くことなど，自分の人生設計
をポールにだけは話したが，同社の他の誰にも言っていない．

そしてそのクラスメートは新入生に向かって，「ビルは君の姉妹会社マクド
ネル・ダグラス・アストロノーティクス社のマーケティング部長だ．だが，ビ
ルは博士号をとったら同社を辞め，大学教授になる考えなんだ．」

秘密をバラされて，私は落ち込んで椅子に沈み込んでしまった．だがすぐ背
を起こし，ぎこちない笑顔をつくり，無意識に手を差し出す．その新入生の
手を握りながら，思わず口走ってしまった．「やあ，ぼくはビル・ドラッカー．
ドラッカー教授の息子なんだ．」そのときドラッカー教授は，反対の隣のテーブ
ルに座っている学生と話をしており，われわれの会話など聞こえるはずもない
と思っていた．

ところが，学生との会話に区切りがついたピーターは，ゆっくりと私に向き
直り，こういったのである．「ビル，君は私の息子かもしれないが，私は君の
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競争状況の中にあって，経営陣と労働組合が敵対していては，事態はいつま
でも立ちゆかないのだ．経営者と労働組合は，互いに競合するものではない．
両者はともに同じ側にいるのであり，組織のプラスのためにともに力を出しあ
うべきだ．ドラッカー教授はこのように述べるのであった．

大木英男／訳

【略歴】  ウェストポイント（米国陸軍士官学校）卒業，米国空軍退役後，民間企業のエグ
ゼクティブや大学教授，学長を歴任．現在，インスティテュート・オブ・リーダー・
アーツ代表．マーケティングやリーダーシップ論に関して著書多数．本稿は『ド
ラッカー先生の授業』に収められたものである．

さらにドラッカー教授は，責任あるリーダーシップのモデルとして，ニュー
コアのCEOであったケン・アイバーソンの例をあげている．ケンがCEO在任中，
同社は国内第3位の規模であったが，鉄鋼という斜陽産業の中にあって，コン
スタントに高い利益を保持していた．そして同社の7000人の従業員は，業界
でもっとも高い賃金水準であったにもかかわらず，鉄鋼生産1トンあたりの労
働コストは業界でもっとも低かったのである．そして組織的には，同社の本部
要員はわずか24人にすぎず，CEOと現場従業員との間には，たった4つの階
層しかないという簡素な組織形態なのだ．

アイバーソンがCEOに就任したとき，同社の業績は下降しており，半分に
生産を縮小しなければならない状態であった．だがアイバーソンは，一切「ダ
ウンサイジング」をしなかった．そして彼は，管理職が多大の給与カットすべ
きと主張し，40％から60％もカットした．さらに彼自身の給与も75％以上カッ
トし，45万ドルの年棒を11万ドルに下げたのである．

ドラッカー教授は，彼自身の行動規範に基づいてこの例をあげたのだと思う．
自身の才能とそれを応用しての企業コンサルティング活動および彼の著作物と
により，ドラッカー教授は金銭的には裕福であったことは間違いないだろう．
だが彼は，カルフォルニア州クレアモントのミドルクラスの住宅街の質素な
家で，ささやかな生活をしていた．その気になれば「ドラッカー・グループ」な
るものを立ち上げ，彼の名のもとに世界でもっとも強大なコンサルティング・
ファームをつくりあげることもできただろう．だが，彼がそんなことをしなかっ
たのは，自分が何をしたいのか，自分の人生にとって何が重要であるかを，知っ
ていたからなのである．

次にドラッカー教授は話題を労働組合に転じた．経営者が労働者を無体に利
用し不適切に扱う場合は，労働組合は必要だ．しかし現在では労働者は，労働
法規により不公正な状況から大幅に保護されている．そして，労働組合は労働
者の幸せに対して責任をもつのであり，労働者の労働成果もしくは生産性に対
して責任をもつものではない，と労働組合が考えたとすれば問題だ．だが現在
の労働組合は，毎回新たな労働協約の交渉において，少しでも多くを獲得しよ
うと習慣づけられてしまっている．以前の協約より今回の協約の方が常にベ
ターだということはあり得ないとは誰でもわかりきっているのに，彼らは要求
するのである．そして労働組合は，その組合員の賃金をアップし労働条件の改
善に注力するが，労働者の生産性や製造コストに対しては責任を感じていない．
その結果，企業におけるネガティブ要因は，すべて経営者の責任だとされる．

ドラッカー教授は言う．労働者も経営者と同様に責任を負うべきだ．生産性
の向上なしに労働者のベネフィットのみを求めれば，結局，労働者の生産性は
落ち，企業は競争力を低下してしまうことになる．

したがって，企業の取締役会に労働組合代表を加え，その仕事に専従させ議
決権を与えるべき，とドラッカー教授は主張するのである．
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第2回「ドラッカーと私」最終審査結果
審査委員長　小林 　薫
審 査 委 員　坂本 和一
審 査 委 員　藤島 秀記

【総評】
今年の応募作品の傾向としては，仕事や人生の節目でドラッカーに出会い，

そこでドラッカーから学んだことを描きだした，いわゆる実体験に基づいた作
品が多かったことが挙げられます．また多くの作品に共通しているのは『プロ
フェッショナルの条件』を読んでいることでした．この本はドラッカーの著作
のなかでも，個人の「成果」に焦点を当てた自己啓発の書と言えます．したがっ
て応募作品にも，こうした傾向が色濃く出ていました．そのなかでも優秀賞お
よび佳作の2作品は，ドラッカーと自分の人生との結びつきが強く描かれてい
るのが印象的でした．

優秀賞：�長島基氏「ドラッカーは，意識を変え，行動を変え，人生
を変える」

【選評】
長島氏の作品は，ドラッカーの著作が「意識」→「行動」→「人生」と順を追って

影響を与えることを，わかりやすく説いています．自分の人生の生き方に大
きな影響を与えた（与えつつある）ことが論理的に整理されているので，ドラッ
カーの言葉を自分の生き方に取り入れるためのすばらしいケーススタディであ
るとも言えます．このような，ドラッカーの教えを自分の仕事や組織の活力向
上のために生かそうとする実務家らしい取組みに，共感を覚える人は多いはず
です．その意味で，「ドラッカーの著書は教養のための知識として存在するの
ではなく，実践のための著書なのだ」という実感のこもった長島氏の言葉に，
心震わす人は少なくないでしょう．

佳作：今岡善次郎氏「妻が気づかせた使命」

【選評】
今岡氏の作品は，苦難の人生体験のなかでドラッカーと向き合い，ドラッカー

を学ぶことの意義を語りかけています．大変に説得力がありました．認知症の
奥さんを抱え，ひるむことなく前向きに生きようとされている姿勢に感動しま
した．今岡氏は，妻が教えてくれたこととして「人々の関係のなかで人間は存
在する」ことを学んだと語っています．そこにドラッカー・マネジメント思想
との共通性を認識されています．そして，そこからドラッカー学習の旅が始まっ
たようです．ドラッカーの理解も適切で，医療・介護分野への応用力も卓越し
ています．

この作者の今後の活躍を大いに期待したいところです．



412 413活動報告 【優秀賞】ドラッカーと私―ドラッカーは，意識を変え，行動を変え，人生を変える

【優秀賞】

ドラッカーと私
―�ドラッカーは，意識を変え，行動を変え，

人生を変える
長島　基

（富国生命保険相互会社）

1.�ドラッカーとの出会い

私は，生命保険会社に勤務しており，主にシステム関係の仕事に従事してき
た．生命保険の業務システムの開発を経て，情報セキュリティやシステム監査
の担当となり，その間，情報処理関係の資格試験の学習をしたり，簿記の学習
をしたりしてきた．

それらの学習が一段落したと考えたとき，私は，そろそろマネジメントの学
習をしようと考え，書店に出向いた．当初，MBAに関する図書を買おうと考
えていたのだが，手にとって何冊かパラパラとめくってみたが，とても難解で
あり，簡単には理解できそうもないなと感じ，あきらめようと考えた．

そして，その次にたしかドラッカーという人が，マネジメントの大家と言わ
れていたことを思い出し，ドラッカーの本が置いてあるコーナーに向かい，何
冊か手にとってめくってみた．すると，そんなに難しい内容ではないと思われ
たので，どれか1冊買って帰ろうと思い，たくさんのドラッカーの著作の中から，
ドラッカーの入門書として相応しそうな『プロフェッショナルの条件』を購入し
たのが，ドラッカーとの出会いであった．

今でもはっきり憶えているが，『プロフェッショナルの条件』を読み始める
と，ぐんぐん引き込まれ，これから先にどんなことが書いてあるのか興味をそ
そられ，途中で読むのをやめたくないといった気持ちになり，一気に読みきっ
てしまった．

そして，ドラッカーの素晴らしさを自分ひとりで独占してはいけないと考え，
社内で同じシステムの仕事をしている何人かに声を掛け，ドラッカーの勉強会
を開催することにした．勉強会では，自然と話題は，自分の仕事に対する取り
組み方や，組織の運営方法，注力すべき事項などにおよび，毎回白熱した議論
が交わされる．勉強会は月に1回，居酒屋で現在でも続けられており，『プロ
フェッショナルの条件』に引き続き，今は2冊目の『エッセンシャル版マネジメ
ント』を題材として開催している．今のところ誰もやめようという気配はない．

私自身はというと，その後，『現代の経営』や『創造する経営者』など十数冊の

ドラッカーの著書を読んでいる．新たな1冊を読むたびに発見があったり，頷
くような記述があったりして，読了後には，じゃあ次は何を読もうかなと次の
1冊を選ぶ作業に入っている．

その後，私がドラッカーの著書を読んでいることを話すと，「メルマガをやっ
てくださいよ」と言われ，昨年の1月から毎週メルマガをはじめ，現在までで
60本ほどのメルマガを書いている．

2.�ドラッカーは意識を変える

ドラッカーの著書の中には，たくさん参考になることや，いいことが書いて
ある．その中で，私の意識を大きく変えたのは，事業の目的は顧客の創造であり，
成果は外の世界にあり，われわれの事業は何かを定義し，目標を設定し，フィー
ドバックを行い，再度われわれの事業は何かを見直すという一連のマネジメン
トのフレームワークである．

私はそれまで，ぼんやりとそのようなことを考えていたが，明確に言い切ら
れると，思わず「そうだったのか，そのとおりだよな」と腑に落ちるような思い
がしたものである．日々の仕事の中では，社内の報告書に手間を掛けて，出来
栄えのいいものを作ったりする人を優秀と呼んだりしているが，組織の中に生
ずるものは，努力とコストだけであると学んでからは，シンプルで論旨をきち
んと書いたものを短時間で作成することを心がけている．

また，ドラッカーは権限に焦点を合わせるのではなく，貢献に焦点を合わせ
なければならないと説く．そして，組織に貢献するためには，自分の持つ専門
分野の知識を駆使して成果をあげることが必要だと言う．そして，それは組織
内で役割を割り振られた部署やその仕事の担当者が果たすべき責任だと言う．
さらに，貢献に焦点を合わせるならば，身につけるべき知識や技能を明らかに
し，それらに関する目標を設定し，自己啓発を行うことが必要だと言う．

ドラッカーに触れることによって，私の意識はウチではなくソトヘ，権限で
はなく貢献や責任へと変化していったのである．

3.�ドラッカーは行動を変える

ドラッカーの著書を読んだことがきっかけで，いくつか私の行動も変化して
きた．自分が社業に貢献するために自ら身につけるべき専門性は何かを考え，
優先順位を決めて目標を設定し，継続学習するようになった．

それまでは，分かりやすく，結果も明確な情報処理関係の試験を受けたりし
ていたのだが，個人情報保護に関する法律やガイドラインを読んで，当社とし
ての対応方法を提案する文書を書いたり，内部統制やIT技術者教育・研修に
関する著書やガイドラインを読んで，どのように取り組むべきか提案し，社内
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上の責任を果たすためにも，いろいろと勉強しなければならないこともある．
週末も，健康維持のためにもジムやプールにも行きたいし，メルマガも書かな
ければならないし，毎週ではないが娘の塾の送迎もしなければならず，競馬の
予想もしなければならない．結構忙しい．まだ，第二の人生の助走をしなくて
もいいかと考えていたときに，「ドラッカー学会」を知った．

いろいろな研究会や講演会があるらしい．事務局の仕事もあるらしい．あま
り多くの負担は担えないが，それほどでもなければ，できそうである．第二の
人生があまり気の進まないボランティアの仕事であるならば，ドラッカー好き
の人たちとドラッカーについて意見交換をしたり，事務局の作業を分担する方
がよほど魅力的に思えた．そして，今年の1月から「ドラッカー『マネジメント』
研究会」が発足するのを知り，これを機に「ドラッカー学会」に入会させていた
だいた．

まだ，研究会に1度，推進会議に1度出席しただけである．とても「これが私
の第二の人生です」とは，現時点で言うことはできない．研究会で何も発表し
ていないし，推進会議で何も役に立っていない．今後も，たいしたことはでき
ないかもしれないが，研究会のメンバーや推進会議の人たちと懇親するのはと
ても楽しく，面白い．失礼な言い方をすると，会費を1万円払うだけで，普段
接することができない人たちと，大好きなドラッカーのことについて，いろい
ろと意見交換したりできるのはとてもお得だと感じている．

先週末人事異動の発令があり，システムの仕事から社内の内部監査の仕事に
変わることとなった．ドラッカーがロンドン時代に投資銀行で補佐役をしてい
たときに「新しい仕事で成果をあげるためには何をしなければならないか」を自
問するようになったように，私も新たな仕事に必要な専門知識を身につけるべ
く努力をしなければならない．まだまだ，第一の人生で退屈している場合では
なく，成果をあげ貢献するために頑張り奮闘しなければならないのである．だ
が，不眠不休でやらなければならないほどではないだろう．多少の余裕はある
はずである．その余裕をドラッカーの学習や「ドラッカー学会」の活動に割いて
もいいだろう．そして，当会の活動を通じて得た知識や経験は，何らかのかた
ちで社業への貢献にもつながるだろうと考えている．

家庭と仕事場のほかに自分の居場所を「ドラッカー学会」に見出すことができ
たなら，そしてそれを第二の人生とすることができたなら，こんなに素敵なこ
とはないように思う．

ドラッカーに出会い，マネジメントを教わって意識が変わり，行動が変化し，
人生も変わりつつあるように感じている．

そして最後に「何によって憶えられたいか」，ドラッカーが13歳のとき，宗
教の先生が言った言葉である．この言葉を思い出すと，心がとても静かになり，
落ち着いた気持ちになり，そして，これまでもそれなりに努力してきたけれど，
これからももっと頑張らなくちゃなと思う．「何によって憶えられたいか」，そ

に説明・説得して実行に移したりするようになった．これらは，私の本業なの
で仕事時間中にやればいいともいえるのだが，実際には仕事時間中はさまざま
な雑用に追われ，なかなか取り組めない．したがって，始業前や昼休み，休日
などに行うわけなのだが，ドラッカーが成果をあげ，貢献し，責任を果たさな
ければならないと言うので，そのとおりだと考えた私としては，きちんとやら
なければならないのである．

つまり，ドラッカーの著書は教養のための知識として存在するのではなく，
実践のための著書なのだと考えるのである．

また，私は現在，システム開発を行う部署の課長をしているが，これまで部
下や同僚の仕事ぶりを見ていると，ビジネス感覚や経営感覚に乏しく，システ
ムを作ること自体が目的であるように考えている人が少なくないように感じて
きた．

そこで私は，ドラッカーに倣い，われわれの事業は何かを定義しようと考え
た．そして，「われわれシステム部門の事業（目的・使命）とは，システムおよ
びビジネス上の専門性を発揮することによって，顧客の抱える課題や問題を解
決し，顧客の満足を導き出すことである」と定義した．ここで顧客とは，一人
は親会社である生命保険会社で働くシステム利用者であり，もう一人は生命保
険に加入していただく契約者の二人だとした．つまり，われわれの事業はシス
テムを作ることではなく，ソリューションを提供することだと定義したのであ
る．

次に，ソリューションを提供するためには，システム面，業務面での専門性
が必要だが，何が必要だと思うかを書き出させ，現状とのギャップを明らかに
し，今後半年間で取り組むべき目標を設定させた．そして，その目標の達成の
ために必要な時間を割り出させて，通常の仕事以外に時間を確保すべく，スケ
ジュールを作らせて作業に当たらせた．現在，この一連の作業へ取り組み中で
あり，今月末が期限のため今月中にフィードバックを行い，自分と上司の双方
で評価をして，次に取り組むべき目標を再度設定することにしている．したがっ
て，まだ一連のフレームワークが一巡していないが，成果が待たれるところで
ある．

4.�ドラッカーは人生を変える

ドラッカーはまた，第二の人生をどうするかと言う．組織の寿命より人の寿
命の方が長くなり，仕事上で全盛期を過ぎてからも人生は続いていくと言う．
壮年期を過ぎても生き生きと挑戦的に充実した人生を送るために第二の人生を
設計することが必要だと言い，そのためには，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説く．

確かにそうだろうなと思った．だがしかし，今は仕事に忙しい．また，仕事
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第2回ドラッカー・ソサエティ・
グローバル・シンポジウム報告
The Second Annual Drucker Society 
Global Symposium Report

上野周雄
（（株）エイジア）

八木澤智正
（協和発酵キリン（株））

Abstract
From June 11th to June 13th, 2008, the 2nd Drucker Global Symposium 

was held at the Drucker Institute, Claremont Graduate University. About 
half of the 81 participants were familiar faces from last year, and another 
half were new participants. The symposium focused heavily on how to 
effectively start and manage a new Drucker society. The Drucker Workshop 
of Japan contributed to the symposium through sharing how we have been 
effectively organizing nationwide activities and correlate regional branch 
activities. The symposium has become truly a “global” conference, and was 
a great networking opportunity. Some program in the symposium were for 
start up societies. Therefore, not all program was relevant to the Drucker 
workshop of Japan. However, in order to be a part of the global network 
of Drucker societies, we found that participating the symposium itself is 
valuable.

序

第2回ドラッカー・ソサエティ・グローバル・シンポジウムが2008年6月11
日より13日までの3日間，米国カリフォルニア州クレアモント市，クレアモン
ト大学院大学にてドラッカー・インスティテュートの主催により開催された．
参加者数は参加者名簿によると81名（実数はそれより多い）で，その約半数は，
昨年から引き続き参加の方々であり，後の半数は今年からの新しい面々であっ
た．

ドラッカー・インスティテュートの諮問委員会メンバーとして，ドリス・ド
ラッカー夫人，セシリー・ドラッカーさん（ドラッカー教授のご令嬢），ボブ・

の答えは今後変わっていくと思うが，私は今，「長島さんはドラッカーを勉強
し，そこで学んだことを実際に実践し，組織の目的の達成のために尽力し，成
果をあげた人だ」というように憶えられたいと考えている．

そして，ギリシャの彫刻家であるファイアデスが「神々が見ている」※と語っ
たように，私は「ドラッカーが見ている」と考える．自分の考えや行動や生き方
をドラッカーが見ていると．つまり，ドラッカーの学習をしてきたのに，「ド
ラッカー言っていることと矛盾したような行動は取りたくない」と考えるよう
になっている．暗黙の行動規範である．ドラッカーの教えを実践していくため
には，いろいろと努力しなければならないなど，それはそれで結構大変な面も
あるのだが，今後も「ドラッカーが見ている」あるいは「ドラッカーに見守られ
ている」と感じながら生きていこうと考えている．

※ドラッカーが，この話を読んで心を打たれたと『プロフェッショナルの条件』p.100に書か
れている．

【略歴】 1960年東京生まれ．金沢大学経済学部卒業．富国生命保険相互会社ならびにシ
ステム子会社にてシステム開発・企画，経営企画，内部監査などに従事．本会推
進委員．
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【ドラッカーの遺産】

アイラ・ジャクソン氏（ピーター・F・ドラッカー＆伊藤雅俊マネジメント
大学院（以下，「ドラッカー・スクール」） 学部長，ドラッカー・インスティ
テュート諮問委員）

“How are you doing?”と“How am I doing?”という2つの問いは，ますます
重要になってきている．「マネジメント」とは，成果を挙げるためのパフォーマ
ンスについての課題といえる．ドラッカー・スクールのマネジメントにあたっ
て，私は10の成功要因 （Keys for the success） を掲げている．

以下，その抜粋：
◇「ドラッカー教授の教え」とドラッカー・スクールの各教授の研究・専

門をリンクさせた，ドラッカー・スクールの必修教科課程：Drucker 
Differenceを始めることにより，「ドラッカー」を学校に取り戻した．

◇学校の「質」を向上させ，学生数を増やした．
◇学外からの評価を高めた．ドラッカー・スクールはMBAコースとして，

教授の質と授業（クラス）の質という評価項目で，全米10位以内に入って
いる．

◇トップレベルの学者を学校に招き，ピーター・ドラッカーの知的財産にさ
らに強化した．

◇実業界とのパートナーシップ：ドラッカー・スクールで企業研修を行う企
業数（非営利団体も多く含む）が増加した（富士通，カリフォルニア水道局
など）．

◇ジム・コリンズ（著）のGood to Great （邦題：『ビジョナリー・カンパニー 
2』）にあるように，「正しい人をバスに乗せる＝相応しい人材を採用・登用
する」ことを実行した．

ドラッカー・スクールの5つの課題：
1. パフォーマンス
2. フライホイール効果の実現
3. 継続的に輪を広げる
4. 1+1=11となるようなシナジー
5. 目的を見失わない

今は「われわれ」の時代である．社会は今，われわれの行動を必要としている．
ドラッカー・インスティテュートによるプレゼンテーションでともに考えてい
ただきたい．

ビュフォード氏，山崎製パン社長の飯島延浩氏などの参加があった．
また，『ドラッカー先生の授業』の著者ウィリアム・コーエン氏，『P.F. ドラッ

カー 理想企業を求めて』の著者エリザベス・ハース・イーダスハイム氏，『新版
マネジメント』の編者，ジョセフ・マチャレロ教授，『最強集団　ホットグルー
プ奇跡の法則』の著者ジーン・リップマンブルーメン教授も参加していた．実
業界，学者，非営利団体のリーダー等さまざまな方の参加があり，バランスが
取れていた．

●第1日　歓迎会・ディナー
クレアモント大学院大学・クリットガード学長宅庭園において，開会セレ

モニーを兼ねたディナーが催された．サプライズイベントとして，韓国の
ピーター・ドラッカー・ソサエティ，中国のピーター・ドラッカー・アカデ
ミー，そして日本のドラッカー学会が，これまでの活動の功績とその効果的

（Effective）な活動を讃えて表彰され，世界に5体しかないドラッカー教授のブ
ロンズ製胸像が授与された．この表彰に際し，「日本のドラッカー学会は世界
で初めてのドラッカー・ソサエティである」とドラッカー・スクールのアイラ・
ジャクソン学部長がコメントを添えた（筆者注：「ドラッカー学校」や「ドラッ
カー勉強会」ではない，「ソサエティ」として初めてという意味でのコメントで
あった）．

このディナーは世界各国・米国各地方のドラッカー・ソサエティの方々と1
年ぶりの再会，情報交換の良い機会となり，また，新たな参加者と知り合う良
い機会となった．ドラッカー学会から参加の各メンバーは，別々のテーブルに
着席し，各テーブルにおいてドラッカー学会について説明する機会を持つこと
ができた．ディナーの後，日本からの参加メンバーにてミーティングを行った．

参加者は，時津薫氏とご家族（推進委員・奥様も会員），高元昭紘教授（会員・
立命館アジア太平洋大学大学院），ヴィンフリード・W・ヴェーバー教授（名
誉会員・独マンハイム大学），ブルース・ローゼンステイン氏 （米『USAトゥデ
イ』），八木澤恵氏，上野周雄（理事），八木澤智正（推進委員）．

●第2日　全体セッション
【開会の挨拶】

リック・ワルツマン氏（ドラッカー・インスティテュート所長）

われわれがなぜここに集っているのか，今一度確認したい．ドラッカーが書
き，教えてきたことを共通の礎に，それぞれの国，地域社会，しいてはグロー
バル社会を良くし，個々の，あるいは全地球的な課題に取り組むためだと思う．
このシンポジウムがそのための「場」になることを願っている．
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て，ドラッカーは基本と問うている―知りながら害をなすな．
◇人はコストではない．資産である―人とはかけがえのない存在である．
◇マネジメントは一般教養である―価値観は重要である．
◇知識は技能よりも重要である―学習は重要である．成人も3 ～ 4年に一

度は再教育を受ける必要がある．
◇イノベーションは重要である．
◇効果的であるかどうか（Effectiveness）が重要である．
◇われわれ全員が重要である―社会にお客様は存在しない．われわれ全員，

社会に対して責任がある．

効率的なだけでは不十分，効果的でなくてはならない―ピーター・ドラッ
カー

飢饉，貧困，エネルギー危機，財政破綻，金融危機―これらはマネジメン
トの課題であって，資源の問題ではない．

【Teach for America 採用担当副社長 エリッサ･クラップ氏との対話】

リック・ワルツマン氏（ドラッカー・インスティテュート所長）

Teach for Americaは，アメリカ国内の一流大学の学部卒業生を，教員免許
の有無にかかわらず大学卒業から2年間，国内各地の教育困難地域にある学校
に常勤講師として赴任させるプログラムを実施している教育NPOである．ク
ラップ氏は講師の採用を担当している．社会をプラスの方向に変化させるため
の活動を発足させてきた経験を紹介．

米国社会への貢献：Teach for Americaでの教員採用活動において，クラッ
プ氏が心がけていること，そして活動を通じて見出したこと．

◇仕事に全力を注ぐ人物を見いだすこと．
◇多くのことを質問すること―正直であるための最善の方法．
◇体系的廃業を実施すること．
◇コアメンバーの評価基準：子供達が能力を伸ばし，物事を達成することが

できるようにする能力．
◇リーダーシップについて：トップの人物は Good to Great に出てくるレベル

5リーダー：謙虚かつ目的意識をもって実践する人物でなくてはならない．

国際社会への貢献：Teach for Americaのモデルを他の国々にも持って行く
ことを進めている．

◇課題は，採用に際し正しい質問をすることができるかどうか．
◇特に国際的な場面においては大命題を問うのは有効．

【 Closing the Responsibility Gap―A Call to Action 
責任の隔たりを埋める―行動への呼びかけ】

リック・ワルツマン氏（ドラッカー・インスティテュート所長）

Management---and not only in the business enterprise--has to be accountable 
for performance...[managers] have not yet faced up to the fact that they 
matter.

―Peter F. Drucker

We cannot yet tell with certainty what the next society and the next 
economy will look like. We are still in those of a transition period.               

    ―Peter F. Drucker

ピーター・ドラッカーは「外部」に焦点をあてるよう説いている．「内向き」で
あることに警鐘を鳴らしている．

世界各地のドラッカー・ソサエティはドラッカー・ソサエティのメンバーだ
けのために活動するのではなく，外部に対しても貢献するように活動するべき
だと考える．

本プレゼンテーション「責任の隔たりを埋める―行動への呼びかけ」は，地
球上のさまざまな問題・課題を，数値をもって取り上げ，それを解決するため
の行動を呼びかけるものである．このプレゼンテーション・スライドは，米国
の人々を対象に制作されているが，ドラッカー・インスティテュートでは，こ
のスライドを他の国の人々向けに作り変えることに積極的に協力する用意があ
るので，希望があれば是非ご連絡いただきたい．

以下，「責任の隔たりを埋める―行動への呼びかけ」で紹介されている事例
とメッセージ（一部抜粋）：

◇世界の移民の数は2億を超える．
◇1996年から2006年までの間に米国の非営利組織の数は108万から148万

に増えた．ここに社会の変化の兆しがある．
◇米国では，平均的な労働者が1年で稼ぐ金額は，CEOが5時間で稼ぐ金額

に相当する．ここに社会的問題はないか？
◇地球上では，1日に2万4000人が飢餓のために亡くなっている．これはマ

ネジメントの問題である．
◇イラク戦争の非効率の問題―軍事マネジメントの課題．
◇数多くの子供達が汚染された水を飲んだために亡くなっている―水道マ

ネジメントの問題．
◇世界の3分の1―欠陥のある政府．
◇医学に対してヒポクラテスが基本を問うているように，全ての職業に対し
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【 小グループ・ブレインストーミング・セッション　ドラッカー・インスティ
テュートに対する3つの提言・質問】
6 ～ 7名ずつの小グループに別れ，下記3つのテーマについてブレインストー

ミングを行った．
①各ドラッカー・ソサエティの責務を満たす企画・アイデアにはどのような

ものがあるか．
②ドラッカー・インスティテュート（クレアモント大学院大学）がその責務を

満たす企画・アイデアにはどのようなものがあるか．
③より詳しく知りたいこと，知る必要があることは何か．
各グループで考えた提言／各グループから出た質問は，ドラッカー・インス

ティテュートのザッカリー・ファースト博士のファシリテーションにより議
論，共有され，今後の参考に供された．

●第3日
【受賞ソサエティのプレゼンテーションと各ソサエティの活動報告】

韓国：Peter F. Drucker Society of Korea（PDS）プレゼンテーション
Young-Chul Chang 氏

◇韓国のピーター・ドラッカー・ソサエティは3年目を迎えた．
◇人間を育てることに重点を置いている．
◇誰も各領域のエキスパートではなく，各領域の「生徒」であるという思想の

もと，活動を行っている．
◇PDS CEO クラブは独自のガバナンス，オフィス，会議室を持つ会員制の

会で，韓国の経営トップ達が毎月1冊ドラッカーの著作の中から課題図書
を決めて，それをもとに活発な議論を行っている．

◇PDS Alumni Night（PDS卒業生の夕べ）や，バーチャル・インスティテュー
トの設立も行っている．

◇バーチャル・インスティテュートは，サイバー学習コースを設置しており，
ここではマチャレロ教授（ドラッカー・インスティテュート）のオンライン
教材を用いて，広く一般の方々にドラッカーのマネジメント論に触れて頂
けるようにし，社会貢献を行っている．

◇韓国ピーター・ドラッカー・ソサエティは，ドラッカー教授の生誕100年
にあたる2009年に韓国にてドラッカー国際会議の開催を提言したい．

韓国のプレゼンテーションは，こちらからご覧下さい．
http://www.drucker-ws.jp/DSGS2008/Korea.ppt

◇グローバル化の鍵：国ごと，地域ごとのリーダーを見つけ，コラボレーショ
ンを行うこと．

【Deloitte （デロイト社）社会へのインパクトを測る】
ドラッカー・インスティテュートからの依頼で，デロイト社は独自の戦略

マップを使って，各ドラッカー・ソサエティがその活動を効果的にするサポー
トの役割を担っている．各ドラッカー・ソサエティは，ドラッカー・インスティ
テュートからのサポートの一環として，デロイト社のコンサルテーションを受
けることができる．

このセッションは各ドラッカー・ソサエティの「Effectiveness：活動の効果」
を測る手助けをしようというものであった．

◇ドラッカー・ソサエティのリーダー達が直面する課題は何か？
⇒ ソサエティのメンバー，学会の集会に集まった方々，さらには直接ドラッ

カー・ソサエティの活動に参加していない一般の方々に対し，うちのドラッ
カー・ソサエティはいかにして価値の創造を成しうるか？

デロイト社の戦略マップはキャプラン＝ノートン両氏による「戦略マップ」を
一部改変したもので，デロイト社がコンサルティング業務に用いているツール
である．このツールは，新しいドラッカー・ソサエティがそのミッションを定
め，ミッションの実現に対していかに効果的に成果を挙げることができたか--
を測るために有効であると見受けられたが，その一方で，活動が型にはめられ
てしまう側面が危惧された．

デロイト社のプレゼンテーションは，こちらからご覧下さい．
http://drucker-ws.jp/DSGS2008/Deloitte.ppt

【PainePR (ペインPR社) ドラッカー・ソサエティ用オンライン・ツールキット】
このセッションでは，新しいドラッカー・ソサエティがオンライン・コミュ

ニティを作り，さらに外部ともコミュニケーションを効果的に取ることができ
るようにするためのオンライン・ツールについて，その専門業者，ペインPR
社からのプレゼンテーションであった．

各ドラッカー・ソサエティは，ドラッカー・インスティテュートからのサ
ポートの一環として，ペインPR社のサービスを受けることができる．

ペインPR社のプレゼンテーションは，こちらからご覧下さい．
http://drucker-ws.jp/DSGS2008/PainePR.ppt
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オーストリア：Drucker Society of Austria活動報告
Richard Straub 氏

ピーター・ドラッカー生誕の地ウィーンで非営利団体として創設され，ガバ
ナンス体制を2008年9月までに整える予定．ドラッカー生誕100年イベントを
生誕地ウィーンで開催することを検討中．

ブラジル：Drucker Society of Brazil活動報告
Cecilia Regueira 氏

現在Instituto Hartmann Regueira 内にブラジルのドラッカー・ソサエティ
は事務局を持っており，Instituto Hartmann Regueira のマネジメント教育プ
ログラムはドラッカーの哲学や教材を用いて，社会的組織への教育を行ってい
る．毎年ベースで，社会投資家の国際フォーラムを実施できるように準備を進
めている．社会のサステイナビリティや社会倫理がブラジルでは課題となって
おり，この課題に取り組むべく，ビジネスセクターの経営陣，社会的組織のリー
ダー，政府高官，ならびに学者，学生を取り込んだフォーラムとする予定．

米ロサンゼルス：Drucker Society of Los Angeles活動報告
Elisa Mann 氏

ドラッカー・スクール，ドラッカー・インスティテュートのお膝元のドラッ
カー・ソサエティとして，ドラッカー・インスティテュートと連携しながら，
ロサンゼルスならびにその近郊の地域のすべてのセクターと協力しあうソサエ
ティを目指して活動を開始した．土地柄，ドラッカー・スクールの卒業生，在
校生が多いのが特徴．

米サウスキャロライナ：Drucker Society of South Carolina活動報告
Jane Allen 氏

昨年と変わらず，いまだ一人でソサエティの設立準備を行っているが，サウ
スキャロライナ州の社会問題は大きく複雑であり，ドラッカーの教えをもとに
社会の課題に取り組むドラッカー・ソサエティ発足の意義は大きい．来年には
発足の朗報を届けたい．

スイス・ドイツ：Drucker Society of Swiss and Germany活動報告
Uris Jager 氏

日本：ドラッカー学会（Drucker Workshop of Japan）プレゼンテーション
上野周雄

ドラッカー学会の機能的ウェブサイトの紹介と，学会誌：『文明とマネジメ
ント』の紹介を中心に，ドラッカー学会の活動内容が上野より紹介された．

学会誌は，そのほとんどが日本語なので，内容についてはコメントが得られ
なかったが，学会誌の存在そのものと，その厚さが話題となっていた．今後の
課題として，各論文の要旨のみでも英語にする等の工夫が思われた．

また，ウェブサイトが，日本各地に点在する各地方会のハブになっているこ
とには，特に各都市のソサエティごとの連携が全く取れていないアメリカのド
ラッカー・ソサエティの方々は驚いていた．

ウェブサイトもそのほとんどが日本語であったため，内容を伝えることが難
しいプレゼンテーションではあったが，プレゼンテーションに聴衆の多くが聴
き入り，ウェブサイトにどのような内容があるかおおよそは伝わり，プレゼン
テーションは成功であった．その証拠に，プレゼンテーション後，多くの方々
が賞賛，質問を寄せてこられた．ウェブサイトについてプレゼンテーションの
PPTをほしいという国が多かったため，帰国後，情報を追加したものをドラッ
カー・インスティテュートに送った．

ドラッカー学会のプレゼンテーションは，こちらからご覧下さい
http://drucker-ws.jp/DSGS2008/Japan.pdf

中国：Drucker Academy-Chinaプレゼンテーション
Henry To 氏

火を灯し，それを大きくしよう―この思想のもとに活動を行っている．
人の数をはじめとして，「数」の話をしてしまえば，中国は簡単に世界一に

なってしまう．これからの中国の課題は「質」である．学校設立，大学訪問，ド
ラッカー図書の寄付，その他数多くの活動を通じて，中国をより「質」の高い機
能的，効果的な社会にできるよう，社会貢献活動を行っている．

中国のプレゼンテーションは，こちらをご覧下さい．
http://www.drucker-ws.jp/DSGS2008/China.ppt

（筆者注：中国ドラッカー・アカデミーの活動の詳細は，ケースとして，ドラッ
カー・イン・プラクティスのウェブサイトhttp://www.druckerinpractice.com/
jp/default.aspxに詳しく掲載されている）
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このシンポジウムでさまざまな議論がなされたことは幸いである．

今後について：
これより3 ～ 4週間のうちにドラッカー・インスティテュートより，下記3

点が発信される．
1. ドラッカー・ソサエティ・グローバル・ネットワークのビジョンとゴール
2. シンポジウムから得られたアイデア，「学び」のまとめ
3. ドラッカー・ソサエティの成功例，プログラム例

（筆者注：後日送られて来た上記3点（Vision,  Lessons ＆ Case）は，こちら
からご覧下さい．http://drucker-ws.org/links.htm#2008DSGS）

これより6週間のうちにドラッカー・インスティテュートから各ドラッ
カー・ソサエティに連絡がある（筆者注：7月29日（火）午前7時から約30分間
電話にて，リック・ワルツマン氏と上野が今後の改善点等について意見交換を
した．リック・ワルツマン氏からこの電話の会話を踏まえ報告が来ているが，
研究会活動報告にアメリカの活動紹介として掲載した）．

継続中のもの：ドラッカー・インスティテュートは各ドラッカー・ソサエ
ティに対する責務を果たすよう，継続努力する．

1年後：年次のシンポジウムでは下記について共有し，議論を行う予定
1. 何がうまくいったか
2. 苦労したことは何か
3. イノベーション

【諮問委員会新会長の紹介】

アイラ・ジャクソン氏（ドラッカー・スクール学部長，ドラッカー・インス
ティテュート諮問委員）

S3，すなわち，Success（成功），Significance（意義），Stewardship（執事）の
3つは，何事に置いても大切である．

S3を実現する，ドラッカー・インスティテュートの諮問委員会新会長，ボブ・
ビュフォード氏を紹介する．

【閉会の挨拶】

ボブ・ビュフォード氏（ドラッカー・インスティテュート諮問委員会会長）

会の最後に，ピーター・ドラッカーの最期の言葉を紹介したい．
ドラッカーは亡くなる前に「米国はアルカイダによって破壊されること

はないだろう．米国は国内の責任のギャップ（Responsibility Gap）によって

スイスのサンギャレン大学の教授陣によるマネジメント教育を核に，ドイツ
語圏（スイス，ドイツ）の各大学にドラッカー・マネジメント・コースを提供し
ている．また，公共価値マネジメントについての活動，社会問題に取り組むた
めのリーダーシップコース等も行っている．

米テキサス：Drucker Society of Texas活動報告
Usman A. Ghani 氏

これまでダラス地域のソサエティであったものが，テキサス全体のソサエ
ティとなることとなった．勉強会が現在の主な活動だが，テキサスという土地
柄，「エネルギーの未来」を政策担当者を交えて話し合う会等も企画中．

米ニューヨーク：Drucker Society of New York City活動報告

手弁当の勉強会が昨年秋に発足．ピーター・ドラッカー教授がマネジメント
を長年教えたニューヨーク大学を拠点に，全米最大の都市ニューヨーク市のエ
グゼクティブ達を対象としたソサエティ（客員メンバーの八木澤が発表を代行
した）．

加モントリオール：Drucker Society of Montreal活動報告
Marie-Josee Loiselle 氏

設立準備中．

UAEドバイ：Drucker Society of Dubai/Gulf States活動報告
M.S.S. El Namaki 氏

設立準備中．

【まとめ】

リック・ワルツマン氏（ドラッカー・インスティテュート所長）

ピーター・ドラッカーのことを語ることも大切だが，ピーター・ドラッカー
のアイデアを取り入れた行動を起こすことにより重点を置くことを提言した
い．ピーター・ドラッカー学を研究するよりも，実践者として社会に貢献する
活動をお勧めしたい．活動には「効果測定」が重要である．

ピーター・ドラッカーはこう言っていた．意見が完全に一致した状態で意思
決定を行うのは危険である．意思決定には意見の不一致こそが必要であると．
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450名の一人ひとりが会費を払い参加し，その会員がボランティアとして運営
しているユニークな会である．そういった意味でも個々の会員の学ぶ姿勢は素
晴らしいと思う．これから益々発展していくドラッカー・ソサエティの世界的
なネットワークの中にあっても中心的なソサエティとして，日本のドラッカー
学会が，ドラッカー教授の思想とその実践について，その深化と発展に一層の
貢献が出来るよう，会員同士，ソサエティ同士がお互いに協力できれば理想で
ある．

私個人としてもドラッカー学会にとって必要な貢献とは何かを考え，効果的
な活動をしていきたい．いずれにしても，知的好奇心を刺激させられたシンポ
ジウムに参加する機会を与えていただいたことに感謝したい．

最後に，今回のシンポジウムに参加した成果をここにまとめる．
各国地域におけるドラッカー・ソサエティの動向や活動内容がわかり，今後

のドラッカー学会の活動等の参考になる有益な情報が得られたこと．
書面ではなく対面の人的交流により親しく意見交換ができ，人脈もできてき

たので，今後の有益な意見・情報交換等が一層しやすくなったこと．
日本のドラッカー学会の活動が正しく，高く評価されていることが確認でき

たこと．
ドラッカー・ソサエティの世界的ネットワークでの日本のドラッカー学会へ

の期待度の高いことの確認ができたこと．
ドラッカー学会として，やりたいこと，やるべきことも見えてきたこともあ

り，今後の推進委員会・理事会に諮り，対応・展開を考えていきたい．（上野）

【略歴】

上野周雄
本会理事．日本工学院電子工学部研究科卒業．赤井電機（株）に29年勤務．在職中に，米
国駐在10年，カスタマーサービス・商品企画・マーケティング・R&D各部門の管理職を
歴任．（株）アットウェル・システムズ設立・代表取締役．赤井電機時代を含めて現在まで
に海外42カ国訪問．現在（株）エイジア常勤監査役．

崩壊するだろう」と言っていた．今回のシンポジウムでは，責任のギャップ
（Responsibility Gap）について考える機会を持っていただいた．

2005年9月29日，ピーター・ドラッカーは， 次のような言葉を遺して危篤状
態となった．「自分は『もの書き』である．自分の遺産は著作のなかにある．生
涯にわたって一度も組織や施設は創り出すことはしなかった．私はもうこれ以
上文章を書くことはないのではないかと思う」

ピーター・ドラッカー亡き今，ドラッカーの遺産を礎に社会に貢献するのは
われわれの責務であると思う．われわれの責務を果たして行こう．

結語

今年のシンポジウムは専任のドラッカー・インスティテュートのスタッフで
ある ザッカリー・ファースト氏とリック・ワルツマン氏 が中心となって企画
実行し，理念を共有しながらも，「いかに新たなドラッカー・ソサエティを始
めるか」というハウツーに力点を置いた内容であった．活動が先行する日本の
ドラッカー学会は，成功例の一つとして取りあげられ，新たなドラッカー・ソ
サエティの参考になるという意味で，シンポジウムに貢献する立場にあったと
もいえる．

他にも中国，韓国が成功例として取りあげられていたが，中国はより「学校」
としての色彩が強い，韓国は「CEO対象の勉強会」としての色彩が強い．こう
いった意味では日本のドラッカー学会は純粋にドラッカー・ソサエティとして
の体裁を持ち，本シンポジウムにおいてポジションを築くことができたように
思われる．（八木澤）

今年は2回目のシンポジウムであるが，初回の昨年に比較して，会の方針が
明確となり，準備も含め計画的に進められた印象を受けた．

昨年は，手探りでお祭り的な色彩も強く，無駄な費用を使っていると感じる
ところも少なくなかったが，今年はそのようなところは見られず好印象であっ
た．

日中韓の3国にとっては，昨年度の繰り返し的な部分も少なからずあり，す
でにある程度形が出来上がっているわれわれにとっては，お節介とお仕着せ的
な印象もあるが，ドラッカー・ソサエティを特に設立準備中やスタートしたて
のソサエティにとっては有益であり，われわれから学ぼうという姿勢が良く見
えた．

しかしながら，デロイトのコンサルティングや，ペインPRのキットには，
個人的には違和感があった．それぞれが個性のあるドラッカー・ソサエティを
作っていけば良いと考える．

われわれは，中国とも韓国とも異なるさまざまな分野・職業・年齢の会員約
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物としての学会の成果物が組織的な知の実践に役立てられているのかを調査す
る考えである．

しかし，そのようなことが世界中でどの程度並行的に進んでいるのかについ
ては，あまり知られていない向きもあるだろう．

近年，4大陸9カ国で12のドラッカー・ソサエティが現に立ち上げられ活動
している．そのすべてがボランタリー・ベースであり，非営利である．そこで，
ドラッカーの39の著作，多数の論文がそれぞれのコミュニティ変革のための
実践と洞察のための知の基盤として利用に供されている．各ソサエティは，メ
ンバーの身近なニーズを踏まえた独自のプログラムを開発している．

そこでドラッカー・インスティテュートはネットワークの拠点として，世界
中のソサエティをサポートし，連携する機能を担うことになる（この件につい
ては，専門のコンサル会社デロイトの助力を得ている）．各ソサエティが今以
上に大きく成長し，価値観をともにする他者の仕事に学び，ひいてはドラッカー
の原点にいつでも戻ってこられる方法を提供する（年に1度クレアモントで開
催されるドラッカー・ソサエティ・グローバル・シンポジウムもその一環と考
えてよい）． 

12あるソサエティのうち，多くはまだ設立されて間もなく，昨年以降でき
たものも少なくない．そのようななかでも，彼らは自らがどのようなプログラ
ムを立ち上げるべきかを理解しつつある．これは確実な前進である．実際こん
なことが起こっている．

◇ダラスとブラジルで，近々現地ソサエティによる学術会議が開催される．
そこでは，ドラッカー・インスティテュート提供のプログラムが使用され
る．非営利組織やNGOリーダーが組織運営をより上首尾に成し遂げられ
るよう支援するものである．会議で中核となるのは，ドラッカーによるす
ぐれた手引き書『5つの質問』である．

◇ドバイでは，中東在住でマーストリヒト・スクール・オブ・マネジメント（オ
ランダ）前学長の方が，企業家精神を軸にドラッカー学会を立ち上げよう
としている．主たる顧客は，社会的に疎外された女性たちということであ
る．

◇ドラッカー生誕の地ウィーンでは，CEO，研究者，非営利組織リーダー
が参集し，来年11月に向けて生誕100年祭の企画が行われている．そこ
では，社会的責任等の議題が予定されているという．通常と異なるのは，
参加者が自ら実践できるものを持ち帰り，実際にできたことをきちんと
フォローアップすることである．

◇サウスカロライナでは，知識労働に関するドラッカー著作を一つの跳躍台
として会議を盛り立て，最終的には教育・労働訓練の向上について具体的
な実践につなげようとしている．

◇ロスアンジェルスとニューヨークでは，ソサエティのリーダーたちが，ド

【ドラッカー・インスティテュートの活動紹介】

ドラッカー・ソサエティ・グローバル・
ネットワーク
―アイデアを行動に転換するために

リック・ワルツマン
（ドラッカー・インスティテュート所長）

ドラッカーは考え，行動し，卓越した成果をあげる人々への熱烈な賛意を隠
さなかった．

その表れとして，彼は1967年の『経営者の条件』で次のように述べている．「頭
のよい者が，しばしば，あきれるほど成果をあげられない．彼らは，知的な能
力が，そのまま成果に結びつくものではないということを十分認識していない．
知的な能力は，体系的な作業を通じてのみ，成果に結びつくものであることを
知らない．」

ドラッカー・インスティテュート，そしてクレアモント大学院大学それ自体
が，ドラッカーの精神的遺産を発展させるための器であり，何よりこの事実を
われわれは重く受けとめている．われわれにはとりたててすぐれたところはな
い．だが，アイデアを行動にすること，その必要性が忘れられることは決して
ない．

そのためには，ドラッカーを学ぶグループ同士の世界的なネットワークが不
可欠である．そこで日本のドラッカー学会が大きな実質的貢献をなしうる．

実際のところ，ドラッカー・インスティテュートでも，さまざまな取組みが
現在進行中である．ドラッカー関連科目の設置，『ビジネス・ウィーク』誌での

「ドラッカーとその他大勢を分けるもの（Drucker Difference）」コラム，「責任
ギャップ」の講演などがそれにあたる．これらすべてにおいて，われわれはこ
れら資源の良き管理者たらねばならない．だが，そうはいっても，われわれが
気合いを入れて主導した各国ドラッカー・ソサエティの活動ほどに際立つ成果
はない．なぜなら，まさにそれらの活動こそが，ドラッカーの教えを具現化し，
駆動するものにほかならないためである．

今この冊子を手にする方々なら，日本のドラッカー学会の類希なる貢献を十
分に認識されていることと思う．当会のウェブサイトは年間2万の来訪がある
といい，その知的精華たる『文明とマネジメント』誌は最大限の敬意に値する．
われわれとしても活動がいっそう進むなかで，いかにしてこれらウェブや印刷
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【会計報告等】
財産目録

平成20年　3月31日
（単位：円）

【資産の部】

Ⅰ流動資産

現金及び預金 4,869,723

資産合計 4,869,723

【負債の部】

Ⅰ流動負債

前受金 2口　　　　　　　　20,000

負債合計 20,000

差引正味財産 4,849,723

貸借対照表
平成20年　3月31日

（単位：円）

一　資産の部 二　負債の部

Ⅰ　流動資産 Ⅰ　流動負債

現金及び預金 4,869,723 前受金 20,000

負債合計 20,000

三　正味財産の部

1. 前期繰越正味差額
2. 当期繰越正味差額

1,904,510
2,945 ,213

資産合計 4,869,723 正味財産合計 4,849,723

資産の部合計
4,869,723

負債及び
正味財産の部合計 4,869,723

ラッカーを高校教育に導入するプログラムを開発しているという．高校の
生徒たちに，生き生きと，しかるべき形で，すぐれたマネジメントや倫理
的リーダーシップをいかにして現実のものとするかの授業を行う．さら
に，生徒たちは自らコミュニティへの奉仕活動に携わり，そこで「われわ
れの使命は何か」「われわれの顧客は誰か」「顧客にとっての価値は何か」「わ
れわれにとっての成果とは何か」「そのための計画はどのようなものか」と
いったドラッカーの基本的な問いを手がかりに，自らを鍛えることが期待
される．

◇かなり早い時期にソサエティが設立されたソウルでは，CEOが定期的に
集まり，ドラッカーの読書会を行っている．著作を読むとともに，自らの
経営にドラッカー流の人間中心のマネジメントをいかにして組み込むかに
ついて議論が行われている．最近，韓国と連携して，読書会が実際の行動
に具体的にどれほどの影響を持ちうるかについて調査を始めたところであ
る．彼ら経営者はドラッカーを読むことでいかなる教えをそこから引き出
しているのだろうか．それをどう応用しているのだろうか．その成果とは
何だろうか．

◇中国では，大学でいくつものソサエティが芽吹きつつある．マネジメント
に携わる者や企業家が急速に増加するこの国にあって，社会的責任への感
性を培う組織リーダーが育ちつつある．

長期的な目標として，インド，アフリカ，東欧などをはじめとして，いっそ
うのドラッカー研究グループができてくれることを願っている．しかし数のみ
が成功の指標でないことはいうまでもない．われわれが目指すものとは，すぐ
れたマネジメントと倫理的リーダーシップのための世界規模での社会運動にほ
かならない．

かなり大胆な目標であり，一朝一夕にしてなるものでないことは承知してい
る．忍耐を要する事業である．しかしドラッカーも大きな枠組みでものを考え
た．われわれが大きくものを考えるのも，ドラッカーの精神的遺産からくるも
のなのである．

上野周雄・井坂康志／訳
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正味財産増減の部
（単位：円）

【Ⅳ 正味財産減少の部】 【Ⅲ 正味財産増加の部】

1．資産減少額
0

1．資産増加額
①当期収支差額 2,945,213

減少額合計 0 増加額合計 2,945,213

　　　当期正味財産増加額 2,945,213

　　　前期繰越正味財産額 1,884,510

　　　当期正味財産合計 4,849,723

以上のとおり，第3期事業報告書，貸借対照表及び収支計算書を提出いたし
ます．

平成20年5月7日
ドラッカー学会

代表理事　上田　惇生

監査報告書

私は，平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第3期の事業報告書，
貸借対照表及び収支計算書を監査いたしました結果，適正であることを認めま
す．

平成20年5月17日

ドラッカー学会
監事　佐藤等

収支計算書
自　平成19年　4月1日
至　平成20年 3月31日

資金収支の部
（単位：円）

【Ⅱ 経常支出の部】 【Ⅰ 経常収入の部】

1．事業費
①総会・
　北海道大会費
②大会費
③ ドラッカー夫

人を囲む会費
④印刷製本費
⑤コンテスト費
⑥旅費交通費

小計

417,966
818,206

330,000
650,332
25,000

470,273
2,711,777

1． 入会金・会費
収入

①入会金収入
②年会費収入
③継続年会費収入
④前期前受け年会費

小計

910,000
910,000

2,265 ,000
645,000

4,730,000

2．事業収入
① 総会・北海道

大会収入
②大会収入
③ ドラッカー夫人

を囲む会収入
小計

536,000
1,028 ,000

330,000
1,894,000

2．管理費
①通信・管理費
②Tシャツ作成費
③会議費
④支払手数料
⑤雑費

小計

997,427
177,235

7,293
21,630

0
1,203,585

3．雑収入
①受取手数料
②雑収入

小計

35,575
201,000
236,575

経常支出の部合計 3,915,362 経常収入の部合計 6,860,575

経常収支差額 2,945,213

前期繰越収支差額 1,884,510

次期繰越収支差額 4,849,723
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役員

第4期　役員名簿

役職 役割（担当） 氏名

顧問 野田一夫 多摩大学名誉学長

代表理事 代表 上田惇生
ものつくり大学名誉教授，
立命館大学客員教授

理事 学術 小林薫 産業能率大学名誉教授

理事 学術 野中郁次郎 一橋大学名誉教授

理事 学術 坂本和一 立命館大学教授

理事 学術・企画 藤島秀記 淑徳大学大学院客員教授

理事 総務 大平松男
ダイヤモンド住宅（株）代表取
締役

理事 広報・ウェブ 上野周雄 （株）エイジア常勤監査役

理事 企画 土井尚人
（株）ヒューマン・キャピタル・
マネジメント代表取締役

監事 佐藤等 公認会計士

第4期役員は，第3期役員を継続し，（株）ヒューマン・キャピタル・マネジメント代表取締役土井尚人氏が新理事と
して承認された．

以上

事業計画案及び収支予算案
自　平成19年　4月1日
至　平成20年 3月31日

収支予算案
収入の部

（単位：円）

科目 前期実績 予算額 備考
総会収入 536,000 1,004 ,000 ＠8,000×130名
大会収入 1,028,000 800,000 @8,000×100名
入会金 910,000 1,000 ,000 ＠5,000×200名
年会費 910,000 1,000 ,000 ＠5,000×200名
継続年会費 2,265,000 3,300 ,000 ＠10,000×330名
受取手数料 35,575 35,000
雑収入 201,000 35,000
収入合計 6,550,575 7,174 ,000

支出の部

科目 前期実績 予算額 備考
総会費 417,966 1,000 ,000
大会費 818,206 1,100 ,000
出版費 650,332 900,000
コンテスト経費 25,000 100,000
旅費交通費 470,273 1,000 ,000 @250,000×4回分
通信・管理費 997,427 1,500 ,000
Tシャツ作成費 177,235 100,000
会議費 7,293 10,000
支払手数料 21,630 25,000
予備費 2,965,213 1,439 ,000
支出合計 6,550,575 7,174 ,000
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です．結局半日近くこの話題で盛り上がり
ました．翌日は感想や今後の合宿のあり方
などを話し合い散会となりました．今後は，
全国から参加者が出るようなイベントにし
ようと考えています．

最後になりましたが引き続き，支部会と
して今後の活動のあり方を模索しておりま
す．来年の地方大会は函館の会員が意欲満々
で指名を待っております．支部活動の起爆
剤にしたいと考えています．

（紹介者：佐藤等）

◎関東支部：東京「ドラッカーマネジメン
ト実践研究会」  

2006年8月より開催しております「ドラッ
カーマネジメント実践研究会」につきご紹介
させていただきます．
（1）会発足の経緯

「ドラッカー経営学についてとことん議論
し，実際のビジネスの現場で実践できるよ
うにする」―そんな本格的な勉強会を開
きたいと常々思っていました．きっかけは，
留学した米クレアモント大学院　P.F.ドラ
ッカー経営大学院で受講した「Drucker On 
Management」という授業．ドラッカー教授
の著書やケースを読み，議論し，時には経
営者も招いて活発な議論をするというもの
で，自分の中でドラッカー経営学の本質を
学ぶ重要な転機となりました．在学中に学
生有志で立上げた勉強会をベースに，日本
でも同様の会を始めたいと思っていたとこ
ろ，ドラッカー学会の方々と意気投合し，
2006年夏より，「ドラッカーマネジメント
研究会」としてスタートしました．
（2）会の目的

当会は，ドラッカー教授を「崇め奉る」こと
を目的にしていません．ドラッカー教授が伝
えたいことの本質を体系的に理解し，参加者
の具体的な経験や，時には反対意見も活発に
出し合いながら，その本質に迫っていくこと
を目的としています．そうすることで，リー

ダーとして実践できるマネジメントの軸が
身につくと考えているからです．
（3）活動の内容

『経営者の条件』『イノベーションと起業
家精神』『マネジメント』といった著書を事
前に読み，ディスカッションします．私の
方で事前に検討テーマ案を作成し，参加者
が予め考えてきた上で，当日私がファシリ
テートをしながら議論を進めます．
（検討テーマ例：「組織が『人を間違った方

向へ持っていく要因』とは何だとドラッカー
は言っていますか？　それぞれにつき，ご
自身の思いつく実例を語ってください．」）
（4）期間，会員数など

現時点で計14回を数えています．会登録
者は，多種多様な業種から約30名いらっし
ゃいます．2007年末で検討テーマが一区切
りついたこともあり，今年に入ってから開
催ペースが落ちてしまっていますので，改
めて学びの多い内容を考えて，本格的に再
開したいと考えています．新しいメンバー
の方も大歓迎です．
（5）今後の抱負

おかげさまで，参加者の方からは「非常に
学びが大きい」と言っていただいているの
で，さらに内容などを工夫していきたいで
す．また，ドラッカー学会の他の活動や会
員の皆様とうまく連携しながら，より多く
の方と学び合える場としたいと思います．

（紹介者：藤田勝利）

◎関東支部：東京「英語でドラッカーを学
ぶ会」

「英語でドラッカーを学ぶ会」の活動に関
してご報告します．

当会は2007年3月に発足以来，継続的に
活動を展開しております．

発足の経緯は，2007年のドラッカー学会
第一回大会後，英語を通してドラッカーの
勉強を行いたいとのお願いを，産業能率大
学名誉教授・国際経営評論家で，当ドラッ

◎ 北海道支部：札幌「経営実践のための読
書会」
主催者：（株）ヒューマン・キャピタル・マ

ネジメント「日本ドラッカリアンの会」
北海道では，ドラッカー学会発足前の

2003年より引き続き，いわゆる「読書会」を
開催しています．主催の「日本ドラッカリア
ンの会」は，2003年2月に上田代表から名
前をいただいたものです．開催場所も札幌，
函館，帯広，旭川で月1回開催されています．
累積開催回数も150回を超えています．今
年4月から東京での読書会もスタートして
おります．支部エリアを越えた活動ですが，
北海道方式の「読書会」であることから，こ
こに報告させていただきます．西新橋のカ
フェを借り切って，現在12名で行っていま
す．はじめてドラッカーの著書に触れる方，
ドラッカー学会の会員などを含め，経営者

や専門家を中心に活発な議論と終わった後
のお酒を楽しんでいます．

今年のもう一つの話題は，上田代表をお
招きして札幌近郊で春季キャンプ，秋季キ
ャンプを開催したことです．1泊の合宿タ
イプでたっぷりドラッカー漬けになること
を目的としています．テキストは『ドラッカ
ー入門』です．日頃，ドラッカーの各著書を
読んでいるレギュラーの読書会の会員を中
心に10数名で開催しております．第一回目
は，2章進む予定が5時間もかけて1章で終
わってしまいました．この一事をとっても
中身の濃厚さが伝わると思います．現場の
悩み，実務での成功例はもとより，上田代
表からは今まで聞いたことがないドラッカ
ーの人となりを知る貴重な情報提供など大
変盛り上がりました．お酒が入った食事中
もその後の二次会もドラッカーの話ばかり

支部・研究会の活動

ドラッカー学会が設立され3年が経過しました．その間，全国各地に「支部」や「研究会」ができ，それぞ

れ活発な活動をしています．前回の年報でもお伝えしましたように，「支部・研究会」は自然発生的に誕

生したケースが多く，その規模や活動状況も多岐にわたっています．2008年9月時点で「支部」「研究会」

として活動している団体は以下のとおりです．

◇北海道支部　

◇東北（仙台）支部　　

◇ 関東支部：東京「英語でドラッカーを学
ぶ会」

◇ 関東支部：東京「ドラッカーの窓から明
日を考える研究会」

◇ 関東支部：東京「ドラッカーマネジメン
ト実践研究会」

◇ 関東支部：東京「ドラッカー『マネジメ
ント』研究会」

◇東海支部

◇四国支部

◇九州支部

◇技とマネジメント研究会
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カー学会理事でもいらっしゃる小林薫先生
がお聞き入れくださり，講師に戴くことを
お許しいただいたことによります．毎月一
回を原則に，3カ月から4カ月を一括りとし
て活動し，早くも2年目の後半を迎えると
ころです．この間，13回の会を開催し，延
べ115名が参加しました．

当会の目的は，ドラッカーを通じて英語
の面白さを楽しむことです．この趣旨に沿
って，小林先生はメンバーの英語のレベル
や使用頻度は不問とされたため，多士済々
のメンバーが参加しています．

毎回勉強会と，その後にスナックとドリ
ンクで懇親を兼ねフリーディスカッション
を行なっています．まず，前半のパートでは，
The Daily Drucker をテキストにして，それ
をメンバーが順番に音読し，翻訳します．
また，小林先生のご著書や時にはご新著な
ども題材にいただくことがあり，それらを
音読し翻訳をすることもあります．NHK教
育テレビ「英語ビジネスワールド」で長く講
師も勤められた小林先生は，かねてより英
語という言語の本質を理解するために，て
いねいな英語を使うことの大切さを説いて
おられます．この教えに沿って翻訳や発音
をするのですが，難しい英文の訳につまっ
たり，正しい発音がなかなかできなかった
ときは，心地良い（？）緊張感につつまれる
こともあります．しかし，何よりも，小林
先生のドラッカーとの深いご親交による，
他では知りえないコメント，経営や英語言
語・文化を中心とする多方面でのご碩学に
直に接し，レベルの高い知的刺激を受ける
ことができます．

後半のパートでは，メンバーがそれぞれ，
ドラッカーや英語についての疑問や意見を
述べ，フリーディスカッションをしつつ，
小林先生のコメントなどをいただきます．
メンバー間の意見交換は活発ですし，小林
先生によってわれわれがもつ経営や英語に
ついての常識と非常識が明らかになるので，

毎回楽しい勉強会となります．
2008年9月から2009年3月の期間中には，

第5弾としての7セッションを実施いたしま
す．幸いにも，ドラッカー学会会員の上武
大学谷崎先生のご参加を得て，今後も同大
学東京サテライト大学院を使用させていた
だくことができます．

この会が今後も継続し，小林先生やメン
バーの方々からもっと様々のことを学びた
いと願っております．

（紹介者：佐々木英明）　

◎関東支部：東京「ドラッカーの窓から明
日を考える研究会」

主宰者：藤島秀記（当会理事・淑徳大学客員
教授）
スタッフ：司会進行／大木英男，事務局／
保科寛之（いずれも当学会会員）
第Ⅰ期研究会：当研究会は2007年9月に第
Ⅰ期第1回をスタートし，1カ月に1回のペ
ースで，2008年7月に第Ⅰ期10回を終了し
ました．研究会では問題提起者が資料をも
とに発表し，それについて全員でディスカ
ッションを行いました．また，2008年9月
には特別公開講座として外部の識者（慶應義
塾大学名誉教授小林規威先生）をお招きし，
公開講座を行いました．テーマは「日本の国
際化企業―国際化と経営パフォーマンス」で
す．
会員：第1期は登録会員約30名でした．研
究会員は当学会の会員に限定しております．
レポート：各回の発表結果をレポートとし
てまとめ当学会HPに掲載しました．
会場：前半は淑徳大学池袋サテライトキャ
ンパスで，後半は日立製作所さんのご好意
で同社研修所で開催しました．
第Ⅱ期の計画：当研究会の第Ⅱ期は，下記
のように08年10月から開催します（08年9
月現在）．
①研究会の形態

次のようにタイプAとタイプBを，ほぼ

交互に実施します．
［タイプA］

藤島先生がドラッカーの論文を選定し事
前に会員にお送りします．各自それを読ん
だうえで，ディスカッションを行います．
［タイプB］

従来と同じ方式です．すなわち，会員に
よる発表・問題提起を行い，それについて
ディスカッションを行います．
［特別公開講座］

適切な時期に，Ⅰ期と同様外部識者をお
呼びして講演をしていただきます（Ⅱ期で1
回のみ）
②期間と時間

2008年10月～ 2009年7月までの10回．
また，Ⅰ期同様，土曜日の午後2時～ 4時
30分とします．
③場所

引き続き日立製作所さんのご好意で，原
則として同社研修所を利用させていただき
ます．略図は当学会HPをご覧ください．
なお，淑徳大学池袋サテライトキャンパス
が使用可能なときは臨時で使うこともあり
ます（藤島先生が空き状況を調べています）．
④会費

1回1000円とします．用途は外部講師へ
の謝礼と，「タイプA」では会員に事前資料
をお送りしますので，そのコピー料・郵送
料に充当します．Ⅰ期と同様，必要な金額
が集まると判断した時点で会費徴収をスト
ップします．
⑤レポート

タイプB（発表者の発表）については第Ⅰ
期と同様レポートを作成します．タイプA
の場合は特にレポートは作成しません．

このように「ドラッカーの窓から明日を考
える研究会」は，2007年9月にスタートし，
第Ⅰ期を終了し現在第Ⅱ期に入っています．

（紹介者：大木英男）

◎関東支部：東京　ドラッカー「マネジメ
ント」研究会

［設立趣旨］
「マネジメントという“言葉”は，すでに世

の中に周知されています．しかし，それは
ドラッカーの提唱するマネジメントの“意
味”でしょうか」という素朴な疑問から始ま
る研究会です．

ドラッカーの言う「マネジメント」を適用
した21世紀の組織運営について，また「一
般教養としてのマネジメント」について，一
緒に意見交換をしつつ，互いに学び合って
いきたいと思っております．
［設立時期］

2007年10月に上田代表に本研究会の構
想をお話した際にご助言をいただき，その
後，上野理事のサポートをいただきながら，
数名の有志（推進スタッフ他）による準備会
を経て，2008年1月23日に第1回研究会を
開催した．
［運営の方法］
①成果目標
 ・ ドラッカー「マネジメント」に関する執筆

活動（論文，事例集，テキスト等の作成）．
 ・ 上記に関するセミナーの企画運営など普

及に関する活動．
②研究会メンバー
 ・ ドラッカー学会の会員を優先しますが，

非会員も参加でき，会員増強に寄与する．
③運営方法
 ・ 会費は無料とする．
 ・ 貸し会議室などを利用して行う．
 ・ 2カ月に1回開催する．
 ・ 毎回当番を決め発表，その後，討議する．

一定期間経過したら成果物としてまとめる．
 ・ 必要に応じて，有志による臨時の作業会
（分科会，メールも可）を開催する．

 ・ 活動予定および報告は，学会ＨＰに掲載
します．

［研究会のスタッフ］
 ・ ファシリテーター　森岡謙仁（学会推進委員）
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が各自勉強会を主催することとしました．1
年目にあたる今年度は2006年8月より開催
していた名古屋での読書会を「HS名古屋」と
改め，新たに「HS三河」を立ち上げました．
各HSについては次のとおりです．
［HS名古屋活動報告］
◇ 開催趣旨：ドラッカーを知らない，また

は一度読んだことがあるような初学者を
対象として，多くの方々にドラッカーの
考えかたを知っていただくことを目的と
している．具体的な活動としてドラッカ
ー関連の著書を事前に読んできて，その
内容から気づいた点などを参加者全員，
本人の経験に基づいた具体例を基に説明
してもらう．

◇ 開始年月日：2007年12月から月1回でス
タート．現在は2カ月に1回の開催．

◇ のべ参加人数：約150名（各回参加10名
～ 20名）

◇ 活動状況：スタート時の課題本としては
入門編ということでE・H・イーダスハイ
ム著『P・F・ドラッカー―理想企業を
求めて』を使用．著者本人からもメールに
て学習についてアドバイスをいただいた．
またこのアドバイスに基づいて3月・8月
は京都への社会見学会を実施．9月はニ
ューヨークへ訪問．現在はドラッカーの
著書を毎回1冊読んできて発表する形態
になってきている．

【主催者より】
参加された方の大半はドラッカー初学者

ですが，何人かの参加者が影響を受けて業
務の大幅な見直しや，独立や起業をされ始
めるなどの変化が表れています．今後もド
ラッカー思想の普及につとめ，2010年ドラ
ッカー学会名古屋大会の成功を1つの目標
に定めます．

（紹介者：前田紳詞）
［HS三河］
◇ HS趣旨：ドラッカー思想の発展的研究を

目標とする．

◇2008年度研究内容：フィードバック分析
の実践の記録とプロセスの具体化と体系
化を目的とする．

◇活動状況：フィードバック分析について
はドラッカー曰く「強みを見つける唯一の
方法」と著書の中にあるが，具体的な手法
は記載されていない．参加者各自の考え
るフィードバック分析を実践し，その中
からなんらかの普遍的なものを見出すべ
く議論をする（詳細：学会ホームページに
てレポートを掲載中）．

【参加者より】
案の定，フィードバック分析を自由形式

で行うと各自バラバラになりました．それ
ぞれのやりかたで目標は達成されるのか？
　成果は上がるのか．強みは発見できるの
か．組織での活動において任意の手法の共
有は容易にできるのだろうか．この問いを
もってなお，答えを探したいという欲求が
抑えられればドラッカー学会にはいないで
すね．

（紹介者：番場建志）

◎四国支部
1 四国支部設立準備会：2008年5月8日に

開催．
①四国地区に在住のドラッカー学会会員

に本部から呼び掛けていただき，8名
で準備会を開いた．

②支部活動の簡単な取り決めを審議し，
月一回読書会を開催することを決めた．

③読書会教材として『明日を支配するも
の』に決定．

④読書会は①楽しく，気楽に，自由に意
見が述べられる雰囲気にし，継続に心
掛けようということになった．

2 会員の状況：現在（08年8月21日）読書会
登録者29名
①第1回6月19日開催．16名参加．今ま

で3回開催し15名前後が参加している．
②メンバーは，異業種，異世代などバラ

 ・ 推進スタッフ：伊藤年一（学会員）， 
後藤辰夫（非会員），梅田友隆（非会員）

［現在の会員数］
①研究会：24名
②分科会

1 「マネジメントと成果」分科会；12名（研
究会メンバーの有志）

 テーマリーダー；宗初末（学会推進委
員），サブリーダー；丸山有彦（学会推
進委員）

2 「IT企業とマネジメント」分科会；11名
（研究会メンバーの有志）

 テーマリーダー；伊藤年一（学会員），サ
ブリーダー；片貝孝夫（学会員）

［2008年活動状況］
Ⅰ 研究会活動状況（発表テーマの報告を中心

に）
〈第1回；1月23日，場所：フォーラムエイト〉
ファシリテーター森岡から，本研究会の設
立趣旨について説明があった後，本研究会
の進め方と運営について，意見交換を行っ
た．

〈第2回；3月18日，場所：フォーラムエイト〉
発表テーマと発表者（敬称略）

「民主的な組織は学習する組織」鈴木利和
「私が考えるドラッカーの言う『マネジメン
ト』とは」長島基（同氏のエッセイは学会HP
に掲載）

「福祉領域におけるドラッカー理論適用の可
能性」星野晴彦（同テーマは学会HPの研究
ノートに掲載）

「成果主義とモティベーション」宗初末；　
〈第3回；5月20日，場所：フォーラムエイト〉
発表テーマと発表者

「成果をあげるエクゼクティブを目指して」
梅田友隆

「法律実務におけるマネジメント」坂田真吾
「グーグルは21世紀のドラッカーマネジメ
ント実践者たり得るか」伊藤年一　

〈第4回；7月15日，場所：フォーラムエイト〉
発表テーマと発表者

「戦後日本の経営における『変化のための仕
組み』―ドラッカーの観点から」丸山有彦

（関連テーマが学会年報に掲載予定）
「市場において目指すべき地位は，最大では
なく最適である」片貝孝夫　

〈第5回；9月16日，場所；フォーラムエイト〉
発表テーマと発表者

「ドラッカーとヴェーバー―プロテスタン
ティズムと資本主義の精神の視点から」石川
正宏

「ドラッカーの著述と日本の現状にみる『マ
ーケティング』と『マネジメント』」後藤辰夫

「上記テーマとドラッカーに関する質疑応答
と意見交換」上田代表
Ⅱ 分科会活動状況

〈「マネジメントと成果」分科会：8月20日，
アーステミア虎ノ門オフィス〉
テーマリーダー；宗初末，サブリーダー丸
山有彦を中心に12名の参加者が活発な議論
を交わした結果，今後の分科会活動を通じ
て「目標と成果」についてまとめることにな
った．

〈「IT企業とマネジメント」分科会：8月28
日，アーステミア虎ノ門オフィス〉
テーマリーダー；伊藤念一，サブリーダー；
片貝孝夫を中心に11名の参加者が活発な議
論を交わした結果，今後の分科会活動を通
じて「IT企業の成功事例」についてまとめる
ことになった．
［今後の抱負］

今後とも研究会メンバーが互いに研鑽し
合い，ともに学習することを継続するとと
もに，それぞれがドラッカー「マネジメン
ト」を実践し，その事例を発表していきたい．
こうした活動を通じて，本研究会の成果目
標を一つずつ実現していきたい．

（紹介者：森岡謙仁）

◎東海支部
東海支部では2007年12月からホットス

ポット（以下HSに省略）形式をとり，会員
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ある手段を検討する必要が生まれていまし
た．

一連のシリーズが終了した段階で，今後
の研究会としての取組みを昨年末に検討し
た結果，新たに次のステップに展開する必
要を感じ次のような取組みを検討していま
す．

現在，地方の自立がいわれていますが，
長い間の中央依存体質が，自立のための経
験と知恵の蓄積を阻んでいたために地方を
再生する事業のマネジメントのノウハウが
十分ではありません．そのこともあって，
地方では自助努力の気風も十分とはいえま
せん．このような状況では，地方の自立ど
ころか特色ある地域社会の創造も単なる夢
物語です．

これらの閉塞感を打開するためには，地
方を再生するためのマネジメントの試みと，
自立と自律の気風を育んでいく必要があり
ます．そのためには，地域社会の創造に私
たち一人ひとりがその持ち場で参加し，そ
してコミュニティをつくっていく試みが求
められています．そのコミュニティづくり
の過程で市民が生まれます．新たな市民の
登場は，新たな可能性をもたらすコミュニ
ティをつくっていきます．そのような好循
環が生まれない限り，社会は機能しない．
私はそう思います．つまり，「ローカリゼー
ションとシビライゼーション」がキーワード
です．

私は，そのような取組みの一つの鍵とな
るのが「イノベーションと企業家精神」だと
考えます．そして，私は，九州地区で「イノ
ベーションと企業家精神」の普及に最も貢献
した人間として憶えられたいと思います．

福岡ドラッカー・マネジメント研究会の
取組みとして，そのささやかな貢献に私は
残りの人生をかけてみたいと思っています．

その試みに挑戦するために，現在，イノ
ベーションをテーマとした活動を始めるた
めに，今年中にHP，メーリングリスト，ブ

ログ，ミクシィなどの活動を本格化すべく
準備をしています．

（紹介者：時津薫）

◎技とマネジメント研究会　
本研究会の前身である，読書会が生まれ

たのは今から6年前のことです．
当時その読書会は，大工と製造業技術者

を目指す二人の若者が通うものづくり大学
において行われていました．

ドラッカー教授の本が好きで読書が好き
な仲間が，読書感想文を書き，語らおうと
いうのがはじまりでした．

二人の若者が社会に出た後は，それぞれ
に読書を楽しんでいました．

それから2年の歳月が流れ，久しぶりに
二人が再会したのはここ京都の地でした．
そこで自然と共通のテーマを抱いているこ
とに気付きました．それが「テクノロジスト」
でした．

ドラッカー教授の書から学んだことと，
ものづくりの仕事に関わっていることで，
テクノロジストの重要性を実感として感じ
ていたのです．

そして2007年「技とマネジメント研究会」
を創立しました．創立にあたり，ドラッカ
ー学会の上田先生，井坂先生，上野さんは
じめ多くの先輩方にご助力いただきました．

私たちは自身が「テクノロジスト」を目指
すとともに，「技術者のためのマネジメン
ト」をテーマに研究をしています．しかし「テ
クノロジスト」「技術者のためのマネジメン
ト」というテーマは私たちの想像以上に奥深
く，まだまだ未知の世界といえるものです．

技能者・技術者としてわずかであるが熟
しはじめ，深くものづくりの仕事にかかわ
るほどに私たちが描く「テクノロジスト」の
存在は偉大すぎるものに膨らんでいました．

また仕事をする中で，実際の現場ともの
づくりに抱く信念との食い違いなども，見
え始めてきました．

エティーに富んでおり，活発な意見，
経験が披露されている．

3 読書会の名称：第2回読書会で，読書会
の名称を「ドラッカーのポケット」決定
①ドラッカーの教え，思想を少しでもい

いからポケットに入れて持ち運び，そ
れを実生活の中で生かそうという意味
が込められています．

②「ポケモン」が連想され，ほのぼのとし
た温かみのある読書会の名前になりま
した．会の雰囲気そのものを表す名称
です．

4 今後の抱負
①進め方での抱負：
 ・ 会員の輪を少しずつ広げ，ドラッカー

の考えに触れる仲間を増やしていきた
い．

 ・ 和気あいあいとした雰囲気の集いに心
掛け，誰もが自由に意見を述べられ，
素直に他の人の考えを受け入れ「気づ
き」が得られる場にしていきたい．

 ・ 継続を旨とし，読書会が四国にしっか
りと定着するようにしていきたい

②期待：近い将来，本部の方々をお招き
し研修，交流の場を作っていきたい．

 四国支部事務局：香川大学大学院地域
マネジメント研究科　畑中　和義

（紹介者：畑中和義）

◎九州支部
現在，会員は16名です．昨年の同時期に

比べると7名増えています．
読書会の活動は，2006年6月以来月1回

のペースで開催し，すでに13回を超える活
動になっています．出席者は最近は10名を
超えるなど『非営利組織の経営』を題材にし
てからは，行政経営フォーラムを起源にも
つ「もやい九州」という組織のメンバーや福
岡市職員の熱心な取組みもあって，読書会
も大きな広がりが生まれています．これら
の取組みが，他の組織で取り組まれている

事業との連携の可能性を生み出しており，
その可能性を探りながら活動の広がりが生
まれるようにしていきたいと考えています．

その一環としての取組みに，九州支部で
は独自にメーリングリストを構築し，九州
支部の会員を中心にドラッカーの思想と哲
学に関心のある方に参加していただき，活
発な意見交換を始めています．現在のとこ
ろ，読書会の開催案内をはじめとして，事
前に読後のコメントを投稿していただいた
り，事後にまとめの感想を投稿し意見交換
を行っています．これらの取組み一つひと
つを他の組織の活動や事業と連携しながら
ネットワークをつくることができれば，大
きな可能性を生み出すかもしれません．

まだ小さな取組みではありますが，これ
らのささやかな取組みが，大きな広がりと
しっかりした足取りを描きながら，社会の
絆にいささかでも貢献できるように九州の
仲間一同，そして全国の志を同じくする皆
様方とともに，懸命にそして楽しく頑張っ
ていくつもりです．

　（紹介者：時津薫）

◎福岡ドラッカー・マネジメント研究会
本研究会の活動は，2006年6月に商工会

議所や中小企業の団体，NPO等に配布する
目的で「ドラッカー・マネジメントレポー
ト」を創刊することから始まりました．

発足当初，何から始めればよいかもわか
らない状況の中で，広くドラッカー博士の
思想と哲学を知っていただくためには，広
報の手段が必要であるという趣旨から「ドラ
ッカー・マネジメントレポート」を始めて，
2007年12月に19回をもって一連のシリー
ズが終了し次のシリーズに取り組む過程の
中で打ち切りを決意しました．このレポー
トは，当初から訪問による広報活動の手段
としての位置づけもあったため紙による媒
体が中心となっており，広報手段が極めて
限られていたこともあり，もっと広がりの
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◇本誌は今後も年1回（毎年11月）の発行を予定しております．編集にあ
たっては，内容に多様性を持たせるためにも，広く会員の方からの投
稿を歓迎しております．

◇論考の種類は研究論文に限ることなく，研究ノート，調査レポート，エッ
セイ，書評なども取り上げたく考えておりますので，積極的な投稿を
期待しております．

◇編集計画および査読との関係上，投稿を予定される場合，8月を目途
に原稿を提出していただきます．

◇なお，ウェブ版につきましては常時受け付けております．

【投稿規定および編集方針】
※本規定および方針は，必要に応じて改訂することがあります．

（1）投稿資格
本会の会員を対象とする．
ただし，会の活動に有益と認められる場合，編集委員会の判断により，会員

以外の研究者に寄稿を要請する場合がある．
投稿原稿は未発表のものに限る．

（2）論考の種別・内容
①論文
 ドラッカーの知的業績に関する理論的研究ないしその実務面への応用に関

する論文．
②ノート
 論文に準ずるもの．例えば，研究テーマ，理論・手法についての着想の提示，

研究結果の中間発表，学界・実務界の動向の紹介等． 
③実践レポートその他
 例えば，企業経営，マーケティング，戦略論等に関する実践レポート，日

常業務から得た実証データの紹介，その他上記に関し特に注目すべき事柄
についての調査レポート等．

④批評・書評
 ドラッカー著作，あるいはその関連書籍あるいは論文に関する書評．

（3）原稿作成上の注意
①論文
◇A5版横組，並製，カンマ・ピリオド（．，）使用，数字・アルファベット等は

現在は研究員が3名となり，よりテクノ
ロジストの核心に迫ろうとしています．心
底に在った「日本のものづくり」への想いが
さらに大きく膨らんでいます．それは危機
感であり希望であると私たちは考えていま
す．

若い技能者・技術者こそマネジメント能
力が必要であると私たちは確信しています．
「技術者のためのマネジメント」を解明し，

また次代の技術者・技能者にも伝えていく
ことが今後の夢です．

（紹介者：高木一茂）
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半角，字数1万5000字程度（計表・グラフ類および数式を含む）．本文10.5
ポイント，図表，注，文献表記9ポイント．

◇本文の冒頭に，200字程度の要旨を添付．欧文タイトル・欧文要旨も付ける．
◇引用部分，注については，原則として文末注形式とする． 
②ノート，調査レポートその他
 字数7000字程度．執筆方法は論文に準ずる．本文の冒頭に，200字程度

の要旨を添付．欧文タイトル・欧文要旨も付ける．
③書評：字数4000字程度．
④選考方法
 投稿原稿は，執筆者名等を匿名として，まず委員長が予備審査を行い，予

備審査を通過したものについて，レフェリー審査（編集委員または編集委
員以外の会員から選定された2名程度）を経て掲載の適否を決定する．投
稿された論稿の種別（論文，ノート等）は，編集委員会の判断で変更を促す
場合がある．

⑤氏名・住所・略歴等
 氏名（ふりがな），年齢，住所，職業（所属会社・機関・大学学部名，役職名等），

電話番号，Fax番号，Eメールアドレス，論稿の種別，略歴（最終学歴，現職・
職歴，社会活動，主要業績等を200字以内）を本文から独立の表紙に明記．
なお，これらは本文中に含めない．

⑥送付方法，送付先，問い合わせ先
 原稿ファイル（WORD等一般的なソフト）をEメールに添付し，下記または，

編集委員会に送付するものとする．
（4）専門と実務を架橋しうる質の確保・充実

 本誌の執筆者・読者は，研究者，学生，経営者，コンサルタント，ジャー
ナリスト等，多様な領域における実践の場で活躍している．また，近年の
研究傾向を見るならば，若手・中堅世代の会員の増加も期待される．この
ような会員の特性を踏まえ，各領域，各世代の読者の知的欲求に応えつつ，
同時に専門誌としての質の充実を図る観点から編集活動を行う． 

（5）論稿の対象分野
 P. F. ドラッカーの知的業績全般を対象とし，その分野での理論と実践の

架け橋を指向する．
 「ドラッカーによる知的体系に関する理論面での研究」と「その実践面への応

用ないし手法の研究」を編集の主軸とする．いずれも，実務家の会員に配慮
し，実務の遂行にあたり，有用な指針を提供するものとなるべく指向する．

 ウェブ事業との相互補完を図るとともに，会員との情報共有の手段として
も有効活用していく．

ドラッカー学会編集委員会
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社会的理想像ほど，急速に，かつ予期せぬかたちで変化するものは
ない．―『産業人の未来』

真のマーケティングは，顧客から出発する．すなわち人間，現実，欲
求，価値から出発する．―『経営者の条件』

私の知っている一流の教師は皆，子供と大人の区別をしていません．
進み方の早さに違いがあるだけです．中身は大人のレベルです．入門
クラスであってもレベルは大人のものなのです．―『非営利組織の経営』

卓越した者の強みや能力が他の者にとっての脅威となり， その仕事ぶ
りが他の者にとっての問題や不安や障害となることほど，組織にとっ
て深刻な問題はない．―『現代の経営』 

昨日を守ること，すなわちイノベーションを行わないことのほうが明
日をつくることよりも大きなリスクを伴う． 
―『イノベーションと企業家精神』

死体が臭わないようにすることほど涙ぐましく，しかも不毛な仕事は
ない．―『イノベーションと企業家精神』

マネジメントたる者は，共に働く者から自らの仕事を教わらなければ
ならない．―『マネジメント―課題，責任，実践』

指揮者は，一人の人間を受け入れるために，楽譜を書き直したりはし
ない．―『経営者の条件』

われわれが今日直面しているのは，「新世界無秩序」である．しかも，
それがどれほど続くかは不明である． 
―『ポスト資本主義社会』

否定の強調は，明らかに前向きな信条の欠如を補おうとするもので
ある．―『経済人の終わり』

組織の基盤となるべき原理は，「私的な悪徳は公益となる」ではない．
「私的な強みは公益となる」である．これが，マネジメントの正統性
の根拠である．マネジメントの権限の基盤となるべき正統性の根拠
である．―『マネジメント―課題・責任・実践』

経営管理者は現実的でなければならない．しかるに，冷笑家ほど現実
的でない者はいない．―『現代の経営』




