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回想のピーター・ドラッカー
Peter Drucker in Retrospect

野田一夫

Kazuo Noda

（本会顧問，多摩大学名誉学長）

「私はプロフェッサーではない．コンサルタントだ．ただし，目下米国では
多分たった一人の
“トップ・マネジメントのための……”
．それと，これからは
“ピーター”とファースト・ネームで呼んでくれ．私も君を“カズオ”と呼ぶよ
……」と言ってニッコリ笑ったドラッカーの人懐っこい顔が，今も忘れられな
い．初来日した彼と初めて会った時，（当然のことながら）
“プロフェサー”と
いう敬称をつけて挨拶した私に対する，彼の全く思いがけないほど気さくな返
事だった．以来長い交際を通じて，彼への気持は
“尊敬”
と言った堅苦しいもの
ではなく，常に
“敬愛”
とでも表現すべき
“親しみ”
でありつづけた．
彼が折りにふれて自負しつづけた（単なる“学者”ではなく，企業であれ NPO
であれ組織の最高幹部たちから深く信頼される）
“コンサルタント”の最大の役
割とは，
「到来する近未来を的確に予測し，それぞれの組織の
（対外的・対内的）
活動に戦略的指針を与えること」であろう．しかも彼の未来予測は預言者とか
占い師などのそれとは凡そ違って，今日の現実の中にすでに表れている明日の
現実のかすかな兆しを察知しうる鋭い感性と，それらが本格的に現実化してい
く必然性，度合いとテンポ，それぞれの組織に及ぼす影響……などを推理しう
る高度な知性，学識，教養……から導き出される．
そのようなコンサルタントを職業とするためには①天賦の資質，②幼年期の
良き家庭環境 + 少・青年期の自由な教育，③多彩な友人知人との広範な交際，
④複数の異なった職業経験，⑤
（言うまでもなく）
健康と絶えざる知的努力……
といった彼固有の条件が揃わねばならない上に，強固な志向性も必要だった．
『経済人の終わり』
と
『産業人の未来』
の出版で一躍若き論客として名を成した彼
は，
「
（主要関心事となった）産業社会を知るために，大企業の実態を把握した
い」という知的好奇心から GM とのコンサル契約を結び，同時に，一流大学教
授＝学者としての未来を捨てた．彼の志向性の強さを示す有名な事例だ．
ドラッカーが没して早くも 4 年が過ぎようとしているが，
「20 世紀きっての
思想家」，「マネジメントの創始者」……等という表現で讃えられる彼の声望と
影響力は，世界の多くの国々の人々の間で高まるばかりである．日本も例外で
ないことは，彼の著作の翻訳が次々に出版されて売行きを伸ばし，多くの論者
が折に触れて彼の所論や発言を引用し，そして何よりも，彼が逝去した直後に
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最後に，「ドラッカーを読むことが，ドラッカーを論ずるためにではなく，

実が端的に物語ってくれている．ただし，他国に比べて日本の“ドラッカー熱”

読者各位の独自の社会観なり人生観の熟成のためにこそ役立ってほしい」と衷

の高まりでとくに気になることが，私には三つある．

心念じつつ，本稿を結ぶ．

第一は
“理論化”
．
“ドラッカー学者”
たちは，彼の言を各自の専門分野の立場
で解釈し，整合性のある
“理論”
にまとめたがる．彼が書き残した多数の著書や
論文には，自然諸科学・社会諸科学はもちろん東西の歴史・宗教・哲学から文
学に至るまでの驚くほど巾広い学識と教養が十二分に反映されているのが最大
の特徴だが，同時に彼は自説の体系化などより，むしろ類稀な洞察力をもって
する“未来”
認識とそれにもとづく
“示唆”
ないし
“警世”に力点を置いてきたこと
も一貫している．したがって，執筆年別に縦断的に読んでこそ価値ある彼の著
作を横断的に読破して，その所説を大小の問題別に整理し理論化するほど空し
い試みはない．時代を超越した彼の理論など求めるのは，愚かな努力である．
第二は“神格化”．外国とくに欧米で大いに名を成した芸術家でも学者でも，
多くはご本人も気がつかないうちに，日本に無数の盲目的信奉者なり熱狂的
ファンができるのが常だ．ドラッカーだけはその一人にさせたくない．なぜな
ら，彼の気さくな人柄は
“教祖”
とか
“カリスマ”
とは凡そほど遠く，そのような
扱いに彼は必ずや顔をしかめるだろう．彼の所論の中にはたしかに明らかな独
断もあれば偏見もあるし，時に知ってか知らずしてか見解を変えたこともあっ
た．にもかかわらずこうしたことは，卓越した思想家としてまたコンサルタン
トとしての彼の評価をいささかも貶めなかったところに，彼の偉大さがある．
第三は
“専有化”
．ドラッカーの著作の翻訳権をある出版社が専有することは
致し方ないが，
ドラッカーの著作内容は誰も専有することはできない．だから，
60 年にわたって
「各時代とその先……」
を的確に，説得的に書き，語ったドラッ
カーに関する限り，その思想や所論の専門的解説者などは全く不要な存在であ
る．「ドラッカーがどう言ったか」
についてはその著作（またはその翻訳書）から
それぞれの読者がその意味を自分自身の経験と知識に基づいて考え，解釈し，
役立てることにしよう．
「体験に裏付けられない思想」は
「効果的実績のない権
威」とともにドラッカーが最も嫌ったものなのだ．
……とは言っても，ドラッカーの膨大な著作や論文を読み進むことは，概し
て
“活字離れ”世代には無理だろうし，
“活字慣れ”世代にはその時間が無かろ
う．そこで，ドラッカーを包括的に知るために
（日本語で読める）一書を推薦
してほしいと要望されれば，私は迷わず
『ドラッカー』
（ジャック・ビーティ著，
平野誠一訳，ダイヤモンド社）を推薦したい．著者は雑誌編集者として親交が
あったが故に，ドラッカーの主要著作や論文のほとんどをその華麗な人生遍歴
との関連で
（時には批判も交えて）
巧みに概観してくれている．しかも原稿の内
容の事実関係を，晩年のドラッカーは丹念にチェックまでしてくれたと言う．

【略歴】本会顧問．東京大学文学部社会学科卒業（産業社会学）．東京大学大学院特別研
究生（企業経営論），マサチューセッツ工科大学ポストドクトラル・フェロー（企
業経営の国際比較），立教大学社会学部教授，多摩大学学長，宮城大学学長を歴任．
現在，多摩大学名誉学長，財団法人日本総合研究所理事長．
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ドラッカーの先見性

Drucker’s Foresight

ドリス・ドラッカー

Doris Drucker

上田惇生訳
Translated by Atsuo Ueda

What special insight let Peter Drucker, born in 1909 and living almost his entire
life in the 20th century, predict social and political developments which would occur in
the 21st century?
He did not participate in systematic long-range trend watching, scenario
development or visionary design. He strongly disclaimed being a futurist – that is,
somebody who asserts that he can see things that do not exist as yet but might become
realities at some future date and in some other realm. A better name for him would be “a
philosopher of foresight,” unveiling a subject that has a high probability of becoming
visible at a future time.
One of Drucker’s favorite sayings was “To understand the future you have to invent
it.” The future is unknown and unknowable, he explained. It is not a new territory like
Mars that has existed long before us and is waiting to be explored. The future exists
only through us. we create it, and it is circumscribed by what we want or can realize in
it.
Drucker’s lifetime coincided with a period of growing expectations and what we
call economic progress, interrupted by one Great Depression and several more or less
severe “bumps.” He was aware of the cyclical nature of life—the proverbial “seven
fat years” inevitably alternate with the “seven lean years” and he realized that the last
thirty years of the 20th century harbored the seeds of a slowdown, if not an outright
downturn in the economic, political and social sphere. His view of what was ahead
was based not on fantasy, but on an analysis of the past and the present situation.
The crucial question is “what has already happened that is likely to influence the
development in politics, economy and society?” Everything is in a state of constant
change, and subject to a variety of outside and sometimes controversial needs and
demands.
Drucker’s greatest contribution was to isolate the change agents, and their
qualification and quantification for social political arrangements. For him, the most
powerful change agent was innovation, especially interdisciplinary innovation
encompassing global trends, plausible scenarios, emerging market opportunities, and
risk management, to name but a few.
His interests were so manifold that it is impossible to do justice to all the innovative
aspects of his time which he discussed in his body of writing. I will focus here on
just one innovation which he deemed highly important and worthy of considerable
discussion: the rise of the knowledge worker. Throughout the 19th and part of the 20th
century working meant working for oneself as a small tradesman or craftsman, with

いかなる洞察力のゆえに，20 世紀を生きた 1909 年生まれのピーター・ドラッ
カーが，21 世紀の社会と政治の行方を見通せたのか．
トレンド観測を行ったわけではない．シナリオや未来図の類を描いたわけで
もない．もちろん，本人も断言していたように，どこかでいつか起こることを
予測するだけの未来学者でもなかった．あえて言うならば，ピーター・ドラッ
カーとは，やがて誰の目にも明らかになるものの覆いを世に先んじて外してく
れる先駆けの人だった．
ドラッカーは
「未来を知る唯一の方法は，未来を創ることである」
と言ってい
た．未来は分からない．分かりようもない．火星のように，ずっとそこに存在
しつづけ，われわれの探索を待っていただけの存在ではない．未来が存在する
のは，われわれを通じてのみである．それが存在するのは，それをわれわれが
創るからである．それは，われわれが望み，われわれが現実とするものによっ
て形作られるものである．
ドラッカーが生きた時代は，経済成長への期待と不況とが，ないまぜになっ
た時代だった．好況と不況の 7 年が循環しつつ，
20 世紀最後の 30 年に至っては，
経済，政治，社会のいずれもが停滞した．そのような中にあってドラッカーは，
過去と現在から未来を見通していた．
問題は，政治，経済，社会に重大な影響を与えることで，すでに起こったこ
とは何かを知ることである．すべてのものが変化する．すべてのものが，外の
世界から影響を受ける．
ドラッカーの最大の貢献は，それら変化の原因となるものを明らかにして
いったことにあった．それらのもののうち，ドラッカーがとくに重視していた
ものが，グローバルなトレンド，ありうるシナリオ，現実化しつつある新たな
需要，リスクの管理を踏まえた社会的なイノベーションだった．
ドラッカーの関心はあまりに広く，ここでそのすべてに言及することは不可
能である．しかし，彼が最も重視していた変化の一つが，ほかならぬ知識労働
者の興隆だった．
20 世紀の初めまで，労働とは，一人で行うかご主人のために行うものだった．
ドラッカーは『未来への決断』
（1995 年）において，「仕事と労働力，社会と政治
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a few employees or apprentices, or as a servant to a “master” or a “mistress.” In an
article (“Transformation”) in the Atlantic Monthly of September 1994 Drucker asserted
that work and workforce, society and polity had now become totally different not only
from what they were in the first fifty years of the 20th century but also from anything
that had existed at any other time of history. This social transformation, he predicted,
would have a lasting, if not permanent effect.
Blue collar workers became a minority, from 1980 on—not only as a percentage
of the total of workers who were employed in the diverse industries but later also in
absolute numbers. Yet industrial production was growing faster than ever, in the United
States and elsewhere.
For Drucker these numbers indicated a development which would affect social
structure, community, government, economy and politics. It was totally unprecedented,
and the more so because the decrease in general workers was matched by a replacement
of history’s traditional groups and the groups of industrial society by the knowledge
workers, a group which was fast becoming the largest single group (though, by no
means, a majority) in the workforce and population of post industrial society in every
developed country.
Knowledge workers use their brain, rather than brawn, and there are vast
differences in their working methods, their relations to their jobs and other work
related criteria. For example, manual work is highly visible, knowledge work is largely
invisible—it happens between people’s ears. Knowledge work focuses on the right
questions, manual work focuses on the right answers. Knowledge workers need to be
treated differently than manual workers – hence there will be unprecedented demands
on managers to change their traditional policies and practices. Knowledge workers
need to have formal education－they cannot learn through apprenticeship. The demands
on appropriate schooling and training is another new task for the 21st century—a prime
example of how a change in the composition of the workforce of the 20th century
requires planning for education in the 21st century.
Drucker’s seminal discourses on the knowledge worker are beyond the frame of
this short essay, I mention them only as an example of his creative thoughts on change
and effect. I could have equally well described his various writings and speeches on,
say, the fading boundary lines between profit and non-profit organizations, or on the
changing relationship between international trade and investment or on demographics,
for instance on the skewed age composition of the workforce and how to turn problems
into opportunities. Anybody who is interested in previewing a likely picture of the
world in, say, 2050 and beyond will find ample references in one or the other of
Drucker’s books, for example “Managing for the Future,” “Managing in a Time of
Great Change” or “The Changing World of the Executive.”
That picture will not be perfect: there are going to be large empty spaces. Drucker
did not look, for instance, at the development of information technology and especially
of the Internet, nor was he greatly concerned with the diminishing energy resources
and other troubling problems with which the world has to come to grips, the sooner
the better. Nevertheless there are enough aspects in Drucker’s analysis of social
and political markers which defined the 20th and 21st centuries to keep scores of
practitioners and theorists busy for many years to come.
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のすべてが，20 世紀前半のものとも，歴史上いかなる時代のものとも，まっ
たく異なるものとなった」
といった．
このとき彼は，この変化が，永久ではなくとも恐るべき長期にわたって人類
の歴史に大きなインパクトをもたらすといった．すでに 1980 年には，肉体労働
者は被用者人口の半数となり，やがて全労働者人口の半数を切ることが明らか
となっていた．しかもその間，
製造業生産はあらゆる先進国において伸び続けた．
ドラッカーの目には，この変化が，社会の構造，コミュニティ，行政，経済，
政治の在り方を根本から変えるものとして映った．それはまったく前例のない
変化だった．こうして，到来したポスト産業社会において，最大の階層として
の座を占めたのが，知識労働者だった．
知識労働者は肉体ではなく頭脳を使う．仕事の仕方も仕事との関係も肉体労
働者のそれとは大幅に異なる．肉体労働は目に見えても，知識労働は目に見え
ない．それは頭の中での働きである．肉体労働は正しい答えに沿って仕事をす
る．知識労働は，正しい問いを求めて仕事をする．知識労働者と肉体労働者で
はマネジメントの仕方が異なる．マネジメントの人間に求められることも異な
る．知識労働者は，徒弟として覚えるものとは異質のものを正規の学校教育に
よって手にしなければならない．こうして，21 世紀は 21 世紀のための教育を
必要とする．
知識労働者についての一連のドラッカーの論考は，この小論が扱いうるもの
ではない．ここでは，変化とその結果についての彼の思考の例示という段階に
とどまらざるをえない．
変化とその結果についての思考ということならば，たとえば，営利組織と非
営利組織との境界の無意味化，通商と投資の関係の変化，人口構造の変化，就
業者人口の構造変化がもたらす問題と機会などを取り上げてもよかったかもし
れない．
2050 年あるいはそれ以降の世界の様相に関心を持つのならば，『変貌する経
営者の世界』
（1982 年），『未来企業』
（1992 年），『未来への決断』
（1995 年）が参
考になるはずである．
もちろん，
それらですべてが分かるわけではない．事実，
空き地だらけといっ
てよい．たとえば IT 革命とくにインターネット革命については論じ尽くした
とは到底いえない．世界のエネルギー資源の枯渇についても十分には論じてい
ない．まもなく世界が直面することになる他の多くの重大な問題についても同
様である．
しかしそれにもかかわらず，20 世紀と 21 世紀を規定する社会的政治的事象
にかかわるドラッカーの分析には，
多くの理論家と実践家が，
今後長きにわたっ
て取り組んでいくことになるものが豊かに配されているというべきである．
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Management as a Bridge between Culture and
Civilization: A Philosophical Framework for
the Next Century
Atsuo Ueda, President, Drucker Workshop
Isaka, Editorial Board Member

Interview and Production by Yasushi

Translated by James and Akiko Miura Nunn

世界観に着目する

Focusing on the Worldview

――今年はドラッカー生誕百周年に当たる．世界的にもドラッカーに関する実

—T his year marks the 100th anniversary of Peter F. Drucker’s birth.
Momentum around the world regarding Drucker-related practices and
studies is reaching a peak. So, which aspects should we pay attention to,
going forward?

践や研究の機運が高まっている．今後目を向けるべき領域というものはど
こにあるだろうか．
上田

やはり世界観というところだろうと思う．そこがドラッカーと他の論者

を決定的に分けているからだ．
ドラッカーがマネジメントを
「発明」
したとされるのには二つの意味があると
思う．一つはそのフレームワーク，あるいは体系を確立したという意味での発
明，もう一つはそのスキルを発展させたという意味での発明である．ここでも
フレームとスキルの二つの側面が両輪として機能している．
実際，マネジメントに関するコンセプトやスキルとは 8 割以上がドラッカー
由来であり，多くの経営学者，マーケティング，戦略の専門家がそのことを事
実として受け入れている．マーケティングの大家，セオドア・レヴィットが，
ドラッカーの剽窃者をもって自ら任じていたのがその典型である．ドラッカー
の弟子には何通りかあって，ドラッカーの体系を意識的に発展させた人，特に
何も言わず自らのものとする人，ひいては自らの登録商標としてしまう人など
さまざまである．
だが，そのようなことが出てくるのには原因がある．発展させる人々に共通
するのは，マネジメントをスキルの問題とともにフレームワークの問題，すな
わち世界観の問題と捉えている．言い換えると，マネジメントとはスキルでな
い無数のものを含んでいる．そこには必ず世界観，思想や哲学がある．何ごと
も手段だけを発展させることはできない．
北海道に旅行に行くという目的は共通でも，そこにいたるのにはいくつもの
方法がある．飛行機でも船でも行ける．夜行列車でも行けるし，新幹線を乗り
継いでも行ける．はじめから鈍行でも行ける．ひいては自転車や徒歩でも時間
さえかければ行くことができる．だが，確かなのは目的地に到達するための手
段のなかに，
その人の旅への考え方，
あるいは人生観が確実に反映されている．
スキルもそのようなものだ．そして，その背後には，コントラバスの重奏の
ように常にフレームワーク，思想といったものが鳴り響いている．恐らく，マ

Ueda: I think it would be his worldview. That is what so decisively separates Drucker
from other writers.
I believe there are two ways to interpret how Drucker “invented” management. One
is that he established its framework, or discipline. The other is that he developed most
of the management skills. In a way, these two parts—the framework and the skills—
function as two wheels.
In fact, more than 80% of the concepts and the skills associated with management
originated with Drucker—which many management scholars, and marketing and
strategy experts admit. A case in point is Theodore Levitt, a marketing authority, and
self-admitted Drucker plagiarist. Drucker disciples take many paths. Some consciously
build upon Drucker’s system; others take Drucker’s ideas without giving him credit;
and yet others take them to build their own brand.
However, there is a reason for this. Among those building on Drucker’s work,
what they share is the grasp of management as dealing with worldview-related issues.
In other words, management consists of countless other things besides skills. There
definitely exists a worldview, that is to say, thought and philosophy. It wouldn’t do to
develop only one’s skills.
For example, if you had a plan to travel to Hokkaido, a northern island of Japan,
there would be many ways to get there, even though the destination is the same. You
could take an airplane or a ship. Or you could take a non-stop sleeper train, or you
could use bullet train connections. You could take local trains from the start, or even
go there by bicycle, or on foot if you wanted to. In any case, the method for reaching
one’s destination definitely reflects one’s perspectives on travel, or outlook on life.
Skills are the same kind of thing. And so, like a contrabass ensemble, the
framework, or worldview, is flowing deeply in the background. Regarding a system
of management, it’s likely only Drucker could lay out such a profound undercurrent.
For example, even though such skills, or methodologies, applied by many of business
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ネジメントに関してそのような底流をなす体系を提示しえたのは今もってド
ラッカーだけであろう．たとえば，今多くの企業で取り入れられている，バラ
ンスト・スコアカードなどはスキルとしては充実しているものの，その 80％は
『現代の経営』
で展開された考え方である．
要は何が言いたいかというと，フレームがすべてということである．それを
理解すれば，スキルは付け足しに過ぎなくなる．底流をなす基本的なものの考
え方さえ会得すれば，すべてのものが見えてくる．あえてたとえれば，空手や
柔道における型のようなものだ．ドラッカーは柔道に関心を持っていた．イノ
ベーションの方法論で柔道戦略などと名づけたものがある．それは相手を倒す
技法という以前に，一つの道，姿勢を意味する．たぶんそんなところが彼を惹
きつけたのだろう．

必然の進歩は幻想である
――世界観とはそもそもどのようなものとして捉えればよいのだろうか．
上田

どのような風景を当たり前と感じるかに関わる．すでに現代を生きる

人々は祖父母や父母の時代とは異なる風景を目にしている．そしてわれわれの
子や孫の世代は，われわれとはまったく違う風景を目にすることになる．
典型的なものはイズムの消長だ．古くは中世において宗教的意味合いにおけ
る「必然の堕落」
というものがあった．堕落とは変化を意味した．つまり，変化
こそが悪の張本人だった．変わることは明らかに悪だった．その当時存在した
組織とはすべてが変化を阻止することをその本質に持っていた．
だが，
17世紀以降，
いわゆる近代にいたって，
そのような風景は様変わりした．
まったく正反対の世界観が支配しはじめた．変化というものが世の中を覆いは
じめた．同時に，それらの変化にはあるべき姿というものがあるという思想が
一般化していった．その特徴を一言で表すならば，必然の進歩があるはずだに
尽きよう．
彼の生育環境も多分に関係していると思うが，ドラッカーは早くから
「必然
の進歩」を信じてはいなかった．彼はオーストリアのウィーンやフランクフル
トで 20 年代から 30 年代にかけて生起し猛威をふるうナチズムを目のあたりに
している．なぜ文明が最高潮を迎える 20 世紀に，しかもゲーテやモーツァル
トを生んだヨーロッパでそのような凄惨かつ非人道的な出来事が支配するの
か．合理を信じるものにとって，
かかる現実とは不条理以外の何ものでもない．
現実を前に呆然自失するのみである．
「必然の進歩」
などというものは存在しない．ここから思考のフレームを再編
することである．それが現実観察の基本姿勢となる．変化のための指針となる．
――そのこととマネジメントはどのような関係があるのだろうか．
上田

マネジメント誕生に関わる契機，あるいはそれに関する問題意識を考え
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organizations today, like the “balanced scorecard,” have been refined, 80% of those
concepts were laid out in Drucker’s The Practice of Management.
In short, the point is, the philosophical framework is everything. If you understand
this, you get beyond the skills, which are only add-ons. If you can understand the basic
flow of this way of thinking, it all becomes clear. If I dare to say for example, it would
be like karate, or judo. Drucker had an interest in judo. In fact, there is a method for
innovating which Drucker named the “judo strategy.” It means prior to defeating your
opponent with technique, attitude is the way. Perhaps that’s why Drucker was attracted
to it.

“Inevitable Progress” is a Delusion
—How can we grasp a worldview, anyway?
Ueda: It relates to whatever surroundings you feel are normal. In other words, we, in
the present day, see a different setting from the one which our parents saw. And the
generations of our children and grandchildren will encounter totally different settings
from ours.
A representative thing is the rise and fall of “isms.” In former times, in the Middle
Ages, there were associated religious connotations, and the “Inevitable Fall.” Change
meant damnation. In other words, change itself was the villain. Change was clearly
evil. The nature of every organization existing at that time was to fight against change.
However, since the Seventeenth Century, the so-called modern era, the norm
was altered. A completely opposing worldview began to dominate. Changes started
spreading throughout the world. At the same time, the philosophy of change leading to
a more perfect world began to prevail. To characterize it in a single phrase, it plays out
as “Inevitable Progress.”
His upbringing and environment were doubtless so interrelated. Drucker never
believed in “Inevitable Progress,” from an early age. In his twenties and thirties, in
Vienna, Austria and Frankfurt, Germany, he was an eyewitness to the rise of rampant
Nazism. How in the world, during the Twentieth Century, when civilization was at
its height in Europe, where Goethe and Mozart had flourished, could such inhumane
atrocities prevail? As for believing in rationality, this reality was nothing more than
total absurdity. Faced with such a reality, one could only stare in stunned disbelief.
There is no such thing as “Inevitable Progress.” You will have to reorganize your
frame of reference from now on. This will become the basic stance for the observation
of reality and the compass of change.
—What’s the relationship between worldview, and management?
Ueda: It is important to have a viewpoint based on a philosophical worldview
when you think about the momentum related to the origin of management, or its
related awareness. Above all, no ideology has done people or society any good. No.
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る際も世界観の視点がだいじである．何よりもいかなるイデオロギーも人や社
会を幸福にできなかった．いやそのような言い方は正確ではない．社会主義，
全体主義，資本主義，それらのイデオロギーはもっと積極的に人と社会にとっ
て害をなしてきた．一貫して損ない続けてきた．
そのような時代状況を生きてきたせいとも思うが，ドラッカー自身はマネジ
メントによって社会が成立するとするならば，まずもってそれによる深甚なる
副作用がないかということを考えている．社会主義，全体主義，資本主義が人
と社会を不幸にしたように，マネジメントによる産業社会も人と社会を不幸に
するのではないかと考えた．
重要なのは，
それぞれの文化に適応した方法論である．確かに企業組織によっ
て生産力は上がった．しかしそれぞれの企業があたかも国家内国家のように奴
隷制を布いていたら，あるいは絶対階級が支配していたら，それは違う形で人
と社会を損なうことになる．組織が社会に対して害をなすような存在になって
しまったらどうなるだろうか．産業社会は成立しないことになるだろう．ある
いはそれは新手の悪性イデオロギーということになるだろう．
結局，人というものは
「こうすればうまくいく」
という論法が好きで好きでた
まらない存在である．つまるところ怠け者である．だから手を変え品を変え，
新しい絶対的な理論や手法を編み出しては瞞されてきた．それはドラッカーが
言うように，追い求めてはいけない
「賢人の石」
だった．そのような例はマネジ
メントの中にもある．たとえば，マネジメント・サイエンスなどは本来生産力
向上に貢献すべき存在だったのに，結局は極端な定量化に特化した異形の学問
になってしまった．
それまでの社会科学の歴史が証明するように，極端な定量化とはそれ自体一
つの病理であり，一つの危険なイズムだ．経済学がその典型であろう．数学を
利用して物理学が大成功したのを横目で見たこともあり，同じように数学を利
用して経済学の地位は確かに向上した．各国には大臣クラスまで誕生した．さ
らにそのような世俗的成功を横目で見た人が自分にも儲けさせろということ
で，経営学者までそれを活用するようになった．だが，結局のところ，社会に
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Putting it that way doesn’t do it justice. Ideologies such as Socialism, Totalitarianism
and Capitalism have been aggressively harmful to people and society. They have
consistently continued to fail them.
Drucker lived in such times, which would partially account for his thinking. He had
been conscious of the idea of a society based on management, and whether or not there
would be any profound adverse effects. He thought that a management-based industrial
society might also be detrimental to people and society just as much as Socialism,
Totalitarianism and Capitalism had been.
The key is to use culturally adapted methods. It’s a fact that productivity has risen
because of business organizations. However, if each organization maintained a system
of slavery, like a state inside a state, or if a class system dominated the organization,
people and society would be harmed by those mistaken forms. What would happen if
the very existence of organizations caused harm to society? Industrial society would
likely not be established. Or, it would be just the latest malignant ideology.
After all, humanity just loves a theory that promises “if you do this, it will solve
everything.” In other words, people are very lazy. That’s why people are deceived
time after time when the next infallible theory, or new method, comes along. As
Drucker put it, don’t chase after the “philosopher’s stone.” There are similar examples
in management. In the case of management science, it was supposed to contribute to
improved productivity, but in the end, became a totally different discipline, specializing
in extreme quantification.
As the history of social science has shown, extreme quantification is itself a
pathological phenomenon, and a dangerous “ism.” Economics is a typical example.
Envious of the fact that physics has progressed dramatically by applying mathematics,
economics also applied quantification, and unmistakably raised its status. Cabinet-level
posts were created for economists in every country. Moreover, coveting such worldly
success, even some management scholars began using quantification as money-making
ventures. In the end, however applying extreme quantification to society-related studies
is meaningless.

Is it possible for the world to exist without “isms”?

関するものでの極度の定量化は意味あるものとはならない．

—How did Drucker see the establishment of “isms”?

イズムなしで成立する世界は可能か

Ueda: It is well-known that the steam engine, invented by James Watt in the last half
of the Eighteenth Century, ignited the Industrial Revolution. This was able to happen
because of the realization of modern rationalism originating with René Descartes, a
seventeenth-century French geometrician.
The significance of James Watt’s invention for the history of civilization is the
transformation from “techne” to “technology.” Before Watt, there already were tool
makers. Their availability laid the foundation for the Industrial Revolution. Even if
you master two identical skills by your own hand, only the one which is meaningfully
converted will result in socially-significant power.

――イズムの生成を彼はどう見ていたのだろうか．
上田

18 世紀後半にジェームズ・ワットが発明した蒸気機関が産業革命の導火

線となったことはよく知られている．それというのも，17 世紀にフランスの
幾何学者デカルトによる近代合理主義の具現化の過程だった．
ワットの発明の文明史的意味とは，テクネの技術化である．ワット以前に工
具製作者たちが生まれていた．彼らの存在が産業革命の基盤となった．同じ技
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術を手にしても，それを意味あるものに転換できなければ社会的な力とはなり
えない．
ワット自身も，テクノロジストとして店を開こうとしたものの，ギルドに阻
まれたという経験を持つ．そこへあの経済学者アダム・スミスが自らの職場で
あるグラスゴー大学でワットに作業場を与えた．そこから 1776 年，鉱山の排
水用として蒸気機関が生まれ，それが繊維産業に応用され普及した．歴史上最
大といってよい予期せぬ成功だった．
同年，スミスが
『国富論』
を発刊し，自由な経済活動を行うことで市場社会は
機能することを説いた．思想と実践が見事に社会的な力として同時に爆発した
のがその年だった．生産力は劇的に向上した．にもかかわらず，うまくいくは
ずの自由経済が必ずしもうまくいかなくなった．
そこで出てきたのが，生産手段を労働者大衆に手渡すならばうまくいくとす
る説だった．やがて世界を席巻した．しかしそれでもうまくいかなかった．あ
るのは殺戮と革命だった．そのような資本主義，社会主義いずれにも共通した
ものが経済を至上とする考えだった．いずれも経済をあらゆる価値の最上階に
置く危険なイデオロギーだった．それならばということでの行き先が
「脱経済
至上主義」のファシズムだった．しかしこれら 3 つの考えに共通するものがイ
ズムだった．
イズムとは，簡単に言ってしまえば，
「こうすれば必ずうまくいくはず」とす
る原理主義である．その淵源は，頭の中でベストのものが見つかるはずという
信念を世に提出し支持を得たデカルト流のものの考え方だった．そこには常に
精緻な体系が組み立てられるのが普通で，その中心に何が置かれるかの違いし
かない．19世紀型のイズムでは，
こうすれば人は幸せになるはずだとして，とっ
かえひっかえ新しいものが現れた．でもいずれもうまくはいかなかった．その
ような思想的構造を見たのが青年時代のドラッカーだった．彼は考える人では
なかった．見る人，
あるいは聞く人だった．彼が生涯発言をやめなかったのは，
一貫してこの反イズムの領域だった．その具現化こそがマネジメントだった．
というのも，大戦後もイズムとイズムの戦いは続いていた．資本主義陣営は
ファシズムを破り，そして社会主義をも破ったかに見えた．だが，彼の目に映
る本質的な社会像とは，イズムなしで十分成立する世界だった．組織社会にお
いて組織がどのように運営されるか．マネジメントと生産力が結びついて豊か
な社会を実現し人を幸福にすることはできるか．しかしそれはイズムとは無関
係の世界だった．
あるのは人間と社会だけである．その発展のための道具として組織がある．
そのことに目がいっていた人は少なかった．実は今なお少ない．
――具体的な例を挙げてほしい．
上田

彼は未来に対して決して悲観的ではなかったし，前向きの期待を常に口

にしていた．けれども，うまくいかなければどうなるかといった反対の側面も
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Watt himself had the experience of trying to open his own shop as a technologist,
but was prevented from doing so by the Guild. At about that time, Adam Smith, the
economist, offered Watt a workshop at the University of Glasgow, where Smith was
teaching. From that workshop, in 1776, the steam engine was born. After being applied
to the textile industry, use of the steam engine became widespread. It was one of the
biggest and most unexpected successes in history.
In the same year, Adam Smith published The Wealth of Nations, claiming that the
market society would function effectively in an unrestricted economy. It was the year
that both thought and practice prominently emerged as social forces. Productivity
improved dramatically. In spite of that, however, the supposedly successful free market
economy didn’t go well at all.
Then came this proposition: If the means of production were placed in the hands
of the working class, everything would be fine. Before long, it stormed the world.
However, it didn’t work well, either. There was only genocide and revolution. What
these ideologies of Capitalism and Socialism shared was the belief that the economy
should be supreme. Any ideology which places the economy above all else is a
dangerous one. Eventually, this led to Fascism. What these three ideas share is “ism.”
“Ism,” put simply, is a kind of fundamentalism, which says, “If you do this,
everything will be successful.” It derives from the Cartesian way of thinking that
doctrines are the best of the minds of men, and so, submitted to the world, gain
acceptance. Invariably, there is an elaborate system constructed at the center of
the “ism,” and the only difference among them is what they put there. New “isms”
appeared one after another in the Nineteenth Century, proclaiming that if you do thus
and so, mankind will benefit. However, none of them was successful. It was young
Drucker that saw through such ideological mechanisms. He wasn’t a contemplative
person. He was observant. A person who listened. He never ceased his life-long protest
against ideologies. In management, his ideal would be realized.
The reason for this is, even after World War II, the battle between different
“isms” continued. Capitalism beat Fascism, and it looked as if Capitalism would also
beat Socialism. However, to Drucker, the fundamental vision of society is a world
established completely without “isms.” He continued to consider how the organization
should be managed in the Organizational Society, and whether by connecting
management with productivity, an affluent society could be realized, and benefit the
people. In any event, it had nothing to do with “isms.”
It concerned only people and society. Organizations were just tools for
development. There were very few people who saw it that way. And even today there
are very few.
—Could you give us concrete examples?
Ueda: Drucker wasn’t pessimistic about the future, and nothing but forward-looking
expectations passed between his lips. He was, however, carefully considering the
adverse affects, if things went wrong.
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考慮に入れていた．
彼は日本の将来について大いなる期待を寄せていた．だが，しばしば彼の
激励は脅迫めくときがある．そうならなければ，どうなるかわかりませんよ
というときがある．近年の日本社会におけるコミュニティの分断は，少なくと
もこれまで見慣れない異質なものだった．
「派遣切り」とは単なるジャーナリス
ティックな用語にとどまらない．日本社会の変質を象徴する語彙と捉えなけれ
ばならない．
不況が深刻化して人を切る．そのとき，従業員の中に
「切られる人」と
「切ら
れない人」の二種類の人間が生まれる．そもそもそのような二種類の単純な層
を生み出してしまう社会が健全であろうはずがない．そのような組織でなけれ
ば成立しない事業は，事業ではない．というよりも，それを理念的・道徳的存
在としての組織社会と呼ぶことはできない．
たとえば未成年を低賃金で酷使しなければ利益が出ないということは事業と
して成立しないということと同じである．あるいは奴隷労働を必然としなけれ
ば成立しない社会はそもそも社会でさえない．もし派遣切りなるものが当然
の前提として受け入れられるならば，組織はすでに道徳的存在としての根拠を
失っている．そして組織によって成立する社会，すなわち組織社会は社会と呼
べない別の何かに変質したと見てよい．
マネジメントの基本と原則を失った社会は，あっという間にイズムの社会，
あるいはモダン以前の原理原則なき世界に逆戻りする危険性があることをわれ
われは知らなければならない．
本来，そのような反社会的な事態に対しては，当の経済人が否と言えなけれ
ばならない．だが，気がついた限りでは，残念ながらそのような声は一人から
しか聞かれなかった．そこに問題の本質がある．繰り返すが，
「馘首しなけれ
ば会社が潰れる」という訴えと
「金儲けは悪いことですか」という屈託のない問
い返しとは同根である．
共通するのは，絶望的なまでの想像力の欠如である．経済とは社会のための
道具である．あるいは人のための道具である．目的を問う発想の欠如は教養の
欠如と同義である．
「何のために」
という根本的な問いなくしては何ものも意味
を持たない．
形を変えて同じ問いが繰り返し投げかけられている．社会的な地位とは，世
の中からの預かりものである．世と人に貢献する代わりに一時的に借りている
だけのものに過ぎない．そのような考えがなくなったのが問題だと思う．

「現実」
を現実的に説明する力
――では，ドラッカーによる世界観について少し詳しく説明してほしい．
上田

根源的な問題意識に通じるために，
必ずしも容易な作業ではない．ドラッ
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Drucker had high hopes for Japan’s future. Nevertheless, his encouragement
sometimes appeared more like a threat; “If such-and-such doesn’t occur, who
knows what will happen next.” At the very least, a divided Japanese community has
encountered many strange things in recent years. “Temp Workers Laid Off!” is not just
a journalist’s tag line. It’s a catch-phrase, symbolizing the transformation of Japanese
society.
Recessions worsen and people are laid off. When that happens, two classes of
people are created among employees: “expendable” and “non-expendable.” To begin
with, a society that produces two such simple-minded categories cannot remain healthy.
A business which could only survive with that type of organization is not a business.
That is to say, it cannot be called an Organizational Society, in which ideology or
morality exists.
For example, it would be the same as a business that couldn’t produce a profit
unless it exploited under-age workers at low wages. A society which requires slave
labor is not even a society. In other words, if laying off of “expendable” workers
becomes an accepted basic premise, the organization forfeits its standing as a moral
entity. And we can say that it has transformed into something else besides a society
based upon organizations, or an Organizational Society.
In a society where management fundamentals and principles have failed, we should
understand that, before you know it, we would be in danger of reverting to the world of
“isms”—or, the unprincipled pre-modern world.
Ideally, the businessmen in question should say “no” against such an anti-social
state of affairs. Unfortunately, however, as far as I know, there has been only one
dissenting voice. Here is the true nature of the issue. To reiterate, the claim, “Without
lay-offs, the company would go bankrupt,” has the same root as the lighthearted
refrain, “What’s wrong with profit-taking?”
What they share is a hopeless lack of creative imagination. The economy is a tool
for society. And a tool for people. The lack of imagination behind the purpose of these
utterances is the same as a lack of sophistication. There is no meaning if no one asks
the basic question, “Why?”
The same question repeated in a different way could be offered up. Social status is
only a thing on loan in this world. It is only borrowed temporarily for the purpose of
contributing to individuals and to the community. That such an idea has disappeared is
a problem, I believe.

A philosophical framework trumps skill
—So, please explain Drucker’s worldview in a bit more detail.
Ueda: It is connected to his fundamental consciousness, so it isn’t an easy job.
Drucker’s framework point of view needs to be mapped out. It needs interpretation.
Clearly, highlighting his worldview will contribute toward building a new world
framework for the future. His questions were always based in reality and at the same
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カーの主張のフレームワークは絵解きを必要とする．解釈を必要とする．
その点を明らかにしていくことが今後の世界の構築に大きく寄与する．同時
に，その結果明らかになったことを常識としていくことが必要となる．彼の問
いは常に現実と密に接しつつも，常に文明史的なものだった．
「産業社会は社
会として成立するか」
「ヒトラーの出現は必然か」――．そのような種類の問
いをいくつも発して，さまざまなアプローチを試みた．そもそもドラッカーと
は政治学者だった．
そこから導き出された視座が，知識を生産的なものとしあらゆるものに成果
を上げさせる作法，そしてそのための基盤となる組織社会の到来に関するもの
だった．彼の観察によれば，社会において，生産力とイズムが一緒になると必
ず悪い方向に行く．いかに善良な動機に貫かれようとも，イズムには人間社会
を救済する力はない．
現実に，社会主義，全体主義，そして資本主義さえもすべてうまくいかなかっ
た．それは現実そのものを現実的に説明する力が，イデオロギーという合理主
義の産物には絶望的に欠落していたからだ．
ドラッカーが組織社会というイズムにもイデオロギーにもよることのないき
わめて現実的な社会上の特質に着目したのは当然といえば当然だった．組織と
は手段であって，機能である．手段の卓越はその成果によって測られる．それ
は善悪の問題ではない．機能するかしないか，それだけの問題である．ドラッ
カーが生産力と組織社会を結びつけ，
そのいかんに産業社会の未来を見たのは，
深いレベルで企まれた彼の思考フレームを忠実に反映するものだった．
――そのような理解は現実社会において，どのように意味を持つだろうか．
上田

むろんそのようなフレームワークはいま現在進行する問題を読み解くう

えできわめて高い効果を発揮する．
ドラッカーのフレームワークでは，いかなるものであれ，何のためのものか，
すなわち目的に関するコンセプトが問われる．建物やそこに生活する人々への
思いや想像のないところに，のみやかんなの意味はない．目的の観念があって
はじめて手段の意味が理解される．組織も技術もマネジメントも，すべてが世
と人のための手段であることが強調されるのはそのためである．
フレームワークとはビジョン
（視角）
を固定する役割を持つ．ゆえにその重要
性は誰しも認めざるをえないながらも，あまりに基本的過ぎるために気づかれ
ることがない．これまでも，種々の学問領域において進歩に貢献してきた者に
共通するのは，新たなフレームワークを見出したことにある．ニュートンもア
インシュタインもマルクスもそうである．
つまり，フレームワークのほうがスキルより大切だということである．同じ
ことはマネジメントについても言える．マネジメントとは実に多くの異なる領
域からの方法知の濃縮物と見ることができる．そのなかで核となるのはマネジ
メントの中軸を貫くフレームワークである．

【インタビュー】文化と文明の懸け橋としてのマネジメント――次なる百年のためのフレームワーク

21

time, they were also always civilization-related. “Would the Industrial Society be
established as a society?”; “Was the emergence of Hitler inevitable?” He asked so
many questions, and tried so many approaches. After all, Drucker was a political
scholar.
From this, he derived his perspective, elevating the form, making knowledge
productive and rewarding. And related to this was the foundation for the advent of
the Organizational Society. From his point of view, when productivity and “ism” are
connected, nothing good comes of it. However well-intentioned the motivation may be,
no “ism” has the power to redeem society.
In fact, none of them—Socialism, Totalitarianism, or even Capitalism—was
successful. It’s because with ideology, as the by-product of rationalism, the ability to
explain reality realistically is desperately lacking.
It is natural that Drucker focused on the rather more realistic and social
characteristics of the Organizational Society, with no connection to any “isms,” or
ideologies. The organization is a tool, a mechanism. Results are the measure of a tool’s
effectiveness. It is not a matter of good or bad. It is just a matter of whether or not it
functions. Drucker connected productivity with the Organizational Society, and under
these circumstances, he saw the future of Industrial Society. It was a faithful reflection
of his philosophical framework, set forth at a profound level.
—What is the meaning of such an interpretation to real-world society?
Ueda: Such an understanding of his philosophical framework will definitely contribute
greatly to the interpretation of ongoing issues.
In Drucker’s framework, one should always ask “What is this for?” In other
words, the concept of purpose should be questioned. The chisel, the planer—such
tools are useless for putting up a building without the thinking, or imagination of the
people living there. Only with a concept of the purpose from the beginning can the
meaning of tools be understood. It must be emphasized: Organizations, technology and
management—all are tools for society and for the individual.
A framework has the role of anchoring one’s vision. Anyone can confirm the
importance of this, but not everyone is aware of this, because it seems too basic.
Regarding what they share among those who contributed to the progress of academic
disciplines, the most significant thing is the discovery of new frameworks. Newton,
Einstein, and Marx are examples.
In other words, the framework is more important than tools, or skills. The same
thing could be said regarding management. You can say that management is the
collection of skills and methods from various fields. Among them, the core is his
philosophical framework, which forms the axel of management.
Why was management framed? Simply because it was needed. In fact, Drucker’s
understanding regarding the formation of management had the same root as creating
a scheme for the “Post-Modern” world. The Organizational Society was created to
survive the decline of modern rationalism. To put it in Drucker’s terms, it’s all laid out
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マネジメントがなぜ体系化されるにいたったのか．それが必要だったからに
ほかならない．実はマネジメント成立に関する問題意識は，脱モダンのたくら
みと同根であった．近代合理主義では立ち行かぬ組織社会を生きるために編み
出されたものだった．それをドラッカーの用語で言うと，
「このポストモダン
の世界」
（1957 年）
ということになろう．
あるいはフレームとはゲシュタルトの世界でもある．形態に関する意味と解
釈の世界である．それは道である．道とは形態である．形である．全体を全体
として把握すること，欠けた陶器に永遠の美を見出すように，その形に精神が
宿るとする考え方である．マネジメントでいえば，スキルが重要なのはそこに
文明への精神が宿っているからである．形態の世界は因果関係を説明し尽くす
必要がない．それは合理の世界ではない．知覚の世界である．うまくいってい
ることがわかれば，それを使えばいい．うまくいかないならば，使わなければ
いい．とするならば，形態の世界とは，型を手段として使用しつつも，型を絶
対視はしていないということである．
たぶん日本画も同じであろう．ドラッカー
があのような一風変わった芸術に惹かれたのも，そのなかにある形式や姿勢に
共鳴したのだろうと思う．日本人には比較的なじみのものだ．
マネジメント上のドラッカーの記述でも，会議はなぜが一定の人数を超える
とうまくいかなくなる，
といった記述が出てくる．それは形態であり型である．
なぜかはわからない．やがてわかるだろう．でもわかるようになるまで待って
はいられない．それがドラッカーの言うことだった．ただそういうものだとし
か言いようのないものが世界には存在する．あえていえば常識としか言いよう
のない何かである．それを認めなければいけない．常識がない人間や社会はコ
ミュニケーションがとれない．
そのゆえに，すべて合理の因果関係で明らかにしなければ気が済まない人々
は，ものごとをうまく運びえないだけではない．危険な存在である．わからな
いことが無数にあるという前提を持てるほうがうまくいく．その生ぬるさが人
と社会になくてはならない．人間がうまくやっていくのに，完全なものはあり
えない．だが，まがりなりにも機能するものは追求しなければならない．
――先に出たポストモダンとはあまり耳慣れない語彙だ．少し説明してほしい．
上田

決して難しいものではない．まずもって，ドラッカーの言うポストモダ

ンとは，先進的な思想でも革新的な思想でもない．そもそもそれは価値体系と
いう意味での思想でさえない．それによらずして現実が処理できないゆえに必
要とされる考え方である．
現実に，モダンの手法では何もさばけない．ポストモダン的手法が最も先鋭
的な形で現れたのが，
企業組織だった．近年にいたっては，市場が完全にグロー
バル化し，実質的に
「地球市場」
としか呼びようのないものとなった．住宅，家
電製品，自動車から，百円ショップの小物，駄菓子まで，実質的に一つの市場
で需要と供給のバランスがはかられている．近代合理主義思想のなかにはその
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in A Landmark of Tomorrow: A Report on the New “Post-Modern” World (1957).
The framework is similar to the world of gestalt. It’s a world of interpreting
forms and meanings. It’s a seeker’s path. Perhaps classic Japanese paintings share
commonalities. I think that’s why Drucker was attracted to such art, because its forms
and orientations resonated with him. This would be relatively familiar to the Japanese.
The path is the pattern. It’s the form. It’s the thinking that grasps the whole as a
whole, that finds eternal beauty in a chipped ceramic tea cup, wherein the essence of
the form resides. If this is applied to management, skills are important because the
spirit of culture resides within them. It is not necessary to explain a cause-and-effect
relationship in the world of “form,” because it is not a world of rationality, but a world
of perception. If it’s clear it’s going well, you could use the skill; if not, you shouldn’t
use it. If it works well, in the world of patterns, even though you use of the shape as a
tool, don’t value it absolutely.
In his management books, Drucker wondered why, if there are more than a certain
number of people in a meeting, it doesn’t go well. This is pattern and shape. We don’t
know why. Ultimately, we will know. But we can’t wait until we know it. That is what
Drucker said. There is no way to explain such things as they exist in the world. If I dare
say, it is something we can call basic assumptions. You have to admit it. Without basic
assumptions, people or society can’t communicate.
Those who are all but determined to clarify things in a rational way, through causeand-effect, not only would fail to carry on, but could themselves become a threat.
Things would go better if your premise was that there are countless unknowns in the
world. Such incompleteness is indispensable to people and society. There is no perfect
way for people to do things. If something works, though imperfectly, we have to
pursue it.
—“Post-Modern” is not a familiar term. Could you explanation in more detail?
Ueda: It is not a difficult one at all. Drucker’s “Post-Modern” is neither an advanced,
nor innovative thought. To begin with, it is not even thought as a value system. It is a
way of thinking needed for unsolved issues of reality.
In fact, the Modern Method cannot solve anything. It is in the Industrial
Organization that Post Modern methods have radically emerged. In recent years, the
market has widened completely, and turned into what can only be called a true “global
market.” Housing, household appliances; from automobiles; trifles; to packaged
snacks—supply and demand are substantially balanced in a single market. There was
no such assumption in modern rationalism.
Then, how does the “Post-Modern” endeavor carry on? So far, there is no definite
answer. However, we have begun to see a method. In order to develop society, every
entity has to produce results. Otherwise, civilization itself will eventually fail.
As to that, we have to find the best methods for producing good results. If you
seek them out, you can find them. It might be something out of the ordinary. But if
it actually works out, depending on the method, it would be proof of the possibility.
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ような想定はまったく存在しなかった．
では，脱モダンへの試みとはいかにしてなされうるのか．明確な答えは存在
しない．だが，道筋は見えつつある．社会が展開していくためには，あらゆる
存在が成果を生み出さなければならない．そうしなければいずれ文明自体がも
たなくなる．
ならば，成果を上げるのに，最もうまくいく方法がないかを探してみる．探
せば必ずある．それは例外かもしれない．しかし，うまくいっているのが事実
ならば，方法次第で可能という証でもある．そのようなケースを緻密に描き切
り，残していくことだ．あたかも優れた画家が，清明でありのままの自然を画
布に再現するように，あるいは日本画の絵師が筆の一さばきで空間を再構成す
るようにである．
だから，すぐに体系化しようとしてはいけない．それはいずれ誰かがやって
くれる．せいぜいのところ模倣の対象，お手本とするくらいでちょうどよい．
現実とは生き物なのだから，
生き物のままに扱わなければならない．そんなケー
スがきっと今後重要になってくるはずだ．ケースとは標本であり，構造や自律
性の小さな宇宙である．昆虫学者が一日中大好きな昆虫をあかず眺め観察する
ように，うまくいく組織や人を正確に観察し記述していく，それがわれわれが
現在なすべきことだ．
われわれの場合で言えば，ドラッカーのマネジメントを現実に適用して成果
を収める人や組織について，より精密な観察と記述を重ねていくことに意味が
あると思う．そして，そこから自ら自身や，自らの組織に対する新しい意味を
読み取ることだ．実はその方法こそが，ドラッカーが GM の観察結果に引きつ
けて最初のマネジメントの書物として世に問うた
『企業とは何か』だった．

ドラッカー・プレミアム
（DP）
の追求
――未来に対し示唆的なものを感じる．もう少し詳しく教えてほしい．
上田

ドラッカーを経営に適用する事例はとにもかくにも無数にある．という

よりも，
マネジメントの概念そのものがドラッカーの創意になるものとすれば，
理論上ドラッカーを使わずにマネジメントを行うことは不可能といってよいの
かもしれない．違いはそのことを意識しているかしていないかだけである．あ
るいは誇らしげに認める人と，あえて何も言わない人がいるだけである．
そのような事例は，世の中には無数に転がっている．大事なことは規模の大
小を問わず，そのような事実を聞き取り，記録することである．そして，それ
を紹介するのが次の仕事になる可能性がある．
「なんでうまくいっているので
すか？」
「どうして今のような会社が作れたのですか？」素朴な疑問を率直に聞
き連ねていけばよい．回答をただ淡々と記していく．
日々ささやかな領域で活動する方々のなかで，そういったドラッカー・プレ
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What you could do is precisely describe such cases and file them away. You do this as
a talented artist captures on canvas the beauty of nature the way it is, or a Japanese ink
painter reconstructs space with one stroke of a brush.
Therefore, you should not rush to systematize things. Someone can do it someday.
To this point, copying an example as a role model is good enough. As the real world is
a living thing, we have to handle it as a living thing. From now on, such case studies
will be more important. A case is a sample as well as a microcosm, which has its
own architecture and autonomy. You observe and describe an exemplary case of an
organization and its people faithfully, as if an entomologist tirelessly observing his
favorite insects all day. This is what we should do now.
For us, continuing to observe and describe organizations and people which have
produced successful results applying management into actual cases has meaning.
Subsequently, we should interpret new meanings about our organizations and
ourselves. In fact, it is exactly the method that Drucker employed, from the results of
his observations at GM, in his first management book, Concept of the Corporation
(1946).

In Pursuit of “Drucker Premium”
—I sense an inspiration for the future. Could you explain in more detail?
Ueda: There are countless cases where you can apply Drucker to management. Or
rather, if we can say that the concept of management was originated by Drucker,
theoretically, it can be said that it is impossible to engage in management without
referring to Drucker. The difference is whether or not you acknowledge this. There are
some who admit it proudly, and others who dare not to say anything about him.
You can find such countless cases everywhere. The important thing is to listen
and record the facts regardless of scope. Introducing such cases could lead to the next
task. “Why so successful?” or “How were you able to build such a company?” Just
continue asking such simple questions frankly, and documenting the answers in a
straightforward manner.
On a daily basis, reporting on active methodologies in the humblest of fields, you
are in pursuit of “Drucker Premium.” The result would be a case book of “Drucker
Premium.” You can realize unimaginably fantastic, modest miracles taking place every
day. Each one of those can surely move our civilization forward.
I think that each one of those case studies will be assembled in a collection
of “Drucker Premium.” If the subject is a business owner, you could observe and
document things about him in detail from his birth to the present, including his work.
Make no mistake; it would be a worthwhile project. You could not only observe, but
also document. The more, the better.
Each case, in other words, would be like yeast. It would be an agent which cultures
tomorrow’s hopeful world as well as a live, distilled world in itself. When you see it,
you will realize the structure of a living thing. You should disseminate the good yeast
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ミアム（DP）を追求し，公表していく．DP ケースブックである．想像を絶する
ほどのささやかな奇跡が日々進展しているのがわかるはずだ．その一つ一つが
文明を確実に前に進めている．
それぞれがドラッカーを実践するケース集として成立していくと思う．経営
者ならばその方の生い立ちから仕事に就いて現在に至るまでのことを丹念に観
察し描写し記述していけばよい．それは意義あるプロジェクトになっていくに
違いない．あるだけ観察し，あるだけ記述していく．あればあるほどによい．
ケースとは別の言い方をすれば酵母だ．それ自体生きた世界の凝縮であると
ともに，
望ましい明日の世界を培養するための胞子である．それを見ることで，
その生物の持つ構造がわかる．うまくいくことの酵母をより多くの人々に広め
ていくことだ．繰り返すが，誰かができているということは，方法と作法さえ
適切であるならば，自らの領域でもできるということの例証でもある．それこ
そがポストモダンにおけるマネジメントの教科書になりうるし，経営の百科全
書になりうる．
それは新種，あるいは別種の普遍学だ．モダンにおける普遍学のアプローチ
をデカルトの
『方法序説』
が示したとすれば，社会生態学的アプローチとは脱モ
ダンへの野心的試みを濃厚に反映したものだ．だが両者のアプローチは根本的
に違う．後者は直接的に普遍的真理を追求するものではない．反対に目の前の
具体物・個物を徹底的に観察し描写し，その形態的真理を把握することでいつ
しか普遍に至ると考える．
一見迂遠なその方法が，
普遍に至る道であるとする．
ドラッカーは西洋が神学を体系化していた中世に，日本では源氏物語が書か
れていたと言った．日本へのお気に入りの評価だった．彼が日本の芸術にこと
さら関心を持たざるをえなかったのも，そこに広大無辺の無意識の世界が横た
わっていたためだと思う．現実の世界では，意識されているものなどほんの針
の先ほどに過ぎない．意識されているものなど例外中の例外で，ほとんどの物
事は意識されていない．知られていない．すなわち，無意識の世界が現に存在
していることを意識させてくれるのが日本の芸術だった．その証拠として，日
本画は対象を描いていない．空間を描いている．
彼の手法には予期せぬ成功，すなわち理由はわからないながらもうまくでき
ることを徹底的に追求せよといったものがよく出てくる．あるいは人に聞けと
も言う．要は自分で意識していること，わかっていることなどたかが知れてい
る．知られていないことのほうが無数にある．だが，それがきちんと説明され
るのを待ってはいられない．そのためのアプローチがドラッカー流のものだっ
た．大事なのは，
世界をそのようなものとして見ているかどうか，それだけだっ
た．
理論ではなく現象を丹念に描いていく．定義や原理は必要ない．現象は現象
を刺激し新たな現象を呼ぶ．それだけで十分である．解釈は読み手がそれぞれ
にすればいい．得たい人が得たいものを得ればよい．
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to others. Again, if someone else can do it, and its ways and means are appropriate, it
would be proof that you can do it in your own field. It could become a Post Modern
management textbook, or an encyclopedia of management.
There’s a new, different kind of universal study. It is a deep reflection of an
ambitious socio-ecological approach to the “Post-Modern,” compared to the approach
to universal studies as presented in Discourse on the Method by René Descartes.
These approaches are fundamentally different. The new study is not an approach
directly pursuing universal truth. On the contrary, it’s a study that precisely observes
and documents discrete, concrete objects in order to grasp a morphological truth, and
eventually could become a universal theory. Such “circuitry” would be a way to reach
universality.
Drucker said that when theology was systematized in the western world, the Tale of
Genji had already been written in Japan. This was a favorite assessment of Japan. This
means, I believe, that a boundless unconscious world was lying there in the Tale of
Genji. In the actual world, conscious things are only the tip of the iceberg, and the rare
exceptions. Most things are unconscious and unknown. Thus it is Japanese art, which
lets us know that an unconscious world also exists. As evidence, Japanese paintings
depict space, not objects.
One of his methods, which he used often, is to unconditionally pursue unanticipated
success with anything you can do well, even though you may not know why you can
do it well. If not, you should ask someone else. The point is, you know only so much,
but there are numerous things you don’t know in this world. However, you cannot
afford to wait until you can get the full explanation. So, that’s Drucker’s approach. The
important thing is whether you see the world in that way or not. That’s all.
You document a phenomenon not with theory, but with precise description. You
don’t need definition or rationale. One phenomenon will inspire another, and create
a third, new phenomenon. That is sufficient enough. The interpretation will be left to
each reader. The one who wants, will obtain what is wanted.

Possible Connections to Higher Education
—The connection between management and education is an important issue.
What is your thinking in this regard?
Ueda: I will repeat it again: The most important thing is the framework. Skills falls
short, compared to the framework. The job we have to do is to enrich those contents of
the framework that correlate profoundly with management education. Recently, more
and more people are paying attention. The universities and research institutes paying
more attention to Drucker are increasing.
Simply put, there are only two kinds of management education these days:
the MBA world; and the non-MBA world. As for the former, there are countless
institutions offering MBAs, and the related courses are supported in many graduate
schools. On the other hand, the non-MBA world is quite different. There are far
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高等教育への接続可能性
――マネジメントと教育との接続も重要な課題と思う．そのことをどう考えるか．
上田

私の言いたいことは同じである．何よりもフレームワークが重要という

ことだ．スキルなどはそれに比較すれば取るに足りない．フレームワークの内
容をどう充実させるか，そのための仕事が必要である．そして，その問題と最
も深い関係性を持つのが，マネジメント教育である．最近そのことに気づく人
が増えている．大学や研究機関でドラッカーに注目するところが増えている．
単純に言ってしまえば，現在あるマネジメント教育には二種類しかない．
、

、

MBA の世界，そして MBA でない世界である．前者については教えるところ
は世界中に無数にある．そのようなコースは多くの大学院で整備されている．
他方で，後者はそうではない．教える場所も少ない．主流ではない．何よりも
教えるということについての知識や技能が体系化されていない．それでも，そ
れを知ることができた人にとって最も役に立ち，感謝されるのが後者である．
現実に MBA はマネジメントのフレームワークを教えることに一貫して失敗
し続けてきた．基本や原則を教えることに成功したためしがなかった．同じこ
とはマネジメント・サイエンスにおいても言える．共通するのは，
「何のため
に」，すなわち目的に当たる部分が忘れ去られていたことだ．
逆に言うと，
そのような状況は巨大なチャンスである．そして，フレームワー
クを学んでもらうテクネこそが，ほぼ完全にドラッカーの世界と同義になって
くる．それは少なくともアカデミアの世界ではない．しかしアート＆サイエン
スの世界には巨大なニーズがある．ニーズがあるのに，誰も手をつけていない．
今後技術が教育を通じて文明を変える．その大転換の渦中にいる．恐らく今
のような形での高等教育はあと少々もてばいいほうである．そのことがこれか
らの課題として重要である．
メディアがメッセージの内容を規定するとすれば，
教育というメディアが人の意識を規定する主因たらざるをえないのは当然であ
る．それが文明の関係性を決める．
とするならば，今何を行うか，何に着手するかによって，数百年後には巨大
な差異を生む可能性があるということだ．転換期ではほんのわずかな初期値の
差が後々取り返し不能なほどの巨大な変化を生む．現在のマネジメント教育を
重要と考えるのはその意味である．まだかなりの手間暇がかかると思うが，ス
キルとフレームワーク双方の充実に力点を置いていくべきだろう．E ラーニン
グなどがどのようにマネジメント教育に適応できるかが鍵となるはずだ．

理論は現実に従う
――新時代のマネジメントの課題が最も先鋭的に表れているのはどのような領
域と見るか．
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fewer related institutions, and it is certainly not main stream. Part of the reason is that
teaching related knowledge and skills have not yet been systematized. However, nonMBA-related knowledge is useful and much appreciated by those who have studied it.
Actually, MBA courses have consistently failed to teach a management framework.
They have rarely been successful in teaching the fundamentals and principles. The
same can be said for management science. What they share is “What’s it all for?” But
more to the point, the objective has been forgotten.
To put it the other way around, this represents a huge opportunity. Such “techne”
as learning the framework is nearly completely synonymous with Drucker’s world. At
least it isn’t the world of academia. There is a huge need for it, however, in the world
of arts and science. Yet, even though there is a need, nobody can get their hands on it.
From now on, technology will change civilization through education. We are in
the middle of that great change. The current form of higher education won’t be able to
hold out for more than a short period of time. Actually, it is the key future issue for us.
If the media defines the contents of the message, it would be natural that education, as
media, should be a major factor in defining people’s consciousness, which would then
determine the relationship to civilization.
Then, depending on what you do now, or what you undertake now, a huge
difference could possibly result even hundreds of years later. During the period of
change, a small difference in the starting point would result in tremendous, irreversible
changes. That’s why we think that current management education is very significant.
It may take a great deal of time and effort, but education in both related skills and
frameworks should be emphasized. The key is how to apply computer-related
educational methods like e-learning to management education.

“Theories Follow Events.”
—In which field do you see the most radical challenge for future management?
Ueda: To put it the other way around, the global market and business are typical
examples where even using modern methods, there are many unsolved tasks. Generally,
in all likelihood, they are probably more difficult to solve than we can imagine. It is in
fields containing such fundamental gaps where we would see plenty of excellent cases
to study.
It is because the related reality itself does not yet exist; and neither do theories
of the global market, or global business. “Theories follow events.” That’s from his
Management. From now on, global business must work hard to discover what it should
be.
However, Drucker’s framework should prove useful here; at its core is society and
people as social entities. In Drucker’s framework, any eventful change is meaningless
unless it is consequential for humanity and society. Therefore, for individuals as
social entities to be uplifted; it requires a functioning society. And that’s why there is
meaning and need for the emergence of organization and management—so too, with
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上田

逆に言えば，グローバル市場および企業などはモダンの手法で処理しき

れないものの代表格である．恐らく一般に想像されるよりもはるかに厄介な代
物である．そのような根源的なギャップをはらむところにこそ，学ぶべき優良
な事例が多く表れてくるだろう．
なぜなら，それらについての現実自体がわれわれにとってまだ存在しない．
ならば，グローバル市場や企業についての理論もまだ存在しない．理論は現実
に従う
（Theories follow events．
）
（
『マネジメント』
）．グローバル企業はこれか
ら苦労してそのありようを模索しなければならない．
しかしここでもドラッカーのフレームワークが生きてくる．それは目的とし
ての存在である人間と社会に関するものである．ドラッカー的フレームワーク
にあっては，いかなる事象の変化であれ，その人間的・社会的帰趨を見なけれ
ば無意味ということになる．そして，かかる社会的存在としての人間が幸せで
あるためには，社会が社会として成立していなければならない．そこに組織と
マネジメント出現の意味と必要性がある．企業というものの意味と必要性があ
る．マネジメントの世界はそうして可能となる．
そのような意味性と必要性があるために，他方で社会そのものの理解がぜひ
とも必要になってくる．政治経済，自然環境，高齢化，グローバル化等々人間
社会に関わりを持つあらゆる現象とその複雑な絡まりに関心を持たざるを得な
くなってくる．
ドラッカーは物見の役として，
そのような複雑きわまりない個々
の領域にもスポットライトを当て，どのように考えたらよいかを教えた．
――では，彼はグローバル企業をどう見ていたのだろうか．
上田

グローバル企業の本質は，企業のグローバル化にはない．市場のグロー

バル化がその出現の本質的変化である．すなわち，グローバル企業とは社会変
化に応じて生まれた副産物に過ぎない．そのグローバル企業を表す言葉が存在
しない 40 年前，彼はグローバル企業そのものを論じていた．ドラッカーは次
のように言う
（
『マネジメント』
）
．
「多国籍企業なる言葉は現実を説明するというよりも現実を曖昧なものに
している．今日では言葉として定着してしまったかもしれない．しかし
たとえそうであっても，多国籍企業であることの機会と問題は，多国籍
であること，すなわち多国における事業の展開にあるのではないことは
忘れてはならない．すなわち，グローバル企業に関わる問題のすべては，
需要，ビジョン，価値観において共通のものとなったグローバル市場の
現実を受けて自らグローバルな存在になっていることにある．
」
彼は言葉なきポストモダンの世界にあって，言葉を使って現実を語った．当
時の用語法としての多国籍企業をあえて使用しつつ，その重要性は，多国籍企
業が多国籍だからではなく，多国籍企業がグローバル市場に対応する存在であ
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the meaning and need for business. Thus, the world of management becomes possible.
Because of the meaning and need for management, on the other hand, the
understanding of society itself becomes necessary at any cost. We would have no
choice but to pay attention to all kinds of social phenomena—politics and economics;
the natural environment; the aging of society; and globalization—and their complicated
relationships. By shining a spotlight on complicated matters in each field, Drucker, as a
lookout, taught us the way to think about these matters.
—Then, how did Drucker view global business?
Ueda: The essence of global business does not lie in the globalization of the business.
The essential change is globalization of the market for the emergence of global
business. Therefore, global business is just a by-product born in accordance with social
change. No words exist to explain global business. Forty years ago, Drucker discussed
global business itself. In Management, he wrote:
“The term multinational, in other words, obscures reality rather than explains it. It
is by now, however, probably too deeply entrenched. Even though it will have to be
used, it should never be forgotten that the opportunities—but also the problems—of the
so-called multinational lie not in its being multinational, that is, in its doing business
in many countries. They lie in its being transnational, that is, based on the realty of a
common world market—common in its demands, in its vision, and in its values.”
While living in the Post Modern world, where adequate words of description don’t
exist, Drucker explained the reality with words. Using the term, “multinational” which
came into use at that time, he said that the importance does not lie in a multinational
business being multinational, but in its being an entity corresponding to the global
market. Of course, the term, multinational, isn’t used anymore. In that sense, it has
completely faded away. Now, we use the term “global,” instead. It is a rare case in
which the vocabulary overtook reality.
Moreover, he said that, as a result of the fact that business has become globalized,
it should become the entity which seeks for ultimate efficiency. In other words,
every global business should become the entity which seeks out economic principles.
Because, if not, it would go bankrupt.
In the multinational era, back in the past, Fiat in Austria and Fiat in Italy, both
manufactured the same product. It was only a relationship between a parent company
and its subsidiary. When they became adversary countries during World War I, Fiat
of Austria had only to change their main bank to an Austrian bank. They were, so to
speak, nothing but a clone alliance of the same company. Nowadays, it is impossible
to completely manage global business as a clone alliance. If so, it would be easily
destroyed by other global businesses developing strategies in a single market. It is
inevitable for global business to comprehensively seek out economic efficiency.
Like any other business, global business also should have management strategies
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るからだとした．
むろん現在多国籍企業という言葉はほぼ使われることがない．
その意味では完全に衰退してしまった．その代わり，グローバル企業と誰もが
言う．現実に言葉が追いついた稀な例である．
さらに，そこで彼が言うことは，企業がグローバル化した事実の結果とし
て，それは究極の効率性を求める存在たらざるをえないという事実である．あ
らゆるグローバル企業が経済の原理を徹底的に求める存在としてしか成立しえ
ない．なぜならば，追求しなければ潰れるからだ．
往時の多国籍企業時代にあって，オーストリアのフィアット社とイタリアの
フィアット社は同じ製品を製造していた．それは単に親会社と子会社の関係に
過ぎなかった．両国が大戦によって敵対国になったとき，オーストリア・フィ
アットは取引銀行をオーストリア銀行に変えるだけでよかった．いわばそれら
の企業は同一企業のクローン連合に過ぎなかった．今やクローン連合としてグ
ローバル企業をマネジメントし切ることなど不可能である．そのようなもので
は単一市場で戦略を練る他のグローバル企業に簡単にやられてしまう．グロー
バル企業にとって経済効率を徹底的に追求するのは必然ということである．
他の企業と同じようにグローバル市場に対応した経営戦略を持たなければな
らない．全世界を一つのワールドショッピングセンターとして，タイヤは中国，
ポンプはフィリピン，組み立ては台湾，市場はアフリカという具合に徹底した
経済効率を求めざるをえなくなる．つまり彼は約 40 年も前に
「世界はフラット
になる」
と述べている．

明日の世界への懸け橋 ――それぞれの明治維新
――そのような視座からすると，
マネジメントとはどのような意味を持つのか．
上田

他方で，
企業とは人間組織である．それぞれ文化的側面を持つ．そして，

文化とは本質的に異質多元なものである．とすれば，究極の経済性の追求とと
もに，
究極の多様性をも同時に追求しなければならない．同じ会社の支社であっ
ても，アルゼンチン法人とアメリカ法人とは文化が違う．
ならばそれぞれの支社は異なる構造のトップマネジメントを持たなければな
らない．それぞれ異なる戦略を持たなければならない．異なるリーダーシップ，
異なる意思決定構造を持たなければならない．つまるところ，それぞれの文化
にのっとった企業経営が行われなければならない．企業戦略上，究極の経済性
を追求しつつ，その実現の方法においては限りなく多様なローカルな文化にも
とづいて人を組織し，動かさなければならない．ドラッカーは『マネジメント』
において次のように述べている．
「マネジメントは，急激にグローバル化しつつある文明と，多様な伝統，
価値，信条，遺産となって現れる文化の懸け橋である．それは，文化
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corresponding to the global market. They have no choice but seek the utmost in
economic efficiency: shopping for tires in China, and pumps in the Philippines;
establishing assembly facilities in Taiwan, markets in Africa; and so on—viewing the
world as one huge shopping center. In other words, as Drucker said forty years ago, “The
world becomes flat.”

Bridge to Tomorrow’s World: Each One’s Own “Meiji Restoration”
—From that point of view, what role does management play?
Ueda: Corporations, after all, are human organizations. Each has its own cultural
aspects. Culture is essentially diverse and plural. If so, the utmost diversification, along
with the utmost economic efficiency, should also be pursued. For example, subsidiaries
in Argentina and the US have different cultures, even though their parent company is
the same.
Therefore each subsidiary should have differently-structured top management:
different strategies; different leadership; and different methods for decision-making.
In short, management should be undertaken in deference to each culture. However,
while pursing the utmost economic efficiency in its implementation, in reality, global
business should organize people according to the differences in local culture. Drucker
mentioned this in Management.
“Management may well be considered the bridge between a civilization that is
rapidly becoming worldwide and a culture which expresses divergent traditions,
values, beliefs, and heritages. Management must become the instrument through which
cultural diversity can be made the common purpose of mankind.”
This is the meaning of management; it exists as a bridge between culture and
civilization. Clearly stated, management has the role of a bridge between civilization
as the entity of universality, and culture as the entity of diversity. Regarding the need
of the times for expanding globalization and diversification, for strength and public
welfare, I think we can define management as a methodology for contributing to our
civilization.
—What do you think is the essence of management?
Ueda: “Theories follow events.” However, the events haven’t happened yet. It will
be global business that will make it happen, wrote Drucker. It is the essence of the
changes happening now. Then, what is the essence?
I venture to say, global business, as an entity for fostering civilization, should carry
out a kind of “Meiji Restoration” in each country and region. According to Drucker,
the Meiji Restoration was not “the Westernization of Japan,” but “the Japanization of
the West.” As Japan underwent the Meiji Restoration, global business should become
universalized by remaining as diverse as it is. Each country needs its own “Meiji
Restoration.”
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的な多様性が人類の目的の実現に資するうえでの道具となるべきもの
である」
これが文化と文明を架橋する存在としてのマネジメントの意味するところで
ある．マネジメントには文明という普遍的存在と文化という多様な存在を架橋
する役割がある．世界市場が拡大しつつあるという時代的要請とその多様性を
こそ公益となし，強みとして文明に貢献させる方法をマネジメントと呼んでよ
いと思う．
――そこでのマネジメント上の要諦をどのように考えるか．
上田

理論は現実に従う．だがその現実がまだ起こっていない．それを起こす

のがグローバル企業だとドラッカーは言う．それが現在進行する変化の本質で
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A Japanese manager has to be dealt with as a Japanese; so a Korean president
as a Korean. For example, when a Japanese manager is transferred to the New York
branch, the type of compensation package he will get should be considered; which way
his salary will be adjusted for New York standards of consumer and land prices; and
whether an allowance would be added to his base Japan salary. At any rate, he should
be treated as a person inclusive of his culture.
Of course, it is easy to say, but very hard to do. Drucker also said that bridging the
gap between civilization and culture is difficult. There are endless tasks for the world,
as a place with limits, to become affluent. However, whether society becomes good or
bad will depend on us. That is, it would be the same thing as saying that whether the
society which emerged after the Meiji Restoration was good or bad depended on the
power of that society. That is what is known as the cultural standard of the people.

ある．では，そこでは何がポイントとなるのだろうか．
あえて言えば，文明を担う存在としてのグローバル企業は，あらゆる国・地
域において，明治維新を行わなければならないということである．ドラッカー
に言わせれば，
明治維新とは日本の西洋化ではなかった．西洋の日本化だった．
日本が明治維新を行ったように，事業を多様のままに普遍化しなければならな
い．それぞれの国において，それぞれの
「明治維新」が必要とされている．
日本人のマネジャーは日本人として扱わなければならない．韓国人の社長は
韓国人として遇さなければならない．彼がニューヨーク支店にいったときに，
彼にどのような待遇を与えるか．月給はニューヨークの地価や物価に合わせて
いくのか，日本の基本給等に手当を付けるだけなのか，戻ってきたときにどう
するのか．いずれにしても，文化としての人間として扱わなければならない．
言うのは簡単だが，実行するのはとてつもなく難しい．文明と文化の橋渡し
とは難しいとドラッカーも言っている．限られた存在としての世界が豊かにな
るためには，課題は無数にある．だが，それがよい社会になるか悪い社会にな
るかはわれわれ次第である．それは，明治維新の結果よい社会が出現するか悪
い社会が出現するかがその社会の持つ力次第であったのと同じである．その社
会が持つ力を民度という．
【略歴】ものつくり大学名誉教授，立命館大学客員教授，本会代表．ドラッカー自身か
らもっとも親しい友人，日本での分身とされてきた．1938 年埼玉県生まれ．
64 年慶應義塾大学経済学部卒業．経団連会長秘書，国際経済部次長，広報部長，
ものつくり大学教授を経る．ピーター・F・ドラッカー教授（1909 － 2005）の主
要著作のすべてを翻訳．「ドラッカー名著集」
（全 12 作品 15 巻，2006 － 2008）
を編纂．他の訳書にエリザベス・H・イーダスハイム著『P・F・ドラッカー ――
理想企業を求めて』ほか，著書に『入門ドラッカー ――万人のための帝王学を求
めて』
（2006 年 9 月），および『ドラッカー 時代を超える言葉――洞察力を鍛え
（2009 年 10 月）がある．
る 160 の英知』
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[Profile] Professor Emeritus, Institute of Technologists, Visiting Professor, Ritsumeikan
University. President, Workshop for Studies of Peter Drucker’s Management
Philosophy. Atsuo Ueda was born in Saitama, Japan, in 1938. After graduating
from Keio University in 1964, he worked for the Japan Federation of Economic
Organizations (Keidanren), as Secretary to the Chairman, Deputy Director
of International Economic Affairs, and Director of Public Affairs. Later, he
served as Professor of Management, and of Society at the Institute of
Technologists. Currently, he holds the positions of Professor Emeritus at the
Institute, and Visiting Professor at Ritsumeikan University. Professor Ueda
translated and edited all of the major works of Peter F. Drucker (1909-2005),
the man who invented management, and the greatest philosopher on modern
society, including: the tetralogy, Essential Drucker Series (including Essential
Drucker on Management); the Drucker Sayings tetralogy (including Drucker
Philosophy on Individuals); Management [Essential Edition]; Management:
Tasks, Responsibilities, Practices; The Practice of Management; The Effective
Executive; The Age of Discontinuity; Innovation and Entrepreneurship; Managing
the Nonprofit Organization; Managing in the Next Society; The Effective
Executive in Action; and others. Professor Ueda also compiled twelve selected
works as P.F. Drucker Eternal Collection. Professor Ueda has also translated the
works of others, such as The Definitive Drucker by Elizabeth Haas Edersheim,
and has two books of his own: Introduction to Peter F. Drucker－In Search
of Education for Executives (Sep.2006); and Drucker’s Timeless Words－160
Insights for Sharpening Perceptiveness (Oct. 2009). Professor Ueda writes
essays and gives lectures on Drucker’s management philosophy. Three Minute
Drucker－Words of Wisdom from the Management Giant has been published
serially since 2003 in Shukan Diamond, a weekly economics magazine, and on
the Internet at Diamond Online since 2007. Drucker himself said that Professor
Ueda was his closest friend and alter ego in Japan. Professor Ueda currently
serves as President of Workshop for Studies of Peter Drucker’s Management
Philosophy. (http://drucker-ws.org). Professor Ueda also serves as a member of
the Eiichi Shibusawa Award Selection Committee, and president of the Saitama
“Challenge Business” Manager Selection Committee. He was named Best Risk
Manager of the Year, 2001, by the Association of Risk Management, Japan, for
his contributions to the promotion of Drucker’s management philosophy.
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【インタビュー】

実践知

――時代を挑発してやまぬ方法論
インタビュアー / 構成

野中郁次郎（一橋大学名誉教授，本会理事）
井 坂 康 志（本誌編集委員）

一貫してジャーナリスト
――ドラッカーの名を冠する組織的取組みが国内外で広がりつつある．彼はど
のように定義できる存在なのだろうか．
野中

一貫してジャーナリストであったというのが私の評価だ．ナチスの勃興

期にヒトラーやゲッベルスにまでインタビューを行ったのが彼の知的姿勢をよ
く表している．現実のただ中に入っていき，
現実のただ中から普遍化していく．
そこから生み出されたものが
「断絶」
「知識」といった，本質を捉えつつ万人に
理解されるコンセプトだった．厳密な理論化に関心はなかったようだが，常に
言葉を通して問題を提起し時代を挑発し続けた．そこに彼の本質があったと思
う．
本人は自らを社会生態学者
（social ecologist）としていたのはよく知られる．
経済学者でもないし，一般的な意味における政治学者，社会学者でもなかった．
領域の壁にはほとんど関心を払うことなく，あらゆる知識を取り込み，駆使し
た．そのゆえに彼の提起したコンセプト，言葉というものは領域を超えて共有
されるものとなった．
ジャーナリストの仕事とは現実を万人に理解可能な形で象徴的に言語化する
ことにある．彼は語彙の正確な意味におけるジャーナリストだったのだろうと
思う．理論を究めるのはジャーナリストの仕事ではない．そのためか各コンセ
プトを厳密に追求することはしなかった．知識社会の概念についても彼は知識
というものの新たな価値を説き，問題を提起するのみだった．豊かな教養と経
験にもとづいて，時代の方向性とビジョンを示した点でドラッカーの意義は今
なお大きいと思う．
――彼の知における特徴とはどこにあるだろうか．
野中

彼は優れた人に数多く会っている．
「人を媒介にする人」とはエコシステ

ムの中でも最も知的な存在である．彼が育った知的生育環境には類希なものが
あった．彼の帰納法的でジャーナリスティックなものの見方とは，生育環境か
らくるものだったのだろう．
幼少時代にはフロイドに会っていたり，後にはカー
ル・ポラニーと公私ともに親しくしていた．シュンペーター，マクルーハンと
も知遇を得ていた．IBMやGMをコンサルティングするなど，質の高い経験ベー
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Practical Wisdom: A Methodology for Stirring
the Times
Ikujiro Nonaka
Professor Emeritus, Hitotsubashi University; Board Member, Drucker Workshop
Interview and Production by Yasushi

Isaka, Editorial Board Member

Translated by James and Akiko Miura Nunn

Ever the Journalist
—Systematic efforts crowned with Drucker’s name continue to grow at home
and overseas. How would you define Drucker?
Nonaka: My evaluation of Drucker is that he was ever the journalist. During the rise
of the Nazis, Drucker even interviewed Adolf Hitler and Paul Goebbels, which well
reflects his intellectual approach. He would jump into the center of events and from
the center of those events, universalize them. From that standpoint, re-interpretations
of concepts such as “discontinuity” and “knowledge,” were created and made
comprehensible to anyone grasping the essence. Drucker didn’t seem to be much
involved in strict theorization. However, through words he continued to raise issues
and stir up the times. I believe that is his essence.
It is well known that Drucker called himself a social ecologist. He was neither an
economist, a political scientist, nor a sociologist, in the general sense. Paying little
attention to barriers between disciplines, he took in all knowledge, and maximized it.
Therefore, the concepts and terms he proposed were shared with everyone beyond the
traditional fields of study.
The journalist’s job is to verbalize reality symbolically in order to make it
comprehensible to everyone. I think Drucker was a journalist in the sense of using
vocabulary accurately. Theorizing is not a journalist’s job. Because of this, he didn’t
strictly pursue each concept. Regarding the concept of the Knowledge Society, he
only posed issues presenting new values for knowledge. I think Drucker still has great
significance in the sense that he showed us the direction of the times, and vision based
on his rich education and experiences.
—What is his intellectual distinction?
Nonaka: Drucker met many brilliant people. Within the ecosystem, the intermediary
enjoys the most intellectual of existences. He was raised in an extraordinarily
intellectual environment. It seems like his inductive and journalistic point of view came
from this upbringing. He met Sigmund Freud in his youth, and later became acquainted
socially and privately with Karl Polanyi, as well as Joseph Schumpeter and Marshall
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スを持ちその幅も広かった．
そうそうたる領域横断の知の持ち主（インターディ
シプリナリー）だった．優れた人を媒介にして複合的な知的領域を見事に自ら
のものとしていた．
さらに政治，
経済から社会，
歴史，
芸術，
すべて彼にとっては良質な手本となっ
た．彼の放つコンセプトが常に開かれていたのは注目してよいと思う．彼の知
の方法論を考えるにあたり
『傍観者の時代』
などは大変役に立つ．本書は彼自身
に影響を与えた多くの人々の物語がまとめられている．見方を変えれば，人と
人との経験の交流があり，そこに彼の知の源泉があったことがわかる．こんな
一文がある．
Bystanders reflect － and reflection is a prism rather than a mirror: it
refracts.
単に反射するもの
（reflection）を見るのではない．むしろプリズムのように
屈折・曲折して反射するものを新しい視角で捉える．refract するものを見る．
このような視点をとり続けてきた．
クレアモントでドリス夫人に会ったとき，
「生前何をしていたか」と伺うと，
「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
うことだった．なるほどと思った．テレビは見る必要がない．世論に迎合する
必要もない．自らの目に映ったものや本質を深く考える．沈思黙考する．
そのようなプロセスから見えたものを，特有のわかりやすさ，さまざまなレ
トリックを駆使して人にも見せた．それこそがジャーナリストたる者の本質で
ある．概念を理論的に深めて難解にするのではない．反対に誰に対しても理解
できるようにした．
とにかく一生書き続けた人だった．ドリスから聞いた．亡くなる数日前，
「も
う書けなくなった」と妻に語ったという．傍観者の人生の終わりを意味する象
徴的なメッセージだった．

「顧客の創造」
との出会い
――最初の出会いはどのようなものだったのだろうか．
野中

手にした最初のものは
『現代の経営』だったと思う．20 代の半ばを過ぎ

た頃のことだ．
32 歳で米国留学するまで，約 9 年間富士電機に勤務していた．昭和 33（1958）
年22歳で同社に入社し，
最初に教育関連の仕事に就いた．いわば現場の教育だ．
当時「養成工」
と呼ばれる機関で技能者の養成を行っていた．そこから経営幹部
養成の部門に移り工場などでの幹部研修を主として担当するようになった．
研修業務の中で，あるとき立川の空軍基地からインストラクターを招聘した
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McLuhan. As shown by his consulting for IBM and GM, he had a wide-ranging base of
high quality experiences. He was master of interdisciplinary knowledge; by interacting
with exceptional people, he absorbed multiple intellectual disciplines spectacularly.
In addition, all areas of knowledge—from economics to sociology; history; and
art—supplied him with excellent models. I think we should appreciate the fact that
his concepts had always been unfettered. One of his books, Adventures of a Bystander
will be very helpful in understanding the methodology of his intelligence. This book
contained stories of the many people who influenced Drucker. In other words there
were people-to-people exchanges of experience, and we know it was the source of his
wisdom. Here’s one of the key phrases:
“Bystanders reflect－and reflection is a prism rather than a mirror: it refracts.”
He did not see a simple reflection, but rather perceived its refraction and deflection,
like a prism, with new vision. He maintained this point of view all his life.
When I visited Doris, Mrs.Drucker, in Claremont, after he had passed away, and
asked her, “What did he usually do while at home?” She said, “He didn’t watch TV
at all. I didn’t put a TV in the living room until after he died.” I thought that was
understandable. He didn’t need to watch TV, or cater to public opinion. He reflected on
what he observed and its meaning; he contemplated things.
He presented to us those things observed from such a process, using various
rhetorical methods, as well as his distinctive simplicity. That is exactly the essence
of a journalist. He didn’t make the concepts more abstract with strict theories. On the
contrary, he made them easy to understand for everyone.
Drucker, in any event, kept writing all his life. I heard from Doris that Drucker said
to her, “I just can’t write any more.” It was a symbolic message that meant the end was
near for the famous “bystander.”

Encountering The Practice of Management, “To create a customer”
—What was your first encounter with Drucker?
Nonaka: The first Drucker book I encountered, as I recall, was, The Practice of
Management. It was in my late twenties. I worked for Fuji Electric for nine years
until I was thirty-two, then went to study in the US. My first job with the company in
1958 had been training-related, so to speak: education for the job-site. I was a trainer
for skilled workers at a training facility at the company called “Youseiko.” Then, I
was transferred to the training section for top management. I was mainly in charge of
training for management-level employees at the factory.
While in the training job, we invited an instructor from the U.S. Air Force base in
Tachikawa to visit. At that time, MTPs (Management Training Programs) were very
popular, and were introduced into various organizations. The instructors mastered
highly modularized methods of human resources development. Another time, we
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ことがあった．当時，MTP（Management Training Program）が流行しており，
さまざまな機関で導入されていた．彼らインストラクターは高度にモジュール
化された人材育成手法を使いこなしていた．また，別のときは当時開設間もな
い慶應義塾大学ビジネススクールからも講師を招聘したことがあった．彼ら
の多くはハーバード・ビジネススクールのケースメソッドに準拠して教えてい
た．
経験ベースで人材育成を行っていた当時の私たちにとって，そのような高度
に体系化されたマネジメント手法は衝撃だった．そんな世界があるのかと思っ
た．そんな中で邂逅したのがドラッカーの
『現代の経営』だった．マネジメント
はこのように概念化できるのかと驚いたのを覚えている．
彼自身はマネジメントの体系化にあたり，アンリ・ファヨールなどの偉大な
先人から多くを学んだこと，そしてマネジメントの基礎はそれらの先駆者たち
によって定式化されたことを言明している．確かにそのとおりだ．だが，実践
論として見るとき，やはりマネジメントはドラッカーの手によるものだったと
感じる．20 代でそのような著作に出会えたことを幸せに思っている．
――最も印象的なフレーズはどのようなものか．
野中 「顧客の創造」
だ．彼は，
『現代の経営』
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」
と述べている．私自身の成長か
ら考えても深い影響があった言葉だ．
There is only one valid definition of business purpose: to create a
customer.
見事に本質を突いた言葉だと思う．いわゆるウォール・ストリート式の利潤
の徹底追求とは異なる次元で彼がマネジメントを捉えていたことを証してい
る．ここは私のキャリア形成，後の研究活動にも多大な影響を与えている．
実は顧客自らも持てる欲求や期待を完全に理解しているわけではない．言い
、

、

、

換えれば，そこには co-creation，すなわち顧客とともに新たな価値を創ってい
く姿勢がなくてはならない．そのような姿勢は現代的にも重要な命題を多くは
らんでいる．
先日もドラッカー・スクールの方々とお話をしていたのだが，事業を考える
とき社員のためという考え方もありうる．だが，社員のためとしてしまうと，
価値の創造において内向きとなる．社内政治などからも影響を受ける．この商
品はあの人のためにつくるのだとなると，
関係性の中での狭隘さが出てしまう．
自らが自らを超えていくという挑戦の可能性について狭さが残る．もっと大き
な次元から，顧客を含む世のためになっているかという点でも問題がある．
、 、 、 、 、

、

反対に外に向かって創造する．すなわち顧客の創造とは高邁で，挑戦的な課
題である．顧客自らが要求を理解しているわけではないのだから，むしろつく
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invited an instructor from Keiko Business School, which was newly opened. Most of
them were teaching in accordance with the Harvard Business School case method.
Such highly systematized management methods were rather shocking to us trainers
who had a base of experience. I had no idea such a world existed. It was in those days
when I encountered Drucker’s book, The Practice of Management. I remember being
surprised that management could be conceptualized in such a way.
Though Drucker himself systematized management, he professed that he had
learned a lot from esteemed predecessors such as Henri Fayol, and the management
foundations formulated by those pioneers. There is no question about it. However, I
think it is true, when viewed pragmatically, that management has Drucker’s stamp on
it. I feel fortunate that I encountered such a great book in my twenties.
—What are his most memorable words?
Nonaka: “To create a customer.” In The Practice of Management, he said “There is
only one valid definition of business purpose: to create a customer.” Those are the
words which have influenced me the most profoundly regarding my own growth.
I think that phrase masterfully struck to his essence. It was evidence that he grasped
management in a different dimension compared to the so-called Wall Street style
of intensive profit-seeking. It influenced me for my building career, and later in my
research activities.
In fact, the customer himself doesn’t completely understand his own needs and
expectations. In other words, co-creation—that is to say, the approach should be to
create new value along with the customer. Such an approach is fraught with many
significant possibilities, even today.
I was talking with some Drucker School staff about this matter. There is one way
of thinking that plans a business for employees. However, if it’s for employees, in
a sense of creating value, it will be directed inward; it would also be influenced by
internal-company politics. On the other hand, if you were to create a product for some
particular person, it would result in limited relationships. It would result in limiting the
possibilities for challenging oneself. Moreover, the problem would still remain, from
a larger dimension, and from the point of view of whether it would be good for the
world, including customers.
On the contrary, businesses should be created facing outward. In short, “create the
customer” is a lofty, challenging task. Because the customer himself does not truly
realize his need, the customer should be co-created with the consideration of both the
provider side, and the customer’s aspirations. It also is the pursuit of “the common
good.” Moreover, it connects with strategic theories.
“The common good” and the happiness of Man is one set of values. Toward
these goals, we will make optimal judgments in the midst of reality on a daily basis.
“Contextual judgment,” or “timely balancing,” and “just right” judgment and actions
are needed most. It’s not knowledge on general terms, but it’s a judgment of each
specific thing, each time. It is practical wisdom. I think management is essentially lofty
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る側の思い，そして顧客が志を高くして，ともに創造していくものだ．それは
共通善
（common good）
の追求でもある．さらには戦略論ともつながってくる．
共通善，人間の幸福とは一つの価値観である．それに向かって，日々そ
の都度の現実のただ中で最適な判断を下す．関係性の中の判断
（contextual
judgment）
，あるいは，適時
（timely balancing）
，ちょうど（just right）の判断
と行動が何よりも必要とされる．それは一般論としての知識ではない．個別具
体でその都度の判断力である．それを実践知という．マネジメントとは本質的
にそのような高邁な実践知ではないかと思う．

研究を触発した知識の概念
――それはご自身の経験とも合致していたか．
野中

市場をともにつくり上げていくものとする考え方は，私自身が富士電機

時代に現場と格闘する中で得た実感でもあった．新しい何かをつくっていくこ
とは，本来帰納法的な行為であって，はじめに理論ありきというものではない．
約9年の会社経験のなかで最も痛感されたのは，
情報の組織的共有の問題だっ
た．米国留学でその点を追究し，H・サイモンの情報処理理論をもとに博士論
文を書いた．日本に戻ってからは，
『組織と市場』
（千倉書房）という書物でそ
の成果を世に問うた．いずれも情報処理にもとづくモデルだった．
情報処理の場合，情報というものの持つ客観性が重視される．情報には事実
命題と価値命題がある．言うまでもなく科学にとって重要なのは事実命題であ
る．主観的な価値命題を入れることは許されない．科学とはあくまでも客観的
な事実の探求にほかならないからだ．
だが，新商品開発をベースとするイノベーションの研究を媒介にして，それ
はむしろ
「知識」
なのではないかと考えるようになった．しかも知識の創造なの
ではないかと．
知識は主観からしかスタートできないものである．イノベーショ
ンでは形式知のみならず，個人の信念，希望さらには夢といったきわめて人間
臭い，主観的身体的知を基礎にしている．それをいかに客観化し，正当化して
いくか，そのようなところから知識創造理論の研究がスタートしていった．
――それは先の
「顧客の創造」
とも深く関係しているように見える．
野中

顧客創造とは知識創造そのものだ．知識創造企業の理論化において，彼

の知識社会という概念が一つの指針となったことは間違いない．書物
『知識創
造企業』
（The Knowledge Creating Company，邦訳，東洋経済新報社）の日本語版
刊行時にドラッカーから推薦文をもらったのもその一つの表れだった．
知識創造企業とは知識社会を実現する重要なプレーヤーである．それは善や
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でもある．したた
かさとは，徹底的にアクチュアルな現実に入り込み，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，共通善を
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“practical wisdom.”

This concept of knowledge inspires research
—Does it correspond to your own experience?
Nonaka: The way of thinking that we create the market together is the realization
I experienced while I was struggling with on-site jobs at Fuji Electric. Creating
something new is essentially an inductive action, and doesn’t begin with a theory.
The thing that hit the hardest during that nine-year period was the issue of
information-sharing within the organization. I researched the theme while studying
in the US, and wrote my doctoral dissertation based on Herbert Simon’s information
processing theory. When I returned to Japan, I wrote a book, Organization and Market:
A Contingency Theory and brought the related conclusions to the attention to the world.
In any case, it was a model based on information processing.
With information processing, the objectivity of information is emphasized.
There are two propositions regarding information: factual propositions; and value
prepositions. Needless to say, for science factual prepositions are important; it is
not acceptable to permit subjective value prepositions. In principle, science pursues
objective fact.
However, through innovation research based on new product development, I
started to think that it ought to be “knowledge.” Furthermore, it ought to be “creation
of knowledge.” The starting place of knowledge can only be the subjective. Innovation
is based not only on explicit knowledge but also on subjective physical knowledge, and
so, human characteristics such as belief, hope, and the dreams of individuals. A study
of knowledge-creating theory was based on such grounds, in order to determine how
these could be objectified and justified.
—It seems to be deeply connected to “to create a customer.”
Nonaka: “Creating a customer” is indeed knowledge-creating. Regarding a
theoretical “knowledge-creating company,” make no mistake, Drucker’s concept of the
Knowledge Society is one of the guiding principles. An indication of this is that when
one of my books, the Japanese version of The Knowledge-Creating Company, was
published, I received an endorsement from Drucker.
The knowledge-creating company is a key player for the realization of the
Knowledge Society. It sustains virtue, ideals and morals at a high level, but at the
same time, it is quite sound. This means, it may well be called something that gets to
actual reality, seeing the underlying substance, creating artistic concepts and arousing
people’s interest, like a poet does, and materializing “the common good.” Or you may
call it idealistic realism, or idealistic pragmatism. Drucker’s work has this in common,
I believe.
The concept of the Knowledge Society as presented by Drucker was by some
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実現していく存在といってよい．あるいは理想主義的リアリズム，理想主義的
プラグマティズムと呼んでもよい．ドラッカーの業績にも共通するものがある
と思う．
彼の提起した知識社会というコンセプトは見方によってはかなり粗く大きな
ものである．そこで，個別企業にとって知識を持続的に創造する経営とは何な
のか，いかなる基礎的条件のもとにそれが可能となるのか．それら具体的様相
を明らかにするのがわれわれにとっての命題たり続けてきた．すなわち，ドラッ
カーが大きく捉えたコンセプトをわれわれは個別にかつ詳細，そして実践的に
理論モデル化した．
――結果として考えると，ドラッカーと深い次元で一つの連続性のもとにあっ
たように思われる．
野中

マイク・C・ジャクソンという英国ハル大学の研究者が書いた論文の冒頭

がその関係を見事に表現している
（Mike C. Jackson,“Reflections on knowledge
management from a critical systems perspective,”Knowledge Management
．
Research & Practice (2005) 3）
「ドラッカーが知識社会のアイデアを導入し，野中が知識創造企業の理論的
枠組みを提示したのは，そう昔のことではない．現在までに，持続的経済
成長における知識の本質的な役割を洞察したドラッカーと，企業の長期的
競争優位の源泉として知識の役割を広く認識させた野中は，マネジメント
の理論と実践にきわめて重要なインパクトを与えた．
It is not long since Drucker introduced us to the idea of the‘knowledge
society’and Nonaka set out the basic requirements for a‘knowledgecreating company.’In the short period between then and now, Drucker’
s
insight into the essential role of knowledge work in ensuring continued
economic prosperity, and Nonaka’
s recognition of knowledge as the
unique source of lasting competitive advantage for firms, have had a very
significant impact upon both management theory and practice.」
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
確な知的射程に収めていた．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．いずれも知識が中心をなす．
だが，指針としてドラッカーは役立ったけれども，実際にわれわれが知識創
造企業の研究を進める上で具体的に参考にしたのは，ポール・ローマーの経済
成長に関する理論など，経済学者たちによる緻密な仕事だった．かねてより知
識とは経済学の分野ではあまりきちんと分析対象とはされてこなかった．数少
ない研究者のみがその仕事をしてきた．経済成長であればローマーの仕事が一
級だった．
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measures, rather rough-edged and broad. Therefore, for each business, how can the
continuous creation of knowledge be managed? Under what basic conditions does it
become feasible? Making clear such specific aspects continues to be our aim. We have
taken that broad concept Drucker perceived and turned it into an individually specific,
practical theoretical model.
—When you think about that outcome, there does seem to be a connection
with Drucker in a deep dimension.
Nonaka: The opening part of the thesis written by Michael C. Jackson, a researcher
at Hull University in England, clearly demonstrated this relationship: Mike C.
Jackson, “Reflections on knowledge management from a critical systems perspective,”
Knowledge Management Research & Practice (2005).
“It is not long since Drucker introduced us to the idea of the ‘knowledge society’
and Nonaka set out the basic requirements for a ‘knowledge-creating company.’ In
the short period between then and now, Drucker’s insight into the essential role of
knowledge work in ensuring continued economic prosperity, and Nonaka’s recognition
of knowledge as the unique source of lasting competitive advantage for firms, have had
a very significant impact upon both management theory and practice.”
In an interesting coincidence, by introducing the concept of the knowledge society,
Drucker had already hit upon knowledge within the intellectual spectrum. On the
other hand, we analyzed management with “knowledge creation” as a key concept.
Knowledge is at the center of both of them.
Even though Drucker was useful as a guideline, the concrete references we used
for research into the “knowledge-creating company” included the detailed work
of economists such as Paul Romer and his theory of economic growth. Till now,
knowledge had never been properly regarded as a subject of analysis in the field of
economics. Only a few researchers have done work on it. Regarding economic growth,
the work by Paul Romer is first rate.
Furthermore, concerning innovation theory, it has to be Joseph Schumpeter. The
concept of the “knowledge-creating company” was developed from an experimental
study derived from his arguments. Schumpeter was quite important in that sense.
From the market viewpoint, it was Friedrich Hayek. For them, there is nothing like
equilibrium in the market. It is continually re-building. This was a way of thinking
that regarded the market as place of creation, but not of equilibrium. If we follow
this thinking, there is no mistaking that there is a profound connection between the
Austrian school of thought and the creation of the concept of the “knowledge-creating
company.”

Management as a Liberal Art
—Where is the meaning for us in the study of Drucker going forward?
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イノベーション理論との関係で言えばシュンペーターがいた．彼の議論を応
用した実証研究から知識創造企業のコンセプトが形成されていった．シュン
ペーターはきわめて重要だった．市場観としてはハイエクがいた．彼らにとっ
ては均衡などというものはなく，それはつくり上げられていくものだった．市
場を均衡の場ではなく創造の場であるととらえる考え方だった．そのように考
えると，オーストリア学派の考え方は，知識創造企業のコンセプト形成と深い
関係があったことは間違いない．

リベラル・アーツとしてのマネジメント
――今後彼を研究していく意味をどのあたりにあると考えるだろうか．
野中

ごく最近の問題で言えば，サブプライム危機に代表されるウォール・ス

トリート的価値観への対抗概念として捉えることができると思う．
経済学の理論では
「完全競争」
「均衡」といった理想郷から演繹された状態が
仮定される．たとえば完全競争状態では資源の最適配分が行われる．だが資源
の最適配分が完全になされるならば，企業はまったく利潤を生み出すことがで
きず，利益の最大化は達成されない．
それに対し，参入障壁を高め，模倣困難な資源を活用することで，意識的に
不完全競争の状態を作りだし，
利益を最大化する戦略論が出てきた．ウォール・
ストリート的な考え方はそのようなものとして捉えることが可能である．現在
でもその流れは変わらない．
いずれにしても理想郷から演繹した理論から現実を照射するという姿勢は壁
に突き当たっている．はじめに理論ありきというのは，科学的方法論の一つの
主流であるのは間違いない．だがそれがあらゆる分野に浸透し支配的になって
いく中で，科学的方法論では処理不能なものが実に多く切り捨てられてきたの
も事実である．
ドラッカーも言うように，マネジメントとはサイエンスだけではない．むし
ろアートである．アートは人間のものであり，価値観と不可分の関係にある．
科学では扱いきれない部分が多くある．そのようなものを幅広く摂取して，個
別具体の現実から普遍化する概念を提唱し続けたのが彼だった．
彼の知の手法は社会科学のありように対し，一定のバランスを取り戻す重要
な機縁たりうると思う．科学的方法論からハウツーにまで行き過ぎたマネジメ
ントというものを，もっと根本的に，何が本質か，何がアクチュアルか，その
ような観点から普遍を志向していくものとしなければならない．われわれのい
う「実践知経営」
とはまさに現代が取り戻すべき失われた価値でもある．科学も
むろん大事だが，基本と原則とのバランスを軽視しては意味がない．両者のバ
ランスがますます問われている．
言ってみれば，哲学・歴史・文学の役割，人間の本質を究明していく部分，
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Nonaka: Referring to recent problems, I think we can regard it as counter concepts
against “Wall Street values,” such as led to the subprime loan crisis.
According to economic theory, conditions induced from an ideal world such as
“perfect competition” and “equilibrium” are hypothetical. For example, under the
circumstances of “perfect competition,” the optimum distribution of resources would
be attained. However, if it were perfected, businesses would not only fail to attain
maximized profit, but could not produce a profit at all. .
Against this, raising barriers to entry, utilizing resources too hard to duplicate,
and creating conditions of unfair competition, a strategic theory for maximizing profit
emerged. In this way, it’s possible to grasp Wall Street’s way of thinking. Even now,
that trend remains the same.
In any event, this approach, which purports to radiate reality from a theory deduced
from a utopian ideal, has hit a wall. There is no doubt that one of the mainstays of
scientific methodology is an approach that starts with a theory. However, while this
methodology has penetrated into every field, and dominated, it is also true that so many
things unsolvable using this methodology, have been cast aside.
Like Drucker said, management is not just a science; if anything, it’s an art. Art is
human, and has an inseparable relationship with human values. There are a lot of things
that science alone is unable to deal with. Extensively collecting examples of those
types of things from individual concrete reality, he was the one who kept advocating
the universality of this concept.
I think his intellectual approach could be a very important opportunity to regain
a certain balance in regards to the condition of social science. More fundamentally,
management that overreaches, from scientific methodology to practical applications,
should aspire to universalization, from the point of view of what is essential, and what
is actual. Our “management through practical wisdom” has, quite simply, lost value
and must be restored. Of course, science is important. However, it is meaningless if we
underestimate the balance between fundamentals and principles. The balance of both is
being tested more than ever.
In a manner of speaking, I feel that management needs to play a role more like
philosophy, history and literature, or play more and more of a part in the search for
the essence of Man. On one occasion, I said that managers needed the power of poets,
describing formless reality in direct, symbolic language, and moving people from the
heart. Looking at Drucker and his thought, it would be useful to embrace them from
the viewpoints of philosophy, history and literature.
I think another of Drucker’s most notable achievements was that he advocated
management as a liberal art. He experienced a richness of reality and at the same time,
intuited the essence behind it. The bases for verbalizing these are the Liberal Arts. The
process of intuiting the essence of a vivid reality cannot only be accomplished with
science. It is insight deeply connected with the human way of life. Furthermore, it is
the Liberal Arts—that is, art. That is exactly why management should undergo this
refinement.
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マネジメントにはそのようなところがますます必要になると感じる．かつて私
は経営者には詩人の力が必要と言ったことがある．茫漠とした現実を端的な象
徴言語で表現し，人を内側から動かす．ドラッカーという人と思想を見ていく
ときに，哲学・歴史・文学からのとらえ方も有効であろう．
それともう一つ，マネジメントとはリベラル・アーツなのだということを提
唱したのがドラッカーの見逃しえない功績と思う．
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る．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，科学のみになしうることではない．人間の生き
方に深く関わる洞察であるがために，むしろリベラル・アーツ，すなわち，アー
トとなる．マネジメントを教養とするのはまさにそのためである．

英国文化への憧れ
――彼自身の教養とはどのようなものだったのだろうか．
野中

かつてドリスから聞いた話だ．彼は文学の中でもとりわけ英文学を好ん

だ．晩年にいたるもシェイクスピア全集を集中的に読んでいたと聞いた．ジェ
イン・オースティンという女流作家の
『高慢と偏見』が愛読書だったという．
実際に自宅に伺い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
ど自己の著作を除いてほとんど見当たらなかった．歴史書・哲学書・文学書が
多かった．ドリスから生前の彼はイギリスのジェントルマンを理想像としてい
たとも聞いた．オースティンが好きだったのもうなずける．
ジェントルマンはあくせく働く必要はない．その代わりスポーツと思索に没
頭する．教養が生活のすべてである．そのような英国の知のルーツに彼は関心
を持っていたようだ．彼自身イギリスにいたこともあったし，結婚したのもイ
ギリスでだった．
一つの表れとしてドラッカーは，ナチスに果敢に立ち向かい欧州文明を守っ
た第二次大戦の英雄ウィンストン・チャーチルを高く評価した．他方でチャー
チルも彼の書物を評価し，
『経済人の終わり』
を軍の幹部候補生に読ませたとい
う逸話が残っている．
彼らの原点を考えると，アリストテレスのフロネシス
（phronesis）に遡る
ことができると思う．フロネシスとは，価値・倫理の思慮分別をもって，個
別のその都度の出来事・状況・文脈のただ中で，最適な判断・行為ができる実
践的知恵（高質の暗黙知）とされる．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ある．日本語では賢慮
とも言う．アクチュアルな現実をマネジメントしうる知恵である．
「賢人の思
慮分別」
と捉えてよい．それはなかなか人に教えることは難しい．
彼自身はフロネシスという語は言わなかったけれども，発言内容は実践知そ
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Yearning for British Culture
—What is his own culture?
Nonaka: This is what I heard from Doris once. He liked English literature above all.
Even in his later years, he was reading the complete works of William Shakespeare
quite intensively. His favorite book was Pride and Prejudice by Jane Austen.
As far as I could see in his study when visiting his house, I didn’t see any “how-to”
management books on the shelves, except for his own books. Many books on history,
philosophy and literature were displayed there. I also heard from Doris that he regarded
the English Gentleman as his ideal. It makes sense that he liked Jane Austen.
A Gentleman doesn’t have to work like a dog. Instead, he can devote himself to
sports and thinking. Culture is his whole life. Drucker was interested in the root of such
culture in Britain. He had once lived in Britain, and had also been married there.
That explained this anecdote: Drucker gave high praised to Winston Churchill, a
hero of World War II, boldly fighting the Nazis, and saving European civilization. On
the other hand, Churchill praised Drucker’s The End of Economic Man, and gave this
book, to all the graduates of the British Officer Candidate School.
Thinking about the origin of Gentlemen, it could extend back to Aristotle’s
phronesis. Phronesis is usually translated as “practical wisdom” or “prudence” in
English, and can also mean “high quality tacit knowledge.” It referred to optimal,
consistent judgment and deeds in the face of events and situations and to contextual
discretion regarding values and ethics. In other words, it is not an abstract theory but
vigorous wisdom. In Japanese, you would say it is “kenryo,” or “wise consideration.”
It is wisdom put to use for managing actual reality. It could be understood as “the
wisdom of the wise.” It would be quite difficult to teach to someone.
Even though Drucker himself didn’t use the word “phronesis,” what he said was
exactly like “practical wisdom.” It seems to have resonated deeply within him. It is
indeed what Churchill put in practice; his leadership was “practical wisdom” itself, and
a model of phronetic leadership.
Churchill’s role model was Edmund Burke. In Burke’s writings, the word,
“prudence,” is often seen. In his famous book, Reflections on the Revolution in France,
in which he criticized that great upheaval, he continually emphasizes the importance of
a sense of balanced wisdom.

Possible Connections to Education
—What is the connection between practical wisdom and education?
Nonaka: How was Drucker able to introduce new concepts one after another? How
could he envision such things as NPOs; the Department System; the Knowledge
Society: and the Knowledge Worker? He must have seen these in relation to one
enormous process. The extent of these relationships is very broad. It operates
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のものであって，深い部分で共鳴し合っていたように思う．それはチャーチル
が実践したところのものでもあり，彼のリーダーシップ・スタイルが実践知そ
のものだった．フロネティック
（賢慮型）
リーダーシップの模範だった．
そのチャーチルがロール・モデルとしたのが，エドマンド・バークだった．
彼の著書には prudence の語がよく見られる．大革命を批判した『フランス革命
の省察』が有名だが，そこでは賢いバランス感覚というものの重要性が常に強
調されている．

教育への可能性
――実践知と教育との接続はどのようなものだろうか．
野中

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

か．NPO，事業部制，知識社会，知識労働者，なぜそれらが見えたのだろうか．
大きなプロセスの関係性で見ていたからにほかならない．その関係性の幅が広
かった．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動い
ている．そ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．
すなわちリベラル・アーツを復権するほかはない．
その点，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う．現在組織的に MBA の教育が行われている．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る．ビジネススクールとい
うものは，あまりにも形式知に傾斜し過ぎたという反省がある．その反面暗黙
知を軽視してきた．暗黙知の中でも重要なのは，実践知であり，フロネシスで
ある．それはどのようにして教授可能なのだろうか．
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な
い．常にいかに生きるかという問いと無縁ではいられない．それを復活させた
い．私がドラッカーから学ぶ最も重要なポイントである．
実際に現在，いくつかのところでビジネススクール教育の変革が話し合われ
はじめている．焦点はいかにしてリベラル・アーツを取り込むかにある．その
際大切なのはプロセスの関係性だ．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こない．
そもそも実践知とは経験をベースにして鍛練されるものである．同様の意味
では徒弟教育を 21 世紀的なかたちで具現化することが重要になってくると思
う．そのような指摘とは最近欧米でも出始めている．
たとえばお手本を示す
「エグゼンプラー」
がある．Knowledge by Exemplifica
tion，具体的な手本を媒介にして伝える．そのような方法が考えられる．その
場合，教師自身もフロネティック
（賢慮型）
でなくてはならない．博士号を取り
たての経験のない人間がいくら教えても，恐らく伝わらないだろう．あるいは
経験を擬似的に示すものとしては事例研究というものがあるけれども，経験な
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far beyond our ordinary world of “how-to.” We have no choice but to link up by
deepening and expanding our intellectual connections. In other words, there needs to
be a restoration of Liberal Arts.
From that point of view, it is not impossible to try to emulate Drucker, even though
we might fall short of such a knowledge giant. Nowadays, MBA courses are taught
systematically. In the US, they tend to teach management as a science. Business
schools regret placing too much emphasis on explicit knowledge, while undervaluing
tacit knowledge. As to tacit knowledge, the important thing is “practical knowledge,”
or phronesis. How can we teach this?
We should emphasize aspects of art. Art is not unrelated to human values. We
cannot isolate ourselves from constantly asking the question of how we should live. I
would like to revive it. It is the most significant point that I can learn from Drucker.
In fact, some institutions have started to talk about the reform of business school
education. The focus is on how to involve Liberal Arts in the programs. In that regard,
what is important is the relationship to the process. That is, how big are the world
relationships we can grasp? This cannot be seen as an ordinary “how-to” relationship.
To begin with, “practical wisdom” should be developed on the base of experiences.
In a similar sense, I think it will become important to realize apprentice training in a
twenty-first-century way. Indications of this have started to appear recently in the US
and Europe.
For example, we can think of one kind of method which teaches with concrete
models, or “knowledge by exemplification.” In that case, the teacher himself has to be
phronetic. Probably those who have just earned PhDs without actual experiences could
not get through to students no matter how much they teach. Or possibly, there is a case
study, which presents simulated experiences. However, it is feared that an instructor
without experiences might entirely focus on its analysis. Rather, we need wisdom as
true meaning. The instructor should be a person who could say, “According to my
experience....” In addition, he or she should know such things as various interlocutory
methods; how to interject pauses; timing methods; using attractive words and actions.
In other words, the instructor should have the magnetism which would make students
want to be like him or her.
—In that case, what is the most important point?
Nonaka: It would be from the viewpoint of a dialogue. Wisdom is something that
never stops seeking for relationships. Regarding that, mutual interaction is the most
important of all.
Originally, since Plato, dialogue was a traditional practice in the Western World.
All of his books were written in dialogue style. In a dialogue, there is a method called
dialectic, which is presented in a three-fold manner: thesis; antithesis; and synthesis. I
think there are two types of dialectic. One is a “hard” dialectic style, which consciously
poses counter arguments to everything; the other is a “soft” style, which accepts
everything without repudiation—like brainstorming. If we can utilize the later one,

52

巻頭

きインストラクターの場合，多分に分析に終始する危惧がある．むしろ本当の
意味での知恵というものが必要になる．
「私の経験によれば」と言えるものがな
ければならない．それに加え，その都度の対話の方法，間の取り方，タイミン
グの取り方，魅力的な言動，要は学ぶ側がこうなりたいと思う立ち振る舞い，
そのようなものも教師は持たなければならない．
――その際最もポイントとなる姿勢はどのようなところか．
野中

対話の視点であろう．知とは関係性を求めてやまぬものである．そこで

は相互浸透というものが何よりも重要だ．
そもそも対話とは欧米のプラトン以来の伝統である．プラトンの書物はすべ
て対話形式である．対話には弁証法という正反合で考えていく方法がある．弁
証法にも二種類あると思う．一つは意識的に否定を入れ込んで行くスタイルの
「ハード」
な弁証法，もう一つは否定を入れずちょうどブレインストーミングの
ようにすべてを受け入れていく
「ソフト」
な弁証法である．後者を活用できれば
より大きな関係性が見えてくるだろう．そのような関係性の中で自己を認識を
させるのは教育上大きな効果があると思う．部分と全体がスパイラルになる．
かかるソフトな弁証法が成立するためには，基本的には他者との共鳴，共感，
共振，身体的に浸透し合うものなければならない．それなしに対話というもの
は成立しない．はじめに
「言葉」
ありきではなく，
はじめに「経験」ありきなのだ．
対話のなかに言語のみならず，身体レヴェルの対話を組み込む．身体知，共振，
すなわち暗黙知と形式知をスパイラル状にする土壌が必要である．そのような
文脈を形成するのが
「場」
である．場は物理的空間そのものではない．個々人の
関係性（文脈）に成立する意味空間である．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．
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う．その基礎と
なるのが場だから，場づくりの能力がリーダーにとっては必須のものとなる．
場づくりの能力とは人間存在の根底にあるケア，愛，信頼など感情の知
（社
会資本）と文脈・コンテクストを共有する場をつくる能力だ．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る．

実践のただ中で考え抜く
――そのような教育とは，旧来の徒弟教育とどの点が本質的に異なるのか．
野中

17，18 世紀の徒弟制度との本質的な違いは，一つとして徹底的なデジ

タルの活用があるのではないかと思う．IT の活用によって何よりも暗黙知と
形式知の相互作用を劇的に促進する可能性がある．さらに動画が入ってくると
いっそうその期待は高い．相乗効果が出るような IT の活用というものがます
ます要請されている．
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we can see broader relationships. I think it is very beneficial from an educational
standpoint for bringing about self-awareness from within such a relationship. This
becomes a momentum spiral of the whole and of the parts.
In order to establish this kind of “soft” dialectic, basically we need sympathy,
empathy, and resonance with others—or interacting physically with each other.
Without these, no dialogue can be established. It isn’t that first, there were “words,”
but first, there was “experience.” In dialogue, we should not only apply words, but
also dialogue at the physical level. We need fertile soil where “physical knowledge”
and resonance, that is, both tacit knowledge and explicit knowledge mix into a
momentum spiral. It is the “ba” or “place” where such context is created. “Ba” is
not a physical place, but the semantic space consisting of individual relationships or
contexts. There you bring fresh “right now, right here” experiences which cannot be
substituted with anything else, and share those experiences. And, in so doing, you can
expand tacit knowledge. At the same time, following such dialogue, tacit knowledge is
transmigrated into explicit knowledge. It is the “ba” where this movement takes place.
Therefore, the ability to create a “ba” is indispensable for leaders.
The ability to create “ba” is an ability to make a place that shares its context with
the elements of emotional knowledge such as care, love and trust which lie at the base
of human existence. It is cultivated through daily verbal and non-verbal communication
such as understanding other’s feelings, or empathy—sensing subtleties of emotion; it’s
about timing and reaching the tipping point of mutual consideration.

When putting something into practice, think it through
—H ow is such education essentially different from traditional apprentice
training?
Nonaka: I think the essential difference from the apprentice training of the
Seventeenth and Eighteenth Centuries is the utilization of digital devices. Because of
the utilization of IT, it is possible to dramatically accelerate the interaction between
tacit and explicit knowledge. Moreover, if animation is added, expectations will
increase. Therefore, synergistic utilization of IT has been requested more and more
often.
When IT is employed, feedback of information for explicit knowledge is available
at high speed. In other words, it will speed up the feedback for applied practice
dramatically. By continually expanding the quality and quantity of experiences, tacit
knowledge will become consciously enriched with feedback for explicit knowledge.
So, the important thing is whether it is possible for tacit knowledge to be enriched
by the promotion of digitalization. Tacit thought often tends to be conservative. In order
to improve this, it should be persistently exposed to challenges. It needs conscious
conversion into explicit knowledge. For maintaining good balance, you should always
make timely case-by-case judgments about the synergistic effect between the analog
and the digital.
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IT を使用する場合，形式知の情報へのフィードバックが高速である．すな
わち，実践とのフィードバックに劇的なスピードが出る．経験の質量を共に絶
えず広げながら，暗黙知は形式知とのフィードバックによって，自覚されつつ
豊かになっていく．
そこで重要なのは，デジタル化が進むことによって，暗黙知が豊かになる可
能性である．暗黙知とはともすれば保守的になりがちである．それを革新する
ためには，絶えざる挑戦に晒され続けなければならない．形式知への意識的な
変換が必要だ．うまくバランスをとりながら，タイムリーなアナログとデジタ
ルの相乗効果というものをその都度判断していく必要があろう．
そのためにも賢慮型リーダーの存在が不可欠となる．リーダーは
「修羅場の
経験」がなくてはならないし，場づくりの能力がなければならない．そのよう
な条件を満たしていかないと逆に形式化が暗黙知を殺し，知識破壊につながる
恐れがある．バランスの力が重要となる．賢い判断を行うリーダーがいないと，
うまくはいかない可能性が高い．
――実務家が今までお話しいただいた知の方法論から学びうる最大のものとは
何だろうか．
野中

実務家はいっそう突きつめてドラッカーを研究していくとよい．彼はそ

れに値する存在だ．企業人とは言い換えれば実践の人ということである．実践
のただ中で深く考えることだ．考え抜くこと，沈思黙考することだ．英語で
contemplation という．
しかも，動きながら考え抜くことだ．contemplation in action と私は言う．
行動のただ中の熟慮だ．それは少々大きな話になるが，プラトンとアリストテ
レスの綜合を意味する壮大な知的枠みの創造である．
ドラッカーは自ら概念化の能力を鍛えるにあたり，絶えず新たなテーマを見
つけて数年おきに徹底的に学んだという．問題
（タスク）を設定し，知的枠組み
を組み替えていった．すなわち，形式知ベースの教養も怠りなく身に付け刷新
していったということだ．同時に，シェイクスピアをはじめ，世界の古典的文
学・芸術をも渉猟し，没するまで世界の幅を広げることをやめなかった．その
ような姿勢から学べばよい．
動きながら，考え抜く．実践のただ中に身を投じながら，客観的に考え抜く．
行動しながら，傍観者のごとく距離をとり，現実を見つめる．そこから屈折す
る像を独自に解釈し，コンセプト化する．彼が生き生きとしたコンセプトをつ
くる名手だったのは，現実を直観するときに通常の人が見えないアクチュアリ
ティを見ていたからだ．
企業人でも出来る人は走りながら考えていると思う．アクチュアリティのた
だ中で，客観的に考え抜くはずだ．それはドラッカーが身をもって示した姿勢
でもある．実践知の方法論から学ぶべき点は限りなくある．
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For that purpose, the existence of the phronetic leader will be indispensable.
The leader needs to have the ability to facilitate “ba” and have undergone a “trial by
fire.” Unless such conditions are fulfilled, explicit knowledge would smother tacit
knowledge, which would lead to the possibility of knowledge dissolution. It needs the
power of balance. Without a leader who can make wise judgments, the possibility of
failure is high.
—W hat can the practitioner learn most from the knowledge-related
methodology wisdom discussed here?
Nonaka: It would be beneficial for the practitioner to study Drucker intensively. His
is the life worth studying. Businessmen are, in a sense, practitioners. While practicing
business, you should think deeply and think things through. That is, you should be
contemplative.
Moreover, you should take action while thinking things through. I call it
“contemplation in action.” It is simply deliberation in the midst of acting. It may sound
rather overwhelming, but it means the creation of a magnificent intellectual framework,
synthesizing Plato and Aristotle.
It is said Drucker continued to choose a new topic every few years and studied
it thoroughly in order to hone his own capabilities for conceptualizing. He kept
setting tasks and rearranging his intellectual framework. In other words, he acquired
explicit knowledge-based learning, and never failed to reinvent himself. At the same
time, he never stopped broadening his intellectual world by submerging himself in
world classics and works of art such as Shakespeare, right up until his death. Such an
approach should be emulated.
Contemplating while acting; contemplating objectively while throwing yourself
into the midst of implementation; watching reality while acting, but keeping your
distance, like a bystander; he uniquely interpreted refracted images and conceptualized
them. The reason why he was a master of creating vivid concepts was that he was
visualizing a reality which ordinary men could not see when they intuited actuality.
I think a capable businessperson thinks while running; he is sure to think
objectively in the midst of actuality. It is an attitude which Drucker showed us through
his own experience. There is no end to what can be learned from the methodology of
practical wisdom.
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巻頭

【略歴】一橋大学名誉教授，カリフォルニア大学ゼロックス知識学名誉ファカルティー・
スカラー，クレアモント大学院大学ドラッカー・スクール名誉スカラー．本会
理事．1935 年生まれ．早稲田大学政治経済学部卒業後，富士電機製造を経て，
カリフォルニア大学経営大学院（バークレー校）にて Ph.D. 取得．南山大学，防
衛大学校，一橋大学，北陸先端科学技術大学院大学，一橋大学大学院国際企業
戦略研究科各教授を経て現職．竹内弘高氏との共著 The Knowledge Creating
Company（邦訳『知識創造企業』東洋経済新報社）は知識経営に関する書物として
世界で最も引用されている．昨年度出版された Managing Flow（遠山亮子・平田
透との共著）の日本語版は東洋経済新報社から近刊される．

【インタビュー】実践知――時代を挑発してやまぬ方法論

[Brief biography] Ikujiro Nonaka is Professor Emeritus, Hitotsubashi University Graduate
School; Xerox Distinguished Faculty Scholar, University of California,
Berkley Graduate School; First Distinguished Drucker Scholar
in Residence, Claremont Graduate University; Board Member of
Drucker Workshop. Born in 1935, he worked for Fuji Electric Co. after
graduating from Waseda University. Professor Nonaka earned a PhD
from the University of California, Berkeley. Professor Nonaka taught at
Nanzan University; National Defense Academy, Japan; Hitotsubashi
University; the Graduate School of Knowledge Science, Japan
Advanced Institute of Science and Technology; and the Hitotsubashi
University Graduate School of International Corporate Strategy.
Professor Nonaka’s The Knowledge-Creating Company (with Hirotaka
Takeuchi) is the most quoted knowledge management reference in the
world. The Japanese version of Managing Flow (with Ryoko Toyama
and Toru Hirata) will be published soon by Toyo Keizai Inc.
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P.F.ドラッカー
（
「企業永続の理論」
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営されてきた前提が，もはや現実にそぐわなくなったのである．」
〔Drucker, P.
F.（1994）：邦訳，4 ページ〕

）
の警鐘

『ハーバード・ビジネス・レヴュー』
1994年 9・10月号所載

A Warning from “The Theory of the Business” (1994) by
P. F. Drucker

坂本和一

Kazuichi Sakamoto

（立命館大学）

Summary
“The Theory of the Business”(Harvard Business Review, Sept.-Oct. 1 9 9 4 )
by P. F. Drucker is a well-known article on the meaning of re-definition
of the business. It is supposed that this article is not only stressing on
the strategic roll of the re-definition of the business generally, but also
committing on the real strategies of IBM and GM which are taken as the
cases. In this article, Drucker sent a warning to IBM and GM to re-define
their existing business models. Now, the sensitivity and receptivity to
Drucker’
s warning decide the outcome of their business performances.

「企業永続の理論」
はこうして，
「事業の再定義」
の重要性を説いた論文として
有名であるが，私はドラッカーのこの論文が発表された
「時点」
に関心をもって
いる．この論文は 1994 年に発表されたが，多分執筆されたのは 1992 ～ 93 年
のことであろう．
1992 ～ 93 年に書かれたということは，この論文が一般的に「事業の再定義」
の意味を問うたということ以上に，より具体的に，当時の米国企業の現実にコ
ミットした意味をもっているように思われる．
この点で，この論文が，テーマを展開する際のケースとして，とくに米国を
代表する二つの世界企業，IBM（インターナショナル・ビジネス・マシーンズ）
と GM（ゼネラル・モーターズ）
を取り上げていることに注目する．
1990 年代初頭，日本では 80 年代の金融バブルは崩壊し，経済状況は一転し
て不況に落ち込み，以後 21 世紀に入るまで「失われた 10 年」といわれるような
状況を迎えたことは周知のとおりである．この時期，米国でも厳しい経済の落
ち込みに襲われ，中軸企業も軒並み業績低下に陥った．
ドラッカーが
「企業永続の理論」
で
「事業の再定義」
を説くケースとして取り上
げた IBM と GM も例外ではなかった．1990 年から 93 年にかけて，これらの米
国代表企業は大幅な営業赤字に陥っていた
（表 1，2 を参照）
．
まさにこの時期に刊行された論文が，
「企業永続の理論」
であった．

はじめに

論文が刊行された時期の，このような具体的な社会状況を念頭に置くと，こ
の論文を刊行したドラッカーの気持ちが，
よりリアルに伝わってくる．それは，
単に「事業の再定義」
の意義を説く一論文を刊行したということを越えて，これ

これまで成功を収めてきた企業や組織が急に勢いを失い，困難に直面する事

ら米国を代表し，現実の米国経済に多大の影響をもつ 2 大企業の経営戦略の将

態を，私たちは度々目にしてきている．これは多くの場合，その企業や組織が

来について，重大な警鐘を鳴らすことであったのではないか，ということであ

それまで前提としてきた
「事業の定義」
が環境の変化，新しい事態にそぐわなく

る．

なってきているからである．この困難を克服するのに求められるのは，これま
での事業の定義を見直し，
「事業の再定義」
に挑戦することである．
『ハーバード・ビジネス・レヴュー』1994年9・10月号に掲載されたP．F．ドラッ
カーの
「企業永続の理論」
は，この点を説いた名論文として知られる．
ドラッカーは，ついこの間までスーパースターだった企業が突然低迷して困

この小論は，
「企業永続の理論」
に込められた，このようなドラッカーの気持
ちを掘り起こしてみようとするものである．

1．ケース：IBM と GM

難に落ちるケースについて，
「このような危機一つひとつの根幹の原因は，も

これら 2 つの企業は，「近年困難に陥った米国企業のなかで，『傲慢な官僚主

のごとを下手になしているからではない．
間違ったことをしたからでさえない．

義』として最も目につき，広く悪しざまにいわれた」
（同上論文邦訳，5 ページ）
．

たいていの場合，実際に，正しいことをなしている．ただしそれを，実を結ば

しかし，これら 2 つの米国を代表する企業が近年困難に陥ったのは，決してこ

ない形でなしているのである．このあきらかに逆説的な事態は何が原因となっ

れらの企業が官僚主義で停滞し，傲慢な企業に堕落していたからではない，と

ているのか」
〔Drucker, P. F.（1994）
：邦訳『ダイヤモンド・ハーバード・ビジ

ドラッカーはいう．

ネス』1995 年 1 月号，4 ページ〕
と問う．そして，つぎのようにいう．
「組織の設立に際して基礎とされた前提，そしてそれにもとづいて組織が運

1950 年代以来，大型コンピュータで覇を成してきた IBM は，1970 年代以降
それまでの自らの事業の射程外にあった小型コンピュータ，パソコンが社会の
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ダウンサイジングとオープン・システム化という 2 つの結びついた動きは，

入るとこの分野に参入し，たちどころに世界最大のパソコン・メーカーになり，

一言でいえば，コンピュータ産業における，いわば
「文化革命」
であった．そし

産業規格のリーダーとなった．

て，それがまさに「文化革命」であったがゆえに，IBM は，今から振り返れば，

また GM は，1980 年代はじめ，主要事業である自動車事業では確かに停滞
を余儀なくされていたが，他方で，困難に陥っていたヒューズ・エレクトロニ
クス社とエレクトロニック・データ・システムズ社という 2 つの企業を買収し，
これらの成熟企業をみごとに立ち直らせることに成功した．
IBM と GM が成し遂げたこれらのことは，これらの企業が本当に
「傲慢な官
僚主義」
に陥っておれば到底可能なことではなかった，とドラッカーはいう．
では，なぜこれらの米国を代表する企業は，1990 年代に入って困難に直面
することになったのであろうか．

その対応に「手こずった」．それがこの 1990 年代初頭に IBM が直面した事態で
あった．
ダウンサイジングとオープン・システム化の 2 つの動きは，突き詰めれば結
局，コンピュータ産業の文化を，「クローズド・システム」の世界から，「オー
プン・システム」の世界に大転換するものであった．これに対して，IBM 社の
文化は，まさに
「クローズド・システム」
の世界を代表するものであった．
1980 年代に至るまでのコンピュータ産業の文化は，よくいわれるように，
1960 年代半ば，第 3 世代のコンピュータを代表する IBM のシステム 360 が最

ドラッカーはいう．それは，
「IBM や GM が実際に直面している現実が，今

も典型的に創り出したものであった．そこでは，当該の汎用コンピュータ専用

も前提としているものから著しく変化してしまったのである．言い換えれ

につくられた OS があって，同系列のコンピュータは，この OS でのみ稼動す

ば，現実が変化したのに，事業の定義はそれとともに変わることがなかった」

るように設計されていた．したがって，
大型から小型まで，
幅広いバリエーショ

〔Drucker, P. F.（1994）
：邦訳，6 ページ〕
からであると．
それでは，これら 2 つの米国代表企業は，1990 年代初頭にどのような現実に
直面していたのであろうか．

2．1990 年初頭に直面した現実
・IBM
IBM は，1950 年代前半，コンピュータ産業への進出ではユニバックの後塵
を拝し，後発メーカーであった．しかし，いったん参入するとたちどころに業

ンを包摂する当該の汎用コンピュータを使用すれば，どのような仕事でもこな
せるように仕組まれていたが，他方では，専用の OS でのみ動くことになって
いたから，いったん当該のシステム，
たとえばIBMのシステム360を導入すれば，
ユーザーはIBMのOSを使い続けなければならないことになっていた．したがっ
て，ユーザーは，自分が使用するシステムの，広大ではあるが，閉じられた
OS の世界に囲い込まれてしまうことになっていたし，他方では，メーカーは
このような形でユーザーを自らの世界に囲い込むことをマーケティングの基本
において競争することになっていた．そのような世界を最も典型的 ,

象徴的

に確立したのが IBM のシステム 360 であった．

界を席巻し，圧倒的なトップの位置を構築した．さらに 30 年を経て，今度は

ダウンサイジングとオープン・システム化は，このような
「クローズド・シス

超小型のコンピュータ，パソコンの出現によって新たな挑戦を受けた．しかし

テム」の世界を，大きく
「オープン・システム」
の世界に転換するものであった．

これも，異例の機敏さで対応を果たし，業界のトップに立った．
しかし問題は，大型コンピュータ事業にしても，パソコン事業にしても，
IBMが立脚していたのは，
ハードウエア志向の事業であるということであった．
しかも IBM は，これらの事業で基本ソフト OS（オペレーティング・システム）

このような新しいコンピュータ産業文化の到来は，伝統的文化を自らつくり
だし，これまでそれを最大の武器として業界を主導してきた IBM にとっては，
ひときわ重たいものとして撥ね返ることになった．
世界史の世界では，これまでの覇権の最大の強みが環境の変化のなかで一瞬

の独占網を張り巡らし，
「クローズド・システム」
の世界を構築して，コンピュー

にして弱点に転化するケースが指摘されることがある．1980 年代，ダウンサ

タ事業の覇権を握ってきていた．

イジングとオープン・システム化という環境変化に直面した IBM の立場は，ま

1980 年代に入ると，IC 技術の急激な発展とともに，コンピュータ産業の構

さにそのようなものであったといえるかもしれない．

造は急激な変化をみせはじめ，とくに 80 年代後半から 90 年代に入ると，それ

いずれにしても，IBM が 1980 年代後半に直面したのは，このような新しい

が 1950 年代初めのコンピュータ産業成立以来の，歴史を画する産業構造大変

コンピュータ産業文化との戦いであり，
IBMが次の世代に生き残ろうとすれば，

動の様相を示し始めてくる．

自らの文化を改革するところまで到達せざるをえないものであった．

この変動の基本は，いわゆる
「ダウンサイジング」と「オープン・システム化」

ダウンサイジングとオープン・システム化という怒涛のような技術環境変化

の流れである．
これらの動きが，
これまでの汎用コンピュータ中心のコンピュー

のなかで，1980 年代後半以降，IBM はこれに対応するさまざまな挑戦を試み

タ産業の世界を大きく転換させることになった．

てきた．それは，30 年間にわたりコンピュータ産業の盟主として一貫して業
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（単位：100 万ドル）

売上高純利益率は一桁に落ち込んだ．そして 1991 年，純利益そのものが 28 億

年

売上高

純利益

売上高純利益率

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

26,213
29,070
34,364
40,180
45,937
50,056
51,250
54,217
59,681
62,710
69,018
64,792
64,523
62,716
64,052
71,940
75,947
78,508
81,667
87,548
88,396
85,866
81,186
89,131
96,293
91,134
91,424
98,786
103,630

3,397
3,610
4,409
5,485
6,582
6,555
4,789
5,588
5,806
3,758
6,020
－2,827
－4,965
－8,101
3,021
4,178
5,429
6,093
6,328
7,712
8,093
7,723
3,579
6,558
7,479
7,934
9,416
10,418
12,334

13.0%
12.4%
12.8%
13.7%
14.3%
13.1%
9.3%
10.3%
9.7%
6.0%
8.7%
－4.4%
－7.7%
－12.9%
4.7%
5.8%
7.1%
7.8%
7.7%
8.8%
9.2%
9.0%
4.4%
7.4%
7.8%
8.7%
10.3%
10.5%
11.9%

ドルのマイナスに落ち込み，さらに 92 年には 50 億ドル，93 年には実に 81 億

表1

IBM の経営実績推移

界を主導してきたIBMには，
これまで経験したことのない挑戦の連続であった．
しかしそれらの挑戦にもかかわらず，表 1 が示すように，1985 年以降，
IBM 社の経営業績は急激に変調をきたし，90 年代に入ると一転して純利益が
マイナスに落ち込むことになった．
IBM は，戦後コンピュータ企業に変身して以来，1980 年代半ばまでの 30 数

ドルの赤字を記録することになった．1990 年代初頭のこの 3 年間の連続，しか
も年ごとに倍増する赤字幅の拡大は，かつてのエクセレント・カンパニー IBM
に何が起こっているのか，産業界のみならず，世界中の社会的注目が集まるこ
ととなった．
1992 ～ 93 年，ドラッカーが見ていた IBM をめぐる現実は，このようなも
のであった．
ところで，ドラッカーは IBM の事実上の創業者トーマス・ワトソン父子と
個人的にも付き合いが深かった．名著『企業とは何か――その社会的な責任
（Concept of the Corporation）
』
が 1946 年刊行されたとき，これに注目したトーマ
ス・ワトソン・ジュニアに請われて，1950 年代に一時期，IBM のコンサルタン
トも引き受ける関係にあった．
またドラッカー自身，IBM の企業としての行き方から学ぶことが多かった
といわれる．後にドラッカーが「企業の最も重要な資源は知識労働者」とか「労
働力はコストではなく資源」とかという考えをもつようになったのは，長年
IBM を観察してきたことと関係があるのではないかといわれている
〔Drucker,
P. F.（2005）
：邦訳，16 章の
「訳者解説」
を参照〕
．
そのトーマス・ワトソン・ジュニアは，1993 年に 79 歳の生涯を閉じた．それ
は，IBMの業績が至上最悪を記録した年であった．このとき去来したドラッカー
のトーマス・ワトソン・ジュニアと IBM への思いが，
「企業永続の理論」
に深く
込められているように思えてならない．
このような存亡の危機に直面して，IBM の動きは速かった．1993 年 4 月，
IBM は，ドラッカーの思いを察したかのような，抜本的な経営改革に乗り出す．
・GM
GM は，IBM の場合よりもさらに強力な，70 年間成功してきた事業の定義
と事業モデルを擁していた．
「1920 年代のはじめから GM は，米国の自動車市場とは価値観において同質
のものであり，極度に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
前提にたっていた．
」
（同上論文邦訳，7 ページ）

年間，特に 1950 年代半ば以降，総売上高，純利益共に，毎年二桁ないしそれ

しかし，1970 年代終わりになると，市場と生産に関するこの前提が機能し

に近い成長を持続し，10％を超える売上高純利益率を実現してきた．「アメリ

なくなってきた．この半世紀の間に，自動車市場の環境が大きく変化してきて

カ産業史上における最もエキサイティングな物語の一つ」といわれるような，

いたのである．その変化の大きな流れは 2 つである．

華々しい成長，発展を実現してきた 80 年代までの IBM を知るものには，それ
は信じがたい状況の現出であった．

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

1985 年，86 年，それまでほぼ 10％前後の成長を示してきた純利益は，一転

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

して停滞に転じ，それまで 25 年間にわたり 10％を超える水準を実現してきた

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
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表２ ＧＭの経営実績推移：1980-2008 年

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
合衆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．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 年代に合衆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．
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，
とりわけ合衆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，合衆国自動車メーカー，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
を蓄積してきた合衆国メーカーには，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 もまった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

年

売上高

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

57,729
62,699
60,026
74,582
83,890
96,372
102,814
101,782
123,642
126,932
124,705
123,109
132,243
138,220
154,952
168,829
164,069
178,174
161,315
176,558
184,632
177,260
186,763
185,524
193,517
192,604
207,349
182,347
148,979

純利益
－775

321
950
3,730
4,517
3,999
2,945
3,551
4,856
4,224
－1,986
－4,453
－23,498
2,467
4,900
6,881
4,963
6,689
2,956
6,002
4,452
601
1,736
3,822
2,805
－10,567
－1,978
－38,732
30,860
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（単位：100 万ドル）

売上高純利益率
－1.3%

0.5%
1.6%
5.0%
5.4%
4.1％
2.9%
3.5%
3.9%
3.3%
－1.6%
－3.6%
－17.8%
1.8%
3.2%
4.1％
3.0%
3.8%
1.8%
3.4%
2.4%
0.3%
0.9%
2.1％
1.4%
－5.5%
－1.O%
－21.2%
－20.7%

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，

GM の中興の祖アルフレッド・スローンが生涯を閉じたのは，1966 年，
『GM

石油ショックで小型車需要が高まると，日本のいすゞ自動車やドイツのオペル
との協力関係で小型車開発をすすめた．
1984年にはトヨタ自動車との合弁会社，

とともに（My Years with General Motors）
』を世に問うた 3 年後のことであるが，
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，合衆国ナン

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

バーワン企業にふさわしい業績を確保してきていた．
そのような実績を背景に，

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すすめ，小型

GM は自ら合衆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

車生産のノウハウを吸収しようとした．

GM が合衆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

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

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 社長チャール

戦略を得意としないビッグ 3，GM にとっては，日本企業との提携戦略や，
「サ

ズ・ウィルソンは，「GM に良いことは，合衆国にも良いことだ」といって憚ら

ターン」
戦略もさして大きな効果を上げたとはいえなかった．

なかった．

その結果，この間，合衆国市場でのビッグ 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．
このような環境変化のなかで，GM の経営状態は劣化の一途を辿ってきた．

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 年代初頭には，
表 2 に見るように，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，1992 年には，235 億ドルの赤字という合衆国企業史上でも稀
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今日もかわらない．

その後，1990 年代後半にはいく分の回復が見られたが，2001 年以降は再び

しかし，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

厳しい状況に陥り，2005 年には再び 100 億ドル近い赤字を記録した．2006 年

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，人柄に対

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

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．

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，

『企業とは何か』は GM の将来に対する提言の書であり，ある意味で忌憚なき

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

警鐘の書であった．これが調査を支援したスローンがこの書の受け入れを拒ん

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赤字に陥った．

だ理由でもあった．

そして，2009 年，いよいよ経営破たんに陥り，オバマ新大統領政権のもとで
政府管理のもとで再建を図る事態にまでに至ったことは記憶に新しい．

しかし，スローン自身および GM 首脳陣とのこのような関係にもかかわらず，
ドラッカーは終生，GM に対する恩義と敬意と愛着を失わなかったと思われる．

その背景にあったのは，GM が市場に占めるシェアの変動である．戦後 1960

1990 年代初頭，かつてない苦境に立つ GM を見て，ドラッカーの気持ちは

年代までは，GM は合衆国自動車市場でシェア 50％を超える，突出した存在で

複雑なものがあったのではないか．そして，「企業永続の理論」で改めて GM に

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

対する警鐘を発せざるをえなかったのではないかと思われる．

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
見られ，2005 年には 25％をさえ割り込んだ．
こうして，合衆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．
このような事態に至る一つの大きな結節点が 1990 年代初頭の経営危機であ
り，とくに 92 年の 235 億ドルの赤字という，合衆国企業史上でも稀に見る大
赤字への転落であった．ドラッカーが
「企業永続の理論」執筆の 1992 ～ 93 年当
時，GM は直面していたのは，このような事態であった．

3．改革を断行した IBM，断行できなかった GM
・IBM
1993 年 1 月 26 日，IBM は，会長兼 CEO ジョン・エイカーズの退任と，それ
に伴う，後任選考のための委員会が設けられたことを発表した．委員会は GE
のジャック・ウェルチやマイクロソフトのビル・ゲイツもノミネートされた候
補者リストの中から，RJR ナビスコの現役会長兼 CEO であるルイス・ガース
ナーに的をしぼり，就任を要請した．
当時，IBM の将来に対する社会的な評価は，つい数年前まで，世界のコン
ピュータ産業のみならず世界企業界最強のエクセレント・カンパニーとしての

周知のように，ドラッカーは GM とは深く，また複雑な関係があった．

IBM の評価に慣れ親しんできたものにとっては，実に聞くに堪えないもので

ドラッカーの名著
『企業とは何か』
は，よく世に知られているように，ドラッ

あった．

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

「IBM はいまや，1980 年代以降に登場した主要なコンピュータ技術のほとん

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，企業の内部組織

どで，対抗馬にすらなれていない．……大型機が一夜にして消えることはない

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

が，この技術はもう古い．
そして同社が支配している分野は縮小の一途をたどっ

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

ている．巨大な恐竜は沼地の奥深くに入り込んでいき，森林は哺乳類の天下に

年），
『経営者の条件』
（1964 年）
，
『創造する経営者』
（1966 年）などの基礎になっ

なった．いずれ，沼地がなくなる可能性もある．
」
「現在の問題は IBM が生き残

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

れるかどうかだ．ここまでの分析から，その見通しがきわめて暗いとみられる

ケーススタディでもあった．

ことは確かだ．
」

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

一例を示せば，これが 1990 年代を迎えた時点での IBM に対する一般的な社

ろとはならなかった．ドラッカーの GM 調査を積極的に支援したのはスローン

会的評価であったと，ガースナー自身，当時を回顧している
〔Gerstner（2002）
：

自身であったが，スローンは，ドラッカーの著書を見て，これを評価せず，無

邦訳，26 ～ 27 ページ〕
．

視した．むしろその成果を打ち消すべく，後に 1963 年刊行の
『GM とともに』
に結実する自著の執筆を決意したとされる．そして，スローンのこの著書こそ
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

このような社会的評価のなかで，
ガースナーはIBM再生の大仕事を引き受け，
会長兼 CEO に就任することになった．
1993 年 4 月，IBM の新会長兼 CEO の招聘されたガースナーは，9 年間の在
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表 3 IBM の製品分野別売上高推移：1996-2005 年
分野

1996年

（売上高単位：100 万ドル）

2000年

構成比

売上高

構成比

売上高

構成比

ハードウエア

36,350

47.9%

37,777

42.7%

24,314

26.7%

サービシズ

22,310

29.4%

33,152

37.5%

47,357

52.0%

ソフトウエア

11,426

15.0%

12,598

14.3％

15,753

17.3%

3,224

4.2%

3,465

3.9%

2,407

2.6%

その他
合計

代以来の長年にわたる「一人天下」の成長のなかで，2 つの産業文化を前提とす
る事業モデルによって成長を図ってきた．第 1 は，メインフレームを中心とす

2005年

売上高

ファイナンシング

71

2,637

3.5%

1,404

1.6%

1,303

1.4%

75,947

100.0%

88,396

100.0%

91,134

100.0%

る
「ハード主導」の事業モデルである．第 2 は，これまでのその圧倒的な地位を
に依拠した，
「資源内包型」
の事業モデルである．1970 年代までのメインフレー
ム中心の時代においては，このような事業モデルは有効に作用してきた．
しかし，ダウンサイジングとオープン・システム化が進む新しい産業環境の
下では，このような事業モデルは急速に時代遅れになってきていた．このよう
な旧来型の事業モデルからの転換が遅れたことが，IBM が危機を招いた背景
の最大のものであった．

職を経て，2002 年春 CEO を退任し，同年末には会長も退いた（後任はサミュ

ガースナーは，2 つの方向での事業モデルの転換を図った．

エル・パルミサーノ）
．

第 1 は，「サービス主導」
の事業モデルへの転換である．

9 年前，窮地にあった合衆国の名門巨大企業 IBM の救世主たるべく，関係者
の輿望をになって登場したガースナーは，この間，どのような実績を残したで
あろうか．
IBM の経営業績は，1991 年から 93 年の間，3 年続きで IBM 史上例を見ない
純利益の落ち込みを経験したあと，ガースナー時代となった 1994 年からは売
上高，純利益ともに成長基調を取り戻し，96 年からは 7 ～ 8％台の売上高純利

第 2 は，「ネットワーク主導」
の事業モデルの構築である．
第 1 は，今日，顧客の購買行動が歴史的な変化の時代を迎えており，顧客は
特定のサプライヤーの提供する独自のシステムではなく，さまざまなサプライ
ヤーの技術を自社の事業プロセスに統合してくれるソリューションを提供して
くれる企業を高く評価する，
サービス主導の時代になるという認識にもとづく．
1996 年，IBM は，この新しいサービス事業を担う独立の事業部門として，

益率を実現することになった
（2002 年は，マクロ経済落込みの影響で 4％台に

IBM グローバル・サービスを設立した．ガースナーは後に，
「IBM グローバ

落ちたが）
（表 1 を参照）
．

ル・サービスの設立に失敗しておれば，IBM は，少なくともわたしが思い描く

ガースナーへの CEO 交代後の，このような IBM の急速な業績回復は，これ
はまたこれで，社会の大きな驚きであった．91 ～ 93 年の 3 年間，毎年純利益

IBM は，それとともに破綻していただろう」と述懐している．サービス主導事
業モデルへの転換は，IBM 再生の根幹を握る改革であった．

の倍化する落込みが続き，IBM の収益構造崩壊の底知れない深刻さを社会的

第 2 の，「ネットワーク主導」の事業モデルの構築についていえば，それは具

に印象付けていたことからすれば，実に鮮やかな成長軌道と収益構造の回復で

体的にはこれまでのクローズドな事業世界から脱出してオープン・システム化

あった．

の流れに事業を転換させることであった．
そして，
そのための要点はソフトウェ

この背景に展開していたのは，これまたこれまでの IBM の伝統からすれば
信じられないような事業構造の変革であった．それは一言でいえば，ハード企
業からサービス企業への大幅な転換であった．

アであり，オープン・システム化対応のソフトウェアの事業化を確立すること
であった．
2002 年，ガースナーが引退する時点で，IBM のソフトウェア部門は世界最

この間のIBMの事業分野別売上高の推移をみてみると，表 3 のとおりである．

有力のソフトウェア
「企業」
に成長し，IBM はネットワーク・コンピューティン

この表に見られるように，一方で 1980 年代までの IBM の伝統事業であった

グで主導的な位置にたった．そして，このような IBM でのソフトウェア事業

コンピュータなど情報処理機器のハード事業は，96 年の 47 . 9％から 2005 年に

の成長を大いに触発したのは，折りしも急展開し始めたインターネット時代の

は 26 . 7％に，大きく後退した．他方，サービス事業の方は，96 年の 29 . 4％か

到来であった．

ら 2005 年には 52 . 0％に拡大した．
こうして，IBM の事業構成のなかで，伝統的なハード事業と新興のサー
ビス事業のウエイトが対照的に逆転することになったが，ガースナー会長兼

このような事業モデルの転換，つまり「事業の再定義」を大胆に実行した
IBM は，2008 年後半からはじまるかつてない大不況のなかでも，米国代表企
業のなかでは例外的ともいえる順調な業績を維持している．

CEO のもとで展開した急速な業績回復の背景には，このような事業構造の大
転換があったのである．

・GM

このような事業構造の転換は，ガースナーが主導した鮮やかな事業モデルの

1990年代初頭，
GMは，
IBMと同じような危機に直面していた．そして，
ドラッ

転換戦略によってもたらされた．先にあきらかにしたように，IBM は 1950 年

カーの同じような警鐘，
「事業の再定義」
という問題提起にもかかわらず，対照
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的に抜本的な経営改革の断行に乗り出すことはなかった．とりあえずリストラ

業の再定義」という課題は，20 世紀の成長産業の事業モデルの見直しを迫る意

でしのぎ，米国経済のマクロ経済の回復に助けられて 21 世紀を迎えることに

味をもっていたのではないかと思われる．

なった．
しかし，21 世紀を迎えてからの推移はすでにみたとおりである．一時的に
糊塗されていた構造的な欠陥がふたたび爆発し，2009 年，結局，経営破綻を
迎え，政府の管理下での経営再建に至らざるを得ないことになったのである．
ドラッカーは，
「企業永続の理論」
の段階で，もしこの段階で「事業の再定義」
にまで踏み込んだ何らかの抜本的改革に取り組まなければ，GM はいずれ近い
うちに今日みるような破たんに追い込まれると見ていたと思われる．
「企業永
続の理論」
はその警鐘であったのである．
しかし GM は，ドラッカーの警鐘を無視し，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．
この点について，ドラッカーは，
「GM は，これらのことをすべて分かって
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．
」
「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 自身の従業員も，マネジメントさえも混乱させた．そして，その間に GM
は真の成長市場を無視してしまった」
〔Drucker, P. F.（1994）
：邦訳，8 ページ〕
という．

【参考文献】
Drucker, P. F.（1946）, Concept of the Corporation：邦訳
『企業とは何か』2005 年，ダイヤモンド社
Drucker, P. F.（1979）, Adventures of A Bystander：邦訳『わが軌跡』2006 年，ダイヤモンド社
Drucker, P. F.（1994）, The Theory of The Business, Harvard Business Review, Sept-Oct. 1994：邦訳
「企業永続の理論」
『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス』1995 年 1 月号
Drucker, P. F.（2005）, My Personal History ：邦訳『20 世紀を生きて――私の履歴書』2005 年，
日本経済新聞社
Gerstner, L. V.（2002）, Who Says Elephants Can’t Dance?—Inside IBM’s Historic Turnaround： 邦
訳『巨像も踊る』日本経済新聞社，2002 年
坂本和一（1992）
『コンピュータ産業――ガリヴァ支配の終焉』有斐閣
坂本和一（1997）
『新版 GE の組織革新』法律文化社
坂本和一（2007）
『大学のイノベーション――経営学と企業改革から学んだこと』東信堂
坂本和一（2008）
『ドラッカー再発見』法律文化社
Sloan, A. P. Jr.（1963）, My Years with General Motors：邦訳『GM とともに』2003 年，ダイヤモ
ンド社
下川浩一（1977）
『米国自動車産業経営史研究』東洋経済新報社

しかし，いずれにしても，GM はそれに踏み込めなかった．それは，なぜだっ
たのか．これは，
なかなかの難問である．しばらく前に私はこの問題に「スロー
ンの呪縛」
というコンセプトで答えようとした．つまり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．
とりわけ，1920 年代はじめに GM 再建のために構築した経営システム，具
体的には，「米国の自動車市場とは価値観において同質のものであり，極度に
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構築さ
れた，いわゆる自動車のフルライン・システムの呪縛であった．さらにこれを
サポートする消費者金融システムの呪縛であった．
しかし，これらのシステムによって形づくられてきた事業モデルが，市場の
グローバル化，国際競争の激化ともあいまって，大きく揺らいできつつあった
し，その揺らぎは今日ますます大きくなってきているように見える．
しかし，スローンによって構築された，このようなこれまでの自動車事業モ
デルは，GM のみならず，多かれ少なかれ，日本の自動車メーカーも含めて，
世界の自動車メーカーが踏襲してきたものであった．さらにいえば，自動車ビ
ジネスのみならず，20 世紀の経済成長を支えてきた耐久消費財ビジネスの世
界での事業モデルであったともいえる．
このように考えてみると，ドラッカーが
「企業永続の理論」で GM に迫った「事

【略歴】本会理事，前立命館アジア太平洋大学学長，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『技術革新と企業構造』ミネルヴァ書房，『ドラ
ッカー再発見』法律文化社等．
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とが，いま必要ではないだろうか．
本研究は，ドラッカー著『テクノロジストの条件』 の「……技術とはシステ
（2）

ムである……あらゆる要因を識別可能とし，かつシステム自体の複雑さを統合

――東洋思想をもとにした新たな可能性の探査と実現方法

する焦点をもつとき，はじめて研究し理解できる……」の部分を，企業組織の

A Study of Increasing Productivity of Value of Knowledge Work in Company:
Making Use of Old Eastern Thought

のである．

山縣俊夫

Toshio Yamagata

Summary

知的作業に対象を絞り，筆者の業務体験と独自の解釈にもとづいて展開したも

Ⅰ 研究の背景
1 . 筆者の歩みと
「知的生産性の向上」
との出会い
筆者は，1970年前後に大学で機械工学とIE
（Industrial Engineering） を学び，
（3）

Researching knowledge work is difficult. Therefore, great hidden

卒業後，電機メーカーに就職した．コンピューターを利用した生産技術の開発

possibility would be there. Old Eastern thought is useful for understanding

に従事したので，
「ものつくり」
での情報化の進展を早くから感じていた．

mental activities, complicated cultural and social dynamics. Making use of
them, we could design a system for knowledge work going better. Finding
opportunity and timely actions produce value. Several elementary
intellectual actions, such as understanding, thinking, and communicating
compose whole knowledge work. Those activities are controlled by
elementary mental powers, such as desires, sensitivity, and sense of value.
Those skill, cultural research, and education are important as long-term
fundamental strategy to increase the productivity of value of knowledge
work. It is necessary to collaborate in research with the business and the
university. Also, it is useful for inter-disciplinary research with western
and eastern scholars.

1980 年代の初めごろ，ドラッカー著『断絶の時代』 と出会い，知識労働の
（4）

重要性を感じた．おりしも，パソコンが登場し，情報化時代の幕開けとされた
時期であった．
同年代の中ごろ，工場の業務改善プロジェクトに参加する機会があった．書
類の読み書きに 50％，面談・会議等に 30％の時間を費やしている分析結果から，
筆者は，「知識労働の本質は，思考とコミュニケーション」
だと直感した．当時
のパソコンは，高価で装備率は 5 人に 1 台以下，ネットワークはまだなかった．
筆者は，比較的進んでいた電話技術を用いて，通じにくかった構内電話システ
ムを一新しようとした．電子交換機の導入，
回線数の増強などに多額を要した．
当時の投資効果は，
「ものつくり」
と同様に業務処理速度や人件費コストで評価
されたので，
それらの効果が出やすいコンピューターによる業務改善に比べて，
幹部の理解を得るのに苦労した．情報通信の改善は，
利便性の向上だけでなく，
何か本質的に重要な効果があるはずだと信じていたが，納得できる考えには至

はじめに

らなかった．
数年後，本来の生産技術の開発業務に戻ったが，筆者には，知識労働の生産

ドラッカー教授によると，世界は数百年に 1 度，際立った転換が行われ，今
はまさにその真っ只中にあるという．それは 1965 年頃からはじまり，2010 年
あるいは 2020 年頃まで続くだろうという ．
（1）

この大変動が一段落した時に，時代の流れに適応できたか否かで企業間に大

性の向上は，大きな可能性を秘めた魅力的なテーマに思えた．
新しい生産性の概念や原理原則を認識して業務改善施策を立案すれば，大き
な成果をあげられるに違いないと考えた．しかし，企業内では，効果が不明な
漠然とした研究テーマを，業務として研究することは許されない．そこで，業

きな格差が生じているに違いない．その決定的な要因は，企業組織の知的生産

務とはまったく切り離し，
私的な時間の中で思索研究することにした．その後，

性の差であろう．

製造，技術管理，教育などの職場を渡り歩いた．

人間は組織の発明によって一人では不可能だった大きな事業を可能にした．

思索研究は，通勤時間や就寝前の短い時間を活用した．その時々の関心が向

企業の組織活動は多くの人びとの知的作業の連携で成り立っている．
「ものつ

くまま，心理学，経営学，仏教や儒教など多様な分野を渉猟した．遅々とした

くり」に比べて，知的作業の生産性向上の歴史は浅く，どんな可能性が存在す

歩みであったが自分が信ずるままに今日まで続けることができた．

るか測りしれない．新たな可能性を探るために，立ち止まって冷静に考えるこ

約四半世紀が経過した今日，情報機器は筆者の予想をはるかに超えて進歩普
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及し，もはや導入効果を厳しく問う経営者はいない．けれども本質を認識して

本である．人は主要なコスト源でもあり，
熟練者の養成には，
長期間，
費用，
指導，

利用する意義は，ますます重要になったと考える．昨年定年になったのを契機

環境作りを要する．人の知的な能力は，環境条件，教育・訓練により，大きく

に，これまでの断片的な着想や考察をもとに全体像を纏めることにした．

成長する可能性を持っている．

2. 技術と世の中の流れ

手配すれば済み，検討や打ち合わせなどは減少する．その結果，付加価値の高

2.1「ものつくり」
技術の発展

い新しい仕事を効果的にするために，人の能力を発揮させることが重要な経営

今日では，一度経験した業務は，自分のパソコンのデーターを一部修正して

ここ 200 年，ものの生産や輸送にさまざまな機械が利用され，その動力には
蒸気機関や内燃機関，電動機などが利用された．それが社会経済の発展，生活
の豊かさに貢献した．ドラッカー教授によると，19 ～ 20 世紀の生産性革命は，
仕事に知識を適用した結果だという．
工作機械など
「ものつくり」
の機械の発達，設計技術，材料技術，生産技術の
発達，標準化，品質管理，生産管理などの管理技術の発達が，優秀な機械の出
現と，多量生産，コスト低減に大きく貢献した．
1970 年代以降，コンピューター技術の発達と，大規模集積回路や軽薄短小
製品の量産技術の進歩が，大きな技術革新を引き起こした．機能のソフトウエ

課題になっている．しかし，近年の日本の経営は，長期的に社員を指導育成し
ようとする主体性が薄くなったように思える．
一般的に企業の業務改善活動では，短期間に大きな成果が見込める実行計画
が求められる．このため，
「知的作業」
の改善は，情報部門などの提案による定
評のある新しい情報システムや技法，
あるいは経営方式を導入する傾向が強い．
一方，企業の内部での
「知的作業」
は，多くの人がさまざまな目的で連携しな
がら活発に展開しているが．眼に見えにくいため客観的にとらえ難く，流動的
で複雑なため，これまで踏み込んだ研究が行われ難かった．
3 . 2「ものつくり」
と
「知的作業」
の違い

ア化と情報のディジタル化により，高機能機器の低価格化が可能になった．ソ

「ものつくり」
と
「知的作業」
では，次の点で基本的に大きな差がある．歴史が

フトウエアは，技術の蓄積と再利用が容易で，複製費用もわずかである．コン

浅い「知的作業」
の改善には，未知の大きな可能性が潜んでいても不思議ではな

ピューターやソフトウエアをその生産に利用して生産性を向上させ，技術進歩

い．

と低価格化が急速に進行中である．
これらによって，コンピューターが社会の隅々に浸透して経済活動や日常生
活を変え，情報通信技術の発達によってグローバル化が進んだ．
2.2「知的作業」
に対する業務改善の流れ
企業のコンピューター利用は，経理業務など多量のデーターを扱う事務作業
の自動化，高速化に始まり，大きな成果をあげた．さらに，業務別のシステム
を結合し，適用業務範囲の拡大や運用の一貫性を持たせ，それらは企業活動の
中枢的役割を果たしている．
パソコンやインターネット，携帯電話機などの進歩と低価格化により，それ
らが個々人のさまざまな業務へ利用され，集計や分析，文書や説明資料の作成，
連絡など，広い範囲で業務の効率が向上した．

Ⅱ 研究の準備
3. 新たな可能性の模索
3.1 新たな可能性の存在の予感
企業は世の中のニーズや状況の変化に適応しながら製品やサービスを提供し
て富を生み出す．したがって，その提供能力，適応能力が，企業の真価として
問われる．
「知的作業」
は企業活動全体を支える人間が主体の活動であり，人は最重要資

（1）企業活動での位置づけ
「知的作業」は，世の中のニーズの把握，何を作りどう売るかなど，「ものつ
くり」も含めた，企業全体にわたる主体的な活動である．
（2）作業の特徴
「ものつくり」
は，物理的な行動で眼に見える．
「知的作業」
は，情報，人間の
思考が中心で眼に見えにくい．
（3）科学技術の適用
科学技術は対象を客観的に把握することを前提に発展してきたので，「もの
つくり」への適用は容易であるが，
「知的作業」
では適用が限られる．
（4）繰り返し生産の特徴
「ものつくり」
は対象が物質のため，生産には原材料費，加工・運搬費が毎回
発生する．「知的作業」
は対象が情報のため，
複製や伝送の費用はわずかである．
（5）生産性向上の目標
「ものつくり」
では，作業をできるだけ機械に置き換え，早く正確に作業する
ことを目指した．
「知的作業」
では，早さや正確さだけでなく，作り出される情
報の質が大きく問われる．
（6）生産設備の投資額
「ものつくり」

では，機械の導入費用は多額である．
「知的作業」
では，情報通
信機器の導入費用は少ない．
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4. 研究の進め方

た．計測技術を発達させて，ものごとを数値化して扱い，法則を方程式で表現

4.1 研究の糸口を探る

して数学的に扱うようになった．哲学から，数学，物理学，科学，生物学など

今回の研究は，より多くの企業に役立つよう，共通性が高く本質的なものを
目指す．

が分かれ，それぞれに発達した．これらの考え方を，ものつくりに適用したの
が今日の技術である．

「知的作業」
の基本的な課題を次の項目とした．
（1）基本的な課題

4 . 3 . 2 東洋の学問の特徴
東洋の学問は，内向き，すなわち自分自身の心に向けられ，自然や環境を受

1）個人および組織の両方でみた人間の能力発揮
2）顧客のニーズや環境変化への適応，創造性・進歩性
（2）二次的な課題

容し一体化することや，求心的で統一性 を目指している．
（6）

中国の学問は，統治者側としての世の中のありかた，人間のありかたを求め
て発展した．仏教は，常に変化する社会にあって，賢く心安らかに生きるため

1）経営資源
（人，もの，金，情報，時間）
の活用
2）知識・技術の活用

の心の持ちかたを求めて発展した．
東洋の学問では，長期的，全体的・多面的，根源的に考えることを原則 と
（7）

3）道具としての情報通信機器の活用

する．

研究方針は次の通りとした．

（1）全体的・多面的に検討する

（1）企業を取り巻く環境を含めて全体的にとらえる．

生物の体や人間社会の活動は，いろいろな機能が互いに関連して全体が調和

（2）働いている人の意識，感情，能力の成長も考慮する．

している．このメカニズムを理解するために，全体的，多面的な機能の検討が

（3）関係する基本的な要因と相互の関係を明らかにする．

必要になる．

（4）科学技術の適用の限界を認識し，探究に役に立つ知識と活用法も探る．
4.2 自由な発想で大胆に全体像を描く

（2）根源的に遡って検討
ものごとは複雑に関連しているため，ひとつの問題が各方面に影響していろ

科学者は，真実の発見を目指して，確実性のある根拠と論理を求め，個々の
専門分野を深く探求する傾向が強い．

いろな現象が現れる．内部で進行中の現象もある．現象への対応は，できるだ
け根源的に遡って，根本的な原因に対して適切に対応する必要がある．

技術者は，理想や願望の実現を目指して全体システムを設計する．レオナル

（3）長期的に検討する

ド・ダ・ビンチは 500 年も前に空飛ぶ機械の構想を考えた．詳細な理論はまだ

技術，人材育成，信用などの蓄積には継続的な努力が必要で，結果が現れる

知らなくても，自分が納得できるある程度確かな知識を基礎に，合理的かつ自

までには長期間を要する．また，ものごとの因果関係を深く見きわめ，長期的

由な発想で新しいメカニズムを考え，実行可能な個々の具体策をあてはめ，実

にみてものごとの優先順を決めることも重要である．

現へ向けて一歩一歩進む．

4 . 3 . 3 代表的な東洋思想

新しい可能性を探ろうとする
「知的作業」
の改善にも，この技術者精神を見習

古代中国人は，自然界や人間社会の動きを観察し，ものごとの性質を陰と陽

いたい．
「知的作業」
の改善に役に立ちそうな知識には，古今東西の学問，歴史

に分けて変化の原理を考える陰陽思想生み出し，易経 にまとめた．陽は積極

や広く伝承されている教訓，日常経験から自分が納得できるものなどが考えら

的なもので代表的なものは太陽である．陰は従順なもので代表的なものは大地

れる．全体を検討し，中心となる課題や解決策を整理すれば，その先の道筋が

である．ものごとが適切に進展するには両者の調和が必要という．

見えてくる．検討の対象が広がり，より鮮明な構想，より具体性のある施策，

（8）

仏教の根底には，ものごとは因
（原因）
が縁
（環境）
に触れて結果が生じるとい

さまざまな課題が見えてくる．それらを明文化すれば，考えが蓄積され，多く

う縁起説 がある．植物で喩えると，因は種子，縁は土，水，日光などで，結

の人々に理解され検討され発展させることができる．

果は花や実である．ものごとには，固定した実体は存在しない．悪い縁に触れ

4.3 学問の活用

ると悪い結果を生じ，良い縁に触れると良い結果を生じるという．大乗仏教で

4.3.1 西洋の学問の特徴

は，現実を表面と本質の両面で観る見方，相手に悦びを与え悲しみを思いやる

現在の主流となっている西洋の学問は，ギリシア哲学から出発し，言語によ
る論理性，客観性を重視する．分析的な扱いが得意である．主な関心は，自然
現象，すなわち
「もの」に向けられ，自然科学 が発達した．いろいろな現象に
（5）

対して，実証主義にもとづき，仮説を立てて実験で確かめ，普遍的な知識を得

（9）

慈悲心，問題解決のための智慧，実践 を重視する．
（9）

4 . 3 . 4 西洋・東洋の学問の活用方法
西洋・東洋の学問は，両者を総合して考え，それぞれの特徴を生かした使い
方が効果的である．
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東洋の学問は，人間や社会のあり方に対する知識で，本質的で，抽象的で，
長期的な効果を狙っている．何をどうすべきかを検討するときに方向性や因果
関係を示してくれる．
西洋の学問は，現象に直結した知識が主で，具体的で短期的に効果が出やすい．

Ⅲ 研究の展開
5. 状況への対応と付加価値について
5.1 状況への対応に関する総合的な考察

企業の組織的活動における「知的付加価値の生産性向上」について――東洋思想をもとにした新たな可能性の探査と実現方法
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より十分前に探知できれば周到な応戦準備が可能である．攻撃開始後に情報を
得ても，有効期限切れで，もはや利用価値がない．
現時点から有効期限までの残された利用可能な時間を時間資源と呼ぶことに
する．
（5）機動性の意味と機動性発揮の条件
時間資源の有効性は，行動の敏捷さ，戦力の集中力，すなわち機動性で変わ
る．機動性が高ければ短い時間資源でも有効に利用できる．
機動性の発揮には，状況の認識力，作戦立案能力，通信能力，指揮統制能力，
移動能力などの要因がある．これらの要因が一つでも欠ければ，機動性を発揮

状況への対応の仕方によって，生じる付加価値が変わる．交通，通信，情報

できない．また，一つ，二つだけを突出して改善しても，機動性はさほど向上

処理などの能力が向上した結果，企業が状況の変化に合わせて適切な対応行動

しない．全体的にみて各要因の能力をバランスよく向上させたときに，機動性

をとることが，容易になった．

の向上が実現できる．

適応行動の意味を理解するために，軍事行動を念頭において，情報，行動，
時間，資源，価値について，総合的に考察する．
（1）
「機」
についての理解
「機」 とは，いわゆる好機や危機であり，複雑な環境変化の中で稀に発生
（10）

する微妙な状況である．
「機」
の認識と対応行動の適否が，大きな影響を及ぼす．
（2）行動の価値と情報の価値

5 . 2「知的労働」
での生産性について
「知的労働」
の生産性は，付加価値を基準にするのが適当と考える．誰が，ど
のような状況で，何を意図し，どう行動するかで，その結果発現される付加価
値が決まる．
仕事の付加価値を高めるためには，
「機」
を意識することが重要である．
「機」
は企業の内外で日常的に大小さまざまに発生している．

状況は人に認識されて状況情報となる．状況情報と対応の意図から，対応す

社外の「機」
は，大口受注のときや，納入製品が故障して素早い対応が必要な

る行動情報が作られ，それが実行された結果として付加価値が発現する．状況

ときなどがある．社内の
「機」
は，他社と社運をかけた新製品の開発競争が遅れ

が変化すれば適切な対応行動も変化する．

ているとき，重要な問題が発生したときなどがある．
「機」
の認識，重要課題を

ある行動の付加価値とは，
「ある状況下で，その行動をした場合と，しなかっ
たと仮定した場合との，両者の結果の差を意図に沿って評価したもの」として

解決する創造力，実行時の機動性などが，好機を活用しあるいは危機を乗り越
えるための要因となる．社員の教育にも適切な
「機」
が存在する．

定義する．
意図的に待つのも，
行動の一種である．
評価尺度は金額とは限らない．
同様に，情報の価値は，
「その情報が入手できなかったと仮定した場合と，
その情報を入手して適切に行動したと仮定した場合との，両者の結果の差を意
図に沿って評価したもの」
として定義する．
（3）行動情報の実行と使われる経営資源の価値
行動情報が実行に移された場合は，人，資材・設備，お金，時間などの経営
資源を消費する．
前記の行動の価値の考えに立てば，使われる経営資源の価値，たとえば物の
価値は，固定的ではない．状況と利用のしかたで変わる．たとえば，1 本 120
円の市販飲料水でも，事故で砂漠をさまよっている大富豪なら，何万ドルもの
価値を感じるであろう．
（4）時間と価値および時間資源
状況の変化に伴って，情報の有効性，可能な行動と付加価値が変化し，つい
にはほとんど無価値になる．情報や行動には有効期限がある．
敵の奇襲攻撃を例にすれば，攻撃日時，場所，攻撃内容の情報を，攻撃日時

6 . 組織全体での基本機能の改善
6 . 1 企業活動の掘り下げ
個々の企業は，業種，経営方法など多くの点で互いに異なるが，本質的な要
因に焦点を当てながら，企業の活動全体を，表面から内面へと階層的に掘り下
げてみると，基本的な共通点が見出せることに気付く．
（1）レベル 1

顧客と企業および企業間の活動

 企業は顧客（個人，企業）に製品やサービスを提供し対価を受領している．
その過程で，多くの企業が互いに分業し協力して共存共栄状態にある．
（2）レベル 2

企業の中の組織活動と個人

 企業の中の仕事は組織化され，人びとは，さまざまな組織に所属し，いろ
いろな役割を分担し，いろいろな知識や技能を使い，互いに会話や文書で
コミュニケーションし，顧客への製品やサービスの提供という共通の目的を
もって知的活動を行っている．
 提供するもの，企業の規模や組織構造が異なっても，この基本的な活動構
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造は共通である．経営戦略や従来の業務改善は，このレベル以上を対象とし
てきたと考える．
（3）レベル 3

個人の基本的な「知的作業」

企業の組織的活動における「知的付加価値の生産性向上」について――東洋思想をもとにした新たな可能性の探査と実現方法

ように大きく拡大できた．知的作業における文書情報の役割は大きい．
（1）概念をより論理的，より客観的，より具体的なものに発展できる．
（2）頭を開放し，他に関心を移すこと，中断や休息することが可能になる．

 さらに個人の内面にまで掘り下げて考えてみると，いくつかの基本的な「知

（3）他人に伝えることが可能になる．

的作業」
を組み合わせて仕事をしていることに気づく．すなわち，頭の中で，

（4）多人数での長期にわたる継続的な知的作業が可能になる．

認識，想像，創造，表現，記憶の思い出し，判断などの「知的作業」を行って
いる．さらに，眼，耳の感覚器官や，手や口を使って，読み，聞き，書き，
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7 . 2 情報の入手と知的生産性
状況の認識や判断，情報の引用には，適切な情報の入手が必要である．この

話すなどのコミュニケーションを行っている．

ために，確認，情報探しなどに労力と時間を要し，仕事が前に進まず，知的作

 このような基本的な
「知的作業」を
「基本的な知的作業」と呼ぶことにする．

業の中断が生ずる．知的作業の再開時には調子が出るまでに時間がかかる．

情報通信機器や一般事務用ソフトは，
「基本的な知的作業」の道具として使用
されていると考える．
（4）レベル 4

個人の意識や感情

 さらにその奥に，個々人の生き方，知的活動を統括している意識や自己の
領域がある．価値観，欲求，感情，これらにもとづく他人との関係もこの領
域であろう．このレベルは，企業の価値観，文化に関係する領域でもある．
6.2「基本的な知的作業」
改善の特徴
「基本的な知的作業」
の改善には，次の特徴がある．最も基礎的な施策として
業務改善戦略に加えておくべきであろう．
（1）
企業活動の最も本質的な部分に対する改善である．
（2）
企業全体にわたって
「知的作業」が活性化するので大きな改善効果が期待
できる．
（3）
業種や企業規模，経営方式，組織形態に関係なく，多くの企業に適用で
きる．
（4）
今後歴史的にみていかなる新しい社会になろうとも，
「組織社会」
「知識
社会」
である限りは，企業活動の基礎としての重要性は変わらないと考え
る．
（5）
多くの人が理解しやすく実行が容易な方法であれば，改善研究の成果が
広く実践され，大きな改善効果が見込まれる．研究費を多少投入しても
社会全体での効果 / 費用比率は高いと考える．
（6）
「基本的な知的作業」

は，個人の意識や感情など人間的な要素に左右され
ので，その方面の対応も重要になる．

知識は文書の形で蓄積される．
文書は，
相手方の場所と時間を超越したコミュ
ニケーションの道具と考えられる．必要な人が，必要な文書を必要な時に利用
可能な効率的な文書管理が，知的生産性向上のために重要である．
7 . 3 情報機器と
「知的生産性」
（1）知的作業と情報機器
情報機器は，視覚を利用して知的作業を効率よくするための道具と考えられ
る．頭の中にあるアイデアを，文章，数値，図形など，視覚で理解できるよう
に表示し，さまざまに編集することを大変容易にした．特に，既存の情報を簡
単に修正して再利用できる効果は大きい．
ワードプロセッサによって，アイデアの発展や文章の推敲が容易になった．
表計算ソフトによって，数値の集計やグラフ化，分析やシミュレーションが容
易になった．3 次元 CAD（Computer Aided Design）によって，ものの形を立
体的に表示可能になり，従来の図面方式に比べて，形状や構造の理解が容易に
なった．インターネットによって，多くの情報の入手や発信が容易になった．
（2）文書システムの電子化
文書には，「作成」
「配布」
「閲覧」
「保管」
「検索」
「再利用」の一連のライフサイ
クルがある．文字情報が電子化され，
パソコンでこれらの作業が可能になった．
（3）期待される研究課題
人間工学

は，視聴覚による認識と手足の運動を研究し，自動車や飛行機な

（11）

どの運転の安全性を向上し疲労を軽減した．知的作業にまで対象を広げ，情報
機器の表示，認識，思考，操作との関係を研究し，より使いやすく知的作業を
より円滑にする必要がある．特に，習熟を要するキーボードに代わり，より一
般的な手書き入力方式が待ち望まれる．また，19 世紀末，
「ものつくり」
で F. B.

7. 知的作業での付加価値を高める

ギルブレス，R. M. バーンズらが提唱した「動作経済の原則」 が，知的作業に

7.1 知的作業の道具としての文書情報

も存在すると思われる．脳科学などとの連携が期待される．

（3）

人間の脳は，言語，イメージを用いて，概念を理解し思考する．それらは，
人間の知的作業における大切な道具である．脳は記憶能力や一度に処理できる

8 . コミュニケーション

知的作業能力が限られているが，視覚的な処理能力は大きい．概念を文字や図

8 . 1 組織活動の基盤

形で表記して眼で見られるようにすることによって，脳は知的作業能力を次の

コミュニケーションは，企業の社内外における組織的な活動の基盤である．
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人体にたとえると神経系に相当する．事態発生と認識，対応策の作成と司令，

れていても電話や電子メールで十分仕事をやれる．親近感を感じる相手から頼

行動と実行管理，完了と報告などの一連の活動の中で，コミュニケーションの

まれた意義ある仕事には，自然と熱が入る．一緒に考える人がいると，アイデ

質と迅速さが組織活動の付加価値を左右する．

アが出やすく，いろいろな角度から検討できる．

8.2 物理的な制約の解消
情報通信技術の発展と社会への浸透によって，互いの距離や時間的なすれ違
いなどの物理的な制約はほぼ解消されたといえる．
（1）技術的な進歩
携帯電話によって話したい相手との通話が容易になった．電子メールは，お
互いの都合にあわせて迅速に送受信でき，明確なメッセージの伝達効率が向上
した．遠隔地との会議も，テレビ会議と会議資料の電子メール送付によって容
易になった．
（2）情報通信機器とサービスの普及

9 . 人間性への深い理解
9 . 1 知的作業における意志・感情・智慧の関係
さまざまな願望，感情を持った人間の能力発揮には，そのメカニズムの理解
と，環境作りが不可欠である．東洋思想および心理学を活用して検討する．
仏教では，意志，感情，智慧の 3 種類の心の働きの調和を重視する．
（1）意志
意志は，願いや希望，価値観や方向付け，行動意欲や継続心などである．
（2）智慧

情報通信は相手を伴うので，
全体的な進歩が重要である．優秀な通信機器メー

智慧は，知的な技能であり，想像，認識，創造，表現などがある．智は分析

カーと通信事業会社の存在，機器と通信料金の低価格化によって，世界の多く

力で慧は統合力だという．智慧の作業では，材料となる知識，道具としての思

の人々が利用可能になった．
（3）使用者側の習熟と日常業務での活用
多くの人々がパソコンの操作やメールを使用した仕事の方法に慣れ，依頼や
連絡が素早くできるようになった．
8.3 素早い行動をするには
コミュニケーションの残された改善課題は，いまや人間の心の中にあるとい
える．
（1）リーダーの仕事の立ち上がり
新しい課題に取り組む場合，
仕事の立ち上がり時は，最も精神的なエネルギー
を要し，着手が遅れる傾向がある．活動全体のリーダーは，できるだけ早く新
しい課題と真剣に向き合うことが重要である．仕事の意義，内容，方針，必要
な情報の整理，スケジュールなどを集中的に考えてみる．未経験のことであれ

考様式やヒントなどの知識，生み出される物語としての知識がある．
（3）感情
感情は，精神的なエネルギーであり，意志や智慧に活力を与え，行動のエネ
ルギーにもなると考える．
意志に感情が加わって信念になり，信念や感情に動かされた智慧は素晴らし
いアイデアを生み出す．アイデアは信念と勇気に動かされて実行される．この
3 種類の心の働きを活発にするには，意志や感情につながる健全な企業文化を
育てること，組織内に精神的なエネルギーがうまく循環する仕組みを作ること
が重要である．
9 . 2 教育および動機付け
（1）自分自身の尊厳を自覚し能力を磨く
人間を精神的に支える最も重要なものは，自分を信じること，世の中で信じ

ば，人に相談して概略の知識を得て，それを手がかりに考える．そうすると，

られる何ものかを持つこと，他者との良好な関係などであろう．自分の尊厳

気持ちが高揚し，見通しが立ち，早めに本格的な準備に入れる．

と可能性を自覚し，自分の能力を磨く努力を継続できる人の育成が，人材育成

（2）協力相手の立ち上がりへの配慮
多くの関係者に日頃からある程度状況を知らせておくと，理解や協力が得ら
れやすく，仕事が円滑に進みやすい．
相手に頼む仕事は，何をすればよいかが簡単に理解できる資料を添付する．

（9）

の基本と思われる．
（2）企業活動で求められる価値観の教育
企業人，組織人として，一定の価値観，行動様式が求められる．たとえば，
ある企業では，顧客最優先主義，協力の精神，誠意を尽くす精神，開拓者精神

相手に疑問を抱かせあれこれ考えさせると後回しにされる．着手したら一気に

を大切にしている．とりわけ，
企業人一般に通じる価値観と行動様式の好例は，

片付けられるような配慮が必要である．

ドラッカー教授の数々の至言

適当な時期に，相手に直接合って関心を引くことは，着手の強い動機付けに
なる．
（3）電話や電子メールでの緊密な連携
共通の目的があり，頻繁な打ち合わせと誠意をもった対応があれば，遠く離

であろう．

（12）

企業の価値観を言葉で直接言い表しても，抽象的で心に響きにくい．いろい
ろな民族は英雄伝説を持っていて，
英雄の行動と結果を語り継ぐことによって，
その民族の最も崇高とする価値観や行動規範を具体的に伝承する．感動的なテ
レビ番組
『プロジェクト X』にならって，その企業，あるいは職場の価値観を体
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現した
「お手本となる先輩」
を発掘し，その行為を称え語り継ぐこと

が重要と

（13）

考える．
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けば，軌道修正も早めに行える．兆候に気付くことも重要である．
多くのグループが，根拠と基本方針は同一ながら，それぞれ特徴がある考え

（3）観音様から学ぶ感受性と創意工夫の文化
観音様 は，助けを呼ぶ声を聞き，どこにでも直ちに出向き，適切な方法で
（9）

救う，慈悲，智慧，行動力がそろった頼りになる仏様である．
顧客の切望や嘆息に対する関心や感受性，その願いに応えて製品やサービス
を生み出す創意工夫，それを必要とする人に提供する行動力を 3 つとも高めら
れたら，企業も観音様と同様に頼りにされ業績も上がるに違いない．
顧客や仕事仲間の立場に立った慈悲の心を磨く文化を築くこと，企業の内外
に常に眼を向けさせて感受性を高めるための仕掛け作りが大切と考える．

で推進し，互の結果を発表する場を持てば，根拠の適否検証も短期間化でき，
発見された効果的な方法を多くの人びとが共有できる．
活動の進行状況や成果を全員に適宜知らせることは，人びとの不安や無関心
の防止からも必要である．
10 . 3 他の業務改善施策との使い分け
危機に遭遇したときには，人員削減など大きな犠牲を伴うが短期的に大きな効
果を上げられる施策も必要である．個々の業務に適する改善も必要である．これ
らは，大きな成果が期待できるが一時的で適用範囲も限定されることが多い．
「基本的な知的作業」
の改善は，人間の意欲や能力の向上を狙った穏健な施策な

（4）コミュニケーション教育
精神的なエネルギーを浪費する葛藤や抑圧は避けなければならない．特に，

ので，組織全体を徐々にではあるがかなり高いレベルまで引き上げることが可能

上司と部下の間でのリーダーシップスタイルとコミュニケーションの適否が深

な長期的施策といえる．ときどきの状況に応じて採用する各種施策の根底にあっ

く係わる．上司自身は，自分の問題に気づき難く，部下もそれを指摘し難いた

て，企業全体の基礎的改善戦略として継続的に推進することが適当と考える．

め，問題が放置されやすい．人間性の理解を前提にした，コミュニケーション
能力の向上と，適切なリーダーシップスタイルの教育を，全員を対象に継続的

11 . 組織の機能を全体的に高める施策
企業組織で，社員一人ひとりの心を活性化させ，環境変化に対する適応能力

に実施することが重要と考える．

を高める教育は，人体の自律神経系と同様に重要であろう．

（5）動機付け
社員の主な「動機付け」手段として，従来から
「給与」
「地位」があったが，全
員に満たすには限界があるうえ，近年は魅力も薄れてきた．
アブラハム・H・マズローが提唱した
「所属と愛の欲求」
，自尊心や人に認め
られたい「承認の欲求」
「自己実現の欲求」 など，高次な欲求をより多く満た
（14）

せる環境作りが，精神的なエネルギーを高め人材活性化に重要と考える．

IV 研究結果の実践に向けての検討
10. 経営効果を出すための推進上の条件
10.1 大勢の人々の協力を得る
企業活動は一連の組織的活動であるため，一部の人，一部の職場だけが一生懸
命になっても業績はあがらない．足並みを揃えて一斉に行われる必要がある．大
勢の人の協力を得るためには，誰でも簡単に理解でき，実行も容易なことが重要

テレビ放送は，視聴覚を通して一人ひとりに理性と感情の両面から働きかけ
ることができる優れたメディアである．そこで，大企業では，構内テレビ放送
システムを利用し，前述した趣旨に沿って，教育・企業文化育成に活用するこ
とが有効と考える．
（1）社内ニュース
社内外の出来事を知らせるだけでなく，モチベーションの高揚と人びとの一
体感の向上のために，大きな出来事の陰で活躍している人びとにできるだけ光
を当て，その感動的ドラマを周囲に伝えることが有益である．
（2）経営ビジョン
推進中の業務改善を含め，その企業の経営ビジョンを分かりやすく示し，社
内の各部門での取り組み状況を適時放送する．経営者からのメッセージも重要
である．
（3）教育

である．皆の良心や願いにも叶ったわかりやすい全体ビジョンを示し，それぞれ

1）人間的教育

の立場や能力に応じていろいろな形態で簡単に参加できることが必要である．

企業理念の徹底やコミュニケーション教育など，重要なことを時どき繰り返

10.2 長期的な取り組み

して放送し，心をあらたにして仕事に生かす機会を作る．

人間の大きな可能性を信じ，限りない成長を目指して，無理なく継続できる
学習環境を作ることを目指す．
人の能力の強化育成には，5 年，10 年にわたる長期的な努力が必要である．
根拠とストーリーを明確にした計画を作成し，途中での確認手段を用意してお

2）その他教育
新しい情報機器の有効な使い方や仕事のやり方などの紹介，安全教育，業務
マナー教育など．
（4）各職場とそこで活躍している人々の紹介
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1）
相互理解のために

89

（2）
「基本的な知的作業」

まで掘り下げた改善研究は，企業での適用範囲が広く，

従業員が互いに各職場の業務内容を理解し，そこに働く人々に親近感を持つ

また「組織社会」
「知識社会」である限りは，歴史的にいかなる新しい社会に

ことは，業務を円滑に進めるうえで大変有益である．人びとの日常の業務を

なろうとも企業にとって有用なものと考える．

紹介し，努力や苦労話，他部門との協力などについて語ってもらう．経営者

1）現在，
「知的作業」の道具である情報通信機器の発達により，人間の思考

が，全社の活動をより深く理解する機会にもなる．

能力とコミュニケーション能力は，飛躍的に拡大しつつある．

2）
社会的な報酬と人材の活性化

2）今後は，人間の心の奥で「知的作業」をつかさどる意志・感情・智慧の働

個々の社員やグループをテレビで紹介することは，当事者にとっては，理解
者を増やし，周囲から親近感や敬意を持たれるという一種の報酬にもなり，

きの活性化への取り組みがより重要な課題になってくる．
3）精神活動を支える感情的エネルギーが企業組織内でうまく循環する仕組

社員の活性化につながる．

み作り，および環境変化への適応や能力向上のために，構内テレビ放送
を利用した意識や感情面への働きかけを重視する必要があると考える．

12. 産学協同による総合研究

（3）知的生産性の向上は，多くの企業や行政機関の共通課題であり，産学協同，

「基本的な知的作業」
の生産性向上は，多くの企業の共通課題であるが，基礎

学際的研究活動を中心に社会全体として取り組むべき課題と考える．

的な研究や専門家の確保育成は容易ではない．
一方，大学等での研究活動にも限界がある．企業内の仕事のやり方に踏み込
んだ研究，研究成果の評価や活用の問題，研究費確保などの問題がある．
そこで，企業側と大学側の共同研究が不可欠である．地域企業の実際の職場
の中で，大学と企業が協同して応用研究に取り組めば，実際に役立つ多くの成
果が得られそうに思える．
多くの学問領域にまたがる課題が多いので，
「心理学・宗教・哲学・経営など

今回の論文は，全体構想から実践方法までの全貌を述べようとしたので，説明
不足の個所，根拠が不明確な点が多かったかと恐縮している．皆様のご批判とご
指導を仰ぎたい．今後は，個々の内容をさらに検討していきたいと考えている．

おわりに

人間系諸分野の智慧」と
「情報・通信や IE などの技術思想」を，システム工学的

日本社会には，巨額の財政赤字と年金負担額の増加，少子高齢化と労働人口

な考え方で統合できれば，マネジメント分野で画期的な進歩が起こるのではな

の減少などの大きな課題がある．その対応には，社会全体での財政負担と従事

いかと期待している．それには種々の分野の研究者が参加する学際的な取り組

人員の配分が課題となり，企業の生産性向上と活力がより一層求められるに違

みが必要である．東洋の学問の活用も重要であり，近年進歩している脳科学が

いない．

東洋と西洋の学問の橋渡しをすることを期待している．「教育ある人間」 が，
（1）

全体統合の中心的な役割を担うことになると考える．

世界に目を転じても，エネルギー・環境，貧困・経済発展などの課題があり，
日本にとって世界への貢献とビジネスの大きなチャンスである．
「基本的な知的作業」
の改善は，
適用範囲が広く国全体の活動に関係するため，

V まとめ

国家的な研究の取り組みが必要かもしれない．

13. 研究を振り返って

いである．

企業活動は，人びとの内面的な知的作業が根幹となって成立しており，顧客
のニーズや企業の内外の状況に応じて，付加価値の高い新しいことを効率よく
実施できる基盤作りが重要な経営課題である．
（1）生産性向上の視点を変更すべきと考える．
1）
生産性の評価を，コスト削減から付加価値増加へ．
付加価値は，状況と行動によって変化する．付加価値の向上には，状況
の認識力，課題解決の創造性，行動の機動性の全体的な向上が必要になる．
2）人の認識を，コスト，削減すべきものから，最重要資本，能力発揮の環
境を作るべきものへ．

本研究が，今後の
「知的生産性の向上」
の発展に一石を投ずるものとなれば幸
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In the theory of strategic management, there are two approaches that
formation. In this paper, we focus synthetic approach. So we discuss
what synthetic strategy formation is, and we exhibit the framework that
explains some synthetic idea and action in business strategy.

1. はじめに
経営戦略論には 2 つの理論視角がみられる
（ 加 護 野 , 2003）
． ひ と つ は，
戦略は経営環境を分析することによって決められるという議論
（Porter,
1980 , 1985）．もうひとつは，戦略は経営者によって主体的に形成され，企業
の能動的な働きかけによって将来の経営環境が創りあげられるという議論であ
る（Drucker, 1964; Child, 1972）
．
これら 2 つの理論視角を分類する観点は，自社の戦略が経営環境に対して受
動的に形成されるか能動的に形成されるか，あるいは戦略を採用した際に起業
にもたらされるリスクなどいくつかの観点があげられると思われる．
本論ではこの 2 つの理論視角を類型する観点として「分析（Analysis）」と「統
合
（Synthesis）」に着目する．というのも，この対概念は戦略形成に関する本質
を表す概念と考えられるためである．それは，戦略の本質を問い詰める代表的
な論者の多くが，これら対概念を用いて議論を整理していることからも理解で
きる（Drucker, 1954; 野中 , 2001）
．
はじめにこれら用語の一般的な定義として，分析を
「ある物事を分解して，
それらを成立させている成分・要素・側面を明らかにすること」 ，統合を「要
（1）

求を実現する手段や方法を案出する思考活動
（上田, 2003 p. 203）
」
とみる．なお，
本論で「統合」
と記述する場合，すべて
“Synthesis”
をさす．
この対概念のうち分析を強調する議論は，経営戦略論において支配的な理
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また，
（2）経営戦略論では統合の概念が独創的な先駆的研究者によって議論

略論（Porter, 1980 , 1985）などが代表的である．これらの理論アプローチでは，

されてきたが
（Mintzberg, 1987; 野中 , 1990）
，それらの議論の関係があいまい

企業の業績が産業構造
（Porter, 1980 , 1985）などの環境要因によって規定され

なままになっていることが指摘できる．以上から，経営戦略における統合の概

ると主張しており，企業行動は事前の環境分析によって決定すべきであるとし

念を具体的かつ体系的に示すため，次節において概念枠組みを提示する．

ている
（Porter, 1998）
．
一方，統合を強調する議論として，クラフティング戦略
（Mintzberg, 1987）
や知識創造論
（野中 , 1990）
，事業パラダイム創造
（加護野 , 1988）などが代表的

2. 本論の枠組みの提示

な研究としてあげられる．
これらの理論アプローチは，分析を重視するアプロー

ここでは，経営戦略における統合を理解するための理論枠組みを導出する．

チと比較して，厳密な理論枠組みとして提示されていないが，マネジメントに

枠組みの導出にあたり，本章では以下の 2 つの観点に着目する．ひとつは，
（1）

従事する実務家の経験や知識，主体的な目標・ビジョンを重視するアプローチ

分析と比較して統合とはどのような思考・行動として類型できるかというも

といえる．本論では特に統合を重視する議論に焦点をあてる．

の．もうひとつは，（2）どのような状況において統合的な思考は重視されるか

本論が統合の概念にもとづく戦略形成に着目するのは以下のような理由があ

という観点である．
われわれは，
この2つの点を枠組みの概念軸として設定する．

る．一般に，経営戦略論では環境分析を重視する理論アプローチが主流とされ

はじめに，統合的な思考についてみると，この概念はさまざまな学問分野や

てきたといえる．このアプローチでは，戦略形成が定式化された作成プロセス

論者によってとりあげられている．このうち，特に工学の分野では統合を体系

に従って行われ
（Ansoff,1965）
，
環境要因に企業行動を「適合（fit）
（Venkatraman,

的な概念として精緻化させようとする議論がみられる（吉川 , 1993）．本論は，

1989）
」
させることが望ましいとされている
（Porter, 1998）．

これらの議論を参考にしながら経営戦略の領域では統合がどのような活動とし

しかしながら，近年の経営環境をみると，分析的な戦略形成の効果を阻害

てとらえることができるかを考察する．

する要因が大きくなっている
（March, 2006）
．その主要な要因は環境の不確

その後，分析と比較して統合がより重視される状況について検討する．この

実性といえる
（Knight, 1921 ; Albin, 1998）
．不確実性とは何をどれだけ行え

概念軸では，意思決定に求められる時間な長さを手がかりに，どのような状況

ば収益が得られるかについて，その因果関係を不明確にする要因といえる
（延

では分析的手法にそぐわないかを議論する．以下，この概念軸について詳しく

岡 , 2006）．そのため，不確実性が高い状況において環境分析に固執した場合，

議論する．

正確な予測ができない．さらに，同様の分析手法を採用した競合他社があっ
た場合，結果として行動が類似するため過当競争に巻き込まれる恐れがある
（March, 2006）
．

2 - 1 統合的思考について
はじめに，統合の概念について検討する．この概念は主に設計工学の分野に

このことから，不確実性が高い経営環境では，企業は分析による正確な予測

おいて，エンジニアがいかにして必要機能を満たす製品を設計できるかという

を目指す以上に，将来の経営環境を能動的に生成するマネジメントがより重要

問題を解決するために考察されてきた（吉川 , 1993）．その一方で，統合の概念

となる（Drucker, 1964）
．ただし，われわれがここで注意すべき点は，分析的

は設計工学だけでなく，経営学から実験物理学まで広く援用可能な概念といえ

な戦略形成と統合的な戦略形成はどちらが絶対的に優れているということでは

る（吉川 , 1993 p. 257）
．

ないという点である
（Mintzberg, 1994）
．
戦略形成にあたって重要なことは，2 つの戦略形成がそれぞれどのような目
的の下で有効になるかを適切に把握することにある（Mintzberg, 1994）．ゆえ
にわれわれは，何が分析的手法には不可能であり，何が経営者による統合でな
ければできないかを明らかにすることが重要な論点と考えられる．

まず，統合を広く適応可能な表現としてあげた場合，「要求を実現する手段
や方法を案出する思考活動」
（上田 , 2003 p. 203）
と表すことができる．これは，
分析と対比的な思考活動といえる．
ここで，分析と統合の差異をハサミを例にみる．分析的思考では，すでにあ
るハサミを対象として①二枚の刃で挟む形態をもつことを解析し，②モノを切

さらに，われわれは統合の概念についても，それが具体的にどのような活動

る機能があることを判断する．一方，統合的な思考では，①モノを切ることで

をさすのかを体系的に理解する必要があるといえる．それは，
（1）経営戦略の

得られる価値を出発点に，要件を満たす用具・形態・仕組みを試行錯誤から生

議論において統合という用語はしばしば使われるが，それがどのような具体的

み出す活動といえる
（吉川 , 1993）
．

行動を指すかについて体系的に説明された議論が少ないことが理由にあげられ
る．

この統合的思考はさらに 2 つの活動に類型可能と思われる．それは「全体性」
と「創造性」
である．全体性とは，組織の各部門や現場での個々の活動を，全体

94

研究論文・研究ノート

経営戦略における統合（Synthesis）の探求――何が分析的手法には不可能であるか

95

的な戦略的構想を基に調整し，
企業の行動を統一的にまとめあげる活動をさす．
一方，創造性とは，経営者やリーダーがもつ目的やビジョンを基点として，
それを実現するための具体的な新製品や新たな組織の構造，事業の仕組みを創
出する活動をさす．本論が考察する
「分析には不可能であること」を端的に言い
表すと，この 2 点に集約されると思われる．

全体性

戦略オペレーションの
一体化

長期一貫性

創造性

選択肢の創造

枠組みの創造

同時性

長期性

思考的側面

2-2 状況的・時間的側面について
次に，戦略形成における状況的・時間的側面について議論する．経営者が行
う意思決定をみたとき，日々の業務における即時的な対応から長期にわたる事

状況的・時間的側面

業構想まで，非常に広範である
（Mintzberg, 1973）
．ここで，経営者が取り組
む必要がある意思決定の全般と，分析によって対処可能な意思決定の範囲をみ
ると，分析では必ずしも対処できない領域があることが理解できる．という

図 1. 本論の枠組み：経営戦略における統合

のも，分析的手法では，記号や量的といった形式的なデータを主として扱い，

の的中率を検証した
（鈴木 , 1995）
．その結果，1959 年から 1995 年までの経済

特定の理論モデルにもとづいた意思決定が行われるためである
（Albin, 1998 ;

予測の的中率をみると，誤差を 10％まで許容した場合の的中率は 1 割 4 分程度

Mintzberg, 1994 ; March, 2006）
．このような分析の特徴をみると，分析で扱

という結論を得た
（鈴木 , 1995 pp. 56-77）
．

うことが困難な状況は
「同時性」
と
「長期性」
として指摘できると思われる．

このことから，長期の問題に関わる場合，既存の理論モデルを背景とする分

同時性とはリアルタイム性とも表現でき，日々の個々の業務において起こる

析的な意思決定よりも，経営者が企業の歴史的な文脈を考慮しながら企業の行

問題に即時的に対応していく状況をさす．また長期性とは，数年から十数年に

動や経営資源に一貫性を持たせていくマネジメントがより重要になるといえる

わたって長期的に企業に影響を及ぼす問題に対して意思決定する状況をさす．

（Drucker, 1964; Mintzberg, 1987）
．

このうち，まず同時性について検討する．戦略形成に関する議論には，経営

これまでの議論から，上図のような概念枠組みを表すことができる．われわ

の現場は絶えず混沌としており，経営者はそのなかで行動しながら考え，そ

れはこの枠組みから，経営戦略における統合の具体的な活動を導出する．次章

のひとつひとつの意思決定のなかから戦略が次第に形成されていくという議

では，それら個々の要因について議論していく．

論がある
（Mintzberg, Raisinghani and Theoret, 1976 ; Mintzberg, 1987 ; 三品 ,
2004）．
フィールド・リサーチにより，実際の経営者の業務を調査する研究者は，そ

3. 経営戦略における統合

の調査結果から，戦略とは企業行動の事前にあらかじめ設定されているもの

本論では，経営戦略における統合とは具体的にどのような活動であるかを考

ではなく，日々の日常的な業務から同時的に生成されると結論づけている

察し，分析的手法と比較して特に意義をもつ状況について議論してきた．枠組

（Mintzberg, 1973 ; Mintzberg et al., 1976）
．
この点について分析的手法は，データの入手および分析処理に一定の時間を
要する．意思決定において，経営者が即時的な対応を求められる場合，これら

みの導出により，われわれは 4 つの具体的な活動をみることができる．本論で
はそれを，
（1）戦略―オペレーションの一体化，（2）長期一貫性，（3）選択肢の
創造，（4）枠組みの創造，と呼ぶ．以下，これらの活動について議論する．

データは入手タイミングが遅く，また入手したデータ自体も適時的なものでは
ない可能性がある
（Mintzberg, 1994）
．よって，同時性に関する問題について
は経営者による統合的なマネジメントが重要になると考えられる．

3 - 1 戦略―オペレーションの一体化
本節の「戦略―オペレーションの一体化」
と次節の
「長期一貫性」
は，本論が議

次に長期性について議論する．長期性とは，十数年にわたって長期的に企業

論する統合のなかでも全体性に関係する．そのうち戦略 ―オペレーションの

に影響を及ぼすような問題に対して意思決定する状況をさす．分析的手法は，

一体化とは，経営者がもつ全体的な戦略の構想にもとづいて，経営者自身が日

長期の問題に対峙する場合，その限界が現れやすくなると考えられる．

常的に行われる組織内の個々のオペレーションを逐次的に調整することによっ

この点について，
マクロ経済予測を例にみる．経済評論家である鈴木正俊は，
日本経済の経済成長率予測について，政府・経済企画庁（当時）が出す経済予測

て，はじめて本来，戦略がもつ効果を実現させることができる働きをいう．こ
の議論は，戦略とは，構想として示しそれにもとづく分業体制をつくるだけで
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は上手く機能しないという議論を背景としている
（Drucker, 1954 ; Mintzberg,

営者の勘によって行われていた戦略的な意思決定の問題を定式的過程として

1994 ; 三品 , 2004）
．

描き出し，意思決定に客観性をもたせることを目的としていた
（Ansoff, 1965 ;

「戦略」という用語がビジネスの領域で用いられるようになった 1940・1950

Christensen, Andrews and Bower, 1971）
．

年代，生産スケジューリング問題等では全体の最適解を求める分析的なオ

しかしながら，定式的な分析ツールから導出された意思決定では，現在の

ペレーションズ・リサーチ手法を用いた方法が取り入れられた
（Ghemawat,

複雑な事業環境をすべて正確に予測することが難しくなってきている（March,

2001）．

2006）
．経営者は，これまで企業がたどってきた過去の行動とそこから展開さ

しかしながら，オペレーションズ・リサーチにおける生産スケジューリング
に限った場合でも，
事前の予測という点ではさまざまな問題が生じる．それは，
生産設備が作動中に故障したり，作業当初では大まかな目的でしか開始できず

れる将来を見据えながら，それらに一貫性をもたせる意思決定を逐次的に続け
ていく必要がある．
たとえば，延岡
（2006）
は，現在の事業環境で継続的な利益をあげるためには，

作動中にシステムの仕様を詳細にしていく必要があるといった問題である（上

一貫した組織能力の構築が必要であると述べている．その成功例として，彼は

田 , 2000）
．

シャープの液晶戦略をあげている．この点について延岡（2006）は，1973 年の

事前にすべての問題を記述し予測できないことは，企業レベルの問題におい
ても同様である．そのため，経営者は逐次的に生じる組織内の個々の活動の

段階で経営陣は，20 年以上先，液晶を使った商品が，全事業の半分以上を占
めることを正確に予測していたとは考えにくいことを指摘している．

フィードバックを調整し続けなければ，組織全体の活動は相互に噛み合うこと

すなわち，本章でいう長期一貫性の概念とは，大きな戦略の方向性を決

によって効果を発揮することができない．このことは，戦略を機能させるため

め，逐次的に修正を行いながら，徐々に戦略の一貫性を形づくっていく考え

には，構想と同時に組織の個々の活動を逐次的に調整させることが必須となる

方を指している．これは Mintzberg（1987）の
「クラフティング戦略
（crafting

ことを意味している．

strategy）」
にみられる議論である．

三品（2004）は本論でいう戦略―オペレーションの一体化を戦略の非可分性

クラフティング戦略とは，戦略を形成するプロセスと実行するプロセスとが

という用語によって表している．
戦略の非可分性とは，戦略とそのオペレーショ

相互に関わり合いながら，試行錯誤を通じて実効性の高い戦略が生まれてくる

ンは不可分であり，
経営者が組織の全体と部分の間を上下動することによって，

という戦略形成の在り方をいう
（Mintzberg, 1987）
．Mintzberg（1987）は，経

初めて戦略は統合の要件を満たすという考えをいう．

営者がさまざまな行動をとりながらも，事後的にひとつの特定の行動パターン

三品（2004）は経営者による統合の必要性を分業からくる弊害から指摘して

として定着する現象がみられることを指摘する．これは，Mintzberg（1987）
が

いる．本来，分業は作業の単純化や専業化，知識の多様化により効果が発揮さ

戦略を，過去の行動パターンを意識し，それを将来の行動に結びつけるものと

れるものであるが，その反面，分業を進めると組織内個人は稼働率など眼前に

してとらえていることによる．

ある指標を目標とし部分最適に陥る．そのため，分業を活かすためには統合・

このように，長期一貫性は日常の企業活動のプロセスの下で行われる判断で

調整によって部分最適の弊害を抑制し，分業の利点が弊害を上回るようにする

あると同時に，過去の意思決定や行動のパターンを，ひとつの一貫とした行動

必要があるというのが三品
（2004）
の議論である．

としてまとめあげていく働きであると考えられる．

3-2 長期一貫性

3 - 3 選択肢の創造

長期一貫性とは，経営者が日常の業務に関わる逐次的な意思決定を行いなが

ここでは，選択肢の創造について議論する．本節の
「選択肢の創造」
と次節の

ら，その背後で時間的に大きな期間のなかで達成される成果を意識し，最終的

「枠組みの創造」
は，本論で示す統合のなかでも創造性に関係する．このうち選

に他社が模倣できないような経営資源の構築や市場の開拓を実現させていく働

択肢の創造とは，経営者が持つ目的やビジョンを実現させるため，自身がそれ

きをいう．

まで蓄積してきた経験や暗黙的な知識，場に特殊な情報を活用しながら，普遍

現在，経営戦略論や技術経営論では，一時的な好景気やヒット商品に左右さ
れず，首尾一貫した組織能力やコア技術を構築することが重視されている
（延
岡 , 2006）
．本論の枠組みにおける長期一貫性は，その重要性を経営者のマネ
ジメントの視点から論じたものとしてとらえられる．
1960 年代，戦略計画
（Strategic planning）といわれる研究は，それまで経

的で形式的な情報や知識からは導出されない戦略上の選択肢を創出させること
を意味する．
選択肢の創造は，2 つの点から実現されると考えられる．ひとつは，経営者
やリーダーによる主体的な目的である．これは，企業の行動を決める基点が業
界の構造
（Porter, 1980）や現在の市場シェアなどの環境要因ではなく，経営者
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システムの概念的な設計図といえる．

もうひとつは，その主体的な目的を実現させる知識的背景である．選択肢の

加護野（1988）
は，この事業パラダイムの形成を経営者の認識サイクルによっ

創造では，日々の業務への対処から同時的に生じる経験を背景とした知識がよ

て説明する．認識サイクルとは，（1）経営者の能動的な行動によって情報を環

り重要になると考えられる．以下，この 2 つに関連した議論を検討していく．

境から発生させること，
（2）
情報から新たな意味を引き出すこと，
（3）
その意味

まず，企業行動の主体性である．Baden-Fuller and Stopford（1994）は，欧

や観点から次の行動を決定することからなる．この認識サイクルは，既存の事

州の繊維や造船，化学などの成熟産業を対象として，どのような企業が業績の

業システムを改善させる働きをもつ一方で，新たな事業システムを創出させる

停滞から復活したのかを調査している．

プロセスにもなる．

その結果，業績が低迷し続けた企業は，自社の利益水準は産業の構造に由来

加護野
（1988）は新たな事業パラダイムの創造が，経営者の危機感や企業家

しているととらえていたのに対し，復活した企業は，企業内のイノベーション

精神
（Schumpeter, 1926）を発端として起こると述べている．加護野
（1988）に

が企業の利益水準を決定し，それが産業の構造を決定すると考えていたことを

よると危機感や企業家精神を発端とした行動は，認識サイクルを慣行の軌道か

明らかにした．このように，主体的な目標設定は創造性の基本的な要件になっ

ら逸脱させ，認識サイクルを変質させるという．

ていることが理解できる．
また，そのような目標を実現させる知識的背景については，野中
（1990）や

新たな事業パラダイムの創造にとって最も重要なことは，構築する事業シス
テムのなかで，どのような活動間のつながりがシステム全体の核となるかを発

野中・竹内
（1996）
による知識創造論によって議論されていると思われる．野中

見することにある．さらに重要な点は一時的な収益の低下や心理的不安から，

（1990）
や野中・竹内
（1996）
は，暗黙知と形式知との相互作用が新製品開発や企

既存の事業パラダイムへ回帰してしまわない動機をもつことといえる（加護野 ,

業革新の実現を説明する活動であることを指摘した．

1988 pp. 168-185）
．

これら知識創造論で援用される暗黙知の概念は Polanyi（1966）により提唱さ

加護野
（1988）は，新たな事業システムの核は，既存の認識サイクルの下で

れたものであるが，野中はそれを言語化困難な主観的知識ととらえている
（野

は発見されず，認識サイクルの変質の過程で試行錯誤的に発見されたり，常識

中 , 1990 p. 56）
．野中
（1990）
によれば，暗黙知は現場の経験から生まれる有用

的にみて関連のなさそうな事業から仕組みを借用することによって得られると

な経験的知識であるが，暗黙知が形式知へ転換されることによって，さらに新

指摘する．また加護野（1988）は，企業家精神は，既存の認識サイクルから逸

たな暗黙知を獲得する契機となることを指摘している．このように，選択肢の

脱する状況だけでなく，既存の事業パラダイムへ回帰しない動機づけとして必

創造は，行動の基点と知識的背景において分析的判断とは異なることが理解で

要なものであることを強調している．

きる．

このように，枠組みの創造は，既存事業を成り立たせている基本前提に翻っ
て，事業の仕組みを解体し再構築している．一方，分析的な思考は，その理論

3-4 枠組みの創造
枠組みの創造とは，企業がもつビジネスモデルや組織のルーティンなど，企
業行動のパターンそのものを解体し，それらを新たに創造することをさす．枠
組みの創造と選択肢の創造との違いは，選択肢の創造が新製品やサービスの創
出など，特に一時点に関わる活動であるのに対し，枠組みの創造は，製品やサー
ビスを提供するための事業の仕組み・システムを創造するといった，比較的，
長期に関わる活動といえる．

体系を成り立たせる原理そのものに遡る思考プロセスではなく，その理論体系
の下で解を導出する働きであるといえる．

4. ディスカション・インプリケーション
ここまで経営戦略における統合を4つの活動として提示してきた．ここでは，
それぞれの活動について考えられる理論課題を検討する．はじめに，戦略―

事業システムの例として，デルによるパソコンの受注生産方式と直接販売の

オペレーションの一体化をみる．戦略 - オペレーションの一体化とは，戦略が

モデルや，テネシー州のメンフィスを荷物配送のハブとすることで翌日配送

本来もつ効果は，戦略の構想全体を理解する経営者が，個々の現場を逐次調整

を可能としたフェデラル・エクスプレスの事業システムがあげられる（加護野 ,

してはじめて発揮されるというものであった（三品 , 2004）．この活動に関する

1999）．

理論課題は，戦略―オペレーションの一体化を行うことができる経営者とそう

事業システムの創出について代表的な議論が加護野
（1988）にみられる．加

でないものとを区別する基準は何かというものである．

護野
（1988）は，新しい事業システムは経営者が構想する事業パラダイムから

ここで基準を考えると，（1）企業の戦略的行動を，組織の各部門や個々の活

つくりあげられるとみている．ここで，事業パラダイムとは経営者がもつ事業

動レベルに掘り下げて考え言及することができるか，（2）経営者が，組織的な

100

研究論文・研究ノート

経営戦略における統合（Synthesis）の探求――何が分析的手法には不可能であるか

101

活動がすべて調整され連動された状態を明確に構想できているか，という基準

を行いながらその範囲を超えたところで新たな問題を発見する契機として，企

が考えられる．今後の研究アプローチのひとつとして，これらの基準と，種々

業家精神（Schumpeter, 1926）やリーダーの信念やコミットメント，深い感情

の経営者がどのような組織的キャリアを経てきたかとの関係を検証することが

の存在を議論の展開に用いている．

必要といえる
（三品 , 2004）
．
続いて，長期一貫性について議論する．長期一貫性とは，経営者が逐次的な
意思決定を行いながら，長期で達成される成果を意識し，他社が模倣できない
経営資源の構築や市場の開拓を実現させる働きをいうものであった．この点に

しかしながら，これらの議論の限界は，日常的な業務のなかに新たに問題を
発見することを説明する段階になって，唐突に危機感や企業家精神，信念や感
情の心理的要因をあげている点にある
（石井 , 2003 p. 25）
．
今後の研究では，信念や感情といった要因を，議論を展開する際はじめに提

関する理論課題は，
「長い時間軸の上で個々の意思決定を統合していく場合，

示する基本枠組みのなかで説明する必要がある．そのうえで，通常のルーティ

それらに一貫して基準を与えるものは何か」
，というものである．

ンのなかでは排除される傾向にあるあいまいな心理的要因が
（March & Simon,

さしあたりこの基準を上位目標と呼んだ場合，企業レベルではこの上位目標
は企業文化（Schein, 1985）といわれるものにあたり，また経営者やリーダーな
ど個人のレベルでは信念
（野中 , 1990）にあたるものと思われる．今後の研究で
はこれら上位目標が，長期的に形成される組織能力
（Dierickx and Cool, 1989）
にどのような影響を与えているかを明らかにしていく必要があると思われる．
次に，選択肢の創造をみる．選択肢の創造とは，経営者やリーダーが持つ目

1958）
，ある状況においてなぜ組織の枠組みそのものを変える駆動因になるか
検討することが重要と思われる．

5. おわりに
本論では，（1）経営戦略において統合とは具体的にどのような活動を指し，

的やビジョンを基点とし，同時に自身がもつ経験や暗黙的な知識を活用しなが

（2）何が分析的手法には不可能なマネジメントであるのか．さらに，
（3）
統合的

ら，新製品開発や企業変革を実現させることをさすものであった．この論点に

な戦略形成について論じる個々の概念はどのような関係をもつかを問いとしな

おいて重要なことは，
「企業行動の基点を主体的な選択におくか，環境要因に

がら議論を行ってきた．

おくかのバランスをいかにしてとるか」
という点にあると考えられる．
本論の冒頭でも指摘したように，われわれは，統合的な戦略形成と分析的な

この問いにもとづき，われわれは，統合という抽象度の高い概念を
「全体性」
「創造性」という思考活動に落とし込み，また，分析的手法では判断が困難とな

戦略形成とのどちらかが普遍的に優れているとは考えていない．それは，その

る状況として
「同時性」
「長期性」
という状況をみながら，
概念枠組みを導出した．

時々の経済・政治・文化的な状況や企業の歴史的文脈によって適した方法が変

その枠組みからわれわれは，経営戦略における統合を
「戦略 - オペレーショ

化すると考えられるためである
（Mintzberg, 1994）
．

ンの一体性」
「長期一貫性」
「選択肢の創造」
「枠組みの創造」という活動として提

しかしながら，一般に組織は成熟するごとに環境分析的な戦略形成を偏重す

示した．これら個々の概念は，本論の発見・独創ではなく，すでに多くの論者

る傾向にある（March, 2006）
．このことから，われわれに求められることは，

によって議論されているものである
（Drucker, 1954; Mintzberg, 1987; 加護野 ,

企業家精神（Schumpeter, 1926）といった主体的な意思決定の基点としてあげ

1988 ; 野中 , 1990; 三品 , 2004）
．

られる要因が，本来，どのような意味を指すものであったかを再検討しながら

しかしながら，本論の貢献は以下の点にあると考えられる．それは，（1）分

（瀬戸 , 2008），これら心理的要因を企業内で維持していくための方策を検討す

析的手法の限界を指摘しながら統合的なマネジメントが有効となる状況を指摘

ることが重要であるといえる
（加護野 , 2003）
．

し，分析・統合の双方を活かすことができる領域の明確な線引きを行ったこと．

最後に枠組みの創造を検討する．枠組みの創造とは，企業がもつビジネスモ

また
（2）統合の概念を抽象的なレベルから考察しながら（上田 , 2003），経営戦

デルや組織のルーティンなど，企業行動のパターンそのものを解体し，それら

略のなかで必要とされる具体的な活動として提示したこと．さらに（3）それぞ

を新たに創造することをいうものであった．この議論の課題は，
「新たな事業

れ独創的な論者によって提示されていた個々の概念の関連性を体系的に示した

システムの創造は，日常的な業務の枠を越える範囲での問題の探求を必要とす

ことである．

るが，なぜ特定の経営者やリーダーはそれらの要因を発見することができたの
か」という点であると思われる．
多くの場合，人間は現在取り組んでいる業務について精通しているほど，そ
の範囲を超えたところで，新たに問題を発見することが困難になるといえる
（March, 2006）
．この点について加護野
（1988）
や野中（1990）は，日常的な業務

【注】
（1）
『広辞苑 第 5 版』岩波書店
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ドラッカーは同書〔1959〕で「現在メンデレーエフに比肩しうる成果をあげる
のは容易なことではない．しかし，90 年前には孤独な天才が一人で生みだし
たようなものを，やや小規模にではあるが体系的な努力によってやっている」

（6）

として原爆開発の
「マンハッタン計画」
を例示した．その
「計画」
は，一つひとつ
の未知の断片を仕事として体系的に組織化することで達成することができたも

Consideration of Approach for “Organizing Ignorance”:
A Rough Sketch of the Unpublished Works

のだった．

佐藤等

Hitoshi Sato
（佐藤等公認会計士事務所）

Summary
The purpose of this paper is to present the principle of“Organizing
Ignorance.”
“The Landmarks of Tomorrow”is used to build up five
hypotheses of the principle.“The Practice of Management”is used
to prove them. In conclusion, P. F. Drucker discovered“Organizing
Ignorance”in“The Practice of Management”with unexpected success.

『変貌する産業社会』
〔1959〕から 30 数年経ってドラッカーは，『ポスト資本
主義社会』
〔1993〕で「知識の結合には，必要とされる知識の分析とともに，手
順に関わる方法論，つまり今日システムズ・リサーチと呼ぶものの根底にある
方法論が必要である．未知なるものの体系化と呼ぶべきものが必要である」

（7）

とし，われわれが未だ
「未知なるものの体系化」
の原理を手にしていないことを
明らかにした．
本考察は，ドラッカーの著書から方法論としての
「未知なるものの体系化」
の
原理の導出を試みるものである．さらに加えて筆者は，未完の著書の下絵をと
してその書の目次を構想，提示することで議論の呼び水となることを願うもの
である．

Ⅱ. 考察の準備―― 仮説の導出まで

Ⅰ. 考察の背景と目的

1 . ドラッカーの手による
「未知なるものの体系化」

ドラッカーは，『アメリカの経験』 ，
『仕事の歴史』 ，『未知なるものの体
（1）

（2）

先に筆者は，ドラッカーがメンデレーエフの周期表の創造をもって「未知な

系化』 などを未刊の書のタイトルとして明らかにしていた．筆者は，生誕百

るものの体系化」
の例とし，他に比肩しうるものがないとしたことを指摘した．

年の年に当たって，これらの書が世に出ることなく終わったことに対し，あら

しかし偉業は，
他にもあった．すなわちドラッカーが発明したと表現される
「マ

ためて落胆の念を表明するとともに，それらはどのような著作になったのか，

ネジメント」
こそ，
「未知なるものの体系化」
の偉大な例そのものだった．

（3）

なるべきだったのかについて想いを寄せた．

このことを裏づける記述には事欠かない．『マネジメント』
〔1973〕のまえが

『未知なるものの体系化』は，ドラッカーが
『ポスト資本主義社会』
〔1993〕で

きに次の記述がある．「マネジメントとは一つの体系である．（中略）本書はす

脚注を付して
「私が 40 年前に書き始め，いまだに完成にいたっていない著作の

でにわかっているいくつかのことを提示した．しかしそれ以上に，本書は，知

題名である」 と述べていることから長年温めていたモチーフであったことが

られざるものの体系，すなわちわかっているべきでありながら，まだわかって

わかる．またこの脚注から 1953 年頃に執筆に着手していたことがわかる．そ

いないものの全容を明らかにしようとした」 ．

（4）

れは，ちょうど
『現代の経営』
〔1954〕
を執筆していた時期と符合する．

（8）

また，
『企業とは何か』
〔1946〕
の1983年版へのまえがきに次の記述がある．
「本

「未知なるものの体系化」という言葉は，
『変貌する産業社会』
〔1959〕で最初

書を書いた頃，産業社会は生まれたてであって未知の存在だった．それは地図

に用いられた ．この言葉を象徴的に表す事例が同書
〔1959〕に記されている．

に象の生息地とだけ書いてあった中世のアフリカに似ていた．当時は，企業と

ロシアの科学者メンデレーエフ
（1834―1907）
の元素周期表の発見・創造の物語

マネジメントについての本も片手で数えるほどしかなかった．マネジメントを

である．メンデレーエフは，既知の 63 の元素を科学的特性の類似性を考慮し

一つの体系としてとりあげているものは一つもなかった」 ．

（5）

（9）

て並べることでそれらに周期性のあることを発見した．そして彼は，原子量な

さらに
『現代の経営』
〔1954〕の 1985 年版へのまえがきに同様の記述がある．

ど一定の秩序の下，既知の元素を配置することで未発見の元素の存在を浮き彫

「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，

りにした．この発見の価値は，元素全体の体系に生命を与え，秩序が未知のも

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

のの存在を引き出し，その後の化学の礎を築いたことである．

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」 とある．
（10）
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ここで一連の記述を少し詳しく検討してみる．筆者は，
『企業とは何か』
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に述べられるキーワード，全体
（whole）
と類型
（pattern）
に言及したのである．

〔1946〕の執筆時に，マネジメントを体系化しようという明確な意図の下，同

さらに
「社会に対してその本質と形態を与えているのは，静態的な多量性で

書を著したとは考えていない．なぜなら
「マネジメント」という言葉は，同書

はなく，動態的な感化力である．すなわち，事実の多数ではなく，これらの事

〔1946〕の 1946 年版のまえがきには一言も存在しないからである．また本文中

実を体系化してある社会形態にまでするシンボルであり，優勢性でも平均性で

に「マネジメント」
という言葉が用いられる頻度は，驚くほど少なく，章のタイ

もなく，代表性である」 とある．本文の趣旨自体は，代表的存在というコン

トルにも一度も用いられていない．そもそも著述の目的を
「企業と自由社会と

セプトであり，ドラッカーにとって新しいものではない．注目すべきは，本質

の関係」につての問いを提起することだと明言している．これらのことからマ

と形態を与えているものは代表性であるとの言明である．ドラッカーは，ここ

ネジメントが中心テーマでないことは明らかであり，体系化云々は事後的な評

で形態（configuration）
というキーワードを提示した．

価に過ぎない．少なくともマネジメントを体系化することを目的にしていない
ことは明白である．

（14）

同書
〔1950〕の終章にも注目すべき二つの記述がある．第一に「本書の中で示
唆されたことで，急進的な，あるいは革命的な新機軸となるようなものは一つ

また『現代の経営』
〔1954〕の 1954 年版の序文にもマネジメントを体系化する

としてないであろう．事実，経営組織など，ある領域においては，本書の中で

ことで形式知化するとの認識をもって取り組んだ旨の記述は存在しない．同書

発展された諸原理は，実際に行われているもののうち最良のものを系統立てて

〔1954〕では，わずかに本文中で経営者がもっと体系的，分析的な知識を持つ

一般化したものに過ぎない」 という記述である．ドラッカーは，ここで
「最

必要があることを述べるにとどまっている．それでは「未知なるものの体系化」
という着想は，いったいどこで得られたのであろうか．

（15）

良のものを系統立てて一般化」
するとの方法論を表明したのである．
第二に，「所得と雇用の予告制，工場共同体の自治とかいう他の領域では，
その原理は新しいものに見えるかも知れないが，未だ半ば隠されてはいるけれ

2．「未知なるものの体系化」
という着想

ども現実にある趨勢を明るみに出したものに過ぎない．しかし，考え方，信条，

先に示したように
「未知なるものの体系化」というコンセプトは，1953 年頃

精神の面からいうと，それらの原理は未だ非常に新しい急進的なものと受取ら

にその着想を得ていた．もう一つ
『傍観者の時代』に興味深い記述がある．
「彼

れよう．自由にしてかつ機能的な産業社会の妨げとなっている主な障害は，制

女は敢然と台所棚の整理に取りかかった．彼女はきちんと整理のついた食器棚

度の中にあるのではなく，慣習というわれわれの想像力を妨げる目隠しにある

を誇らしげに見せびらかした．一番上の棚には
『把手のとれたカップ』と書き記

のだ」 ．ここでは新しい原理を，慣習という悪癖を乗りこえて想像力を働か

した紙片が鋲でとめてあった．二番目の棚にはこういう紙片がとめてあった

せてすでにあるものの中から発見するという姿勢を表明したのである．

（16）

――『カップのとれた把手』
」 ．そして，この出来事に対する解釈と答えが

以上のように『変貌する産業社会』
〔1959〕で述べられた「未知なるものの体系

1955 年頃閃いたと述べている．すなわち
「実際，不必要で役に立たないものま

化」というコンセプトに至るキーワードのいくつかを
『新しい社会と新しい経

で洩れなく分類した祖母の食器棚は，私がこれまでに目にした唯一の
『トータ

営』
〔1950〕
で確認できる．その意味で
『現代の経営』
〔1954〕
は，出版年次が両書

ル・インフォメーション・システム』だったといっても過言ではない」 とし，

の間にあって
「未知なるものの体系化」
というコンセプトへ架橋する存在として

欠けているものを含めて分類するという着想に至ったのである．

重要な位置づけにあることが推定される．

（11）

（12）

当時マネジメントは，バーナードやメアリー・パーカー・フォレットなどが，
その一部の領域を扱う存在でしかなかった．しかしドラッカーには欠けている
ものが見えていた．それゆえ，暗黒大陸たるマネジメントの世界地図を描こう
と満々たる野心で臨んだに違いない．
第 4 作目となる
『新しい社会と新しい経営』
〔1950〕は，新しい社会の中心的な
諸制度について述べた著作である．この中に，いくつかの注目すべき記述があ
る．
「統合ということがなければ，何も作ることができないだけでなく，誰に
とっても作業というものはないであろう．個人にとっても，社会にとっても，
現代産業社会において真に生産的な要素というのは，ある考え方（あるヴィジョ
ンとでもいいたいほどのものである）
，すなわち，全体を眺めるとか，ある一
つのパターンに対するヴィジョンである」 ．後に
『変貌する産業社会』で明確
（13）

3．仮説的前提
ここで筆者は，本考察の仮説的な前提を次にように表明する．
【仮説的前提】
ドラッカーは，『現代の経営』
〔1954〕執筆時には，明示的に「未知なるもの
の体系化」というコンセプトには到達しておらず，暗黙知として，これを
持っていたに過ぎない．そして同書執筆の過程，つまり
「マネジメント」
を
体系化する過程で，「未知なるものの体系化」という方法を自ら経験した．
それゆえ『現代の経営』
の記述過程には，
「未知なるものの体系化」
の方法論
が暗示されている．
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この時期ドラッカーは GM に続き，GE，シアーズ・ローバックなどのコンサ
ルタントとなった．それゆえ体系的なマネジメントを開発する必要性を強く意
識し，そのための方法論を模索していたと考えることは，むしろ当然なのかも
しれない．
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新たな秩序をもたらす方法論と言い換えることができる．それはある形態から
新しい形態への飛躍を意味する．
以上が
『変貌する産業社会』における「未知なるものの体系化」の概要である．
これらの記述から以下に
「未知なるものの体系化」
の定義と原理を提示する．な
おここにおける原理とは，
新しい世界観，
新たな秩序を説明するためのキーワー

4．考察の手順

ド群である．

ドラッカーは，
『現代の経営』
〔1954〕執筆中に後に
「未知なるものの体系化」
とよばれる方法論を深化させ，
『変貌する産業社会』
〔1959〕で“Organizing

【定義】

Ignorance”
「未知なるものの体系化」というコンセプトに到達した．しかし「未

「未知なるものの体系化」

とは，革新の方法論であり，具体的には，未知なる

知なるものの体系化」の原理は，依然としてドラッカーの頭の中に暗黙知とし

欠けた知識を含む全体としての新しい秩序を探索する行為である．

てあるに過ぎない．
「未知なるものの体系化」の形式知化の手がかりをつかむため『変貌する産業

【原理】

社会』
〔1959〕を用いて①その定義と原理を明らかにする．本考察では，②そこ

〈仮説 1〉未知なるものの体系化には，目的や方向性が不可欠である

で得られた原理を仮説とし，
『現代の経営』
〔1954〕においてどのようにその原

〈仮説 2〉未知なるものの体系化には，形態を見ることが必要である

理が用いられているかを探索し，
③原理としての妥当性を検証する．④最後に，

〈仮説 3〉未知なるものの体系化には，類型を探すことが必要である

これらの考察過程を通じて得られた知見をもとに
『未知なるものの体系化』とい

〈仮説 4〉未知なるものの体系化には，プロセスを見ることが必要である

う未完の書の目次を構想する．

〈仮説 5〉未知なるものの体系化には，欠けたもの探すことが必要である

5．仮説の導出：
「未知なるものの体系化」
の定義と原理の提示
『変貌する産業社会』
〔1959〕によれば，
「未知なるものの体系化」は革新をも

6．形態，類型，プロセスの用法
ドラッカー自身，形態，類型，プロセスなどの言葉を定義することはなかっ

たらすための方法論である．そして革新は単なる新しい方法の発見ではなく，

た．そこで仮説検証の前にこれらのキーワードをより鮮明化させるために形態

新しい考え方，世界観を生み出すことであるという．それは一つの秩序を生み

学の祖といわれドラッカー自身多大なる影響を受けたゲーテの形態学に関する

出すことであり，それゆえ
「未知なるものの体系化」に成功すれば，新しい道具

以下の論考を検討し，本考察におけるこれらの言葉の用法を定める．

や知識を一気に手にすることができるという．

まず
「ドイツ人は，現実にはさまざまな姿をとって現われてくる存在を集約

革新は，旧来の世界観では状況に適応し難い局面で必要となる．すなわち革

して示すために，形態という言葉を用いる．この表現を用いれば，生動し変化

新という行為は，これまでの世界観の下では，解決困難な不整合面が現実とし

するものが捨象され，いいかえれば，相互に作用しあって全体を形成するそれ

て現われている状況で，これを解消する可能性のある新たな世界観を手にする

ぞれが固定され，他のとのつながりを断って，一定の性格を示すことになる」

ために必要な手段なのである．

とし，「形態」
は，ある瞬間をとらえた概念でしかないことを表明している．生

そして世界観は，一つひとつの部分の積み上げで得られるものではなく，現
実や状況を全体としてとらえるとき生まれ，一つの形態として認識される．そ
してその形態は，いくつかの類型として認識されることもある．

（18）

成変化が常態であり，固定化された概念としての
「形態」
はむしろ，形態から形
態へ変化する
「プロセス」
にその本質があるといえる．
さらに，「あらゆる形態，なかでも特に有機体の形態を観察してみると，そ

一つの形態は，目的や方向性を持ち，秩序化されている．そして形態は，目

こには，変化しないもの，静止したままのもの，他のとのつながりをもたない

的にしたがってさまざまな制度や仕組みを持っている．しかし諸制度を伴う形

ものは，ひとつも見出せず，むしろすべてが運動してやむことがないといわざ

態は，環境の影響を受けて変化する現実との間にギャップ

を生みだす．変化

るをえない．それゆえ，われわれのドイツ語が，生みだされたものや生み出さ

は常態であり，ギャップの存在が革新行動を促す．革新行動により，制度を一

されつつあるものに対して形成という言葉をもちいるのも，十分に理由のある

新し，必要に応じて目的を革める．形態は，旧形態から新たな形態にシフトす

ことなのである」 としたように，一つの形態は「生みだされたものや生み出

る可能性を有していることから，本質的に生成，リズム，成長という変化のプ

しつつあるもの」
として数多くの類型をもつことを意味する．

（17）

ロセスを内包している．その意味で
「未知なるものの体系化」は，新たな世界観，

（19）

このようにみれば，形態も類型もまったく同義であるし，プロセスもその動
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的側面を示す言葉であることが理解できる．以下の仮説検討ではこれら 3 つの

ネルでは到底できないという意味で孤立した市場だった．また，いくつかの重

言葉を用いるが
「未知なるものの体系化」
という言葉の一側面を表す言葉として

要な点で都市の消費者とは異なる点で都市の消費者とは異なるニーズをもつと

用い，便宜的に次の用法による．

いう意味で，独自の市場だった

．

（24）

①形態とは，ものごとを部分ではなく全体としてとらえたときの表象をいう
②類型とは，上記表象と類似性があるときの形態群をいう

仮説 3：未知なるものの体系化には，類型を探すことが必要である．
〈記述〉25 年前の農民と同じように，孤立し，商品の供給が行われていない巨

③過程とは，形態から形態へと生成変化する動的側面をいう

大な市場が姿を現していた

．

（25）

Ⅲ. 仮
 説検証：5 つの原理は
『現代の経営』
においていかに用いられ
たのか
1．
『現代の経営』
における 3 つのテーマ

仮説 4：未知なるものの体系化には，プロセスを見ることが必要である．
〈記述〉1954 年の春，ウッドが会長を辞し，T. V. ハウザーがあとを継いだ．そ
れはシアーズにとっても，もう一つの時代の終わりを意味した．そして今日，
再びシアーズは新しい問題と新しい機会を目の前にしている

．

（26）

仮説 5：未知なるものの体系化には，欠けたもの探すことが必要である．

ドラッカーは，
『現代の経営』
〔1954〕においてマネジメントとは何か，何を

〈記述〉そのような変化にもかかわらず，流通システムのほうは，依然として孤

するものかについて
「マネジメントの機能を分析することによって初めて得ら

立した階層別市場のためのものであった．この決定を実現するには，再び一連

れる」 ことを示した．ドラッカーは，同書
〔1954〕において次の 3 つの機能を

のイノベーションが必要だった

（20）

．

（27）

明らかにした．
第 1 の機能：事業をマネジメントすること

〈仮説の妥当性の検証〉

第 2 の機能：経営管理者をマネジメントすること

マネジメントの第 1 の機能は，事業のマネジメントであり，その事業のマネ

第 3 の機能：人と仕事をマネジメントすること

ジメントは，
目標のマネジメントであるとした．ドラッカーが選んだ
「物語」
は，

これら 3 つの機能は，マネジメントを体系立てる 3 つのテーマであり，それぞ

新たな機会を創出すべく，農民という独自市場のニーズを満たす通信販売を事

れが，
「未知なるものの体系化」そのものである．そのためにドラッカーが用い

業化したシアーズ・ローバックだった．シアーズは，
過去に2度，
「方向性」
を絞っ

た表現形式が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

て進み，今また
「方向性」
を模索するタイミングにあることを記述した．

（21）

と同じである．つまり，
「理論化に入る前に現実の企業の活動を観察したい」

（22）

このときドラッカーが見たものは，
「形態」
としての独自市場と販売のための

としたうえで 3 つのテーマを
「物語」から始めている．すわわち，
「シアーズ物

「形態」だった．またシアーズは，同じ独自市場，すなわち自動車を持つ農民と

語」
「フォード物語」
「IBM 物語」からそれぞれの機能に関する原理を導き出した

都市人口という
「類型」を 25 年後に手にした．これらの独自市場に都市型の小

のである．以下，それぞれの
「物語」において 5 つの仮説がどのように用いられ

売店舗という
「形態」
で臨んだ．
そしてシアーズは，『現代の経営』
〔1954〕執筆当時，新たな目標設定のとき

ているかを検討し，その妥当性を見ることにする．

を迎えていた．次なる独自市場と対応する事業形態の開発という旧い
「形態」
か
2．
「シアーズ物語」
における仮説の検証

ら新しい「形態」
への生成変化のときにあることを明らかにし，プロセスを表現

同書〔1954〕，第 4 章
「シアーズ物語」は，事業のマネジメントとは目標による
マネジメントであることを示している．この章から 5 つの仮説を証明するにふ

した．
さらに変化の
「プロセス」
では，新たな目的や目標が先行し，必要な制度やシ

さわしい記述を掲載する．

ステムが後を追う．
「欠けたもの」
は，新たな流通システムだった．必要なもの

仮説 1：未知なるものの体系化には，目的や方向性が必要である．

は見えていた．商品開発と大量生産可能なメーカーの存在だった．

〈記述〉もしこの見方が正しいならば，シアーズは，その歴史において 2 度にわ

こうしてマネジメントの第 1 の機能の「未知なるものの体系化」は緒につき，

たって行ったと同じように，市場と顧客について再び徹底的に分析しなければ

その後の章で精緻に理論化されていくことになった．ここでの検討の結果，5

ならない．シアーズは新しい目標を定めなければならない

つの仮説は，
「未知なるものの体系化」
の原理として
「シアーズ物語」
の中で用い

．

（23）

仮説 2：未知なるものの体系化には，形態を見ることが必要である．
〈記述〉
今世紀に初め，シアーズは，アメリカの農民が孤立した独自の市場を形
成しているとの認識から事業をスタートさせた．
当時の農民は，既存の流通チャ

られたと評価しうることから，
これらの仮説の妥当性を肯定することができる．
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3．
「フォード物語」
における仮説の検証

113

〈仮説の妥当性の検証〉

第 10 章フォード物語は，事業のマネジメントとは経営管理者のマネジメン

マネジメントの第 2 の機能は，経営管理者のマネジメントである．経営管理

トであることを示している．この章からそれぞれの仮説を証明するにふさわし

者のマネジメントは，唯一成長可能な人的資源の要をなすものであるとした．

い記述を掲載する．

ドラッカーが選んだのは後に GM を手本としたフォードの「物語」だった．この

仮説 1：未知なるものの体系化には，目的や方向性が必要である．

ときドラッカーが見たものは，マネジメントスタイルという
「形態」
だった．経

〈記述〉
老フォードは，フォード社を個人の所有物としてマネジメントした．そ

営管理者不在のヘンリー・フォードの失敗を記述した．GM の成功とフォード

して彼の経験は，法律上の規定はどうあれ，近代企業がそのようにマネジメン

の失敗からチームによる組織的マネジメントが必要だという
「方向性」
を打ち出

トされえないことを明らかにした．企業に寄託された資源は，一人の人間の一

した．

生という時間的な制約を超えて富を生む．企業は永続する．そのためには経営

またマネジメントスタイルの「類型」として助手の存在を軍の将校，君主の

管理者が必要である．また，企業のマネジメントはあまりに複雑であって，た

官吏を例示した．そして反対の「類型」として GM のケースを示した．いずれも

とえ中小であっても一人の人が助手を使って行うことはできない．組織され一

フォードの失敗を際立たせる記述となった．

体化したチームが必要である．チームのメンバーが，それぞれマネジメントの
仕事を行うことが必要である

そして助手の存在を発生学的に示し，管理者との差異を指摘した．成長とい
う量的変化が質の転換を生み，新しいステージに入ることを明らかにした．そ

．

（28）

仮説 2：未知なるものの体系化には，形態を見ることが必要である．

のことは，旧い形態から新しい形態へと変化する
「プロセス」
そのものである．
さらにこのような質的変化の過程では，必要な制度やシステムの一新を求め

〈記述〉何人にもマネジメントの一員たることを許さないという彼の方針は，
フォード創立の頃からのものだった．彼が必要としていたのは技術者だけだっ

られる．すなわち
「欠けたもの」として，6 つの必要条件を示した．GM の存在

た．マネジメントについては，
あくまでもオーナーたる自分だけの仕事とした．

もあり，事前に必要なものはわかっていた．
こうしてマネジメントの第 2 の機能の「未知なるものの体系化」は緒につき，

彼は若い頃から，所有権は誰とも共有しないことを心に決めていた．マネジメ
ントについても共有するつもりはなかった．フォードの役員は，彼のいうまま

6 つの条件はそれぞれ 1 章を設け精緻に理論化されていくことになった．ここ

に動く助手でなければならなかった．業務を執行するだけであって，マネジメ

での検討の結果，5 つの仮説は，
「未知なるものの体系化」
の原理として
「フォー

ントすることは許さなかった

ド物語」のなかに反映されており，これらの妥当性を肯定しうるものである．

．

（29）

仮説 3：未知なるものの体系化には，類型を探すことが必要である．
〈記述〉
経営管理者をオーナーの手足もしくは助手とする考え方は，あらゆる種

4．
「IBM 物語」
における仮説の検証

類の機関の発展過程において見ることができる．軍の将校の始まりは領主の個

第 19 章
「IBM 物語は，事業のマネジメントとは人に最も適するような仕事を

人的な従者だった．同じように官吏の地位もまた，召使とまではいかないにせ

組織することであることを示している．それぞれの仮説を証明するにふさわし

よ，君主の単なる助手だった

い記述を掲載する．

．

（30）

仮説 4：未知なるものの体系化には，プロセスを見ることが必要である．

仮説 1：未知なるものの体系化には，目的や方向性が必要である．

〈記述〉
確かに発生学的には，マネジメントは，小さな事業のオーナーが一人で

〈記述〉IBM では，このコンピュータという特殊な製品の組み立てに半熟練の

は果たせなくなった仕事を助手たちに代理させることから生まれる，そして事

人たちを使っている．しかも，働く人が判断力を使う機会をもち，かつ仕事の

業の成長すなわち量的な変化が，マネジメントを必要不可欠の存在にする．し

スピードとリズムを変えられるようにしている

かし，そこにもたらされる変化は質的なものである

仮説 2：未知なるものの体系化には，形態を見ることが必要である．

．

（31）

仮説 5：未知なるものの体系化には，欠けたもの探すことが必要である．

．

（32）

〈記述〉社長のトマス・J・ワトソンが，座っているだけの女性の機械工を見か

〈記述〉以下の 6 つの箇条書きは，
「フォード物語」最終節に
「必要なもの」として

けた．なぜ働いていないかを聞いたところ，「次の工程のために機械の設定を

示されたものであり，
「欠けたもの」
の存在を示している．①目標と自己管理に

待っています」
との答えだった．
「自分でできませんか」
と聞くと，
「できますが，

よるマネジメント，②経営管理者の仕事を適切に組織すること，③組織に正し

してはいけないことになっています」という返事だった．その後ワトソンは，

い文化を生み出すこと，④ CEO（最高経営責任者）であり取締役会，⑤必要と

あらゆる機械工が何時間か，機械の設定待ちで時間をつぶしていることを知っ

されるものは，明日の経営管理者の育成，⑥経営管理者の健全なる組織構造で

た

ある．

．

（33）
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仮説 3：未知なるものの体系化には，類型を探すことが必要である．
〈記述〉IBM のもうひとつのイノベーションも，半ば偶然によって行われた．
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のマネジメントの世界では，あらゆる経済的資源のうち，人的資源の活用が最
もうまくいっていないとされている」 とされ，その難しさを記述している．
（37）

IBM は何年か前，新型の複雑なコンピュータを開発した．需要があまりに大
きく，エンジニアリングが終わる前に生産に入らなければならなくなった．最

さらにナレッジ・ワーカーの萌芽による人の働き方の変化．社会における代

終的な設計のエンジニアリングは，生産現場において，技術者が職長や一般の

表的存在になるという予見を示した．そういう意味において
「欠けているもの」

従業員と協力して行った

は多く，また解決法にまで手が届かない課題レベルのものや未だ潜在する未知

．

（34）

仮説 4：未知なるものの体系化には，プロセスを見ることが必要である．
〈記述〉
このような仕事の拡大が，予想外の生産量の増大と品質の向上をもたら

のものをも数多く含んでいる．その後の章では，これらの課題を含めて理論化
されている．

した．IBM では，あらゆる種類の仕事の拡大に体系的に取り組んだ．個々の

ここでの検討の結果，5 つ仮説は，「未知なるものの体系化」の原理として

作業は可能な限り単純化した．しかし一人ひとりは，それらの単純化された作

「IBM 物語」
のなかで記述されており，仮説の妥当性を肯定しうるものである．

業を，できるだけ多く受け持てるよう訓練された．働く人が自分で仕事の進
め方を変えられるようにした．この方法は，IBM の生産性を向上させただけ
ではなく，働く人の姿勢にも大きな変化をもたらした．IBM の内外を問わず，
この変化を観察した者の多くが，仕事に対する誇りの増大こそ最も重要な成果
だったといっている

Ⅳ . まとめと知見
これまで 3 つの物語を軸にドラッカーが
『現代の経営』
〔1954〕
でマネジメント
という未知なるものに挑み，体系化を果たした基本的道筋を述べた．その際，

．

（35）

仮説 5：未知なるものの体系化には，欠けたもの探すことが必要である．
〈記述〉われわれは恐怖に代わるべき積極的な動機づけを生みだす必要がある．
これこそがマネジメントが直面する，緊急の中心的課題である

．

（36）

『変貌する産業社会』
〔1959〕から導出した 5 つの原理を仮説とし，これらがど
のように具体的に体系化の道具として用いられたかを検討した．3 つの物語の
それぞれで検討したようにいずれの仮説も妥当性を肯定しうるという結果を得
た．

〈仮説の妥当性の検証〉

このことから
「未知なるものの体系化」
の原理として次の 5 つを言明する．

マネジメントの第3の機能は，
人と仕事のマネジメントである．ドラッカーは，
企業の成果は，働く人たちに成果をあげさせる方法，つまり仕事のさせ方如何
にかかっているとした．人と仕事のマネジメントは，唯一成長可能な人的資源
の要をなすものであるとした．ドラッカーが選んだのは精密で複雑，かつある
程度の耐久性を求められる少量生産型の特殊な製品メーカーである IBM の
「物
語」だった．
その生産現場では，
大量生産型の分業では生産性があがらなかった．
仕事の仕方の新たな
「方向性」
が求められていた．
この生産現場でドラッカーが見たものは，手待ち時間を持て余す機械工の存
在だった．指示通りに動くマニュアル・ワーカーの存在とその仕事の仕方とい

【未知なるものの体系化の原理】
1 . 未知なるものの体系化には，その前提として目的や方向性が不可欠で
ある
2 . 未知なるものの体系化には，形態を見ることが必要である
3 . 未知なるものの体系化には，類型を探すことが必要である
4 . 未知なるものの体系化には，過程を見ることが必要である
5 . 未知なるものの体系化には，欠けたもの探すことが必要である

う「形態」
を見た．直ちに実行に移された仕事の拡大という新たな「形態」は，働

ドラッカーは，マネジメントという
「未知なるものを体系化」
するために，
「物

く者の姿勢をも変えた．つまり質的転換を果たしたのである．こうして旧い「形

語」から原理を生みだすという手法を用いた．実践的教訓を一般化するという

態」から新しい
「形態」への変化という
「プロセス」の記述がここでも見られるの

手法であり，「物語」を特殊な一成功話で終わらせることなく，普遍化させた．

である．

つまり，どの企業にも通用する言葉として，「普通の人なら誰でも学べるもの

また IBM では，需要の増大に対応するため開発技術者と生産現場の責任者
が協働することで新たな
「形態」
を生み出した．一種の仕事の拡大であり「類型」
とみなすことができる．
こうしてマネジメントの第 3 の機能の
「未知なるものの体系化」は緒につくの
であるが，IBM は先端的事例である．IBM 物語の冒頭の書き出しは「アメリカ

にすることができるようにした」 のである．
（38）

V. 未刊の書
『未知なるものの体系化』
の目次の構想とこれからの課題
本考察のもう一つの目的は，未刊の書
『未知なるものの体系化』
の目次を構想
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筆者は，これまでも『イノベーションと企業家精神』
〔1985〕の構成上に欠け
たものがあるとの思いを常に持っていた．同書の第 3 部「イノベーション戦略」

『未知なるものの体系化』
第1部

個人のイノベーション

第1章

メンデレーエフ物語

第2章

未知なるものの体系化とは何か

第3章

目的は何か

第4章

未知なるものの体系化の原理

・形態の原理
・類型の原理
・過程の原理
第5章
第2部

欠けたものを探す

組織のイノベーション

第1章

マンハッタン計画物語

第2章

……

第3章

イノベーションの原理

上記に示した『未知なるものの体系化』の目次の試案では，本考察の対象と
なった 5 つの原理は結局，第 1 部を形成するに過ぎない．すなわちメンデレー
エフやドラッカーがそうであったように情熱と遠望を持ってその価値を信じて
体系化に邁進した，一種の天才のなせる業だということである．しかし天才の
業もすべてが独創的であるわけではい．一瞬の閃きに代わる道具の存在，それ
が「未知なるものの体系化」である．同様の天才，例えばヒエログリフ
（古代エ
ジプト絵文字の一種）を解読したシャンポリオンなども
「未知なるものの体系
化」に成功した一人である．これらの偉業の数々を今回導出した原理に当ては
めてみることが今後の課題の一つである．
一方でドラッカーがメンデレーエフのケースと並置させたマンハッタン計画
は，組織的に
「未知なるものの体系化」
をなしたケースである．組織で成果をあ

は具体論として優れて実践的である．しかし一方で何かを飛び越えた感を拭い
去ることができなかった．本考察をとおして同書に欠けているものは，「未知
なるものの体系化」を核としたイノベーションの一般論ではないかと考えるこ
とができるようになった．
これらの課題は，筆者の立場，すなわち実務家としては大いに価値あるもの
として映る．未完の書
『未知なるものの体系化』
は，日の目を見ることはなかっ
た．しかし，これら価値ある課題をわれわれが解決することを時代は要請して
いる．文明の担い手の一人としてドラッカー生誕 100 年の年を新たなスタート
と位置づけ取り組んでいきたいものである．
【注】
（1）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1993〕
『すでに起こった未来』ダイヤモンド社，p. 11．
（2）同上 p. 307．
（3）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1993〕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，p.243．
（4）P.F. ドラッカー
（上田惇生・佐々木実智男・田代正美訳）
〔1993〕
『ポスト資本主義社会』
ダイ
ヤモンド社，p. 318．
（5）P.F. ドラッカー（現代経営研究会訳）
〔1959〕
『変貌する産業社会』ダイヤモンド社，p. 40．
（6）同上 p. 41．
（7）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1993〕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，p.243．
（8）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1973〕エターナルコレクション版『マネジメント』ダイヤモ
ンド社，まえがき，p.vi
（9）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1946〕エターナルコレクション版『企業とは何か』ダイヤモ
ンド社，p.296．
（10）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1954〕エターナルコレクション版『現代の経営』ダイヤモン
ド社，まえがき，p.v．
（11）P.F. ドラッカー（風間禎三郎訳）
〔1979〕
『傍観者の時代』ダイヤモンド社，p.20．

げるという意味で，さらに難しい側面が加わる．それは組織のマネジメントそ

（12）同上 p. 35．

のものである．本考察では，組織的なイノベーションの原理を取り上げる余地

（13）P.F. ドラッカー（現在経営研究会訳）
〔1950〕
『新しい社会と新しい経営』ダイヤモンド社，
p.37．

はなかった．「未知なるものの体系化」の現代的意味は，
「マンハッタン計画物
語」の考察にあるのかもしれない．次の考察の機会に委ねたい．
最後に本考察で得られた知見は，
「イノベーションの一般論」とでもいうべき
ものであると考えられる．少なくともその一部である．それは，次の記述から
うかがい知ることができる．
「イノベーションの能力とは，一見関係のないも
のを一つの全体として見る能力である．それは，生産的な新しい全体を生み出
すために必要な，小さな欠落した部分を発見し，その獲得に成功することであ
る」 ．
（39）

（14）同上 p. 41．
（15）同上 p. 397．
（16）同上 p. 397．
（17）筆者〔2008〕
『文明とマネジメント』ドラッカー学会編，p.82．
（18）J.W.von ゲーテ（木村直司，前田富士男他訳）
〔1980〕ゲーテ全集 14『自然科学論』潮出版社，
p. 43，初出〔1807〕．
（19）同上 p.43．
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（20）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1954〕エターナルコレクション版『現代の経営』上，ダイヤ
モンド社，p. 7．
（21）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1979〕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，p. 238．
（22）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1954〕エターナルコレクション版『現代の経営』上，ダイヤ
モンド社，p. 32．
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（23）同上 p.40．

Atsushi Seto
（国立大学法人小樽商科大学）

（24）同上 p.33．
（25）同上 p.36．
（26）同上 p.40．
（27）同上 p.36．
（28）同上 p.162．
（29）同上 p.156．
（30）同上 p.157．
（31）同上 p.163．
（32）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1954〕エターナルコレクション版『現代の経営』下，ダイヤ
モンド社，p. 94．
（33）同上 p.95．
（34）同上 p. 96．
（35）同上 p. 96．
（36）同上 p. 105．
（37）同上 p.92．
（38）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1954〕エターナルコレクション版『現代の経営』上，ダイヤ
モンド社，p. 10．
（39）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1964〕エターナルコレクション版『創造する経営者』ダイヤ
モンド社，p.194（ただし訳は P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔2005〕
『ドラッカー 365 の金言』
ダイヤモンド社，p. 396 に従った）．

Summary
Based on Drucker’
s Innovation and Entrepreneurship, we describe both the
radar development history and the engineer entrepreneurship. Because,
this is the key subject to derive a new industry creation mechanism of the
21 century.
st

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』を基盤として，20 世紀最大の発明であるレーダー開発の歴史
と，コアテクノロジーの開発者たる〈エンジニア起業家〉及び〈テクノロジーベ
ンチャー〉を取り上げる．もって 21 世紀型の新産業創出メカニズムを導出する
ことが，本論に課せられた課題である．

（1）
『イノベーションと企業家精神』
と新産業創出
1985 年に公刊された
『イノベーションと企業家精神』のなかで，ドラッカー
は新産業に関して，以下のように説明する．
「そして，この膨大な雇用のすべてをつくりだしたのが，中小の組織であり，

【略歴】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，
㈱ヒューマン・キャピタル・マネジメント取締役副社長，その他 11 社の取締役
監査役歴任，小樽商科大学ビジネス創造センター学外協力スタッフ．

そのほとんどが中小の企業なのである．しかも，その過半とはいかなくとも，
かなりの部分が，20 年前には存在さえしていなかった新しい企業である．（中
略）
ここで頭に浮かぶのが，例のハイテクである．しかし事実は，そのように単
純ではない．1965 年以降創出された 4000 万人の雇用のうち，ハイテクによる
ものは，500万人ないしは600万人であって，
これを超えることはない．
すなわち，
ハイテクの寄与は，
「煙突産業」
の喪失分を補う以上のものではなかったのであ
る．他はすべて，ハイテク以外の産業によって創出された雇用である．
毎年新しく設立される企業 100 社のうち，ハイテク企業は 1 件か 2 件に過ぎ
ない．最大限に広義のハイテク企業でさえ，その年間設立数は 1 万件である」
（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.6-7）
一体どうしてドラッカーはこのようにハイテク企業に関して否定的な態度
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である．

IBM，GM，GE，ボーイング，HP，ダウケミカル，デュポンなどの大企業は

当時の各国一流戦闘機の巡航速度は毎時 500km であった．他方，敵航空機

すべてメーカーであり，GM を除けばハイテク製品・素材で世界的なシェアを

の来襲を迎え撃つために航空母艦または陸上航空基地から発進した迎撃戦闘機

築くことに成功した，元は数名のエンジニアと起業家が共同して設立したハイ

100 機が，全機適切な迎撃高度である 6000 ｍ上空に待機完了するためには最

テクベンチャーであった．

短でも
〈20 分〉を要した．つまり，少なくとも 500 km × 20 分である 170 km 以

ドラッカーは，ハイテク産業に関して，以下のように説明する．
「ハイテク産業は，ビジョンを与え，進歩の主導権を取るという意味では，

上届くレーダーが味方空母や陸上基地に備われば，どのような敵航空機の攻撃
も事前に把握し圧倒的に有利な戦いを進めることが可能であった．

質的にきわめて重要な役割を演ずる．しかし，ハイテク産業が量的に重要な役

その結果，敵機来襲のおよそ 30 分前にあたる半径 230 km 探索が可能なレー

割を演ずるのは，今日ではなく，明日である．このことは，とくに雇用の創出

ダーが，原爆開発プロジェクトと並んで，1944 年には兵器として米国で初め

についていえる．ハイテク産業は，今日の担い手ではなく，明日の担い手であ

て実用化された．1944 年のサイパン島をめぐる攻防において，それに先立つ

る」
（P. F. ドラッカー同書 p.12）

マリアナ航空戦で日本連合艦隊は米国レーダー防御システムの前に壊滅し，サ

また，新産業としてのハイテク産業が失敗する理由を，以下の通り説明する．
「ハイテクにおいては，本質的にイノベーションが困難であり，かつリスク
が大きいのである．需給関係，市場構造，人口動態，あるいは社会思潮のよう
な曖昧なものに根ざしたイノベーションと比べてさえ，リスクが大きい．
（中
略）
ハイテクにおける失敗が教えてくれるものは，起業家精神もまた体系的でな

イパンは陥落し，そこを基地とする B- 29 爆撃機による日本本土爆撃を可能と
した．まさに，米国は，軍事力は科学を応用した技術力をもって日本を圧倒し
たのであった．
それでは，レーダーはどこでどのようにして生まれた革新的技術だったのだ
ろうか．その歴史を紐解くことによって，私たちはテクノロジーの生成と実用
化について，
情緒論や主観的思い込みを一切排した客観的教養を知るばかりか，

ければならないということであり，経営管理の対象とされなければならないと

21 世紀の新産業を支えるコアテクノロジーの開発戦略立案に関する方法論を

いうことである．そしして，何にもまして起業家精神は，目的意識を伴ったイ

学ぶことができる．

ノベーションに，その基礎をおかねばならないのである」
（P. F. ドラッカー同
書 p. 46）
つまり，ドラッカーによると，新産業としてのハイテクに現実の雇用面で多

〈レーダー開発史〉
19 世紀……ドイツのハインリッヒ・ヘルツは，電磁波の実験を行っている時，

くを期待するわけにはいかないが，明日のイノベーションの質的発展の観点か

周囲に存在する導体との干渉を発見．

らはこうしたハイテクも同時に育てていかねばならない．しかしながら，単な

1935 年頃……英国では，電離層の観測目的で電波の利用が行われていた．そ

る発明者だけによるハイテクベンチャーの未来はほとんど期待できず，そこに

の後，航空機の通過で観測が妨害される現象が発見された．そして英国は，最

は大企業や健全なローテク中小企業に欠かせない経営管理と目的意識を伴った

初に航空機の探知に成功．

イノベーション活動が欠かせない，と解される．

1940 年までに……ドイツでは，ヴィルスンとアーブスローが海軍司令官エー

それでは，20 世紀の世界の流れを変えるほどの革新的技術＝知識によるイ

リヒ・レーダー提督の指示のもとで，イギリスでは，ロバート・ワトソン = ワッ

ノベーションはどのようにして生まれ，成長したのであろうか．これが次節の

トらにより航空省が援助してレーダーを開発．

課題である．

1940 年……イギリス空軍は，レーダー防空システムによりドイツ空軍の英国

（2）20 世最大の発明
「レーダー」

空襲に対する完全迎撃に成功，ヒトラーは英国上陸作戦を断念．
1940 年……英国首相チャーチルからレーダーの基本技術を全面供与された米
国ルーズベルト大統領は，全大学電子工学科大学院を一時閉鎖し，大学の一

第二次大戦は，エレクトロニクス技術の戦いでもあった．すでに第一次大戦

流科学者・院生ならびに民間企業の一流開発技術者 4000 名を MIT（マサチュー

において，第二次大戦の主要な兵器体系である陸の機関銃・戦車，海の空母・

セッツ工科大学）に国家総動員令にもとづいて非常招集した．そして，スタン

潜水艦，空の航空機・爆撃機が誕生し，その後四半世紀をかけて兵器としての

フォード大発ベンチャー HP の生みの恩師 F・ターマン教授が総合指揮する下

完成度をさらに高めていった．だが，第一次大戦当時には存在せず，第二次大

で，レーダーの全面的な改良，量産化，兵器としての実用化を推進．

戦の勝敗の帰趨を変えた革命的戦術兵器こそが
〈レーダー（電探：電波探信儀）〉

1941 年……イギリス空軍は，ドイツ空軍による夜間爆撃に対抗するため，機
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し，日本ではまったく反響がなく学会から無視された．ところが欧米で大々

レーダーの要素技術

的な評判を呼び，各国で軍事面での技術開発が急速に進んだ．英国ではバト
ル・オブ・ブリテンの時点では無指向性アンテナを使用する短波帯の
『CH レー
ダー』により，複数地点より観測して目標位置を特定していたが，次世代指向

小型高性能アンテナ
マイクロ波発振マグネトロン
対空レーダーに不可欠

性アンテナとして，直ちに八木アンテナを使用した VHF レーダーを実用化さ
れた」
（http://ja.wikipedia.org/ 八木宇田アンテナ）
B）レーダーの心臓部：マイクロ波発振小型マグネトロン
「マグネトロンが発生するマイクロ波は放送，通信，レーダー，電子レンジ
などに応用されている．マイクロ波とは電波の範疇で高周波帯側を示す概念な

小型高性能ブラウン管
航空機識別可能な高性能レーダー

ので，低周波より多くの周波数帯域を通信のために使うことが可能であり，そ
の結果，情報量もより多く伝送できる．また，発生するマイクロ波は強力で直
進性もあるので，その反射波の戻ってくるまでの時間とその方向を測定するこ
とで，離れた地点の物体の位置や距離の探知を行うことが可能であり，この装
置をレーダーという」
（http://ja.wikipedia.org/ レーダー）
「マグネトロンの原型は，1920 年 GE 社の Albert Hull により発明された．

上レーダーを搭載した夜間戦闘機を世界に先駆けて実用化し，ドイツ空軍の夜

これは陽極と陰極がそれぞれ 1 個の同軸構造であり，低周波しか発振できず，

間爆撃を封殺．

マイクロ波を発振できなかった．

1942 年……アメリカ海軍が，海上戦闘でも，サボ島沖海戦やビラ・スタンモー

1927 年東北帝国大学の岡部金治郎博士により『分割陽極型マグネトロン』が

ア夜戦で，レーダーを活用して日本帝国海軍を相手に夜間砲撃戦により部分的

開発され国内で発表された．これによりマイクロ波の発振が可能になった．

勝利．

1928 年にはアメリカの学会で八木アンテナと共に英文論文も発表された．そ

1943年……大西洋補給路を脅かすドイツ潜水艦
（Uボート）に対しても機上レー

の後なぜか
『陽極分割型マグネトロン』は 1934 年 2 月 28 日に RCA の Ernest

ダーによる潜望鏡発見が可能となり，
以後Ｕボートによる連合軍被害は激減し，

G. Linder によって米国特許が出願され取得された．1935 年にドイツの Hans

翌年のノルマンディー上陸作戦を可能とする．

Hollmann が『多分割共鳴空洞マグネトロン』として改良発明し，1940 年にはイ

1944 年……マリアナ航空戦において，日本帝国海軍の連合艦隊攻撃隊約 500

ギリスの John Randall と Harry Boot が水冷式の大出力マグネトロンを開発し

機は，アメリカ海軍が実用化した対空高性能レーダーおよび VT 信管
（微弱電

た．そして奇妙なことに日本軍が大戦中にそれらを再発見する．

波による自爆信管）
によって壊滅．
http://ja.wikipedia.org/ レーダーをもとに筆者加筆．

1940 年代に第二次世界大戦で使うマイクロ波レーダーの共同開発のため，
イギリスからアメリカにレーダーのコアテクノロジーがもたらされた．日本は
マイクロ波マグネトロンと八木アンテナを他国に先駆けて発明していたのに，

〈レーダーを巡るコアテクノロジー〉

軍や産業界の無理解により太平洋戦争の開戦までにマグネトロンを用いたパル

図の通り，航空機識別に可能な高性能レーダーは，上の 3 つの要素技術によっ

スレーダを実用化していなかった．そして，日本海軍は，ドイツを中心とした

て構成される．レーダーは英国・ドイツに生まれ，米国で育ったと言われるが，

海外情報を元に旧式の 3 極管発振と非八木アンテナの低性能なレーダー技術に

これら 3 つの要素技術
（コアテクノロジー）は，日本の大学において戦間期にあ

執着し．戦時中にドイツから供与された射撃制御レーダーのウルツブルグ
（レー

たる 1920 年代に開発されていた．これは一体何を意味するのであろうか？

ダー）はすでに時代遅れだった」
（http://ja.wikipedia.org/ マグネトロンより引
用加筆）

A）レーダー信号の送信と受信：世界初の高性能指向性アンテナの発明
「1925 年
（大正 14 年）
八木・宇田が発明した八木アンテナは，既存の技術に比
べると非常に容易に指向性を得ることができる実に画期的な技術だった．しか

C）レーダーの受信ディスプレイ：世界初のブラウン管テレビ受像器開発
「1897 年にブラウンが陰極線管を発明（ブラウン管と命名），1907 年にはロ
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シアのボリス・ロージングがブラウン管を使った受像装置を発案した．1925 年

わが国初の大学・札幌農学校（現北海道大学農学部）の初代校長クラーク博士

イギリスのベアードが円盤を使ったテレビを発明．1926 年（昭和元年）12 月 25

が，新渡戸稲造他の学生達に訓示した
「Boys be ambitious ！（青年よ大志を抱

日，浜松高等工業学校
（現・静岡大学工学部）
の高柳健次郎助教授は，ブラウン

け）」のスピリットが今こそ求められている．

管による電送・受像に世界で初めて成功した．送像側に機械式のニプコー円板
と受像側に電子式のブラウン管を用いて，片仮名の『イ』の文字を送受像した．

〈第二次大戦敗北と SONY 創業〉

走査線の数は 40 本だった．
『イ』の字はいろは順の最初の文字として選んだ．

第二次大戦直前，HP（1938 年創業）と同じくエレクトロニクス分野における

1937 年にイギリスでテレビ放送が開始
（世界最初のテレビ局は BBC）」
（http://

技術開発を目的として設立された SONY の前身
「日本測定器」
（1940 年創業）
は，

ja.wikipedia.org/ ブラウン管）

大量の軍事資金が新兵器開発のために投入され，対潜水艦探知磁気センサーの
開発など多大な技術成果を戦時中に上げた．だが，日本測定器は敗戦国日本に

〈まとめ〉

生まれたゆえに，井深ら少数の技術者がスピンアウトして現 SONY（当時：東

以上からわかる歴史的事実とは，第二次大戦の初頭，英米の連合軍に対して

京通信工業）創業に参加した．つまり，戦勝国米国生まれの HP とは，異なる

圧倒的に優位な立場にあったドイツ空軍および海軍Ｕボートによる猛攻を，英

負の再スタートを戦後切らざるを得ず，軍需
（海軍向け）
企業である日本測定器

国はレーダーによって打ち破った．さらに，英国生まれのレーダー技術は，大

からのスピンオフ型ベンチャーとして SONY が誕生した．

西洋を越えて米国にわたって国家主導の一大産学官プロジェクトによって実戦
配備され，太平洋における強力な日本海軍を壊滅させた．

しかしながら，それだけで SONY が以後のコアテクノロジーを開発できた
わけではない．敗戦によって行き場を失った日本をリードする海軍エンジニ

しかしながら，こうしたドイツと日本を敗北させた革命的戦術兵器レーダー

アたちが，民間の生まれたてベンチャーに身を投じ，破天荒な技術開発を進

のコアテクノロジーは，1925 － 27 年にかけて相次いで日本国内のどちらかと

めた賜ともいえるだろう．中川靖造の『海軍技術研究所――エレクトロニクス

言えば辺境の大学ですでに世界に先駆けて発明開発されていた．こうしたコア

王国の先駆者たち』
（日本経済新聞社，1987，p. 14）によると，SONY 第三代社

テクノロジーにどうして日本政府・軍関係者が注目しなかったのか，現在では

長であり SONY 発展の契機となるトランジスタの実用化とラジオ応用を成し

推測不能である．わかっている事実は，21 世紀を動かすコアテクノロジーが，

遂げた天才技術者岩間和夫（盛田昭夫の義弟）は，東大理学部地球物理学科卒

日本も含めた世界の大学のどこかの研究室で日々生まれている．だが，レーダー

業の元海軍技術大尉，テープレコーダ 1 号機のメカニックを担当した児玉武敏

の例を見るまでもなく，そうした発明が実用化されるまでには平均 17 ～ 20 年

（阪大理学部物理学科・SONY 相談役），北条司朗（東大第二工学部造兵科）はと

におよぶ開発期間が必要だ．

もに元海軍技術中尉，磁気テープを開発した戸沢圭三郎（名大工学部航空工学

それでは，国家が戦争を前にして国家総動員令を発動する事態がなくなった

科・元ソニーエバレディ会長）
は大戦中零戦の改造を担当した元海軍技術大尉，

わが国において，一体，誰がどのようにこうした辺境にある大学の研究室にま

SONY の半導体開発を支えた塚本哲男（阪大理学部物理学科）も元海軍技術中尉

で足を運び，それに巨額の資金を投入して実用化させ，やがて世界をリードす

であった．

る新産業とまで発展させうるのであろうか？

次なる課題は，平時における新

それゆえに，SONY は，一方で創業者井深大に見られる軍需企業としてスター

産業創出のメカニズムとしての
〈エンジニア起業家〉，ならびに彼らの活躍すべ

トしたが敗戦と同時に生きるためにスピンアウトした技術者集団と，もう一人

き〈テクノロジーベンチャー〉
の解明である．

の創業者盛田昭夫
（阪大工学部物理学科，元海軍技術中尉）
をはじめとする旧帝

（3）21世紀のエンジニア起業家
ドラッカーによると，日本は幕末から明治維新，第二次大戦による軍事敗北
から戦後復興という 2 つの社会のイノベーションによって，世界中を驚かせる

国海軍技術者が合体して生まれた，旧海軍発ベンチャーであった．つまり，敗
戦は大いなる人材移動にもとづく社会的イノベーションをもたらし，SONY を
始めとする戦後ベンチャーがテクノロジーベンチャーとして一大飛躍する優れ
た人材を獲得する契機を無名のテクノロジーベンチャーにもたらしたのであっ
た．

ほどの大胆さとスピードをもって成功させた国であるという（『イノベーション
と企業家精神』
日本語版への序文から）
．

〈21 世紀の起業家像〉

わが国は，本田宗一郎
（ホンダ）
，稲盛和夫
（京セラ），井深大・盛田昭夫（SONY）

21 世紀に入り，わが国におけるテクノロジーベンチャーの出現を想定する

らに継ぐ 30 歳前後のエンジニア起業家の再出現が切望されている．まさに，

とき，SONY が設立された当時と今日の日本では，前提とする社会構造があま
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りにも違うことに気付かされる．すなわち，①
〈戦争や敗戦〉といった国家的悲

支える製品やインフラとなるためには，サイエンスをテクノロジーへと橋渡し

劇は今日想定されない，② 1945 年当時の旧制大学・高等専門学校以上への進

できるテクノロジーベンチャーが欠かせない．なぜならば，莫大な公的資金が

学率が同世代の 3 ～ 7％未満であったのに対して，今日の若者の 90％以上が新

投入される大学や公的研究所において論文や特許を生み出すために行われる基

制高校に進学し，その過半数が大学・専修学校などに進学する，③戦前あった

礎研究と，少しでも安く大量に製品化することを目的とする産業界における技

徴兵制度がなくなり，進学，就職，無職という進路選択が完全に個人に任され

術開発の間には，絶望的なギャップ
（断層）
が存在するからである．

る時代になった．

テクノロジーベンチャーは，学術における基礎研究成果を実用化のための技

こうして，現代日本の豊かさゆえに生じた若者の新しい社会現象を注意深く

術開発するミッションをもった特異的性質をもっている．そして，それ自身が

観察すれば，21 世紀の日本におけるテクノロジーベンチャーの担い手たる
〈起

早く成果を出さない限り消滅する宿命を持っている．だから，新技術の応用が

業家〉が，大学院修士・博士レベルに移行したことは明白だ．もはや，旧制小

早いのだ．だがテクノロジーベンチャーは，創業初期に大量の資金が投入され

学卒の本田と旧制中学卒の藤沢が起こしたホンダのようなテクノロジーベン

なければならない．戦時下であれば巨大な軍事資金が投入されるが，平時にお

チャー創業は幻想に近く，学部卒の稲盛和夫が起こした京セラの創業も，中国

いては株式市場における出口戦略
（IPO，M&A，株式交換による子会社化）を

インドがこれほどの実力をつけ始めた現在では不可能と言わざるを得ない．

念頭にしたベンチャーキャピタル
（VC）
からの出資型資金投入が欠かせない．

米国スタンフォード大学の電子工学科同級生であったビル・ヒューレット

バブル崩壊を受けて 1997 年に拓銀・山一証券が消滅すると，敗戦と同様の

とデイビッド・パッカードが，恩師フレッド・ターマン教授の後押しを受けて

社会的イノベーションの機会が再び日本に巡ってきた．つまり，1945 年の敗

1938 年に創業した HP 社は，現在もなお米国における世界的なエレクトロニク

戦同様，経済社会システムにおける劇的変化
（＝社会的イノベーションの機会）

ス企業として著名である．それから 60 年を経て，大学院コンピュータサイエ

が再び日本に訪れており，無名のテクノロジーベンチャーが早期の株式上場や

ンス専攻に所属する二人の博士課程在学生ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリン

大企業との M&A を通じて急激に発展することが可能となった．それゆえ，わ

が 1998 年に起こした Google は，時価総額 18 兆円以上の世界的企業となって今

が国は，こうした機会を見逃すことなくピンチをチャンスとして，21 世紀前

日のアメリカ経済を牽引している．

半の日本経済を支える第二の SONY・京セラ・ホンダに次ぐテクノロジーベン

つまり，米国では，大学院生ないし卒業生が在学中または卒業後まもなくし
て起こす大学発型ベンチャーが，米国におけるテクノロジーベンチャーの主流
となっている．
他方，少子高齢化にあえぎ若い世代の基礎学力低下が顕著なわが国で，学力
低下とモラトリアム型進学が著しい我が大学生の現状を見る限り，日本の未来
像はきわめて危ういと言わざるを得ない．こうした日本の現状を打破するため
には，未来の起業家候補である理工系を中心とする学部や大学院生に対する手

チャーの創出支援
（インキュベーション）
を，躊躇なく実行すべき時にある．だ
からこそ，大学発ベンチャー 1000 社構想は発動された．
だが，サイエンスがテクノロジーとして世に出てからインダストリーとなる
までには，平均 17 ～ 20 年の懐妊期間が必要である．

（4）21世紀のテクノロジーベンチャー

厚い起業家精神に関する教育が欠かせない．同時に，テクノロジーを非常に身

21 世紀の企業家にとって，新産業創出に向けて積極的に活動を早期に開始

近な存在として受け止めその事業化を物心両面でサポートできる有能実直勤勉

するためには，大学や研究所におけるサイエンスをいち早くテクノロジーに転

な経済経営系学生に対する技術経営教育および起業家精神教育が，非常に重要

換することが重要である．その担い手こそがテクノロジーベンチャーであり，

だ．否，理工系エンジニア 1 人に対して女房役の経営パートナー候補をその 3

21世紀の日本社会では米国のスタンフォード大発
「HP」
「Google」
に見られる
〈大

倍養成する覚悟が必要である．

学発型ベンチャー〉の創業が有望だ．その理由を，筆者は 2 本の論説として『フ
ジサンケイビジネスアイ』紙上（2007 / 2 / 8 及び 7 / 5）で公表した．以下，同論

〈21 世紀産業革命のエンジン〉

説を引用し加筆する．

20 世紀産業革命のエンジンは，ガソリン＆ジーゼルエンジン，真空管＆ト
ランジスタ，石油＆原子力，ジェット飛行機＆ロケットであった．それでは，

〈高品質の教育と研究〉

21 世紀産業革命のエンジンとはどのようなものであろう．IT・バイオ・ナノ・

今後もすぐれた国際競争力のある産業を国内に温存するには，優れた国内大

光・太陽光発電・植物プラスチックが主役となると言われている．だが，それ

学がイノベーションの源泉として機能することが欠かせない．そして，大学発

らが大学・公的研究所で生まれても，産業界において実用化され人々の生活を

型ベンチャーは，海のものとも山のものともわからないサイエンスを，可視化
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したテクノロジーとして産業界に提示できる存在である．だからこそ，多くの

待望と，ハイテク創出源としての大学に対する期待は飢えや渇望にも近く，そ

技術課題や未熟さが残されるにせよ，将来有望と思えるテクノロジーを企業に

れらは社会の隅々にまで感ぜられた．強力な新興産業国家（かつての日本，現

伝達できる大学発型ベンチャーを輩出する大学は，今後非常に尊敬されより一

在の中国）との競争に敗れ始め従来型国内産業が危機に瀕したとき，欧米の心

層すぐれた教員と学生が集まるようになる．

ある人々は〈起業家精神〉
を鼓舞し次世代ハイテク産業を生み出す努力を開始し

一見，
産業化とは無縁に思える基礎研究者の最高峰であるノーベル賞ですら，

た．ドラッカー博士の著
『イノベーションと企業家精神』
（1985）が出版された

産業界におけるインパクトが受賞の原因として大きく取り上げられている．実

のはこのような時代背景を受けてであった．1990年代に入って，
米国はバイオ・

際に，産業貢献に多大な成果を収める米国スタンフォード大学は，同時に多く

IT（情報技術）などのハイテクを武器とするテクノロジーベンチャーとその早

のノーベル賞受賞者を輩出している．同様に，第一次大戦直後にドイツの F・

期上場による株式市場の活性化によって見事に立ち直った．

ハーバーが
「空中窒素固定法」
でノーベル化学賞を受賞したが，それは窒素資源
のないドイツでの農薬・火薬・毒ガス製造を可能とするアンモニア合成を実現
した産業上の一大エポックであったからだ．

〈地域テクノロジーベンチャー先駆け〉
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艦「三笠」は，

膨大な国費が投入される大学や国立研究所が，大学発型ベンチャーを媒介者

1902 年に英国ヴィッカース社で建造された．英国エンジニアリング教育の最

として可視化したテクノロジーを国内企業に提供することは，とても重要だ．

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

ましてや臨床実験をともなう人工心臓などのメディカルデバイス（医＝工）や植

ノロジーを提供した．その後，戦艦国産化を急いだ旧帝国海軍は，日英同盟

物にヒト型抗体を生産させるバイオ創薬
（農＝薬）
など，複合テクノロジー開発

の下で英国に協力を仰ぎ，北海道の有力企業であった旧北海道炭砿汽船（出資

の主戦場は複数の学問領域を有する理工系大学が担うべきことは明白である．

50％）と英ヴィッカース社（同 25％），英アームストロング社（同 50％）の日英合

それは，世界の常識であって日本の非常識だ．だからこそ最先端の企業は大学

弁会社を，1907 年，北海道・室蘭市に設立した．その会社こそ，当時国内最先

に目先の技術協力など望まない．他社が模倣可能な技術水準では投資価値がな

端の技術をもって世界最大級の戦艦大和の砲身を製作し，現在は大型タービ

いからだ．世界一流の企業が大学に対して望むことは，10 ～ 20 年の基礎研究
を経た同業他社を圧倒できるサイエンスを基盤とし，それを企業と共同で特許
出願できる程度に可視化できるテクノロジーなのであって，企業が容易に実現
できそうな今の問題に応える程度ではない．
国内大学は，これまで以上に先端的かつ基礎的なサイエンスに投資して，同

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なった現日本製鋼所
（JSW）である．
さらにグラスゴー大学を模して日本政府は，戦時技術者養成のため国内で 7
つ設立された官立高等工業学校（室蘭，盛岡，多賀，大阪，新居浜，宇部，久
留米）の一つとして，1939 年室蘭市に「旧室蘭高等工業学校」
（現室蘭工業大学）

時に良質なサイエンティストやエンジニアの卵を丹念に育てる必要がある．少

を設置した．本科（修業年限 3 年）
には機械科・電気科・工業化学科・採鉱科・冶

子高齢化社会にあって人材の粗製乱造は有害であり，高品質な教育と研究が求

金科の5学科が設置された．いずれも
〈鉄と鋼の都市〉
にふさわしい陣容だった．

められている．そこでの大学発型ベンチャーのミッションとは，イノベーティ

地方に生まれる大学発型ベンチャーは，大学発の技術を市場に送り出す地方

ブな大学における高度なサイエンスを可視化するテクノロジーの伝道者であ

のハイテクベンチャーであり，50 年先のわが国産業競争力を左右する新産業

り，イノベーションそのものだ．

の試金石にもなりうる．室蘭の再生はそこにかかっているし，現に低炭素時代
の到来と共に急速に復権しつつある原子力関連部品の発注が室蘭に殺到してい

〈1980 年代英米の苦境〉
筆者は，1980 年代の初頭に英国，そして 80 年代の終わりに米国に留学した．

る．そこでの新素材開発を担うと期待される室蘭工業大学が，次世代原子力発
電所を安全運転しうる新合金開発を目的とするハイテクベンチャーを大学発型

留学時代，深刻な高失業率に苦しむ英米両国にはある共通する認識が存在し

で生み出すことに成功したならば，世界が注目する大学へと飛躍するし，室蘭

た．それは，ハイテク社会の到来に国内企業がついてゆけず，日本から怒涛の

のイメージは大きく変化する．もはや公共事業で雇用を維持する時代は終焉し

ようなハイテク製品が流れ込み，日々増大する対日貿易赤字は国家的危機であ

た．ハイテクベンチャーと若者，その親たちが共に暮らせる豊かな地方都市の

るとの認識であった．当時，
日本の半導体・コンピュータ産業は世界1位にあり，

時代が始まった
（以上，同論説より）
．

米国の半導体産業は瀕死の状態で，大企業 IBM ですら 90 年代初めに社長更迭
という暗黒の時代だった．
そのため，親元の企業から独立したスピンオフ型のテクノロジーベンチャー
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それゆえに，
今後のわが国テクノロジーベンチャー支援策
（インキュベーショ
ン）は，こうしたサイエンスからテクノロジーを可視化するための一連の企業

ベンチャー類型化の試み
企業家

TypeⅠ

発明家

銀行家

活動に対する資金調達およびマネジメント全体を担い，やがて出口戦略にまで

大学

○

○

TypeⅣ
TypeⅤ

ションとなるであろう．

自営家業

TypeⅡ
TypeⅢ

企業としての発展を自立的に導ける有能な
〈企業家〉
の養成と供給が主たるミッ

実例

○

であるとすれば，技術と資本に溢れるわが国における新産業創出政策の根幹

○

銀行

松下・京セラ・トヨタ

○

銀行

SONY・ホンダ

○

VC

○

国内大学発ベンチャー

○

VC&銀行

○

HP・Google

は，多少引っ込み思案なエンジニアの肩を押し，助け，資金と顧客を確実に呼
び寄せることが可能なイノベーション創出にあくまでも情熱を燃やす企業家の
養成にある．これこそ何倍ものエネルギーを傾けるべき国家的事業である．
どれほど国家が優れたサイエンスを振興しても，優れたテクノロジーとして
可視化してインダストリーにつなげ雇用と税収を上げるには，きわめて優秀な
多数の企業家が欠かせない．レーダー開発史を見るまでもなく，わが国の失敗
はサイエンスの産み出しに失敗したのではなく，当初の目的のためにあらゆる
困難をいとわず，多くの協力関係（アライアンス）を構築すべき「企業家精神あ

（5）
大学発ベンチャーと新産業創出

ふれる人材の輩出」
に，失敗したことは明白である．
そうした人材のうち少数の成功体験を持つものが，やがて政府のブレーンと

20 世紀前半のイノベーション理論を完成させた巨人シュムペーター教授は，
「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』
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

なったり，大学教育や大学経営に関わったり，あるいはキャピタリスト・エン
ジェル・メンターとなることによって，新産業創出の社会インフラは循環し始

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した．
、

、

、

める．その時々の思いつき政策や歴史に学ばない教養不足からは，到底，こう

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

した社会インフラが生まれるとは思えない．私たちは成功よりも失敗に多くを

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

学べると主張する．しかしながら，ドラッカーがいうところの成功率 1 ／ 500

その逆もありうるが，しかしそれは原理的には偶然に過ぎない．
」
（シュムペー

に満たない「知識によるイノベーション」
を具現化させない限り，無資源国日本

ター『経済発展の理論
（上）
』1926 年改訂版，p.231 強調筆者）

の未来は見えない．

、

、

、 、 、 、 、 、 、

、

、

、

、

、

、

、

、

企業家が必ずしも発明家ではないことをシュムペーター教授は明らかにし
た．その結果，たまたま天才的なエンジニアが起業した場合と，エンジニアと

〈辺境大学の貢献〉

企業家が協力して起業した場合の，二つのケースがテクノロジーベンチャーに

英国産業革命のエンジンである蒸気機関は，辺境スコットランドのグラス

は混在しうることが明らかになった．上の表は，筆者がビジネススクール学生

ゴー大学発ベンチャーであった．また，20 世紀後半に生まれた米国最大のエ

のためにベンチャー企業を類型化したものである．

レクトロニクス企業「HP」，そして 20 世紀終わりに生まれた世界最大の IT 企

ここでは，Type I から V までの 5 つの類型化が行われている．重要な点は，

業
「Google」は，ともに西部のスタンフォード大発ベンチャーである．そして，

Type Ⅲ・Ⅳ・V の違いである．Ⅲは 20 世紀にわが国で特に観察されるテクノ

第二次大戦の帰趨を決定した英米レーダーのコアテクノロジーは，日本の中央

ロジーベンチャーを示しており，企業家
（ホンダ：藤沢武雄，SONY：盛田昭

ではないという意味で辺境大学の発明であった．

夫），発明家
（ホンダ：本田宗一郎，SONY：井深大）
，銀行家（ホンダ：三菱銀行，

米国・ロシア・中国のような軍事大国と決別した日本は，どのようにしてこ

SONY：三井銀行）という役割が明確に分担されている点である．これに比し

れらコアテクノロジーを発掘し，育てればいいのであろうか？

遠い海外を調

て，わが国で2000年以降続々と生まれるようになった国内大学発ベンチャーは，

べ尽くして「猿まね」
と軽蔑されるよりもむしろ，独創的なコアテクノロジーを

発明家と大学，および VC が創業者として存在するものの，これを事業として

国内辺境大学から発掘するべきであろう．そうしたコアテクノロジーから技術

経営推進すべき企業家が存在していない．他方．成功するスタンフォード大発

の可視化できる試作品製造を目的とする社内ベンチャーを大胆に創造すること

ベンチャーである HP・Google には，それぞれ D・パーカード，E・シュミット

も，大変重要である．もしも必要とする技術をすでに開発中の国内大学発のテ

という企業家が存在する．

クノロジーベンチャーが存在するなら，国内企業は新規事業予算をもって大胆
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な投資と人材派遣を行い，必要なら M&A によって子会社化する必要がある．

133

〈まとめ〉

そのためには，たとえ辺境で生まれたテクノロジーベンチャーであっても，大

21 世紀における新産業創出の主役は大学である．それゆえに圧倒的な深い

手企業と一歩もひかない交渉ができる企業家の輩出が欠かせない．シリコンバ

基礎的研究と良質な教育によってのみ可能となるサイエンスを生み出す高品質

レー成功の背景には，スタンフォード大ビジネススクールの企業家輩出がある

な大学こそが，地域を救い，日本を支え，世界人類に貢献できる．けだし，そ

ことを，私たちは決して忘れるべきではない．

のためには優れた発明家と起業家が欠かせない．そして，彼らを結びつけるも

筆者が勤務する国立大学法人小樽商科大学の前身である小樽高等商業学校

のこそ，ドラッカー博士が体系化した学習可能な企業家精神
（アントレプレナー

は，東京高商（一橋大）
，神戸高商
（神戸大）
，長崎高商
（長崎大）
，山口高商
（山

シップ）である．たとえ，起業環境がどれほど貧困な辺境であっても，世界を

口大）に続き，明治天皇勅令による官立第五高商として，明治 43（1910）年に北

揺り動かすほどの高度なテクノロジーベンチャーを産み出す可能性を大学が

海道小樽市に設置が決定し，
翌44年小樽高等商業学校として開校した．そして，

もっていることを，スタンフォード大発ベンチャー「HP」の歴史が証明してい

94 年後の平成 16（2004）年，OBS 小樽商科大学ビジネスクール
（大学院商学研

る．

究科アントレプレナーシップ専攻）が開校した．およそ 1 世紀を経て，小樽商
科大学が輩出したビジネスリーダーの実績は以下の通りである．

（6）
結び
ドラッカーは 20 世紀の初めに崩壊寸前のオーストリア・ハンガリー帝国に生

〈全上場企業の代表取締役輩出率〉
1位

東大

7位

東京工業大

2位

一橋大

8位

九大

3位

慶応義塾大

9位

滋賀大

4位

京大

10 位

5位

小樽商科大

＊＊＊

6位

阪大

17 位

まれ，21世紀の初めに米国で死去した．
彼の母国は，
第一次大戦の引き金を引き，
同盟国ドイツとともに破れ崩壊した．それゆえに，ドラッカーは，第一次大戦
前，両大戦間期とファシズムの台頭，第二次大戦後の冷戦と旧社会主義国の崩
壊を自ら観た20世紀の生き証人であった．加えて，
日露戦争以降の日本の戦前・

早稲田大

戦中・戦後とそこで活躍した企業家たちとの親密な交流も含めて日本をつぶさ
に観察してきた日本通でもある．

北大

（特集「出世できる大学」
『週刊ダイヤモンド』平成 18 年 9 月 23 日）

こうした偉大な歴史家が，20 世紀後半の米国企業を深く観察し，同じ母国
出身の経済学者シュムペーター教授のイノベーション理論を踏まえて，イノ
ベーションの原理と起こし方についてまとめた古典的名著が，『イノベーショ

明治期に官立5校目のビジネススクールとして開校した旧小樽高等商業には，
当時どのようなミッションが課されていたのであろうか？

図書館に眠る資料

ンと企業家精神』
（1985）である．そこには，19 世紀にまで遡り 20 世紀の主要
な世界的企業の生成と発展のメカニズムが精緻に描かれている．もちろん，

から，当時の官立ビジネススクールに寄せられた期待感がひしひしと伝わって

SONY が，戦後米国生まれの軍事技術トランジスタを巧妙に導入し，そして製

くる．

品化に成功した経緯についても記述されている．

大正 4 年 3 月の第二回卒業式
（卒業生 51 人）に臨み，来賓祝辞で文部大臣の一

こうしてみると，ドラッカーは 50 年，100 年という一般人には把握不可能な

木喜徳郎博士は，「国力の充実国運の興隆は，商業の振興発展にもとづくこと

長い時間軸をもって，直接自らの目でみた事実を踏まえながらテクノロジーベ

大なり．今や小樽高等商業学校卒業生諸氏，多年鍛錬せる利器を懐いて新たに

ンチャーが直面する困難とその原質的解決策を体系化することに成功したとい

商界の人たらんとす．本大臣は，現在の時局に於いて実業振張の必要を感ずる

える．筆者自身，学部と大学院を通じて，30 年近くイノベーションを軸とし

こと特に痛切なるものある」
と述べ，卒業生達を小樽で激励した．

た産業経済の分析手法を学んできた．そのなかで，
ドラッカー博士の
『イノベー

、

、

、 、 、 、 、 、 、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

続いて，初代校長の渡辺隆聖博士
（のち名古屋高等商業（現名古屋大学経済学
部）を小樽高等商業成功の実績により乞われて名古屋で創設）は，わが国が「経
済上の世界的位置に就いてはなお貧弱国の列を脱し能わず，これ我が当局者を
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

始めとし時勢達観の人士が実業振興人材養成を急務とする所以なり」と述べた．
（第二回卒業祝辞
『小樽高等商業学校要覧大正 1 － 5 年』強調筆者）

ションと企業家精神』は，ほかにどのような類書もない現実に即したイノベー
ション創出の本質論であると，確信する．
しかしながら，1998 年に生まれた Google が，今日このような発展を遂げた
現実は，20 世紀を超えて 21 世紀型のあらたなテクノロジーベンチャーの創出
理論とイノベーションの一般理論を必要としているように思われる．
それは，HP や Google などの大学発ベンチャーに代表される，サイエンスが
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可視化できるテクノロジーが，やがて新産業に至る道筋を体系化する 21 世紀
型イノベーション創出に関する一般理論である．21 世紀のわれわれは，それ
ゆえにドラッカーの偉業を出発点として生み出していくべきミッションに気持
ちを新たにする．
そして，
わが国のみならず世界を牽引する力強いテクノロジー
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Genealogy of Innovation Theory and Polymorphism of Heritage

ベンチャーを創出することが，20 世紀を生きたドラッカー博士に対する最大

宮内拓智

のリスペクトと恩返しにつながると確信する．

Takuji Miyauchi

（京都創成大学）
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Summary
Today, Japan’
s national survival needs an extended concept of innovation.
Innovation is holistic. Innovation is not only technology but also social and
cultural parts. Genealogy of innovation theory revealed change from linear
model to chain model or socio-ecological model. Innovation’
s key success
factor is dialogue with polymorphism of heritage. Innovation is dialogue
between past and present for future.

1. はじめに
P. ドラッカーは，自分の仕事が，継続と変革の相克，いいかえれば
「伝統と

【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㈱入社，同社より国際大学・ニューヨーク大学の大学院派遣留学，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．これまでにわが国初を含
む国立大学発ベンチャー 14 社の設立を支援．伊藤元重ほか共著『経済マイスタ
ーによる知力講座』
（第七章）日経新聞社（2008），共著『大学発ベンチャーにおけ
る利益相反の研究』新日本監査法人編（2004）．

革新」に関する関心から始まっているとしている ．
「革新」は
「永遠のテーマ」
（1）

である．ある時代に，国家社会・産業経済等を発展させたシステムも，長い年
月の間に制度疲労が蓄積し，機能不全に陥り，時代の変化に適応できなくなる
欠陥が露呈する．ゆえに，システムの「革新」が必要となる．「革新」は，過去
のシステムの成果が大きければ大きいほど，既存のシステムにしがみつく「守
旧派」勢力からの強い抵抗に直面する．その上，「革新」それ自体も，歴史的な
産物である．
「革新」
は，具体的な実践活動や卓越性，成果を尺度として，日常
的な慣習・規範・価値としての
「抵抗」
を打ち破り，システムに活気をもたらす．
いいかえれば，システム内部を規制する約束事やルールを
「尊重」
しつつ，他方，
それらを破壊する動因を内部に有することによって，
「革新」
が可能となる．シ
ステムは，自己保存を至上命題としつつも，その至上命題を否定し破壊しつづ
けることによって，
「進化」
し，時代に適応・存続するというアンビバレントな
構造を有する．また，国家や民族，地方の
「伝統」
は，それが損なわれ，あるい
は失われたものとして語られることで，はじめて「かつてあったもの」として，
その実在が信じられるものでもある．いいかえれば，
「伝統と革新」
は，相互規
定されたテーマとして，常に，
「伝統」
が創造・再創造されると同時に，
「革新」
の連続が「伝統」
となる．少なくとも，
「伝統」
と
「革新」
は対概念であり，両者は
照応している．
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また，
「伝統と革新」
は，今日的なテーマでもある．この問題は，日本におけ

技術的側面を意識したもので，技術に関するイノベーションとして捉えてい

る社会変動のインパクトと国際競争力の低下を背景に，ナショナル・サバイバ

る．技術に関するイノベーションは，アバナシー（1984 年）によれば，製品に

ルとしてのナショナル・イノベーション・システムの課題およびソフト・パワー

関するイノベーション
（プロダクト・イノベーション）
と生産工程
（プロセス・イ

「ブランド国家
（社会的・文化的影響力）
」
の課題とも深く結びついている．例え

ノベーション）に関するイノベーションに大別される ．シュンペーターのイ

ば，京都の場合で見てみると，伝統産業は，長期にわたり衰退し，
「壊滅的状

ノベーション概念との対応を考えれば，プロダクト・イノベーションは新しい

（6）

況」である．だが，世界・日本における京都の価値を構成する重要な要素であ

財の生産や新しい販路の開拓との関連が強く，プロセス・イノベーションは，

ると同時に，日本の特筆すべき美意識や文化的アイデンティティを表現してい

「新しい生産方式」
「新しい供給源の獲得」
「新しい組織の実現」と関連が深い．

る．京都の伝統産業の
「再生・復活」
には，文化的視点への強化，価値を伝達す

しかし，いずれも，有形のハードを念頭に置いた類型化あるいはテクノロジー・

るコミュニケーション回路の確立，
伝統産業クラスターによる革新的環境形成，

プッシュ型のモデルであると考える．

「和」
文化・ライフスタイルの継承・創造などのイノベーティブな活動が必要と

歴史的に見れば，イノベーションがどのようなプロセスを経て実現するの

される ．その一方で，デザインにおける旧来の美意識・価値観の打破，取引

か，イノベーション・プロセス・モデルの研究が盛んであった．従来の認識では，

慣行等の見直し，分業体制や流通構造の遅れの解消など
「悪しき伝統」を廃棄・

まず研究活動があり，その成果を商品化・工業化するという前提があった．研

棄却することが必要となる ．

究→開発→製造→販売という一連の流れとして捉えられていた．これが，リニ

（2）

（3）

ア・モデルであり，テクノロジー・プッシュ型のモデルでもある ．
（7）

2. 革新とは何か ―― 革新理論の系譜

（2）連鎖モデルと社会生態学アプローチ

（1）
リニア・モデルと工学的アプローチ

これに対して，クライン（1992 年）は，日本企業の研究開発の実態調査研究

「革新
（イノベーション）
」とは何か．ここでは，シュンペーター（1912 年）
，
アバナシー（1984 年）
，クライン
（1992 年）
，ドラッカー（1985 年），野中郁次郎
（1995 年）
らの議論を取り上げ，その理論的焦点について検討した．

から，デマンド・プル型の連鎖モデルを提起した ．連鎖モデルの特徴として
（8）

は，第 1 に，新製品開発は研究活動から出発するのではなく，市場の将来の変
化を洞察することが重要であり，市場の洞察が出発点であること，第 2 に，開

「革新
（Innovation）
」
という概念に，経済学的な定義・意味を与えたのは，シュ

発段階などのフローの過程と，企業内外に蓄積された研究による知識という 2

ンペーター
（1912 年）
である ．シュンペーターによれば，イノベーションとは，

つの階層から構成されている，社会的プロセスである．開発段階ではまず，企

（4）

「新結合」
，すなわち生産要素のまったく新たな組み合わせによる結合のことで

業内外に蓄積された技術を用いる．研究段階は次の開発段階で必要な知識を前

あり，後には
「新結合」
の遂行のことを意味し，経済発展を経済内部から自生的

もって準備するプロセスである．研究＝知識創造が一種の社会的インフラスト

に生み出された，経済循環の
「不可逆的・非連続的な変化」である．この変化の

ラクチャーとして機能し，商品化・工業化のプロセスが，市場の発見→コンセ

イニシアティブは，
「新結合」
を行う起業家が担っており，この起業家が連続性

プトの創造→設計開発→量産試作・製造→販売・マーケティングとなっている．

を破壊し，新たな市場や産業を生み出すような一連の経済的行為・行動をイノ

第 3 に，イノベーション・プロセスにおける開発段階などのフローは，そのつど，

ベーションと名づけ，動態的・行為的な概念としている．

蓄積された知識に戻って行われるなど，商品化・工業化のプロセスは一方方向

また，
イノベーションは，
技術的な発明
（Invention）とは異なる．イノベーショ

だけでなく，フィードバック回路があり，イノベーションの連鎖が起こる．

ンには，「新しい財貨の生産」
「新しい生産方式」
「新しい販路の開拓」
「新しい供

また，第 4 に，イノベーションにとって，プロセス間の情報の受け継ぎ，技

給源の獲得」
「新しい組織の実現」など 5 つの場合をあげており，必ずしも技術

術情報の蓄積が重要であり，一種の情報生成を重視した
「情報ネットワーク」
型

の新しさに重きを置いていない．しかし，イノベーション研究においては，科

モデルである．しかし，クラインの連鎖モデルでも，人々の本当のニーズ・ウォ

学技術の存在が前提とされ，製造業におけるイノベーションを主な対象とし，

ンツが，すでに市場で明確な形で表現されており，マーケティング・リサーチ

ハード偏重のものが主流であった．

などで調べればわかるという前提でのイノベーション・プロセス・モデルであ

今日では，イノベーション概念は，決して非連続でない日常的な改善や改良

る．今日のように，人々の本当の欲望がなかなか顕在化せず，顧客自身でも自

まで含んで，
幅広く使用されている．例えば，
『平成18年版・科学技術白書』では，

分の潜在的ニーズ・ウォンツが明確に表現しきれない状況のもとでは，新しい

技術および市場に与えるインパクトによる類型化を行い，①構築的革新，②革

モデルが必要となると考える．

命的革新，③隙間創造的革新，④通常的革新と 4 類型を提示している ．
（5）

新しいモデルの手がかりとして，ドラッカーの視点があげられる ．ドラッ
（9）
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カー（1997 年）は，探索すべきイノベーションの機会として，①予期せざるも

の「伝統」の世界が注目され，再発見・再利用される．いいかえれば，
「暗黙知」

のの存在，予期せぬ成功と失敗，予期せぬ現象，②調和せざるものの存在，理

に依存する「伝統の世界」
でも，形式知偏重の
「リニア・モデル」
でも，今日の状

想と現実のギャップ，③必然的に必要なもの，プロセス上のニーズの存在，④

況下で，有効な
「革新＝イノベーション」
を引き起こすことはできない．社会や

産業・市場の構造変化，⑤人口構造の変化，⑥認識の変化，見方・感じ方・考

文化に開かれたスタイルで，暗黙知と形式知が相互作用しダイナミックに機能

え方の変化，
⑦新しい知識の発見の7つの領域を上げている．また，イノベーショ

する「連鎖モデル」
が今日に適合的である．

ンを動機にもとづき分類し，
「変化の洞察にもとづくもの」
「新しい知識にもと
づくもの」
「アイデアにもとづくもの」
の 3 つに分けている．
このことは，クラインのいう連鎖モデルとリニア・モデルを包括する視点を

イノベーションにとって，特許制度などの
「知的財産制度」
が重要であると同
時に，イノベーションの革新性・画期性・創造性を担保する
「知識創造」
へのイ
ンセンティブを促すために，「提供者と顧客との相互活動による価値創造のプ

提起しているだけでなく，潜在的なニーズ・ウォンツへの多面的なアプローチ

ロセス」や
「主体間の情報交換を通じた価値創造のプロセス」が重要視される．

を示唆している．また，ドラッカーは，
「イノベーションとは資源に対して，

野中らは，「技術的合理性」にもとづく「技術的熟練者」から，「行為の中での省

富を創造する能力を付与するもの」とし，関係性の中で捉えようとしている一

察」にもとづく「内省的実践者」へと，イノベーションの担い手・主体の人材象

種の「状況理論」
である．ドラッカーは，顧客を評価尺度として，イノベーショ

を転換させ，
「フロネシス
（賢慮）
・モデル」
を提起している．

ンを捉え，効用，経済的な特性などを変えることで，新しい価値創造すること

起業家は，経済的合理性に適応しない奇妙な存在である．征服欲・勝利者意

がイノベーションであるとする．それゆえ，イノベーションは経済活動の範

志・創造への衝動・巨大な成果への渇仰など，起業家は非合理的な動機に駆り

囲に限定されるものではなく，あらゆる人間活動，社会活動に適用される．教

立てられ，イノベーションを遂行する．起業家という人格を通じて行われる活

育，病院，福祉，官僚組織などもイノベーションの重要な対象領域である．こ

動がイノベーションである．
起業家は，
慣行的な行動をとる多数の人間と異なっ

れも，イノベーションに関するドラッカーの視点が
「社会生態学的アプローチ」

て，さまざまな領域における旧秩序を破壊して，新しいことを導入し，それを

であり，多面性認識を可能としたからと考える．

時代の潮流とすることに成功した少数の人間である．この
「フロネシス
（賢慮）
・
モデル」は，イノベーティブな人材の要件あるいは人間類型を想定し，イノベー

（3）
「形式知と暗黙知」
の相

ティブ向きの知的資質を集団的に開発する技術・ノウハウの開発を志向してい

イノベーションを，経済的・社会的・文化的な諸価値を含めた顧客価値を高

る．

め，変革させる行為という点に着目すれば，顧客価値向上の手段としての主体

イノベーティブな知的資質は，通常，長期的かつ集中的な個人的努力によっ

間の情報交換・情報創造さらには，知識創造に着目するモデルが必要である．

て実現する．
「内省的実践者」
としてのイノベーターは，
行動する自分を見つめ，

新しい知識の創造を絶えず行うことによって，連続的にイノベーションを創出

思考する自分を見つめる．自分が現在用いている判断枠組みそのものを懐疑す

し，組織の競争力を確保する方法論として，ナレッジ・マネジメントがあげら

る知的能力，現実的な世界から導き出されたものではなく，現実の世界に骨組

れる．野中郁次郎ら
（1996 年）
は，ナレッジ・マネジメントにおける知識創造の

みと軸と構造を与え，現実の世界を体系化・組織化する，新しい認識枠組みな

モデルとして，SECI モデルを提唱した

ど，野中らは実存主義的な思考の型と，倫理，行動規範を求めている．人間は，

．このモデルは，知識の共有化と「共

（10）

同化」
「表出化」
「連結化」
「内面化」
のサイクルを経て，個人の「暗黙知」を「形式知」

己の属性のすべてを状況に身を投じることを通じて，主体的に構築する．歴史

化し，
組織の共同資産とし活用させると同時に，
組織内に共有化された「形式知」

的な状況との相互規定を通じて構築される属性としてイノベーティブな知的資

を，個人の
「暗黙知」
へと内面化・内省化させることで，個人や集団の創造性を

質がある．

担保する
「知識を最大化する環境・組織」
の探求を目指している．

この意味で，イノベーターは，
「異端者」
とほとんど同義語である．異端者性

「形式知」と「暗黙知」という知識の性質を基準に，「リニア・モデル」と
「連鎖

を規定するのは，世界観や人間観を分かち合える同類がいないという量的な事

モデル」の違い，さらには，
「革新」以前あるいは
「近代」以前の
「伝統の世界」と

実に過ぎず，「異端者らしさ」という実定的特質が内在しているわけではない．

の違いを比較すると次のように言える．
「リニア・モデル」では，「形式知」の偏

逆に，自分が何者であるかを深く確信しているため，自分について考える必要

重と「暗黙知」
の排除が行われ，他方，
「連鎖モデル」では，形式知と暗黙知の相

のない人間は，イノベーティブな人間類型ではない．

互作用が繰り広げられ，SECI モデルに近い．また，
「伝統」では，暗黙知優位で，
活動のリードタイムが長い．近代社会では，
「革新」によって，暗黙知が形式知
化するが，やがて限界がくる．新しい
「革新」
のためにも，暗黙知の源泉として
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3.「革新＝イノベーション」の受容基盤と社会的・文化的文脈の重視
（1）
「模倣と創造」
の相

141

ア源として，それに便乗し，研究開発費やプロモーション費用などを引き下げ，
企業の競争力を高める．また，市場参入の際には，価格に敏感に反応し，豊富
な情報を有する消費者からなる大規模市場の登場に合わせなければならない．

次に，
「革新＝イノベーション」の受容基盤の問題を考えるため，T. レビッ

イノベーションよりも模倣のほうが費用を必要としていない．さらに，後発者

ト（1966 年）
，シュナース
（1996 年）
，C. クリステンセン（2000 年），M. ロジャー

には，潜在性のない製品の回避，新製品の失敗にリスクの回避，市場の変化か

ズ
（1962 年），プラハラード
（1995 年）
，P. ドュ・ガイ
（1999 年）らの議論を取り

ら恩恵を受ける機会，
共有する経験を用いる機会などの
「後発の利益」
を受ける．
イノベーションによって生み出された新製品の完成度を高め，顧客にとって

上げる．
T. レビット（1966 年）は，現実のビジネスの世界では，「模倣」の潮流が主流

の価値を付加し，市場を定着させることも，イノベーションの発見同様に重要

．
「模倣＝イミテーション」は，イノベーションよりも頻繁に

である．また，先発者となれるのはある製品カテゴリーにひとつのブランドで

用いられるだけでなく，企業を成長させ，利益を獲得する上でも極めて一般的

しかないという事実は，模倣戦略の重要性を示すものである．先発以外のブラ

な手段である．また，イノベーションと創造性を厳格に区別することを主張す

ンドは，後発ブランドとなり，好むと好まざるとにかかわらず，模倣戦略を採

る．一般に，イノベーションは，①世の中で初めての試み，②業界・企業にとっ

用せざるを得ない．先発者から過去の競争優位の優位性を奪い，新しい競争優

であるとする

（11）

て初めての試みの 2 種の新規性がある．通常，イノベーターでありつづけるこ
とは不可能であり，技術的新規性を追求する
「ブレークスルー」よりも，既存の
製品分析にもとづく
「リバース・エンジニアリング」を追求する．いいかえれば，

位を獲得するためには，新しい競争ルールを導入していかなければならない．
「後発の利益」
から，模倣戦略を採用するが，新しい競争ルールの導入，技術的
な超越，自己革新などを伴っており，この意味で，創造的である．

企業の成長戦略としては，模倣戦略を採用する．その際，リバース・エンジニ

レビットの主題と合わせて，「革新＝イノベーション」における，「模倣」
「創

アリングの基準確立が必要であるとする．また，模倣戦略は，「計画的模倣」や

造」
「時間」の関連を考えるならば，「革新＝イノベーション」の受容基盤の問題

市場参入の二番手・三番手をめざす戦略
（
「かじりかけのりんご戦術」
）であり，

へと焦点を移行させる必要があると考える．

あるいは「模倣者の損失防御策」など
「後発の有利性」を有している．とりわけ，
プロダクトライフサイクルへの対応，とりわけその寿命の長期化・延命化や市

（2）
「持続と破壊」
の相

場の維持・拡大の観点から，
「革新的模倣戦略」
の重要性が提起されている．ま

また，「革新＝イノベーション」の受容基盤の問題を考える場合，C. クリス

た，結論として，イノベーティブな模倣を生み出す方法を明確かつ念入りに練

テンセン（2000年）
の
「イノベーションのジレンマ」
が示唆に富んでいる ．
彼は，

り上げることは，イノベーションそのものと同様に有意義であるとする．さら

ハードディスク業界をケースに，
「失敗」
事例を分析し，優れた経営と高い技術

に，イノベーションと組織のあり方にも考察を加え，アイデアをイノベーショ

を有する企業がかえって失敗するという．彼は，①「イノベーションが従来の

ンに変換するためには，①アイデアの発案者の組織内での地位，②内容の複雑

技術の延長線上のものか，根本的にちがうのか」という技術的内容の継続性の

さ，③業界の性質，④提出相手・上司の態度と職務の 4 つの要因を指摘している．

問題と，②「イノベーションが企業の存続に肯定的な効果を有するか，否か」
と

このことは，
「革新」
における
「模倣と創造」
の問題は，「革新」の受容基盤との関

いう 2 つの問いを立てる．

連から必要がある．

（13）

技術的内容の継続性の有無から，イノベーションを，「抜本的イノベーショ

同様な事例は，今日でも多数見られる．先発ブランドを超えた後発者の 28

ン」と
「連続的イノベーション」に区分する．他方，企業・産業の継続性の有無

事例を研究したシュナース
（1996 年）
は，後発ブランドの市場的・産業的勝利の

から，企業がイノベーションの対応に成功して，生き残りつづける「持続的イ

鍵を「後発の有利性」
に見出し，市場の形成・確立までの時間的経過が，「時間」

ノベーション」
と，対応に失敗して破壊的結果をもたらす
「破壊的イノベーショ

という資源の活用とキャッチアップを可能にするという

．また，模倣の戦略

ン」に区分する．彼は，この「技術的内容の継続性」と「企業産業の継続性」の違

は，低価格（生産能力向上）
，改良，市場力の行使・販売力の向上の 3 つの方向

い・組み合わせに着目する．すなわち，技術的連続性とは関係なく，イノベー

性を明らかにした．

ション後にそれまでの伝統的支配企業が生き残るイノベーションが
「持続的イ

（12）

低価格
（生産能力向上）
の実現は，タイミングよく，低価格で市場に参入する

ノベーション」であり，伝統的支配企業が没落し当該イノベーションを起こし

戦略である．改良とは，品質やデザインで先発製品を上回る製品を提供する戦

た振興企業が支配権を獲得するイノベーションが
「破壊的イノベーション」
であ

略であり，市場力の行使・販売力の向上とは，強力なブランド力や流通・販売

る．

力により先発者を圧倒する戦略である．いずれにせよ，先発者の製品をアイデ

そして，彼は，
「すぐれた経営が有力企業を没落させる」
「顧客重視の経営，
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市場重視の経営が失敗を導く」と主張し，ある企業が，新しいイノベーション
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リーダー＝初期採用者への普及が新商品普及の鍵をにぎると考えた．とくに，

にうまく対応できるかどうかということは，技術内容の次元の問題ではなく，

イノベーター＝革新的採用者（2 . 5％），②オピニオン・リーダー＝初期採用者

技術をマネジメントする企業組織のあり方の次元の問題として捉えなおしてい

（13 . 5％）から構成される初期市場が形成される「普及率 16％の論理」を唱え，

る．すなわち，企業がイノベーションにうまく対応できるかどうかという問題

オピニオン・リーダー獲得へのアプローチを重視した．

は，どのような技術システムに，企業組織が最適化されているのかという組織
論的な問題であるとされる．

オピニオン・リーダーが，新商品普及の鍵を握るというイノベーション普及
プロセスの通説に，一石を投じたのがムーア
（2002 年）の
「キャズム理論」であ

「破壊的イノベーション」
が成功するプロセスを次のように述べている．①破

る

．彼は，ハイテク業界を分析し，イノベーター理論の度数分布曲線に潜む，

（15）

壊的イノベーションは，自らの成長に適した市場を新規に「発見」または「創造」

市場への新商品普及における
「大きな溝
（キャズム）
」
の存在を明らかにした．す

する必要がある．②既存技術は，上位市場に，より適応するための連続的イノ

なわち，イノベーターとオピニオン・リーダーから構成される初期市場と，初

ベーションの結果として，下位市場での技術競争力を低下させる．③コスト競

期多数採用者や後期多数採用者らから構成されるメインストリーム市場の間に

争力の高い破壊的イノベーションは下位市場における既存技術との競争を通じ

は，容易に超えられない
「キャズム」
があり，この顧客セグメントの違いによっ

て，S 字カーブを描き，自らの技術的競争力を高めていく．すなわち，「破壊

て生み出される
「キャズム」
を超えなくては，新商品はメインストリーム市場で

的イノベーション」
は社会的成長の糧を下位市場で獲得している．

ブレイクすることなく，小規模な初期市場のなかでやがて消滅していく．

その際，重要な概念として，
「ヴァリュー・ネットワーク」があげられる．

この
「キャズム」の原因は，初期市場の顧客が「誰も使っていない商品を他者

「ヴァリュー・ネットワーク」
は，技術システムを管理するネットワークであり，

に先んじている」ことをニーズとする層であるのに，メインストリーム市場の

企業の内部組織だけでなく，顧客，販売業者，メーカー企業，部品納入業者な

顧客は，「多くの人が採用して安心して商品で，他者に遅れをとらないこと」
を

どの複数の組織から構成され，彼が共有する一群の価値意識によって支配され

ニーズとしている．すなわち，初期採用者と初期多数採用者の間のニーズの違

る．また，
「ヴァリュー・ネットワーク」
は，価値が織り成すネットワークでも

いが「キャズム
（大きな溝）
」
を生み出している．このことは，イノベーション理

あり，製品に対するニーズ，イメージなど認識上のネットワークでもある．

論における，セグメンテーション，ターゲティング，ポジショニングの役割の

企業の組織構造や各種の組織を構成しているグループは，その担当製品と適

重要性の再認識させるものである．

合的な形で構成されている．担当商品と同種の
「ヴァリュー・ネットワーク」に

他方，セグメンテーション，ターゲティング，ポジショニングの有効性に関

対応できるものに対しては，その組織能力を発揮するが，異なる「ヴァリュー・

しては，
「ポスト・モダンマーケティング」などの批判的な潮流がある．元来，

ネットワーク」
を必要とする場合は，組織的な抵抗を受けることとなる．

有効性・効果という概念は，状況依存的概念，関係性概念であり，この点に着

いいかえれば，
「ヴァリュー・ネットワーク」
は，技術をめぐる社会的関係で
ある．技術には，受け入れやすい技術とそうでない技術があり，技術を受容す

目する必要がある．
この点，プラハラード（1995 年）の『コアコンピタンス経営』における「コアコ

る社会的基盤あるいはイノベーションの受容基盤について考えていかなければ

ンピタンス」
概念が興味深い

ならない．

あるいは関係性概念である．「競争の場」
「戦略的意図」など主体的意図との関

．
「コアコンピタンス」
概念は，状況依存的概念，

（16）

わりをも含め，構成主義的・機会主義的な概念である．
（3）
「断絶と対話」
の相

このコアコンピタンスが生み出す可能性を実現するために，企業は新市場を

イノベーションの受容基盤を，社会的広がり，とりわけ，顧客ニーズとの

思い描く想像力と他者に先駆けて市場に参加する行動力が必要であるとする．

関わりから考えるため，イノベーションの普及理論を提唱した M. ロジャーズ

とくに，企業の想像力を活性化するために，①既存の市場から目をそらすこと，

（1962 年）の議論を見てみよう

．彼は，消費者の新製品に対する購入時期の

②革新的な製品コンセプトを模索すること，③価格と性能の関係についての前

早さから，①イノベーター＝革新的採用者
（2 . 5％）
，②オピニオン・リーダー

提を覆すこと，④顧客を後追いするのではなく牽引することが重要であるとす

＝初期採用者
（13 . 5％）
，③アーリー・マジョリティ＝初期多数採用者（34％），

る．また，顧客を牽引していくためには，現在および将来の顧客のライフスタ

④レイト・マジィリティ＝後期多数採用者
（34％），⑤ラガード＝採用延滞者

イルやニーズ・願望を深く洞察することが必要であり，企業が
「競争の場」
を創

（16％）の 5 つに分類した．この 5 つのタイプの割合は正規分布曲線を描いてい

造するツールとして「探検型マーケティング」を提唱する．いずれにせよ，「顧

る．これに対して，商品普及の累積度数分布は S 字曲線を描いており，両曲線

客のニーズ」の自明性を批評的・批判的に扱い，顧客との「対話」
「相互作用」の

を比較考察し，革新＝イノベーションの普及プロセスにおいて，オピニオン・

重要性を提起する．

（14）
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（4）
「文化の回路」
と
「伝統」
の再発見

総体のダイナミズムが進んでいく．

近年，
「市場実験」
モデル，
「プロシュマー・モデル」など，新しいアプローチ
が登場している

145

．いずれも，
「企業の想像力」
と
「探検型マーケティング」のコ

（17）

ンセプトとの親和性を感じる．イノベーションは，状況・コンテクストによっ

4. ローカル，ナショナル，グローバルの相

てダイナミックに展開する．イノベーションの担い手である起業家も彼の生き

「イノベート・アメリカ」
（2004 年）や「EU 新リスボン戦略」
（2005 年），「中国

ている社会から生まれ，社会によって育てられている．イノベーションは，人

第十一次五か年計画」
（2006 年）
などの世界的潮流を受けて，日本政府は，2007

間の行為であり，主体的に，文脈・コンテクストや状況を察知し，その意味を

年 7 月，
「経済成長戦略大綱」を策定し，イノベーションを生み出す仕組みの強

言語化・概念化し，ダイナミックな文脈・コンテクストの中で，もてる知識・

化を打ち出し，
「イノベーション・スーパーハイウェイ構想」
を掲げ，地域への

技能を駆使していく．
起業家は，
意図や価値を有し，
その実現に向かって思索し，

具体化や産官学の連携を推し進めている．この意味で，
「学術中心機関」
として

予測し，行動し，修正し，環境の影響を受けつつ，環境を変革していく．無論，

の大学は，思考様式や知のあり方，教育のあり方など，
「革新＝イノベーション」

他方では，人間の行為は環境の影響や制約を受けている．

の対象や主要な
「舞台」
であると同時に，イノベーションの重要な源泉のひとつ

いいかえれば，一定の歴史的時間と地理的空間の制約の中で諸資源・諸パ

でもある

．

（20）

ワーを有効かつ効率的に発揮するというダイナミックな関係性として具体化さ

日本も，欧米先進国へのキャッチアップを完了して，フロントランナーの位

れた行為でもある．今後，
「仮説検証型」と
「課題探求型」
「分析能力」と
「状況感

置を占めるようになったといわれて久しい．日本においても，新たな産業の創

知能力」
など，感性・悟性・理性を総合したアプローチ，いいかえれば，マーケ

出に結びつくラディカルなイノベーションの実現が大きな課題となっていると

ティング想像力・マーケティング感性などを想定していく必要があり，その先

同時に，イノベーションを可能にするシステムの発展・進化が求められるだけ

駆的なモデルであった．

でなく，産業クラスター論や
「京都ブランド」
のように，地域レベルに落とし込

P. ドュ・ガイ
（1999 年）は，ソニーのウォークマンを事例に，カルチュラル・
スタディーズの視点から研究し，企業によるイノベーションを一種の文化的な
革新＝イノベーションとして捉えている

む必要があった．イノベーションや新規事業を次々に生み出すような社会構造
が，経済発展の
「最前線」
となっている．

．社会的・文化的文脈の重視する視

それは，今日の国際競争のスタイルが，「国民経済全体から地域産業クラス

点から見れば，イノベーションは，状況・コンテクストによってダイナミック

ター」へ，あるいは
「現行生産力からイノベーション」
へ変移したからである．M.

に展開する．さらに，P. ドュ・ガイらは，
「文化の回路」という概念を援用し，

ポーターが指摘しているように，競争力は一企業の能力・資源に関する機能と

グローバルな資本主義と公共領域が拮抗する状況で，「文化」を，さまざまな活

いうだけでなく，環境全般，あるいは企業を取り巻く立地環境とも深く結びつ

動実践の流れ，生産活動，消費活動，規制，表象，アイデンティティなどの諸

いている

契機を接合する相互作用のなかで捉える視角を構築した

に集中したクラスターのなかに見出すことができる．環境は，立地企業の経済

（18）

．

（19）

．競争力を高めるほとんどの手段は，地域レベルで発生し，地理的

（21）

この研究視角を援用すれば，イノベーションの担い手である起業家も彼の生

活動を可能にするプラスの外部性として機能し，ダイナミックな競争力を支え

きている社会から生まれ，社会によって育てられている．イノベーションは，

る，密集した相互作用的な産業システムである．とくに，ひとつの経済圏のミ

人間の行為であり，主体的に，文脈・コンテクストや状況を察知し，その意味

クロ経済環境を形成する要因としては，①資源の質と専門性，②現地の需要の

を言語化・概念化し，ダイナミックな文脈・コンテクストの中で，もてる知識・

質，③競争が発生するような状況，④関連・支援産業の有効性と質があげられ

技能を駆使していく．起業家は，意図や価値を有し，その実現に向かって思索

る．また，イノベーションは将来の競争力を形成する．地域におけるイノベー

し，予測し，行動し，修正し，環境の影響を受けつつ，環境を変革していく．

ションの能力の源泉としては，「共通のインフラストラクチャー」
「クラスター

無論，他方では，人間の行為は環境の影響や制約を受けている．いいかえれば，

特有の条件」
「連関の質」，さらには「都市の社会的・文化的快適性」などが指摘

一定の歴史的時間と地理的空間の制約の中で諸資源・諸パワーを有効かつ効率

される．

的に発揮するというダイナミックな関係性として具体化された行為でもある．
「革新＝イノベーション」
を成り立たせる社会的・文化的・歴史的条件あるいは，
風土・文化・社会構造・生活世界などの存在と豊穣さ・多様性を前提としており，

それは，今日の都市間競争が多面的・多次元的に展開されているからである．
競争の多元性は，空間的論理と認識的論理の 2 つの軸で区分するマトリックス
からも見ることができる

．空間的論理は，
「場所的アプローチ」
と
「ネットワー

（22）

「歴史との対話」
を通じて，過去の，
「伝統」
や
「遺産」
の再発見や再解釈を通じて，

ク・アプローチ」とに，認識的論理を，機能的アプローチと象徴的アプローチ

「革新＝イノベーション」
は，非直線的な軌跡をたどりながら行われ，社会経済

に区分する．これらの組み合わせから，①「クラスターとしての都市・地域」，
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②
「相互連絡体としての都市・地域
（ネットワークの結節点）
」
「環境としての都

ションの力の源泉である．しかも，この
「革新＝イノベーション」
を生み出す源

市・地域
（社会的・文化的快適性等」
「象徴としての都市・地域（文化性・歴史性）」

泉としての「伝統」
であり，
「伝統」
の中で，何を継承し，何を継承しないかが重

という 4 つの象限が導かれ，都市の 4 つの相貌が現れる．

要な意思決定となる．また，この課題は，ローカル，ナショナル，グローバル

また，すべての都市は，自らのドメインなりニッチに特化していく競争に参

な相において，主体の
「位置の取り方」
ともに深く関わっている．

戦し，従来にない複雑かつ洗練された方法で，競争優位を見出そうといている．

グローバルな知識基盤社会において，一国の歴史的・文化的諸資源の「革新

また，そのためには才能とコスト構造とのバランスを取り，グローバルな人材・

＝イノベーション」
への国家的動員を通じた背国際的なヘゲモニー獲得競争は，

才能獲得競争が生み出される．

一国の歴史・文化・社会構造そのものの創造的破壊と解体的再構築につながる

今日，グローバルな人材・才能獲得競争において，日本および日本の諸都市

大きな主題となる

．意図した
「革新＝イノベーション」だけが富を生み出す．

（25）

は深刻な脅威を受けている．第 1 に，世界中のさまざまな国が世界的な才能・

だが，「革新＝イノベーション」
にも，
「なすべきこと」
と
「なすべきでないこと」

人材を獲得する能力・条件を伸ばしつつあること，第 2 に，日本が，自国の才

がある．保守主義の精神は，政治体制や社会秩序の
「継承」
こそが，重要で，安

能ある人々を引き止める能力・条件を失いつつあること，第 3 に，日本は，自

易に合理主義的精神をもって，
社会を根本的に変革してはならないと考える

国の人々のクリエイティブな能力を競争要因として位置付け，能力を伸ばし，

われわれは，常に，ある国，ある社会の伝統の「遺産相続人」であり，「革新＝

利用することに成功していないと考える．

イノベーション」を実現するための
「知恵」は，伝統や慣習という
「相続財産」の

．

（26）

今日，
「伝統と革新」の主題を，①世界システムにおけるヘゲモニー獲得と

中に埋もれている．しかも，誰が，
「継承者」
なのか，誰が何を選ぶのかが，あ

「パワーの源泉」
としてのイノベーション，②都市の文化的豊穣さ・多様性とグ

るいは，何を，
「伝統」
とし，
「遺産」
とするかは，政治経済のプロセスそのもの

ローバル・ネットワークの役割・創造性，③ソフト・パワー＝社会的・文化的影
響力＝
「ブランドの集積体・集合体」
としての国家・地域の視点，④ナショナル・
イノベーション・システムと制度，社会構造，⑤産業クラスターと社会的・文
化的快適性の 5 つの視点を総合し，問題分析の全体的な理論フレームワークと
して捉えていく必要があると考える

．理由は，都市・地域と競争力との関係，

（23）

競争力とイノベーションとの関係，イノベーションと社会構造や文化，人間類
型，歴史風土など，多元的で重層的な構造となっているからでる．だが，私の
主張の核心は，ジェイコブス
（1985）
も主張するように，都市の役割が人的・知
的資源・資本の集積と増大への貢献であり，人的・知的資源・資本が多ければ
多いほど都市の成長発展が速まり，都市がイノベーションと生産性・競争優位
を増大させる外部効果についてである

．都市の文化的多様性と社会的開放性

（24）

が，革新＝イノベーションを支える重要な基盤のひとつである．

5. むすびにかえて
今回，革新理論の系譜をたずねつつ，革新概念の多様な相貌を示した．また，
革新概念の多相性に照応し，対概念としての
「伝統」の多相性の把握を試みた．
従来の技術の革新にとどまらず，これまでとはまったく違った価値観，考え方，
仕組みを取り入れ，新しい価値を生み出し，社会的に大きな変化を起こす幅広
い概念として捉えられるようになった点を示した．今日的な概念では，文化的・
社会的文脈から捉えなおされ，社会構造や人間類型との関連性をも組み込む概
念フレームワークとなった．この意味で，
「革新＝イノベーション」とは，
「新
たな価値の創造」
であり，
世界的なヘゲモニーあるいはグローバルなコンペティ

とも深く関わっている．
【注】
（1）ドラッカーの思想的系譜に関しては，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，
継承と革新のダイナミックな関係に関しては，ドラッカー『産業人の未来』
（上田惇生訳）
を参照されたい．
（2）京都の「企業風土」
に関しては，永尾正章・奥村陽一・澤邉紀生編
『グローバル時代の京都企
業』
（立命館大学経営戦略センター，2000 年）や野村進『長寿企業は日本にあり』
（日本放送
出版協会，2007 年）
，長沢伸也『老舗ブランド企業の経験価値創造』
（同友館，2006 年）な
どを参照されたい．
（3）
「破棄」の重要性に関しても，P・ドラッカー『経営者の条件』ダイヤモンド社，1995 年や P・
ドラッカー『創造する経営者』
（ダイヤモンド社，1995 年（原著，1964 年）），P・ドラッカー
『イノベーションと起業家精神（下）』
（ダイヤモンド社，1997 年（原著，1984 年））を参照さ
れたい．
（4）元来の「イノベーション」概念に関しては，J・シュンペーター『経済発展の理論（上）』
（岩
波文庫，1977 年（原著，1912 年））を参照されたい．
（5）他にも，亀岡秋男・古川公成『イノベーション経営』
（放送大学教育振興会，2001 年）や
ジュー・ティド他『イノベーションの経営学』
（NTT 出版，2004 年）など，主要なテキスト
においては，技術・市場軸による類型化が行われつつも，全体としては技術主導型概念と
しての色彩が濃い．
（6）
「プロセス・イノベーション」と「プロダクト・イノベーション」に関しては，W. アバナシー
他『インダストリアル・ルネッサンス』
（TBS ブリタニカ，1984 年）を参照．
（7）
「リニア・モデル」の代表的な議論としては，戦後世界の科学技術政策のパラダイムと
なったアメリカ科学技術開発局長官ヴァネヴァー・ブッシュの「科学：果てしなきフロン
ティ」
（1945 年 7 月）報告書があげられる．基礎研究から出発し，新概念，新原理に至り，
そこから新製品，新製法の開発へ，さらには新産業の創出にいたるモデルである．中山
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茂『科学技術の国際競争力』
（朝日選書，2006 年）参照．
（8）
「連鎖モデル」に関しては，S・クライン『イノベーション・スタイル』
（アグネス承風社，
1992 年）を参照．
（9）ドラッカーの「イノベーション」概念に関しては，P・ドラッカー『イノベーションと起業
家精神（上）』
（ダイヤモンド社，1997 年）を参照されたい．
（10）
「SECI モデル」や「フロネシス（賢慮）・モデル」に関しては，野中郁次郎・竹内弘高『知識
創造企業』
（東洋経済新報社，1996 年）や野中郁次郎・勝見明『イノベーションの作法』
（日
本経済新聞社，2007 年），野中郁次郎『イノベーションの本質』
（日本経済新聞社，2004 年），
野中郁次郎他『イノベーション・カンパニー』
（ダイヤモンド社，1997 年）などを参照．
（11）模倣戦略の優位性に関しては，T. レビット『レビット・マーケティング論』
（ダイヤモン
ド社，2007年）やT. レビット『レビットのマーケティング思考』
（ダイヤモンド社，2002年），
T. レビット『新版・マーケティングの革新』
（ダイヤモンド社，2006 年）などが詳しい．
（12）この点に関しては，スティーヴン・P・シュナース『創造的模倣戦略』
（有斐閣，1996 年）
を参照．
（13）この点に関しては，クレイト・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』
（翔泳社，
2000 年），クレイト・クリステンセン『イノベーションの解』
（翔泳社，2003 年）を参照．
（14）この点に関しては，E. M. ロジャーズ『イノベーション普及学』
（産能大学出版部，1990 年）
を参照．
（15）この点に関しては，ジェフリー・ムーア『キャズム』
（翔泳社，2002 年）を参照．
（16）関係性概念としての「コアコンピタンス」概念に関しては，G. ハメル，C. K. プラハラー
ド『コアコンピタンス経営』
（日本経済新聞社，1995 年）
を参照．
（17）ポスト・モダンマーケティングの理解の水準に関しては，宮内拓智「マーケティング方法
論再考」
（『流通』No.17，2004年），宮内拓智
「高度情報ネットワーク社会のマーケティング・
パラダイム」
（『関西大学商学』第 49 巻第 3・4 合併号，2004 年）や S. ブラウン『ポスト・モ
ダンマーケティング』
（ダイヤモンド社，2005 年）を参照されたい．
（18）この点に関しては，ポール・ドゥ・ガイ『実践カルチュラル・スタディーズ』
（大修館書店，
1999 年）を参照．
（19）消費文化や文化消費に関しては，A. トフラー『文化の消費者』
（勁草書房，1997 年）やポー
ル・ドゥ・ガイ『実践カルチュラル・スタディーズ』
（大修館書店，1999 年），M. フェザー
トン『消費文化とポストモダニズム（上・下）』
（恒星社厚生閣，2003 年）などを参照された
い．
（20）知識創造と密接に結びついた，今日的なイノベーションの概念に関しては，R. M. カン
ター他『イノベーション経営』
（日経 BP 社，1998 年），ドロシー・レオナルド『知識の源泉』
（ダイヤモンド社，2001 年），ルディ・ラグルス・ダン・ホルツハウス編著『知識革新力』
（ダイヤモンド社，2001 年），H. サイモン『隠されたコアコンピタンス経営』
（トッパン，
1998 年），J. ボトキン『ナレッジ・イノベーション』
（ダイヤモンド社，2001 年），W. ウォー
ナー・バーク他『組織イノベーションの原理』
（ダイヤモンド社，2000 年），M. L. タッシュ
マン『競争優位のイノベーション』
（ダイヤモンド社，1997 年），織畑基一『ラジカル・イ
（ダイヤモ
ノベーション戦略』
（日本経済新聞社，2001 年），『インタンジブル・アセット』
ンド社，2004 年）などを参照されたい．
（21）
「産業クラスター」に関しては，M. ポーター『国の競争優位』
（ダイヤモンド社，1992 年）
を参照．
（22）都市の多様な相貌を統一的に捉えるマトリックスに関しては，A. J. スコット編著『グロー
バル・シティー・リージョンズ』
（ダイヤモンド社，2004 年）を参照されたい．
（23）この点に関して，筆者・宮内拓智は，日本流通学会第 22 回全国大会共通論題基調報告「伝

革新概念の理論的系譜と「伝統」の多相性
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統と革新：理論的アプローチ」
（2008 年 10 月 25 日）にて提起した．また，その際の認識
土台となった，ウィーンにおける文化的豊穣性・多様性と世界システムにおけるアメリ
カのヘゲモニー獲得との関連性・関係性に関しては，ドラッカー『傍観者の時代』
（ダイ
ヤモンド社）や山之内克子『啓蒙都市ウィーン』
（山川出版社，2003 年），大津留厚
『ハプ
スブルグ帝国』
（山川出版社，1996 年），福井憲彦『世紀末とベル・エポックの文化』
（山川
出版社，1999 年），木谷勤『帝国主義と世界の一体化』
（山川出版社，1997 年），『大陸国
家アメリカの展開』
（山川出版社，1996 年）などを参照されたい．
（24）
「都市の発展原理」と「都市の外部効果」に関しては，ジェイコブス『都市の原理』
（鹿島出
版会，1997 年），ジェイコブス『アメリカ大都市の死と生』
（鹿島出版会，1969 年），ジェ
（日本
イコブス『都市の経済学』
（TBS ブリタニカ，1984 年），ジェイコブス『経済の本質』
経済新聞社，2001 年）を参照．
（25）世界システムにおけるナショナル・ヘゲモニーとソフト・パワーに関しては，ウォーラ
ステイン『史的システムとしての資本主義』
（岩波現代選書，1985 年）や M. オルソン『国
家興亡論』
（PHP 研究所，1991 年），A. サクセニアン『現代の二都物語』
（講談社，1995 年），
J. ネズビッツ『メガトレンド・アジア』
（早川書房，1996 年），リチャード・フォスター他『創
造的破壊』
（翔泳社，2002 年），
『インタンジブル・アセット』
（ダイヤモンド社，2004 年），
M. ピオリ他『第二の産業分水嶺』
（筑摩書房，1993 年），リチャード・フロリダ『クリエイ
ティブ・クラスの世紀』
（ダイヤモンド社，2007 年），ジュゼフ・ナイ『アメリカへの警告』
（日本経済新聞社，2002 年），電通総研『ソフトパワー・ニッポン』
（電通総研，1999 年）
などを参照されたい．また，創造性に関する理解の水準としては，川喜多二郎『創造と
伝統』
（祥伝社 1993 年），山田奨治『日本文化の模倣と創造』
（角川選書，2002 年），穐山
貞登『経営と創造性』
（放送大学振興会，1992 年）などがあげられる．
（26）ドラッカーの保守主義的アプローチとしては，ドラッカー『産業人の未来』
（（上田惇生訳）
1998 年，pp.222 - 234（原著，1942 年））．
【略歴】京都創成大学経営情報学部准教授．立命館大学大学院経営学研究科博士課程後
期課程中退．著書に
『戦後流通のダイナミズム』税務経理協会，1999 年等．
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というのも，技術論がマネジメント学者の越権と見なされようとも，それが
ドラッカー自身の体系的発言の筋道から避けて通ることのできないものであっ
たことは間違いない．ただし，彼の発言が一連の知識や技術の論議において，
一貫して傍流以下の位置しか占めえなかったのは，彼の考える技術が後述する
ようなきわめて限定的かつ特異な視点でしか語られなかった事実と深く関わっ

P. F. Drucker’s View on Civilization and Technology:
A Media Approach

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

ている．それはあえて言えば，技術を語らずして技術を語るという一風変わっ

井坂康志
Yasushi Isaka

（東洋経済新報社）

た方法によっていた．特にそれが反ナチズムという抜き差しならぬ危機の政治
的発言を経て，すぐれて近代合理主義への批判的意図を濃厚に滲ませていたこ
とも，それに一役買っている．
そのことを傍証するのにさほどの努力は必要とされない．ドラッカーの思考

Summary

スタイルとは，彼が自ら培い自らに合う，いわば熟練の職人の手になじんだ道

A leading management thinker of 2 0 th century, Drucker had already

具にも似たものとして深化・発展させつつ，常に新たな知的領域に挑戦してい

claimed that some disruptive technological changes would result in

くプロセスであった．それは言い換えれば，彼の知的陶冶の過程であるととも

universal and human attitude change. He viewed technology as work and

に，一流の観察者として「腕を磨いてきた」軌跡でもあった ．その知的格闘の

tools in a systems context, and concluded that technology was no longer

過程に見られる一つ一つの課題を振り返るとき，われわれは個別具体的なもの

separate and outside of culture, but integral part of human society. His

ごとの理解方法が彼の世界観・文明観と深奥部において共鳴する事実に気づか

specific point of view on technology had since been understood as“the
extensions of man,”which was a key concept by Marshal McLuhan’
s
way of understanding media technology. He knew that social and human
factors could determine technology as well vice versa and generate
conscious or unconscious adoption of values, behavior, procedures, norms
and institutions within human society by way of“universe of discourse.”

（1）

ないわけにはいかない．そこで注目すべきはまさに彼の手になじんだ道具，す
なわち思考方法がどのようなものであったかにある．手にした道具とその使用
法ほどにその人の世界観を雄弁に物語るものはない．
同時に，産業や組織，ひいては社会構造から文明全般に至る多様な関心領域
の一つ一つは細部から巨部まで一貫したスタンスによって差し貫かれていた．
しかも，彼の視角や思考スタイルは最晩年にいたるまで初期のそれとほぼ変わ
らなかったことはわけても注目に値する．彼は 2005 年 5 月に現在進展する技
術的変化を語るに際し，次のように述べているのがその現れである ．
（2）

序

「知識が社会の中心に座り社会の基盤になったことが，知識そのものの

第 2 次世界大戦以後，ドラッカーは社会構造と文明の観察にもとづき，技術

性格，意味，構造を変えた．この断絶こそが最も急激であって最も重

や知識に関する発言を折に触れて行うことによっても自らの思考様式を明らか

要である．実をいうと，知識労働の生産性は 15 世紀のグーテンベルク

にしてきた．そのことについて戦前における政治学者，戦後におけるマネジメ

による印刷革命以来，たいして伸びていない．
［略］いよいよ再び技術

ント研究者の余技というにはあまりに深遠な暗示をはらむものがあった．むし

が教育を通じて文明を変える．
［略］情報技術によって教え方が変わり，

ろ，そこには彼のマネジメントの代表的な著作群にも濃厚に息づく独自の方法

驚くべきことに，教えることの中身まで変わっていくはずである」

論の原型と本質を見ることが可能である．ドラッカーの創意になるマネジメン
ト体系それ自体もいかに巨大とはいえ彼の広大無辺の思想的営為の一角を占め

むしろドラッカーは現代の多様な技術状況から生み出された知識や認識につ

うるものに過ぎない．戦後，産業社会成立の条件を模索し続けたドラッカーに

いて，ようやくそれらを歴史的かつ体系的に扱いうる段階に入ったと見なして

とって，技術や知識の領域における論述は彼のマネジメント思想及びその思考

いたことが上記から読み取れる．それは知識と社会との相互交流における絶え

スタイルの命脈を象徴的に表現するものと考えてよい．さらには，さほど華々

ざる応答，フィードバックの結果明らかとなった知識社会の一つの中間決算に

しくないものの，そこにはもう一つの野心的試み，すなわち脱近代への通奏低

も相当する見解と見られよう．では，まず彼が技術というものをどのように見

音を聞き取ることさえ可能である．

ていたのか，その点から考えることにしたい．そのことが，今後のドラッカー
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研究への展開方法について一つの示唆を与えてくれるものと考えるためであ

たって強く目を向けることを求めたのが，
M.マクルーハンであった ．マクルー

る．

ハンの言説は，ドラッカーの技術理解にあたって，撚り糸の役割を果たしてい

本稿は結論としてはドラッカーの技術観の概要を示すとともに，それを基礎
としたうえでなされた解釈方法の一端を示すことにある．そのために技術に伴

（4）

る．彼がマクルーハンの技術論を評価しほぼ同様のことを次のように述べたの
はその証左であろう ．
（5）

うドラッカー的視座に光を当て，背後に生ずる陰影から彼の思想的営為の輪郭
をいささかなりとも浮かび上がらせることができれば，所期の目的は一応達成
されたことになる．

「マクルーハンにとって技術とは，人間完成の道具だった．技術によっ
て人間は，自らを変化させ，成長させる．他の動物が進化の力によっ
て新たな器官を発達させるように，人間は新たな道具によって自らを

1. 技術観の範囲

成長させ新たな存在となる．
［略］
『技術は人の一部である』
」

（1）
人と技術

ここから窺われることとして，ドラッカーの想定する技術とは，主体による

はじめに，本稿で依拠するドラッカーの技術観について若干の整理を行って

事物への内在化，すなわち知覚的認識を介する能動的意味付与と道具との一体

おきたい．まず最初に明らかにしておかなければならないのは，彼は技術者で

化，そして人格的陶冶を促す知識であった．そこにおいては，技術は認識主体

も工学者でもなかった事実である．彼は客体としての技術を扱う者でもその専

の能動的な働きのうえに成立するものとされ，ジョージ・オーウェル
「1984 年」

門家でもなかった．彼はほぼ独学で技術に関する膨大な知識を身に付けたと考

流の陰鬱な技術観とは質的にまったく異なる．さらには技術は主体に受肉化さ

えられるのだが，その知識を政治，経済，社会，教育等の広大な領域における

れ一体化されるものであって，その意味ではコートのように着脱可能というよ

鍵概念として用いている．自らの関心範囲の基本的な性格について彼は次のよ

りは，皮膚や器官のように身体の一部をなすものと考えられた．それは主体に

うな説明を行っている ．

とって行為論的次元から一歩進んで存在論的次元，そして責任論的次元にまで

（3）

融合しうる技術観であった．
「技術とは自然のものではなく人のものである
（Technology is not nature,
but man）
．道具についてのものではなく，人がいかに働くかについて
のものである．人がいかに生き，
いかに考えるかにかかわるものである．
［略］まさに技術は人間の延長であるがゆえに，その基本的な変化はわ
れわれの世界観の変化を現すとともに価値観を変化させる」

（2）知覚と脱近代への企み
ここで指摘できる特徴が少なくとも 2 点ある．
第一にドラッカーにおける技術観には知覚の重視がある．それは客観的たる
ことに偏重した近代西洋の思想潮流をふまえつつ，その理性主義的病理を剔抉
する新たな論理の提示と考えられる．

彼は技術を
「人」
としている．すなわち，それは客観的かつ普遍的な存在では

そもそも彼の知識概念には 2 種類が想定される．目的に関する知識（命題知）

ない．一元的ではなく，多元的・複層的構造をはらむものである．むしろその

と方法に関する知識（方法知）である ．前者を西洋哲学の追究し，ひいては近

性質は解釈する側の知覚的次元に属する知識の一形態であって，しかも
「人が

代合理主義の要諦を構成した知識観とし，後者をその過程で知識の名に値せぬ

いかに働くか」についてのもの，簡単に言えば仕事に関わる概念であったこと

ものとして抑圧・排除されてきた行動のための知識とする．主として『断絶の

がわかる．そのような考え方は，彼が他に先駆けて主張した知識の概念におい

時代』で強調された
「知識社会」
（knowledge society）
は，後者を主としつつ，新

ても同様である．

たな次元での体系化を志向するものだった．

（6）

技術概念を知識の一領域とするならば，ドラッカーの知識概念は，経験や解

というのも，いかに多くの命題知を持とうとも，技能としての方法知，すな

釈を不可避とする行為論を包摂する点において，理性主義的知識概念と様相を

わち知覚による行動のための知識を持たないならば依然対象に通暁しえず，具

異にする．ドラッカーにおいては全体と諸部分の総和を異なる次元のものとし

体的成果につながる知識と呼ぶことはできない．彼が示唆するように，いかに

て捉えるのみならず，さらに機能の過程において認識作用の能動的性格にまで

多数の数学や物理学の原理・法則を知っていたとしても，それだけで自動的に

踏み込む側面をも併せ持つものだった．そしてここにこそドラッカーの技術の

ロケットや人工衛星を製造しうるわけではない．すなわち，いかに普遍的知識

みならず，
あらゆる課題に対して示された解釈構造の原型を読む鍵が存在する．

に通暁しようとも，それだけで現実問題について適切な推論をなしうるわけで

その点に留意するとき，まずもってドラッカー自身が技術の問題を扱うにあ

はない．
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方法知における知覚的認識の態様をやや別の視角，すなわち道具の観点から明
確にする必要がある．

ての正しさを手にすることもできない．ここで問題とされるのは，命題ではな

知覚とは意味解釈に関わるプロセスである．ドラッカーの比喩によれば，わ

く方法にある．彼の発した問いに即して考えるならば，
「自由な知識社会とは

れわれは
「C」
「A」
「T」の各アルファベットをそれぞれ部分として補助的に使用

何か」
よりも，
「知識社会はいかにして自由たりうるか」にあった．

するときにはじめて全体としての意味（CAT）を獲得することができる．すな

では，推論を適切な行為に結びつけるための方法知とはいかにして獲得され
うるのか．思索と実践の反復
（フィードバック）
を通してなされるとするのが彼

わち，全体（「CAT」）と諸部分（「C」
「A」
「T」）との関係を解釈し，一定の意味を
付与する行為が知覚の作用ということになる ．
（9）

の立場だった．技術についても同様である．技術を
「人に関するもの」とするな

同様の構図を人が
「いかに働くか」
についての道具としての技術，すなわち仕

らば，そこには人間社会との適切なフィードバックが不可欠なものとなる．そ

事に置き換えてみるとどうなるか．比較的新しい道具としてのコンピュータを

のフィードバックを可能とする方法知への変換装置の一つとして彼が技術を捉

考えてみるとき，コンピュータ・プログラマーがプログラミングを行う際に，

えていたことは明らかであろう．ここではさらにその先に見据えられた思想的

道具としてのコンピュータを焦点的に意識してはいない．もしそうしたとすれ

配慮に目を向けることとしたい．そのためには今少し技術把握における知覚構

ば，彼は対象としての仕事を適切に捉えることができなくなるはずである．

造の背後にめぐらされた意図について考えを深める必要がある．

同じことは外科医による手術についてもいえる．いかに最新鋭の機器を使用

そこには命題知偏重への批判的視座がすでに潜んでおり，かかる価値判断が

しようとも，外科医は腫瘍の摘出や患部の縫合において道具を補助的に意識す

彼にあったことは明らかである．というのも，知覚重視の思考法そのものが近

るのであって，それらを焦点として意識し制御しようとするならば，動きはと

代合理主義への批判的視座を形成する推進力となりうる．そもそも彼の主とし

たんに不器用なものとなり，目的達成は不可能となるはずである．この場合，

て依拠する保守主義的アプローチに立つならば，いかなる技術も知識もその合

外科医が焦点的に意識するのは，患部治療という目的であり，道具の働きは目

理性や客観性のみを判断基準とはしない ．つまり，それがいかなる認識をもっ

的に対して知覚的に統合されなければならない．これが「部分は全体との関係

て始まり，いかなる構成によるものかは，社会の自律性，人間の尊厳，そして

において存在しうるに過ぎない」 の意味である．

（7）

（10）

政治的正統性にとって問題とはなりえない．系統的に整序されているか否かに

すなわち，道具とはそれが補助的に意識されるときにのみ，全体の有機的体

かかわりなくすべての技術が平等に独自の合理性を主張でき，普遍性に対して

系において意味を持つ．換言するならば，道具としての技術は補助的に意識し

開かれているのでなければ，自由な知識社会の名に値しないものとなる．

使用される限り，主体の延長ないし一部となる．これがドラッカーの言う「技

そのように捉えていくとき，もっぱら社会や人間意識に引き寄せて理解して

術は人間の延長」の真意であろう．すなわち，そこでは技術は人間の一部であ

いく知覚重視の手法そのものが，技術中心的な視角を通して近代を把握する合

り，それなくして現実を知覚することのできない
「器官」
となる．それがゆえに，

理主義の硬直性を暗に批判するものと考えられるわけである．

その基本的な変化はわれわれの世界観の変化を現すとともに価値観を変化させ

そのような見解は彼の初期の著作にも見ることができる．すでに 1939 年に
して，ドラッカーはナチズム批判の展開において
「ファシズムにおいては，汽

る．いわば皮膚のごとく有機体の内部と外部のフィードバック器官として機能
する．

車が時間通りに走り，乞食が大通りから追い払われる．南大西洋で最高速の船

さらにドラッカーにあっては技術とは知覚的次元のみならず，行為論的次元

を運航し，世界一道幅の広い道路をつくる．組織と技術の細部それ自体が目的

によっても捉えられてきた．彼は知覚の作用による構造を存在論，責任論に拡

と化す．技術的，経済的，軍事的な有用性さえ二の次となる」と述べている ．

張することで新たな地平を切り開いている．技術と主体との関係性を事物と意

そうした理解に立つ認識とは，決して戦後にいたって見られたものではなく，

味の関係性に一般化して考えてみると，知覚による意味把握とは，単に特定の

初期における一連のイデオロギー批判にすでに織り込み済みのものだった．か

技術が主体に外在するものとしてではなく，目的論的有機性を獲得する限りで

かる技術観が近代合理主義への批判的視座の枢要な部分を形成する点は注目し

それを主体に内在化し，主体の一部をなすものとならなければならない．その

てよい．

場合，技術とは主体と一体化する点において，存在論に融合される．

（8）

そのとき技術は人間意識の一部に取り入れられることで，実践という形を
（3）
人間の延長

とって人格的なコミットメントをもはかられる．その認識・実践に関わる一連
、 、 、 、 、 、 、

そして，もう一つの論点は，技術を
「人間の延長」と捉えた点にある．ここで

の行為は主体による能動的関与，責任を伴う選択を不可欠のものとする．かか

いう人間の延長とは何を意味するのであろうか．その点を探求するためには，

る知覚的統合によって獲得される技術は，それがいかなるものであれ，認識主
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体と密接不可分の関係性を有することになる．すなわち，技術の使用には人格

そのようなメディアの理解をドラッカーの思考法は忠実に反映している．と

的責任が伴う．そのことは，行為論的知識が意味解釈と実践的適用を経ること

いうよりも，ドラッカー自身はマクルーハンに見られる
「人間の拡張」
の語彙を

で，主体の存在の一部をなし，認識主体の人格，責任に融合することを意味す

意識的に使用したものと見られる．一例として，
『断絶の時代』
には次のような

る

表現がある

．

（11）

．

（13）

2. メディアとしての技術
（1）
技術のメディア論的次元

「今日のグローバル経済は，映画，ラジオ，テレビという新しいメディ
アによってつくり出された一つのパーセプションである．
［略］世界は，
マーシャル・マクルーハンいうところの地球村となる．今日の大陸間の

このようにドラッカーにあって技術とは存在論，責任論に至る人間の意識レ

関係は，18，19 世紀のスラムと高級住宅街よりも緊密である．［略］こ

ヴェルに同化されうるものとして捉えられた．それは，技術がメディア論的次

れらの電子メディアは，
物を伝える．経済を伝える．グローバルなショッ

元において捉えられたことをも意味する．ここで言うメディアとは，M. マク

ピングセンターを生み出す．これもまた新しい現象である．しかもそ

ルーハンの使用した語彙と基本的には同義である．マクルーハンの用語法に従

れは，新しいコミュニティを生み出す」

うと，メディアとは単に情報伝達機関にとどまるものではない．自動車も住
宅もメディアである．つまり，マクルーハンの考えでは，人間の身体器官の機

ここで彼は人間拡張の諸相として，すなわち知覚
（パーセプション）
の補助作

能を拡大する人工的な装置はすべてメディアである．情報伝達機関としてのメ

用としてのメディアとしての技術に着目しているばかりか，その延長線上にあ

ディアは，特に視聴覚の感覚器官の拡張に相当する．すなわち，メディアとは

るマクルーハンの概念
「地球村
（global village）
」
の到来さえ確かなものとして受

「人間を拡大する技術」
であること，そしてその引き起こす変化は，技術として

け入れている．ここからも彼が包括的実体としてのグローバルな世界というも

のメディアがもたらした新しい尺度に由来するものと考えられた．マクルーハ

のに注目し，メディア論的次元によって技術を捉えていたことが理解される．

ンによる発言として
『メディア論』に見られる典型的なものを 2 つほど例示して
みたい

．

（12）

（2）技術の発見――マクルーハンとドラッカー
先に道具はそれ自体が世界観を反映すると述べた．技術をメディア論的に捉

・
「タイプライターは，活字がもたらした従来の動向をさらに堅固なも
のとし，綴りと文法を規制するのに直接的な影響があった」
・
「電話が社会にもたらした最も意外な影響は，赤線地域を廃止しコー
ルガールを生み出したことだ」
前者では，タイプライターという技術は，社会という一つの経路（チャネル）
をたどって，結果として標準的な語法や文法を創造するのに力を発揮したと主

える手法は，ドラッカーの世界観の鍵となるアプローチである．かかる彼の考
え方を見事にコンセプトとして示し，言語化に成功したのがマクルーハンだっ
た．マクルーハンが活躍した1960年代，
そして70年代のはじめについて，
ドラッ
カーは次のように記している

．

（14）

「あの 10 年は，外観だけが反技術だったに過ぎなかった．実際には，技術
はあの 10 年に発見されたのだった」

張される．後者では，電話の出現によって，風俗街は物理的な区画に存立する
必然性を急速に失い，結果としてそれらは消滅の方向に向けられるとともに，

この「技術の発見」
なる奇態なフレーズに込められた思いが，ドラッカーのマ

移動体としての新たな形態での出現を促したものと主張される．ともに，社会

クルーハンへの畏敬の念を如実に表現するものといえる．では，そのフレーズ

的・人間的知覚作用の帰結として生じた変化であり，技術そのものから必然的

に対応するマクルーハンの思想内容とはどのようなものであったのだろうか．

に導き出される現象ではない．そこでは客体としての技術よりもそれに対する

少なくともそこにはメディア論的次元を意識的に採用した理由がなくてはなら

人間社会の側の意味解釈，そしてそこから引き起こされる形態変化がその本質

ない．

と捉えられている．

ドラッカーの技術観をメディア論的に読み解いていくとき，その彫琢にはマ

マクルーハンが述べたのは，メディアにとって意味を持つのはその実質的な

クルーハンとの類同点を追求するほうがより効果的とさえ言える．まず容易に

内容ではなく，メディアそれ自体であるといったことだった．それをマクルー

指摘可能なのは，ドラッカーとマクルーハンの二人にあって，印刷技術に格

ハンは
「メディアはメッセージ」
という切れ味の鋭い一文を持って表現した．

別の地位が与えられる点である．むろんそれは単なる偶然ではない．そのこと
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はある企みを静かに反映するものと見てよいであろう．その根拠はむしろマク

その一つの帰結として，世界を分節化し，物質化し，空間に配置することに

ルーハンの側からのドラッカーに向けられた発言によって明瞭に知ることがで

よって，世界や自然を整序すべきとする考え方が人々の頭脳を支配する．すな

きる

わちドラッカーが
「近代合理主義」
として批判対象とするところのものが印刷技

．

（15）

術を起点として成立していったとする見解である．
『グーテンベルクの銀河系』
「ピーター・ドラッカーは……われわれの時代の『技術革命』について次

が提起した野心的論点とはまさにそこにあった．同書の副題は「活字人間の形

のように述べている．
『技術革命について，これまでどうも明らかでな
かった点がひとつある．それはこの点が明らかにならないかぎり技術

成」
（The Making of Typographic Man）
である．メディアを人間の意識が拡張され
たものと考えるならば，近代人とは活字人間たらざるをえない．そこから近代

革命についての真の理解が得られないほど重要な点だ．つまり，それ

なる人間理性の銀河系が創生されていったとする．

は技術革命を解き放つことになった変化，人間の姿勢や信念や価値観

同様の思考様式はドラッカーにおいても見られる．たとえば，ドラッカーは

における基本的な変化が生ずるために，その前に一体何が起ったのか，

「活版印刷が知識とすべきものを規定した」
事実を率直に受け入れ，自らの知識

ということである．いわゆる科学の発達それ自体は，わたしがこれま

観の礎とするのみならず，その帰結として「印刷された本が教授法と表現法だ

で示そうと試みてきたように，この根本的変革とはほとんど関係をも

けでなく教授内容まで変え，結果として近代大学を誕生させた」ことをも事実

たなかった．しかしながら技術革新に先立つこと一世紀前に，一大科

として認めている

．

（16）

学革命をもたらした世界観における一大変革のほうは，どのくらい〔今
日の技術革命に対して〕責任を持つものであろうか』
．本書は少くとも

「印刷革命が人類の歴史を変えた．人類の歴史において，知識が主役の

ドラッカーのいう
『これまでどうも明らかでなかった点』が何であるか

座を得たのも活版印刷の発明以降のことだった．そのとき，ヨーロッ

を解き明かす試みである」

パが抜きんでた存在となり，西洋と呼ばれるものになった．活版印刷
の発明が書物の大量生産をもたらし，社会を一新し文明を生んだ．活

彼の言う
「本書」
とは，主著
『グーテンベルクの銀河系』である．本書はドラッ

版印刷による印刷本の出現は真の情報革命であった．［略］この印刷革

カーの言う近代を成立させた変化を探求し，それに回答を与えることを企図し

命が人類の文化・文明を変えた．近代合理主義を生んだものは，蒸気機

て書かれている．そこで探り当てられた動因がよく知られるように印刷技術の

関ではなくこの印刷本だった」

発明だった．

3. 技術の機能条件と脱近代への試み――印刷技術の解釈をめぐって
（1）
近代の創造者
それでは，メディア論的次元で印刷技術とはどのように捉えられるのだろう
か．マクルーハンの発言の要旨はメディアを人間そのものの拡張ととらえた点

明瞭に見て取れるように，彼は印刷技術によって大量生産されるにいたった
印刷本の出現を，単なる産業上の部分的な技術規定から区別して，世界観その
ものの成立の基盤から問題とする．印刷本を近代合理主義を創造したメディア
と捉える．彼はさらに進んで，そこから
「西洋」
なる普遍的全体を把握する立場
に立つ存在が生まれ，そこから存在拘束的な思想やイデオロギーが立ち現れる
にいたったとの見解を示している．

にあった．
彼の頭脳を捉えた主要な問題関心とは，
メディアとしての技術であっ

いずれにせよ，彼は技術をメディア論的次元で理解したために，印刷技術を

たことは間違いない．しかし，人間意識の外化をともなう技術は歴史上多くあ

真の情報革命であり，人類の文化・文明を変えたものと洞察しえた．近代なる

れど，印刷技術およびそれによって
「発明」
された印刷本だけが破格の扱いを受

思考様式の全体が徹頭徹尾印刷技術の浸透に関係し，また技術と社会との相互

けるのはなぜか．その態様から簡単に確認したい．

の文化的基盤に関係するとの認識をも示している．技術とは彼にあってその

まず，書き文字の誕生から印刷技術の発明を経て，近代社会は印刷された文
字の影響を多分に受けて成立したものとする．文字文化の特徴は，第一に視覚

時々の社会的存立形態と結びつき，存在と意識を変革させうる運命的な結合と
見なされた．

優位にある．そこでは知覚の働きよりも，精緻な分析や緻密な論理構成のほう
がより優れたものと見なされる．あるいは，
具体的な事物よりも認識の客観性，

（2）認識作用の能動的性格

抽象的な理念や体系のほうに価値があると見なされる．それらの観念は文字文

ドラッカーにあっての技術論とは単なる認識レヴェルのみではなく，同時に

化の爆発的普及の結果として立ち現れた文明史的な認識構造の変化と捉えられた．

存在論にも接続することを先に述べた．仮に一般的な技術概念を「人が何をい
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かにして知り，実践しうるか」に関する領域とするならば，それは人間の認識
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的な能力だけでなく，経験的な知覚をもたなければならない」

（18）

のみならず存在論をも内包せざるをえない．
合理主義的人間理解からすれば，
技術は理性概念たらざるをえない．したがっ

メディア論が人間の拡張を意味する限り，近代世界にあっては印刷物が人に

て，技術とは客観性と普遍性を意味するものとなり，同時に主観的で偏見をは

世界を見させるものとなる．印刷物を通して知識の内容と範囲が規定され，高

らむ知識はその名に値しないものとなる．

等な解釈機能を含む全神経が印刷物を通して働くことになる．そのような限定

しかしドラッカーの技術観は，主観や偏見を不可欠とする存在論レヴェルを

的な視野から眺められた世界は，均質な断片の組み合わせに過ぎなくなる．ま

包含する意味で，理性主義的技術概念とその様相を異なるものとする．むしろ

さに，印刷とは
「脳に直接差し込まれたレンズ」 であって，そのために他の

ドラッカーの所説はその技術に関する思索の出発点において，認識作用の能動

機能に支えられなくなった意識は一種の麻痺状態にある．それは仮の生き方で

的性格にまで踏み込みつつ，そこから最深部で一挙に近代批判に接続するもの

しかない．本来形態に意味を求めてやまぬ知覚機能は眠ったままである．そこ

だった．

から部分的に脱することが，保守主義的アプローチの戦略目標における第一歩

すなわち，
印刷がわれわれの意識をテクスト経由で形成するよう圧力をかけ，
そこから一定の客観化を過度に重んずる思考様式を生み育み，ひいては新しい

（19）

となるのは必然であった．そしてここにこそ，ドラッカーの解釈構造全般を解
明する鍵が存する．

制度や文物，そして新しい人間像・社会像が形成されていった．とするならば，
彼は近代を創造した印刷技術および印刷本について思いをめぐらせ，その意義
を十分認めた上で，それを部分的に乗り越えなければならないという．そこに
彼の近代批判の要諦がある．

（3）文明の対話装置
上記の解釈方法とは，必ずしもマネジメントを本格的に論じるようになる戦
後のことではない．むしろ戦前から彼の思考システムに内在するものでもあっ

そのような企みは彼のマネジメント著作の随処にも見え隠れする．初のマネ

た．彼の依拠した保守主義の方法論とは，因果的説明によって社会的諸現象の

ジメントの体系的書物
『現代の経営』
（1954 年）において，
「われわれの文明は，

問題を解くことを意図するものではなく，対話論的な相互理解という異なる原

印刷された書式の魔力にとらわれている」との見方を示す．書物の成立に近代

理を提示するものだった．ドラッカーは技術革新の教訓として「技術自体の変

そのものの形成プロセスを見出し，近代人がその呪縛にとらわれているとの見

化よりも，それが教育や学校のあり方，内容，焦点に引き起こす変化のほうが

解の一例である．

重要」としている．知識に関する専門教育の失敗を例にとり彼は次のように述

そもそも彼の技術観を吟味するにあたりマクルーハンが重要となるのは，マ

べる

．

（20）

クルーハンがそうした脱近代的なアプローチによる技術理解，すなわちメディ
ア論的視座の出発点を提示したためだった．それがドラッカーが暗黙のうちに

「専門知識を一つの『知識体系』へと統合することのできない『教養課程』

とる思考方法を言語化し，技術，社会，文明を意味論的に紐付ける撚り糸の役

や『一般教養』は，『教養』ではない．『教養』としての第一の責務，すな

割を果たした．

わち相互理解をもたらすこと，すなわち，文明が存在しうるための条

では，近代を乗り越える方法とはどのようなものであったのか．それは因果
的なものというよりも，むしろ事象がいかに解釈・適用されたかに力点を置く

件たる『対話の世界』
（universe of discourse）
をつくり出すことに失敗し
ているからである」

ものとならざるをえない．同時にそこでは，技術の問題が，人間社会の意味，
解釈，行動，責任の問題に置き換えられて理解されなければならない．次のよ
うな記述がある．

ここで彼は
「対話の世界」
の創造を文明継続の条件としている．対話とは受け
手の側の能動的な理解や解釈によって成立する

．能動的理解や解釈とは，対

（21）

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

話におけるメッセージ内容が責任を伴いつつ選び取られたことを意味する．そ
「知識とは，本に書かれていることである．しかし，本にあるだけでは，

の場合，技術を因果の連鎖としてでなく，対話装置と見なすとき，その意味解

たんなるデータではないにしろ，情報に過ぎない．情報は，何かを行

釈，行動，責任の真の担い手とは発明者でも技術それ自体でもなく，同時代の

うことのために使われてはじめて知識となる」

社会全般，そして社会を構成する人々の学習能力と想像力，倫理観，教養の度

（17）

合いに依存せざるをえない．すなわち，技術波及の結果自由な文明社会がもた
「
『教育ある人間』は，
『人文主義者』の
『教養課程』に見られるような書物

らされるか否かは人間社会それ自体の能力次第となる．本稿冒頭での引用「技

偏重主義を克服しなければならない．さらに
『教育ある人間』は，分析

術が教育を通じて文明を変える」
とはそのような対話的技術観に立脚するとき，
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その真意を理解できるように思う．
技術が社会との対話とフィードバックを促す装置として，人間における意識
活動の総体に働きかけるとき，ドラッカーが
「文明」と呼ぶところのものの転換
に大きく関わることとなる．その転換はひいては社会のルール，慣習，価値観，
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合理主義は不適当である．近代を乗り越える技術や組織を構想するため
には，それ自体を一つの対話装置と見なす必要がある．その観点からメ
ディア論的次元における理解が不可欠のものとなる．
（2）歴史において立ち現れた技術の意味を探索するということは，
それによっ

そして人間の意識にまで及ぶ．彼が技術を捉えるにあたって，
「実用の知識」
「技

て触発される意味，行動，変化を理解することでなければならない．そ

能」
「テクノロジスト」という言い方でその実際性と人間的次元を問題としたの

れは技術を事実とその因果連関についての単純な客観的蓄積ではなく，

は，技術に働きかけつつ技術に働きかけられるその動態的・能動的コミットメ

社会的応答過程における内的連関の理解を重視したものとする必要がある．

ントを強く意識していたからにほかならない．その意味では，彼の技術論を取

（3）
ある歴史的な時期におけるあらゆる事実や出来事は，意味解釈という観

り上げるにあたって，社会的対話装置における方法が重視されてきたのは，い

点から説明しうるものであり，またその意味は常に他の予測不能な無数

たって当然のことであった．

の意味と関わりを持っている．ドラッカーの技術論は，そこにいかなる

ここで彼が展開した論旨を追っていくとき，われわれはすでに初期の著作か

意味を見出すかという解釈と行動における能動性の観点から捉えうる．

ら，かかる対話的世界の創造の観点から社会というテクストを読み込んでいく

（4）
そうした観点から，ひとたびある技術が社会に放たれたならば，社会的

視点が，すでに共有されていたことに気づく．この見解は，歴史的・社会的対

現実の様相がその意味や価値を複合的に決定することになる．それはそ

話の中で是認された価値観や信条を相対的に信頼に足るものとし，政治的正統

の技術が社会に「責任を伴いつつ選び取られる」過程といってもよい．そ

性の淵源と考えた保守主義的な一定の視座とも符合する．

の態様とは還元主義的なアプローチでは把握不能なものであり，むしろ

しかし，かかる対話的視座への接近がより顕著になってきたのは，やはり分

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

形態として知覚されるものとするのがドラッカーの立場である．

析の対象を産業社会の中心機関たる企業に定めた 1940 年以降であったといっ

そのような技術の理解方法は，因果論的な見解を完全に排除するものではな

てよい．その表れとして，マネジメントを構成する主要なコンセプトの一つ一

いが，必ずしも理解への歩調をともにするものでもない．社会的対話装置から

つ，マーケティングやイノベーション，意思決定，戦略論といったもののアプ

紡ぎ出される点において，そのようなアプローチが単にマネジメントの理解の

ローチがしばしば異なる視点の対話的枠組みによって捉えられ，議論が深めら

手段としてだけでなく，ドラッカー的思考ともいいうる思想的位置づけを基礎

れてきた事実がある．しかも，それらは多くの場合，人間社会そのものの発展

づける上でも見逃しえない視点をなすことは確かである．

の舞台を提供するものでもあった．彼はそうした視点からあらゆる事象を社会
的対話のコンテクストのうちに捉えていったのである．
では，そのような視座にもとづくアプローチはどの程度妥当性を主張しうる
であろうか．

結語―― 銀河を越えて
ドラッカーの著作に通底する一連の視座が，近代合理主義なるものへの懐

まずもって彼がそのような視座をとった最大の理由とは，技術そのものを合

疑，あるいはその限界への認識に発しているのはまぎれもない事実である．そ

理的に捉えていく理解の仕方が，
その社会的展開過程における多元性や複層性，

して，彼が主張するポストモダンなるものは，精神的立場や思考様式が，その

偶発性を切り落としてしまう危険性があると見たためであろう．そこでは単に

背後にある歴史的・社会的に決定された存在につなぎ止められた状態を問うと

物事を因果の連鎖に還元することなく，その展開過程そのものをあたかも自ら

ともに，そこから一歩進んで世界に本来内在する自律性と主体的個との有機的

の生命力をもって繁茂する緑の自然を見るかのごとき視点で捉えていく思考が

相関にもとづく関係性の再構築に結びつくものであった．

存在する．その意味では技術に対する視角ほどに自律的存在としての人間社会

彼がその主張の中で，デカルトやルソー，マルクスなどを名指して，社会的

を尊重する彼の価値判断が明瞭に表現されるものはない．彼が好んだ言い回し

存在と理念との間の利害関係の結合，そしてそこから当然に導出される必然の

を応用するならば，重要なのは
「社会の
『技術』
化」
ではなく，「技術の『社会』化」

進歩なる概念を野蛮で暴力的なシステムと断定するのは，そこに見られる合理

にあった．その際，彼のとる姿勢には他の領域の言説にも共通するいくつかの

からの束縛を一義的に主張する立場から脱却して，新しい社会的認識を切り開

特質がある．その方法論的基盤に迫っていくとき，次のような諸点が確認され

こうとする野心を示していた．彼にとって，組織のマネジメントをはじめとす

る．

る方法の探索において，変転きわまりなき社会との関係で，それは途方もない

（1）近代合理主義とドラッカー的な技術観との間には，実質的また方法論上
で基本的な相違が存在し，少なくとも人間社会の考察の原理として近代

多様性の追求と同義であった．価値観や認識，信条を単純に特定の理念に従属
させるきわめて粗っぽい方法は我慢のならないものだった．
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その問題意識を明確化させるにあたり，組織のマネジメントとともにもう一
つ立ち現れる重要なコンセプトが技術，知識であった．再び彼自身の言葉を引
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【注】

している．そのような視角は彼の技術観を象徴するとともに，当該技術の持

（1）彼の観察対象につては 1934 ～ 1946 年「政治」
（『経済人の終わり』
『産業人の未来』
『企業と
は何か』），1947 ～ 1968年「マネジメント」
（『現代の経営』
『創造する経営者』
『経営者の条件』
等），1969 ～ 1989 年「歴史」
（
『断絶の時代』
『新しい現実』等），1990 ～ 2005 年「新社会」
（『非
営利組織の経営』
『ポスト資本主義社会』
『ネクスト・ソサエティ』等）とごくおおざっぱに
整理できる．以後この認識にもとづき議論を進める．

つ人間的・社会的影響に焦点を合わせたことを示している．彼は技術の本質を

（2）Drucker［2005］．

技術以外の自律的で多様な人間社会の能動的な解釈と行動，責任に見出したの

（3）Drucker [ 1989 ; 1989 ], p. 261 ; pp.378 - 379 .

だった．

（4）マクルーハンとドラッカーの交流は 1940 年代からの長きにわたるものだった．おそらく
二人の間にはメディア，技術をめぐる人間社会の形成のありようについて，少なからぬ
議論が交わされたはずである．自らの問題関心との明確な通底を意識するがゆえに，ド
ラッカーはマクルーハンを「テクノロジーの予言者」と称揚するにはばからなかったし，
他方でマクルーハンは主著『グーテンベルクの銀河系』の序において主要な問題提起者と
してドラッカーの名を特記している．そしてその意味するところは，マクルーハンがド
ラッカーが潜在的に考えていたことを明確な言語で表現しえたことが大きいものと思わ
れる．

くと，彼は 1455 年のグーテンベルクの印刷術の発明よりも，その後 60 年を経
て社会に立ち現れた低価格かつ大量頒布の印刷本の普及に実際的な意味を見出

こうしてドラッカーは，その時々に変転の圧力に晒される世界を捉えるため
に，いかなる技術がいかなるメディアを通して，いかなる社会形態が形成され
るかを問うことになる．そこにおいてこそ世界と世界観のブリッジを担う概念
が，モダン，ひいてはポストモダンといった文明史的視野を提供した．技術は
新文明の対話装置であり，新社会の酵母であった．
他方でテイラー主義を高く評価したことからも知られるように，産業社会と
の関係では，ドラッカーの技術観は合理による体系を補完しているように見え
る．しかし，彼の技術に関する叙述をさらに深く読んでいくと，ポストモダン
という歴史的視点の導入にも見られるように，決して大組織との結びつきによ
る生産性のみを意味するものではないし，また産業社会に一義的ないし因果的
に関係づけられるものではないことがわかる．
むしろ，ドラッカーの技術に関する一連の見解は，より広い文脈に発する彼

（5）Drucker [ 1978 ; 2008 ], p. 245 ; p. 285 .
（6）篠原・井坂［2007］．
（7）篠原・井坂［2007］．
（8）Drucker [ 1939 ; 2007 ], p.219 ; p. 203 .
（9）Drucker [1989 ; 1989], p. 263 ; p.381 .
（10）Drucker [ 1989; 1989 ], p. 263; p.382 .
（11）篠原・井坂［2007］．

の世界観たる正統保守主義におけるアプローチの重要な支流をなすものと考え

（12）McLuhan [1964 ; 1987 ], 邦訳 pp. 270 - 274 .

てよいであろう．
しばしば指摘されるように，
初期の3部作（『「経済人」の終わり』

（13）Drucker [1968 ; 2007 ], p. 80 ; p. 66 - 67.

『産業人の未来』
『企業とは何か』
）で，すでに方法論や理論展開はほぼ確立され

（14）Drucker [1978 ; 2008 ], p.245 ; p.285 .

ている．かかるアプローチとはその背後にある世界観の基礎的性向の表れであ

（15）McLuhan [1962 ; 1986 ], 邦訳 pp. 5- 6 .

り，その創造者こそがメディアとしての技術であった．

（16）もっともそうはいってもドラッカーはマクルーハンから具体的などのような概念の明確
化にあたっての影響を受けたのかについて，必ずしも詳しく論及しているわけではない．
しかし，個と社会環境を包摂する対話的な思考枠組みの設定と社会科学との接触に，彼
の言う脱近代における一つの重要な鍵を見ていこうとする立場はあながち見当はずれの
ものとは言えないように思う．そう考えるならば，ドラッカーの業績を脱モダンの方法
論で文明社会における基礎を打ち立てる首尾一貫した試みとするのは注目してよいと思
われる（Drucker [2005 ]）．

いずれにせよ，そうしたドラッカーの時代認識や世界観，基礎的方法論をた
どっていく限り，技術をめぐる議論が単に組織のマネジメントを補完するもの
というよりは，むしろそれ以上の深い奥行きを持って彼の基礎的視座に迫るも
のであることがわかる．それを明らかにするための一つがメディア論的次元か
らの接近であった．
「今日の電子時代にあってはデカルトは粗略にあつかわれはじめている」
――

．マクルーハンはこんな暗示的言辞を吐いている．印刷による活字メ

（22）

ディアがデジタル化するとき，それは形態としてのメディアとともに，人間の
大脳に差し込まれたもう一つの眼が根源的な変化を余儀なくされることを意味
する．脱近代が現実化しつつあるなかで，次なる世界がどのような相貌をとる
のかはまだ見えていないものの，ドラッカーならそれが自由な知識社会になる
かそうでないものとなるかは現に 21 世紀を生きる君たち次第だと言ったに違
いない．

（17）Drucker [1968 ; 2007 ], p. 269 ; p. 276 .
（18）Drucker [1993 ; 2007 ], p. 214 ; p. 270 .
（19）McLuhan [ 1962 ; 1986 ], 訳者解説 p. 478 .
（20）Drucker [1993 ; 2007 ], p. 216 ; p. 274 .
（21）その一つの表れとして，彼の経営学の集大成ともいうべき大著『マネジメント』
（1974 年）
において，コミュニケーションに関し次のように述べられる「コミュニケーションとは
受け手の行為である」に凝縮されるのは，事象の持つ意味や価値とは，発し手ではなく
受け手の能動性に存するというものの見方である．
（22）McLuhan [1962; 1986], 邦訳 p. 373.
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ドラッカーとフランクルは相乗効果を
発揮する

Drucker and Frankl Make An Excellent Model Case of Synergy

安井猛

Takeshi Yasui

（尚絅学院大学）

Summary
Do Drucker’
s management philosophy and Frankl’
s Logotherapy make
a synergy effect? The author of this article answers in the affirmative
and tries to consolidate the foundation of this affirmation by exploring the
notions of Drucker’
s self-realization and Frankl’
s self-transcendence as
well as their common existential-philosophical background.
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ることは証明可能である．これは実際に企業経営のコーチングの中でその都度
部分的に経験することの理論的裏づけとなる．

2. ドラッカーにおける自己実現の理解
自己実現とはドラッカー にとって成長し変化し続け成果をあげることだっ
1）

た．
「人生を変えた 7 つの経験」の中の，41 歳でシュンペーターから得た教訓は
彼に決定的だった．それは 3 つの部分から成り立つ．
（1）何によって知られたいかを自問すること．
（2）この問いへの答えは，年をとるにつれて変わっていくこと．
（3）本当に知られるに値することは，他人をすばらしい人に変えること．
このうち第 3 の部分は自己実現の目標と考えられる．他人を幸せにするため
には何が必要か？

この問いとの関わりでいえば，自己実現とは自分の外の存

在としての他者へ自分を開くこと，
他者の幸福のための条件を探すことだった．
ドラッカー は 1993 年，彼の著作活動を回顧しながら自らを社会生態学者と
2）

看做したが，そこでも彼は同じ自己実現理解を保持した．彼の仕事は「通念に

1. ドラッカーはマスローよりもフランクルに近い？
本論文の筆者は，ともにウィーン出身の社会形態学者，ピーター・F・ドラッ
カー（1909 ～ 2005）
と意味による心理療法を開発した精神科医，ヴィクトール・

反することで，すでに起こっている変化は何か」
を問い，そしてそれが
「本当の
変化であるか」
を問うことだという．基準となる問いは，その変化が
「何か世の
中を変えたか」
である．それに意味と重要性があるなら，それは
「どのような結
果をもたらすのか」を問う．このように自己ははじめから世の中における課題
へと開かれ，自己自身を世の中における結果と貢献に向けて超える．

E・フランクル
（1905 ～ 1997）が直接接触することがなかったこと，そして両

『マネジメント』 におけるドラッカーの自己実現の理解を見よう．組織は本

者の没後，彼らを引き合わせる論考がいまだ見当たらないことを残念に思う一

業を社会の質の向上に一致させ成果をあげることによって自己実現を促進す

人である．この論文において筆者はドラッカーの自己実現の理解とフランクル

る．組織のマネジメントは個人の価値と願望を組織のエネルギーと成果に転換

の自己超越の理解を取り上げながら，両者の経営管理の原則に関する理解が相

させる．知識労働者は仕事を通して組織へ貢献し，成果をもたらし，価値を高

互に近いことを論証しようと思う．

め，そして自己実現する．仕事は人格の延長であり，人間が自らを定義し，自

この目論見をしかし，どのように果たし得るだろうか？

ドラッカーが自己

実現の理解を廻ってイブラハム・H・マスロー（1908 ～ 1970）と議論したこと

3）

らの価値を計り，自らの属性を知るための手段である．そのようなものとして
仕事は自己実現の源である．

は周知である．ドラッカーは部分的にマスローに理解を示しつつも，彼に対し

ドラッカーはマグレガーのいわゆる Y 理論的人間観に注目した．それによれ

一定の留保を維持した．マスローはドラッカーへの批判にもかかわらず，彼を

ば，
「人は働く欲求を持ち，
仕事を通じて自己実現と責任を欲する」
．ドラッカー

マスロー自身の自己実現理解の線上に置き続けた．両者をいっそう細かく観

はさらにハーツバーグの
「知的労働者は自己実現を求めている」
という調査結果

察すると，このことには無理があるように思われる．この論文の筆者はドラッ

にも注意を促す．ハーツバーグは「自己実現がなければ，彼らは仕事をしてい

カーの自己実現理解がマスローのそれとは異なること，まさにこのことの中に

るふりをするしかない」いう．最後にドラッカーはマスローのドラッカーに対

ドラッカーがむしろフランクルに近いといえる根拠が存するとする．フランク

する批判に注目した．マスローは Y 理論の見方を支持しながらも，「責任と自

ルは自己実現よりもむしろ自己超越を語った．彼はドラッカーと対話しなかっ

己実現は，心身ともによほど強いものでなければ耐えられない重荷を課すこと

たが，マスローとは対話した．この対話の分析結果にもとづいてフランクルと

になる」といった．彼はドラッカーが，Y 理論的人間観が要求する自立と責任

ドラッカーの親和関係を確定することがでる．これをもとにしてドラッカーの

に耐えられない弱者に対して
「きつく当る」
といって彼を批判した．ドラッカー

経営管理哲学とロゴセラピー的経営管理論は相補的に働き，相乗効果を発揮す

はこのマスローの批判を確かに無視しない．
彼はマスローを顧慮しながらいう，
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「今日では X 理論と Y 理論が，いずれも人についての正しい定義ではなかった

本欲求が満たされない人間にどのような経営管理原則が正しいのかを考えなけ

ことが明らかである．やがてわれわれが，人について定義と呼べるものを持ち

ればならない．ドラッカーの視野には基本欲求が満たされていて，現在の境遇

うるか否かはわからない．いまのところはまったくわからない．精力的な者も

に満足する理想的な人間しか入っていない．これに対して，さまざまな低次の

いれば怠惰な者もいる．しかも同じ者が，異なる状況の下では異なる反応を示

基本要求を満たさない人間たち相互の関係においてどのような経営管理原則が

す．ある状況では真剣に仕事をしない．ある状況では仕事を通じて自己実現ま

妥当するのか，そして彼らと，それらの欲求をすでに満たすことに慣れている

でする．ということは，
問題は人間の本性でも個性でもないということである．

人間たちとの関係におけるコミュニケーションはどのようでなければならない

単に，
異なる状況では異なる反応をする人たちがいるというだけのことである」

かを考える必要があるという．

と．

しかし，マスローがドラッカーに同意する部分もある．マスローはいう，
「そ

ただ，ドラッカーはこのコメントに留まらずに一歩を進める．彼は例外的な

れぞれの動機づけのレベルに応じて，異なる経営管理原則を当てはめるべきで

状況，
例外的な時期や組織に目を向ける．
「一般に，
働くことと働く者の歴史は，

ある．だが，低レベルの人々向けの経営管理原則を確立する必要は，それほど

とりたてて幸福なものではなかった．しかし，例外はあった．働くことが，成

高くない．むしろ私は，普段意識されることの少ない，人間の高次の発達レベ

果と自己実現を意味した時期や組織があった．その典型が，働く者全員が自ら

ルというものをより正確にしていくことに主眼を置きたい」と．マスローはさ

の大義への貢献を実感することのできた国家存亡の時だった．」ドラッカーはこ

らに，
「物事を向上させる」
「壁の絵が傾いているときまっすぐに直す」
「混乱し

のように，歴史のなかに
「例外」的に現れた
「働くことが，成果と自己実現を意

ているものを整頓する」
「物事を正す」
「改選する」
「よりよく成し遂げようとす

味した時期や組織」を土台として人間の本性とマネジメントについての見方を

る」といった傾向が健康な人々ばかりではなく健康度，知力，発達度の劣った

形成するべきだというのである．

人間の間にもあると仮定できるとする．ドラッカーはこの仮定が，進歩的な経

これと同じ理由からドラッカーは自己目標管理を「人間の弱さではなく強さ

済活動の下で成功を収めるための必要条件だと主張したが，マスローはそれに

の上に」
立てるべきだとする．
「自己目標管理は，人間というものが責任，貢献，

同意している．両者とも高次の発達レベルの人間の持つ傾向は低次の発達レベ

自己実現を欲する存在であると前提する．大胆な前提である．しかし，われわ

ルの人間の中にも存在していると看做した．

れは人間というものがほぼ期待通りに行動することは知っている．人は弱く無

さて，自己実現の欲求はマスロー によると，生理的欲求，安全欲求，愛の

責任で怠惰であるとする者は，時には失望させられるかもしれない．しかしマ

欲求，承認の欲求が先立って満足された場合，それをもとにして現れる．自己

ネジメントの第 1 の仕事は，人の強みを生かすことである．それができるのは，

実現の欲求は，人は自分がなり得るものにならなければならない，自分自身の

人が成果をあげることを欲する存在であるとするときだけである．」ドラッカー

本性に忠実でなければならないという欲求のことである．このような欲求を満

によると人は欲する通りのものを得る．人間が自らを，成果をあげる存在とし

たす人間とはどのような人間であるか？

て理解したときだけ，実際に強くなれるし，強みを生かすことができる．それ

友人，有名人や歴史上の人物および学生を被験者として選び，そのような人間

がマネジメントの第 1 の仕事だとドラッカーはいうのである．

の全体的特性を取り出した．被験者を選ぶための負の基準は，彼らが神経症，

3. マスローの根本欲求および自己実現
マスロー のドラッカー評価は前節から推測されるように両義的である．一
4）

方で，マスローはドラッカーが，責任を負いたがる人間ばかりがいるのではな

5）

マスローは彼の個人的な知り合いや

精神病質，精神病，またはそのような強い傾向，心身症の疑いのない者でなけ
ればならないということだった．正の基準は，才能や能力，潜在能力を十分に
用い，また開拓している者，自分自身を実現し，自分のなしうる最善を尽くし
ているように見え，自分たちに可能な最も完全な成長を遂げてしまっている
人々，または遂げつつある人々であることである．

い限り間違っているという．ドラッカーは
「……さまざまな箇所で，精神病理

マスローはこのような基準によって選ばれた被験者に即して，自己実現的人

学，悪，弱さ，不健全な衝動などに対する認識不足，ないしは知識不足を露呈

間の全体的特性を描写することを試みている．そのような人間は現実をより有

している」．彼には「個人差への配慮と認識が欠けている」
．ドラッカーの進歩

効に知覚し，それとのより快適な関係を保つ．自己を，他者を，そして自然を

的な経営管理の原則が有効なのは
「比較的健康で強靭な人間，比較的善良で高

受容している．彼らは自発的で，単純で，自然である．自分たち自身以外の問

潔な人間」
に対してである．さらにドラッカーが
「人間にはさまざまな基本欲求

題に強く心を集中させ，課題中心的である．孤独やプライバシーを好む．彼ら

があることを無視する」こともマスローには気に入らない．彼によると安全欲

は自律的である，すなわち文化と環境から独立し，意志的であり，能動的であ

求，所属欲求，愛情欲求，尊敬欲求，自尊欲求，探索欲求，これらの低次の基

る．彼らの認識は絶えず新鮮である．彼らは至高体験，すなわち
「自己喪失」
や

172

研究論文・研究ノート

ドラッカーとフランクルは相乗効果を発揮する

「自己超越」
の体験を持っている場合がある．単に健康なだけの，至高体験のな
い自己実現者は実務的に有能で，この世の中で中程度の生活をし，なんでもそ
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熟は「この隠された，ひそやかな，おぼろげに見える本性が指図する」
，したがっ
て内部から生成する諸方向に沿って進む．

つなくこなすだけである．自己実現者は共同社会感情や心の広い深い対人関係

精神病理は，人間の本性の拒絶または疎外，または歪曲に起因する．人間の

を持つ．彼らは手段と目的の区別，善悪の区別についての月並み以上の見解を

内にある本性の実現の方向において，この望ましい発達をもたらすものならば

持つ．彼らはユーモアのセンスを持ち，独創的で，天真爛漫である．文化に組

何でもよいものである．人間の本性を阻害したり，封鎖したり，拒絶するもの

み込まれることに対して抵抗する．彼らはもちろん愚かで，無駄で，思慮に欠

はすべて悪いものである．

けた習慣を持つこともある．うんざりさせることもある．頑固でいらいらさせ

精神病理的なものとは，すべて自己実現の行く手を妨げるもの，阻むもの，

ることもある．彼らは罪悪感，不安，悲しみ，自己を責めること，内的闘争，

ゆがめるものである．どのような種類の，どのような方法でも，人を自己実現

葛藤などを避けて通ることはできない．
「完全な人間などは存在しない！」自己

の，そして内なる本性が指図する方向にそった発達の行路に引き戻すのに助け

実現者は自己の本質や人間性，社会生活，自然や物理的現実を受容することに

となるものはすべて治療法であり，成長である ．

よって，自動的に価値体系の基盤を身につけている．最後に，彼らにおいては
理性と要求，情緒と知能，認知と動機，この他のすべての二元の対立は解消し，
それはむしろ協働する．このように人は，マスローの素描する自己実現的人間
の特性を纏めることができる．

4. ドラッカーとマスローの親和性と差異

7）

マスローはすべてこれらのことを書くとき，ドラッカーを彼の側に立つもの
として念頭に置いていた．

5. マスローとフランクル，そしてドラッカー
（1）
この論文の筆者の意図はしかし，単にマスローとドラッカーの間に上記の意
味での親和性と差異があることを指摘し，マスローのドラッカー理解を紹介す

この論文の筆者は 2. においてドラッカーの自己実現理解を，3 . においてマス

ることの中にだけあるのではない．筆者の意図はむしろドラッカーとフランク

ローによる自己実現的人間の素描を見た．ドラッカーはマネジメントにおける

ルの関係を，ドラッカーとマスローとの間に交わされた議論を仲立ちとし，そ

自分の自己実現論が，マスローも Y 理論的人間観を共有する限りで，マスロー

れを基礎としながら樹立することの中にある．このことが可能になるのはマス

の自己実現論に合致するとしている．しかし，マスローが X 理論的人間観を

ローがドラッカーのみならず，
フランクルとも対話をしたことによる．
マスロー

も顧慮しなければならないといい，自己実現は低次の根本欲求が満たされては

はすでに引用した本 の中で，正常な人間の概念を描写し，正常さを促進する

じめて可能になるといい，そしてまた低次欲求しか満たしていない人間と自己

心理療法の方向を示唆したとき，それを支持する者たちとして一連の同時代の

実現的人間との間にコミュニケーション理論を付加しなければならないという

心理療法家たちを引用した．彼はゴールドシュタイン，フロム，ホーナイ，ロ

かぎり，ドラッカーはマスローと一線を画した．彼はマスローの見解を取り上

ジャーズ，ビューラー，メイ，ゴロフ，ダブロフスキー，マレー，スティチ，ブー

げるに値しないものとした．マスローはどうかといえば，彼はドラッカーの自

ゲンタール，オルポート，マーフィー，ロールシャッハのほかフランクルを挙

己実現論が疑いもなくマスローの自己実現的人間の全体的特性についての教説

げた．彼らはみな「人間が現在どうであるかということのみならず，どのよう

の中に包摂されていると考えた．ドラッカーのマスロー批判は決して彼のマス

にもなりうるかをも現在説明できる……．表面のみではなく，また現状のみで

ローに対する親和性を無効にしないとした．それゆえ，マスローは
『人間性の

はなく，潜在能力をも同様に見ることができる．何が人間の内部に隠されて存

心理学』
の最終章で
「心理的健康人」
の概念を獲得しようとするとき，ドラッカー

在するのか，何が抑圧され無視され見えないままに存在するかを……知ってい

を引き合いに出し，マスローが展開しようとする概念が
「ドラッカーが示した

る．……外側からの諸観察にのみ頼るかわりに，人間の可能性，潜在能力，発

8）

ものと同じくらい大きな影響力をわれわれの時代に及ぼすことを期待」 する

達可能性の上限といった観点から人間の本性を判断することができる」
という．

という．マスローはこの箇所において心理学的に正常あるいは健康な人間の概

これらの人々は，マスローが自己実現を語るとき，彼がアリストテレス的な人

念の本質を 4 点にまとめる．

間の本性を意味するのではないことを保障するという．

6）

人間はある輪郭を持った精神構造
（本性）
，諸欲求，諸能力，諸傾向をもって
いる．

フランクル はこれに先立ちマスローの自己実現理解をめぐって彼と議論し
9）

ている．デイヴィット・コーエンによると，フランクルはマスローとの近さを

完全な健康や正常で望ましい発達は，この本性を実現し，これらの潜在能力

感じ取っていた．なぜなら，マスローはフランクルに意味への意志は人間の行

を満たすところに，そして成熟に向かって発達し続けるところに存在する．成

動の主要な原動力であると言明さえしたからである．フランクルは周知のよう
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6. マスローとフランクル，そしてドラッカー
（2）
このようにフランクルの自己超越とマスローの自己実現との関係を指摘した

マスローに対して違和感を覚えた．なぜなら，フランクルによると自己実現は

のはただ単にフランクルのドイツ圏の弟子たちばかりではない．アメリカにお

それ自身において存在し得るものではなく，それは
「自己超越の副産物」である

ける現在の指導的心理学者の一人，ハンガリー出身のミハイ・チクセントミハ

からである．それはフランクルによると，人間にとって第一義的な目的でも最

イ も自己実現という用語は未だに人間にとって決定的な何ものかを言い尽し

終的な到達点でもない．それゆえ，彼はマスローに対して
「自己実現を語るだ

てはいないと感じた．彼は意味ある生活を素描して，「それは統一され，秩序

けでは十分ではないと思う」といった．このようにいうことによってフランク

づけられ，一貫した目的を持つ生活」だとした．人間が生活の中でどのような

ルは，彼のロゴセラピーが，マスローの触れることのできなかった「自己超越」

目的を達成することを望むかについての考えは段階を経て発達するという．

を心理的な正常あるいは健康概念として提示していると考えたのである．
この 40 年以上も前に行われたマスローとの対話は，今日フランクルの弟子

11）

第 1 段階：自己を保存し，身体やその基本的目標を分裂から守ろうとする欲
求，そこでは生存，
慰安，
快楽が生活の意味となる．第 2 段階：さらに家族，
近隣，

たちの間でなおロゴセラピーの発展史を理解する上で重要な出来事とみなされ

宗教的集団，民族的集団など共同体を視野に入れるようになる．そこでは一般

ている ．問題は幾つかの点で未解決なままである．第 1 に，マスローが
「意

に慣習的規範や基準へ順応するが，自己の複雑さを拡大する．その後，第 3 段

味への意志」が人間の行動の根底に横たわる主要な動機であることを認めるこ

階として内省的個人主義の段階がくる．「人間は自己の内側に権威と価値の基

とは，彼がいわゆる
「欲求の階層性」
という考え方を放棄するのでなければなら

盤を認識し，内側の世界に戻る．盲目的に外界に順応するのではなく，自律的

ない．意味への意志は人間が生命身体的および社会的欲求を満たした後に初め

意識を発達させる．主要な目的は成長，進歩，可能性の実現という願望の充足

て可能になるという考え方は支持できなくなる．ところがこの考え方はマス

である」この段階はマスローの自己実現の段階に対応するが，チクセントミハ

ローにおいて止むことはなかった．第 2 の問題はマスローの，自己実現の最高

イはこの後に「自己から外への最終的な転向と，他者や普遍的価値との統合へ

形態としての
「至高体験」
の理解である．それはすでに見たようにマスローにお

の回帰」という第4，
かつ最後の段階がくるという．そこでは
「優れた個性をもっ

いて「自己喪失」
あるいは
「自己超越」
ともいいかえられるが，彼の場合，それは

た人でも，人々全体の中に自分の関心を進んで溶け込ませる」という．自己実

どこまでも自己の能力，業績および体験の 1 つの様式に過ぎない．フランクル

現には限界が置かれており，
次第に強まる
「絶望的な緊張の増大」
に出会うので，

において自己超越というのは自己を超えて成長すること，自己の限界の経験，

人間はエネルギーの最後の方向転換を準備する．すなわち自分「一人ではでき

それゆえ自己を離れることである．意味を実現することは自己の外にある世の

ないことを見出し，究極の目標が個人を超えた大きなシステム――主義，思想，

中においてであり，自分自身においでではない．別言すると，自己実現は，そ

超越的実在など――に融合する」．このようにチクセントミハイは自己実現の

れがフランクルのいう人間実存の
「自己超越」
と呼ぶものの副作用として起こる

段階の外に第 4 段階を考えた．

10）

のである限り，目標そのものとして設定されることはできない．第 3 に，マス

彼によると目標を達成するためには意志を鍛練しなければならない．活動と

ローのいう「自己実現」は彼自身のいうように
「人間の可能性，潜在能力，発達

反省を重ねることによって，抵抗に負けず究極目標を堅持する勇気を持たなけ

可能性の上限」と成長欲求の充足という意味での
「人間の本性」を意味する，そ

ればならない．強い意志をもって目標を追究し，さまざまな活動のすべてを統

の限り，何か積極的なものであって，異をさしはさむ事柄ではない．しかし，

一されたフロー活動に統合するなら，意識に調和が生ずる．「調和の状態にあ

それがそれ自身で，つまりフランクルのいう自己超越から切り離されて，それ

る人は何をしようと，また何が起ころうと，心理的エネルギーが疑問・後悔・

を孤立的に実体化するとたちまち空しいものに転化する．それはエゴイスト的

罪悪感・恐れによって浪費されることなく，常に有効に働いていることを知っ

な，身勝手な人間の態度を意味せざるを得ず，ロゴセラピーの中に場所を持た

ている．内的調和は究極的には，自分自身と調和している人々の，われわれが

ない．フランクルがマスローの自己実現理解に違和感を覚えた所以である．第

賛美するあの内的な力と透明へと連なるのである」．チクセントミハイは，ま

4 に，マスローの自己実現はロゴセラピー的な自己超越の成果であり得る限り，

さにこの「内的調和」
において個人の心理的エネルギーはライフテーマのもとに

ロゴセラピストはそれを積極的に取り上げ自己超越の補足としての意義を付与

統合されているという．彼によると，ライフテーマの内容が単なる個人的問題

する．その場合でも，彼らは超越が向かう対象への献身が第一義のことであっ

への反応として定式化されることは稀である．ライフテーマが含む挑戦は「他

て，自己実現はその結果であり，従ってそれはどこまでも第二義の，派生的な

の人々，または人間全般に一般化される」．人間がライフテーマを実現しよう

事柄なのである．

として見出す解決は，「いずれも彼自身ばかりではなく彼以外の多くの人々に
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役立った」のである．解決方法は
「利他的視点から一般化」される．それは多く

マネジメントする」というのはそれ自身で完結している自己実現のことではな

の生活に調和をもたらす．このようにしてチクセントミハイのいうライフテー

い．それはどこまでも世の中と他者に向かい，他者に貢献するという自己超越

マの実現は利他的行為であって，他者へ向かって自己を超越することに他なら

を目指す．世の中が，そして他者がどう変化したか，それが本物であったかど

ない．自己実現は他者への超越の中に自らを成就するのである．言及された

うかがドラッカーの関心だった．このように自己実現は自己超越からその目標

本の日本語訳者はチクセントミハイのフロー理論が公にされたとき，
『ニュ―

と存在理由を得る．ここで詳論できないが，人はアメリカにおける人間性心理

ヨーク・タイムス』
の書評がそれを
「アブラハム・マズローの自己実現の概念を

学の自己実現という合言葉の内実をその都度検討しなければならない．ドラッ

超えるもの」と称揚したことを報告しているが，この指摘は的確であった．チ

カーは同じ自己実現という言葉で狭義の自己実現と自己超越の二重性，両者の

クセントミハイにとってこの
「自己実現の概念を超えるもの」，すなわち自己超

区別，関係そして秩序を意味したといえる．ドラッカーはそれ故，マスローよ

越が問題だった．彼はフロー体験の原理としてフランクルの自己超越の考えを

りもフランクルに近いという仮説を固めることができる．

使ったことを示唆している．
それゆえ，
人はしばしばそうするように彼のフロー
体験をマスローの至高経験と同一視してはならない．
ここでこの論文の筆者はドラッカーの自己実現の概念に戻り，それがフラン
クルのドラッカーへの近さを確認するための十分な根拠であると明言し得るよ

7. 生の意味――キルケゴール
フランクルのいう意味への意志は，意志は自由であるという考え，そして人

うに思う．なぜなら，ドラッカーは第 1 に，彼があまりにも厳しく Y 理論的人

生には意味があるという考えと結びつく．リーマイヤー

間観を固執するというマスローの批判をまったく無視しつつ，マネジメント論

という表現は本質的に 19 世紀に初めて西洋の思想および文学史の中に現れる．

を Y 理論的人間観の上に樹立した．ドラッカーはマスローの彼に提案したよう

彼によるとゼーレン・キルケゴール（1813 ～ 1855）はこの表現を使った哲学者

な仕方でも X 理論的人間観を問題にしなかった．ドラッカーの興味は，歴史の

の 1 人である．ドラッカー はこれに注目した．そして
「もう一人のキルケゴー

中に「例外的に」
現れた
「働くことが成果と自己実現を意味した時期や組織」に注

ル――人間の実存はいかにして可能か」
を書いた．
「人間の実存は，絶望のなか

目すること，それを土台として人間の本性とマネジメントについての見方を形

ではない実存，悲劇のなかではない実存として可能である．それは，信仰にお

成することだった．このことはフランクルにおいて意味を意志する能力を人間

ける実存として可能である」
「信仰とは，神において不可能が可能になるとの

である限りの人間に認めることに対応している．彼にとって意味を意志しない

確信，神において時間と永遠が一体となり，生と死が意味を持つとの確信であ

人間は単純に存在しない．フランクルは強制収容所体験と対峙したとき，
「例

る」
「信仰とは，人間は神の被造物であって，……責任と自由を持つ存在であ

外的」に現れた生き方，苦しみ方，死に方の形に注目した．それらを土台にし

るとの認識である」
．引用の中から
「生と死が意味を持つ」
「人間は……責任と

て人間の本性と意味探求の普遍性を論じた．

自由を持つ」という文に注目しよう．それはフランクルにおいても頻繁に出会

によると
「生の意味」

12）

13）

ドラッカーは第 2 に，自己実現した人間同士の間のコミュニケーション理論

う．人間における社会的なものは不可欠だが，それにもまして人間の
「実存」
は

の他に，いまだ下位の欲求を充足していない人間と自己実現した人間との間の

もっと不可欠だ．「人間の実存は，それに意味を与えることによって，耐え得

特別な
「コミュニケーション理論」
を工夫しなければならないというマスローを

るものにすることができる」
「キルケゴールの信仰もまた，人に死ぬ覚悟を与

単純に無視した．ドラッカーは人間の間に成り立つ自己実現の程度の差異を過

える．だがそれは同時に，生きる覚悟を与える」
ともいう．

大評価せず，それを相対化できた．これは彼が，自己実現が最初で最後のこと

ここで「実存に意味を与える」
と
「人に生きる覚悟を与える」
という表現も記憶

ではないことを知っていた証拠である．彼は自己を実現する以上に自己を超え

に値しよう．
「意味」
と
「覚悟」
は心身のではなく，精神のカテゴリーである．ド

ることが大事だとした．自己を超越する意識の志向先は他者であり，他者の幸

ラッカーは 19 歳ではじめてキルケゴールに出会った．40 歳でキルケゴール論

せであり，他者を幸せにする条件の探求である．
「人をすばらしい人に変える

を書いた．それは晩年に至るまで彼に随伴した．ドラッカーはそれを「被造物

こと」
「そのために自分が変わっていくこと」
「人を幸せにするために何が必要

たる人類の実存に関わる精神的・人間的次元」を，そして「希望」を確認するた

かを問うこと」
．ドラッカーはこの関心によって
「自己実現」という概念のもう

めに書いたという．

一つの側面を指す．これは実質的にドラッカー的自己超越だったといえる．ド

フランクル によると，キルケゴールが 19 世紀に提供した「実存的な問い」
14）

ラッカーはこの側面にウエイトを懸けた．これはマスローにおいては見られな

は第 2 次世界大戦後，現実のものになり，徹底された．実存的な問いを問うと

かった．

き，
「問う人は自分自身を，
人間自身を問う」
．現代ではこの問いはかつてなかっ

同様に，ドラッカーが
「自分の強みを知り」
「自分を強化する」そして
「自分を

たほど深められた．現代ではすべてのものが疑わしくなった．金，権力，名声，
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幸せ，これらすべての所有は人間から溶け去った．人間自身も同時に溶けて形

（4）
この能力は労働者も経営管理者も他者へ関わることを可能にし，彼らの

を失った．「苦痛の炎に焼かれ，苦悩の灼熱を浴びて，形がなくなり，残った

あり方において他者を肯定し，他者を確証できることを意味する．それ

のは……彼の存在だけ」
「人間そのもの，
人間に備わっている人間的なもの」だっ

は「関係マネジメント」
という騒々しく空虚な言葉を生命で満たすだろう．

た．それが現代において露わになった．
「人間は包囲戦の生き地獄で，防空壕で，
強制収容所で，真実を知った」
「何ごとにおいても決定的に重要なのは人間で
あること」を．では，この人間とはどのような存在なのか？

（5）
自己超越への能力は生活の質，サービスの質，人間的な出会いの成功と
関係の上昇のための基盤である．

フランクルは答

このように労働者も経営者も労働を通して課題へ，サービスへ，顧客へ，他

えていう，「人間とは，どんなときでも，決断する存在……，自分がどうある

者へ，他者との社会的関係へ，そして世の中の総体へ超越する．自己超越は

か，自分が次の瞬間にどうあるべきかを絶えず決断する．人間には，天使にな

ピルヒャー・フリートリッヒにとって自己および人生そのもののマネジメント

る可能性もあれば，悪魔になる可能性もある」と．「決断すること」は人生の具

を，従ってまた企業組織のマネジメントを支える 4 本の柱の 1 つである．他の

体的な状況において具体的な価値実現と意味の充実を求めて闘うこと．ドラッ

3 本の柱は自由と責任と自己距離化である．これらが自己超越に先立ち，自己

カーもフランクルもキルケゴールから実存するための意味の探求という課題を

超越を可能にする．これら 4 本の柱を結ぶものはすでにみたように意味への意

もらった．それとともに希望することと徹底的に楽観主義的でありえることを

志であり，すべては精神の働きである．

示し続ける責任を負わせられた．そしてそれを果たした．この意味で 2 人は第
2 次世界大戦後の，実存主義哲学者の群れの最良の部分となった．

ドラッカーの自己実現は他者の幸福の条件を探すことと結びついていた ．
17）

ピルヒャー・フリートリッヒも成功して幸福な人間と企業の
「核となる考え」
は
「利益，売り上げ，意味の充実，喜び，評価，生活の質そして健康の意味にお

8. マネジメントにおける意味，自己超越そして幸福

ける持続的成果」
であるとした．
「生活をサービスのうえに建てる者は決して無
駄に生きない」
ともいう．幸福とはサービスによる持続的成果であり，物質面，

上にドラッカーとフランクルとの親和性を明らかにしたので，いまやただロ

心身面そして意味の充実，喜びと評価など精神面を含む．次のことは幸福で成

ゴセラピー的な，意味に方向づけられたマネジメントを素描することだけが残

果のある人間と企業を特徴づける．（1）幸福な人間は自分を仕事と生活の形成

されている．ロゴセラピストであるクラウス・ガラー

者として理解する．
（2）
彼らは彼らが得るものを欲する．
（3）
活動的人間である．

によると意味への意志

15）

はマネジメントにおいても問題となり，それは精神の意識的行為である．彼に

（4）執着から自由で，緊張を緩和できる．
（5）
人生の幸福のための理想的な諸前

よると 6 つの有効なマネジメントの原則がある．
（1）成果を中心に据える．
（2）

提がこれに影響することは驚くほど少ないことを知る．（6）最適感を持ち，喜

全体への貢献をなす．
（3）
少ないことおよび本質的なことに集中する．（4）すで

ぶきっかけを見つけ，そしてそのようなきっかけを作る．（7）社会的諸関係の

にある強みを使う．
（5）
信頼を作り出す．
（6）
肯定的かつ建設的に考える．ドラッ

中に時間とエネルギーを注ぎ込む．（8）彼らは幸福が，すでに持つものと持ち

カーにおいてのように，いずれの原則においても
「責任を引き受けること」は重

たいと思うものとの間の複雑な相互作用であることを知る．（9）労働は意味と

要である．マネジメントにおいて金，保障，社会的接触，影響と権力ではなく，

幸福の源泉であることを知る．
（10）幸福な人間は，
「私は元気である」といわ

「自分の生に意味を与えること，難しい状況にも耐え，成果の背後に意味を認
識し，究極的に生を自分にしっくりするものにすることが問題である．生は自

ずに，「私は，誰か，何かのために役に立つ」
といえる．
ピルヒャー・フリートリッヒはすべてこれらのことを「幸福は完成への努力
の廃棄物である」との言葉で締めくくる．努力目標は他者へのサービスを，そ

分に合わなければならない」
．
ガラー同様，アンナ・マリア・ピルヒャー・フリートリッヒ も自己超越が

して何か，あるいは誰かのために役立つことを完成すること自体であり，幸

ロゴセラピーの中心概念であることを知っている．彼女はそれを次のような意

福は努力目標になり得ない．幸福を努力目標にすると必ず裏切られる．役に立

味でマネジメントに生かす．

つことの完成は第一義のこと，幸福はそれにもとづいて，その結果として出て

16）

（1）
自己超越への能力は真正なサービス文化のための前提である．

くる．それは一時的なものであり，
「廃棄物」
であるかのように消える定めにあ

（2）
この能力は感動することの前提をなし，ただ「指図に従うサービス」を行

る．サービスにおける完成と幸福のこの不可逆的秩序を守り，完成を求めるこ

うだけの自動化された労働経過から労働者も経営者も解放する．

とは肝要である．幸福の探求は完成の探求という回り道を通ってのみ可能とな

（3）
自己超越への能力は課題あるいは他者への十分な献身を可能にし，いわ

る．チクセントミハイ もいう，
「意識して探し求めても幸福になることはで

ゆる「顧客への方向づけ」を別の，いっそう顧客に公平な光の中に輝かせ

きない．J・S・ミルは『幸福か否かを自らに問うことによって，人は幸福では

る．

なくなる』と述べた．われわれは幸福を直接探そうとすることによってではな

18）
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く，良きにつけ悪しきにつけ，自分の生活の 1 つ 1 つの細部に深く沈潜するこ
とによって幸福になるのである」
と．そして続ける，「フランクルは……このこ
とを見事に言い表している．
『成功を目指してはならない――成功はそれを目
指し目標にすればするほど，遠ざかる．幸福と同じく，成功は追求できるもの
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17）企業経営との関連における幸福理解について，安井猛「ロゴセラピーは労働世界と経済の
何処に幸福を位置づけるか？」
『尚絅学院大学紀要』第 57 集，2009 年 4 月，59 ～ 77 頁参照
18）ミハイ・チクセントミハイ『フロー体験
3，179 ～ 205 頁

喜びの現象学』今村浩明訳，世界思想社，2009 年，

ではない．それは自分個人より重要な何ものかへの個人の献身の果てに生じた
予期しない副産物のように……結果として生じるものだからである』」と．チク
セントミハイの
「フローとしての仕事」
はフランクルのいう「献身」の解説に他な
らない．このように見るとフランクルと，他者を幸せにするために何をすべき
かを問うことによって名を残したいといったドラッカーは経済および社会の立
て方において相乗効果を発揮するといえるだろう．
【注】
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問を紹介するとともに，ドラッカーのレトリックについて多少考察し，そして

ドラッカーの周辺

ドラッカーの思想形成の 1 コマについて言及することにしたい．
なお「ドラッカーの周辺」
という題名については，ささやかな小稿を作成する

Around “Drucker”

に際して影響を受けた長尾龍一教授の『ケルゼンの周辺』 の驥尾に付すもので
（4）

三浦一郎
Ichiro Miura

（立命館大学）

Summary
When a thinker like Peter Drucker is understood, it is necessary to
research over many sides of the person, thought, and study. Drucker’
s
management theory and social ecology were born as base for his thought.
And Drucker’
s thought was formed while Drucker’
s being born and
grown up and living. When Drucker’
s person and thought is researched,
the almost only biographic material is Adventures of a Bystander. This essay
introduced doubts that I had while I read Adventures of a Bystander, and
some were considered about Drucker’
s rhetoric in this text. And a part
of his thought formation was seen centering on what to do after the
gymnasium graduation. In other words, I showed the hypothesis that in
his thought formation conservative Drucker might have faced a problem
of critical overcoming of the thought and theory of democrat Hans Kelsen.

あることを告白しておきたい．
（1979）と
（1982）
1.『傍観者の時代』
『ブダペスト物語』
の思い出

私がドラッカーの著作で最初に読んだのは 1979 年の
『傍観者の時代』
（風間禎
三郎訳）である．ドラッカー
『断絶の時代』 ，
ガルブレイス
『不確実性の時代』 ，
（5）

（6）

そしてドラッカー『傍観者の時代』というように，「時代」という名前によって
すぐ連想がわいた．そこで，そういう内容のものかと思って読み始めると，内
容というよりもスタイルがまったく違うのに驚いた記憶がある．通読すると非
常におもしろく，
あの経営学者ドラッカーがこのような本も書くのかと思った．
同時に「冒険」
と
「時代」
ではだいぶ意味が違うと感じ，タイトルに多少の違和感
もあった．『傍観者の時代』
には，ドラッカーが有名な人物はほとんど出てこな
いと言っているにもかかわらず，幼少時に出会ったフロイトを始め，経済人類
学者カール・ポランニー，竹村健一の紹介によりメディア学者・未来学者とし
て一時期日本でもブームを起こしていたマクルーハン，GM のアルフレッド・
スローン等々よく知られた登場人物たちが続々と登場する．それだけでなく，
ドラッカーの言う有名でない人たちに奇妙なリアリティがあり，ドラッカーの
人物デッサンに感心していた．

はじめに

その時私の主な関心はドラッカーにはなかったので，おもしろい本を読んだ
と感じ，ドラッカーのライターとしての才能に感銘を受けたに過ぎない．その

ピーター・ドラッカーのような思想家を理解しようとする場合，その人・思

印象が修正されたのは，数年後栗本慎一郎
『ブダペスト物語』（1982 年）が出

想・学問の全体にわたって多面的に研究する必要が出てくる．ドラッカーのマ

たことによる．経済人類学者歩ポランニーの紹介者であり，ポランニー流経済

ネジメント論および社会生態学はドラッカーの思想を基盤として生まれたもの

人類学の布教者といってもよかった栗本は，
『傍観者の時代』
の中におけるポラ

であり，ドラッカーの思想はドラッカーが生まれ，育ち，生きていく中で形成

ンニー・ファミリ－についての記述の誤りが，
『ブダペスト物語』
の研究の出発

されていったものであるからである．

点の 1 つであったと述べている．そしてドラッカーによるポランニー伝説の誤

（7）

ドラッカーの人と思想を理解しようとする場合，その不可欠の資料は
『傍観

りを正す旅としての
『ブダペスト物語』
が展開されていくことになる．その旅の

者の時代』
（原題は
『傍観者の冒険』 ）
である．ドラッカーの自伝とされる『傍観

途上にはドラッカー自身も登場してにぎやかであるが，カール・ポランニーの

者の時代』を除くと，ドラッカーがその膨大な著作の中で自らについてふれた

夫人をはじめとする絶世の美女たちも登場して彩をそえている．『ブダペスト

ものはきわめて少なく，
『創生の時』
における
「7 つの経験」 ，『すでに起こった

物語』には，次のようにドラッカーと栗本との面会の場が記されている ．

（1）

（2）

（8）

未来』の最後に収録されている
「ある社会生態学者の回想」 などいくつかの重
（3）

要な例外的な記述があるが，その他の多くの場合，印象的ではあるが断片的な

1980 年のドラッカー教授は，繰り返し，遠くを懐かしむように目を細めて，

思い出が記されているに過ぎないのである．したがって『傍観者の時代』を改め

イロナ（カール・ポランニー夫人）
は美しい婦人だったといった．
（中略）
つい

て丁寧に読む必要がある．

では，ドラッカーは，イロナについてではないが，ポランニー家の人々につ

本稿では
『傍観者の時代』
を読みながら遭遇することになった，いくつかの疑

いて，全員，容姿が飛びぬけてよかったと書いているので，可哀そうに，こ
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の経営学の大家は自らの容姿には自信がなくコンプレックスに悩んでいるの
だろうとなんとなく余分な同情までしたというわけであった．

185

になり，実際に彼の補聴器の威力を目撃したからだ．
以前から耳が遠いスローンは旧式な補聴器を使い，胸には大きな電池をぶ

何しろ，ドラッカーは私との会談中，さらにもう 2 人のポランニー家の女

ら下げ，耳には大きなラッパをつけていた．自分が話をするときにはスイッ

性，カールの姉ラウラ
（彼の本ではモウジー）
とその娘エーヴァについても美

チを切らなければならず，そのたびにとてつもなく大きな音が響き渡る．す

人だった美人だったを連発し，エーヴァについては
「私の生涯に会った女性

ると部屋の中の誰もが話をやめ，彼は会議を牛耳れた．

のうち，最も美しい女性だった」
とまで私に語ったのである．
このようなスローンのイメージは，尊敬おくあたわざる大経営者にふさわし
このように栗本の描くドラッカーは人間味にあふれ魅力的である．ドラッ

いというよりも，むしろ滑稽であるとさえ言える．アルフレッド・スローンは，

カーは「モウジーは長生きし，1960 年代末にニューヨークでなくなった．高齢

ドラッカーにとって，経営者の理想像であり，リーダーシップの理想を体現す

ではあったが相変わらず非常に美しい女性だった．確かに，ポラニ家の人たち

る人であるが，そうであるがゆえに，あえてこのように述べるところにドラッ

はいずれも，特別に顔立ちがよかった」 と記している．

カーのスタイルがある．

（9）

ドラッカーは，ポランニー・ファミリーを天才の家族として描いている．し

次に，語ることと語らないことについて．たとえば『傍観者の時代』第 1 章に

かしドラッカーの記述と，歴史家栗本慎一郎の現地を歩いて調べた事実との違

は「おばあちゃん」
と
「おじいちゃん」
が，第 2 章には
「父」
と
「母」
が登場する．
「お

いは，印象的である

ばあちゃん」
については，魅力的なエピソードが次々と紹介され，
「おばあちゃ

．このずれを，そしてドラッカーの記述に潜むものをど

（10）

ん」の人柄と魅力と人間としての知恵が余すところなく記される．ドラッカー

のように理解すべきか．

の
「おばあちゃん」に対する愛情あふれる表現には感動する．他方「おじいちゃ

2.『傍観者の時代』
の語ることと語らないこと

ん」には，いかにもウィーンらしいエピソードが紹介される．「おじいちゃん」
は成功した銀行家，資産家であり，シュニッツラーの劇作に現れるウィーン，

ドラッカーはよく自分を著述家であると定義する．『傍観者の時代』は，ド

フロイトの精神分析の背景となったウィーン，シュトラウスの「こうもり」の

ラッカーが，家族，友人，知人，仕事関係など，自らの周辺を語ることをつう

ウィーンにふさわしい女遊びの好きな金持ちである．彼はユーモラスに処理さ

じて自らを語るという，著述家としてのドラッカーの，レトリックをこらした

れており，道徳家ドラッカーが単純に謹厳実直な人ではなかったことをしのば

作品である．ドラッカーには，語ることと語らないことがある．そして語る場

せる．そして第 2 章では，「母」の大学進学をめぐるエピソードを中心に，大学

合，ストレートに語る場合と，変形と誇張を加えて語る場合と，事実と異なる

進学予備校の教師をたまたますることになった
「父」
が登場し，おそらくそこで

ことを加味して語る場合がある．たとえば誇張の例としてスローンについての

ドラッカーの両親が知り合ったことが，
言外に示唆されている．
この章では
「母」

表現をあげておこう．スローンに初めて会ったときの印象の描写である

についての，数少ない精彩にとんだ記述が見られる．

．

（11）

しかし「おばあちゃん」
と
「おじいちゃん」
が，
「父」
と
「母」
のどちらの両親なの
はじめてスローンに会ったときはがっかりした．痩せ型，中背で，なんと

かは，明らかにされず，あいまいに記述されている．ドラッカーは家族にかか

もいただけない馬面であり，大きな補聴器をぶら下げ，風変わりで感じの悪

わって，事実関係を明確に述べることはしない．ドラッカーの人間を描写する

い男に見えたからだ．髪は白く，まだ多少赤味がかっていた．その赤毛にふ

優れたデッサン力は，わずかの例外的な言及を除いて，両親，ドラッカー自身，

さわしく，ひどく気短でもあった．そのしわがれた声には強いブルックリン

自身の家族，親戚等について，適用されることはない

訛りがあった．

スおじさん」
とは書かれるが，ハンス・ケルゼンと実名が記されることはない．

．有名な法学者「ハン

（13）

『傍観者の時代』
は，自伝的な内容のものであるにもかかわらず，通常の自伝と
ドラッカーのこのような表現には誇張が見られると思う．また別の箇所では
次のようにも語られる

．

（12）

はまったく異なり，ドラッカーが自身と家族とを直接的に語る，あるいはその
ように語ることはないのである．余儀なく記述する場合には，通り一遍の表現
に止めているように思われる．

私はよく「経営者にとって完璧な秘密兵器があるとすれば，それは何です

スローンについて少しふれたが，
『傍観者の時代』
に登場する人たちは，喜劇

か」と聞かれる．そんな時には
「アルフレッド・スローンの補聴器です」と答

の登場人物に似ている

えることにしている．各種の経営委員会にオブザーバーとして出席するよう

いちゃん」
，「ヘム」と「ゲーニア」，「エルザ先生」と「ゾフィー先生」，フロイト

．ウィーン時代に限っても，「おばあちゃん」と「おじ

（14）
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等多くのキャラクターがそろっている．

187

彼らの顔を見たくてたまらず，誰も私を見ていないことを確かめて，帽子の
下から顔を覗き込む．彼らが振り返り私を見る．そこで目が覚めるのだった．

3.「ニルスの夢」
について

ずっと後年，結末の異なる夢を見て，ドラッカーは，つば広の帽子の下で見

ドラッカーの思想形成プロセスの中で最大の謎の 1 つは，ドラッカーがギム
ナジウムを卒業するとともにウィーンを出たことである．ドラッカーは，当時

えた顔がヘムとゲーニアのものであったということに気づく，という落ちがつ
いている．

のドラッカー家にそう経済的ゆとりがなかったこと，弟がウィーン大学医学部

このドラッカーの夢は，
『ニルス』
の
「海底の都市」
の物語とはかなり異なって

に進むことになっており物入りでもあったことなどを理由にあげて説明してい

いる．
『ニルス』では，神の呪いによって海底に沈められ不死とされた都市が

るが，説得的ではない．第 1 次世界大戦後のウィーンは，中欧の大国オースト

100年に一度地上に出てくる．
このとき，
たまたまその都市に来合わせた誰かが，

リア・ハンガリー帝国の首都から 1 小国オーストリアの首都に成り下がってし

1 円でもよいからその都市の商品を買ってやると，呪いが解けるというもので

まったし，戦後襲った超インフレーションがドラッカー家の資産の多くを雲

あった．ニルスはそれができなくて悲しむという終わり方であった．
『ニルス』

散霧消させたことは間違いないと思われる．しかし，父アドルフは相変わらず

の「海底の都市」
の物語は，
ドラッカーの夢では，
かなり変形されている．ストー

オーストリアにおいて重要な仕事についており，社会の中での位置にそう変化

リーの狙いは，むしろ反対のものになっていた．夢が変形されるのはごく普通

があったとは思えない．ドラッカーにとって，ギムナジウムでの授業と受験勉

のことであるが，ドラッカーの夢のように変形されることについては，やはり

強がつまらないものであったことは確かだが，そのことが大学での学習を嫌う

当時ドラッカーの置かれた状況が影響していたに違いないと思われる．

理由になったはずもなく，むしろ大学での研究はそれまでの勉強に比べて自由

ドラッカーは，ウィーンに魅力と反発を感じている．ウィーンに強いこだわ

を意味したはずである．
ウィーンを去り，
ドイツのハンブルクで働くようになっ

りを持ちながら，ウィーンを離れたい，離れなくてはならないと強く感じ，そ

たとき，ハンブルク大学に籍を置き，働きながら学ぶことにしたのも，大学で

う決意している．何がそうさせたのだろうか．
『傍観者の時代』
の中に書かれて

の勉強そのものを嫌ったわけではないことを語っている．

いるように，その原因はいくつもあったと考えられる．

『傍観者の時代』
の
「ウィーン時代」
には
「アトランティスからの報告」というタ

当時のウィーンは，左右対立が激化し，ときに流血の事件も引き起こされて

イトルがついている．このタイトルは，
「ヘムとゲーニア」の章（上田訳では「第

いる

2章

た．反ユダヤ主義の風潮も強まっており，ナチズムの台頭も見られた．他方同

シュワルツワルト家のサロンと
『戦前』症候群」
）の終わりに近いところに

出てくる
「ニルスの夢」の話にちなむものである

．ニルスは，スウェーデン

（15）

．「おばあちゃん」
の章では，そのようなことが，さらっとふれられてい

（17）

時に
「ヘムとゲーニア」の章に見られるように，「戦前」症候群が蔓延している．

の作家セルマ・ラーゲルレーヴの児童向けの小説
『ニルス・ホルゲルソンの不思

非ユダヤとユダヤが共存していた時代は完全に終わってしまったにもかかわら

議な旅』 の主人公である．この小説の中に
「海底の都市」のエピソードがある．

ず，ハプスブルク帝国の追想にみなが浸っているという状況がある．オース

海底に沈んだ都市という意味でアトランティスである．この物語を子供時代に

トリア・ハンガリー帝国の首都であったウィーンは，まさにアトランティスで

読んでいたく感銘を受けたドラッカーは，この海底に沈んだ都市の夢，それも

あったに違いない．また「トラウン伯爵」の章では，第 1 次世界大戦の直前の時

同じ夢を繰り返して見たことを記している．ドラッカーの夢は次のようなもの

期における社会主義者の国際平和の夢について語られている．これも戦前の夢

である．

に殉じた人の物語であった

（16）

．

（18）

早熟な青年であったドラッカーにとって，ウィーンにおける社会，政治，経
船が難破して海に放り出された水夫が，海底の都市にたどり着く．それは

済の問題は大きな関心事であったに違いない．しかし，ギムナジウムの卒業が

貪欲の罪によって沈んだ都市だった．住民たちは，罰として不老不死にされ

近い将来に迫った青年にとって，自分自身この現実の中をどう生きていくか，

ていた．昔風の高価な衣服を身につけ，華美を競い合っていた．だが，彼ら

そして自らの進路をどのように選択するかという問題は避けることのできない

も彼らの都市も，たとえ不死でも，この世のものではなかった．

大きいテーマとして存在したはずである．
ドラッカーといえども，
全青年にとっ

生きた世界からやってきた水夫は，彼らに魅せられた．しかし正体が知ら
れれば，2 度と生きた世界には戻れない．
この物語を読んだ 10 歳前後の頃，私はその水夫になっている夢を何度も
見た．私もこの都市に魅せられた．誰かが私に気づくことを恐れた．しかも

ての共通の課題に直面していたはずである．
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4. ドラッカーの進路問題について

189

5. ハンス・ケルゼンとドラッカー ―― 仮想敵としてのケルゼン

『傍観者の時代』
に現れるエピソードからすると，ドラッカーは素直な子供で

ドラッカーとドラッカー家にとって大学教授のモデルは，ウィーン大学教授

はなかったようである．たとえば，
「プロローグ」
における最初のエピソード（デ

ハンス・ケルゼンであった．ケルゼンはユダヤ人であり，ドラッカーの母の妹

モ行進の先頭に立ちながら，違和感を持ちそれを突然止めたこと）も最後のエ

の夫である．当時ヨーロッパを代表する法学者で，法学のウィーン学派を率い

ピソード
（闇を利用してサービスを行った国賊を賞賛するスピーチ）も，小学校

ていた．第 1 次世界大戦後の新生オーストリアの憲法の起草者でもあった．社

における習字のエピソード
（手習いの成果がまったく見られないこと）も，おそ

会主義者ではないが，
オーストリア社会民主党とは人脈的に近く，
戦闘的といっ

らくそのような例である．ギムナジウム卒業後の進路選択は，ドラッカーの素

てもよい民主主義者であった．

直でなさを示す代表例であったに違いない．両親としては，自分たちが議論す

ケルゼンについては，わが国では，長尾龍一教授によるすぐれた精力的な研

るまでもなく当然のことと考えている結論
（ウィーン大学進学）とまったく異な

究がある．法思想史の研究者である長尾教授の研究は，ケルゼンの人・思想・

る行動
（ウィーンを去り，進学せず，働くこと）
を長男が取ろうとしていること

学説の全体にわたるものである．ドラッカーとドラッカー家も，その調査研究

を知ったとき，何を感じるだろうか．それは家族内に決定的なコンフリクトを

の一角を占めている．
家族関係，
人的関係についての要点は，
次のようになる

生んだものと考えられる．ドラッカーは次のように語っている

．

（19）

．

（22）

①ウィーン時代のケルゼンにとって，ドラッカー家との関係はきわめて重要
である．ドラッカー家の一員と言ってもよいほどである．仕事の面でも，

私の父は，私が大学に進むことを強く望んでいた．何の彼のと言っても，

家族としての面でも．

わが家は役人と弁護士と医者の家系だったのである．父はまた，私が商人と

②甥ピーター・ドラッカーはケルゼンに対して反抗的であった．『傍観者の

しての勘と才能を欠いているのではないか，とも思っていた．（中略）要する

時代』における「ハンスおじさん」についての記述は，すべてどこか冷やや

に，私には，大学教授への道にトライせよという強力な圧力がかかっていた

かである．
「ハンスおじさん」
は出てくるが，そしてケルゼンという名前は

のである．事実，私の周囲には大学教授がたくさんいた．（中略）

出てこない．
③
『傍観者の時代』におけるケルゼンの兄弟についての記述（兄弟の数，彼ら

大学教授への道にトライせよという家族からの圧力あるいは期待に対して，
ドラッカーはどのように考え対処したのだろうか

．

（20）

の歩んだ人生）
には事実と異なる誤りが多く含まれている

．

（23）

さらに次の 2 点については，より重要である．
④
『傍観者の時代』
のなかで，ドラッカーが進路に悩みながら，自分の研究者

学問の世界では，何はともあれ学者として，研究者として，一流にならな

としての能力を試すべく，法学の最難問をケルゼンに聞く場面がある．ド

ければならない．私はある程度筆は立つのではないかと思っていた．けれど

ラッカーの進路問題にかかわるのみならず，トラウン伯爵の登場を導く重

も，研究能力や学問的な思考能力の有無についてはまったく見当がつかな

要な場面であるが，長尾教授は，それが最難問であるはずはなく，厄介な

かった．そこで私は，大学教師への道に進むと決める前に，とりあえずその

甥ドラッカーをあしらうためにその課題を出したのではないかと解釈され

方面の能力があるかないか試してみよう，そして能力がないとわかったら実

ている．
⑤さらに長尾教授には
「民主主義と保守主義の間？」
という論文

業界に入ることにしよう，と思った．

がある．こ

（24）

の論文は，ケルゼンとドラッカーのシュタール評価の差異をテーマにした
ドラッカーの設定した目標はかなり高いものであった．現実には，18 歳に

ものである

．

（25）

なるとき，ギムナジウムを卒業し，故郷ウィーンを出て，ドイツのハンブルク

長尾教授の研究により，ドラッカーとケルゼンの関係はかなり明らかにされ

で綿製品の商社の見習いになった．
「もちろん私の父はあまり喜びませんでし

たと言えるだろう．ドラッカーには「超合理主義者ハンスおじさんには我慢な

た」
「一応，ハンブルク大学の法学部に入ることは入りましたが，動機といえば，

らなかった」という発言がある．ドラッカーは，ウィーンを出て，ドイツにお

父の手前，入ったというにすぎなかったのです」 とドラッカーは回想してい

いて働きながら学びつつ，保守主義的な政治活動にもかかわっている．そして

る．

ケルゼンの最大の論敵ともなるカール・シュミット

（21）

とも一定の接触を行った

（26）

ことが明らかになっている．
また当時のドラッカーがキルケゴールの思想にも強く引かれていたことが明
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らかであるが

ドラッカーの周辺

，キルケゴールの背後にはハイデッガーの哲学に対する関心が

（27）

潜んでいたのかもしれない．このようなドラッカーの思想的関心の方向には，
ドラッカーなりにケルゼンを克服するという人間的・思想的課題が潜んでいた
ようにも思われる．民主主義者ケルゼン

は，ドラッカーの思想的な仮想敵で
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較研究が必要とされている．
しかし，働きながら学ぶところに，学習から学ぶとともに生きることから学
ぶところに，ドラッカーの独創があると思われる．

（28）

あったと言うことができるのではなかろうか．

【注】

おわりに

（2）Drucker（1997）

（1）Drucker（1979）
（3）Drucker（1993）

ケルゼンには
「民主制の本質と価値」
という論文がある．この論文は，神の子
にしてユダヤびとの王なりと自称したかどで，ローマの総督ピラトの前に連行
されたイエスを描く場面で終わっている

．

（29）

ここで，古く，疲弊し，それゆえ懐疑的となった文明の人たるピラトは，
「真理とは何か」
と問うた．彼は真理の何たるかを知らず，また民主的思惟を
習慣とするローマ人であったから，これを民意に問い，票決に附そうとした．
彼はユダヤ人たちの前に出て，イエスの言葉を伝え，彼らに対し，
「私は彼
に何の罪責をもみない．しかし過越節に私が 1 人の罪びとを釈放するのが汝
等の仕来りである．そこで汝らはこのユダヤびとの王の釈放を欲するか」と
問うた．票決の結果はイエスの釈放を認めなかった．満場の民衆は呼号して，
「彼ではない，
バラバだ」
と言った．聖書の著者はこれに「バラバは強盗であっ
た」
と附け加えている．
信仰者，政治的信仰者は，これこそ民主制肯定ではなく，民主制否定の適
例であると反論するであろう．この反論は承認せざるを得ない．しかしそれ
には唯 1 つ条件がある．すなわち信仰者の，その奉ずる政治的真理，必要と
あれば血の雨を降らせてでも貫徹されるべき真理に対する確信が，神の子の
それの如く堅固であると言う条件が．
このように，ケルゼンは民主主義者ピラトを弁護している．
保守主義者を自認し人間的な価値観を重視するドラッカーは，当然ピラトの
批判者であり，したがって，ピラトを借りて自らの立場を表明したケルゼンの
批判者でもある．
保守主義者ドラッカーの思想形成に当たっては，民主主義者ケルゼンの思想
と理論の批判的克服という課題が存在したのではないか，という仮説の提示が
本稿の問題意識の 1 つであった．
ドラッカーの思想および初期政治思想については，最近になってようやく，
上田惇生氏，井坂康志氏の研究によって，光をあてられつつある．ドラッカー
の思想と問題意識に，ドラッカーの同時代の思想家，たとえばハイエクやアー
レントのそれときわめて共通したものがあることは確かであり，そのための比

（4）長尾龍一（1980）
（5）Drucker（1969）
（6）Galbraith（1977）
（7）栗本慎一郎（1982）
（8）栗本慎一郎（1982）41 - 42 頁．
（9）Drucker（1979）, p.131.
（10）栗本慎一郎によるこの調査には，歴史家としての栗本の長所がよく現れている．一読を
お勧めしたい．
（11）Drucker（1979）, p.279 . 風間訳 430 頁．
（12）ドラッカー（2005）107 頁．
（13）なおこの点，ドリス・ドラッカー夫人の回想は例外的に貴重な資料である．ドリス夫人
の非常に率直な目によって，ドラッカーと知り合い結婚するまでのエピソードが語られ
ている．ドラッカーのフランクフルト大学時代の様子も一部うかがい知ることができ
る．ドラッカーとしては夫人がこのような回想を書いていることは意外であっただろう
し，おそらく困惑したのではないかと思われる．「めぐり逢うまで」でこの回想が終わっ
ていることは残念であるが，そのことにドラッカーの意思を感じている．Drucker, Doris
（2004）.
（14）
「7 つの経験」にヴェルディの『ファルスタッフ』を見た感動の話があった．言うまでもな
くこの歌劇は喜劇である．
（15）Drucker（1979）, pp.57 -58 . 上田訳 52 - 53 頁．
（16）ラーゲルレーヴ（1982）．ドラッカーは『ニルス』をおそらくドイツ語訳で読んだと考えら
れる．
（17）たとえば塚本哲也（1992）．
（18）Drucker（1979）. 上田訳第 5 章．
（19）Drucker（1979）, p.107 . 上田訳 109 頁．
（20）Drucker（1979）, p. 108 . 上田訳 110 頁．ドラッカーはユダヤ人教授人事についての奇妙な
エピソードを紹介している（Drucker（1979）, p. 59 . 風間訳 92 頁）．「この頃，少数政党で
ありながらドイツの国家主義者の支持で政権を維持していたカトリック系保守政党は，
彼らの歓心を買おうとして，今後ユダヤ人はウィーン大学の正教授に任命しないと発表
した．ところが，その舌の根も乾かぬうちに，力量に乏しい，実際には無能なユダヤ人
の候補者を正教授に任命した．このユダヤ人は研究成果をただの 1 度も発表したことが
なかったし，さえない教師でもあったが，父親が『戦前』の有名教授であった」．
（21）Drucker（1997）, p.102 . 上田訳 28 頁．
（22）長尾龍一訳（2007）111 -118 頁．この訳書は「自伝」の翻訳と，調査研究の結果がまとめら
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れた部分からなる．この箇所は後者にある．
（23）ポランニーの場合と同様のパターン．
（24）長尾龍一（2005）111- 125 頁．
（25）なおドラッカーのシュタール論およびドラッカーの初期政治思想については，井坂康志
による一連の研究がある．
（26）なおこの時期のシュミットは，まだナチスの御用学者とはなっていない．
（27）Drucker（1993）に収録されているキルケゴール論（1949年初出）はそのことを示している．

My Three Essential Principles of
Strategy: A Tribute to A Class with
Drucker
Akihiro Takamoto

（28）戦闘的民主主義者ケルゼンの思想については，鵜飼信成・長尾龍一編（1974）に収録され
たケルゼンの 1932 年の論文「民主制の擁護」
（長尾龍一訳）を参照．
（29）
『民主制の本質と価値』には，1920 年の初版と 1929 年の第 2 版がある．第 2 版の翻訳は岩
波文庫に収録されている．ここでは長尾訳の初版によった．ケルゼン（1977）44 -45 頁．
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(Graduate School of Management, Ritsumeikan Asia Pacific University)

Summary
A Class with Drucker: the Lost Lessons of the World’s Greatest Management
Teacher written by William A. Cohen is the epitome of a good memoir; it is
enlightening, inspirational, and engaging. Cohen’s “Ten Principles of Strategy,”
presented in Chapter 17 of the book, were very thought-provoking as well,
encouraging the MBA students in my class to develop their own principles. I was
also inspired to develop my own three essential principles of strategy:
1K
 now “ him” and know yourself, and play the right game.
2 Defense-in-depth: Beware of common mode failures.
3 Look back on the present, placing yourself in the distant future to observe and
judge what you are doing today.
These principles are meant to add a few more new dimensions to the set of
Cohen’s principles. Whatever combination of these principles is employed, they
would effectively work only when they are underpinned by good answers to the
fundamental questions Drucker used to pose: “What is your business and what
should it be?”

1. Introduction
In his remarks for the publication, A Class with Drucker (2008), by W. A. Cohen,
Ira Jackson said:
 ill Cohen brings that laboratory of learning alive to those of us who didn’t have
B
the pleasure, privilege, or opportunity to sit at the feet of the master in Peter’s
classroom. One can feel the energy, the humor, the discipline, the interaction, the
edge, the energy, the simplicity, and the relevance of Peter’s practice of teaching.
… A Class with Drucker comes at a time when a reflection on Peter’s legacy is an
important anchor as we move forward (Cohen 2009, p. xi).
Among all parts of the book, Chapter 17, Base Your Strategy on the Situation, Not
on a Formula made for an excellent discussion material for the Marketing Strategy
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class I was teaching. For all of us, it was very interesting to read why Cohen set out to
develop his own ten principles of strategy:
 any observers noticed his ability to cut through an unbelievably complicated
M
strategic situation to get right to the heart of the matter and drive listening
executives, through questions, to what the organization should do to reach its
objectives. I believe that he could only have been able to do this with basic
principles which he employed in every situation he encountered. Drucker never
articulated strategic principles in the classroom, and he may not have been aware
of exactly what he was doing himself, but there is no other explanation….I believe
that Peter showed me that they existed, but I had to uncover them on my own (Cohen
2009, pp. 207–208).
Cohen then came out with his “Ten Principles of Strategy,” which are presented
in the following section. The discussion of these principles in our class inspired our
MBA students to develop their own. It had the same effect on me. My three essential
principles will be presented later.

2. Cohen’s Ten Principles of Strategy
To determine the essential principles of strategy that Drucker used, Bill Cohen
researched not only on Drucker’s works, but also on other strategists’ and strategic
thinkers’ works as well, spanning more than 7,000 years of recorded history, from
both East and West, and representing a wide variety of fields. At first Cohen identified
several hundred principles of strategy. However, he found many were repetitive. He
finally whittled this list to only 14 principles, which he thought were completely nonrepetitive. Then he found that some of his 14 principles were too specific to certain
situations. Eventually, he refined his original list again, this time to ten essential
principles. He was pretty proud of himself. They seemed to be a ‘distillation’ of
thoughts of the greatest strategists of all time. In his opinion, they were applicable
across the board or in all areas of human endeavor, including, of course, business.
The following are Cohen’s Ten Principles of Strategy:
1.Commit fully to a definite objective.
2.Seize the initiative and keep it.
3.Economize to mass your resources.
4.Use strategic positioning.
5.Do the unexpected.
6.Keep things simple.
7.Prepare multiple simultaneous alternatives.
8.Take the indirect route to your objective.
9.Practice timing and sequencing.
10.Exploit your success (Cohen 2009, pp. 208–212).
Overall, the students found these principles very interesting and thoughtprovoking. However, as our discussions went through them one by one, we had to
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recognize that each principle could possibly have a counter-principle. For example, the
counter-principle to the first principle above would be that balancing commitment and
flexibility could be more effective. Another comment could be: “Strategic direction can
also serve as a set of blinders to hide potential dangers. Setting out on a predetermined
course in unknown waters is the perfect way to sail into an iceberg” (Mintzberg,
Ahlstrand, and Lampel 1998, p.15). Similarly, Principle 3—economizing to mass
your resources—is a must but more often than not, the hardest part is choosing which
businesses to keep and support. Moreover, Principle 5 may not work when a company
wants to signal its firm commitment to its strategy by consistently doing the expected.
Principle 8 could also turn out to be counterproductive when it is actually the best
policy to take the direct route to your objective. Nonetheless, all the ten principles were
appreciated as excellent guidelines.
However, a question arose: are these principles comprehensive? Don’t we need
other additional principles that are tailor-made for our own use? I then asked the
students: “If you were allowed to add two more principles of your own to Cohen’s list,
what would they be?” However, before heading into developing and discussing our
own principles of strategy, it was thought to be an opportune time to quickly review the
semantics of strategy and have a clear understanding of what strategy really is.

3. Semantics: What Is Strategy?
According to Cohen, “strategy is what a company plans to do to reach a goal or
objective.” The statement is succinct and sounds clear. But we thought that it could be
misinterpreted because it does not explicitly show the difference between a strategy
and a mere plan.
Drucker himself did not give any explicit definition of the word strategy although
he was one of the first professionals who recognized the applicability of the word
strategy to business. He recalls: “And when I—in 1964—wanted to call my book
on the subject Business Strategies, my publisher demurred. ‘Strategy,’ he argued,
‘applies to the military or to politics, but not to business.’ We instead called the
book Management for Results” (de Kluyver and Pearce II 2003, p. xv). Even with
such experience, Drucker’s recognition of the importance of good strategy has never
diminished. “The most significant business implication of the silent revolution is the
new role and importance of a good business strategy…Strategy has to move and be
refined at a speed comparable to what used to be called tactics; it has to be in real time”
(Edersheim 2007, pp.38–39).
However, Drucker did forcefully define what strategic planning is in contrast to
normal long-range planning. According to him, “It is the continuous process of making
present entrepreneurial (risk-taking) decisions systematically and with the greatest
knowledge of their futurity; organizing systematically the efforts needed to carry out
these decisions; and measuring the results of these decisions against the expectations
through organized, systematic feedback” (Drucker 1973, p. 125).
We know from the above two quotations that, at least, Drucker was highly
concerned with results, not mere plans.
A search for a simple, descriptive definition of strategy only reveals that there are a
plethora of them, short and long, all competing with each other. Also confusing is that
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they are defined in various ways. Some say what it is, others say what it should be, and
still others say how it should be formulated.
To quote typical examples:
•Strategy is a deliberate search for a plan of action that will develop a business’s
competitive advantage and compound it (Henderson 1989, p.5).
•Strategy is the creation of a unique and valuable position, involving a different
set of activities (Porter, M. 1996, p.68).
•Strategy is revolution; everything else is tactics (Hamel, G. 1996, p.70).
• A sking a management theorist to define strategy is rather like asking a
philosopher to define truth. But strategy is basically about two things: deciding
where you want your company to go, and then how you want to take it there (The
Economist 1997, p.65).
• Strategy requires a number of definitions, five in particular: strategy is a plan;
strategy is a pattern; strategy is a position; strategy is a perspective; strategy is
a ploy (Mintzberg, Ahlstrand and Lampel 1998, pp. 9–14).
•We are the blind people and strategy formulation is our elephant (Mintzberg,
Ahlstrand and Lampel 1998, p.3).
•Strategy as simple rules (Eisenhardt and Sull 2001, p.108).
•N umerous attempts have been made at providing a simple, descriptive,
definition of strategy, but its inherent complexity and subtlety preclude a
one-sentence description. There is substantial agreement about its principal
dimensions, however. Strategy is about positioning an organization for
sustainable competitive advantage. It involves making choices about which
industries to participate in, what products and services to offer, and how
to allocate corporate resources. Its primary goal is to create value for
shareholders and other stakeholders by providing customer value (de Kluyver
and Pearce II 2003, p.1).
•Smart strategists need two at their fingertips. Definition 1: strategy = long-term
decisions and direction; Definition 2: superior strategy = different strategy
(Koch 2004, pp.2–5).
For purposes of discussion in our classroom, we opted for the definition by The
Economist, that is, “Strategy is basically about two things: deciding where you want
your company to go, and then how you want to take it there.” This definition is quite
simple and similar to Cohen’s, but we must also keep in mind all the elements or key
concepts woven into the other definitions.

4. APU MBA Students’ Principles of Strategy
The students of my class were provided the following advice before setting out to
develop their own principles:
A)	The purpose of developing their own principles is just for their own use. They
can be proud of their principles if their friends come to wish to borrow them.
B)	Their principles should not be derivatives of Cohen’s principles. They should
each add a new dimension to Cohen’s list.
	C)	Their principles do not need to be of their own making; they could be stolen or
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adapted from some other sources.
D) The principles must be so good as to be embraced for a long time to come.
E)	They do not need to be pedantic about what the word “principle” really means.
It can be a guideline, a policy, caveat, maxim, reminder, intent, and so on.
The students brought their principles to the next class for discussion. A voting was
made in an atmosphere of fun and the following were chosen as the best ten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Know yourself and the enemy well before going to battle (Marvel Yan).
Attack your own weaknesses (Widiyanto, Heri).
If you are a follower, make sure you follow the number one (Widiyanto, Heri).
Be process-oriented yet result-oriented (Marvel Yan).
Fleeing is one alternative of the strategy (Charitwongpatana Parit).
Keep your friends close, your enemies closer (Edo Edward).
Observe-Adapt-Revolutionize (Edo Edward).
Go along with the change, or else, initiate one (Rohmatullar Arrizki).
Be prepared for the worst (Ha Viet Anh).
Aim high and act high (Lasmin).

Some of these principles sound naïve while some of them give a feeling of déjà
vu. However, what was important for the students was that they began to think on their
own, rather than simply draw from the principles of established experts.

5. My Three Essential Principles of Strategy
After the discussion of their principles, my students, quite naturally, requested me
to share my principles. I then presented what I called my three essential principles:
1 Know “him” and know yourself, and play the right game.
This is a hybrid sentence with the first half borrowed from The Art of War by Sun
Tzu (500 B.C.), while the second is from Brandenburger and Nalebuff (1995), both
complementing each other rather nicely.
The full sentence of Sun Tzu’s teaching from which the first half was borrowed
reads in the original Chinese as follows: “Zhi bi zhi ji zhe, bai zhan bu dai.” This is
translated into English as “Know the enemy and know yourself; in a hundred battles
you will never be in peril” (Griffith 1971, p.84), (Emphasis added for both quotations).
The book is available in many versions of the English translation. However, the word
bi is somehow invariably translated as enemy, while bi actually means he or that
person. It is just a neutral pronoun. In fact there is an exact word for enemy and that is
“di”. Sun Tzu uses the word sparingly, while using other words such as “he,” “man,” or
“people” wherever necessary. Obviously, he did not categorize the other party simply
as an enemy, the object of hate and destruction.
In my principle, I used the word “him” in quotation marks to indicate that the
figurative “he” can stand for any individual(s) and group(s) and even inanimate things
such as the market. It is the outside world or the external environment. It can be your
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partner, collaborator, competitor, or enemy depending on how you deal with it. Naming
it as your enemy could ruin your strategy.
In the same way, the word yourself could mean many things related to your internal
environment, your strengths and weaknesses in particular. More importantly, it could
mean your mission and goals.
The teaching of Sun Tzu quoted above is complemented with, “To win one hundred
victories in one hundred battles is not the acme of skill. To subdue the enemy without
fighting is the acme of skill” (Griffith 1971, p.77).
Here again, the word enemy is not used in the original Chinese writing; instead, the
phrase “people’s army” is used.
The teachings of Sun Tzu are further advanced by Brandenburger and Nalebuff
(1995) in their paper The Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy. They say:
“Business is a high-stakes game. The way we approach this game is reflected in the
language we use to describe it. Business language is full of expressions borrowed
from military and from sports. Unlike war and sports, however, business is not
about winning and losing. Companies can succeed without requiring others to fail.
And they can fail no matter how well they play if they play the wrong game… The
essence of business success lies in making sure you’re playing the right game…
After 50 years as a mathematical construct, game theory is about to change the
game of business.”
Drucker expressed the idea in a different way: “Business as we know it is
disappearing. Companies aren’t selling products; they are selling experience. There are
no longer competitors, just better solution” (Edersheim 2007, p.35).
In summary, my first principle is a good hybrid of ancient and modern wisdom.

2 Defense-in-depth: Beware of common mode failures.
Drucker said, “If you have no alternative to fall back on, you begin to drift if the
decision doesn’t work out” (Edersheim 2007, p.223). Meanwhile, Cohen’s seventh
principle goes, “Prepare multiple simultaneous alternatives.” However, a question
arises as to whether providing alternatives only is enough to protect a business from
disaster in this formidable age of turbulence and uncertainty. The answer to that
question is my second principle.
The defense-in-depth is originally a military strategy concept that is being applied
broadly in other areas such as nuclear engineering and computing. For example, it is
applied in nuclear engineering and nuclear safety:
“d efense in depth denotes the practice of having multiple, redundant, and
independent layers of safety systems for the single, critical point of failure: the
reactor core. This helps to reduce the risk that a single failure of a critical system
could cause a core meltdown or a catastrophic failure of reactor containment.”
Online: http://www.answers.com/topic/defense-in-depth [2009, August 15]
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The key word in the above definition is independent, because being multiple
and redundant cannot prevent an accident if there is a common mode failure. This is
explained below:
“A common-mode failure (CMF) is the result of an event(s) which because of
dependencies, causes a coincidence of failure states of components in two or more
separate channels of a redundancy system, leading to the defined system failing
to perform its intended function.” Online: HYPERLINK "http://www.rams.de/
beratung/cmf.html [2009" http://www.rams.de/beratung/cmf.html [2009, August
15]
For example, the safety of an aircraft cannot be guaranteed even if it had four
engines, which is normally more than enough. However, if there is a common mode
failure, such as the failure of all engines due to a common cause like an unusually cold
temperature or tornado, then the safety of the aircraft is lost.
Such an example may sound too far-fetched or too remotely related to the
management of businesses. However, that is no longer the case. Many natural and
social catastrophes such as the spread of epidemics, energy crisis, earthquakes,
extreme weather conditions, and global financial crisis have already become household
terminologies.
The defense-in-depth strategy would be almost impossible to fully realize in
the literal sense of the word because it will certainly be too complex and costly to
implement. However, companies can do the exercise mentally. Getting prepared for
hypothetical cataclysmic situations will help sharpen the risk management capability of
the businesses.
This principle is so to speak an antidote to the warning of Drucker, “The company
must constantly be on a strategic tightrope toward the future, finding this balance
even as the safety net below is shrinking” (Edersheim 2007, p.210). Defense-in-depth
will free company executives from fear and help them to take calculated risks with
confidence.
 ook back on the present, placing yourself in the distant future to observe and
3 L
judge what you are doing today.
Drucker concluded his Managing in the Next Society by saying:
“All this suggests that the greatest changes are almost still ahead of us. We can also
be sure that the society of 2030 will be very different from that of today, and it will
bear little resemblance to that predicted by futurists…The central feature of the Next
Society…will be new institutions and new theories, ideologies, and problems” (Drucker
2002, p.299).
He also wrote:
“Management has no choice but to anticipate the future, to attempt to mold it, and
to balance short-range and long-range goals. It is not given to mortals to do well
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in any of these things. But lacking divine guidance, management must make sure
that these difficult responsibilities are not overlooked or neglected but taken care
of as well as is humanly possible” (Drucker 1972, p.121).
How can we then anticipate the future and attempt to mold it as humanly well as
possible?
The best advice I can give is “Look back on the present, placing yourself in the
distant future to observe and judge what you are doing today”. This is because we all
know that the future is unpredictable except “for the future that has already happened”,
to use Drucker’s phrase. However, looking back to the past is quite easy. Then, why
don’t we free ourselves from the agony of looking into the future? Instead we can timetravel to the distant future (how distant the future will be will depend on the time span
of our strategic planning) and, from there, look back on the present to see whether we
are doing a good job or not. For that matter, it is not that important to forecast where
we will be exactly. What counts is the mere fact that we are already standing in the
future looking back on the present. We will be feeling very relaxed and that will enable
us to give good advice to ourselves.
This principle is not a mere rhetoric or fantasy. It has been an effective way, at least
for me, to sharpen my strategic mind and nurture my bias for action. This principle,
or rather a kind of retrospective visual thinking, could perhaps be used by other
practitioners of strategy formulation.

6. Concluding Remarks
Having presented my three essential principles, I come back to the fundamental
question, “How should we employ such principles in the process of developing
strategy?” What Cohen wrote about Drucker’s practice helps us answer the question.
Cohen said, as was quoted earlier, that many observers noticed Drucker’s ability to
cut through an unbelievably complicated strategic situation to get right to the heart of
the matter and drive listening executives, through questions, to what the organization
should do to reach its objectives. Cohen also said that Drucker had never articulated
strategic principles in the classroom, and he might not have been aware of exactly what
he was doing himself.
I suppose Drucker had internalized all his principles and approached the issues
just like a professional tennis player hit the ball with natural fluency. Besides, Drucker
must have made it his second nature to ask himself, just like he used to ask his clients,
the very basic questions:
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1991, p.322). To quote just a few:
“U ntil a decision has degenerated into work and reaches the stage of actual
execution, for all intents and purposes there is no decision…”
“L iberation and mobilization of human energies — rather than symmetry or
harmony — are the purpose of organization…”
“Tomorrow is an opportunity” (Edersheim 2007, pp.224, 179, 83).
Finally, I wish to reiterate the quotation from Ira Jackson: “A Class with Drucker
comes at a time when a reflection on Peter’s legacy is an important anchor as we move
forward” (Cohen 2009, p. xi).
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日本におけるP. F.ドラッカー研究60年の軌跡
The Track of Academic Research into “Peter Ferdinand
Drucker” in Japan

白珍尚

Baik Jin Sang
（亜細亜大学）

Summary
Up to today when we greeted Peter Ferdinand Drucker centenary of
the birth, there were numerous researchers on Peter Ferdinand Drucker
management thought. In this study I will focus on three points. Primarily
I organize studies of Peter Ferdinand Drucker and studies about Peter
Ferdinand Drucker, secondary I consider the spread of Peter Ferdinand
Drucker in Japan.

はじめに
いつの時点であるいはどのような経緯で，日本の産業界及び経営学界に P.
F. ドラッカーが紹介されるようになったかを正確に把握することは困難である
が，1959 年に発表された P. F. ドラッカーに対する日本初の研究書
『ドラッカー
経営学説の研究』
の冒頭に
「わが国の経営学界において，ドラッカーの名を知ら
ない人はないだろう．そればかりではない．実業界に身をおくインテリゲンチ
アについてもまた，これとほぼ同様のことがいわれうるであろう」 と述べら
（1）

れていることから，少なくとも 1959 年以前から既にそのマネジメント思想・
経営学が十分に普及しており，また経営学研究者による研究が始まっていたこ
とが確認できる．
そして，約60年が経た今日――P. F.ドラッカー生誕100周年を迎えた今日――
に至るまで，多数の研究者による研究が進められ，さらに他の経営学者では類
を見ないほどの翻訳書が発行され，また版を重ね，
「風化していくどころか，
若い 20 代の人々が読み始め」 ，
「ドラッカー・ルネサンス 」 とも表現される
（2）

（3）

に至っている．
本研究では，第 1 に P. F. ドラッカーの著作・論文と，日本において翻訳され
てきた P. F. ドラッカー研究書・論文を整理し，その全体図を描くことで，今後
の
「P. F. ドラッカー学」 研究における一片の地図 として活用されることを目
（4）

（5）

指す．そして第 2 に
「翻訳主義」
と日本における P. F. ドラッカー研究を支えてき
た翻訳書の普及を考察していくこととする．
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み合せ」によって翻訳する
「徹底した翻訳主義」
によって可能になった
「広汎な西
洋の文献との接触」
は，
「決定的に重要な多くの概念との出会いを意味」
し，
「文

P. F. ドラッカーが初めて来日した 1959 年から 50 年が経た今日，文献資料を
作成すると，まず P. F. ドラッカー自身の研究の量に，そして日本において発
表されている研究と翻訳，そして関連するビジネス書の量に驚かされる．
Edersheim など，
最近では J. A. Krames
（9）

（7）

化の創造性の問題」に関わって，「明治社会の進歩史観」とその「文明進歩の歴
史」は「あらゆる訳書のなかで特別の位置を占めたはず」
である

．

（17）

すなわち，
「翻訳主義」によって可能になった P. F. ドラッカーのマネジメン

まず，T. H. Bonaparte と J. E. Flaherty ，J. J. Tarrant ，J. Beatty ，E. H.
（6）
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（8）

も P.F. ドラッカーの著作図書，論文，

（10）

記事，資料を整理してきたが，それぞれの時代の経過によって生じる限界を克
服することは不可能であった．
そして日本においては，翻訳を通じてP. F.ドラッ
カーの思想と研究の普及に大いに貢献してきたダイヤモンド社も数回にわたっ
てその体系的な整理を試みてきたが，私企業としての限界を克服することはで
きなかったのである．

ト思想との接触は，P. F. ドラッカーの「決定的に重要な多くの概念との出会い
を意味」し，
「ドラッカー・ルネサンス」ともいえる現象へと結びついたと考え
られるのである．

研究者による翻訳
日本における P. F. ドラッカー・マネジメント思想の普及は，まず 1953 年
『経

従 っ て 本 研 究 で は，
（1）P.F. ド ラ ッ カ ー の 著 書 に 加 え，Harvard Business
（2）P. F. ドラッ
Review で発表された論文と，日本で翻訳されている著書・論文，
カーのマネジメント思想に関わる著書と訳書，
（3）日本における P. F. ドラッ
カーについての研究著書・論文の情報を整理した．詳細は本論末の資料を参照
していただきたい
（213 ～ 246 頁）
．

済展望』にて
「アメリカ企業の変貌」
，
「技術よりも人・生産力の秘密」
，
「変質
するアメリカの資本主義」が翻訳・紹介されたことに続き，1956 年に現代経営
研究会が『現代の経営――トップ・マネージメントの技術と実例について』
及び
『現代の経営

続編――人と組織を中心としたマネージメント』
を自由国民社が

発行されたことで本格的な翻訳書が登場するようになってからのことであると
推測できる．そしてダイヤモンド社が編訳した『オートメーションによって経

「翻訳主義」
と日本における P. F. ドラッカーの普及

営はどう変わるか』
，日本経営協会が編訳した
「ドラッカー名著選集」
『経営とは
なにか』，『ドラッカー経営哲学』
，
『経営の適格者』
，
『経営革新への意思決定』
，

これまでも P. F. ドラッカーのマネジメント思想についての研究が活発にな

日本事務能率協会が編訳した
『ドラッカー経営哲学』などが発行された．1972

されてきたとはいえ，P. F. ドラッカーのマネジメント思想がどのようなプロ

年には，当時の上智大学の高宮晋氏，立正大学の村上恒夫氏，東京工業大学の

セスでここまで広く普及するようになったか，あるいはどのようなプロセスで

林雄二郎氏，立教大学の野田一夫氏といった経営学研究者を中心とした現代経

「ドラッカー・ルネサンス」 とも表現されるに至ったかについての研究は，皆

営研究会が翻訳した
『ドラッカー全集
（The Complete Works of Peter Drucker）』
（全

無の状況であると言っても過言ではない．従ってここでは，「翻訳主義」という

5 巻，ダイヤモンド社）が，1974 年には当時の立教大学の野田一夫氏，立正大

加藤周一（1991）の言葉をキーワードに，日本における P. F. ドラッカー経営思

学の村上恒夫氏，大東文化大学の風間禎三郎氏，日本経済団体連合会の久野桂

想の普及の背景を考察する．

氏，佐々木実智男氏，上田惇生氏の翻訳で
『マネジメント――課題・責任・実践』

（11）

P. F. ドラッカーが日本に対して特別な関心を示してきたことは広く知られ

が発行されたのである．

ている．中でも P. F. ドラッカーは
「明治はあらゆる歴史の中で最も興味深く，

このように 1970 年代半ばまでに発行される多くの翻訳には，当時立教大学

ユニークな時代」 と説き，明治時代日本が成し遂げた変革に格別な関心を示

講師であった野田一夫氏が監修を行うなどして深く関わっていた．そして，

してきた．その「明治の社会と文化は，その奇蹟的訳業の基礎の上に成立した」

1959 年に藻利重隆氏によって日本初の P. F. ドラッカーのマネジメント思想に

という加藤周一（1991）は，明治における翻訳主義について
「日本国民の圧倒

関する研究書
『ドラッカー経営学説の研究』
に続き，
1967年に小林宏氏の
『ドラッ

的多数が原文を自由に読むことは不可能である」上，
「情報の不足は
（西洋から

カーの世界――ドラッカー経営学の考え方』
，1969 年に寺沢正雄氏の
『ドラッ

の） 植民地帝国主義の
『脅威』を増幅した」ために
「西洋の文献に学ぶことは，

カー・システムの研究』
，1971 年に三戸公氏の
『ドラッカー――自由・社会・管

急務」とされ，「西洋の広汎な文献の翻訳を必要不可欠のもの」としていたと説

理』
，1972 年に岡本康雄氏の『ドラッカー経営学――その構造と批判』が発表さ

明

れたほか，一橋大学，立命館大学，武蔵大学，立教大学，亜細亜大学などから

（12）

（13）

（14）

，日本の社会と文化の
「知的感覚的洗練
（Sophistication）
」の発展方向を転

（15）

換するためには西洋の文献を理解する必要があったという

．このように「概

（16）

念を音写して日本文のなかに採り入れようとはせず，ほとんどすべて漢字の組

数多くの研究論文が発表されている．1970 年代前半までの P. F. ドラッカー・
マネジメント思想の普及と研究は経営学研究者が中心となっていたことがわかる．
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化するとともにビジネスマンの
「自己啓発書」
と化していく契機となったのである．

1970 年代後半からは，1974 年の
『マネジメント――課題・責任・実践』
の翻訳

1974 年に発表された Management: Tasks, Responsibilities, Practices の翻訳者の
一人であった上田惇生氏は，1975 年に新たに『抄訳マネジメント――課題・責

を担当した風間禎三郎氏，久野桂氏，佐々木実智男氏，上田惇生氏による共同

任・実践』として編訳，複数の翻訳者とともに 1978 年『見えざる革命――来る

翻訳が多くみられる．ダイヤモンド社の
『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス』

べき高齢化社会の衝撃』と
『状況への挑戦――実践マネジメント・ケース 50』
，

に掲載されている P. F. ドラッカーの論文でも，現在のように
「DAIAMOND ハー

1980年『乱気流時代の経営』
，
1982年
『変貌する経営者の世界』
，
1985年
『イノベー

バード・ビジネス・レビュー編集部訳」 という表記ではなく，上記四氏を中心

ションと企業家精神――実践と原理』を翻訳した．複数の翻訳者と共同翻訳を

とした翻訳担当者各個人の氏名が記載されている点などから P. F. ドラッカーの

行う中でも，1986 年の
『マネジメント・フロンティア』
からは上田惇生氏が筆頭

専門翻訳者が登場した．これは，P. F. ドラッカー・マネジメント思想の普及の

翻訳者として表記され始め，1989 年の
『新しい現実』
，1990 年の
『非営利組織

中心は経営学研究者による翻訳から複数の専門翻訳者による翻訳へと変わり，

の経営――原理と実践』，1992 年の『未来企業――生き残る組織の条件』，1993

1990 年代前半まで続くが，このような変化は経営学の研究対象として扱われて

年の『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』
，1994 年

いた P. F. ドラッカーのマネジメント思想が大衆化していくことをも意味する．

の
『すでに起こった未来――変化を読む眼』と続き，1995 年の『未来への決断

（18）

経営学研究者が中心となっていた 1970 年代前半までの翻訳書では，P. F. ド

――大転換期のサバイバル・マニュアル』
を最後に共同翻訳の時代が終わる．

ラッカーが原書の末に挙げていた参考文献はもちろんのこと，それらの翻訳書

1995 年に上田惇生氏の単独の翻訳で『経営者の条件』と『創造する経営者』か

までも記載されていたが，1970 年代後半から登場した経営学研究者以外の専

ら始まり，1996 年の『現代の経営（上），（下）』，『見えざる革命――年金が経済

門翻訳者による翻訳書ではそれらのほとんどが省略されるようになった．また

を支配する』と
『乱気流時代の経営』
，1997 年の
『イノベーションと起業家精神

1970 年代前半までの翻訳書では，経営学研究者による解説，経営学研究上の

――その原理と方法
（上）
，
（下）
』
，1998 年の
『産業人の未来――改革の原理と

意義等が掲載されてきたが，1970 年代後半からは「訳者あとがき」に限定され

しての保守主義』，2004 年の『新しい現実――政治，経済，ビジネス，社会，

るようになったことが特徴的である．

世界観はどう変わるか』からなる
「ドラッカー選書

その背景を推測すると，P. F. ドラッカーが日本に紹介されるようになった

新訳」が完成されるのであ

る．約10年間にわたって完成された
「ドラッカー選書

新訳」
シリーズという
「奇

当初は，経済学及び経営学の研究者が，従来の経営管理論，組織管理論，生産

蹟的訳業」の合間にも『P. F. ドラッカー経営論集――すでに始まった 21 世紀』

管理論，労務管理論とは一定の距離を有する
「オートメーション」の概念，そし

など複数の翻訳が発行されるが，もはや上田惇生氏の共同翻訳作業は登場しない．

て P. F. ドラッカーが注目した
「オートメーション」の主体となる大企業がもた

むしろ，2000 年に上田惇生氏の編集と翻訳で
「半日本発の著作」ともいうべ

らす
「新しい社会」
，さらには P. F. ドラッカーが主張する――従来の経営学と

き『プロフェッショナルの条件――いかに成果をあげ，成長するか』
，
『イノベー

は異なる――マネジメント思想に対する研究が中心となっていた．また，戦後

ターの条件――社会の絆をいかに創造するか』
，
『チェンジ・リーダーの条件

復興から経済の成長を夢見る，そして実際に日本の経済と産業界をリードする

――自ら変化をつくりだせ！』が，また 2003 年には
『ドラッカー名言集

ようになる若き経営者達は P. F. ドラッカーを囲み，The Practice of Management

の哲学――最高の成果をあげる』
，
『ドラッカー名言集

を手にマネジメントの実践と日本企業が目指すべき未来予想図を描いていた．

をなすべきか』
，
『ドラッカー名言集

つまり，経営学研究の対象としての翻訳あるいは大企業のトップ・マネジメ
ントを中心とした限定された読者のための訳書では，翻訳の正確さが求められ
ていたが，
「日本国民の圧倒的多数」
の大衆の読者のための訳書では，概念の正
確さより読みやすさが求められていたのであろう．

翻訳から
「半日本発の著作」 へ
（19）

1995 年，翻訳書による P. F. ドラッカー・マネジメント思想の普及に大きな

『ドラッカー名言集

仕事

経営の哲学――いま何

歴史の哲学――そこから未来を見る』
，

変革の哲学――変化を日常とする』が，2004 年には『テク

ノロジストの条件――ものづくりが文明をつくる』
が発行される．
なお，2006 年の『経営者の条件』と『現代の経営』，2007 年の『イノベーショ
ンと企業家精神』
，
『創造する経営者』
，
『非営利組織の経営』
，
『ポスト資本主義
社会』
，
『
「経済人」の終わり』，『断絶の時代』，そして 2008 年の『傍観者の時代』
、 、 、 、 、 、

『マネジメント――課題，責任，実践
（上）
，
（中）
，
（下）
』
からなる上田惇生氏の
「ドラッカー名著集」
シリーズが完成された．
すなわち，P. F. ドラッカーによる P. F. ドラッカーのマネジメント思想が，

変化が現れる．上田惇生氏による単独翻訳で全 10 巻に上る
「ドラッカー選書

上田惇生氏の解釈と編集と言語で翻訳され，
「半日本発著作」
として，普及され

新訳」シリーズが登場，それは P. F. ドラッカー・マネジメント思想が一層大衆

るようになったのである．
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（20）
「破壊と脱構築」
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新しい研究課題

上田惇生
（2006）は，
「本書にいうポストモダンとは，この近代合理主義とし

小林宏（1967）は，
「工業化
（インダストリアリゼーション）
と大企業を二つの

てのモダンを内包し，かつ超えるものとしてのポストモダンである．それは明

柱とする現代文明を，その必然悪
（戦争と全体主義）
から守るための思想的，実

治後半から昭和初期にかけての芸術，文化，風俗としてのモダンに続くもので

践的予防戦争を試みている」 ドラッカーの経営学には，「（1）強い反ナチズム

も，いまアカデミズムで耳にする
『ジェンダー』
『マイノリティー』
『カルチュラ

の感 情）
，
（2）
非デカルト的世界観の二つが思想的，感情的大前提になっている」

ル・スタディーズ』
『脱構築』
を直接意識したものでもない」と述べている

と述べ，
「ノー・モア・パニック」 の「アメリカ経営学とおもむきを大いに異

．

（21）

ここで上田惇生氏による翻訳の特徴を挙げてみよう．まず，P. F. ドラッカー

（26）

フィーリング

（27）

（28）

にするユニークさ」 があるとしている．従って，「ドラッカーを読むものは，
（29）

のマネジメント思想を学ぶ者であれば，一度は手に取る『現代の経営』でみられ

その理論だけでなく，その強いナチズムへの反感と予感から生まれる賭けの

るものがある．P. F. ドラッカーの原文“The Purpose of Business”という表現

パッションを，その文脈
（コンテキスト）
のなかで正しく読みとることが必要」 が

が 1996 年の「ドラッカー選書

（30）

新訳」シリーズ
『現代の経営』48 頁では
「事業の

あるが，
「われわれはドラッカーの反ナチズム的産業社会論のもつ今日的意味

目的」と翻訳され，2006 年の
「ドラッカー名著集」シリーズ『現代の経営』46 頁

を見のがしがち」
で，
「ドラッカーの本を読んだといっても，肝心のドラッカー

では「企業の目的」
と翻訳されている．また，原文では“ Integrity”という表現が

の思想のエッセンスについては，かならずしも十分に理解しているとはいえな

「真摯さ（1996 年 297 ～ 298 頁，2006 年 262 頁）
」 と訳されている．Innovation
（22）

い」と述べている．
これは，P. F. ドラッカーのマネジメント思想を正確に理解するより，「それ

and Entrepreneurship の翻訳タイトルも，1985 年では「イノベーションと企業家
精神」，1997 年では
「イノベーションと起業家精神」となっている．さらに直近

ぞれのドラッカー」という安易とも考えられる言葉が当然となっている日本に

の翻訳書である『経営者に贈る 5 つの質問』においても「活動対象としての顧客

おける P. F. ドラッカー・マネジメント思想の普及の問題点であろう．

（プライマリー・カスタマー，主たる顧客）
」 と訳されているが，原文では“The
（23）

さらに上田惇生
（2006）においては，
「本書にいうポストモダンとは，この近

Primary Customer”
という表現となっている．すなわち，「活動対象としての」

代合理主義としてのモダンを内包し，かつ超えるものとしてのポストモダン

という表現は上田惇生氏の解釈・編集の言語である．

である」との表現が，P. F. ドラッカーの
“Post-Modern World”という概念の説

加藤周一
（1991）は，明治の
「徹底した翻訳主義」とその
「奇蹟的訳業」につい

明であるか，あるいは P. F. ドラッカーの
“Post-Modern World”の概念を超え

て「訳語は，初めから統一されていたのではない」，
「訳語は必ずしも原語の意

た上田惇生氏自らが提唱する新たな概念の説明であるかが明示されていない．

を正確に伝えない」
，
「一文化が翻訳の上に築かれたということは，異文化の

よって，上田惇生（2006）における「ポストモダン」が P. F. ドラッカーの“Post-

概念の含意をずらして作ったもう一つの概念の上に築かれたこと」し，
「翻訳

Modern World”の概念と異なるものであるとすれば，両者に対するそれぞれ

の文化は，ここで，文化の創造性の問題に係るのである」という

の研究はもちろんのこと，両者の比較という新たな研究課題を解決していかな

．換言する

（24）

と，上田惇生氏の翻訳が単なる翻訳者としての言語の置き換えではなく，ハイ

ければならない．

デッガーが
「翻訳が歴史的に残す足跡や痕跡が哲学の始まり」 を呼び起こし

つまるところ，日本における P. F. ドラッカー・マネジメント思想の普及に

たように，上田惇生氏も自らの解釈と編集と翻訳から，P. F. ドラッカーが『変

貢献してきた上田惇生氏がもはや翻訳者ではなく，
「ポストモダン」
という新た

貌する産業社会』で述べる
“This Post-Modern World”とは異なる，「近代合理

な概念を提唱する P. F. ドラッカー研究者であった場合，今後われわれは上田

主義としてのモダンを内包し，かつ超えるものとしてのポストモダン」という

惇生氏が翻訳した P. F. ドラッカーを読むのではなく，上田惇生氏の研究を読

新たな概念を呼び起こしているのではないだろうか．それは P. F. ドラッカー

むことになる．そして，上田惇生氏の
「ドラッカー論」
研究という新たな課題を

の“This Post-Modern World”という概念を，
「破壊」的で否定的な意味でない

解決していかなければならないのである．

（25）

ものに
「脱構築」させたとも捉えることができる．それはまた 1998 年に翻訳さ
れた『産業人の未来――改革の原理としての保守主義』の副題
「改革の原理とし
ての保守主義」
に基づく新たな概念であるのではないだろうか．

おわりに
本稿の題名「日本における P. F. ドラッカー研究 60 年の軌跡」は，4 年前の
2005 年 11 月，ドラッカー学会立命館支部第 1 回ドラッカー研究会発足時に既
に決まっていた．日本における P. F. ドラッカー研究第一人者である立命館大
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学の三浦一郎教授の研究指導を受け，さらに
『ドラッカー入門――万人のため
の帝王学を求めて』の執筆中で「ドラッカー経営学の真髄」を熱弁する上田惇生
客員教授のティーチング・アシスタントを務めるという素晴らしい機会に恵ま
れたことが，そのきっかけであった．日本における P. F. ドラッカー研究の軌
跡を体系化することが，また世界でも最も活発とされる日本における研究の軌
跡を，その研究を始めたばかりの韓国の産業界，経営学界に紹介していくこと
が，一人の経営学研究者，ドラッカー研究者としての責務であり，貢献である
と考えたのである．
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月 29 日）にて，「ドラッカー学」として研究の必要性を提唱した．
（5） 一般には「条件シリーズ」と呼ばれる，『プロフェッショナルの条件』
，『イノベーターの
条件』，『チェンジ・リーダーの条件』，『テクノロジストの条件』を「ドラッカーの世界の
地図」と表現したところに影響を受けた表現である．上田惇生（2006）192 頁．
（6） Tony H. Bonaparte, John E. Flaherty（1970）.
John E. Flaherty（1999）.
（7） John J. Tarrant（1976）
〔風間禎三郎訳（1977）〕.
（8） Jack Beatty（1998）.
（9） Elizabeth Haas Edersheim（2007）
〔上田惇生訳（2007）〕.

当初「日本における P. F. ドラッカー研究 60 年の軌跡」は，P. F. ドラッカーの

（10）Jeffrey A. Krames（2008）
〔有賀裕子訳（2009）〕.

著書・論文・記事・インタビューなどその全てと日本語の翻訳，そして英文・和

（11）上田惇生（2008）3 頁．

文の関連研究著書・論文・記事全てを整理した上で，日本での研究を概観する

（12）NHK エンタープライズ（2005）
「プロローグ」．

ものとして想定されていた．4年間にわたってそれらの収集を実践しているが，

（13）加藤周一（1991）342 頁．

未だ追加修正が続く．本稿は，
「日本におけるP. F.ドラッカー研究60年の軌跡」

（14）筆者付注．

という題名を用いるにはあまりにも粗笨なもので，当初想定していた
「日本に

（15）加藤周一（1991）344 ～ 349 頁．

おける P. F. ドラッカー研究 60 年の軌跡」の導入に当たるものであろう．文末
資料についても，P. F. ドラッカーの著書と Harvard Business Review に掲載され
たものに限定されており，英文雑誌等は全て削除されている．また，日本で発

（16）このような知覚感覚的洗練（Sophistication）の「方向の転換を『近代化』と呼ぶことができ
る」としている．加藤周一
（1991）354 頁．
（17）加藤周一（1991）357 ～ 371 頁．

れている．にもかかわらず，このように誌面による一覧化を試みることは，P.

（18）ダイヤモンド社の『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス』は2000年8-9月号まで隔月発行，
以降『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』に誌名変更されるとともに毎月発行
されるようになった．

F. ドラッカー学研究者として，今後の継続研究についての一つの覚悟でもある．

（19）上田惇生（2006）193 頁．

P. F.ドラッカーがConcept of the Corporationで述べるように，P. F.ドラッカー
学または本稿の主題
「日本における P. F. ドラッカー研究 60 年の軌跡」は，
「中

（20）Herman Rapaport（1989）
〔港道隆・檜垣立哉・後藤博和・加藤恵介訳（2003）〕. 邦訳 4 ～ 11
頁，33 ～ 45 頁．
中村雄二郎（2001）245 ～ 259 頁，275 ～ 281 頁．

表されたものの中でも研究論文に限定されており，雑誌記事などは全て削除さ

国という問題と全く同様に」 あるいは産業社会における社会と政治の問題
（31）

と全く同様に，大きい問題

（32）

であり，それに筆者の能力は追いついていない．

（33）

（21）上田惇生（2006）xv 頁．

『企業とは何か』と訳されている Concept of the Corporation 以来，P. F. ドラッ
カーが GM，厳密には Alfred P. Sloan Jr. に寄せる特別な思いは多くの文章か

（22）野田一夫監修，現代経営研究会訳（1956）
『現代の経営 続編――人と組織を中心とした
マネージメント』自由国民社及び野田一夫監修，現代経営研究会訳（1987）
『現代の経営
（上），（下）』ダイヤモンド社では「高潔な品性」と訳された．

ら窺い知られる．特に，
Alfred P. Sloan Jr. の Adventures of a White-Collar Man

（23）Peter F. Drucker（2008）
〔上田惇生訳（2009）〕. 邦訳 26 頁．

と
『傍観者の時代』
と訳されているAdventures of a Bystanderという二冊の書名は，

（24）加藤周一（1991）366 ～ 371 頁．

二人の著者の関係と思いを象徴する．本稿が
『日本における P. F. ドラッカー研

（25）Herman Rapaport（1989）
〔港道隆・檜垣立哉・後藤博和・加藤恵介訳（2003）〕
. 邦訳 37 頁．

究の軌跡』の「序説」として位置付けられる時，英文タイトルを Adventures of a
Follower へと改題できるよう，継続的な研究と資料収集活動を課題としていき

（26）小林宏（1967），1 頁．

（34）

たい．

（27）小林宏（1967），226 頁．
（28）小林宏（1967），18 ～ 19 頁．
（29）小林宏（1967），19 頁，22 ～ 23 頁．

【注】

（30）小林宏（1967），26 ～ 27 頁．

（1） 藻利重隆（1959）1 頁．

（31）ここでは，下川浩一訳（1966）
『現代大企業論（上），
（下）』
未来社を引用した．

（2） 上田惇生（2008）3 頁．

（32）上田惇生訳（2005）及び（2008）では，「産業社会なるもの」と訳されているが，原文は
“the
social and political problems of industrial society”
である．

（3） 上田惇生（2008）3 頁．
（4） 立命館大学経営学部の三浦一郎教授は，ドラッカー学会研究部会第 1 回研究会（2009 年 8

（33）上田惇生訳（2005）及び（2008）では，「大きい問題」と訳されているが，原文は“fully as
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big as China and even less known”である．さらに下川浩一訳（1966）では「大きくかついっ
そう知られていない」と訳されている．
（34）Alfred P. Sloan Jr.（1941）.
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（第 20 巻第 6 号）
．

* 寺沢正雄（1970）｢ドラッカー経営学の本質とその展開｣ 名城大学商学会（1970）
『名城商学』
（第 19
巻第 4 号）．

* 三戸公
（1968）
｢ドラッカーの資本主義終焉論｣ 同志社大学商学会
（1968）
『同志社商学』
（第20巻第1・
2 号）．

* 馬場克三（1970）｢ドラッカー経営学の一考察｣ 西南学院大学学術研究所（1970）
『西南学院大学商学
論集』
（第 17 巻第 1 号）
．

* 小沢勝之（1968）｢ドラッカーの企業制度観―企業構造に関連して」新潟大学経済学会（1968）
『新
潟大学経済論集』
（第 2 号）．
* 田代義範
（1968）
｢産業社会と企業―ドラッカーの場合」
東京経済大学（1968）
『東京経大学会誌』
（第
60 号）
．
* M.D.K（1968）｢現代社会におけるビジネス・リーダーシップ―ドラッカー学説を中心にして」名
古屋商科大学経営研究会
（1968）
『経営研究』
（第 8 号）．
寺沢正雄
（1969）
『ドラッカー・システムの研究』
日本経営出版会．
『組織科学』
（第 3
* 三戸公
（1969）｢官僚制と個人の尊厳―ウェーバーとドラッカー」組織学会（1969）
巻第 1 号）白桃書房．
* 桜井保之助
（1969）｢
『断絶の時代』
とは何か―ドラッカーにおける現代と未来の日本」
『レファレ
ンス』
（1969. 第 19 巻第 6 号）国立国会図書館調査及び立法考査局．
『断絶の時代―来たるべき知識社会の構想』｣ 日本経
* 高宮晋
（1969）｢P. F. ドラッカー著林雄二郎訳
済研究センター
（1969）
『日本経済研究センター会報』
（第 106 号）．
* 飯尾要
（1969）｢ドラッカー『断絶の時代」
批判｣『経済評論』
（1969 . 第 18 巻第 9 号）日本評論社．
* 三戸公
（1969）｢ドラッカー理論の思想的基盤｣『別冊中央公論 経営問題』
（1969 . 第 8 巻第 3 号）中央
公論新社．
* 丸山等
（1969）｢階級 , 社会体制ぬきの技術史観―P. F. ドラッカー『断絶の時代』を読んで」日本共
産党，日本共産党中央委員会
（1969）
『前衛』
（第 300 号）
．
* 三戸公
（1969）｢ドラッカーの虚像と実像―告発的性格を見落した讃美論」
『エコノミスト』
（1969 .
第 48 巻第 1 号）毎日新聞社．
野田一夫監修，日本事務能率協会編
（1970）
『ドラッカー経営哲学』日本経営出版．
日本事務能率協会編，北野利信解説
（1970）
『知識社会への対話』
日本経営出版会．
日本事務能率協会編，小林薫解説
（1970）
『経営の適格者』
日本経営出版会．
* 岩尾裕純
（1970）
「
〈特集〉
ドラッカー理論の総合批判
日本評論社．

ドラッカーの経営思想」
『経済評論』
（1970.10）

ドラッカーと人物群像」
『経済評論』
（1970.10）

ドラッカー『断絶の時代』｣『別冊中央公論 経営問題』
（1970 .
ドラッカー『断絶の時代』｣『別冊中央公論 経営問題』

三戸公（1971）
『ドラッカー－自由・社会・管理』未来社．
* 稲葉元吉訳（1971）
「革新的組織」
『経営管理の新展開―激動する環境の中で』ダイヤモンド社．
* 三戸公（1971）
｢自由論--ドラッカー研究のうち｣ 立教大学経済学研究会（1971）
『立教経済学研究』
（第
24 巻第 4 号）．
* 中村瑞穂（1971）｢P. F. ドラッカーの経営者論（上）｣ 武蔵大学経済学会（1971）
『武蔵大学論集』
（第 18
巻第 4 号）．
* 中村瑞穂（1971）｢P. F. ドラッカーの経営者論（下）｣ 武蔵大学経済学会（1971）
『武蔵大学論集』
（第 19
巻第 1 号）．
* 岩尾裕純（1971）
｢P. F. ドラッカーの経営思想についての批判的覚書｣中央大学商学研究会（1971）
『商
学論纂』
（第 12 巻第 5・6 号）．
* 寺中良二（1971）｢ドラッカー理論の再認識―三戸公著『ドラッカー―自由・社会・管理』を読ん
『駒沢大学経済学論集』
（第 3 巻第 2 号）．
で」駒沢大学経済学会（1971）
* 稲葉元吉訳（1972）｢革新的組織（経営管理）｣『高宮晋教授記念論文集
環境の中で』
（1972）
ダイヤモンド社．

経営管理の新展開 激動する

岡本康雄（1972）
『ドラッカー経営学―その構造と批判』東洋経済新報社．
藻利重隆（1972）
『ドラッカー経営学説の研究（第三増補版）』
森山書店．
高宮晋編，岩根忠訳（1972）
『ドラッカー全集（The Complete Works of Peter F. Drucker） 第 1 巻
業社会編―経済人から産業人へ』ダイヤモンド社．
村上恒夫編・訳
（1972）
『ドラッカー全集（The Complete Works of Peter F. Drucker） 第 2 巻
編―新しい世界観の展開』ダイヤモンド社．

産

産業文明

林雄二郎編，林雄二郎・清水敏允訳（1972）
『ドラッカー全集（The Complete Works of Peter F.
Drucker） 第 3 巻 産業思想編―知識社会の構想』ダイヤモンド社．
野田一夫編，野田一夫・村上恒夫・現代経営研究会訳（1972）
『ドラッカー全集（The Complete Works
of Peter F. Drucker） 第 4 巻 経営思想編―技術革新時代の経営』ダイヤモンド社．

* 泉卓二
（1970）
「〈特集〉
ドラッカー理論の総合批判
日本評論社．

ドラッカーの労務管理論」
『経済評論』
（1970.10）

小林宏治編，野田一夫・川村欣也・村上恒夫・小林薫他訳（1972）
『ドラッカー全集（The Complete
Works of Peter F. Drucker） 第 5 巻 経営哲学編―経営者の課題』ダイヤモンド社．

* 村田稔
（1970）
「〈特集〉
ドラッカー理論の総合批判
日本評論社．

ドラッカーの産業社会論」
『経済評論』
（1970.10）

* 大橋靖雄（1972）｢日本的経営の特質―P. F. ドラッカーの所論について」愛知学院大学（1972）
『愛
知学院大学論叢 商学研究』
（第 18 巻第 3・4 号）
．

* 堀田一善
（1970）
「
〈特集〉
ドラッカー理論の総合批判
日本評論社．
* 権泰吉
（1970）
「
〈特集〉
ドラッカー理論の総合批判
日本評論社．

ドラッカーの市場論」
『経済評論』
（1970 . 10）

ドラッカーの管理組織論」
『経済評論』
（1970.10）

* 中村瑞穂
（1970）
「
〈特集〉ドラッカー理論の総合批判
日本評論社．

ドラッカーの経営者論」
『経済評論』
（1970.10）

* 松本正徳（1973）｢岡本康雄著『ドラッカー経営学
『商学論纂』
（第 15 巻第 2 号）．

その構造と批判』｣ 中央大学商学研究会（1973）

* 村田稔（1973）｢現代の経済像 人と学説〈6〉 ドラッカー
ミナー』
（1973 . 第 220 号）日本評論社．

自由で機能する社会の信奉者｣『経済セ

* 小沢勝之（1973）｢一つの日本的経営論―P. F. ドラッカー所論を中心として」高千穂商科大学商学
会（1973）
『高千穂論叢』
（昭和 48 年度第 1 号）．
P. F. ドラッカー，西川和子訳（1974）
『コンシューマリズムへの対応』日本能率協会．
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* 小林俊治
（1974）｢三戸公著
『ドラッカー―自由・社会・管理』｣ 早稲田商学同攷会（1974）
『早稲田商
学』
（第 242 号）
．

* 苗不二男（1980）｢ドラッカーの経営思想における若干の考察 - 特に企業観を中心として｣ 福岡大学
大学院論集刊行会（1980）
『福岡大学大学院論集』
（第 12 巻第 1 号）．

* 麻生幸
（1974）｢ドラッカー学説研究の展開過程｣ 組織学会
（1974）
『組織科学』
（第 8 巻第 4 号）
白桃書房．

* 吉田準三（1980）｢乱気流時代の経営―ドラッカーの所説を中心として」流通経済大学学術研究会
（1980）
『流通経済大学論集』
（第 15 巻第 2 号）
．

藻利重隆
（1975）
『ドラッカー経営学説の研究（第四増補版）
』森山書店．
* 寺沢正雄
（1975）
｢ドラッカーの
『マネジメント』
｣ 名城大学商学会（1975）
『名城商学』
（第24巻第4号）．
* 寺沢正雄
（1975）
｢ドラッカー経営学の基盤と本質｣ 名城大学商学会
（1975）
『名城商学』
（第25巻第1号）
．

* 高橋公夫（1981）｢ドラッカーの革新論―現代産業社会の世界観」青山学院大学大学院（1981）
『青
山社会科学紀要』
（第 9 巻第 2 号）
．

* 寺沢正雄
（1976）｢ドラッカー・システム論｣ 名城大学商学会
（1976）
『名城商学』
（第 25 巻第 4 号）．

* 馬頭忠治（1981）｢
『危機』と『統合』の管理論―P. F. ドラッカー経営管理論の批判的検討を通じて」
立命館大学経営学会（1981）
『立命館経営学』
（第 19 巻第 6 号）．

* 田代義範
（1976）｢ドラッカーの管理論｣ 西南学院大学学術研究所
（1976）
『西南学院大学商学論集』
（第 23 巻第 2 号）
．

* 立山杣彦（1981）｢ドラッカーの理論と『経営者支配』
〈1〉
｣長崎大学経済学会・長崎大学経済学部研究
会（1981）
『経営と経済』
（第 60 巻第 4 号）
．

* 寺沢正雄
（1976）｢ドラッカー経営学の批判｣ 名城大学商学会
（1976）
『名城商学』
（第 26 巻第 1 号）
．

* 田代義範（1981）｢ドラッカーの自由論｣ 西南学院大学学術研究所（1981）
『西南学院大学商学論集』
（第 28 巻第 3 号）
．

* 斎藤高志
（1976）｢責任労働者の育成と職場社会の自治―ドラッカーの労務管理論」専修大学学会
（1976）
『専修経営学論集』
（第 21 号）．
* 斎藤高志
（1976）｢ドラッカーの自由企業論｣ 専修大学学会
（1976）
『専修経営学論集』
（第 21 号）．
* 池内守厚
（1976）｢経営者職能の一考察 -―ドラッカー理論を中心として」駒沢大学大学院商学研究
科（1976）
『駒沢大学大学院商学研究』
（第 7 号）．
* 岡本武昭
（1976）｢ドラッカーの組織論｣ 青森大学経営学会編
（1976）
『青森大学紀要』
（第 7 巻）青森
大学．
* 中村敬之
（1977）｢ドラッカー教授と
『見えざる革命』
｣『レファレンス』
（1977 . 第 27 巻第 1 号）国立
国会図書館調査及び立法考査局．
* 兼清弘之
（1977）｢P. F. ドラッカー『見えざる革命』
｣ 亜細亜大学経済学会（1977）
『亜細亜大学経済
学紀要』
（第 2 巻第 2 号）
．
* 寺沢正雄
（1977）｢ドラッカーと無限の革新―毛沢東と無限の革命」名城大学商学会（1977）
『名城
商学』
（第 26 巻第 3・4 号）
．
* 斎藤貞之
（1977）｢目標管理の現代的意義（上）―P. F. ドラッカーの所説を中心として」北九州大学
商経学会
（1977）
『商経論集』
（第 12 巻第 4 号）
．
* 須藤茂之
（1977）｢ドラッカーの動機づけ理論｣ 青山学院大学大学院
（1977）
『青山社会科学紀要』
（第
5 巻第 2 号）．
* 中小企業庁
（1977）
「第 4 回 中小企業国際シンポジウム 変わりゆく世界における中小企業の将来
を討議する 変わりゆく世界における中小企業の将来（講演要旨）」
『月刊中小企業』
（第 29 巻第 12
号）
ダイヤモンド社．
ダイヤモンド社編
（1978）
『P. F. ドラッカー名言集
〈1〉企業の革新』ダイヤモンド社．
ダイヤモンド社編
（1978）
『P. F. ドラッカー名言集
〈2〉マネジメントの可能性』ダイヤモンド社．
* 田中守
（1978）｢P. F. ドラッカー著 佐々木実智男・上田惇生訳
『見えざる革命』｣ 国際基督教大学社
会科学研究所
（1978）
『社会科学ジャーナル』
（第 16 号）
．
* 三戸公
（1978）｢ドラッカー経営学の特質―『マネジメント』
を中心として」名城大学商学会（1978）
『名城商学』
（第 27 巻第 4 号）
．
* 山本進
（1978）
｢転換期日本の力量―ドラッカー論文に寄せて」
アジア調査会（1978）
『アジアクォー
タリー』
（第 10 巻第 3 号）
．
三戸公・上田 ・斎藤貞之・麻生幸・晴山俊雄（1979）
『ドラッカー 新しい時代の預言者』有斐閣．
『人
* 岩国守男
（1979）
｢経営者の社会的責任―ドラッカーの所論を中心として」鈴木茂ほか編（1979）
間と社会の諸問題 新制三十周年記念論文集』松山商科大学．
* 寺沢正雄
（1980）｢ドラッカー経営学の基調の展開｣ 名城大学商学会（1980）
『名城商学』
（第 29 巻第 4
号）
．
* 田代義範
（1980）｢ドラッカーのナチズム論｣ 西南学院大学学術研究所（1980）
『西南学院大学商学論
集』
（第 27 巻第 1 号）
．
* 三戸公
（1980）
｢利潤について―主としてマルクスとドラッカー」
立教大学経済学研究会（1980）
『立
教経済学研究』
（第 34 巻第 1 号）
．

* 斎藤貞之（1982）｢ドラッカー組織論の展開―『新しい社会』から『断絶の時代』へ」
北九州大学商経
学会（1982）
『商経論集』
（第 17 巻第 2・3 号）．
* 奥田順一（1982）｢ドラッカーの目標管理―目標体系を中心にして」木内佳市先生還暦記念事業会
編（1982）
『会計および会計管理の研究』同文館．
* 竹内宏・P. F. ドラッカー（1982）｢日本は 21 世紀に生き残れるか｣『新潮 45+』
（第 1 巻第 4 号）．
* 苗不二男（1982）｢
『大量生産の原理』に関する一考察―ドラッカーとウェバーを中心として」福岡
大学大学院論集刊行会（1982）
『福岡大学大学院論集』
（第 14 巻第 2 号）．
* 田村貞雄・杉田肇（1982）｢生理学的視点から見た経済学の提唱（フィジオロジカル・エコノミクス）
―P. ドラッカーの『新しい経済学を求めて』との対比において」
『世界経済評論』
（1982）世界経済研
究協会．
* 田代義範（1983）｢ドラッカーの『見えざる革命論』｣ 西南学院大学学術研究所（1983）
『西南学院大学
商学論集』
（第 29 巻第 3・4 号）．
* 奥田順一（1983）｢労働者の自己統制による動機づけ―ドラッカーの目標管理〈2〉
｣ 追手門学院大
学経済学会（1983）
『追手門経済論集』
（第 17 巻第 2・3 号）．
* 藤森保明（1983）｢ドラッカー経営学の背景｣ 拓殖大学大学院（1983）
『拓殖大学大学院研究年報 』
（第
10 号）．
* 池田光則（1983）｢ドラッカー管理論の理論的基礎｣ 西南学院大学大学院（1983）
『西南学院大学大学
院経営学研究論集』
（第 2 号）．
* 進藤勝美（1983）｢ドラッカーの責任労働者論｣ 滋賀大学経済学会（1983）
『彦根論叢』
（222・223 号）．
* 田代義範（1984）｢ドラッカーの産業社会論｣ 西南学院大学学術研究所（1984）
『西南学院大学商学論
集』
（第 31 巻第 3 号）．
* 岩国守男（1984）｢革新時代と企業者―ドラッカーの所論を中心として」松山商科大学創立 60 周年
記念論文集編纂委員会編（1984）
『創立六十周年記念論文集』松山商科大学．
* 池田光則（1985）
｢ドラッカーの管理論―多元的社会論を基礎に」北海学園大学経済学会（1985）
『北
海学園大学経済論集』
（第 32 巻第 3 号）．
* P .F. ドラッカー・竹村健一（1985）｢必続！ビジネス予測対論―1990 年大を制する「企業家精神」
の読み方｣『週刊ポスト』
（1985 . 第 17 巻第 27 号）．
河野大機（1986）
『ドラッカー経営論の体系』三嶺書房．
田代義範（1986）
『産業社会の構図―ドラッカーの管理思想』有斐閣．
* 堤達朗（1986）｢ドラッカーの業績とその歴史的貢献〈1〉
ファシズムとの対決・克服｣ 岐阜経済大学
学会（1986）
『岐阜経済大学論集』
（第 20 巻第 1 号）．
* 寺沢正雄（1986）｢ドラッカー経営学の源流とその展開｣『芦屋大学論叢』
（1986 . 第 15 号）
芦屋大学．
* 河野大機（1986）
｢事業形態論序説―ドラッカーの所論を中心にして」一橋大学一橋学会（1986）
『一
橋論叢』
（第 96 巻第 4 号）日本評論社．
* 堤達朗（1986）｢ドラッカーの業績とその歴史的貢献〈2〉
『大転換』，『経営者革命』および『産業社会』
（上）｣ 岐阜経済大学学会（1986）
『岐阜経済大学論集』
（第 20 巻第 3 号）．
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* 河合正朝
（1987）｢室町後期の関東水墨画を中心にして―『室町美術と戦国画壇』展，『ドラッカー
コレクション』
展」
『古美術』
（第 81 号）三彩社．
* P. F. ドラッカー・牛尾治朗
（1987）｢資本主義の危機 - 企業を動かす機関投資家｣『週刊ダイヤモンド』
（1987 . 第 75 巻第 1 号）
ダイヤモンド社．
* 貞松茂
（1987）｢ドラッカーの
『支配なき所有』
論―『産業人の未来』を中心として」徳島文理大学研
究紀要編集委員会
（1987）
『徳島文理大学研究紀要』
（第 33 号）．
* 堤達朗
（1987）｢ドラッカーの業績とその歴史的貢献
〈2〉
『大転換』
，『経済者革命』および『産業社会』
（中）
｣ 岐阜経済大学学会
（1987）
『岐阜経済大学論集』
（第 21 巻第 1・2 号）．
* 貞松茂
（1987）｢ドラッカーの『所有なき支配』
論―The New Society を中心として」徳島文理大学研
『徳島文理大学研究紀要』
（第 34 号）
．
究紀要編集委員会
（1987）
* 斎藤精一郎
（1988）｢シンボル・エコノミ - の出現について―P. ドラッカー論文への覚書」立教大学
社会学部研究室
（1988）
『応用社会学研究』
（第 30 号）．
* 寺沢正雄
（1988）｢ドラッカーの産業社会観｣ 芦屋大学
（1988）
『芦屋大学論叢』
（第 16 号）．
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三戸公（1992）｢ドラッカーの終焉｣ 中京大学経営学会（1992）
『中京経営研究』
（創立記念号）．
* P. F. ドラッカー，間中恵子訳（1992）｢未来企業 - 生き残る組織の条件｣『現代』
（1992 . 第 26 巻第 4 号）．
* P. F. ドラッカー，経団連広報部訳（1992）｢社会的責任の管理について｣『月刊 keidanren』
（1992. 第
40 巻第 5 号）．
* 堤達朗（1992）｢ドラッカーの労使関係論と日本的労使関係〈1〉 ドラッカー労使関係論の構造と性
能｣ 岐阜経済大学学会（1992）
『岐阜経済大学論集』
（第 26 巻第 2 号）．
* P. F. ドラッカー，田代正美訳（1992）
「情報主導経済の行方 - 経済のパワーシフト｣『週刊ダイヤモン
ド』
（1992 . 第 80 巻第 43 号）ダイヤモンド社．
* P. F. ドラッカー，石川学訳（1992）
「P. F. ドラッカー 『未来企業』のマネジャーよ，上司を管理せ
よ！」
『ダイヤモンド・エグゼクティブ』
（1992 . 第 29 巻第 14 号）ダイヤモンド社．
* P. F. ドラッカー，沢崎冬日訳（1992）
「情報主導経済の行方 - 経済のパワーシフト｣『週刊ダイヤモン
ド』
（1992 . 第 80 巻第 50 号）ダイヤモンド社．

* 三戸公
（1988）｢ドラッカーの世界｣ 中京大学商学会
（1988）
『中京商学論叢』
（第 35 巻第 1・2 号）．

* P. F. ドラッカー，酒井譲治訳（1993）
「
『企業再生』への第一歩―自社のビジネス法則を再検討・再
構築せよ」
『週刊ダイヤモンド』
（1993 . 第 81 巻第 13 号）ダイヤモンド社．

* 小林薫訳
（1988）
「高度情報技術と情報ネットがもたらす - 未来型組織の構想」
『ダイヤモンド・ハー
バード・ビジネス』
（1988 . 04 -05）ダイヤモンド社．

* 田代義範（1993）｢P. F. ドラッカー『新しい現実』について｣ 西南学院大学学術研究所（1993）
『西南
学院大学商学論集』
（第 40 巻第 1・2 号）．

* P. F. ドラッカー・角間隆
（1989）｢社会党フィーバーは時代錯誤だ―『ロシア帝国崩壊』の轍を日
本も踏むのか」
『SAPIO』
（1989 . 第 1 巻第 9 号）．

*「ドラッカー」
『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス』
（1993. 09.）ダイヤモンド社．

* 阿部隆是
（1989）｢シュンペーターとドラッカーの類似性｣山梨学院大学商学研究会（1989）
『山梨学
院大学商学論集』
（第 12 号）
．

* P. F. ドラッカー，沢崎冬日訳（1993）
「百貨店・スーパーの大整理が始まった！ 『楽しい買い物か
ら苦労のない買い物へ』顧客が変わっていることに気付くべきだ - 小売り革命，事業形態，
『サービ
ス』の見直しが急務｣『週刊ダイヤモンド』
（1993. 第 81 巻第 33 号）
ダイヤモンド社．

* P. F. ドラッカー・角間隆
（1989）｢P. F. ドラッカー教授―政府至上主義の崩壊は『新しい多元主義』
を生んだ」
『政界往来』
（1989 . 第 55 巻第 11 号）
．

* 寺沢正雄（1993）｢ドラッカー経営学とプラグマティズム｣ 芦屋大学（1993）
『芦屋大学論叢』
（第 23
号）．

* P. F. ドラッカー・竹村健一
（1989）｢竹村健一 vs. ドラッカー「欧米では，要するに『ニッポン，こん
な国いらない』
なんです」
『週刊ポスト』
（1989 . 第 21 巻第 44 号）
．

* P. F. ドラッカー・岩佐豊（1993）
「今の状況は 10 年以上続く．だが，これを不況と呼ぶのは不適切．
この『変革の時』には素早い対応が必要だ｣『週刊ダイヤモンド』
（1993 . 第 81 巻第 45 号）
ダイヤモン
ド社．

*「流通の
『新しい現実』 変革期の市場はショットガンよりライフルで狙え｣『週刊ダイヤモンド』
（1989 . 第 77 巻第 44 号）
ダイヤモンド社．
*「知識労働者，グローバル化，年金基金社会主義マネジメント 21 世紀への挑戦」
『ダイヤモンド・ハー
バード・ビジネス』
（1989 . 02 -03）
（第 14 巻 1 号）
ダイヤモンド社．
河野大機
（1990）
『ドラッカー経営論の体系
（増補改訂版）
』
三嶺書房．
* 池田光則
（1990）｢P. ドラッカーの『社会の基本的信念』
について｣ 北海学園大学経済学会（1990）
『北
海学園大学経済論集』
（第 37 巻第 3 号）
．
* P. F. ドラッカー・船橋洋一
（1990）｢米国の凋落は幻影だ！？｣『月刊 Asahi』
（1990 . 第 2 巻第 1 号）．
* 渡辺厚代
（1990）｢企業者機能と組織の革新―ドラッカー理論を中心として」愛知大学経営会計研
究所
（1990）
『経営会計研究』
（第 54 号）
．
* 渡辺厚代
（1990）｢企業者機能と組織の革新―ドラッカー理論を中心として〈2〉」愛知大学経営総合
科学研究所
（1990）
『経営総合科学 』
（第 55 号）
．
* P. F. ドラッカー
（1999）
「二一世紀の世界経済と企業―変貌するグローバル戦略」三菱総合研究所
（1991）
『21 世紀型社会への構図』ダイヤモンド社．
野田伸夫
（1991）
『ドラッカーの経営原則―企業発展の要件』
たいせい．
* 日置弘一郎
（1991）｢経営学におけるポストモダーン
〈4〉たかがドラッカー，されどドラッカ」九州
大学経済学会
（1991）
『経済学研究』
（第 56 巻第 5・6 号）．
* 池田光則
（1991）｢P. ドラッカーの
『産業人』
仮説について｣ 北海学園大学経済学会（1991）
『北海学園
大学経済論集』
（第 38 巻第 4 号）
．
* 立山杣彦
（1991）｢ドラッカーの理論と
『経営者支配』
〈2〉｣ 長崎大学経済学会・長崎大学経済学部研
究会
（1991）
『経営と経済』
（第 71 巻第 1 号）
．
* 立山杣彦
（1991）｢ドラッカーの理論と
『経営者支配』
〈3〉｣ 長崎大学経済学会・長崎大学経済学部研
究会
（1991）
『経営と経済』
（第 71 巻第 2 号）
．
麻生幸
（1992）
『ドラッカーの経営学―企業と管理者の正当性』
文眞堂．

* 聞き手：T・ジョージ・ハリス，田代正美訳（1993）
「インタビュー 2020 年，エグゼクティブの役割
はこう変わる ドラッカーが語るポスト資本主義社会の組織と人間」
『ダイヤモンド・ハーバード・
ビジネス』
（1993 . 08 -09）
ダイヤモンド社．
*「知識労働者，グローバル化，年金基金社会主義 マネジメント 21 世紀への挑戦」
『ダイヤモンド・
ハーバード・ビジネス』
（1993 . 09）
ダイヤモンド社．
* 小林薫訳（1993）
「高度情報技術と情報ネットがもたらす―未来型組織の構想」
『ダイヤモンド・
ハーバード・ビジネス』
（1993. 09）
（第 18 巻第 5 号）ダイヤモンド社．
* 前野和久（1994）
「
『目的』の追求と " 雑事 " の排除―『ポスト資本主義社会』P. F・ドラッカー―
時代の半歩先を行く企業家精神」
『CORRIDOR』
（1994 . 第 137 号）．
* 渡辺厚代（1994）｢管理的マネジメントから企業者的マネジメントへ―ドラッカー理論を手掛かり
として」愛知大学経営総合科学研究所（1994）
『経営総合科学』
（第 62 号）．
* 桑原源次（1994）｢ドラッカーのテイラー再評価に関する覚え書（2）
｣ 白鴎大学（1994）
『白鴎大学論
集』
（第 9 巻第 1 号）．
* 神山義治（1994）｢ドラッカーにおけるマネジメントの正当性問題｣『中央大学企業研究所年報』
（第
15 号）中央大学出版部．
河野大機（1995）
『ドラッカー経営論の体系化（下巻）』三嶺書房．
*「P. F. ドラッカーのすべて」
『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス』
（1995. 01 . 第 20 巻第 1 号）ダイ
ヤモンド社．
* 入交昭一郎（1995）｢なぜ私は経営者を演じ続けるのか―ドラッカーから受けたマネジメントへの
啓示」
『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス』
（1995. 01.）ダイヤモンド社．
* 中原伸之，三戸節雄（1995）｢経営者を動かした先見性と洞察力 - ドラッカーの本質を見きわめる七
つのキーワード｣『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス』
（1995. 01.）ダイヤモンド社．
* カントロー・アラン・M（1995）｢ドラッカーは何を見つめてきたのか - 未来を解き明かす二つの原
理｣『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス』
（1995 . 01 .）
ダイヤモンド社．
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* 中内功
（1995）｢永遠の顧客の創造を目指して｣『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス』
（1995 . 01 .）
ダイヤモンド社．
* 金子郁容
（1995）｢マネジメントの本質と組織の使命｣『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス』
（1995. 01.）ダイヤモンド社．
* 上田惇生
（1995）｢未来を透視し続ける，社会生態学者ドラッカーの足跡｣『ダイヤモンド・ハーバー
ド・ビジネス』
（1995 .01 .）
ダイヤモンド社．
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* P. F. ドラッカー（1999）
「特別インタビュー コンピューターに騙されるな - 真の情報革命までは混
迷期が続く，今こそ明治維新のリーダーに学べ ピーター・F・ドラッカー大いに語る」
『日経ビジ
ネス』
（1999 . 第 985 号）日経 BP 社．
* 河野大機（1999）｢ドラッカーの経営体統治・経営者統治論｣ 竜谷大学経営学会（1999）
『竜谷大学経
営学論集』
（第 39 巻第 1 号）．
* 牧野昇（1999）｢
『明日を支配するもの』P. F. ドラッカー著｣『財界』
（1999 . 第 47 巻第 13 号）．

* 桑原源次
（1995）｢ドラッカーのテイラー再評価に関する覚え書
（3）｣ 白鴎大学（1995）
『白鴎大学論
集』
（第 9 巻第 2 号）．

* P. F. ドラッカー，上田惇生訳（1999）
「来るべき千年紀，個別の『利益集団』と社会全体の調和を求め
て―多元主義の衰退と蘇生」
『週刊ダイヤモンド』
（1999 第 87 巻第 30 号）ダイヤモンド社．

* 牛窪潔
（1995）｢アジア経済社会での海外展開における日本中小企業の責任と貢献―ドラッカー，
バーナード理論に依拠した制度的アプローチを中心にして｣ 早稲田大学大学院商学研究科院生自
治会（1995）
『商経論集』
（第 68 号）
．

* ｢ビジネスと社会―ドラッカー理論への問い掛け」岐阜聖徳学園大学経済情報学会（1999）
『Review
（第 1 巻第 3・4 号）
．
of economics and information studies』

* 桜林誠
（1995）｢労働組合の選択の道と譲歩賃金―ドラッカーの『労働組合の運命』批判｣ 帝京大学
経済学会
（1995）
『帝京経済学研究』
（第 29 巻第 1 号）．
* 色川卓男
（1996）｢ドラッカー的視角による
『ポスト資本主義社会』
の一解釈―ドラッカー知識社会
論の批判的検討｣ 政治経済研究所
（1996）
『政経研究』
（第 66 号）
．
* 斎藤彰
（1997）
『日本救出―世界 11 賢人かく語りき』集英社．
* 小島明
（1997）｢ピーター・ドラッカー乱気流の時代を語る｣『中央公論』
（1997 . 第 112 巻第 3 号）中
央公論新社．
* 三戸公
（1997）｢経営者支配の正当性―コーポレート・ガヴァナンス論としてのドラッカー」中京
大学経営学会編・中京大学経営学会
（1997）
『中京経営研究』
（第 6 巻第 2 号）．
* P. F.ドラッカー・小島明
（1997）｢ピーター・ドラッカー乱気流の時代を語る-成長部門は三つ．金融，
情報関連，インフラ建設だ｣『中央公論』
（1997 . 第 112 巻第 3 号）中央公論新社．
* 武井昭
（1997）｢P. F. ドラッカーの
『経済』
と
『社会』の関係の論理構造｣ 高崎経済大学附属産業研究所
（1997）
『産業研究』
（第 32 巻第 2 号）
．
* 枝松正行
（1997）｢非営利組織の経営学研究序説 EU『社会経済』とドラッカー『人間変革機関』説｣
駒沢大学大学院商学経営学研究科院生会
（1997）
『駒沢大学大学院経営学研究』
（第 22 号）．
* 宮田矢八郎
（1997）｢経営学の古典を読む―マネジメント理論の体系化への試み
『現代の経営』
｣ 産労総合研究所
（1997）
『企業と人材』
（第 30 巻第 679 号）．

P. F. ドラッカー

* 宮田矢八郎
（1997）｢経営学の古典を読む―専門職の必要性と経営管理者の育成
『現代の経営』
｣ 産労総合研究所
（1997）
『企業と人材』
（第 30 巻第 681 号）．

P. F. ドラッカー

* 河野大機
（1997）｢ドラッカー経営理論の体系化への試み
（I アメリカ経営学の潮流）｣ 経営学史学会
編（1997）
『アメリカ経営学の潮流』文真堂．
* 河野大機
（1997）｢ドラッカー経営理論の体系化への試み
（II 文献
会編
（1997）
『アメリカ経営学の潮流』文真堂．

P. F. ドラッカー）｣ 経営学史学

* 誉田麻貴
（1997）｢現代マネジメントの形成―ドラッカーの 1960 年代の抄説を中心として」The
Business review of graduate students. 編・関西大学大学院商学研究科院生研究会（1997）
『千里山商学』
（第 44 号）
．

* P. F. ドラッカー（1999）
「21 世紀の経営の未来を語る（1）
距離概念消滅させた電子商取引のインパク
ト」
『週刊ダイヤモンド』
（1999 第 87 巻第 49 号）ダイヤモンド社．
* P. F. ドラッカー（1999）
「21 世紀の経営の未来を語る（2）
金融再編時代を生き抜く成長戦略」
『週刊ダ
イヤモンド』
（1999 第 87 巻第 50 号）ダイヤモンド社．
* P. F. ドラッカー（1999）
「21 世紀の経営の未来を語る（3）
合併ブームの本質を見抜け，資本統制なき
合従連衡急増」
『週刊ダイヤモンド』
（1999 第 87 巻第 51 号）ダイヤモンド社．
枝川公一（2000）
『巨人ドラッカーの真髄―変簿する世界の明日を読む』太陽企画出版．
竹村健一監修，望月護著（2000）
『ドラッカーの箴言

日本はよみがえる』祥伝社．

* P. F. ドラッカー（2000）
「『英国『エコノミスト』が読む日本と世界の 2000 年『e コマース企業の時代』
を考える」
『中央公論』
（2000. 第 115 巻第 1 号）中央公論新社．
* P. F. ドラッカー（2000）
「2000 年総予測―世界経済から子育ての危機まで丸ごとわかる経済の構
造変化は 10 年続く，日本企業は長期戦略を持て」
『週刊ダイヤモンド』
（2000 第 88 巻第 1 号）ダイヤ
モンド社．
* 内山隆（2000）｢グローバリゼーション，変革および競争のルール―ジョージ・ソロス，ピーター・
F・ドラッカーおよび永谷敬三の近著を読んで」九州産業大学経営学会（2000）
『九州産業大学経営
学論集』
（第 10 巻第 3 号）．
* 平井尊士指導，吉岡隼平・楠本正道・嶋義紀・伊豆博・清水真行（2000）｢ドラッカー『非営利組織の
経営』
（訳書：ダイヤモンド社）の索引作成挑戦｣ 志保田務監修，桃山学院大学図書館学研究室（2000）
『Libra zone 桃山学院大学図書館学ゼミナール（志保田専門ゼミ）論文集』
（1999 . 第 16 号）．
* 松岡一夫（2000）｢ピーター・F・ドラッカーの《経営学》序論
（その 1）
｣ 二松学舎大学国際政経学会
（2000）
『国際政経』
（第 6 号）．
* 片岡信之（2000）｢書評 D.A. レン・R.G. グリーンウッド共著（井上昭一・伊藤健市・広瀬幹好監訳）
『現
代ビジネスの革新者たち―テイラー，フォードからドラッカーまで』｣ 関西大学商学会（2000）
『関
西大学商学論集』
（第 45 巻第 5 号）．
* 藤屋伸二（2000）
｢目標管理の今日的意義についての一考察―P. F ドラッカーの所説を中心として」
福岡大学大学院論集刊行委員会（2000）
『福岡大学大学院論集』
（第 32 巻第 2 号）．
小林薫（2001）
『ドラッカーとの対話―未来を読みきる力』徳間書店．

*「グローバル・エコノミーと国民国家」
『中央公論』
（1997 . 第 112 巻第 12 号）中央公論新社．

宮田矢八郎（2001）
『経営学 100 年の思想―マネジメントの本質を読む』ダイヤモンド社．

* 斎藤貞之
（1998）
｢ドラッカー知識社会論について―現代経営学の課題｣ 日本経営学会編（1998）
『経
（第 68 集）千倉書房．
営学論集―環境変化と企業経営』

望月護（2001）
『ドラッカーと福沢諭吉―二人の巨人が示した『日本経済・変革の時』祥伝社．

* P. F. ドラッカー
（1998）｢日本の官僚制を擁護する｣『論座』
（1998 . 第 42 号）朝日新聞社．
* P. F. ドラッカー
（1998）
「ピーター・ドラッカーの
『アメリカ異質論』―世界で最も尊敬される経
営学者による意外な逆説」
『プレジデント』
（第 36 巻第 11 号）プレジデント社．
* P. F. ドラッカー
（1998）
「特別インタビュー
（1998 . 第 7 巻第 12 号）
．

年金破綻が日欧の企業統治を促進する！？」
『Forbes』

* 村田和彦
（1998）｢
『顧客の創造』
と
『生活の質』―ドラッカーの所論を中心として｣ 一橋大学（1998）
『商学研究』
（第 40 号）
．
* P. F. ドラッカー，上田惇生訳（1998）
「P. F. ドラッカー最新刊のエッセンス『明日を支配するもの』」
『週刊ダイヤモンド』
（1999 第 87 巻第 12 号）
ダイヤモンド社．

* 佐々木一彰（2001）｢企業家
（Entrepreneur）
におけるイノベーション（Innovation）
と組織的問題―
シュンペーター（J. A. Shumpeter）
およびドラッカー（P. F. Drucker）
の理論を中心として｣ 鈴鹿国際大
学（2001）
『鈴鹿国際大学紀要』
（第 8 号）．
* 松岡一夫（2001）｢ピーター・F・ドラッカーの《経営学》序論 （その 2）｣ 二松学舎大学国際政治経済
学部（2001）
『二松学舎大学国際政経論集』
（第 9 号）．
* 枝松正行（2001）｢ドラッカー制度論経営学における工場共同体論―産業企業体論，年金基金
革命論，非営利組織論の三層構造｣ 富士短期大学・富士短期大学経営研究所（2001）
『Fuji business
review』
（第 11 巻第 2 号）．
* 国島弘行（2001）｢非営利組織と新しい経営理論―J. リプナック＆ J. スタンプスと P. ドラッカーの
所説を中心として｣ 創価大学経営学会（2001）
『創価経営論集』
（第 25 巻第 1 -3 号）．
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* P. F. ドラッカー・藤島秀記
（2001）｢P・ドラッカー教授に聴くグローバル時代の経営イノベイショ
ン｣『国際商業』
（第 34 巻第 3 号）国際商業出版．

*「時代を超えた示唆と助言 ドラッカーとともに」
『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』
（2003 .11）ダイヤモンド社．

* 春日賢
（2001）｢ポスト企業社会とマネジメント―ドラッカーのマネジメント・イデオロギー｣ 北
海学園大学経済学会
（2001）
『北海学園大学経済論集』
（第 48 巻第 3・4 号）．

* 松岡一夫（2003）｢ドラッカーの将来の企業経営論｣ 二松学舎大学国際政経学会（2003）
『国際政経』
（第 9 号）．

* 枝松正行
（2001）｢ドラッカー制度論経営学における工場共同体論―産業企業体論，年金基金革命
論，非営利組織論の三層構造｣ 富士短期大学経営研究所編・富士短期大学（2001）
『FUJI BUSINESS
REVIEW』
（第 20 号）
．

* P. F. ドラッカー・盛田昭夫（2003）
「特別対談 元ソニー会長 盛田昭夫 自由貿易圏，協働の時代，経
営責任」
『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』
（2003 . 11）
ダイヤモンド社．
片山又一郎（2004）
『ドラッカーに学ぶマーケティング入門』ダイヤモンド社．

* P. F. ドラッカー，出井伸之
（2001）
「3 時間徹底対談 ドラッカー対出井伸之―勝ち残る経営者の条
件」
『週刊ダイヤモンド』
（2001 第 89 巻第 9 号）ダイヤモンド社．

片山又一郎（2004）
『ドラッカーに学ぶマネジメント入門―マーケティング発想が再考の成果をあ
げる』ダイヤモンド社．

* P. F. ドラッカー，上田惇生
（2001）
「ドラッカーからの提言 再生への 5 つの処方箋―日本企業よ悲
観することはない」
『週刊ダイヤモンド』
（2001 第 89 巻第 9 号）
ダイヤモンド社．

久恒啓一（2004）
『図で読み解く！ドラッカー理論』かんき出版．

* P. F. ドラッカー・上田惇生
（2001）
「ドラッカーからの提言 再生への 5 つの処方箋―日本企業よ，
悲観することはない」
『週刊ダイヤモンド』
（2001 第 89 巻第 9 号）ダイヤモンド社．
* 三戸公
（2001）｢21 世紀のコーポレート・ガバナンス―ドラッカーを越えて」経営行動研究学会
（2001）
『経営行動研究年報』
（第 10 号）
．
* 上田惇生
（2001）
「論苑

思想家ドラッカーの幸福論」
第三文明刊行会（2001）
『第三文明』
（第 500 号）．

* 阿部隆是
（2001）｢フォーディズムの検討―ドラッカー学説との対比を中心として｣ 山梨学院大学
商学研究会
（2001）
『山梨学院大学商学論集』
（第 27 号）．
三戸公
（2002）
『管理とは何か―テイラー，フォレット，バーナード，ドラッカーを超えて』文眞堂．
川井健男
（2002）
『ドラッカー的未来社会を読む―個人も組織ももっと自由に！』宝島社新書．
望月護
（2002）
『ドラッカーの実践経営哲学―ビジネスの基本がすべて分かる！』PHP 研究所．
竹村健一
（2003）
『ドラッカーの預言
*「INTERVIEW 竹内弘高
号）
東洋経済新報社．

日本は，よみがえる』
祥伝社．

一橋大学大学院国際企業戦略研究科長」
『週刊東洋経済』
（2002 . 第 5753

* 松藤賢二郎
（2002）
｢産業社会におけるドラッカー経営理論の批判的考察｣ 東北大学経済学会（2002）
『研究年報経済学』
（第 64 巻第 2 号）．
* 片岡和人
（2002）
「優秀作論文
5794 号）
東洋経済新報社．

21 世紀型日本的経営の構築に向けて」
『週刊東洋経済』
（2002 . 第

* 牛尾治郎・中村邦夫・山本一元・小林宏治・盛田昭夫（2003）
「ドラッカーとともに」
『DIAMOND ハー
バード・ビジネス・レビュー』
（2003 . 11）
ダイヤモンド社．
* 倉田隆太郎
（2003）｢書評 傾聴すべき
『知識社会』
形成の可能性の楽天主義 ピーター・ドラッカー
とダニエル・ベルにみる
『社会と情報技術』
観 ピーター・F・ドラッカー『ネクスト・ソサエティ』
ダニエル・ベル
『最後に残る知恵―テクノロジーと人類社会のゆくえ』｣ 現代社会構想・分析研究
所
（2003）
『現代社会の構想と分析』
（2003 . 第 1 号）．
* 三木國愛
（2003）｢P. F. ドラッカー教授・初来日
（1959）の意義｣ 中部大学・中部大学経営情報学部
（2003）
『経営情報学部論集』
（第 17 巻第 1・2 号）．
* 三戸公
（2003）｢二つのテイラー像―P. F. ドラッカーの科学的管理観をこえて」名城大学経済・経
営学会，名城大学経済経営学会
（2003）
『名城論叢』
（第 3 巻第 4 号）．
* P. F. ドラッカー・酒井耕一
（2003）
「特別インタビュー ピーター・F・ドラッカー社会生態学者に聞
く テクノロジストが企業と社会を変える」
『日経コンピューター』
（2003 . 03 . 31）日経 BP 社．
* 阿部隆是
（2003）｢ドラッカー・システムの研究｣ 山梨学院大学商学研究会（2003）
『山梨学院大学商
学論集』
（第 29 号）
．
* 松藤賢二郎
（2003）｢多元主義社会におけるドラッカー経営理論の批判的考察｣ 東北大学経済学会
（2003）
『研究年報経済学』
（第 65 巻第 1 号）
．
* 田中弥生・伊永大輔
（2003）｢ドラッカーによる成果重視の自己評価手法―評価領域拡大への示唆
（特集 評価手法の現状と課題）
｣ 日本評価学会
（2003）
『日本評価研究』
（第 3 巻第 2 号）．
* Rosabeth Moss Kanter, Nan Stone, Alan M. Kantrow「Feature Articles P. F. ドラッカー―マネジメント
（2003 .11 .）ダイヤモンド社．
の源流」
『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』

酒井網一郎（2004）
『ドラッカーさんが教えてくれた経営のウソとホント』日本経済新聞社．
小林薫（2004）
『ドラッカーが語るリーダーの心得―成功を手にするプロフェッショナルとは』青
春出版社．
木村剛（2004）
『戦略経営の発想法―ビジネスモデルは信用するな』ダイヤモンド社．
* グローバルタスクフォース（2004）
『あらすじで読む世界のビジネス名著』総合法令．
* P. F. ドラッカー（2004）
「スクープインタビュー 経営の神様 P. ドラッカー『日本は銀行員と役人を
整理せよ』」
『週刊現代』
（2004 . 第 46 巻第 1 号）
講談社．
* 藤島秀記（2004）｢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―｣国際コミュニケ-ション学会（2004）
『国際経営・文化研究』
（第8巻第2号）．
* 渡邊祐介（2004）｢比較研究 : ドラッカーと松下幸之助（その 1）
経営哲学形成の要件とは｣ PHP 総合
研究所第一研究本部（2004）
『論叢松下幸之助』
（2004 . 第 1 号）．
* 吹田尚一（2004）｢ファシズムをどう理解するか―P. ドラッカー『「経済人」の終わり―全体主義
はなぜ生まれたか』を読む」敬愛大学 , 敬愛大学国際学会（2004）
『敬愛大学国際研究』
（第 13 号）
．
* 高橋公夫（2004）｢非営利組織のミッション経営―島田恒『非営利組織研究―その本質と管理』を
めぐって｣ 竜谷大学経営学会（2004）
『竜谷大学経営学論集』
（第 44 巻第 2 号）
．
* 河野大機（2004）｢ドラッカーの新しい経営理論｣ 竜谷大学経営学会（2004）
『竜谷大学経営学論集』
（第 44 巻第 2 号）．
* 渡邊祐介（2004）｢比較研究 : ドラッカーと松下幸之助（その 2）
企業家，経営者とは何か｣ PHP 総合
研究所第一研究本部（2004）
『論叢松下幸之助』
（第 2 号）
．
三浦一郎編（2004）
『流通と顧客創造』高菅出版．
小林薫（2005）
『世界の経営思想家たち―ピーター・F・ドラッカーほか三十余人』清流出版．
松田尚之・斎藤哲也（2005）
『いまさら人に聞けないベストセラービジネス書のトリセツ』技術評論
社．
* 井坂康志（2005）｢P. F. ドラッカー『産業人の未来』における文明と社会―「シュタール論」正統性
概念との関連から｣ 東海大学文明研究所（2005）
『文明』
（第 8 号）
．
* 三戸公（2005）｢役立つ経営 科学的管理の現在 -- ドラッカーからみたテイラー｣『Management consultant（月刊経営士）』
（2005 . 第 633 号）日本経営士会．
* 篠原勲・井坂康志（2005）｢ドラッカー社会哲学における自由概念の位置付け―初期 2 作を中心と
して」鳥取環境大学紀要編集委員会（2005）
『鳥取環境大学紀要』
（第 3 号）鳥取環境大学 ,．
* 小林薫（2005）｢経営 Q ＆ A ドラッカーに学ぶ
経済』
（第 233 号）
．

企業家の仕事｣ 山陰経済経営研究所（2005）
『山陰の

* 竹内昭夫（2005）｢ドラッカーに学び得たもの｣ 名古屋外国語大学現代国際学部（2005）
『名古屋外国
語大学現代国際学部紀要』
（第 1 号）．
* 渡邊祐介（2005）｢比較研究 : ドラッカーと松下幸之助（その 3）イノベーションと企業家精神｣ PHP
総合研究所第一研究本部（2005）
『論叢松下幸之助』
（第 3 号）．
* P. F. ドラッカー，井坂康志・上田惇生訳（2005）
「スペシャルインタビュー『テクノロジスト』の時
代が始まる ドラッカーの最新「未来」予測｣『週刊東洋経済』
（2005 . 第 5966 号）東洋経済新報社．
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* 友澤潤次郎
（2005）｢経営・社会論談 常識・良識・見識
（3） 日本流経営に自信を―グローバル・ス
タンダードの欺瞞 アベグレン，ドラッカー，ドーア，ケネディ｣『経営教育』
（2005 . 第 166 号）
日本マネジメントスク - ル．
* 渡邉厚代
（2005）
｢マネジメントにおける人間の資源化｣ 愛知学泉大学経営研究所（2005）
『経営研究』
（第 19 巻第 1 号）．
* 渡邊祐介
（2005）｢比較研究 : ドラッカーと松下幸之助
（その 4）仕事と人生について｣ PHP 総合研究
所第一研究本部
（2005）
『論叢松下幸之助』
（第 4 号）．
* P. F. ドラッカー・上田惇生
（2005）
「ピーター・F. ドラッカー最後の預言 日本企業再生の処方箋」
『週
刊ダイヤモンド』
（2005 第 93 巻第 46 号）ダイヤモンド社．
* 越後征二
（2005）｢企業目的の階層性―ドラッカーにおける
『三重性格』論との関連と共に｣ 秋田栄
養短期大学
（2005）
『論叢』
（第 76 号）．
和光大学経済経営学部
（2006）
『サミュエルソン・ドラッカーとその時代―和光大学経済学部創立
40 周年記念号』
白桃書房．
上田惇生
（2006）
『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．
河野大機
（2006）
『P. F.Drucker のソシオ・マネジメント論』
文眞堂．
河野大機
（2006）
『経営体・経営者のガヴァナンス－ドラッカーの所論ならびに関連諸理論・実践と
それらの統合化』
文眞堂．
中野明
（2006）
『ポケット図解

ピーター・ドラッカーの
「事業戦略論」がわかる本』秀和システム．

中野明
（2006）
『ポケット図解

ピーター・ドラッカーの
「自己実現論」がわかる本』秀和システム．

中野明
（2006）
『ポケット図解
ム．

ピーター・ドラッカーの
「マネジメント論」がわかる本』秀和システ

中野明
（2006）
『ポケット図解

ドラッカーが描く未来社会』秀和システム．

一条真也
（2006）
『孔子とドラッカー』
三五館．
一条真也
（2006）
『知の巨人ドラッカーに学ぶ 21 世紀型企業経営』ゴマブックス．
河野大機
（2006）
『コンプライアンス経営―バーナード／ドラッカーの理論と日本経団連の実践要
請』
中央経済社．
* DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部「ドラッカーの動機（モチーフ）と静機（キエチー
フ）
」
『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』
（2006 . 01）ダイヤモンド社．
* 井坂康志
（2006）｢P. F. ドラッカー思想の基本構造―時代診断における反構成主義的特質｣ 東海大
学文明研究所
（2006）
『文明』
（第 9 号）
．
* 三木國愛
（2006）｢ネクスト・カンパニーの人材育成―ドラッカー教授に学ぶ着眼点」
『産業訓練』
（2006. 第 52 巻第 1 号）日本産業訓練協会．
* 篠原勲・井坂康志
（2006）
「
『マネジメント以前』
におけるドラッカーの思考様式に関する試論｣ 鳥取
環境大学紀要編集委員会
（2006）
『鳥取環境大学紀要』
（第 4 号）鳥取環境大学．
*「彼に学ぶことなくして日本産業界の発展はなかった ドラッカーとともに」
『DIAMOND ハーバー
ド・ビジネス・レビュー』
（2006 . 02）
ダイヤモンド社．
* 森俊也
（2006）｢知識社会における金融サービス業の革新とそのトリガー―ドラッカー『ネクスト・
ソサエティ』
における金融サービス業の考察を中心にして」
東北大学経済学会（2006）
『研究年報経
済学』
（第 67 巻第 4 号）
．
* 三宅正伸
（2006）｢ドラッカー理論における社会性｣ 社会経営学研究会（2006）
『社会経営学研究』
（第
5 号）
．
* 松藤賢二郎
（2006）｢知識経済におけるマネジメント―ドラッカーの知識経済論の考察｣ 東北大学
経済学会
（2006）
『研究年報経済学』
（第 67 巻第 4 号）
．
* 山川典宏
（2006）｢ドラッカーによって遺された言葉から―われわれ日本人への大きな期待に何が
できるか」
オフィス・オートメーション学会編集委員会
（2006）
『オフィス・オートメーション学会
誌』
（第 26 巻第 4 号）
．
* 渡邉厚代
（2006）｢ビジネスの新たな価値軸｣ 愛知学泉大学経営研究所（2006）
『経営研究』
（第 20 巻
第 1 号）．
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* 上田惇生（2006）｢視点・論点 神童ドラッカーの足跡―万人のための帝王学を求めて｣ 東レ経営研
究所（2006）
『経営センサー』
（第 85 号）．
* 渡邊祐介（2006）｢比較研究 : ドラッカーと松下幸之助（その 5）
企業とは何か｣ PHP 総合研究所第一
研究本部（2006）
『論叢松下幸之助』
（第 6 号）．
* 福島正人（2006）｢活躍するプロフェッショナルたち（第 5 回）ドラッカーを師と仰ぎ，プロコン育成
塾を主宰する宮本邦夫さん｣ 中小企業診断協会（2006）
『企業診断』
（第 53 巻第 12 号）同文館．
河野大機（2007）
『P. F.Drucker のマネジメント・プラクティス論』文眞堂．
ドラッカー研究室（2007）
『ドラッカー

一流の仕事をするプロの教え』アスペクト．

* 上田惇生（2007）｢基調講演 ドラッカー経営思想の真髄―情報革命とその中での知識人の役割と
（第 225 号）．
働き方｣ 専門図書館協議会（2007）
『専門図書館』
* 井坂康志（2007）｢P. F. ドラッカーの保守主義思想―E. バークの遺産と産業社会の構想」東京大学
大学院情報学環（2007）
『情報学研究』
（第 72 号）
．
* 中野明（2007）｢リスクマネジャーのための教養講座 ピーター・ドラッカー『マネジメント論』の基
本の基本｣『Business risk management』
（第 22 巻第 1 号）ビジネスリスク経営研究所．
* 東谷暁（2007）｢ガルブレイス，ドラッカー，フリードマン 三大エコノミストは日本に何を遺した
か｣『諸君』
（第 39 巻第 2 号）文芸春秋．
* 揚武雄（2007）｢ポパー，ドラッカーの人間観・歴史観｣ 大阪経済法科大学経済学会（2007）
『大阪経
済法科大学経済学論集』
（第 30 巻第 2・3 号）
．
* 篠原勲・井坂康志（2007）｢P. F. ドラッカーにおける知識の概念｣ 鳥取環境大学紀要編集委員会
（2007）
『鳥取環境大学紀要』
（第 5 号）鳥取環境大学．
* 井上隆秀（2007）｢半導体・IT がもたらす新知識社会，急増する水漏れ型クラスタの役割｣『一橋ビ
ジネスレビュー』
（2007 . SPRING）
東洋経済新報社．
* 三木國愛（2007）｢初期ピーター・F・ドラッカーについての考察｣ 中部大学経営情報学部（2007）
『経
営情報学部論集』
（第 21 巻第 1・2 号）中部大学．
* アルフレッド・D・チャンドラー Jr.（2007）｢チャンドラー博士遺稿・21 世紀への歴史的教訓 第 1 回
歴史が教えてくれるもの｣『一橋ビジネスレビュー』
（2007. SUMMER.）東洋経済新報社．
* 中野明（2007）｢ドラッカーが私たちに言い残したことは何か（1）
ドラッカーのマネジメント論・そ
の基本中の基本を理解する｣『Omni-management』
（第 16 巻第 8 号）日本経営協会．
* アルフレッド・D・チャンドラー Jr.
（2007）
｢チャンドラー博士遺稿・21 世紀への歴史的教訓 第 2 回）
第二次産業革命と垂直統合企業｣『一橋ビジネスレビュー』
（2007. AUT.）東洋経済新報社．
* 上田惇生（2007）｢ドラッカー : ドラッカーに学ぶ環境の考え方｣『環境会議』
（2007 . 第 28 号）宣伝会
議．
* 腰塚弘久（2007）｢マネジメント理論における人的資源概念生成の起源―人的資源管理論の系譜に
おけるドラッカー理論の再評価」
『産業能率大学紀要』
（第 28 巻第 1 号）産業能率大学．
* 渡邊祐介（2007）｢比較研究 ドラッカーと松下幸之助（その 6）
日本の普遍性とは何か｣ PHP 総合研究
所第一研究本部（2007）
『論叢松下幸之助』
（第 8 号）．
* 野中郁次郎・平田透 , 遠山亮子（2007）｢
『流れ』を経営する 知識ベース企業のプロセス理論序説｣『一
橋ビジネスレビュー』
（2007 . WINTER.）東洋経済新報社．
* 中野明（2007）｢ミドルマネジャーのための教養講座 ドラッカーのイノベーション論｣『Business risk
management』
（第 22 巻第 12 号）ビジネスリスク経営研究所．
* アルフレッド・D・チャンドラー Jr.（2007）｢チャンドラー博士遺稿・21 世紀への歴史的教訓 第 3 回
複数事業部制というイノベーション｣『一橋ビジネスレビュー』
（2007 . WINTER.）東洋経済新報社．
* 白石弘幸（2007）｢知識の概念的変遷―プラトンからドラッカー迄とそれ以降｣『金沢大学経済学
部論集』
（2007 . 第 28 巻第 1 号）金沢大学経済学部．
* 西口敏宏（2007）｢経営学のイノベーション，ネットワーク思考のすすめ第 7 回社会システムの循環
形式｣『一橋ビジネスレビュー』
（2007. WINTER.）東洋経済新報社．
坂本和一（2008）
『ドラッカー再発見―もう一つの読み方』法律文化社．
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中野明
（2008）
『ポケット図解
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藤屋伸二
（2008）
『ポケット図解

ピーター・ドラッカーの
「イノベーション論」がわかる本』秀和シス
ドラッカー経営のツボがよ～くわかる本』秀和システム．

酒井鋼一郎
（2008）
『ドラッカーさんが教えてくれた経営のウソとホント』日本経済新聞出版社．
今村龍之助
（2008）
『ドラッカーとトヨタ式経営―成功する企業には変わらぬ基本原則がある』ダ
イヤモンド社．
* 正慶孝
（2008）｢ドラッカー対ドラッカー｣『明星大学研究紀要 日本文化学部・言語文化学科』
（2008 .
第 16 号）
明星大学．
* アルフレッド・D・チャンドラー Jr.（2008）｢チャンドラー博士遺稿・21 世紀への歴史的教訓 第 4 回
製薬企業の発展と知識の商業化｣『一橋ビジネスレビュー』
（2008 . SPRING.）東洋経済新報社．
* アルフレッド・D・チャンドラー Jr.（2008）｢チャンドラー博士遺稿・21 世紀への歴史的教訓 第 5 回
情報革命の進化と企業｣『一橋ビジネスレビュー』
（2008 . SUMMER.）東洋経済新報社．
* アルフレッド・D・チャンドラー Jr.（2008）｢チャンドラー博士遺稿・21 世紀への歴史的教訓 第 6 回
家庭用エレクトロニクス産業の覇者 - 松下とソニー
（1）｣『一橋ビジネスレビュー』
（2008 . AUT.）東
洋経済新報社．

【研究ノート】

グローバリゼーションとマネジメントの役割
―― ドラ
 ッカー・マネジメント理論と企業統治の
視点からの考察

An Interim Report on the Globalization of Economy and the
Management Roles of the Global Company: Legitimate and
Effective Corporate Governance and Management Systems
of the Global Company in Light of Drucker’s Management
Theory

佐々木英明

* 野中郁次郎・紺野登
（2008）｢戦略への物語アプローチ｣『一橋ビジネスレビュー』
（2008 . AUT.）東洋
経済新報社．
* 川上義明
（2008）｢企業生成・発展の変動要因としての企業家
（5）ドラッカーの所説の検討（1） 企業
家と企業家的な人々｣ 福岡大学研究推進部
（2008）
『福岡大學商學論叢 』
（第 53 巻第 3 号）福岡大学．
* アルフレッド・D・チャンドラー Jr.（2008）｢チャンドラー博士遺稿・21 世紀への歴史的教訓 第 7 回
家庭用エレクトロニクス産業の覇者 - 松下とソニー
（2）｣『一橋ビジネスレビュー』
（2008 . WINTER.）東洋経済新報社．
藤屋伸二（2009）
『
「ドラッカー経営戦略」
実践ワークブック』
秀和システム．
藤屋伸二（2009）
『図解で学ぶドラッカー入門』
日本能率協会マネジメントセンター．
* NHK 出版（2009）
「わがドラッカー流経営論

柳井正」
『NHK 知る楽

仕事学のすすめ』．

* アルフレッド・D・チャンドラー Jr.（2009）｢チャンドラー博士遺稿・21 世紀への歴史的教訓 第 8 回
ビデオカセットレコーダーの標準をめぐる競争｣『一橋ビジネスレビュー』
（2009 . SPRING.）東洋経
済新報社．
* 野中郁次郎・徳岡晃一郎
（2009）｢戦略は人事に従う - 知創人事論｣『一橋ビジネスレビュー』
（2009 .
SPRING.）東洋経済新報社．
* 広瀬一郎
（2009）｢特集・ビジネスとしてのスポーツ 特集論文 -1 スポーツリーグ産業の構造・特
質・リスク｣『一橋ビジネスレビュー』
（2009 . SPRING.）
東洋経済新報社．
* 春日賢
（2009）｢マネジメントと社会―ドラッカー・マネジメント論の射程｣ 北海学園大学経営学
会
（2009）
『北海学園大学経営論集』
（第 6 巻第 4 号）．
『上武大
* 谷崎敏昭
（2009）｢P. F. ドラッカーと日本の経営―P. F. ドラッカー生誕 100 年にあたって」
学経営情報学部紀要』
（2009 . 第 33 号）
上武大学経営情報学部．
* 谷本寛治
（2009）｢ソーシャル・イノベーション 特集論文 -3 ソーシャル・ビジネスとソーシャル・
イノベーション｣『一橋ビジネスレビュー』
（2009 . SUMMER.）東洋経済新報社．
* アルフレッド・D・チャンドラー Jr.（2009）｢チャンドラー博士遺稿・21 世紀への歴史的教訓 第 9
回 情報技術産業における日欧企業の明暗｣『一橋ビジネスレビュー』
（2009 . SUMMER.）
東洋経済新
報社．
（出所）筆者作成．
（注ⅰ）
「*」
は，論文・記事．
（注ⅱ）ここでは P. F. ドラッカーに関する学術的研究論文に限定しているが，その他の日本の雑誌など
で発表された論文・記事などのリスト資料の調査を今後も継続していきたい．

Hideaki Sasaki

Summary
Peter F. Drucker insisted that the social and economic systems should
exist and be run to make the human happy. The recent downturn of the
global economy offered a question, to all of us, if the current capitalism
is effective in meeting with the Drucker’
s insistence. This is an interim
report on discussing the question from a global company perspective
based on the Drucker’
s theories. The report first discusses the steps
of evolution of global economy and the emergence of global citizens
and consumers and then discusses the fundamental“to-be”roles and
responsibilities of the global company.

Ⅰ. はじめに
ドラッカーは，人を幸福にすることに価値基準を置き，その基準に適する組
織マネジメントについてさまざまな観点から理論展開している．筆者も人間の
幸福に価値を置くドラッカー・マネジメント理論に共鳴し，グローバル企業に
身を置きながら，ドラッカー・マネジメント理論の本質に迫り自ら実践したい
と日々願っている者である．そのような観点で今日の経済のグローバル化とマ
ネジメントの役割を捉えると，以下のようなことが考察される．
1 . 経 済のグローバル化の進展は紆余曲折や進展速度に変化はあるものの，
その進展は止まらないし，止めることもできないであろう．
2 . しかし，グローバル化は，人を幸福にするという価値基準に照らして，いっ
たい望ましい方向に展開しているのだろうかという否定的な疑問がある．
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3 . そこで，われわれは今一度，人を幸福にする経済活動の本質に立ち返ら

移動は，それが自国労働者と流入する労働者との間に軋轢を生じることが多い

なくてはならないと痛感している．現在のところ，ポスト資本主義の時

ため，消極的な国が多い．しかし，生産技術の進歩により，より習熟度の低い

代にあって人を幸福にする社会経済のフレームワークはなく，この先ど

労働力によっても高品質の製品を生産することが可能になり，工場立地に関し

のように展開していくのかも不明である．しかし，ドラッカーの支持す

て多くの熟練工の存在が必要とされなくなっている．またドラッカーが指摘す

る自由市場経済の仕組みの中で，あるべき企業の行動について考察を加

るように，教育訓練の効果によって，単純労働の提供者に適切な教育訓練を施

えることは可能である．

せば，だれでも生産性の高い労働力を 120 日あれば手に入れられるようになっ

4 . また，幸いというべきか，企業のマネジメントに大きく影響を及ぼす外

たといえる（
「明日への指針」Harvard Business Review，November 2003）
．この

部の利害関係者の価値観や行動様式に，人を基準として人間の幸福を追

ように，熟練した，水準の高い労働者を得られない国や地域においても，高品

求するような考えにもとづくものがよく見られるようになってきており，

質の製造能力を比較的短期間で確保することが可能になり，逆に低賃金の労働

これがグローバル企業のマネジメントを革新する原動力になるのではな

力で製造における競争力が増すことになる．すなわち，労働力の実質的な移動

いかと考えている．

可能性が高まり，企業のグローバルな事業展開において経営資源の制約は少な

5 . また，企業の内部にあるマネジメントの観点からは，そのような外部環
境の変化に受動的に対応するだけでなく，より積極的に企業のマネジメ
ントの役割を再考する時期が到来していると思われる．

くなっているといえる．
以上の考察は，日本の製造業の空洞化にみられる現象であり容易に想像がつ
く．主に，製造設備のモジュール化や高度なロボット技術による無人化工場の

6 . 本稿では，以上のような問題意識にもとづき，主としてグローバル企業

出現など生産性向上を実現すると同時に，高度な技術水準の製造工場が熟練度

が持続的に事業を展開するための経営戦略・企業統治の観点からマネジメ

の低い労働力を受け入れて操業できるようになり，これによって高機能・高品

ントの役割について考察を加えている．

質の工業製品が最適コストで，または中国のような巨大マーケットの膝元で生

Ⅱ. グローバル化の進展

産可能になったといえる．
以上の通り，企業がグローバル化することへの資源制約は，それ以前の時期
に比して飛躍的に減少し，グローバル化の進展を加速させることとなる．

1. 経済のグローバル化と企業のグローバル化：経営資源制約の減少
経済のグローバル化とは情報通信技術の発達などにより製品やサービスに対
する需要が世界規模で同時に存在するという需要サイドの現象であると共に，

2 . 企業のグローバル化の進展
次に企業のグローバル化はどのように進展するのかを考察する．
先述の通り，

供給側の企業もグローバル化した需要をとらえつつ，単に規模のメリットを追

企業がグローバル化した需要をとらえつつ，単に規模のメリットを追求するの

求するのみならず，競争力ある供給・販売体制をグローバルレベルで構築して

みならず，競争力ある供給・販売体制をグローバルレベルで構築していく現象

いく現象ととらえることができよう．

であるが，自国内で生産し輸出比率を拡大することから，現地生産比率を上げ

経営資源のうち基本的に重要なものは，資本・労働力・土地であるが，グロー

るような状態を経て，最終的には原材料の調達，生産活動，研究開発，ロジス

バル化の進展の要因として，資本と労働力の移動可能性（モビリティ）が高まっ

ティックス，本社機能などをそれぞれ行うのに最も適した国や地域に設置し，

たことが挙げられる．

生産・供給・販売・意思決定体制をグローバルレベルで最適化するような企業

すなわち，資本移動に関しては多くの国や地域において，グローバル化の中

の変革を意味することは，
多くの研究者によって指摘されている．また，
ドラッ

で国外資本を導入して国内経済を成長させるモデルが主流となり，これにより

カーも，同様のことを次のように述べている．
「グローバル経済のもとでは，

資本の国際移動が容易になった．一方，国内市場での収益率低迷にあえぐ企業

企業は多国籍企業からグローバル企業へと変身せざるをえなくなる．これまで

が自国以外の市場に注目し，海外資本進出を活発化させた．また，国際金融市

の多国籍企業は，海外子会社をもつ国内企業だった．海外子会社は親会社のク

場の拡大は，いわゆるマネーの国際間の移動を加速させる一方，企業の資金調

ローンだった．今日なお，国際的に事業展開している企業の多くが多国籍企業

達を容易にした．以上が 1970 年代以降に観察された資本の国際間移動の拡大

のままでいる．しかし，
グローバル企業への転換はすでに始まった．そのスピー

に関する主要因であると考えている．

ドは速い．製品やサービスは同じかもしれない．だが，組織構造が根本的に違

次に，労働力の移動であるが，労働力の実質的移動可能性の高まりという点
に着目したい．たしかに今日においてさえ単純労働力を中心に労働力の国際間

う．グローバル企業にとって経済単位は一つしかない．グローバル市場である．
販売，アフターサービス，広報，法務は現地で行う．しかし，経営戦略，研究
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開発，部品調達，生産，マーケティング，価格決定，財務，マネジメントはグ

現するには，理想とは言えないが自由市場経済が必要であるとしている
（
『ネク

ローバル市場を考えて行う．
」
（
『ネクスト ･ ソサエティ』第Ⅳ部第 2 章の一部を

スト・ソサエティ』
第Ⅲ部第 4 章その他）
．

要約して引用）

Ⅲ . 今日的問題意識
以上のように，情報の同時性によりますます均質化するグローバル市場の存
在，国家の成長戦略としての外資の導入，資本制約の克服により高い利益率を

そして，このドラッカーの主張にもとづけば，人間幸福の理念が確立され，
市場原理にもとづいて公正・妥当な競争が継続することは肯定される．した
がって，企業が人間を尊重する経営という大所の理念を再度認識し，公正な競
争を通じて自らの理念を実現していくことが重要である．しかし，一方で人間
尊重の経営を重視するあまり，競争に耐え得ない，
「ひ弱な」
経営を展開するの
では，真に人間を幸福にする経営は実現されまい．

求めて国境を越え，世界規模で企業活動を最適化しつつ，規模のメリットを追
求して競争優位を築こうとする企業活動など，グローバル化の進展の経緯を考
察すると，その動きはもはや抑制できないものであるということができる．

2 . グローバル化する消費者意識とグローバル市民
また，幸いというべきか，企業のマネジメントに大きく影響を及ぼす外部の

そこで，ここでは，グローバル化に伴う今日的問題を論じる．昨年来の金融

利害関係者の価値観や行動様式に，人を基準として人間の幸福を追求するよう

危機やそれ以前にも繰り返された地球規模の経済の大きな調整は，悪化する企

な考えにもとづく行動がよく見られるようになってきており，これがグローバ

業業績や冴えない各種経済指標を目の当たりにするにつけ，あまりにも急激で

ル企業のマネジメントをより良い方向に革新する原動力になりうると考えている．

かつ大幅な調整であり，並みの人間では対応しきれないほどモンスター化して

経済活動において人は幾つかの顔，すなわち機能的なキャラクターを持って

いると思われる．このような現象は，無統制な貨幣経済あるいは国際金融市場

いる．まず「消費者」
という側面である．今日的な消費者は，低価格・高品質の

における投資家の暴走という一面があるととらえている．過度の利益追求によ

商品やサービスを探し購入することに貪欲であり，消費者のネットワークを利

る投資家や経営の暴走は，ドラッカーが指摘した通り，人の存在を忘れ，短期

用して情報収集と意見交換を行い，ますますその志向を強めている．また，不

的利益や投機的利益の拡大にのみ価値を置く，経済至上主義の結果であり，結

祥事を起こした企業や社会的貢献に疎い企業から購買を控える傾向がある．イ

局は実体経済にも負の影響を及ぼしてしまうと言える．企業の経営側にも，株

ンターネットでつながった地球規模の消費者ネットワークの中で，選択される

主の過度の短期的な要求に屈し，長期的成長，すなわち将来の成長に投入すべ

商品，選択される企業となるための企業のマネジメントが必要である．

き経営資源を刹那的に浪費してしまうようなビジョンに欠ける行動が数多く観
察されている．

次に「市民」
という側面である．今日
「市民」
としての人間的側面を強調しなく
てはならない．
「市民」
は，まず自らの属するコミュニティにあってその生活品
質をどのように維持向上させるかという考えにもとづいて行動する．特に，今

1. ドラッカーの支持した自由市場経済

日的なテーマとして一例をあげれば，地域の生活・自然環境に注意を払うのみ

そこで，われわれは今一度基本に，すなわち，人を幸福にする経済活動の本

ならず，グローバルな環境問題に対する姿勢も積極化している．インターネッ

質に立ち返らなくてはならないと痛感している．これは非常に重要な問題で

トなど発達した通信手段によって，地球規模の環境や貧困などに問題意識が高

あると同時に，その処方を示すのが難しい今日的な大きな課題であろう．現在

く，その解決に関心を示し取り組むことによって，自分の属するコミュニティ

のところ，ポスト資本主義の時代にあって人を幸福にする社会経済のフレーム

の安全，平和と生活品質も維持・改善されるという，グローバルと地域をリン

ワークは確立しているとはいえず，この先どのように展開していくのかも不明

クさせた問題意識で行動が起こされるようになってきているといえる．これを

である．そのような状況で，企業が人を幸福にする社会の実現をめざして自律

グローバルな市民意識とすれば，今後の企業のマネジメントは，このようなグ

的に行動できるのかという点には絶大な自信をもって肯定することも難しい．

ローバル市民意識を理解しつつ，企業活動を展開しなくてはならない．

本稿でも，そのような大きくて重要な課題への適切な処方を明確に示すことは
できない．
しかし，以下に考察するように，今現われている事実
（現実）
の中に，正しい方
向を示すと思われるものに着目し，今後の状況への処方を論じてみたいと思う．

Ⅳ . グローバル企業のマネジメントの役割
以上に考察したグローバル化の進展，経営環境の変化を考慮して，このよう

ドラッカーは，経済至上主義を批判し，過去において人類に甚大な災禍をも

な問題意識の中でグローバル企業はどのようにして行動すべきであるのか，あ

たらした全体主義を二度と招来することなく，人間に幸福をもたらす社会を実

るべきマネジメントの役割は何なのかを検討する．本稿での筆者の主張は，繰
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証されなくてはならない．

一度「人」
の基準でとらえ直し，その基準から経営を展開することが重要な時期

たとえば，生産拠点の立地，製品やサービスの品質管理，原材料・資材の調

にある，すなわち
「人」
基準にもとづくマネジメントに向けて今のマネジメント

達等が個々に競争力をもったやり方で行われるようにすることは当然である

を革新していかなくてはならないということである．この命題は，次のような

が，自社のグローバルな事業展開の上での総合的な競争力の強化に貢献してい

テーマの変換によってより具体的に議論を展開することが可能になる．

るのかという部分最適と全体最適の点も検証されなくてはならない．また，内

すなわち，ドラッカーは企業の役割は顧客の創造であるとしている．およそ

部管理システムにおける継続的改善が生産性の向上などを通じて，事業の競争

企業の経営は，人の幸福や健全で長期的な繁栄のために行われるべきであると

優位を持続させるのに貢献できる確立された仕組みであるのかも吟味されなく

のドラッカー・マネジメント論に立ち返って，前節で述べた通りグローバルな

てはならない．

問題意識を持った消費者やグローバル市民に対して，「顧客」を創造し，満足の
いく便益を提供するようにマネジメントされなくてはならない．

さらに，そのような競争戦略のシナリオが，経営環境の変化に対しどの程度
の耐久力があるのかも検証されなくてはならない．一例として挙げれば，積極

また，ドラッカーは，
「利益とは，企業存続の条件である．利益とは未来の

的な事業リスクをとり，利益率を向上させるために内製化するのか，または事

費用，事業を続けるための費用である」としている（
『マネジメント』第 1 章）
．

業環境の変化を考慮して過度のリスクを排除するために，アウトソーシングを

すなわち，いかに適正な利益を継続して確保し，持続的に企業活動を展開し，

するのかなどを検討する必要がある．

社会に貢献するかを検討しなくてはならない．以下では，今日的な環境におけ
る企業のマネジメントレベルの問題としてこの課題にどう取り組むべきかその
フレームワークを示すこととする．

3 . 持続的成長に重点を置く経営戦略の実施
グローバル経済における変化のスピードと影響度が従来のそれとは比較にな
らないほど大きなものであることを考えると，グローバル企業のマネジメント

1. グローバル化の必要性

にとっては，
短期の利益と長期的成長の目標をいかにバランスさせるかを考え，

まず著書に
『ビジョナリーカンパニー』
などがある米国経営学者のジム・コリ

必要な施策を施すことは，非常に重要でありかつ困難な課題である．長期的な

ンズのコメントを紹介したい．
「
（多極化して不安定な世界経済の環境の中で，）

成長を目的に，経営資源をどのような事業に投入するか，経営資源をどのよう

エベレストのふもとにテントを張っていれば，
嵐が来ても何とかやり過ごせる．

な地域にどの位投入するかという事業戦略の問題に加え，事業間のシナジーの

標高 8800 メートルならどうか．環境は猛烈な勢いで変化し，予測は不可能だ．

有無，その活用可能性が検討されなくてはならない．さらに，変化の予測が困

米国を含めて各国のリーダーは自分がどんどん山の高い方へ移動している気分

難な経営環境下では，経営資源の制約を克服し事業シナジーを利用するには，

だろう．
」

他の事業パートナーの活用と国際的な財務戦略によって資産構成・資本構成・

同じように，グローバル企業の経営においても，企業を取り巻く環境は予測

通貨リスク管理についても整合的な施策が展開されなくてはならない．

がより困難であり，変化の速度も速く，経営への影響度も大きい．したがって，
事業の定義に際して，そもそもグローバル化する必要があるのかないのかを明

4. 高い倫理観にもとづくグローバルレベルでの企業統治の確立と多様性の尊重

確にしておかなくてはならない．従来通りの事業戦略を継続しながら，事業を

グローバルレベルでの競争の激化により，特定市場での製品やサービスの製

拡大し大きな市場を狙い，規模の利益でコスト競争力を引き上げ，事業の利益

造・販売についての顧客の要求基準はますます厳しく，企業はこれらの要求に

率を高めるというシナリオが今後の自社のグローバル化において妥当であるの

応えて競争力のある製品やサービスを提供していかなくてはならないのは自明

かに答えを出しておかなくてはならない．

である．これらに関しては多くの理論・事例研究が行われており，これらにも
とづいて強固な戦略を実施していかなくてはならない．しかし，一方で企業の

2. いかに競争優位を築くか
次に，グローバル企業として，経営者は競争優位をどのように築くかを検討

事業戦略とは別に，グローバル企業の企業統治や企業文化に関しても十分な検
討がされなくてはならない．

しなくてはならない．差別化は，製品の機能や価格，コスト競争力について行

今日的なグローバル企業は，その企業理念やグローバル経済への貢献の仕方

われるが，それのみならず，資本や労働の経営資源制約を克服しつつ，企業の

について，国や地域ごとのレベルの違いを超越して高い行動基準が要求される

コスト管理と内部のマネジメント・システムをビジネスモデルと関連させなが

と認識する．グローバル市民の倫理観・環境・安全に対する高い要求基準に適

ら，地球規模で最適化することを検討し，それで競争優位を構築できるかが検

合しなくてはならない．また，同様にコンプライアンスや内部統制についても
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Ⅴ . おわりに

バルに活動を展開する企業は，このような企業統治を曖昧に運用することはで

本稿は，研究ノートである．グローバル経済のもとでの企業のグローバル化

きない．曖昧な運用は，企業活動の成果である製品やサービスの品質に反映さ

の進展の過程を振り返り，グローバル市場の出現と，経営資源の制約が少なく

れるし，不完全なコンプライアンスや内部統制の結果として，法令違反，不完

なることから企業のグローバル化が進展することなどを背景に，グローバル化

全な会計記録，不祥事などに帰結する可能性を許してしまうからである．製品

は止まらないことを確認する一方，グローバル化の今日的問題である，経済至

やサービスの品質は，国や地域の法的要求レベルや競合相手の製品サービスの

上主義がもたらす経済の急激で大き過ぎる振幅を否定的にとらえ，ドラッカー

品質によって左右されることはあっても，企業統治の根幹を成す基本的な経営

が主張する，人に幸福をもたらす社会の実現にむけてグローバル企業がとるべ

方針とそれにもとづく内部統制システムは，最も高い要求基準に適合すること

き行動とマネジメントの役割を総括的に述べたものである．もちろん，筆者の

を第一とし，世界共通で適用され運用されないと，自己矛盾と国・地域ごとの

ような浅学経験不足の者にその処方を明確に論じることはできないが，グロー

顧客や利害関係者からの指摘を誘発することになると考えている．地域や事業

バル企業で働く者として，実体験にもとづく問題意識をもとにマネジメントの

を横断的に統治する完成度の高いガバナンスの仕組みを作り，これを明確に規

役割について大きな枠組みから意見を述べさせていただいた．研究ノートとし

定し，すべての従業員やパートナーに実践させる仕組みが確立されていなくて

たのは，本稿での議論が総括的・問題提起的ではあるが，個々の論点に関して

はならない．

十分な考証と結論を示していないからである．これらに関しては今後の研究の

これは実に困難なことである．筆者も過去 10 年以上にわたって，在籍する

進展にあわせ個々に議論を進めていきたいと考えている．特に，今後は企業統

グローバル企業において，幾つかのグローバル・リエンジニアリング・プロジェ

治，とりわけマネジメント・コントロールといわれる領域において，グローバ

クトに従事し，
アジアを中心に約8カ国でその展開を経験した．どこの国に行っ

ル企業が競争優位を継続し，持続的成長を遂げることによって社会への貢献を

ても，まず始めにグローバル企業の戦略として，リエンジニアリングが必要と

果たすために必要な動態的な事業管理システムやグローバル企業文化の構築に

説明するが，どの国でも最初の反応は，
「あなたの言っているグローバルな変

ついて，掘り下げた議論を進めたいと考えている．

革の必要性は総論として理解できるが，私たちの国ではビジネスの慣行はそれ
とは異なり，文化や歴史的な差もあって，展開は困難である」というような反

なお，本稿はドラッカー学会理事・藤島秀記氏の問題提起と研究に刺激され，

論を決まって受けた．もし，そのような薄弱な理由を一つ一つ許容していくと

氏のご意見などを参考に執筆を進めたものである．藤島氏に改めて謝意を表し

横串の通ったガバナンスは確立できない．

たい．

以上のことは，前出のジム・コリンズによって次のように表現されている．
「雇用数が一国の政府を越え，売上高が小国の国内総生産を上回るような巨大
企業
（注：グローバル企業）は大きな力を持つ．人々は，
『私はブリュッセル市
民である』というのと同様に，
『私はゼネラルエレクトリック
（GE）の社員であ
るとの思いを強める．ウォルマートや GE のような優れた企業は強い企業文化
を持ち，巨大化してもこれを保っている．人々にとってそういう企業を辞める
のは「移民」
になるのに等しい重みがある．
』
」
すなわち，これを裏返して言えば，グローバル企業は，国や地域ごとの文化
や慣習を尊重した上で，一貫していて，世界中の全社員に共通する強い企業規
範・行動規準や企業文化を構築する必要があるということである．マネジメン
トの強いリーダーシップにもとづくグローバル企業統治への決心と，それを具
体化する個々の企業管理システム
（品質管理，安全管理，内部統制，人事管理
など）
の存在がこれを可能にするといえる．

【略歴】外資系製造業人事統括部長．早稲田大学商学部卒業，慶應義塾大学大学院経営
管理研究科修士課程修了．外資系製造業に 1980 年入社．以来，財務・総合企画・
マーケティング部門を経て現職にいたる．キャリアを通して，プロジェクトフ
ァイナンス，キャッシュフロー管理，経営計画策定，企業統合・合併における業
務プロセスの変革，国際人事管理などに精通．ロンドン・シンガポール勤務時代
には，グローバルオペレーションのデザイン及び実行プロジェクトに参画．関
心領域はグローバル企業の経営，コーポレートガバナンス，マネジメントコン
トロール，国際人事戦略等．

256

研究論文・研究ノート

科学者のためのドラッカー

257

紹介を受けた．
ドラッカーは
「この
『一番偉い』
という点が強烈な印象として残っ

【研究ノート】

た」 とし，彼の業績について注目することになる．「彼は終生，精神分析が科
（3）

科学者のためのドラッカー

学であるとの姿勢を崩さなかった．心の動きは，理性的科学的に，化学現象や
電気現象，あるいは物理法則のように説明できるはずであるとした．まさにフ

Drucker for Scientists

ロイトの精神分析こそ，理性的な科学と非理性的な心の動きを一つの理論にま

脇秀徳

Hidenori Waki

（㈱ジ ･ エッヂ 取締役）

とめあげようとする壮大な試みだった」

（4）

同時代の医学者からは，治療効果の定義，評価測定の尺度の不明瞭さ，再現
性の有無を指摘され，治療法としての価値を認められることはなかったが，ド
ラッカーは「はるかに啓示的，魅惑的，感動的な体系なのではなかったか」 と
（5）

している．

Summary
In this text, three scientists whom P.F. Drucker met are extracted
from Adventures of a Bystander, and the lesson he obtained is clarified.
Next, teaching of P. F. Drucker that a modern scientist should read is
considered.

二人目は，バックミンスター・フラーである．1940 年，ドラッカーが 31 歳
のとき，『フォーチュン』
の編集作業中に文字通り
「ぶつかった」
ことにより出会
う．フラーは当時『フォーチュン』誌の技術コンサルタントをしていた．「私が
初めてぶつかった頃，彼は 50 歳近くにして，しかも無名だった．彼は 20 年間
にわたって奇妙な発明に夢中になっていた」

（6）

ドラッカーは，
「経済発展を示すグラフを描くことを妨害することによって，

はじめに

経済発展そのものを妨害できる」 という考えに興味を示し長く友人となる．
（7）

また，聴衆を釘付けにする彼の講演手法を絶賛している．「あらゆる聴衆が体

ドラッカーは「われわれはいつの間にか，モダン
（近代合理主義）と呼ばれる
時代から，名もない新しい時代へと移行した」 が「われわれはこの新しい現実
（1）

験するのは，バッキー・フラーではなく，バッキー・フラーが見るビジョンだっ
た．彼は幾何学者を称した．だが彼は，見る人，知覚の人だった」

（8）

についての理論，コンセプト，スローガン，知識を持ち合わせていない」 と

三人目は，マーシャル・マクルーハンである．彼とは 1940 年頃，ある学会

言う．この
「ポストモダン」
と呼ばれる時代において最も火急なテーマは，新し

でドラッカーと共に論文発表者であったことがきっかけで知り合った．大学で

いコンセプトの構築である．それは技術の進歩で変貌した社会からの要請であ

は機械工学と文学を専攻していたが当時は無名の英語教師だった．彼の発言に

る．科学者は知識社会においてこの重要な使命があることを認識し取り組まな

ドラッカーは驚愕する．

（2）

ければいけない．

「このいたって平凡に見えた英語教師が，変なことをいい出した．中世の大

本稿では，『傍観者の時代』からドラッカーが出会った 3 人の科学者を取り上

学は印刷のおかげで陳腐化したといったまでは，常識として受け入れた．とこ

げる．彼らに共通していることが 2 点ある．一つ目は，彼らはいずれも当時の

ろが彼は進んで，印刷本が教授法と表現法だけでなく教授内容まで変えたため

社会では
「科学」
と取り扱ってもらえなかったこと，もう一つは人々には見えて

に，近代大学が生まれたと論じた」

いない
「未知なるもの」
を見ていた点である．しかし後世において彼らのコンセ
プトは非常に重要となった．
最初にドラッカーは彼らとの出会いを通しどのような教訓を得たかを明らか
にする．次に現代の科学者が読み取るべきドラッカーの教えを考察する．

1. ドラッカーは科学者からどのような教訓を得たか？
1-1 ドラッカーが出会った 3 人の科学者

（9）

この当時の学問を否定するような彼の発言に対し，審査する英文学部の学部
長はまったく相手にしなかった．「あのもやし野郎が大学について話をし出し
たときには，来年採用しようかと思ったんだよ．でもどこかの工業大学に譲ろ
う」 ．ドラッカーもグーテンベルクの活版印刷が知識とすべきものを規定し
（10）

たとする彼の発言を理解できなかった．彼はテクノロジーと文化の関係に関心
を持ち始めており
「あのもやし野郎がいうことには何かあると思った」 ．
結果，
（11）

彼とも交友を続けることになる．
科学者であろうとしたゆえに医学会から否定されたフロイトは 1939 年に没

一人目は，
精神分析学者のジークムント・フロイトである．8歳のとき，ウィー

する．その後，ドラッカーは 1940 年代に新たに奇妙な 2 名の科学者と友人に

ンの食堂で握手した時，彼と既知であった両親からヨーロッパで一番偉い人と

なるが，
「彼らに従うものも現れるどころか，彼らの声が世に届くことさえあ

258

研究論文・研究ノート

【研究ノート】科学者のためのドラッカー

259

り得ないのではないかと疑っていた」 ．デカルトから始まった近代科学とは

1点目は「部分の総計でない全体」 という考え方である．フラーは
「シナジー

まったく異なる発言をするこの 2 名の科学者はフロイト同様，日の目を見ない

幾何学」という独自の数学・物理学体系を作り出した．シナジーとは，
「結合さ

で終わるはずであった．
「道無き荒野に白骨をさらす」 はずであった．

れた状態になったとき初めて現れる，
部分からは予測できない性質やふるまい」

（12）

（13）

（18）

と定義される．シナジー幾何学とは自然に先天的に備わっているシナジー的パ
1-2 ドラッカーはこの科学者から何を見たか

ターンを組織化し，理解する学問である．彼は，人類の永続的な活動のために

交友関係も 20 年になろうとした 1960 年代に彼らは突然脚光を浴びることと

地球上の有限なエネルギーは地球外から新たな資源を獲得するためだけに使う

なる．
フラーは，
1963年
『宇宙船地球号操縦マニュアル』を著し，マクルーハンは，

べきだと考え，エネルギーを最小化する建築物を設計しつづけた．この構造物

1962 年
『グーテンベルクの銀河系』
，及び 1964 年
『メディア論』で有名になった．

の性質は部分からは説明できない．

彼らが予言の荒野を抜け出し約束の地にたどり着いたのは，テクノロジーが

2 点目は「ポストモダンにおける諸体系のコンセプトは，全体を構成する要

専門家の枠から飛び出し，活動の中心となった時代である．人々は新時代にふ

素
（かつての部分）は全体の目的に従って配置される」 である．これはフラー

さわしいものの見方，考え方を必要としていた．その時代の空気に彼らは適合

の建築物の影響だと考えられる．ジオデシック・ドームでは，エネルギーを最

していた．ドラッカーは彼らを
「新しい現実を垣間見せてくれる存在だった」

小化するという目的で決まった場所に個々の構造物
（部分）
が配置される．その

としている．

性質は構成材料の種類に関わりなく，配置構造でのみ決定されている．

（14）

ドラッカーは両名から2つの教訓を得る．
1つは集中することの重要性である．

（19）

フラーが没してから 2 年が経過した 1985 年，レーザー光線をグラファイト

「物事を成し遂げるのは，集中する者，モノマニアックである」 ．2 つ目は科

にあてることによりジオデシック・ドームと同じ構造をもつ有機分子が生成さ

学が成就するのには長い時間がかかるという点である．フラーは 40 年同じ研

れた．彼の名を取り「C 60 フラーレン」と命名されたクラスター分子は，フラー

究を続けた．
マクルーハンは彼にのみ見えていたビジョンを25年追いつづけた．

の予言どおり，物理的
（エネルギー的）
に安定ながら，化学反応性に富み，カー

そして，
「時が満ち，彼らのいずれもが世に衝撃を与えた」 ．

ボンナノチューブなどの材料，医療試薬，化粧品などさまざまな分野へ応用

（15）

（16）

しかしながら，彼らは科学として認められたわけではなかった．フラーは発

されている．また発見者であるハロルド・クロトー，リチャード・スモーリー，

明家とされた．マクルーハンは大衆文化の寵児とされたままであった．フラー

ロバート・カールは，1996 年度のノーベル化学賞を受賞した．現在，この構造

にとっての建築物，マクルーハンにとってのテレビなど，進歩した社会が持つ

が持つさまざまな性質を理論的に説明する研究が行われている．

技術とそれに触れた人々が新たなコンセプトを必要としただけであり，学問と

マクルーハンは機械工学出身であるが，工学として活版技術を見るのではな
く，その使われ方と影響を見ていた．グーテンベルクの技術とはそもそも何で

しての科学が新しい科学を認めたわけではなかった．
ドラッカー自身もそもそも技術と科学は無関係ではなくとも別物と考えてい
た．技術はあくまで現場主義であり，科学は純粋なものである．彼らが注目を

あるかを見ていた．
印刷できないものは伝えることができない．教育が印刷物で行われる以上，

浴びる場面を目の当たりにし，何が起こったのかを考察した．そして，新しい

教育は活版技術により規定される．後に彼は有名な
「メディアはメッセージ」
で

技術が利用されるようになることで人々が変わり，社会が変わり新しい価値観

あると言葉を残す．さらにマクルーハンは，テクノロジーやメディアは人間の

が生じたからだと結論づけた．この現象を次のように表現している．

身体の拡張であると唱えた．

「技術が科学に対し圧倒的な力を持つようになったとはいえない．しかし，

ドラッカーは，彼からテクノロジーが人間にどのような影響を与えたかとい

共に住むべき家を建て，結婚許可証を手に入れ，あまりその気のない科学と式

う見方を学ぶ．そして「テクノロジーとは，人間の生産物に影響を与えるだけ

をあげたのは技術のほうだった．新家庭の性格を決めたのも技術だった．技術

でなく，人間そのものを規定し，あるいは少なくとも，人間が自らをいかに見

が科学を娶ったのであって，両者の結婚は対等ではなかった．事実の示すとこ

るかを規定するもの」 と結論づけ，その結果として「テクノロジーは道具で

ろによれば，この変化をもたらしたのが技術についての新しいコンセプトだっ

はない．人の一部である」 という洞察を得ることになる．

た．すなわち，みずからのダイナミクスによって起こった技術革命だった」

（17）

（20）

（21）

ドラッカーはこの 2 名の考えを融合し，ポストモダンのコンセプトを持つ．
「重要なものは，道具ではなくコンセプトである．宇宙，構想，知識には秩序

1-3 ドラッカーがフラー，マクルーハンの思想から受けた影響
ドラッカーはこの 2 名の奇妙な科学者を観察することでポストモダンの思想
を作り上げていった．まずフラーから影響を受けたと考えられる点を2つあげる．

が存在するはずであるとする世界観である．しかもその秩序は形態であって，
分析の前に知覚することが可能なはずであるという信条である」

（22）
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ドラッカーはそれを
「未知なるものの体系化」 と称した．既存の知識を体
（24）

ドラッカーは
「科学と技術」
の考察を経て，以下の結論に至った．

系化するのではない．欠けているものの仕様を教える体系である．ドラッカー

科学は既知の現象の理解を目的としていた．
自然現象から法則を見つけ出し，

は以下の例をあげて説明する．

なぜそうなっているのかを理論的に証明した．元になるのは体系化された知識

「教科書では，メンデレーエフの理論が周期表の空欄，すなわち未発見の 29

であり以前に証明された法則である．科学はそれらを積み重ねて行く．因果の

の元素とその重量，性質を明らかにしたと教える．逆に，既知の 63 の元素が

歴史であり，それが人類の叡智の歴史であったはずである．知識のための知識

空欄を明らかにしたのではなく，空欄が 63 の元素に位置を与えたと教えるこ

が科学である．

とはほとんどない．しかしすべての偉業は，未知なるものの体系化によってい

他方，技術は利用を目的とする．かつて技術は専門家のものであった．技術

る」

（25）

が高度化するにつれ，習得するためには長い訓練が必要であった．これは生産

「小児麻痺ワクチンの開発もまた，
未知なるものの体系化にもとづくイノベー

性を向上させる上での障害となる．技術を利用できるためには何としてでも短

ションだった．そこでの課題は，既知なるものの混乱に秩序をもたらすには何

い時間で身につけなければならない．ここで技術は継承できるものにするため

を想定しなければならないかだった．すなわち，
得るべき知識の仕様だった」

に体系化され，知識化された．知識は科学のものだったはずである．これは技
術が科学化したことを意味している．
技術は貪欲に継承するための方法論を求め，
利用できる知識を求めつづけた．

（26）

科学者の役割は，この得るべき知識の仕様を決めることである．これは分析
では得られない．分析はすでに起こったものの方法論だからである．新たな知
識の仕様は，新たなものの見方で得ることができる．

科学は技術にとって道具となった．主従ではないが，技術が科学を必要とした
としている．

2 - 3 新しいものの見方――位相幾何学
（トポロジー）

2. 現代の科学者が読み取るべきドラッカーの教え

理物理学者アンリ・ポアンカレを引用している．彼は事象が真か否かだけでは

2-1 知識の意味は変わった

た．彼にはもうひとつ有名な実績がある．それは位相幾何学における「トポロ

ドラッカーは「知識が社会の中心に座り，社会の基盤になったことが，知識
の性格，意味，構造を変えた」 と言う．かつて専門分野別に組織されていた
（22）

ドラッカーは科学上の発見に果たす直観の役割を初めて指摘した例として数
なく
「どちらでもない状態」が存在してもよいという数学的直観主義を提唱し
ジー」という概念の発見である．
トポロジーとは構造を連続変形させたときの不変的性質を探る学問である．

大学や研究機関は，応用分野別に組織され急速に発展している．これは，
「知

トポロジーは古典的なユークリッド幾何学とは異なり，構造の変形性に注目す

識がみずからを最終目的とするものから，何らかの成果をもたらすための手段

る．例としてコーヒーカップとドーナッツは穴がひとつ空いているから同じも

に移行した結果である」 ．

のであるという見方がある．また，あらゆる図形を一筆書きができるかできな

（23）

科学が細分化され専門化されてきた結果，大量にしかも優秀ならざるものま
で投入しなければならなくなった．新しい知識を生み出せる人たちの供給がつ
き，研究の成果があがらなくなってきている，とも言う．研究資源をどこに投

いかで判断するなど，形態の見方そのものを科学する分野であり「やわらかい
幾何学」と呼ばれている．
ドラッカーの「イノベーション」はこの概念にもとづいていると私は考える．

下すべきか，それは知識がどのような成果をもたらすかを予想することができ

イノベーションは天才のひらめきではなく，普通の人でも継続して変化させる

るかにかかっている．ドラッカーはできるとする．

ことできるものである．「連続」の「変形」をしつづけても不変的なものは何か．
逆にどのような不変的なものが
「連続」
して
「変形」
できるのか．

2-2 科学とは
「未知なるものの体系化」
である

複雑系を因果関係で説明しようとした場合，多体相関の問題に行き詰まる．

情報化社会到来と言われて久しいがわれわれはまだ何なのか理解しきれてい

二つの分子間の相互作用だけなく，その相互作用がさらに及ぼす影響を考慮し

ない．この社会は間違いなく一つの新しい技術が引き起こした．インターネッ

なければいけない．
「多変量」
を解析する手法を駆使しても，理解すべき範囲は

トである．マクルーハンの言うとおり，道具が人間の目や耳の拡張であれば，

膨大となる．

われわれは瞬時に世界中を見たり聞いたりする能力を獲得したことになる．こ

これに対してトポロジーは
「不変量」
の解析を行う．どれだけ複雑な系に対し

の能力が引き起こす社会ははじまったばかりである．われわれには新たなコン

て不変の性質は何かを探す．これはドラッカーが組織や社会を観察するときに

セプトが必要である．

利用した手法そのものである．
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つ社会への責任を意識しながら自らを再編成せよ，ということである．この考

科学者は，
研究成果に新しい科学的発見があるかどうかで価値が判断される．
世界中に同じテーマを持った科学者チームが複数存在する場合，研究成果発表
の早さに対して競争が発生する．勝者は賞賛と潤沢な研究資金を与えられるた
め，さらなる研究に邁進することができる．

え方は大学を変え，大学受験制度を変え，それ以前の高等教育制度まで多大な
影響を与えることが考えられる．
現役の科学者はかつての学問体系の元で研究職を志し，教育を受けてきた．
研究はあくまで純粋であり，ある種の学問は
「役に立つか」
の質問でさえタブー

ドラッカーの言う
「技術が科学を娶った」
という表現は科学者にとって重大で
ある．それは，科学的発見は研究機関の占有ではなくなったことを意味する．

視された．彼らにとっては難しいかもしれないが変わらなければならない．
科学は専門化や情報量の拡大が進むことによりコントロール不能になった．

「（イノベーションとは）ひらめきによって行っていたことを体系的に行うよ

これを「科学体系自身にエントロピー増大の法則が適用された」
と見るのはあま

うにしただけである．そして天才しか行えなかったことを普通の人間が行える

りに皮肉であろう．しかし，ドラッカーが教える対処法がこの事実を示唆して

ようにしたことである」 ．これは研究者にとっては異質の競争相手が増えた

いる．目的をもって配置することである．

（27）

ことを意味している．
科学者はその研究が本当に新しいものかを調査する対象を過去の論文だけで
はなく，現実の社会にまで広げる必要がある．彼らは論文を書かず公表しない．
そのため，研究者から見てすでに行われていることかどうかを知ることが非常
に困難である．
現在は，フラーやマクルーハンの直観したものに現実が追いつくような
「古
きよき時代」ではない．新しさを失えばまさに
「道無き荒野に白骨をさらす」

（13）

だけになる．

【注】
（1）P.F. ドラッカー『テクノロジストの条件』ダイヤモンド社
（2005）p. 3 ll. 1 - 2（初出は『変貌
する産業社会』1957）
（2）同上 p. 3 ll.10- 11
（3）P.F. ドラッカー『傍観者の時代』
（エターナル版）ダイヤモンド社（2008）p. 83 l.10
（4）同上 p. 98 ll.1 -5
（5）同上 p.99 ll.13 - 14
（6）同上 p.288 ll.4 - 5
（7）同上 p.289 ll.9 - 10

2-5 科学者の責任
知識の担い手として科学には長い歴史がある．いわばその縄張りに技術が乗
り込むことで知識のための知識，理解するためだけの知識の時代は終わりを告
げることになった．ドラッカーは大学の機能も変化したと述べる．
「知識が現代社会の中心的な資源となったために，大学に第三の機能が加わっ
た．教育，研究に加え，社会への貢献すなわち知識を行動に移し，社会に成果
をもたらす機能が加わった」 ．
（28）

社会への成果が加わったことで知識の専門分野の論理だけではなく，その知
識が何をもたらすかが重要になった．また，専門化で分割された知識を応用へ
再編成される必要が生じた．それに伴い知識の担い手として新たな責任が生じ
た．それは
「知識にかかわる者は高度な倫理基準が求められる」 である．
（29）

情報社会においてほしい情報は誰でもすぐに手に入るようになった．入手した
情報を知識として利用するためにはそれが正しい情報か間違った情報かを判断す
る必要がある．一般の人が利用できる情報は，多くの人が信用している知識か，
専門家により権威づけされた知識である．情報は，専門家以外は検証できない．
情報弱者に対してその専門性を生かした安全な知識を提供する責任がある．
2-6 まとめ
ドラッカーのメッセージは，科学者は知識の体系的探求から離れ，知識が持

（8）同上 p.292 ll.4 - 6
（9）同上 p.293 ll.1 - 3
（10）同上 p. 293 ll.13 - 15
（11）同上 p. 294 l.7
（12）同上 p. 284 ll.8 - 9
（13）同上 p. 299 l.11
（14）同上 p. 287 l.7
（15）同上 p. 299 ll.1 - 2
（16）同上 p. 299 ll.9 - 10
（17）P.F. ドラッカー『テクノロジストの条件』ダイヤモンド社（2005）p.44 ll.4 -8（初出は
『技術
と文化』1961）
（18）P.F. ドラッカー『テクノロジストの条件』ダイヤモンド社（2005）p. 6 l.10
（19）同上 p.7 l.17 - p.8 l. 1
（20）P.F. ドラッカー『傍観者の時代』ダイヤモンド社（2008）p.294 ll .16 - 17
（21）同上 p. 297 l.3
（22）P.F. ドラッカー『テクノロジストの条件』ダイヤモンド社（2005）p. 16 ll.6 - 8
（23）P.F. ドラッカー『テクノロジストの条件』ダイヤモンド社
（2005）p. 237 l. 1（初出は『断絶
の時代』1969）
（24）同上 p. 14 ll.3
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（25）同上 p.15 ll. 10 -13
（26）同上 p. 16 ll. 2-4
（27）P.F. ドラッカー『テクノロジストの条件』ダイヤモンド社（2005）p. 17 ll.9 - 10
（28）同上 p.239 ll. 13- 14
（29）同上 P.250 ll.13
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ドラッカーの世界に見るTOC（制約条件の理論）
Looking for the Concept of TOC in the Drucker World

桂利治

Toshiharu Katsura

【略歴】㈱ ジ・エッヂ取締役．1999 年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．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．

（コンサルタント）

Summary
When I read Drucker’
s books, I often find some ideas which are used in
TOC (Theory of Constraints). I introduce the principle of TOC in relation
to Drucker’
s perceptions.

1. はじめに――『現代の経営』
と TOC
われわれはマネジメントによって，自らの使命とする成果を上げなければな
らない．成果を上げるためのマネジメントの方法論については，さまざまな手
法や考え方が提案されているが，それら新しい方法論の基本的アイデアの多く
はドラッカー教授の著作の中にすでに登場している．
私が専門としているマネジメントの方法論，制約条件の理論 （Theory of
（1）

Constraints，以下 TOC と略す）
も例外ではない．
ドラッカー教授が 1954 年に書いた
『現代の経営』の中に，TOC のコンセプト
を連想させる記述がある．
「マネジメントの仕事は常に，物的生産に関わる制約を押し戻すことに
ある．それどころかマネジメントは，それらの物理的な制約を機会に
転換すべく事業をマネジメントしなければならない．
」

（2）

「物理的な制約を押し戻し，逆にそれを機会とするには，マネジメント
は，まず第一にいかなる生産システムが必要であり，その生産システム
の原理が何であるのかを理解しておく必要がある．そして第二に，そ
の原理を一貫して適用する必要がある．生産活動とは原材料を機械に
かけることではない．それは論理を仕事に適用することである．正し
い論理を明快かつ一貫して適用するほど物理的な制約は除去され，機
会は増す．
」

（3）

TOC の開発者エリヤフ・M・ゴールドラット博士がヒントにしたかどうかは
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環境においては，その手法がうまく機能することは期待できない．
」

（8）

の著作の中でたびたび発見することができる．
本稿では TOC の基本とする原理と導入プロセスを説明しながら，ドラッカー
教授の著作との関連を見ていくことにする．

ス負荷）が不安定でも機能する．
特に，需要の変動とリソース負荷の変動があっても機能するため非常に実用

2. 大量生産原理の一つとしての TOC

性が高い．その実用性の鍵は時間をベースにしたマネジメントである．ただし，
時間に関する前提条件によって手法の使い分けが必要となる点に注意が必要で

ドラッカー教授は
「大量生産とは単なる技能の集積ではなく広く適用するこ

ある．具体的な手法の使い分けに関しては後述する．
上に掲載のサプライチェーンの概念に TOC に関する表現を追加すれば，以

とのできる一般原理である」 としている．
（4）

もともと TOC は大量生産の原理の一つとして生まれた．その起源はトヨタ
生産方式 であり，またさらにその起源としてフォード生産方式 がある．
（5）

TOC は単一製品の生産量が少なくとも，生産環境（製品寿命，需要，リソー

（6）

フォードのフローライン
（流れ作業）
による大量生産方式の背後にある本質的
な概念を利用して，単一製品の生産量が少ない場合にも適用できるように発展

下のようになる．
1）最大の目標はフローを向上させること（あるいはリードタイムを短くする
こと）．
2）この目標は
（過剰生産を防ぐため）
いつ生産してはいけないのかを示す具体
的な生産メカニズムに変換されなければいけない．その手段としてフォー

させたものが大野耐一氏のトヨタ生産方式であった．
そして，トヨタ特有の環境に向けて改良されたトヨタ生産方式を，より一般

ドはスペースを，大野は在庫を，ゴールドラットは時間を使った．

的な環境でも適用できるように発展させたものがゴールドラット博士の TOC

3）局所的な効率は無視しなければいけない．

である．

4）フローをバランスさせるためには集中プロセスが不可欠．フォードは直接

トヨタ生産方式が踏襲しているフォードの大量生産の概念について，ゴール

目で生産現場を観察する方法を用い，大野はコンテナの減り具合，さらに
コンテナ当たりの部品の減り具合を用い，ゴールドラットはタイムバッ

ドラット博士は以下のようにまとめている．

ファ（納期前，原材料を投入する時間的間隔）
を用いた．
「大野はフォードによる 4 つの概念を踏襲していることになる（以下，こ
れらをサプライチェーンの概念と呼ぶことにする）．
1）最大の目標はフローを向上させること
（あるいはリードタイムを短く
すること）

3. フローのマネジメント
サプライチェーンの概念に示されるように，TOC は時間をベースにフロー

2）こ の目標は（過剰生産を防ぐため）いつ生産してはいけないのかを示
す具体的な生産メカニズムに変換されなければいけない．その手段
としてフォードはスペースを，大野は在庫を使った

向上，すなわちより多くのスループット
（アウトプット）
を生み出すことを狙い
としている．
スループットを生み出すためには，
市場の需要を無視するわけにはいかない．

3）局所的な効率は無視しなければいけない

なぜならば，市場から求められていないものを生産しても，内部に在庫が積み

4）フ ローをバランスさせるためには集中プロセスが不可欠．フォード

上がるだけで，システムのスループットは向上しないからである．

は直接目で生産現場を観察する方法を用い，大野はコンテナの減り
具合，さらにコンテナ当たりの部品の減り具合を用いた」

（7）

したがって，システムのスループット向上のためには，市場の需要をコント
ロールポイントとしてフローを制御する必要がある．
TOC では，
このようなシステムの成果を決定づける要素を
「制約
（Constraints）
」

（9）

サプライチェーンの概念を現実の環境に適用するためには，適用環境に応じ
た具体的な手法が必要である．ゴールドラット博士は手法の利用に対して次の
ように警告している．

と呼び，制約にマネジメントの意識を集中する．これが制約条件の理論
（Theory
of Constraints）
の名の由縁である．
そして，営利企業にとって最も重要な制約
（Primary Constraints）は市場で
あることを TOC は明確に定義している．スループットを向上するためには，

「忘れてはならないのは，手法は，適用する環境についてさまざまな前提（時
には隠れた前提）
を置いているということだ．そしてその前提が有効でない

市場を徹底活用できるようにすべての活動を同調させる必要がある．
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TOC が最も重視することは，市場における信用を確実にすることである．
顧客と約束した品質の製品・サービスを，市場競争力のあるリードタイムで，

システムの生み出す成果としてスループットをもう少し深く考えてみると，
スループットは物理的な生産量を示す以上の意味合いを持つことに気づかされ

納期内に届ける．これを継続的に達成することを通じて市場における信用を確
実なものとしなければならない．
ここに上げた 3 つの必要条件（約束した品質の確保，リードタイムの短縮，

る．
スループットの示すものを明確に理解するためには，誰に，どんな製品・サー

納期の遵守）に貢献する行動はすべて企業全体のスループット向上に貢献する

ビスを提供しているのかを理解しなければならない．そのためにはドラッカー

と言える．直接的に生産を担当する部門だけでなく，間接部門を含めてすべて

教授の次の 2 つの問いが役立つ．

の部門が，全体のスループットのためにそれぞれの役割を果たすからこそ，シ
ステムは部分の和以上の総体としての成果を実現できる．
システムを構成する部分とシステム全体との間には，その目的とするスルー

1）
あなたの顧客は誰ですか？

（10）

2）
あなたの顧客にとっての価値は何ですか？

（11）

プットの発現に対して，明確な論理関係が存在する．すなわちシステムを構成
する部分は，すべてスループットの発現に対してそれぞれの位置と役割を持っ

そしてこれら 2 つの質問の答えは，次の問いの答えを導くことを助ける．

ており，すべてが不可欠な存在である．

3）
あなたの事業
（使命）
は何ですか？

6. 具体的導入プロセス

よって，スループットの示すものを明確に理解しようとすることは，事業（使

6 - 1 何を変えるのか？

（12）

命）を理解することに通じる．
TOC の公式な知識体系の中では事業や使命に対しての言及はないが，事業
（使命）を規定するものとしてスループットが理解されるならば，TOC を適用
する意義も深まる．

5. システムズアプローチ（13）による全体最適
企業をはじめそれぞれ特有の目的を持った組織は，さまざまな部分的機能が
集まり補完し合うことで，総体
（システム）
として目的とする役割を果たす．
TOC ではシステム全体の求める成果としてのスループット向上を追求する
システムズアプローチを基本としており，システムの成果を生み出すための活
動の連続がフローである．
フローによって生み出されるスループットを向上させるために，システムを
構成する各部分は局所的な効率を追求するのではなく，全体のスループット向
上のためにそれぞれに求められる役割を果たさなければならない．
このとき，各部分を正しい方向に導くための方針や評価尺度，行動基準が必
要である．
TOC ではシステムの成果を決定づけるものは制約であり，営利企業におい
て最も重要な制約は市場であるとしている．そのため，各部分を正しい方向に

改善手法の多くは，ある環境条件に対する解決策を提供している．しかし，
その解決策が有効であるのは，正しく問題を把握できている時だけである．こ
こに，TOC の導入の際に繰り返し行われる質問がある．
「もしそれが解決策であるならば，それによって解決しようとしている問題
は何か？」
TOC に限らず改善活動は正しく現状を把握することから始めなければなら
ない．
現存する組織は存続しているという事実が示すように，これまではある程度
うまくマネジメントされてきたと見なすことができるが，外部の社会環境が急
激に変化する中で，明日もまた今日のやり方のすべてが有効であり続けること
はない．
ドラッカー教授は「人がつくったものが四半世紀以上有効なことはありえな
い」 ，
「マネジメントというものは 20 年もすれば時代に合わなくなりうるも
（14）

の」 と述べている．
（15）

システムの目的とする成果に対して，何か望ましくない症状が発生していな
いかどうか，常に疑いの目をもって観察しなければならない．そのような症状
が見つかったならば，現在のやり方の中にすでに有効ではなくなった部分があ
るのかもしれない．
以下のような典型的症状の発生がないだろうか？

導くためには，制約である市場をどのように扱うのかという方針を決定する必

「品質に対する顧客からのクレームが増加している」

要がある．

「納期遵守率が○○ % 以下の状態が続いている」
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「納期に間に合わせようとして長時間にわたる残業が発生している」
「やり直し作業がたくさん発生している」……
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「マネジメントの能力と仕事ぶりが，事業の成功さらには事業の存続さえ左
右する．
」

（18）

こうした症状の背後には，その根本原因としてシステムの欠陥があると考え
られる．ただし，欠陥はあるとしても現在もまだ有効に機能している部分もあ
り，現在のシステムを安定させていることを忘れてはいけない．

ゴールドラット博士とともに TOC の開発に携わってきたオーデッド・コー
エン氏はマネージャーの役割について次のように表現している．

したがって改善にあたっては，その安定をもたらす部分を残しつつ，すでに
有効でなくなってしまった部分だけを変化させなければならない．
そのため現状把握においては，現在のシステムにおいて何が有効で，何が有

「プロフェッショナルなマネージャーの役割は，彼らの責任下にあるシステ
ムのパフォーマンスを改善し続けることである．
」

（19）

効でないのかを峻別することが重要である．
TOC ではそれらの峻別は論理をもって行う．目に見えている症状
（結果）に

TOC においては，マネージャーを制約とは定義していないが，制約を扱う

は必ず原因がある．その原因と結果の論理的つながりを明らかにし，根本原因

マネジメントの方針，およびそれを実行するマネージャーの行動は，制約の徹

に対処する．

底活用において非常に重要な役割をもっている．

TOC によるマネジメントは
「論理を仕事に適用する」ことである．

変化を起こす際に，システムを動かしているのは人であるという認識は非常
に重要である．なぜならば，人は未知の変化に対して必ず何らかの抵抗を示す

6-2 何に変えるのか？

からである．

現状の問題を正しく認識し，置き換える
（廃棄する）べき部分を決めることが
できてはじめて，どのような解決策を必要としているのかが明らかになる．
このとき解決策の選択に当たっては，前提条件のチェックが欠かせない．
TOC はすでに書いた通りあらゆる環境に適用できるが，時間に関する前提
条件によって手法を使い分けている．

したがって，変化を現実に起こすためには，抵抗する人を説得し合意を得な
ければならない．変化を起こす際に一番難しく，また一番頓挫しやすいのはこ
の点である．
TOC では人々はもともと改善に対しては抵抗をしないと考えている．人々
が変化に抵抗するのは，その人が変化によって手にするであろう良い結果を示

具体的には，原材料を投入してから出荷準備が整うまでの時間
（生産リード
タイム）に対して，実際に加工処理を行っている時間（タッチタイム）がどれく
らいの比率を占めるのかによって，次の 2 つの手法からいずれかを選択する．
1）タッチタイムの比率が 10% 以下である生産環境に対しては「DBR（ドラム・
バッファ・ロープ）
」

されていないからだと考える．
人々が変化に抵抗する背景として最も重大なものは雇用に関する不安である．
TOC による改善では初期段階で余剰キャパシティ（人員）が明らかになるた
め，経営者が経費削減への意識が強い場合，人員削減に及ぶ危険が高い．この
ような場合，システムを改善すればするほど，従業員は自らの雇用の不安を大

（16）

2）タッチタイムが比較的長いプロジェクト環境に対しては「CCPM（クリティ
カルチェーンプロジェクト・マネジメント）
」

（17）

いずれの手法も時間をベースにフローのマネジメントを行うことで，変動性
と不確実性への対処を可能とし，フローの安定と向上を生み出す．
これらの手法に関する詳細については参考文献を参照されたい．

きくすることになる．
また，部署や個人が稼働率などの部分効率指標で評価されている場合は，部
分効率を無視することは彼らの評価を下げる結果になるため，TOC が示す解
決策の方向性に同意しない可能性が高い．
このような反応は必ず起こりうる．改善の結果として発生するであろう余剰
キャパシティをどのように活用するのか，部署や個人の貢献をどのように評価

6-3 どのように変えるのか？
生産システムの原理とその適用における論理がわかっただけでは変化は起こ
りえない．その変化を現実の結果とするためには，システムを構成する人々が

するのかをあらかじめ明確にし，関係者の納得を得ておかなければならない．
特に人員削減の問題は，人という最も高価な資源を浪費するばかりか，社会
における個人の位置と役割を喪失させるため，非常に悪影響が大きい．

行動しなければならない．生産システムを動かすのは人である．そして，その

システムに変化を起こすことは，人を変えることでもあり非常に難しい仕事

中でも特に，各部分の機能に対して責任を持つマネージャーの役割は大きい．

であるが，一方で改善に関わる人々の積極的な理解と合意を得ることさえでき

事業の成功に対するマネージャーの役割の重要さはドラッカー教授の著作の
中にも繰り返し強調されている．

れば，技術的な問題は自ずと解決されていく．
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6-4 いかに継続的改善を行うか？
TOC は時間をベースにフローをコントロールしているため，時間をモニター
し，フローの止まり具合を分析すれば阻害要因を見つけ出すことができる．一
般的にフローが止まることが多い場所は，何らかの問題が顕在化している場所
であり，フローが止まる原因を追及することによってフローを阻害する根本原
因をつきとめることができる．
そしてこの根本原因を除去することによって，システム全体のフローは大き
く改善される．
さらにこのプロセスを繰り返すことによってフローを継続的に改善すること
ができる．

以上，TOC の基本とする原理と導入プロセスを追いながらドラッカー教授
の著作との関連を見てきた．
こうしてまとめてみながら，自分自身がまだまだ TOC に関してもドラッカー
マネジメントに関しても理解を深める必要があることを実感している．
残念ながら，私の経験と理解度の足りなさゆえに，本稿は決定版とはなり得
なかった．
継続的に研究と実践を重ね，よりわかりやすいものを書けるように努力したい．
【注】
（1）イスラエルの物理学者エリヤフ・M・ゴールドラット博士が開発したシステム改善手法．

（3）同上

現代の経営（上）』
，ダイヤモンド社，

p. 131

（4）P.F. ドラッカー／上田惇生訳『ドラッカー名著集 11
2008 年，p.31

企業とは何か』，ダイヤモンド社，

（5）大野耐一『トヨタ生産方式』，ダイヤモンド社，1978 年
（6）ヘンリー・フォード／竹村健一訳『藁のハンドル』，中公新書，2002 年
（7）エリヤフ・M・ゴールドラット／三本木亮訳『巨人の肩の上に立って「生産概念」と「生産手
法」の比較』週刊ダイヤモンド 2008 .12.6 号，ダイヤモンド社，p. 119
（8）同上
（9）TOC では制約を「システムの目標達成レベルを決定づける要素」と定義し，営利企業にお
ける制約の候補は，「市場」
「時間（リードタイム）」
「キャパシティ」の 3 つとした．システ
ムの環境に応じて，「市場」と「時間」または「市場」と「キャパシティ」の組み合わせとなる．
（10）P.F. ドラッカー／上田惇生訳『経営者に贈る 5 つの質問』，ダイヤモンド社，2009 年，p. 25
（11）同上

p. 41

（12）同上

p. 11

（13）P.F. ドラッカー／上田惇生編訳『はじめて読むドラッカー【技術編】テクノロジストの条
件』，ダイヤモンド社，2005 年，p. 125 では「原材料を経済的満足に変えるためのプロセ
スとして製造をとらえる」ものがシステムズアプローチであると記述されている．
（14）P.F. ドラッカー／上田惇生訳『ドラッカー名著集 11
2008 年，p.271

企業とは何か』，ダイヤモンド社，

（15）同上，p.272
（16）エリヤフ・ゴールドラット／三本木亮訳『ザ・ゴール』，ダイヤモンド社，2001 年
（17）エリヤフ・ゴールドラット／三本木亮訳『クリティカルチェーン』，ダイヤモンド社，
2003 年
（18）P.F. ドラッカー／上田惇生訳『ドラッカー名著集 2
2006 年，p.2

現代の経営（上）』，ダイヤモンド社，

（19）Oded Cohen, EVER IMPROVE a guide to managing production the TOC way，2008 , 8 . 8，筆
者訳

7. まとめに代えて

（2）P.F. ドラッカー／上田惇生訳『ドラッカー名著集 2
2006 年，p. 130
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【略歴】桂技術士事務所代表，TOC トレーナー／コンサルタント．東北大学工学部卒業．
中堅ゼネコン退職後，建設技術のコンサルティングを開始．TOC のトレーニン
グを受け，建設業への TOC 導入を開始．現在は建設業をはじめ，製造業やサー
ビス業へも展開．地場中小建設業の業務改善，人と仕事のマネジメント，時間
という制約の活用に関心を持つ．ドラッカー仙台支部にて仙台読書会を主宰．
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捉えなおす．なお，マネジメントについて，ドラッカー は以下の要素を挙げ
1）

青年海外協力隊の活動に関する検討
――ドラッカーマネジメント理論を踏まえて

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．

A Study on the Activities of Japan Overseas Cooperation
Volunteers: Based on the Management Theory of P. F. Drucker

星野晴彦

Haruhiko Hoshino

（文教大学）

Summary
The Japan Overseas Cooperation Volunteers have made great
contributions to developing areas. But now, a viewpoint of analyzing
organizational aspect as a management process is necessary when
examining the volunteers’effort to overcome difficulty with activity
on site. This paper refers to evaluation and setting of an aim for the
dispatched organization.

1. はじめに

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．
上記の趣旨で，本稿ではマネジメントの語を用いていきたい．

2. 青年海外協力隊の概要
青年海外協力隊は，自分の持っている技術・知識や経験を開発途上国の人々
のために活かしたいと望む青年を，派遣する独立行政法人国際協力機構
（以下，
JICA と記す）の事業である．派遣期間は原則として 2 年間．協力分野は農林水
産，加工，保守操作，土木建築，保健衛生，教育文化，スポーツの 7 部門，約
140 種と多岐にわたっている．
実際の派遣は各受け入れ国からの具体的な要請に従い選考・募集が行われ
る．派遣された隊員は，相手国の政府機関等に配属され，当該機関の一員とし

青年海外協力隊事業は，
「開発途上地域の住民を対象として当該開発途上地

て協力活動を行う．協力隊事業はボランティア性，公募性，国民的基盤の上に

域の経済及び社会の発展又は復興に協力することを目的とする国民等の協力活

立った隊員活動の支援事業という特性を持っている．したがって一人ひとりの

動を促進し，及び助長する」
［独立行政法人国際協力機構法第 13 条（3）］という

隊員の協力活動が主体であり，協力隊事務局はその活動支援の中核的存在とし

ものである．

て，隊員活動が円滑に進むように，訓練，情報提供などの支援を行っている．

協力隊員の活動の基本姿勢は，
「現地の人々と共に」という言葉に集約されて
いる．つまり，派遣された国の人々と共に生活し，働き，彼らの言葉を話し，
相互理解を図りながら，彼らの自助努力を促進させる形で協力活動を展開して
いく．青年海外協力隊は，技術や知識を活かして開発途上国の国づくり，人づ

3. 海外青年協力隊活動への評価
青年海外協力隊は，伝統ある支援活動を展開してきた．現地の人々と同じ言

くりに身をもって協力するのである．活動は，
「顔の見える国際協力」として，

葉を話し，同じ場所に住み，同じものを食べることはきわめて負荷のかかるこ

きわめて重要な意義がある．そして，そのようなすばらしい実践について示さ

とである．そして彼らが現地で日本の技術やノウハウを，相手国の中堅クラス

れた本は多く出版されている．しかし，当事者として，活動に際して隊員の対

の人材など指導的役割を担う人々に伝え，またその人々を通して相手国に普及

処及び環境で何が促進的要因になったのかを総体的に抽出する試みは乏しかっ

させてきた功績は甚大なるものがある．

た感がある．促進的要因とは，上記の青年海外協力隊の使命の達成に対し，何
らか推進する効果があるという意味である．本稿ではソーシャルワーク部門隊

しかし，他方で現実に活動した経験者より多くの不満や疑問が示されている．
筆者なりに整理すると下記の通りになる ．
2）

員の報告書を資料として促進的要因を抽出していく．それにより，隊員への支

①隊員に課せられている使命・目標に関して

援のあり方を考察する一助とすることが目的である．その過程で，本稿は任地

②時間が限られていることに関して

の派遣機関の構造的な課題を整理する際に，経営学的マネジメントの視点より

③派遣隊員個人の問題に関して
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④隊員の力量とニーズの不適合に関して

表 1. 青年海外協力隊の活動を促進する要因

⑤帰国してからの評価に関して

Ⅰ. 隊員レベルの対処

⑥現地の機関の受入体制に関して

項 目

⑦現地の機関の連絡調整に関して

1. 個人的な

すべての隊員が疑問や不満のように感じたというわけではない．しかし，

レベル

疑問や不安を感じるリスクもあるということであり，感じた事項の中には構造

内 容
健康管理
暑くて眠れず寝不足になりがちなので，休日はしっかりと休養を
とるようにする．常に水分を持ち，補給するように心がける．

的な課題で，個人の隊員の努力によって解決し得ないものも記されている．

安全管理
犯罪の対象になりやすいことを常に意識して行動する．
安全に対する配慮（夕方 6 時以降には一人で外出しない）

4. 目的と方法

語学
語学の習得に努める．

前節のような活動における困難や疑問が，個人及び構造的なレベルで示され
ているが，現在も多くの青年海外協力隊隊員が活躍し，今後とも活躍しようと

2. 所属機関との
相互理解の
促進

とおり調査をした．本稿の調査の目的及び方法は下記の通りである．
（1）目的

自己覚知
・自分の理想との差異について理解する（言語・国柄・考え方へ
の理解）．
・組織として対応できることと対応できないことを認識する．

青年海外協力隊の活動を考える際に，派遣された隊員が現地での活動を推進
していく上で，対処及び環境においてどのようなことが促進要因となるのか．

（2）方法
現地に派遣されている青年海外協力隊員の報告書から，活動の推進していく
上で対処方法及び環境として促進要因となった事項として示したものを抽出
し，整理する．
（3）対象
平成 19・20 年度にソーシャルワーク分野で派遣されている隊員 40 名．

5. 結果
任地での活動を推進していくために，隊員の対処及び隊員の環境で促進要因
となる事項として，表に示したものが，表 1 である．活動について，個々の機
関で行っている内容については割愛する．ここではその活動を推進させるため
に配慮していることのみ記載する．

状況把握
・任地のニーズ・状況把握に努める．
・任地の職員自身の気付きが必要であることを理解する．
コミュニケーション
・所属長との話し合いを持つ．
・所属長に自分の活動希望を伝える．
・同僚として受け入れてもらうための努力をする（職員用の送迎
バスに乗るなど）．

している．そこで，事業活動を積極的な視点から推進していくために，下記の

具体的な内容について，当事者の視点から明らかにする．
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3. 所属機関に
おける活動

問題の構造的理解を深める
・児童保護に対する理解が深まる．
・任地国における薬物依存の問題の重要性を認識し，専門機関の
必要性を考える．
役割
一マンパワーとして位置付けられているが，その立場を生かして
同僚のソーシャルワーカーの一員として活動に参加する状況に合
わせて，自らの活動の方向性を模索し，変更する．
指導方法の改善
・技術指導は職員の変化を観察しながら，コミュニケーションを
取りながらゆっくり進めていく．
・活動理念に対して機会あるごとに同僚たちと確認しながら活動
する．
・「あなたたちはここが足りない，間違っている」という発言は
やめて，「私たちはこれをしなくてはならないがどうしようか」
「私では無理だから手伝ってもらえるだろうか」と同僚を促す
方法を取るようにした．
・できる所から自分が取りかかり，利用者の変化を目で確かめて
もらい，気付いてもらうようにする．
活動計画
・相手の要請・ニーズ・習慣に沿った形で活動計画を策定した．
・活動計画をスタッフと共にグループで策定する．
・継続していけるようなシステム構築を図る．
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活動の拡充
・処遇における衛生感覚の徹底．
・活動道具を開発する（高齢者も使いやすいトランプなど）．
・日本の文献などを翻訳するのみではなく，現地に即した処遇の
マニュアルを作る．
・隊員活動費を利用し，アクティビィティの種目を増やした．
・日本隊員と連絡を取り，日本の状況を任地の機関に伝える．

4. 地域に対して

国民性について
・悪い所ではなく，良い所に着目する．
・時間や約束に関する感覚は，日本のようにいかないが，これは
個人レベルか組織レベルかを見極めるようにする．

2. 所属長の姿勢

・職員のレベルを上げようという意欲がある．
・隊員のアドバイスを受け，同種の福祉機関との連携を取って地域の
ニーズに対応しようとする．
・海外で福祉を学んだ所属長が，隊員の職歴の意義を認め，職員への
指導と利用者への支援を望んでいる．

3. スタッフの

利用者に対して
・警察などとの適切な距離を保つ．
・日頃から利用者を尊重し，信頼関係を培っている（隊員として
も共感できる）．
・アクティビィティの方針についてコンセンサスが取られ，意欲
的に取り組んでいる．

姿勢

ネットワークの形成
・近隣の少年野球チームに参加するなどネットワークを作る．
・日本人隊員と共にワークショップを行う．そこで，任地の福祉
現場に携わる人々に情報・意見交換をする．

隊員に対して
・専門家としての認識．
・会話の不十分さに対して周りがゆっくりし話してくれる．
技術指導に対して
・必要と感じたことを取り入れていく援助をしてくれる．

啓発
・訪問介護を実際に利用することが抵抗ある地域の状況を鑑み，
興味関心を地域の人々に持ってもらえるように介護サービスに
関する研修会・文集の発行を行う．

5. 後任に対して

自分の活動を点検して，継続してもらいたい事項について整理する．

6 評価

・任地の青年海外協力隊隊員でワークショップを設けて SWOT 分析
を行った．そして自分の強み弱みを確認して，自分たちで担うべき
役割を議論した．
・自分の活動目標に対して，どこまで達成できたかを確認する．

連帯感
・同僚同士で連帯感がある．
自己研鑽
・同僚たちも大学に通い，学習を継続して問題意識を持ってプロ
ジェクトチームに参加している．そこでは一緒に活動する同僚
の状況を協力的に捉えている．

4. 利用者の反応

・常にそばにいて話を聞く存在として認識される．
・提案したアクティビティに関心が寄せられる．

5. 職場の物理的

・建物の改築により，衛生的な処遇ができるようになった．

6. 他の支援機関

・ユニセフなどにより医薬品の提供がある．
・様々な国際支援機関からの物資の支援がある．

7. 国民性・地域

国民性や地域との交流
・人が困っていると声をかけてくれる．
・日本の文化に興味を持っている．

2 年間で介護職員の意識に変化が生じたので，引き続き継続的な指導
が必要であると思う．

7. 時間軸

8. 任地への思い

・残りの任期は長くないので，本当の意味で児童が豊かな生活を
送れるよう日々の活動に励む．
・一年過ぎてからやっと何かができる，という先輩のアドバイス
が合ったが，その通りだと実感する．
・活動期間が限定される中で，今後の活動について的を絞って取
り組んでいく．

環境

の協力

との関係

任地でできたことの少なさに比べ，自分が助けられたことや得たも
のははるかに多かった．

地域活動への参加
・知り合う人も増え，親しくする友達も出てきた．
・地域の集まりに呼ばれる．
地域の福祉への理解
・地域に障害者施設がいくつか存在しており，徐々に地域にその
必要性が認識されつつある．

Ⅱ. 環境としての促進的要因
項 目

1. 組織として
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内 容

地域からの支援
・ボランティアが介護の支援の差異に協力してくれる．
・高齢者を対象にした地域の集まりに際して，積極的にボランテ
ィアが隊員をサポートしてくれる．

・機関が事業展開する資金面で問題が無い．
・隊員に対する期待が具体的で明確．
・隊員の個性・特技を尊重してプログラムを企画させる．
・所属機関としてのきちんとした将来展望がある．
・必要な職員を配置している．

ジェンダーに関して
・両性の差は尊重され，それによる有意な差は存在しているとは
感じられない．女性が働きやすい．

8 生活の利便性

ライフラインだけではなく，日用生活品に不足が無い．
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上記の要因はすべての隊員に共通して与えられ，促進的に機能しているわけ

していく過程に個人としての成長と自己実現も認められる．単に技術を移転す

ではない．いずれかの欠如により困難を感じている状況も見られる．そして，

るという機械的・無機的なものでは無く，時間の経過と共に展開する有機的・

阻害因子として作用している状況も見られる．

相互作用的なものである．

以上の促進的要因により，単に困難をやり過ごしたということではなく，組

他方で，個人の自主性や創造性にのみ依拠されるべきではない．むしろ，現

織のマネジメントサイクルを推進していくために寄与することになる．良循環

地での活動に活動隊員が困難さをどのように克服するかという対処を検討する

のサイクル では，組織としての知識を増やし，メンバーは自信を持ち，連帯

ことの中で，任地の派遣機関をマネジメントの視点で整理する視点の必要性も

感を抱き，
顧客を喜ばせることができる．そして機関の活動の価値も生み出す．

伺われる．特にここでは，任地での派遣機関の｢評価｣「目標の設定」について

3）

以下述べたい．
これらは前述したドラッカーのマネジメント理論の根幹である．

6. 考察

（1）評価について

上記の結果は，青年海外協力隊の活動を何ら否定するものではない．そして
これは個人の特殊性によるものだけではなく，異文化との接点に派遣された
人々が共通して構造的に体感することと考えられる．確かに隊員には適応の過

前節の結果にも示されているように，隊員は適宜組織・地域及び自分の活動
を評価している．
非営利組織であっても組織である以上，
今どのような状況に置かれているか，

程にパターン があると言われている．そして個人の創造性や時間の経過によ

今何をなすべきかを迅速に性格に把握しておかねばならない．田尾 は非営利

る有機的な展開により，配属組織に大きな変化が生じることも事実である．

組織を想定しつつ，その評価指標を次のように挙げている．

4）

個人が対処してきた中には以下の通り多岐にわたっている．
①個人の健康管理安全管理．
②自分の図式にとらわれず地域・機関のニーズを再確認しようとする．

5）

評価軸
第 1 評価軸（現状について）

③機関に対してコミュニケーションを心がけ意思疎通を図る．
④最初から指導者として一方的に技術を押しつけようとするのではなく機関
の職員が受け入れやすいように自ら率先して行う．相手を否定することな
く決して押しつけるような姿勢は示さない．
⑤活動を機関内にとどまらせず，地域のネットワークを構築しさらに幅広い
視野を機関に還元する．
⑥自己満足にとどまらないように，自身の活動と機関の状況さらに自分がこ
の機関の中で何ができたのかを冷静に評価する．
⑦時間軸を考慮し，その間に有機的なやり取りを展開すると共に，その制約
の中で優先順位を立てる．

評価内容
ミッション 戦略
人員配置 活動状況
組織間関係

（存続という成果） 設立年次
第 2 評価軸
活動予算
第 3 評価軸（将来の可能性）

ボード 活動資源
管理システム 評価システム

クライエント数 メンバー数
活動分野 地域の評判

社会的な責任への自覚
将来に向けたプランニングのためのスタッフの有無

現在の組織内のシステム・対外的な関係性・将来へのビジョンなどが有機的
に盛り込まれている．これらの要素が有機的に統合される必要がある．
前節の結果でも，環境としての促進的要因として，機関のミッションの設定・
戦略・所属長の意識・組織関係・活動資源・人員配置・予算配分・地域との関係・

以上を通して以下の点に寄与している．

将来に向けてのビジョンが挙げられていた．ミッションが達成されているか，

①健康安全管理．

できていないとするならばなぜなのか．それらを認識するのはマネジメントの

②同僚との仲間意識を培う．

基礎である．しっかりとした評価の姿勢が求められる．成果の評価が次の企画

③技術に対する導入を円滑にする．

にフィードバックされなければマネジメントは成り立たないのである．有機的

④機関の活動を拡大する．

な評価が求められることに関して，
前節の結果から以下の3点は組織としてしっ

⑤機関のミッションを再構築する．

かりとした評価が求められる．

⑥隊員自身の自己実現を図る．
⑦機関の将来的な展望について参考意見を提出する．
⑧機関が，自分を受け入れることの意義について評価する．
個人としても任地の機関や人々を対等に認識し，またその伝達のし方を工夫

・こ れまで当該機関は何をしてきたか，協力隊員を受け入れる為の体制が
整っているか．隊員を受け入れる意義が理解されているか．
・協力隊員を受け入れて現在どのように展開しているか，専門性を十分に活
用した組織としての展開となっているのか．
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・隊員帰国後は，その機関がどのように展開するだろうか．
実際の派遣は各受け入れ国からの具体的な要請に従っているが，機関として
の協力隊員を受け入れる為のマネジメントの評価をしていくことにより，さら
に大きな促進要因となりうる．
（2）使命に関して
派遣された機関が明確な目標を持ち，それに基づき隊員をどのように活用し
たいかを明確に示し得ていること，そしてその目標に対して職員がコンセンサ
スを得ていることは促進要因となっていることが示された．
ドラッカー は，使命が第一に重要あり，リーダーがまずなすべきことは，
6）

よくよく考え抜いて，自らあずかる機関が果たすべき使命を定めること，そし
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【注】
1）P.F. ドラッカー
（2001）
『チェンジ・リーダーの条件』上田惇生訳，ダイヤモンド社，p. 17
2）以下の文献より整理した．
・伊藤毅（1993）
「やれることは自分で発見する」
『青年海外協力隊になるには』国際ボラン
ティア協会編，ぺりかん社
・小西司（1993）
『ガーナの変化

黄金の果実』大蔵省印刷局

・長澤孝昭（1996）
「国際ボランティアを目指す君へ」時事通信社編『異文化との接点で』時事
通信社
・早川修一（2004）
『ケツァールは跳ぶ』創友社，p. 10
・協力隊を育てる会（2003）｢協力隊日誌｣『青年協力隊ベストガイド』明石書店
3）N. ティシー（2004）
『リーダーシップサイクル』一條和生訳，東洋経済新報社，p. 20

て使命があるからこそ，明確な目標に向かって歩くことができ，目標を成し遂

4 ) 伊藤毅（1993）
「やれることは自分で発見する」国際ボランティア協会編『青年海外協力隊に
なるには』ぺりかん社，p. 14

げるために組織の人間をも動員することができるのだと述べている．すなわち

5）田尾雅夫（2004）
『実践 NPO マネジメント』ミネルヴァ書房，p. 219

使命には，組織の一人ひとりが，目標を達成するために自分が貢献できること

6）P.F. ドラッカー（2001）
『チェンジ・リーダーの条件』上田惇生訳，ダイヤモンド社，p. 38

はこれだと思える現実的なものでなければならないと指摘しているのである．
「使命」
を掲げていない，あるいは意識すらしていない非営利機関もある．たと
え「使命」
があっても，きれいな言葉が並べられ，形式的なものであったり，職
員一人ひとりには理解されていない場合も多々ある．派遣された隊員が自己実
現できるような，派遣機関の職員の自己実現に資するような使命が存在するか
は重要な課題であろう．
以上 2 点について触れた．機関としてマネジメントの視点から，隊員活動の
受け入れ体制を評価をすることは，サービス利用者や同僚の支援者にとって効
果的な活動を展開していく上で有意義であろう．
個人の創造性や主体性の涵養に加えて，配属先の選定・隊員の配置・派遣機
関中のサポートは今後とも重要な意味を持つことになる．

7. おわりに
青年海外協力隊の支援活動は伝統に積み重ねられて，多くの隊員の蓄積があ
る．これまでその国際貢献意義・派遣実績・個人としての成長が取り上げられ
てきた．本稿ではあえてその活動において，前線で困難さを克服していく隊員
たちの声を取り上げてみた．派遣された組織が，活動隊員の力を活用してどの
ように組織・機関として前進するかに着目したいためである．
しかし，本稿の趣旨は青年海外協力隊事業を何ら消極的に捉えるものではな
い．むしろドラッカーのマネジメントの発想を取り入れて，さらに有意義な活
動を展開していただきたいと願うものである．

【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准教授．横浜市職員・上智社会福祉専門学校専任教員を経て
現職．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）等．
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がある．この川上からの研究方法と川下からの研究方法に分ける分析視角を第

【研究ノート】

2 の研究方法とする．さらには，この川下からの研究方法は読者論の研究方法，

ドラッカー思想研究の方法論

類型化の研究方法，原点化の研究方法の 3 つの分析視角に分けることが可能で
ある．この川下からの研究方法を3つに分ける分析視角を第3の研究方法とする．

Methods of Drucker Studies

いわば，第 1 の研究方法を大枠と捉えるならば，第 2 の研究方法は中枠に捉

疋田秀裕
Hidehiro Hikita

（社会保険労務士）

えられ，第 3 の研究方法は小枠として捉えられる．
2 - 1  直接的研究方法と間接的研究方法
この大枠と捉えられる直接的研究方法と間接的研究方法とはどのように定義

Summary
The aim of this paper is to discuss approaches and methods of Drucker
studies. In the authors pont of view, there are three ways to explore
Drucker’thoughts.

1. 序論
筆者が本稿を執筆している 2009 年という年はドラッカー生誕 100 年に相当

される研究方法であるのか．また，この 2 つの研究方法はどのように違うのか．
筆者が定義する直接的研究方法とは，ドラッカーの作品からその思想を直接的
に考察する研究方法である．例えば，藻利（1959）の研究 や三戸（1971）の研
（1）

究 はドラッカー作品からその思想を直接的に抽出しようとする研究方法とい
（2）

える．間接的研究方法とは，直接的研究方法の反対概念であり，ドラッカーの
思想研究をドラッカー作品から直接には抽出せずに研究する方法である．換言
するならば，ドラッカー作品に影響を与えた存在，もしくはドラッカー作品か
ら影響を受けた存在を研究することによって，ドラッカー思想を抽出しようと
する研究方法である．この間接的研究方法については，次節以降の中枠として

する．ドラッカーの処女作である The End of Economic Man が発表されたのが
1939 年である．処女作の発表から数えても 70 年の歳月が経過したことになる．

の第 2 の研究方法，小枠としての第 3 の研究方法において具体的に論じる．

この間，ドラッカー作品の数々は多くの読者に読まれたことは広く認識されて

2 - 2  川上の研究方法と川下の研究方法

いる事実である．ドラッカー読者の中には，ドラッカー読者の立場を超えて，

中枠として捉えられる間接的研究方法には，川上の研究方法と川下の研究方

ドラッカー研究者の道へと進んだ者も相当数に上ると認識される．その結果，

法が存在すると筆者は捉えている．それでは，この 2 つの研究方法はどのよう

多くの研究者によって，さまざまな分析視角からドラッカー研究が実践されて

に定義される研究方法であるのか．また，この 2 つの研究方法はどのように違

きたと筆者は認識している．

うのか．川上の研究方法も川下の研究方法も前節で定義した間接的研究方法の

しかし，ドラッカー研究がさまざまな分析視角から実践されてきたにもかか

範疇に属する．すなわち，
ドラッカー作品に影響を与えた存在，
もしくはドラッ

わらず，ドラッカーをいかに研究するのかという方法論自体に触れた研究実績

カー作品から影響を受けた存在を研究することによって，ドラッカー思想を抽

は少ない．そこで，筆者はこのような背景を踏まえ，本稿においてドラッカー

出しようとする研究方法である．

研究の方法論自体についての考察を，ドラッカーの思想という側面を抽出して
試みることを目的とする．

2. ドラッカー思想研究の方法論

では，この 2 つの研究方法の定義付けを行うことにより，両者の違いを明ら
かにする．まず，川上の研究方法であるが，これは前述したドラッカー作品に
影響を与えた存在を研究することによって，ドラッカー思想を抽出しようとす
る研究方法である．他の分野で具体例をあげるならば，
福沢諭吉の思想研究を，
福沢に影響を与えたとされるウェーランドの研究を通して福沢の思想を抽出し

本章では，ドラッカー思想研究の方法論を論じるにあたり，大きく分けて 3

ようとした藤原（1993）の研究 がある．ウェーランドが先に存在し，福沢が後

つの分析視角に分ける．第 1 の分析視角はドラッカー思想を直接的に研究する

にウェーランドの影響を受け，その影響が福沢の思想に表れているとの前提か

か否か，すなわちドラッカー思想研究を直接的な研究方法と間接的な研究方法

ら研究が出発している．川上の立場のウェーランドが川下の立場の福沢へ影響

とに分ける分析視角である．これを第 1 の研究方法とする．さらに，この間接

を与えたという意味において，筆者はこのような研究方法を川上の研究方法と

的な研究方法には川上からの研究方法と川下からの研究方法に分ける分析視角

定義付けしている．この研究方法をドラッカーに当てはめてみるならば，例え

（3）
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ばマルクスやシュムペーターがドラッカーに及ぼしている影響を研究するケー

はドラッカー研究者の多様な著書，論文，エッセイの存在を見るにつけ，この

スである．川上の立場のマルクスやシュムペーターが川下の立場となるドラッ

読者論の研究方法はドラッカー作品を読むドラッカー研究者にも適用できると

カーの思想にいかなる影響を及ぼしたのか．ドラッカーの思想を抽出するため

考えている．現在，筆者はこれまでに存在したドラッカー研究者がドラッカー

に，ドラッカーの作品に影響を与えた存在を研究するという方法が川上の研究

作品を通して，いかにドラッカー思想を捉えたのか，読者論の視点を分析視角

方法である．

として研究途上にある．

次に川下の研究方法であるが，これは前述したドラッカー作品から影響を受

読者論についてもう少し深く論じるならば，作者
（本稿ではドラッカー）
のコ

けた存在を研究することによって，ドラッカー思想を抽出しようとする方法で

ンテクストと読者
（本稿ではドラッカー研究者）
のコンテクストとは必ずしも一

ある．この川下の研究方法は川上の研究方法とは定義付けが逆である．すなわ

致しないことから生じる作品の解釈の相違である．このコンテクストの断絶が

ち，ドラッカーが川上の立場となり，ドラッカー作品から影響を受けた川下の

読者に作者の意図とは違った異本を作らせるのである．
読者論の視点に立てば，

立場であるドラッカー研究者の存在を研究することによって，ドラッカー思想

誤読・誤解も立派な異本の成立行為を意味する．

を抽出しようとする研究方法である．

次に類型化の研究方法である．仮に100人のドラッカー研究者が存在すれば，

この研究方法については，佐和
（2009）
から次の通り引用する ．
（4）

100 通りのドラッカー思想の捉え方が存在する読者論の研究方法はドラッカー

「ジョン・メイナード・ケインズは『いかなる知的影響からも無縁であると自

思想をミクロに捉えたものであるが，このミクロに捉えたドラッカー思想の研

ら信じている実務家たちも，過去のある経済学者の奴隷である』と書いた．（中

究の類似点を抽出し，
グルーピング化した研究方法が類型化の研究方法である．

略）多くの実務家を奴隷に従える
『偉大』な経済学者はといえば，アダム・スミ

先に引用した佐和の言を借りるならば，ドラッカー研究者はドラッカー学派に

ス，ケインズ，マルクス，フリードマン，ガルブレイス，スティグリッツぐら

帰属するのであるが，ドラッカー学派の中でもさらにいくつかのグループに分

いのものだろう．普通の経済学者は
『偉大』な経済学者が創始した学派に属す

類する分析視角を持った研究方法を筆者は類型化の研究方法と定義している．

る．」

筆者のこの研究方法の土台を成している研究がミンツバーグ他
（1998）による

筆者はケインズがたとえた奴隷という言葉については好感を持ってはいない

研究 である．ミンツバーグ他は，戦略マネジメントという研究分野を 10 の

が，佐和の引用をドラッカー研究に当てはめてみるならば，ドラッカー思想と

学派（スクール）
に類型化し，
その分野の体系化を図った．
この研究方法をドラッ

いう学問分野において，ドラッカー作品から影響を受けたドラッカー研究者は

カー思想という研究分野に応用するならば，ドラッカー研究者をグルーピング

「偉大」
なドラッカーが創始したドラッカー学派に属する研究者ということにな

化して複数のグループによるドラッカー思想の捉え方を肯定する形になる．読

る．

（6）

者論の研究方法がドラッカー研究者個々によるドラッカー思想の捉え方を示す

ドラッカーの作品から影響を受けたドラッカー研究者を研究対象とすること

ミクロ的なアプローチならば，この類型化の研究方法は複数の研究者で構成さ

によって，ドラッカー思想を抽出しようと試みる研究方法が川下の研究方法で

れたグループによるドラッカー思想の捉え方を示したマクロ的なアプローチで

ある．

ある．

2-3  読者論の研究方法・類型化の研究方法・原点化の研究方法

てグループ化されたドラッカー研究者のグループが捉えたドラッカー思想をど

最後に原点化の研究方法であるが，この研究方法は類型化の研究方法によっ
小枠として捉えられる研究方法として，読者論の研究方法，類型化の研究方

のグループにも共通して見られる思想をドラッカー思想の原点として捉えて抽

法，原点化の研究方法がある．これらは川下の研究方法を細分化した研究方法

出する研究方法である．換言するならば，読者論のミクロな研究方法から類型

である．

化のマクロな研究方法への移行をよりマクロに推し進めた研究方法である．筆

まず，読者論の研究方法であるが，筆者はこの研究方法を 100 人のドラッカー

者のこの研究方法の土台を成している研究がワイリー（1967）
による研究 であ

研究者が存在すれば，100 通りのドラッカー思想の捉え方が存在する，いわば

る．ワイリーは戦略の総合理論を構築するために，戦争という分野において従

ドラッカー研究をミクロ化したものと定義する．筆者の定義した読者論の研究

来の戦略理論をいくつかに纏め上げ，それらから抽出して導き出された戦略の

方法は，外山（1969）の研究 を土台としている．読者論とは，読者が作者の作

総合理論を構築した．この研究方法をドラッカー思想という研究分野に応用す

品を作者の意図とは違った解釈でもって本来の作品が持つ原本とは違った異本

るならば，類型化の研究方法によってグループ化されたドラッカー研究者のど

を作り出すことである，とする文学における捉え方である．ドラッカーの作品

のグループからも共通して捉えられたドラッカー思想をドラッカーの根本的な

を文学作品と同じ土俵で論じられるか否かの議論を尽くす必要はあるが，筆者

思想と位置付けるという形になる．すなわち，読者論の研究方法から類型化の

（5）

（7）
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（6）Mintzberg, H., Ahlstrand, B., and Lampel, J. 1 9 9 8）Strategy Safari:A Guide Tour Through the
Wilds of Strategic Management, The Free Press.（齋藤嘉則監訳／木村充 ･ 奥澤朋美 ･ 山口あけ
も訳（1999）
『戦略サファリ――戦略マネジメントガイドブック』東洋経済新報社）
（7）Wylie, J. C.（1 9 6 7）Military Strategy: A General Theory of Power Control, Rutgers University
Press.（奥山真司訳（2007）
『戦略論の原点――軍事戦略入門』芙蓉書房出版）

思想の根本と位置付ける形に帰着する．
以上のように，間接的研究方法に属する川下の研究方法において，読者論の
研究方法，類型化の研究方法，原点化の研究方法という 3 つの研究方法を筆者
は定義付けしてきた．ドラッカー思想研究をミクロ的に捉えた読者論の研究方
法から類型化の研究方法へ，さらには原点化の研究方法への移行を通して，よ
りマクロ的にドラッカー思想を研究する一連の流れを捉えることができる．

3. 結論
本稿で考察されてきたドラッカー思想研究の方法論には，大きく分けて 3 つ
の分析視角がある．すなわち，大枠としての直接的研究方法と間接的研究方法
の分析視角，中枠としての研究方法として間接的研究方法を川上の研究方法と
川下の研究方法の 2 つに分ける分析視角，小枠としての研究方法として川下の
研究方法を読者論の研究方法，類型化の研究方法，原点化の研究方法の 3 つに
分ける分析視角である．
筆者が本稿において考察してきたドラッカー思想研究の方法論とは，現在，
筆者のアイディア段階であり，研究途上である．まだ，アイディア段階，研究
途上の段階でありながら，本稿においてその内容を発表した目的とは，このよ
うなドラッカー思想研究の方法論が他のドラッカー研究者によって受容できる
か否かについての議論を提示するためである．
文責は筆者自身にある．筆者自身の過ち等については忌憚のない意見を賜り
たく考えている．本稿を締め括るにあたり，この点を最後に筆者自身，確認し
ておきたい．
【注】
（1）藻利重隆（1959）
『ドラッカー経営学説の研究』森山書店．
（2）三戸公（1971）
『ドラッカー――自由・社会・管理』未来社．
（3）藤原昭夫（1993）
『フランシス・ウェーランドの社会経済思想――近代日本，福沢諭吉と
ウェーランド』日本経済評論社．
（4）佐 和 隆 光（2009）
「 あ す へ の 話 題 ―― 実 務 家 と 経 済 学 者 」
『 日 本 経 済 新 聞 』夕 刊 記 事
（2009 .3.11）．
（5）外山滋比古（1969）
『近代読者論』みすず書房．この『近代読者論』の初版は 1964 年に垂水書
房から出版されているが，1969 年にみすず書房より新版として増補改訂が出版されてい
る．筆者は 1969 年版のものを参考としたため，外山の研究を 1969 年とした．
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ハンガリー人の鉄道技師を父に，ロシア人のユダヤ教学者の娘を母として，

【研究ノート】

1886年オーストリアのウィーンに生まれ，
ハンガリーのブダペストで成長した．

ドラッカーとカール・ポランニー

カールは，6人兄弟姉妹の次男であり，
弟にノーベル賞候補の物理化学者として，

――「経済人」仮定，制度，
グローバリゼーションについて
Drucker and Karl Polanyi: “Economic Man” Assumption,
Institutions, and Globalization

石川正宏

Masahiro Ishikawa

Summary
“The Great Transformation”was published in 1944 as Karl Polanyi’
s main
work. In this article, I note his emphasis and consider its influence on the
Drucker’
s early works. In addition, this article deals with their significance of
today.

はじめに

さらに独特の知識哲学を構築した科学哲学者として有名になったマイケル・ポ
ランニーがいる．
彼は，ブダペスト大学，ウィーン大学などで学び，法学と哲学の学位，さ
らには弁護士資格を獲得する一方で，学生組織
「ガリレイ・サークル」
の指導者
として革新的文化運動を展開した．もっとも，本格的な研究・執筆活動を始め
たのは，第一次世界大戦後の 1916 年にウィーンに移住してからのことであり，
そこで 10 年間以上にもわたって，有名な経済誌
『オーストリア・エコノミスト』
（Der Österreichische Volkswirt）
誌の編集者を務めながら，政治経済に関する数多
くの論文を発表した．
しかし，全体主義の台頭によってウィーンを追われたポランニーは，1933 年，
夫人とともにイギリスに亡命，それ以後は，イギリスとアメリカを往来し，オッ
クスフォード大学とロンドン大学の講師，ベニントン大学やコロンビア大学の
客員教授などを務めながら，精力的に研究，教育，執筆，講演活動を行うこと
になる．晩年はカナダのピッカリングに居を構えつつニューヨークで研究を行
い，1964 年にそのピッカリングで生涯を閉じている．
ポランニーは，そのジャーナリストとしての経歴からも伺い知れるように，

若き日のピーター・ドラッカーが強い影響を受けた論者にカール・ポラン

いわゆる「学者」
ではなかったが，その研究領域は，社会主義計算論争から先史

ニーがいる．彼は，ハンガリー出身のエコノミストであり，経済史の研究を基

経済史，そこから経済人類学，
考古学者からも参考にされている．さらにはシェ

礎に経済人類学の理論を構築した人物として知られている．

イクスピア研究にまで及ぶという ．極めて広範囲の研究を扱ったポランニー
（1）

ドラッカーは，このポランニーの一家を
「天才の一家」と呼び，ドラッカー初

だが，専門分野による分類が試みられる場合，
「経済人類学者」
と称されるのが

期の著作は，
彼との議論を叩き台にして執筆された．ベニントン大学時代には，

通例である．それは，晩年のポランニーが，コロンビア大学を拠点に経済人類

娘を連れて週に数回はポランニーを訪ね，一緒に彼の話に聞き入ったという．

学（Economic Anthropology）
という独創的な人類学の新分野を構築した功績に

このとき，ドラッカー親子が聞かされた話が，後のポランニーの大著
『大転換

よる．

――市場社会の形成と崩壊』につながった．ドラッカーとポランニーは，その
視点や人間観という意味ではよく似ている．しかし，そこから導き出された結
論は異なった．
カール・ポランニーは，グローバリゼーションによる歪みや，経済危機が世

1 - 2  ドラッカーとの出会い
ポランニーとドラッカーの出会いは，オーストリア時代に遡る．
ドラッカーの回想 によれば，彼が大学入試のために書いた論文がドイツの
（2）

界を覆う中，
再び世の注目を集めるようになっている．以下本稿では，このカー

経済季刊誌に掲載され，その論文をきっかけに
『オーストリア・エコノミスト』

ル・ポランニーの言説とドラッカー・マネジメント論への影響，そしてその今

誌の編集会議への招待状が届いたそうだ．ドラッカーの父が同誌の支援者で

日的な意味を模索する．

あったため，その父を喜ばせるために招待状を送ったのだろうとドラッカーは

1. カール・ポランニー
1-1 出自
カール・ポランニー（Karl Polanyi/Polányi, Károly: ポラーニ・カーロイ）は，

述懐している．その招待された編集会議に，
副編集長としてカール・ポランニー
がいた．たちまちにポランニーに魅入られたドラッカーは，会議後に「もっと
話を聞きたい」と申し出た．すると，ポランニーは即座に了承してクリスマス
ディナーにドラッカーを招待した．以来，1937 年の米国移住後も含め，この
二人は家族ぐるみで付き合いを続けることになった ．
（3）
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それに翻弄されることになる．しかも，人間や自然などは一度処分されたら，

まず英国に移り住むことになったが，そこで二人は日曜日の朝になると肩を並

そう簡単には元に戻らない．さらにもし，市場のシステムに綻びがあれば，人

べて何時間も一緒に散歩する間柄になった．37 年にドラッカーが米国に移住

間社会の存亡の危機になってしまう．

すると，
ポランニーも後を追うように米国へ移住した．ポランニーは1940年に，

ポランニーは，「このシステムは，一人の人間の労働力を使うとき，同時に

ドラッカーの紹介によりベニントン大学で教授に就任した．また，ドラッカー

肉体的，心理的，道徳的実在としての
『人間』
をも意のままに使うことになるで

自身も 2 年後に同大学の教授になっている．

あろう．文化的制度という保護の覆いを奪われた人間は社会に生身をさらす結

ドラッカーの『傍観者の時代』によると，識者とドラッカーの友人の多くが，

果となり，滅びてしまうであろう．人間は，悪徳，倒錯，犯罪，飢餓などの形

彼の最も優れた著作としている
『産業人の未来――改革の原理としての保守主

で，激しい社会的混乱の犠牲となって死滅するであろう．自然は，個々の要素

義』は，ポランニーとの議論を叩き台にして書き上げたものだという．

に還元されて，近隣や景観はだめにされ，河川は汚染され，軍事的安全は脅か

ドラッカーが
『産業人の未来』を上梓した後の 1942 年から 1943 年にかけての

され，食料，原料を生み出す力は破壊されるであろう．最終的には，購買力の

冬，ベニントン大学は燃料不足から 3 ヶ月も休校になった．この時期のドラッ

市場管理が企業を周期的に倒産させることになるであろう．というのは，企業

カーは，
『産業人の未来』
を書き上げたばかりで，暇を持てあましていた．その

にとって貨幣の払底と過剰が，原始社会にとっての洪水や干ばつと同じくらい

頃には，
今度はポランニーの方が執筆作業を始め，
聞き手と評論家としてドラッ

の災難になるであろうからである」
と述べている ．
（6）

カーが長女を伴って週に数回はポランニーを訪ね，一緒に彼の話に聞き入って

『大転換』は，
「平和の 100 年」を語るところから始まる．ナポレオン戦争が終

いたそうだ．やがて，その話が
『大転換――市場社会の形成と崩壊』 として上

わった 1815 年から第一次大戦が始まる 1914 年まで，欧州主要国のあいだに大

梓されることになる．

規模な戦争がきわめて少ない一世紀が現出した．これが，
「平和の 100 年」であ

（4）

る．彼は，この時代を支えた制度的枠組みとして，大国間での勢力均衡（バラ

2. ポランニーの学説とドラッカー

ンス・オブ・パワー）
，世界経済を象徴する国際的金本位制，物質的な繁栄をも
たらした自己調節的市場 ，そして自由主義国家の 4 つを挙げる．そして，こ
（7）

2-1  『大転換』

の 4 つの制度には相互依存関係があり単純な要素還元はできないが，これらが

ドラッカーによれば，ポランニーは
『大転換』
で産業革命の歴史を書き変えよ

破綻することによって平和の 100 年は破られることになった．ポランニーによ

うとしたのだという．彼は，イギリスの社会と経済を転換させたものは，機械

れば，最終的に平和の100年の崩壊を決定づけたのは国際金本位制の解体であっ

の力ではないとした．世界貿易の急拡大でも，さらにその前の 17 世紀から 18

た．そして，その解体は，その国際システムの各柱に力を与えていた自己調節

世紀にかけて起こった農業革命のせいでもないとした．それは，「需給法則」を

市場の上で述べた社会に対する破壊的な力に端を発する．

持つ自由市場体制が，財と資本のみならず，
「土地」と
「労働」という 2 つの生産

彼は，19 世紀から 20 世紀前半の西欧史を，市場経済あるいは資本主義の拡

要素まで扱うようになったためであるとした．ポランニーの考えでは，良き社

大運動とそれに対抗する社会の自己防衛運動からなる二重運動の過程として描

会は市場を，財の交換と資本の配賦のみに使うべきであって，土地と労働の配

写する．当時の市場経済の拡張は，自由貿易を促進し，ヨーロッパ各国の国富

賦には使ってはならなかった．土地と労働の配賦は，経済合理性ではなく，社

を増大させ，民衆の生活水準の飛躍的上昇をもたらした．国際平和の実現も，

会，政治合理性に則って実施されなければならない．良き社会は市場をそれ自

自由主義的民主主義の各国への普及も，市場経済の拡大によりもたらされた．

体の外部に持つべきだ，というのが
『大転換』
の主張だったという ．

しかし，それは同時に自然と社会の破壊過程，心理的，道徳的なものが破壊さ

（5）

ポランニーが主張するのは，労働の背後には生身の人間が生きており，土地

れる過程でもあった．自然と人間を保護してきた伝統文化の分厚い皮膜が「擬

の背後にはかけがえのない自然そのものがあるということである．この 2 つは

制商品化」によって磨り潰され，自然と人間が市場メカニズムに剥き出しにな

本来商品ではなく，これらを商品視して取引を行うことは擬制（フィクション）

り，豊かさと平和にもかかわらず……というよりむしろ，豊かさと平和により

である．そして，本来，商品ではないものを商品に擬制すると何が起こるのか．

生み出された文化的混乱――ポランニーの言葉を使えば「文化的真空」 ――の

本来的な商品であれば，市場メカニズムに応じて，需要が増えれば増産し，需

なかで社会不安が増大した．そこから，労働運動，社会主義運動，自然保護運

要が減れば減産したり在庫の処分を行ったりすることができる．ところが，人

動や，あるいはファシズムのような形をとった，市場経済への基層的な社会の

を労働力や自然を土地として商品視して，減産したり処分したりしたらどうな

自己防衛が始まる．

るだろうか．社会の実体そのものが，
市場の法則に従属させられることになり，

（8）

社会の自己防衛運動は，市場経済の拡張運動への
「反動」
でもある．市場経済
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の拡張が革新性，普遍性，開放性などによって特徴づけられるとすれば，それ

ドラッカーは，企業を単に経済的主体として見なすのではなく，社会的・統治

に対する「反動」としての社会の自己防衛には，理想はともかく現実には常に

的な存在と見なす

何かしらの特殊性や閉鎖性がつきまとう．ポランニーにとって，20 世紀前半

モダン・マネジメント論へと進んでいった．

（12）

それに対してポランニーは，市場が社会的諸関係の中に沈み込んでいる理想

の世界史は，拡張する市場経済を基礎とした普遍主義的な 19 世紀西欧文明が，

的な経済社会を求めて，近代的市場が成立する以前の先史経済の世界へと進ん

各国に現れた社会の自己防衛運動によって破壊されてゆく過程，別の言い方を

でいった．時に考古学者から素人芸と揶揄されながらも，
その成果がやがて
「経

すれば，市場主義を基調とした文明が
「社会」を基調とした 20 世紀文明へと
「大

済人類学」の体系へとつながってゆく．ポランニーの経済人類学の日本への紹

転換」
を遂げてゆく過程であった．

介者となった栗本慎一郎によれば，この体系は実在主義（substantive）の経済

ポランニーは，アダム・スミス以来の
「個人による自分自身の利益の追求が，

人類学と呼ばれ，継承者としてジョージ・ドルトンなどがいる

．実在的とい

（13）

その意図せざる結果として社会公共の利益をはるかに有効に増進させる」とい

うのは，物質的な欲求の充足に関わる人間とその環境の相互関係を指し，さら

う市場主義の社会観を，
まったくのユートピアであるとして批判する．そして，

にそれが“制度化された過程”
であることが強調される．重要な点は，経済の底

人間は，物質的財貨を所有するという個人的利益を守るために行動するのでは

流には，社会的つながり，ネットワーク，信頼，道徳性，伝統，義務，勢力関

ない．人間はみずからの社会的地位，社会的権利，社会的資産を守るために行

係などがあり，それらを通じて経済関係が成立しているということである．具

動する．人間は，この限りでのみ物質的財貨に価値を認める．人間は経済的存

体的には，社会構造として，互恵
（reciprocity）
，再配分
（redistribution）
，交換

在ではなく，社会的存在である，といったアリストテレスは正しかった．人間

（exchange）
という 3 つの型を基本的なものとして抽象し，経済を制度化する統

の経済は，一般に，人間の社会的諸関係
（制度，institution）の中に沈み込んで

合の型であると捉えられる．この 3 つは，相互排他的なものではなく，何らか

いると論じた ．

の組み合わせをとって多元的に存在する．

（9）

ポランニー的な意味においての
「本来的で」
「自然な」人間観では，人は社会

この三重構造の洞察は，経済学，とくに新古典派が支配する領域では受け入

的組織に規定されて活動している社会的人間である．スミスが想定したような

れられなかった．というのも，経済学は「経済人」仮説の上に成り立っている．

「人間は経済的利害を目的とし，利益を最大にするように行動するだけではな

これは，経済学が
「科学」
として成り立つための基礎的条件でもある．
ポランニー

く，常にその方法を知っている」
とする
「経済人」
（economic man），換言すれば

的な人間観は，新古典派の人間像と社会像に正面から挑戦するものであり，極

原子的・合理的な個人は，退けられている．

論を言えば，経済学者がもしポランニーの経済学を受け入れれば，その経済学
者は自らの社会科学と訣別しなければならなくなる代物だったからだ．

2-2  経済人類学とマネジメントの別れ

ドラッカーの企業を経済的・社会的・統治的の三重構造と見なす観察や，企

このポランニーの人間観は，ドラッカーのそれと共通する．ドラッカーは，

業の利益を会社という社会的組織を維持するための未来費用であるとする考え

初期の著作
『経済人の終わり』
で，アダム・スミス的な「経済人」の社会の終わり

方も同じで，経済学の分野から評価されることは，ほとんどない．また，ドラッ

を論じ，
『産業人の未来』
において，社会的諸関係の中にある人間の未来を論じ

カーの方も，経済学者達の市場にたいする理解はあまりにも一元的であるとし

た．

て，生涯その懐疑的姿勢を崩すことはなかった

．

（14）

だが，ポランニーは，ドラッカーが
『産業人の未来』の中で論じている保守主

ドラッカーの社会哲学についての研究には，三戸公の優れた研究がある

．

（15）

義的アプローチ，すなわち
「改革の原理としての保守主義」には，安易な妥協と

だが，彼の議論ではドラッカーの描く
「産業人」
の概念が曖昧であることが指摘

して賛同しなかった

されているものの，その頃はまだポランニーの言説自体が日本ではあまり認知

．
ドラッカーのいう
「改革の原理としての保守主義」とは，

（10）

すでに存在するものを基盤とし，すでに知られている方法――ドラッカーの言

されていなかったためか，その社会的諸関係の中に埋め込まれた人間観との共

葉に従えばエドマンド・バークの実証志向

通性についてまでは論じられていない

――を使い，過去を理想化するよ

（11）

うな反動に陥らずに，自由で機能する社会を保つための必要条件に反しないか
たちで具体的な問題を解決していくという原理である．
そして，ドラッカーは，すでに存在している社会的諸関係として，当時米国
で勃興していた「企業」をその対象とした．やがてそれがきっかけとなり，GM
からの調査依頼を受け，
それをもとに
『企業とは何か』を上梓する．この著作は，
組織運営のためのノウハウ，
すなわちマネジメントの重要性を世に知らしめた．

．

（16）

しかし，カール・ポランニーの影響がなければ，ドラッカーの原子論的な経
済学の体系に対する懐疑や，会社を単に経済的な存在とは考えず，統治的・社
会的な意味合いを持つものとして捉える手法，そして，おそらく後に自らを
「社
会生態学者」
と呼ぶことなどなかったであろう．
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3. 今日的な意義

スティグリッツが序文を寄せた意義は大きい．

3-1  経済危機とポランニー・ブーム

口建彦が和訳・解説と，ポランニー研究の今日的な意義についての一文をイン

このスティグリッツの序文については，『大転換』の邦訳者の一人である野

人は，未曾有と思われるような困難な出来事に遭遇すると，決まって傑出し

ターネット上に公開している

．

（21）

た先人の知恵を仰ぐものである．そうした先人たちに共通するのは，長い人間

その序文の中でスティグリッツは，自己調節市場はうまく機能しないという

の歴史を踏まえて，人間と社会の本質を問い直し，直面している困難な出来事

ポランニーの主張への同意と，市場主義の現代版たるワシントン・コンセンサ

の起源を探索しながら，
これからの人の進むべき方向性を追求する姿勢である．

スの提唱者達への批判を行っている．
グローバル経済における市場主義の理念，

そのような姿勢を有する先人が遺した書物は，古典と呼ばれ，長く人々に読み

すなわち社会の諸資源は，競争による価格と利潤の変動に合わせて部門間を

継がれる．ドラッカーの書物は，マネジメントの古典とされ，多くの人々に

自由に移動する企業
（家）
と家計が財・サービスの交換を何らの規制なく行える

読まれている．1944 年に刊行されたポランニーの
『大転換』も，分野こそ違う

「自由な市場」の作用によって最適配分されるとの前提はユートピア的であり，

が，そうした古典の一つとして読み継がれてきている書物である．玉野井芳郎

そのユートピア性は，現代の開発途上諸国の経済開発や旧共産主義体制諸国の

によれば，
『大転換』
は，アメリカの
「芸術・科学アカデミー」の会報 DAEDALUS

市場経済への
「移行」
に伴う混乱に具現化された．
そして，
その混乱は19世紀ヨー

1974 年冬期号が「20 世紀の古典再訪」と題する特集を組み，“偉大な書物”の選

ロッパ諸国が自己調整的市場理念に依拠して行った社会転換で経験したものと

定を行った際に選ばれた 16 冊の古典の中の一冊に数えられている

同質である，と．市場原理主義者は，労働力の供給はおのずから需要を創出す

．

（17）

そして現代，グローバリゼーション，世界的な市場主義の進展とそれに伴う

るという，一種のセイの法則のようなものを暗黙のうちに信奉していた，と指
摘している．

歪みの中で，ポランニーは再び世の注目を集めることになった．
まず，90 年代には，ポランニーと同じハンガリー出身のジョージ・ソロスが
その著作
『グローバル資本主義の危機』
の冒頭の
「謝辞」で，英国の政治思想史家

日本の研究では，2006 年に佐藤光がポランニーの社会哲学を現代的な見地
から見直す趣旨で
『カール・ポランニーの社会哲学』
を刊行している．

ジョン・グレイから著作の執筆の際に
『大転換』
を再読するように勧められたこ

また，山下範久は，グローバリゼーションの中で高まる不安を，
「ポランニー

とを明らかにしている．その著作でソロスがグローバル経済の自由放任主義

的不安」という概念を用いて描写した．ポランニー的不安とは，ミクロ的には

（レッセフェール）に対して，市場原理主義
（market fundamentalism）の名称を

すでに述べたように本源的な自然や人間が市場メカニズムに組み込まれて
「擬

与えたことは記憶に新しい

制商品化」され，流動化させられることによる不安を指す．世界経済システム

．

（18）

そのグレイの方は，現代のグローバリゼーション・グローバル自由主義はア
メリカによる啓蒙思想の危険性につながっているとしている．規制を撤廃すれ

が市場を中心にすえて効率を上げる一方，ポランニー的不安は全世界に拡大し
た．日本の非正規労働者をめぐる問題も，その一環であるとしている

．

（22）

ば自由市場が誕生するかのごとく，ともするとグローバル市場が自然の成り行

特に，2008 年の 9 月にサブプライム・ローン問題に端を発する世界的な経済

きのように受け取られがちである．しかし，単一のグローバル市場とは 20 世

危機が顕在化してからは，さらにポランニーに対する注目は増している．本来

紀末期における非常に政治的な試みであり，本来のグローバル市場は各国経済

ポランニー的な言説とは対立するはずの市場主義的構造改革論の旗手であった

の間にある相違のゆえに栄えることを強調する．18 世紀のフランスを中心に

中谷巌までがポランニーを積極的に引用している

して広がった啓蒙思想と同じように，グローバルなレッセフェールは米国の企

．

（23）

しかし，ポランニーの言説については，経済不安が覆っている現在，彼の論

てであると断じて，保守主義的な立場から米国に対し批判的な目を向けている ．

旨を読むのはそれなりに示唆的だが，ドラッカーが述懐するようにポランニー

さらに，トクヴィルの大衆民主主義批判を受け継ぎながら，功利主義などに

思想はさまざまな面で失敗している．ポランニー自身の社会主義に対する甘い

（19）

よって汚染された現代アメリカを道徳的に再建しようとするロバート・N・ベ

観測

ラーたちは，著書『善い社会』の中で
「
『善い社会』の最初の構想は，カール・ポ

注意が必要である．

ランニーの
『大転換』
に着想を得たものである」
と明言している

．

（20）

と，市場社会以前の先史経済や未開社会を単に美化してしまう傾向には

（24）

『大転換』
には，ファシズムへの手厳しい指弾はあるが，ポランニーの議論の

2001 年には，第二版と同じ出版社
（Beacon Press）から，スティグリッツ執

力点は，経済的自由主義あるいは市場主義の害悪を批判する方に置かれていた

筆の長い序文と F・ブロック執筆のイントロダクションの付した『大転換』の原

ため，革命ロシア
（ソ連）
の否定的側面はもちろんのこと，今日の西側諸国にお

著第三版が出版されている．すでに述べたように，ポランニーの経済学は経済

ける大衆消費社会や衆愚政治の問題にもつながる危険性が民主主義にはらまれ

学者には受け入れがたい代物であったが，それに対して経済学の大御所である

ていることを強調しなかった．
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その点，ドラッカーにはそのような認識の甘さは存在していない．
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80 年代になると，ドラッカーは，グローバル経済について，「グローバル経

ドラッカーとポランニーは，すでに述べたように，ドラッカーの採った
「保

済は資本の移動によって動かされ，形作られる．しかも，資本は経済合理性と

守主義的なアプローチ」のために袂を分かったわけだが，今日では，そのポラ

はかかわりのない独自の理論をもって動く」と実物経済がシンボル経済によっ

ンニーの社会哲学を保守主義的文脈の中で受け継ごうとする流れがある．佐藤

て支配されていることをあらためて指摘した．また，「グローバル経済のもと

光は，多くのポランニー研究者から反発を招くことになることを承知の上で，

では，企業活動の目標は利益の最大化ではない．それは市場の最大化である．

『カール・ポランニーの社会哲学』
の結論で，保守的思想の文脈の中でそれを受
け継ぐことを提唱している

．また，18 世紀フランスを中心に起こった啓蒙

（25）

思想についての批判的研究で知られるグレイの言説もこの潮流にあると考えて

今後ますます貿易は投資に従うようになる」と，米国の財政赤字を日本が引き
受けた背景を説明している．
通念では，投資あるいは投機に用いられる貨幣
（マネー）
とは，購買力であり，
交換手段であり，価値尺度であり，また価値の貯蔵手段でもある．こう教える

よいだろう．
今日，恐慌時代を生きた若き日のドラッカーとカール・ポランニーの論旨を，
あらためて比較しながら見直してみることは有益であると考えられる．

のが経済学の常識である．しかし，ポランニーによれば，現実の貨幣とは言語
や文字，度量衡といったものと同様な，一つの
「シンボル体系」
であり，購買力
を示す代用物
（トークン）
に過ぎないのだという．

3-2  グローバリゼーション

貨幣が
「購買力を示す代用物」となりうるのは，紙幣にせよ硬貨にせよ（ある

ドラッカーは，
1909 年，
オーストリアの生まれで，2009 年で生まれてからちょ

いは帳簿上の数字にせよ）
自分がその記号に見ている価値・意味と同じ価値・意

うど 100 年になる．彼は，第一次大戦までつづく第一次グローバリゼーション

味を，他人も見てくれるだろうということに対する信頼があるからだ．この信

の時代（平和の 100 年）の終わりに生まれ，大戦後の経済のブロック化，すなわ

頼の根拠をポランニーは
「金融または国家財政のメカニズムをとおして出てく

ちグローバリゼーションの後退期の中で青春時代を過ごし，2005 年にカルフォ

るものである」 としているが，突き詰めて考えれば，そこに明確なる根拠は

ルニア州クレアモントで老衰により没するまで，現下の第二次グローバリゼー

ない．あるのは，いわば秩序――価値体系の安定性――への信認だけというこ

ションの中を生きたことになる．

とになる．

ドラッカーの言説でグローバリゼーションというと，まずは『断絶の時代』の
中で行った経済のグローバル化についての指摘が思い浮かぶ．彼は当時，
「全

（27）

翻ってドラッカーは，ブレトンウッズ体制が崩壊した後の第二次グローバリ
ゼーションについて次のように言っている．

世界が，欲求，反応，行動に関して，一つの経済圏となった．歴史上このよう

71 年にニクソン大統領が変動相場制への移行を決定したとき，ドルの為替

なことは初めてである」と述べ，差異による補完的貿易から，比較優位性に基

レートはアメリカの貿易収支に応じて動くものとされた．そして 82 年以降，

づかない貿易の拡大，同質性の国際取引による競争的・破壊的貿易への世界経

アメリカの貿易収支の赤字は急速に拡大し，最高記録を更新していった．しか

済の変遷を指摘した．そのグローバル経済の発展は，貿易量の爆発的な増加と，

るに，ドルは非現実的な高さに頑として居座り続けた．しかもその後，ひとた

通貨と金融の増大を要求することになった．そうなると，決済のための基軸通

び下がり始めるや，相対的な生産性や諸々のコストからして，同じように非現

貨すなわち米ドルの供給が常に増大しなければならないということになる．グ

実的というべき水準にまで急速に下落した．

ローバル経済が発展すれば，アメリカの国際収支はそれだけ赤字にならざるを

ドラッカーによれば，このようなドルの動きは，グローバル経済を支配する

得ない．さもなければ，流動性の危機が世界経済を窒息させる，と 60 年代の

ものが，もはや財とサービスという実物経済ではなくなったためであるとしか

米ドル金為替本位制の不安の所在を説明した

説明できないという．

．

（26）

1973 年に国際通貨体制が変動相場制へと移行した後，アメリカの国際収支

グローバル経済における資本取引の 90％以上は，経済学者の言ういわゆる

の赤字は恒常化し，ドルの大幅な価値下落が続く一方，日本とドイツの国際収

経済的な機能を果たしていない．
しかもそれらの資本取引は，
独自の要因に従っ

支の好調が保たれ，
「覇権国家」アメリカの地位はかつてないほど弱体化した．

て行われている．公定歩合や為替レートに関する政府決定，税制，財政赤字，

1980 年代初頭に大統領に就任したレーガンは，工業部門の競争力に見切りを

国債発行等に関する見通し，あるいは政治危機に関する予測など，すべて政治

つけ，世界貨幣としてのドルの地位と圧倒的軍事力を武器に，金融の自由化・

的な要因である．ドラッカーは，米国の経験が教えるように，実物経済を大き

グローバリゼーション
（世界の余剰資金をニューヨーク市場に吸引し，アメリ

く支配しているのがこの
「シンボル経済」
であるとした

カの国際収支赤字と財政赤字をカバーする世界戦略）の実現を「強いアメリカ」
の復活戦略に据えた．

．

（28）

アメリカの主要債権国，同時に最大の対米貿易黒字国である日本と西ドイツ
の通貨に対するドルの 50％下落は，両国の保有する膨大なドル資産の価値を
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見事に半減させた．それにもかかわらず，日独両国及びその他すべての対米債
務国が，
アメリカに資金を投入し続けた．
アメリカの国債を購入することによっ
て，アメリカの財政赤字を支えた．

ついては，アメリカ国内は，まとまっているように見えるという

301

．

（31）

今後われわれの身を置く社会と経済がどうなるのかは，わからない．グロー
バル市場がどうなるのか．基軸通貨ドルに代わる新たなる価値尺度を見つける

しかし，やがて，それらの対米債権国も金融資産を実物資産に転換するよう

のか．そして，ポスト・グローバリゼーションとでもいう時代に突入するのか，

になった．その動きはイギリスとカナダから始まり，ドイツが従い，最後に日

それともこれがドラッカーの言ったネクスト・ソサエティなのか．先人たちの

本が続いた．いずれの国も，ドルの減価によって割安となったアメリカの企業

知恵が，新たなる善きビジョンをもたらしてくれることを期待したい

や不動産を買い始めた．
しかし，ドラッカーが言うには，ここで経済理論に反するが故に誰も気づか
なかったことがもう一つ起こっていた．この間，アメリカの企業は，外国企業
の対米投資額を超える対外投資を行っていたという．
もしアメリカの企業が経済理論のいう経済的合理性に基づいて行動していた
ならば，利益を最大にするために，対外投資を引き上げていたはずだった．し
かし，アメリカの企業は，市場におけるシェア拡大を最大とすべく眼前の利益
を犠牲にした．これこそ日本，ドイツ，イギリスなどの企業が，自国通貨の手
取りが極端に少なくなったにもかかわらず，アメリカへの輸出を維持し，それ
どころか増加させていった動機と同じだった．売り先となる市場の確保ができ
れば，
企業は存続することができる．ドラッカーは，第二次グローバリゼーショ
ン下における企業活動の目標は，利益の最大化ではなく，市場の最大化である，
と結論づけていた

．

（29）

そして，
それから約 20 年後の 2008 年 9 月に，
リーマン・ブラザーズ（証券会社，
投資銀行）が破綻．これにより，一般にまでサブプライム・ローンの問題が顕
在化．世界規模での信用収縮と流動性危機が起こり，世界恐慌の再来が大まじ
めに論じられるようになる．
政治学者の佐々木毅は，冷戦後の 20 年間は，市場の力が異常に強く，何か
を決める力は政治ではなく市場にあった．アジア通貨危機，2000 年初頭の IT
バブルも，市場はバブルを作ってはそれを乗り越えてきた．しかし，今回の金
融危機で潮目が変わった．浮き沈みを繰り返し 5 ～ 6 年に一回の頻度で生活が
吹き飛ぶ
「荒っぽい資本主義」
に，社会がついていけなくなってきた．そうなれ
ば，グローバルにつながっていた市場が切断される可能性だって出てくる．各
国の利害や政治力の違いが際だってくるため，かつて可能だった政府間の結束
も難しくなるだろう，とコメントしている

．

（30）

今回の金融危機では，
もうドル基軸通貨の時代は終わったという意見が多く，
フランスのサルコジ大統領は，ドル基軸通貨の終わりだと演説した．
2008 年の 11 月には，米国初の黒人大統領候補であったバラク・オバマが大
統領に選出されている．巨額の財政赤字が招く，ドルの信認低下が再び懸念さ
れている．
オバマ大統領はどうやってドルを守るのか．アメリカの場合，危機の時は，
国論が割れないという素晴らしい伝統がある．ドルの基軸を守るということに

．

（32）
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（29）同上，pp. 132- 133．
（30）
『読売新聞』2008 年 10 月 13 日朝刊，1 面．
（31）ドラッカー学会，2008 年 11 月 29 日，近藤健彦教授講演より．
（32）
『朝日新聞』
（2009 年 1 月 11 日朝刊）に，今日の経済危機を受けて，「資本主義はどこへ―
―もし今，この二人が生きていたら」と，ケインズとドラッカーに詳しい識者の記事が
掲載された．ケインズについては伊東光晴，ドラッカーについてはドラッカー学会代表
の上田惇生のインタビュー記事が掲載されている．
【略歴】1981 年生まれ．産業能率大学卒業，立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究
科修了．渋谷油絵教室顧問（広報活動を担当）．関心領域は社会哲学と産業文明論．
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ることもある．

ドラッカーから得た学びと実践

大事なことは，部分ではなく，会社や社会を有機的な繋がりとして捉えるこ
と．勝つか負けるかという二元論ではなく，両方を含んだ全体を観察しなけれ

I Learned My Work from Drucker

ばならない．部分の総和が全体ではない．そして会社の力は，経営陣や開発だ

酒巻久

Hisashi Sakamaki
（キヤノン電子㈱）

ドラッカーとの出会い

けでなく，社員全員のエネルギーの総和だと気づくことができた．1000 人い
れば 1000 人のエネルギーを最大限引き出すようにしなければならない．
一般的にはすべて上司が指示を出して従わせようとしてしまい，うまくいか
ないようだが，社員それぞれの強みを活かし，育ててこそ会社は発展する．わ
が社では，社員一人ひとりが強みを活かして，自分の頭で考えるようになるた
めに「ピカ一運動」
を実践している．

ドラッカーを読み始めて，かれこれ 40 年が経つ．これまでに何度読み返し

まずは仕事以外で自分が世界で一番になれそうな目標を選ぶ．例えば挨拶や

たかわからない．
今ではドラッカーの思想が私の頭にすっかり染み込んでいる．

早起き，掃除．それを毎日実行し，目標が達成されれば，賞状を出して表彰し，

これほどまでにドラッカーと付き合うことになるとは当初思ってもいなかっ

みんなで喜ぶ．賞品も出す．仕事ではないので，罰則もないし，上司も口を挟

た．

まない．自分で目標を設定し，それをどうやって実現するかという手段も自分

ドラッカーを読み始めたのはキヤノンに入社して 4 年目頃．当時開発を担当

で考えて，実行する．自分の強みや考え方も各自が学ぶことができる．

していたのだが，開発というのは最先端の技術の細かい部分しか見ない．そし

あくまでもお遊びなのだが，ピカ一運動は現場の仕事にもすぐに良い影響を

て，その部分の中だけで技術競争をしている．これで自分が本当に会社や社会

与える．社員全員がキヤノン伝統の
「三自の精神」
，自覚，自発，自治を自然と

に貢献できるのか．技術だけ見ていたのでは本当は何を作れば良いのか，どう

実行するようになり，しかもやりがいを感じて士気が確実に上がったのは喜ば

いう技術を開発すれば良いのかわからないのではと感じていた．著名な経済や

しいことだ．

経営の本も読んだが，表面的に効率化し，利益を上げるといった内容でがっか
りしたのを憶えている．
そんな中，箱根で行われたドラッカーのセミナーに参加したという方に相談
したところ，ドラッカーの
『経営の適格者』という 1 冊の本を薦められる．読み

何をもって憶えられたいか
ドラッカーは読むたび，実践するたびに驚きと感動がある．昨年からの景気

始めてすぐに，これぞ求めていた内容だと確信し，夢中になって貪り読んだ．

の変動にも，ドラッカーに倣って，
「すでに起こった未来」
を観察していたこと

経済が専門ではない技術者の私が読んでも良く理解できる．効率や利益を上げ

で，かなり早い時期から予測ができ，事前に手を打つことができた．売り上げ

ればいいと簡単にいうが，経済も結局は人間の営み．良くするのも悪くするの

は半分まで落ち込んだものの，変化に迅速に対応して体制を整え，何とか利益

も，常に人間の本質まで立ち戻って考える必要があることをドラッカーから学

を出すことができた．これこそまさにドラッカーの神髄である．

んだ．

最後にドラッカー流に
「何をもって憶えられたいか？」
を考えてみた．一つ目

この本はどこへでも持ち歩き，
暗記するくらい読み込んだ．そしてドラッカー

はやはり，経営者として社員に対して貢献したい．社員が生き生きと強みを活

の文章をその時々の会社での立場に置き換えて，
理解するように心がけた．「有

かして仕事ができるように最大限努力したいと思っている．正社員に対しては

能な経営者とは」という項目を
「有能な技術者とは」
「有能な管理職とは」などと

リストラはしないと決めた．これからも全社が一丸となって会社を発展させて

いった具合である．

いきたいと思う．

社員の強みを活かす
「ピカ一運動」
今でもドラッカーから学ぶことが多い．本を読み返すたびにたくさんの気づ

二つ目は，地域に貢献すること．国には税金で貢献しているので，本社があ
る秩父などの地域が持っている文化，例えば祭りや行事などにも積極的に参加
して，地域の活性化にも貢献していくつもりだ．地域あってのわれわれだから
である．

きがある．さらに教えを実践し，出来なかったら，なぜかとフィードバックを

そして最後に日本の伝統的な文化や思想に貢献したいと思う．日本が脈々と

することで理解がどんどん深まって行く．また年齢を重ねることで分かってく

培ってきた歴史の流れが，先の戦争によって途絶えてしまった．日本の過去の
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良かった点を見直して，日本人としての自覚を持ち，強みを元に日本を立て直
す必要がある．この三つの貢献をもって憶えられたら幸せだ．
ドラッカーからこれまでに学んだことは数知れない．そしてこれからもド
ラッカーからさらに学び実践し続けていこうと思う．ドラッカーと縁ができた
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小さな企業における放牧型経営
Pasturage Type Management for a Small Company

ことに心より感謝している．

加藤聖隆

Kiyotaka Kato

【略歴】1940 年生まれ．キヤノン電子㈱代表取締役社長．67 年キヤノン㈱入社，研究
開発部門，総合企画等を経て，96 年常務取締役生産本部長．99 年 3 月より現職．
著書に『椅子とパソコンをなくせば会社は伸びる』等多数．

（㈱ケイテックリサーチ）

1. はじめに
資本主義社会において，会社
（営利団体）
組織の経営モデルをいかに最適にする
かということについて，世界中でいろいろと試みられている．経営モデルの最
適化は，会社のサイズや年齢などにより，大きくその方法が異なると思われる．
会社組織は，そのサイズ
（従業員数，売上高など）
により大企業と中小企業と
いう区分ができる．一方，会社の年齢
（創業後何年経っているという年齢）
によ
り，老舗とかベンチャー企業という区分ができる．これらの区分の中で，中小
企業（特に小企業であり，従業員 10 名程度以下）
，かつ創業後 10 年未満という，
小さく，かつ，若い企業における経営モデルに，本研究において着目した．
昨今，一時の創業ブームは去ったものの，小さく若い会社であるベンチャー
企業が生まれては消えていっているという大きな流れには変化がない．ベン
チャー企業の経営に関しては，いろいろな文献が発表されている．それら文献
は 2 つに大別できる．一つは，大学などの研究機関が調査，分析および考察を
行いまとめ上げた学術論文である．もう一つは，
ハウツー本と呼ばれるように，
「いかに起業するか」
というテクニックに関する本である．
学術論文（解説論文を含む）
では，理論的な検討，統計的な結果に関する検討，
または，地域，事業分野などに着目した調査および検討が行われている．これ
らの論文はあるベンチャー企業の経営課題などの事象を検討するには非常に有
益であり，また，新たな指針を示すことができる考察結果が得られる．
一方で，ハウツー本のようなテクニックに関する本では，実際に事業を立ち
上げる具体的な方法を知ることができる．また，事業を成長させるための方法
も，これらの文献から得ることができる情報である．
しかしながら，これらの学術論文やテクニックに関する文献には，実際の経
営が，①どのような仮説
（経営モデル）
により，②いかに行われているか，そし
て，③その結果がどのようになったか，という観点から書かれているものがほ
とんどない（成功までの記録として，このような観点から書かれている文献が
ないとは言えない）
．
本稿では，実際の小さな若い企業
（ベンチャー企業）
の経営を通して，上記の
①～③の観点からの
「新規事業立ち上げの試み」
の結果について報告する．この
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結果に関して，自然科学の研究分野でのアプローチであるモダンの手法を用い

ラズマ表面処理という先端技術を導入する必要が出ている．この先端技術であ

ながら，ドラッカー思想である
「全体は部分の和ではない」
「あたかも命あるも

るプラズマ表面処理という加工サービスを提供している．顧客は，国内のプリ

ののごとく」
企業組織をとらえ，考察していく．

ント基板製造メーカであり，大手メーカ（1 部上場企業）から中小企業まで幅広
い客層となっている．現在の年商は，2000 万円程度である．この会社（サーフ

2. 放牧型経営とは

クリーン社）は，上記のサイズおよび創業からの年数より，「小さく若い企業」
という区分に所属すると言える．

放牧型経営という名称は，ドラッカー学会相模原支部の活動において，上田

先端技術であるプラズマ処理技術として，既にパートナーである技術開発型

惇生先生に頂いた名称である．以下の 3．放牧型経営の適用にて紹介する会社

ベンチャー企業 A 社が開発した技術を導入している．また，受託加工処理サー

の経営の状態が，まさに
「放牧型経営」
と呼べるという流れである．

ビスに用いる製造装置として，既に A 社および老舗の中堅装置メーカ B 社が共

この
「放牧型経営」
のモデルは，米国カリフォルニア州のシェラネバダ山脈に

同に開発した装置を導入している．これら A 社および B 社が独自開発してきた

おいて出会った風景に由来している．ある先輩の経営者の話でシェラネバダ山

技術は，市場での技術的な優位性があるという状況である．サーフクリーン社

脈付近での放牧方法について聞いたことがヒントになっている．

の事業環境としては，新たな技術開発や装置開発が必要なく，かつ，市場で技

シェラネバダ山脈は，シリコンバレーと呼ばれ有名になった地域であるサン

術的な面での優位性がある技術を用いることができるという状況である．この

フランシスコ・ベイエリアの東側に南北に伸びる山脈である．西部開拓時代，

状況は，先に述べた会社が置かれている状況であり，①として述べた「牧草地

サンフランシスコ地域に入ることを拒む大きな山脈として有名である．今でも，

の状況」となる．

西部開拓時代の
「冒険者精神」
が生き残っている場所の一つである．そのシェラ

サーフクリーン社は積極的な営業活動を進めている．その中でも特徴的な動

ネバダ山脈付近での放牧方法は，牛などが勝手に木陰で休んだり，牧草を食べ

きとしては，
「口コミ」
による顧客開拓がある．顧客への処理サービスの実績が

たりする中で，
「好き勝手に」
乳牛として育つ，という姿である．この姿は，ま

次の仕事に結びつくという形である．そのために，
通常の営業活動と並行して，

さに「自己目標管理」
のもとで成長していく姿ととらえることができる．放牧し

上記のような
「顧客が別の顧客を紹介してくれる口コミ」
による営業活動を進め

ている場所は，ただ
「柵」
で仕切られた場所である．牛が成長し，もっと食料（牧

ている．この場合，先に述べた②にあたる
「牧草」
は，自らが新たに育てるとい

草）が必要となったら，その
「柵」をより外側に広げ，より多くの食料を確保し

うだけではなく，自然に増えることも同時に存在する．

ていく．その後，
勝手に牛はその牧草を自ら探し当てていくという流れである．
この方法をそのまま企業経営に当てはめてみるという試みが，「放牧型経営」

上記の①「会社
（および市場）
」
と②
「顧客
（ニーズ）
」
がある場所で，実際に従業
員が仕事を進めると，その結果，③
「売上」
は自然に増大していく．
ただし，この場合大きなポイントがある．従業員一人ひとりの動機付けであ

での挑戦である．
シェラネバダの風景との対応関係は以下の通りである．

る．売上を上げようという動機付けがある場合に，上記のように自然に増大し

①
「牧草地
（場所）
」 ⇒ 「会社
（場所）
」

ていく．この動機付けを行うひとつの方法として，「給与（対価）は自らが決め

②
「食料
（牧草）
」

⇒ 「給与
（お金）
」
（顧客）

る」という形を採用した．まだ初期段階での導入であるために，運用上の問題

③
「牛乳」

⇒ 「売上」
（キャッシュカウ）

はまだ多く残されている．

上記の①～③の類似性を基本に，
「自己目標管理」という考えの元，実際の会
社経営にこの
「放牧型経営」
モデルを適用することを試みた．

3. 放牧型経営の導入
今回の
「試み」
に用いた会社は，有限会社サーフクリーンである．従業員数は

言い換えれば，対価という目標のみで，個人の動機付けがなされるわけでは
ない．対価以外の目標を各自が設定できるような仕組みを同時に導入すること
を現在試みている．

4.「放牧型経営モデル」
の導入結果および考察

7名であり，
社員5名とパート2名という構成である．創業は，2005年1月であり，

「放牧型経営」
モデルを導入した中で，サーフクリーン社の売上は，前年度比

第 5 期の事業年度に入っているところである．主な事業は，プリント基板製造

2 倍程度の成長があった
（2006 ～ 2008 年度の実績）
．この結果からも，明らか

分野での受託加工処理サービスという製造業に係る業務である．市場であるプ

に「放牧型経営」
を導入することにより，効果があることが分かる．

リント基板の加工サイズの微細化にともない，半導体製造で用いられているプ

この成長の要因としては，
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①市場全体が成長したこと
（プリント基板製造分野）
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③は，会社をオーケストラとの類似性で語られる話と非常に似ている．小さ

②従業員の動機付けがより強くなったこと

くて若い会社は，オーケストラというより，ジャズのセッションのような形

③会社組織として共通の目標を持ったこと

（ジャミングと呼ばれる姿）
に近いと思う．実際の業務では，多くの仕事がプロ

などがあげられる．
①は，プリント基板製造市場全体の成長である．先端の微細なプリント基板

ジェクト制で推進されていく姿である．
ジャズのセッションのような姿であるために，どのようなテーマ
（目的）
で演

製造においては，いまだに日本国内が海外
（例えば韓国や台湾など）と比較して

奏するか，のみ決定されている．そして，
個々人が自らの楽器
（得意とするもの，

優位にある．さらなる微細化が進む中，
国内製造メーカの売上は上昇している．

強み）を奏でる．かつ，
仲間とのハーモニー
（バランス）
を感じながら，
演奏する．

その流れの中で，サーフクリーン社への依頼が増えてきている．これは，サー

「放牧型経営」
モデルは，現在，この姿を模索しながら動いているところである．

フクリーン社が提供する技術に対する市場での認知度が増したということであ

個々人が自らのテーマを提案し，セッションを作り出していく．アドリブとい

る．技術開発型ベンチャー企業の一つの成功タイプである．一般的な成功への

う自らのアイデアを提案し，さらにそのアドリブが次のアドリブを引き出すと

道であるので，本稿は，この点には細かく触れることはしない．

いうような，自然の流れを期待している．

②は，従業員一人ひとり，個人としての成長である．この流れの中では，従

このジャミングに類似した発想の原点にあるのは，複雑系の理論（カオス理

業員一人ひとりが，ドラッカー思想にある
「一人ひとりが CEO」という考えが

論）で展開されている
「創発」という考え方である．ここでは詳細なる解説や考

浸透していくことが非常に重要となる．一人ひとりが CEO となることを実現

察を行わないが，この考えとドラッカー思想にある「あたかも命あるもののご

するために試みている方法として，個人事業主の推進がある．実際に会社に雇

とく」という考えには，非常に大きな類似性があると思う．人が人として，集

われる従業員という形のみでなく，自分の事業を立ち上げるという，2 面を持

団が集団として，コミュニティがコミュニティとして，
「生態系」
と呼ばれる生

つ雇用体制を推進している
（副業を認めるという雇用体制）．

き物として振る舞うことができる社会を認め，そして，そのように
「自然に」
振

この場合，名実ともに個人事業として，CEO の役割を果たすことになる（組
織の大きさにより，その役割は大きく異なるが）
．従業員という視線と，CEO
という視線，の両者を持つことにより，自らの成長において，多様性を持たせ
ることができると考える．さらに，この延長には，自らの人生を自らデザイン
する，という考えがある．これこそ，ドラッカー思想にある「自己目標管理」と
いう姿となると考える．

る舞うことができる場所を創り出すことが，未来への大きな可能性を育むこと
ができると考える．

5. 今後の課題
先に述べたように，自然科学の研究と，社会科学の研究との大きな違いは，

実際の事業の中では，
自らの貢献度を組織の上司が判断決定するのではなく，

「トレーサビリティ」
にある．自然科学では，ある実験を再度同じ条件にて実施

自らが貢献度を考え提案し，その結果，対価に反映される流れとなっている．

できるために，得られた結果をさらに解明していく
「追加実験」
を行うことがで

いくつかの企業で同様な試みを進めていることを耳にする．しかしながら，サー

きる．しかしながら，社会科学では，同じ条件にて
「追加実験」
を行うことがで

フクリーン社の経営の特徴は，
「放任」
である．言い換えれば，「権限の委譲」で

きない．この
「トレーサビリティ」
がないということが，本経営モデルをさらに

ある．なぜならば，応対している顧客の満足度を上げたい
（顧客のために何か

改良していくにあたり大きなポイントとなる．

をしたい）という強い動機付けを持っている営業担当者より，優れたアイデア
や情熱を持っているメンバーが他にいるであろうか，と考えたためである．

取り巻かれている経済環境は時々刻々と変化している．好景気の時期になっ
たり，一方不景気の時期になったり，景気の波の中に存在している．大きな変

この背景にある思想としては，サーフクリーン社の一つの思想として
「お客

革期にあり，その大きな波が変わる中で，今まで成功してきた
「放牧型経営」
モ

様のために」という考えがある．個々が接している顧客のことを思う，という

デルも，さらなる変化，いわゆる
「変化」
を遂げる必要が出ている．しかしなが

気持ちである．その顧客とのやり取り
（受注）
により，自らの対価が得られると

ら，変わらないものとしては，基軸となる思想，本質的なものの見方がある．

いうシンプルな形を作り出している．もちろん，対価のみで人の心が動くわけ
ではないことは前述したとおりである．自らの意思で，顧客と接して，顧客の
ためにという気持ちを持つ，その中で事業を進める，というシンプルな流れの
中で，個々人の成長がある．これが
「放牧型経営」
モデルの特徴であり，自らの
貢献が実感できるモデルとなっている．

「一人ひとりが CEO」という基本思想にもとづき，これからも，この「放牧型
経営」モデルをさらにブラッシュアップしてく．
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【略歴】㈱ケイテックリサーチ代表取締役，有限会社サーフクリーン代表取締役．1964
年東京都生まれ．1993 年早稲田大学大学院理工学研究科博士課程を修了．工
学博士．1993 年国内大手半導体製造メーカ（㈱日立製作所）にて 5 年間，先端製
造プロセス技術開発に従事．1998 年米国シリコンバレーの半導体装置メーカに
転職．1999 年有限会社ケイテックリサーチを創業．主要業績に「プラズマ技術
を用いた半導体薄膜形成技術の研究」
（早稲田大学在学中および日立製作所在籍
中），「先端プリント基板製造におけるドライプロセス技術の開発」
（ケイテクリ
サーチ社にて）．関心領域は，光と電子との相互作用を用いた素子の開発（技術
（社会的イ
的イノベーションの領域），技術経営（Management of Technology）
ノベーションの領域）等．
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Drucker Taught Me How to Focus
Minglo Shao
the founder and chairman of Bright China Holding Ltd.

Peter F. Drucker’s posed his classic question “What is our business, what should
be our business” to tens of thousands of executives and organizations to guide them
focus on their Mission and improve effectiveness. This article is a personal account
of how Drucker taught the author to do the same in his own business and personal
development.
The answer to Peter’s above question will result in a clearly defined Mission
Statement that, in turn, focuses the organization or an individual’s efforts towards
achieving a set of specific goals. In other words, Drucker’s question is a guide to the
development of Strategic thinking and the Strategic planning process. Thus, strategy is
in fact the art of focusing.
The author also shares with his reader three insights on how he practice Drucker’s
advice on focusing to achieve more by working less.
Ten years ago I founded the Peter F. Drucker Academy with the help of Dr. Peter
F. Drucker. During one of my visits with him, and after we discussed the Academy’s
development plans he said, “You look very tired. I found that you are always
completing several things at the same time, and you tend to be personally involved in
each one of them. If you continue like that, you would most likely do quite well in each
task but not excellently in any one of them. The other outcome is that you will burn
yourself out.” Drucker then asked me what I think is the most important task for the
academy in the next two months. I listed out four or five different tasks but he shook
his head and said, “You didn’t answer my question. In each stage there is only one
most important task.”
This is the first time someone pointed out to me my problem of not being able
to focus when I develop my business. Drucker’s words have of course triggered
my attention but I did not really understand it then, at least not until later when I
systematically studied his books.
In his famous article “The theory of the business,” his most classic question is
“What is our business, what should be our business?” If we change this question
from addressing a business to asking an individual, it becomes “What is my job?
What should my job be?” In fact, this is asking an organization or an individual what
her Mission is. This is where we derive the specific objectives we have to achieve in
different areas, and the kind of key activities we have to engage in to achieve them.
Once we identify our key activities we should commit our resources to it in order
to produce outstanding results. This is strategic thinking and the strategic planning
process. Strategy is in fact the art of focusing. This may sound simple, but it is easier
said than done. For me, although I have spent ten years exploring and thinking about
this, I only have the following immature experience and insights.
My first insight is if you have a choice of doing several things that are very
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meaningful to you (for example, several business units under a holding company, or
several different products or services in a business unit) you should pick one of them
that suits you most, and the only test of suitability is performance－others may not be
able to do it, or can do it with difficulty, but you can use the same or less effort and still
perform better than others. In other words, you can choose to pursue excellence rather
than mediocrity by picking your tasks. You can then set a performance standard that
is higher than what is commonly accepted, and therefore this task must be the most
motivating one to you, as well as the one that can give you the most satisfaction.
I am an entrepreneur who started from nothing. I founded the Bright China Group
which used to own several business units engaged in different businesses. Through
our exploration and contemplation of our Mission, objectives, and key activities, we
have now greatly narrowed down these diverse set of business units. The group’s core
business is now defined as
“To use Drucker’s knowledge to help China’s enterprises and public service
organizations develop management and managers”.
The business unit that supports this core business is The Peter F. Drucker Academy.
The role of all other businesses under the Bright China Group is to support and
complement this core business, for example, our other for-profit businesses. Within The
Peter F. Drucker Academy, we have also undergone this refinement and adjustment.
We used to have Harvard’s online program, and we have also ran an Entrepreneurship
training programs. They may be worth continuing if we want to increase our revenue
or make ourselves better-known, but they will distract us from achieving our Mission
so now we have already stopped them. After this continuous process of consolidation
the efficiency of our resources usage is markedly improved, and we now have more
resources to invest into Mission-oriented innovative projects.
My second insight is regardless of planned abandonment or innovation,
management’s biggest challenge is not whether he knows, but whether he acts. This is
what Drucker refer to as “the moral courage of decision making.” An organization or
individual is always under pressure and temptation from internal and external sources.
Our habits, desire for novelty, vain, and power would submit us to these pressure and
temptation. To do the right thing is always painful and lonely. No matter how hard
you try to communicate, and even though you are good at it, you would become the
opposite of what used to be a well regarded and respected boss. In times like these
you can only believe that “God can see” in order to persevere. For those who are not
religious, we can only use the term “time can proof everything” to motivate ourselves.
My third insight is we should try to design several different tasks and make them
one. When I was young I have the ability to memorize up to a hundred different
numbers. People thought I have a great memory but what I did was merely memorize
several key numbers, figure out their relationship, and then calculate the rest of the
numbers in my mind. I have used this ability to figure out the relationship between
different tasks in my business. No matter how hard you focus your efforts there are
always too many tasks, more than any organization can commit its resource to or the
time an individual has. These tasks are always essential and you cannot simply pick
one and abandon the others. Rather, you should think what the objectives of each task
are, think of all these targeted achievements as a whole and see if we can re-design one
of the tasks. Then once we achieve it, we also achieve the objectives of other tasks at
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the same time.
In the Bright China Group, the management committee meets once every six
months for two days. In the past, we have to make a lot of specific decisions in these
meetings. As the convener I had to spend considerable amount of time to understand
these matters and their background and to prepare an agenda that covers all these
businesses. On the other hand, between meetings members of the management
committee would have to maintain close communication with one another to update
their strategic thinking, report on the current situation in their area of responsibility, and
share their insights and what they have learned. This exchange of information requires
time from each member, but since they are all very busy this important communication
function is often neglected. When I re-consider the function of these meetings and
the objective of these communications, as well as the relationship between these
two we decided to change the way these meetings are conducted. We stopped using
meeting time to make specific decisions but rather use it to fully communicate
between members, focusing on strategic development and related matters. Based on
improved communications, each specific decision is now made by the executive who
is responsible for his area of business. This allows us to strengthen the function of our
meeting, which is to clarify our strategic direction and enable the decision for each
specific matter to be more consistent with the overall strategic direction. Moreover, it
also reduces the convener’s time required to prepare for the meeting and agenda. All I
have to do is to organize my notes on strategic thinking which I jot down from time to
time. With that, I already have a good outline to guide the discussion of the meeting.
There are in fact many opportunities to re-design different tasks and make them one.
They should also be extended to combine the fulfillment of one’s responsibilities with
his personal development. As Drucker once pointed out, Cartesian Modernism approach
to thinking, which has dominated the western way of thinking for more than 300 years
views the whole as “sum of its parts”, is already invalid in explaining today’s reality. In
its place is what he called the post-modern paradigm and world view that advocates only
by understanding the entirety can we understand its individual parts. In other words, it
emphasizes attention to the inherent relationship between different parts of the whole. Only
through this can we make our complicated and difficult work more vivid and interesting,
meaningful and not monotonous. In doing so, our workload will lighten, performance will
be enhanced, and our personal development will be accelerated.
[Profile] Mr. Minglo Shao is the founder and chairman of Bright China Holding Ltd., an
investment group that operates in Los Angeles, Hong Kong and major cities
around China. Under his leadership, Bright China Group has invested more
than $500 million in China, providing employment to more than 10,000 laid-off
workers in more than 20 cities. Donations have also been made in Shannxi to
build and operate schools, providing educational opportunities to more than
3,000 students from poverty-stricken farming families in the region. Through
Bright China Holding, Mr. Shao heads the Peter F. Drucker Academy, a nonprofit
educational organization dedicated to researching and teaching Drucker’s
management ideas in China. With a dozen locations across the country, more
than 6,000 middle and senior managers are expected to complete the Drucker
Academy’s certificate program in 2007.
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ドラッカー的視点によるIT組織変革の道
―― 7つの指針
A Road to IT Organizational Reformation by Drucker View:
Seven Disciplines

林衛

Mamoru Hayashi
（㈱アイ・ティ・イノベーション）
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第 2 の指針――技術より組織への関心
IT 組織を構成する人の多くは，技術に関心を持っている．
それは，当然の話であるが，顧客の組織と役割，責任，権限と自分たちの組
織の位置づけを 100％理解していなければならない．技術同様に組織と人に関
心を持つことが重要である．関心を持っているからこそ，
問題意識が現われる．
IT 組織の重要な目的の一つに，IT の力を借りて組織の改革・変革を実現する
ことがある．われわれが関心を払わなければならないターゲットは，組織であ
り，組織を構成している人である．組織や人に関心を持ってこそ，その領域の
問題課題が見えるというものだ．問題意識の視点が間違っていれば，組織は間

ドラッカーは，
「知識労働者」
たるものは，自ら考え意思決定を行い行動すべ

違う．IT 組織は，確かに技術の専門集団であるが，あまりにも組織に疎いの

きと言っている．まさに，IT 組織で働く人々は，この「知識労働者」に値するが，

ではないか．人，組織，戦略，問題，プロセスと情報について理解した後に，

現実に存在している組織では，何らかの理由でそうはなっていない．

IT という技術の活用をあらゆる角度で検討し，どうすれば，組織の戦略に貢

なぜだろう．私は，近頃の状況を踏まえ，知識労働者で構成される IT 組織
の重要成功要因について考えてみた．成功する IT 組織には，技術力やマネジ
メント力があり，良い質の人材を確保していることは，当然のことであるが，
IT 組織の本当の成功要因は，何かを検討してみた．実際に多くの企業が，気
付かないか気付いていても実行できていない重要な項目を洗い出した．

献できるかを明らかにする．人を中心に考えてこそ，本当の解決策が得られる
と思う．

第 3 の指針 ―― 明確な目標，プロセスも公表

IT 組織は，常に変革し続けることが必要である．私は，多くの IT 組織が硬

組織が成果を生み出す源泉は，その組織に関わる人の質やモチベーションが

直化し，変革が進まない状況にあると感じている．昨今の経済状況で，組織変

前提となる．組織がメンバーや顧客に明確なビジョン，目標を示しているかど

革を強いられる組織が多いだろうが，できれば成功原則を理解し，幹部が共通

うかが，また重要である．大企業の IT 組織であれば IT 組織の戦略やビジョン，

の方針を納得した上で変革を計画的に進めるべきだと思う．また，経済状況が

目標を公開していることが多い．このことは重要なのであるが，目標を実現す

今回のように悪い場合は，思い切った施策を打ち出すチャンスでもある．危機

るためのアプローチやプロセスも同時に明確にし，関係者に公表しているケー

感はあらゆる階層で共有しやすいし，筋の通った方針さえあれば，競争力ある

スは稀である．プロセスと目標をセットで公表することには勇気がいるが，成

組織を短期間に創ることも可能だと考えている．要は，現況をチャンスと見る

功率は飛躍的に高まる．目標だけでなくプロセス，体制と役割責任を公表する

かピンチと見るかで取り組む内容は変わってくるのだ．私は，大がかりな変革

ことで，一部の失敗が見えるかもしれないが，メリットも大きいことを理解す

を実施するための絶好の企画であると思う．

べきだろう．

第 1 の指針――わかりやすさ

第 4 の指針――教育絶対重視

とにかく IT 組織で起こっていることや使われている言葉は，わかりにくい．

IT 組織は，専門集団である．組織全体を見通せる自己可視化能力と同時に

説明もわかりづらい．専門家ではない領域の人にわかりやすくなければならな

高い専門性を維持しなければならない．教育は必須の条件であるが，本当の意

い．

味での教育を実施している企業は少ないと私は考えている．ただ人事担当が，

IT 組織の顧客
（社内外の顧客はすべて）に対して明確でわかりやすいメッ

過去からやっている教育を惰性で繰り返しているような場合も多い．実行責任

セージが必要である．もし今よりも，IT 組織と組織の関係者との間のコミュ

者の熱意も感じられないし，受講する側も受講意欲が低い．教育戦略は，トッ

ニケーションが改善されれば，IT の効果も大幅に変化するだけではなく，両

プや上級管理者自らが主体性と熱意を持って取り組む内容であるはずだ．トッ

者の信頼関係は，一層深くなる．IT 組織と顧客との関係は，わかりやすさで

プの熱意が，
そのまま成果につながってくる．トップが，
教育の陣頭指揮を取っ

決まる．

て，変革に成功した組織がここ 2 ～ 3 年で増えてきている．技術力に傾倒した
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教育よりも本質論，哲学などを教えることにより各自の動機付けにつながる活
動が合わせて必要になる．仕事に対する考え方，取り組むための態度などと共
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第 7 の指針 ―― グローバル

に技術を磨き続ける必要がある．技術以前に IT 組織の本質，プロジェクト哲

言うまでもなくグローバル化の進展は，避けられない．日本におけるどのよ

学，考え方と成果をあげるための実務力を身につける必要がある．多くの組織

うな IT 組織であっても常にグローバルでの位置づけを意識してマネジメント

が行っているのは，借り物の技術教育が中心である．戦略を実現するための知

しなければならない．日本の人口減少と老齢化は，避けることのできない事実

的持久力を獲得するための訓練が大切だ．短時間であっても本質がわかり実務

である．近隣の国や技術的な棲み分けが必ず課題になってくる．グローバルに

力向上に繋がる教育が求められるものだ．
人を育成するとはどのようなことか，

通用する IT のスタンダードが，今後ますます重要になるし，言語の壁がある

「育成の本質を追及すること」
基本に立ち戻って組み立てることが求められてい
ると考える．

第 5 の指針――コミュニケーション力

もののそれを克服する努力も同時に行わなければならない．本当の意味でのグ
ローバルに通用するシステムを構想，開発，維持することが，必要条件となる
ことは必至だ．
以上の 7 つの指針は，ドラッカーが言っている知識労働者が，集団で成果を
生み出すためのポイントであると言えるかもしれない．論理や理屈で組織は成

IT 組織成功のためには，人と人とのコミュニケーションが必須となる．コ

功できない．なぜならば，人の行動が手段である組織には，生態学的な集団と

ミュニケーションを円滑にするための企業文化，環境，風土を醸成すべきであ

して捉えないと理解できない側面があるからである．優秀な人だけで構成すれ

る．これはそう簡単ではない．もし，IT 組織を本気で良くしたいのであれば，

ば組織が成功するわけではない．優秀な人が少ないから成功できないと限らな

メールなどの道具に頼らないコミュニケーションを強制させる場を企業は創ら

い．でも，目標と変化できない組織は，間違いなく滅びることになる．

なければならない．たとえば，成果発表会，プロジェクト評価会議，車座になっ

7 つの指針が，企業の改善の手助けとなることを心から願っている．

てあるテーマについて酒と共に議論する
「くるま座会議」，問題解決のための合
宿研修など社員に発表の場を多く創り，場数を踏ませることだ．最近，宴会の
幹事やゴルフコンペの幹事のうまい人が少なくなった．
社員旅行で新入社員は，一芸を披露したものだ．運動会やキャンプなど遊び
や仕事の場にコミュニケーション増強の機会は多くある．メール禁止日をもう
けるのも一つのアイデアだ．経営者は，もし，自社のコミュニケーションのあ
り方を改善したいならば，
「場をいかに創るか」
を留意しなければならない．昔，
目標に対して全社一丸となって立ち向かっていた頃の組織と現状とでは，何が
違うのかを明確にすればよい．それが，改善のヒントになるだろう．

第 6 の指針――アンテナ，アジャイル
（俊敏性）
文字通り，外部の情報のアンテナ機能となる社員を何人持っているかが，組
織の活力に繋がっている．アンテナは，志向性と目的を持っている必要があ
る．IT 組織は，忙しいとどちらかといえば内向きになる．成功する IT 組織は，
間違いなく敏感で正確なアンテナを持っている．外部からの情報をすばやく
キャッチしてアジャイル
（俊敏性をもって）に実行する組織．まさに，21 世紀
型の IT 組織である．ジェームス・マーチンが，90 年代の半ばに発表した『経営
の未来』では，21 世紀型の情報武装した企業をジャングルに生きる猛獣のよう
に変身させることであると表現している．猛獣の感度，察知能力とすばやく獲
物を襲うときの俊敏性を兼ね備えた組織が，
今後の組織のモデルとなるだろう．

【略歴】㈱アイ・ティ・イノベーション代表取締役社長．1955 年生まれ．名古屋大学工
学部応用物理学科卒業．ITSS 協会理事，PMI 会員，Microsoft MVP. トッパン .
を経て，1998 年，日本において IT 革新を専門に行うコンサルティング会社の必
要性を強く感じ，㈱アイ・ティ・イノベーションを設立．2005 年からインド政
府の 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．
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今でも問いかけてくるドラッカー博士
Dr. Drucker Still Asks Us Right Questions
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人間をテーマにした経営者になりたい
私は，企業を対象にした教育や，経営指導や，出版の仕事をしています．教
育カリキュラムを含めて，すべての根底に流れるのは人間の可能性であり生き

田舞徳太郎

る意味の追求です．

（日創研グループ）

ても過言ではありません．

Tokutaro Tamai

観察者としてのドラッカー博士
ひとりの人間が健全に自分の価値観をつくり，それを哲学にまで昇華させ，

現実を見つつ，
その現実を昇華させ，
理想に向かって闘う人々の育成だといっ
すべてドラッカー博士の影響によるところであり，その影響は私自身の人生
だけでなく，ご受講生やクライアントや，わが社の社員全員にまで及んでいる
と思っています．
私は松下幸之助翁の幼年時代を小説にしました．また，豊田佐吉や喜一郎親

思想としての体系をつくり，さらに社会の生態学者として多くの人に影響を与

子の生涯をテーマに，
『トヨタの源流――人は何のために生きるのか』
という著

えていくには，努力以上の何かが必要です．

書を出版する予定です．なぜそうした経営者に魅かれるのか．それは企業経営

ドラッカー博士は
「育ちより生まれのようである」と自分を評しておられます
が，まさに，何か特別な使命を与えられて生誕された人だと思います．
インテリジェンス
（知性）
とは，
答える力ではなく問う力だと言われます．『ド
ラッカーわが軌跡――知の巨人の秘められた交流』を読むと，ドラッカー博士
は常に自分に問いかけ，その問いをわれわれに問いかけてくれたことがわかり
ます．
「観察者自身に取りたてての歴史はない．舞台にはいるが演じてはいない．
観客でもない．少なくとも観客は芝居の命運を左右する．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」
なぜか，
『わが軌跡』
のプロローグの短い言葉が，私の脳裏に焼き付いて離れ
ません．
ドラッカー博士は，知の巨人としていつでもわれわれの前に聳え立ち，今で
も，現代社会は
「人間を幸せにし得るのか」
を問うているようです．
幼い頃から恵まれた環境にありながら，その環境に甘えず，毎日，何を学ぶ
か，何を改善するかを自分に問いかけ，そして実践された生涯は，21 世紀を
担う若者たちに語り継がなければならないものです．
特に，ドラッカー博士のマネジメントは，企業や単なる組織ではなく，世界

をする中で人間を最大テーマにした人たちだからです．
ドラッカー博士の偉大さも，人間を最大テーマにされたことです．現代の資
本主義が，はたして
「人間を幸せにできるのか？」
という問いが，たくさんの著
作の中から見えてきます．

ドラッカー博士と私の人生
私は中学3年の時に，
父親の経営破たんが原因で，
父の実家に預けられました．
中学卒業と同時に長崎から大阪に旅立ち，父の借金を返すために働きました．
おおよそ，知の巨人・ドラッカー博士とは無縁の人生であり，若いころには
単なる貧しい一職人でした．書物を買うお金もなく，新聞や週刊誌やラジオな
どへの投稿で稼いでいました．
24 歳で起業し，経営の壁にぶつかるたびに書店で本を買いあさっては独学
しましたが，所詮，通信教育や大学受験検定試験などのほかは，まったく基礎
教育はありません．私の青春は今思い出してもほろ苦いものでした．
「書く紙に幾度なりしか消し跡の我は独りで学ぶ身にして」
歌会始めに出した，
「紙」
という御題のときの稚拙な私の短歌です．二十歳の
ころでした．

や一個人をマネジメントすることだったような気がします．世界中が今マネジ

直接ドラッカー博士の講演を聞く機会は神戸でした．

メントの失敗に困惑しているのは，ドラッカー博士の警告を無視した政府の政

社団法人・日本青年会議所の全国大会のメイン講師で来日されたのです．会

策や一握りの金融屋たちのお陰です．
「自分をマネジメントできない者が，部下や同僚をマネジメントできるはず
がない．ほかの人間をマネジメントすることは，主として，自分が模範となる
ことによって行うことができる」
（
『経営者の条件』
序文）
まさに，現代社会への痛烈な警告だと思います．

場は立ち見どころではありませんでした．知的好奇心を持つメンバーがぎっし
りと会場に詰めかけ，席を取るのがやっとでした．
当時の「社団法人日本青年会議所」
は，ドラッカー博士だけではなく，アルビ
ン・トフラーや，ガルブレイス教授に熱中していました．しかし，若い青年経
営者たちの中で，一番関心を持ち学んでいたのがドラッカー博士だったような
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気がします．
同時通訳を通してのドラッカー博士のお言葉は，当時 33 歳の私には衝撃で
した．一経営者のはしくれとして，いろいろと悩んでいたからです．
企業は一体何のためにあるのか？
経営の目的はお金儲けだけなのか？
必死に努力しているのは誰のためなのか？
利潤だけに満足できず，人財育成にも悩み，かつ経営の目的がなかなかつか
めず苦悶していた時です．それだけに衝撃も大きかったと思います．
講演の内容は，リーダーシップに関してだったと思います．上田惇生先生が
いつも言われるように，経営は人を幸せにするためにあり，マネジメントはそ
の道具だということが，皮膚感覚で伝わってきたような印象でした．
また，真のリーダーとは，
「カリスマ性なるいかがわしいものとは無縁である．勤勉さと献身によって

今でも問いかけてくるドラッカー博士
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歴史が手に取るように理解できます．
豊田喜一郎もシボレーを模範にして，国内自動車産業の勃興に努力していた
だけに，GM の再建がうまくいくことを願ってやまない一人です．
また，日産やカルロス・ゴーン氏のマネジメントを否定しているわけではあ
りません．
しかし，日本的経営の歴史の背景には，資金調達で安易に事業を拡大した形
跡よりも，新技術や，人財育成や，顧客を大切にしてきた，愚直なまでの地道
な経営努力の足跡があることを忘れてはなりません．われわれ企業人は，顧客
が必要としないものまで供給過剰をし，環境汚染に拍車をかけるべきではない
のです．
サブプライム・ローン問題を含めて，お金の力に任せての膨張による破綻は，
まるで数千年の中国の歴史を，古典で読んでいるようです．
権力や武力だけで支配した国は必ず衰退し，次のリーダーにとって代ってい

リーダーとなる．権力を集中させずにチームをつくる．操作によってではなく，

ます．同じように，お金に任せて企業を安易に買収するのも，権力で民心を支

真摯さによってリーダーとなる．頭のよさは並かもしれない．しかし，シンプ

配するのも，人間が主役であるべき経営には馴染まない共通項のような気がし

ルであって真摯である」
（
『ドラッカーわが軌跡』p. 172）

てなりません．

当時松下幸之助翁の追っかけをしていた私には，松下幸之助翁の人生の，全
肯定のような気がしていました．

日本的経営の顕彰
明治の森・箕面国定公園内に，私は
「学問の道・時習堂」という記念館を建設
しました．㈱日本創造教育研究所の創立 20 周年記念事業です．
渋沢栄一，福沢諭吉はじめ，日本経済を進化させてきた人物を顕彰するため
でした．と同時に，人間を大事にしてきた日本的経営の長所を再度見直すべき
だと思ったからです．
その中で，豊田佐吉や喜一郎親子も顕彰していますが，残念ながら日産の鮎
川義介は顕彰していません．
理由は，「フォード」が一技術者の苦労の末に出発したのに対し，GM は銀行
や金融市場からの資金調達で，M&A の繰り返しで拡大してきた感があるから
です．この構図が，そのまま日産とトヨタにあてはまると思っているのです．

「記念館」
には，私が発行している
『月刊理念と経営』
の巻頭対談の折に，上田
惇生先生にもご訪問頂き，神戸大学の名誉教授野尻先生と対談をして頂きまし
た．
その前に，
『月刊理念と経営』
主催で，現代の経営・ドラッカー博士に学ぶと
いう講座を開いていただけに，この対談は今でもドラッカー博士の考えを普及
するものとして大事にされています．
また，この記念館には，先生から頂戴したドラッカー博士の五通の手紙が展
示され，館内の箕面文庫にはドラッカー博士のご本もあります．
私は時間があると，この閑静な大自然の中で執筆活動や研究活動をしていま
すが，その合間に「日本の名滝 100 選」のひとつである箕面の瀧まで歩きます．
ドラッカー博士のいろいろな著作を大自然の中でひらくのも，最高の醍醐味で
す．

ドラッカー博士を偲ぶ

今年，ビッグスリーでフォードだけが残ったことも偶然ではありません．長

記念館の前には，松下幸之助翁直筆の「前進」の記念碑があり，孔子の「学び

期的視点からみた時，経営の真の有り方が問われているような気がしてならな

て時に習う，亦，説ばしからずや……」の石碑も建立しています．福沢諭吉の

い現象です．
もちろん，ドラッカー博士は，
『ドラッカーわが軌跡』14 章の中で，GM だ
けではなく，フォードやクライスラーのことも詳細に述べています．

「独立自尊之修身」
の記念碑や書など，すべての言葉がドラッカー思想を体現し
ているようで，一人静かに，社会生態学者としてのドラッカー博士を偲んでい
ます．

特に，GM の人物像とその交流の描写を読むと，単に M&A だけではないこ

1998 年，スタンフォード大学の客員研究員時代，アポイントをとってお会

とが分かります．フォードの経営危機にもふれられ，アメリカの自動車産業の

いするチャンスもありましたが，ドラッカー博士のスケジュールの問題で，直
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近になってその機会はありませんでした．
この文章を書くにあたって，ドラッカー博士を偲びながら考えることがあり
ます．人間は自分で自分を教育していく部分と，尊敬の対象に出会い，少しで
もその影響を受けようと努力して，他者から育てられていく部分の 2 つです．
私はドラッカー博士の講演を 31 年前に聞くことで，その思想にふれること
ができました．そのお陰で少しでも成長してきたような気がします．利潤動機
だけではなく，社会的な貢献動機を柱にして，今後とも生きてまいりたいと思
います．
生誕 100 年，私は知の巨人が 69 歳の時に講演を聞いたことになりますが，
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自社における新分野進出手法と
「イノベーションと企業家精神」の
企業家戦略との考察

Comparison with Entrepreneur Strategy of New Field
Advancement Technique in Company and “Innovation and
Entrepreneurship”

東出憲明

ドラッカー博士をさらに深く学び，少しでもドラッカー博士の考えやご遺徳を
広めていく決意です．
【略歴】1945 年生まれ．㈱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務理事，副会頭を歴任．数多
くの独自プログラムを運営する．著書多数．

Noriaki Higashide
（㈱補償セミナリー）

はじめに
私は，当社の行ってきた既存事業から「強み」を抽出し，新しい事業展開「建
築物のインスペクター」
事業を行い，新しい市場を形成しつつある．
私がピーター・F・ドラッカー博士の「正しい問い」を知り，この原理にもと
づいて，あるいは
「結果的にもとづいていた」
イノベーションの手法・行動・意
志決定を『イノベーションと企業家精神』
の原理と対比させながら，整理し考察
したいと思う．
これは，ドラッカー博士が構築した原理が，大・中小企業ばかりでなく，極
めてニッチな市場しか持たない技術系企業であっても十二分に応用し活用でき
る，ということを論じるばかりでなく，企業にとって
「企業理念」
という羅針盤
がいかに重要また，正しい問いがいかほど重要であるのかを，「イノベーショ
ン」を通じて考察したいと思う．

1.（株）
補償セミナリーの沿革
当社は，1978 年（昭和 53 年）有限会社用地補償セミナリーとして設立．1991
年（平成 3 年）
㈱補償セミナリーに名称組織変更，現在に至る．業務内容は，
「公
共事業施行に伴う用地取得補償額算定業務」
といい，従来起業者
（国又は地方公
共団体等）が行っていた｢用地取得業務｣
（以下，
補償コンサルタント業務という）
を外注化するために設立された．会社創立以来，順調に業績を伸ばし，組織
変更した平成 2 年度は 2000 万円程度であったが，最盛期の平成 11 年には 2 億
3354 万 6000 円まで成長した．
しかしながら平成 14 年を境に開発型公共事業は終焉を迎え，公共事業の激
減による経営環境が悪化した．公共事業工事の総発注量は毎年前年を大きく割
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り込み，この傾向は今現在も継続し，それに伴い当社の主たる業務である補償

③大切にしている価値観・人生観

コンサルタント業界の環境は激化している．

④顧客・取引先・仕入れ先対する基本姿勢

当初は，幅広い受託先があったが，収益性の高さや業務における専門性から，

327

⑤社員に対する基本姿勢

次第に北海道庁主体の移転補償業務に特化していった．平成 14 年度の受託比

⑥地域社会や環境に対する基本姿勢

率は北海道庁所管が全体の 90％を占め，その他の受託先
（約 10 市町村）が 10％

これらの「問い」
は
「われわれの事業は何か」
「われわれの事業は何になるのか」

という極端な受託構成となっていた．このため北海道所管の公共事業の全体的

に対応する問いであった．この「問い」は後に「われわれの技術は何か」
「われわ

な縮小は，当社にとって死活問題であり，業界内の競争は今現在，激化の一途

れの技術は何になるのか」
という
「問い」
に発展していく．

をたどっている．

当社の出した
「答え」
は下記のようになった．

この公共事業量激減で，収益，受注高は低迷し，新たな収益の柱となる事業
を育てる必要に迫られた．
平成 14 年，ピーク時から 35％も受注高を減らしていたために緊急に業務改
革を行わなければならなかった．しかし，当社は行わなかった．理由として，
①
「公的機関」
から出発した当社は，変革そのものを嫌い，従前の業務に固執し
た．これは，創業以来
「公的機関」
から業務を受託し，「公的機関」と同一な価
値観のもと業務を行う
「企業」
として当然といえよう．また，「補償業務」とい
う仕事に異常に高いプライドがあり，このことが当該業務以外をレベルの低
い仕事と位置付け新分野への挑戦を阻害していた．
②当社が生み出す「コンサルティング資料」は，その資料そのものが
「委託先の
利益」
にではなく，
「委託先の予算」
について評価を得ていたことである．
③官公庁主体の企業であったため，
外部の社会情勢よりも官公庁の「人事」や「仕

〈経営理念〉
・す べてにおいて誠実であり続け，国民の財産権を守るプライドのある
仕事をする．
・社 員の力を伸ばしきれる環境を創りながら，ゆるぎのない経営力をつ
けて社員の豊かな生活を実現し，社会に貢献する．
◇上記理念を達成するため，常に検査・調査技術を研鑽し，世界に通用
する技術を追求します．
◇調査技術の IT 化により，依頼しやすい価格でお客様に提供し，社会に
貢献します．

様」
を重要視し，気付かないうちに官公庁の
「下請け化」していたことにある．
つまり，当社の
「企業」
という体質そのものが自らの進路や販路拡大・業務改

この「答え」
には，既存事業の
「顧客」
についての記載はない．前述した
「姿勢」

革を行うことを敵視していた．

を突き詰めることが，偶然にも
「顧客」
は誰かを明確にした．このことが，現在

公共事業が拡大している時代は，上記のような企業姿勢が発注者側として，

新規事業として取り組んでいる
「インスペクト事業」
を具現化する根底となって

非常に使いやすく意に沿う企業であったことは否めないし，事実，このような

いる．

企業姿勢で 10 年で 10 倍近い成長をもたらした．
社会構造が一変すると，たちまち当社は精神的に行き詰まった．なぜなら，
「真の企業理念」
「真の顧客」
「真の価値」について何も議論も構築もされていな
かったためである．

経営理念と正しい問いとの検証
当社にとって
「真の顧客」
とは国民であり，国民の生命財産であるということ
を発展的に平成 21 年度の経営理念に盛り込んでいる．

当社の事業の市場は，創業時に形成された
「企業の目的」・「顧客」・「価値」の

「顧客」という定義が固まった段階で，顧客に対する当社の事業は何かという

みで，その後約 30 年間これらの
「問い」
に見向きもしなかった．経営悪化によっ

議論に入った．この時点での
「答」
は真の技術資料の作成である，という結果に

て，これらの
「問い」
に向き合わなければ立ち行かなくなっていた．

なった．
この時点での到達点としては満足できるものであったが，この答は半分は

企業理念の構築
平成 18 年，売上高が 1 億円を下回る状況になって，初めて役員会において
下記の
「問い」
から
「企業理念」
を構築する論議が起きた．

合っていたが，
残りの半分はまったくの見当違いであったことが後に判明する．
ドラッカーが『現代の経営』第 6 章で述べているとおり，「事業を決めるのは，
生産者ではなく顧客である」
という観点がまったく欠落していた．

①何のために経営しているのか

当社がイノベーションを行った教訓として，建設業等の新分野進出事業が発

②どのような会社にしたいのか

展成長しづらい要因は
「われわれの事業は何か」という問いに対して事業の内
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部，すなわち従前の枠組みからしか判断しない，またはまったく突拍子もない

・デューデリジェンスエンジニアレポート作成

ことから
（自らの強みを利用しない）
事業展開を図ろうとすることである．つま

・有害物質
（シックハウス・アスベスト）
調査
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り，自分たちのスタンス以外の視点を持たず，真の顧客や市場といったマーケ
ティングそのものの観点が欠落していることにある．
もう一つ欠落していたものがある．それは，
「顧客にとっての価値は何か」と
いう問いである．既存事業における従前の答えは，当社の作成する資料そのも

新分野進出の概要と
「われわれの事業は何になるのか」
という問いとの対比
この 4 つの「問い」に対して，まっとうなマーケティングを行っていない当社
の新分野進出事業は，偶然にも正しく答えを導き出した．

のが「真の顧客の利益」ではなく，
「委託先の予算」に対する評価が価値であっ

その答えとは，

た．しかし，「真の顧客」を明確化したことによって新しい
「顧客にとっての価

①市場の潜在的可能性と趨勢→住宅市場のストック型への変換政策・法整備

値」を明確にしなければならなかったが，当社の出した「答え」は前述したとお
り「真の技術資料」
であった．

等の予測
②経済の発展，流行や好みの変化・市場の変化→可処分所得の変化・家族構

これは技術系企業の多くが陥りやすい短絡的な
「答え」と思量する．つまり当

成の変質

社のもつ技術資料単体では，まったく価値を生み出すものではない．真の顧客

③顧客の欲求を変化させ新しい欲求の創造→社会実験への参入

の価値とするものは何であるのかを自社のスタンスのみで判断した，いわゆる

④今日のサービスでは満足させることの出来ない顧客の欲求→リフォーム詐

押し売り価値でしかなかった．

欺・耐震偽装等の建築業界への不信感

ただ，
「われわれの事業は何になるのか」
については，正確な「答え」を導き出
している．ドラッカーが
『現代の経営』第 6 章で述べている「われわれの事業は
何になるのか」
を答える時，
次の4つを明らかにしなければならないとしている．
その 4 つとは，

等である．偶然とはいえ，正しい答えを導き出した最大の要因は，羅針盤と
しての経営理念を先に形成することができたからにほかならない．
この「羅針盤」
が未熟ながらも新事業進出と同時に作成できたことが当社のイ
ノベーションが順調に推移している要因である．

①市場の潜在的可能性と趨勢
②経済の発展，流行や好みの変化・市場の変化
③顧客の欲求を変化させ新しい欲求の創造
④今日のサービスでは満足させることのできない顧客の欲求
である．

2. 社会基盤の変化と
「7 つの機会」
当社がイノベーションを順調に推移させている大きな外的要因に
「公共事業」
の大幅な変化がある．脅威，と言って過言ではない．
このような外的脅威があったからこそ，イノベーションを創造しなければ倒

新分野進出の概要

産するという行動を発現させた．これらを P. F. ドラッカー／上田惇生訳『イノ

当社の行った最初の新分野進出は，住宅性能評価と既存建築物の診断業務で
ある．

ベーションと企業家精神』
（2007），ダイヤモンド社の「7 つの機会」と対比させ
て論じる．

この業務は 2 種の特徴をもつ業務に大別することができる．一つは法的検査
要素をもつ業務であり，もう一方は，有形無形を含む資産価値を確保するため
の検査業務である．

当社のイノベーションについて
当社のイノベーションは当初技術的資料制作を基として行ったが，結局は市

業務を下記に示す．

場創造と顧客創造に行き着いている．これは，「われわれの事業は何になるの
か」という問いを突き詰めたとき，
価値観の創造という
「社会的イノベーション」

〈Legal inspection segment〉
・性能評価業務

を必要としたからである．

性能
（既存・設計・建設）
優良建築・省エネ評価

・維持保全調査
・特殊建築物定期調査
〈Inspection for individual house segment〉
・原状回復調査

社会的イノベーションは技術的イノベーションより難しい，
とされているが，
社会情勢，政策等と重なり順調に推移している．

耐震・改修調査

リフォーム事前調査
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1. 予期せぬ成功と失敗

べての事業者が同じスタートラインに立っているということは，非常に参入し

予期せぬ成功

やすいということがわかった．

当社のイノベーションでの
「予期せぬ成功」
とは，住宅検査業務を社会実験か
らスタートさせたことである．この社会実験とは，北海道が中古流通促進方策

この時，重要なことは
「われわれの事業は何になるのか」
ということの予測と
羅針盤を用意していなければ，方向を見失ったり，失敗したりする．

検討で行った社会実験である．
もともと北海道庁主体で公共事業を受注してきた実績があり，北海道庁自体

5 . 人口構造の変化

も当社の技術水準に関して一定程度の知識があったことが幸いし受注に成功し

住宅産業は，人口構造に密接に関係している．今現在，新築住宅に関する施

た．また，この受注で当社が行おうとしていた既存建物の将来性についてさら

策・補助があるが，必ずこの数年で既存住宅市場へ移行するはずである．なぜ

に強固なものにした．この予期せぬ成功
（受注）
から，当社の強みを抽出，到達

なら，既存市場の過多や可処分所得の低迷から新築住宅市場の優位性が減じて

度を設定，必要な技術・資材を明確化，将来指針が構築できた．

くるからである．

予期せぬ失敗
この当時，最も力を入れようとしている業務があった．賃貸物件の使用前後

6 . 認識の変化を捉える

調査を第三者として行う，というものであった．賃貸物件の訴訟は社会的ニー

新築市場と既存市場の違いは，その性能と資産価値である．代々受け継ぐ住

ズは高かったが，一部の不動産業はこれを嫌った．当社も，これらを嫌う不動

宅といった風習が減り，年代や生活レベルに合わせて移り住むといったスタイ

産業に積極的に営業を行っていた．

ルが一般化しつつある．この認識の変化に，
「第三者」
の評価を盛り込み，一般
化を図る．

2. ギャップを探す
誰もが，既存住宅の検査の必要性は感じていた．しかし，遅々として進まな
かった．
検査をすることによって得られる価値増より，検査を受けることによっ
て瑕疵となる部分が顕在化し価値減になるのを不動産業は恐れていた．
これに対し，エンドユーザーの購入者はすべての情報を求めていた．エンド

7 . 新しい知識を活用する．
産業構造で述べたとおり，建築業界は今，新しい概念・規制の渦中にいる．
これらの概念や規制を活用し，ビジネスとして昇華させていくのが今回の新分
野進出イノベーションの骨子である．

ユーザーが検査を行わないのは，費用負担の問題・調査会社の有無の 2 点が大
きな要因となっていた．
この 2 点のギャップを解決するために，①調査価格の徹底開示②ホームペー
ジ等の情報発信を行った．これにより受注は延びたが根本的な解決には至らな
かった．この根本的解決は，流通・租税等を含めた仕組み作りが必要であった．

7 つの機会のまとめ
このように当社の新分野進出イノベーションは「7 つの機会」に非常にマッチ
したビジネスとなっている．
これは，偶然合致したのではなく，この事業と平行に『イノベーションと企
業家精神』を読書会で読み，都度，方向修正や技法を使用した結果である．こ

3. ニーズを見つける

の書に出会わなければ，いまだに予期せぬ成功と予期せぬ失敗に翻弄され，い

当初，受注した依頼者からの聞き取りでニーズを探した．しかしあまり意味

まだ活路を見いだすことはできていなかったであろう．この 7 つの機会に共通

はなかった．なぜなら彼らは，当社を必要としていた人々であり，彼らから新

していることは，行動し，予測し，分析するという学習機能が体系的に存する

たなニーズを発見することはなかった．新しいニーズは当初，法整備に関わる

ことにある．

技術的なものだけであったが，今現在は顧客の困っているという相談から発展
している．
4. 産業構造の変化
住宅産業界は，長期優良住宅促進や瑕疵担保保証，先導的モデル事業と今ま

3. 社
 内でのイノベーション手法 と
「イノベーションを成功させる
3 つの条件」
の対比
当社の新分野進出イノベーションの最大の特徴は，既存事業で培った技術を

でにない変化が起きている．
業界そのものが
「初めて」の構造変化の渦中にいる．

応用し，進出分野をセグメントし，それに集中させ，開発当初から日本一のイ

これをイノベーションの機会として捉え，基準審査等の業務を行っている．す

ンスペクト企業を目標にしていることである．これらイノベーションを成功さ
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せる 3 つの条件と対比させて考察する．

4 . 合致，相反，その修正過程

1. 集中

り，行政庁の施策や法整備が大きく係わっている．従って官主導の部分が多い．

当社が行っている「インスペクトイノベーション」は社会変革で述べたとお
ドラッカーがいう
「集中」
とは，意識の集中，時間の集中，事業（人・金）の集

公的機関には，真の顧客や真の価値よりも自分の権威と名誉をもって評価基

中の3点を指す．当社のような中小企業の場合，
アイディアや技術シーズがあっ

準とする人間がいる．当社の行う
「インスペクトイノベーション」
にも，その評

たとしても，日頃の業務に忙殺されイノベーションを起こすことが難しい．

価基準をもって阻害した人物もいた．

当社の場合，通常手分けして行うであろう分析・起案・実行を一名で行えた

このため，市場形成を単純にサービスの販売によって行うだけではなく，
「リ

ことが幸いした．もともと，営業担当は一人であり，技術部門の統括も行って

フォームを考える女性達の会」を立ち上げ，市場の意識形成を行う手法を取り

いた．従って，あらゆる機会，変化を体系的に結び付けることができた．これ

入れた．これは，価値創造を自社の利益以外に形成する啓蒙活動を行うことに

は，事業計画初期の段階では有効であると思う．

より，結果的にイノベーションの下地をつくるという作業である．善に対して

初期の段階で
「チーム化」
や
「会議制」
であると，説明や意思疎通に時間がかか
りすぎ，機会を逃す可能性が高い．しかしながら一定程度の原型が出来上がっ
た後は，分業・チーム制にしなければ
「機会」
を逃す，またはあらぬ方向に進み
頓挫する．

公的機関は対面的に疑いの目を向けることはできない．これにより公的機関に
属する個人の阻害を切り抜けた．
当社の行っているイノベーションは
「ベンチャー」
に近い．従ってベンチャー
が成功する 4 大原則についても検証しなければならない．特に今まで論じてい
ない財務上の問題について論じる．
ドラッカーは，
ベンチャーはいかにアイディ

2. 強み

アが素晴らしくても，事業としてマネジメントされなければ生き残れない，と

今回のイノベーションの原型は，
「30 年間培った公共事業」技術を民間に使
える手法はないか？

という疑問からスタートしている．つまり，最初から自

記述している．また，既存の組織にとって企業家精神の障害となるのは既存の
事業である，とも記述している．

社の技術転換を図ろうとしたことが幸いしている．ドラッカーのいう「相性」に

当社は，その双方を持ち合わせている．既存事業の
「公共事業」
は回収不能と

ついても要件を満たしていた．なぜなら平成 14 年にイノベーションを行えな

いうことがない．確実に業務を行った分現金で入金される．つまり回収時のリ

かった大きな理由
「業務へのプライド」
が，逆に作用した．技術転換を図った際

スクがない．財務上これほど楽なことはない．落札すれば必ずといって良いほ

に「われわれの調査技術」
というプライドが家屋検査というイノベーションを前

ど予定通り回収される．しかし，この枠組みからは
「予期せぬ市場」
の登場は皆

進させた最大の原動力になったからである．

無である．

また，SWOT 分析が当社の強みを明確にした．もともと
「企業理念」を作成
するために行った分析ではあったが，この分析が
「強み」と「機会」を明確に結び
つけ，初期のイノベーション計画を後押しした．

また，ベンチャーである
「インスペクトイノベーション」
は
「予期せぬ市場」
ば
かりである．
「未知の市場」
ばかりである．
前者では，財務思考そのものがあまりなくても成立していた事業であり，後
者の「インスペクトイノベーション」
は急成長事業であり，財務思考の欠如と財

3. 社会変革
当社のイノベーションが成功しつつある最大の要因は「社会的ニーズ」との合

務政策の欠落は，
当社最大の弱点である．今後，
キャッシュフローの分析・予測・
管理のマネジメントが最大の課題である．

致が上げられる．国土交通省は，
「住生活基本計画」においては既存住宅流通の
シェアを現在の 13％から 23％に拡大することを目標とする施策を発表し，こ

5 . 戦略手法

れを現実のものとするために平成 20 年 6 月
「流通市場研究会検討の中間的とり

当社が採用した戦略，
「専門技術戦略」
について

まとめ――既存住宅を中心とする不動産流通市場の活性化に資する制度インフ

当社の売上比率は，圧倒的に既存事業が高い．また，取り組んでいる「イン

ラ構築に向けてのパブリックコメント」
を発表している．この中に「インスペク

スペクトイノベーション」は既存事業の「強み」を主体としている．しかし，そ

ト制度」が盛り込まれており，近年中に制度化される見込である．法制度化に

の強みは数多くはない．当社の
「強み」
は調査して，客観的に記録・分析すると

よる社会制度の変革は私企業が興せるものではない．また，失敗例も数多い．

いった「技術的資料の作成」
のみである．従って取るべき選択肢は少ない．

しかし，この制度は市場から要求された潜在的価値の顕在化である．従って，
震源は市場にある，と言える．

また，外的環境の面から考察すると，
「インスペクトイノベーション」
の市場
は新しい習慣・市場・法整備と共に動いている揺籃期であり，イノベーション
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今後も原理にもとづき市場と企業が成長できるようにイノベーションを繰り
返していく姿勢を貫きたいと思う．

ん，こればかりではなく，複合的戦略を用いてはいるが．
大きな課題は，ドラッカーが示すとおり，第一に専門技術による市場・顧客

7 . まとめ

との接触する機会を体系的に構築すること，第二に
「独自かつ異質の技術」を構

以上のように，公共事業，単一業務一辺倒の，精神的下請け体質企業であっ

築すること，第三に常に最新の技術構築を図るため研究開発に多くの時間と経

ても，原理にもとづいた分析・手法を用いて危機から脱出し，成長できる手段

費をかけなければならないということである．

がある．

市場・顧客との接触する機会を体系的に構築する手段
当社の市場・顧客と接触する機会，間口は極めて狭い．ほとんどない．専門

当社の行ったイノベーションのすべてがドラッカーの言いなりであるという
ことではなく，
ドラッカーが示す原理をどのように考察し，
応用するのかによっ

の営業マンもいない．このような中で体系的に接触する手 法としてインター

て，企業が劇的に短時間で変革できることを当社の例を挙げて証明している，

ネットを駆使する手法を採用した．

と自負している．

顧客についても，business to business, business to customer の二種にセグ
メントし，システム構築を図っている．

また，これらの手法が技術系の開発手段としても極めて有効と思い，以上の
ようにまとめた．

独自かつ異質の技術を構築する手段，及び最新の技術構築を図るため研究開
発手段

8 . 終わりに

技術開発を行うにあたって留意しなければならない点がある．それは，
「わ

このように，平成 14 年にイノベーションを起こそうとしてから暗中模索の

れわれの技術は何か」
「われわれの技術は何になるのか」
「顧客にとっての価値

時代を経て，ドラッカーの原理を知り，一気にイノベーションが進んだことは

は何か」を常に念頭に置いて更新しなければならない点である．かつて，この

驚きである．原理を知り，応用し実行することが私企業として成長する唯一の

イノベーション構想を持ち出したとき
「で，メリットは何？」と聞かれ返答に窮

手段であり，道具であることを体験できたことは当社にとって大変良い学びと

したことが多々あった．このようなことのないよう，価値が明確になる市場・

なった．

顧客に則した開発が必要である．

また，文章にまとめることにより，自社のイノベーションの記録ができたこ
と，ドラッカーという難解な書物をかみ砕いて紹介し，学習の機会を与えてい

6. 今後の展開
当社は
『イノベーションと企業家精神』
を通して，あらゆる仕事は原理にもと

ただき，このような発表を行うことを勧めていただいた佐藤等先生には感謝申
し上げる．

づいている，ということを学んだ．そして，当社の進む道は，「顧客創造」であ
る，ということを知った．これを達成するために，
当社は5つの原理を作成した．
Ⅰ . 事業とは，市場・顧客・仕組み，そしてわれわれ自身を｢創造的破壊｣を
行うことである．
Ⅱ . われわれは，理念と目的を明確にし，｢何のために何をするのか｣を考え
て業務を行う．
Ⅲ . 物理的に変化が起こらなくてもよい．われわれが目指すものは，経済的
にまったく新しい価値・仕組みを創造することにある．これから 30 年，
検査技術で企業が成り立って行ける手法を
「今」確立する．
Ⅳ . 既存・新規・IT 化においても同様である．技術・営業・経営そのすべてに
聖域はない．
V. 当社の生み出す価値は，単なる｢技術資料｣であるが，未来においてはま
だ名はないが，｢第三者が格付｣する客観的信頼性の高い，価値のある｢
技術資料｣を世に送り出すこと，が使命である．

【略歴】㈱補償セミナリー常務取締役営業部長兼新技術開発担当．北海学園大学法学部
卒業．北海道住宅検査人制度基準作成委員，TVS 構造物診断研究会理事，日本
補償コンサルタント協会北海道支部広報委員．イノベーションの原理と手法に
関心を持つ．
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た．環境のデータを解釈していくためには基本的な理系の知識が必要になる．

未来にヒントをくれたドラッカー

高校の化学からの勉強のし直しであった．当初理解がまったく進まず，文理融
合といわれる新しい学問の入り口で挫折をしかけていた．

Drucker’s Lessons for Our Common Future

そんな中，楽しく講義を聴くことができたのが現代経営論であった．本会の

菅野広治

藤島理事が教鞭をとる現代経営論の中で，ドラッカーに本格的に触れる機会を

（㈱ポリッシュ）

ラッカーの本が読めず，
効率追求のいわゆるMBAコースの経営学で頭が固まっ

Koji Sugano

いただいた．講義は『現代の経営』を読んでおくことから始まった．当初はド
ていた自分には
「マネジメント」
の発想の意味さえも理解することができなかっ

『ドラッカー全集』
．書店の経営コーナーに分厚く連なる本棚が初めてドラッ

た．環境の研究も効率追求の頭が先にあり，工学的なエネルギーの削減，環境

カーに触れた記憶である．起業をしたいという思いから，よく書店のビジネス

負荷の削減の意味はわかるのだが，生態学，生態工学を応用した環境のテーマ

書のコーナーに立ち寄っていたが，文字だけが連なる本を手にとっては書棚に

になるとまるで理解が進まなかった．

しまうという程度でしかなかった．本格的な出会いは，淑徳大学大学院の門を

そんな折，「ゴーイング・コンサーン」としての企業の存続と「持続可能な開

たたいてからであった．当時，環境ビジネスの起業準備に取りかかっており，

発」のキーワードに共通点を見出すことはできないものかという仮説が浮かび

環境と同時に経営を学べる機会を模索していた．大きなテーマとなっている環

上がってきた．ドラッカーのすごさを思い知らされたのは環境経営の演習とし

境と経済の両立．環境の専門家との学びと同時にドラッカーを学べたことは今

て，企業の事例をまとめた研究ノートを提出した後である．CSR の視点から

後の人生を切り開く大きな視座を与えてくれた．

環境と経営を明らかにするため，あるベンチャー企業に注目して企業研究を

今から 3 年ほど前になるが，地方のベンチャー企業が開発した商品を東京で

行っていた．社会起業家としても取り上げられる企業の経営について，当該企

販売しないかという話をいただいた．地方での実績は申し分なく，確実に普及

業に関する資料を収集し，一般的な経営分析ではない方法で企業の実態を明ら

するだろうとの思いからビジネス展開を始めた．ところが，環境の話になると，

かにしようとしていた．組織論，経営管理論とは違う手法で企業評価はできな

かつての公害の経験や直接売り上げ増につながらないといった経営判断から話

いものだろうかという思いがあった．

の俎上に乗せてくれないことをよく経験した．既存の出来上がっているシステ

そのため，心理学や広報，言語論，情報論，文化人類学，生態学，NPO 論

ムや投資回収コストを考えると，イニシャルコストの回収に時間のかかるビジ

など経営とは関係ないと思われる講義も積極的にとり経営組織を分析する手法

ネスは通用しない．費用対効果の計算を明確に示せないビジネスは成立しなく

を探究した．ドラッカーの言う社会生態学とは何かの追求である．環境を目玉

なる．では，どうすればいいのか．官庁や世間のやらなければいけないという

にしている企業であるならば生態学を応用した手法でも優れた企業分析ができ

規制や圧力を頼らずに環境ビジネスを推進していく方法はないのか，ヒントを

るのではないかという漠然とした思いがあった．4 か月かけて苦労して仕上げ

得ようと模索した．

た研究ノートであった．研究の結果は意外なことに本業の改善に取り組む必要

社会起業家と呼ばれる人たちのセミナーへの参加や，かつて環境を社会問題

をアピールせざるを得ない内容となった．社会から誰もが絶賛している企業で

にして活動した
「石鹸おばさん」
へのヒアリング，環境保全活動の専門家への講

あっただけに意外な結果となった．
『国際コミュニケーション学会誌』
に査読審

演聴講を通じて，悩んだ末に行き着いたのは大学院への入学であった．環境の

査が通り掲載されている．

テーマは広く，かつ，高い専門性を要求される．ひとつのテーマを掘り下げる

ある時，藤島理事から論文をまとめて
「ドラッカーの窓から明日を考える」
研

だけで膨大な資料の読解と実践が必要になってくる．一方で，一般の人々が環

究会で発表するよう，お声かけいただいた．渡されたのは『HBR』掲載の「企業

境の問題に取り組まないと地球温暖化防止は間に合わないとされ，対策の一環

永続の理論」．その論文を読んだとき，意識をしていなかったドラッカー哲学

として環境省主導によるチームマイナス 6％が結成されている．このギャップ

が自ら執筆した研究ノートにしっかりと反映されていることに愕然とした．ド

をいかに埋めていくのかが大学院入学時の課題であった．環境と経済の両立す

ラッカーの論文，著作については講義を通じて必要と思われる作品のみ乱読し

るビジネスモデルの確立を目指し，環境省中央審議会臨時委員を務める教授に

ていたが，発表を意識しての精読をしてはいなかった．「ドラッカーはあとか

師事．関わったベンチャー企業は水の浄化に取り組む企業であったため，水の

ら効いてくる」とはこういうことか．藤島教授の講義を通じて，無意識のうち

問題から糸口を見つけようとしていた．

にドラッカー哲学が刷り込まれていた．

大学院に入ってからの大きな課題は環境の情報をいかに読み解くかであっ

企業経営を行う市場の前提が変わったとき，うまくいっていた経営モデルで
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は突然対処しえなくなる．常に市場を把握しておくことが重要であり，顧客に

さらにパートナーシップ事業の発展にもつながっていく．事業ベースの評価に

ならない人の動向を確認しておく．顧客の動向を追いかけているだけでは企業

なるため，地方の零細企業とNPO，
大企業とNPOの取り組みも平等に評価され，

経営の前提が変わった場合対処しえない．そのためにも 3 年ごとの見直しが必

どれだけ関わる人の情熱が人を動かしているのかを体現した貴重な経験であっ

要である．

た．

15 年前に現在の資本主義の見直しが問われる状況を見透かしていたような

営利組織と非営利組織がパートナーシップを組んで協働事業を行うというア

論文は自分にとって衝撃であり，藤島先生の講義を終えて，ようやっとドラッ

ジェンダがそれぞれの組織に異質な解釈コードを与え，志向性の異なる情報

カーの本が読めるようになっていた．

キャリアーの共有は人々の意思決定や人々の心理的エネルギーに刺激を与え

大学院入学前から社会起業家という言葉に関心をもち，NPO の存在を知っ

る．連帯欲求を通じて営利組織と非営利組織が目的を共有することは相互刺激

ていた．ドラッカーは NPO についても触れており，
『非営利組織の経営』を読

や相互工夫，相互発展の機会をもたらし，関係する主体同士の社会的使命や役

んで，これからの企業経営には NPO 的な要素も必要とされるのではないかと

割を担う相互満足的な新たな論理展開を必要とする．主体同士の共鳴行動から

も漠然と思い始めていた．そんな折，名古屋の NPO 法人で企業と NPO がパー

生まれた「場」
はパラドックスの効用としての魅力を発揮し，人々に新たな方向

トナーシップを結んで行っている事業を表彰している団体の代表に出会う機

を与え，流れをつくり，ジョイント価値を創造する．事業をベースにした組織

会があった．NPO の活動に新たなビジネスモデルの可能性を感じ，積極的に

の新たなあり方を理解した瞬間であった．

NPO とは何かを研究するようになる．そこには年齢や職歴を超えて自由に意

現在，環境プランナー ER として，実行動に効果をもたらす環境と経済の両

見を言える場があり，参加型の議論には各々がシェアをして役割と責任を果た

立の実践に埼玉県で取り組んでいる．大学院で身につけたドラッカー哲学と環

す場が存在した．

境専門家の知識が未来を切り開くヒントを与えてくれたと自負している．

「個」
としての自立を前提に，対等な関係を結んでいく．そこに，たとえ対立
や意見の食い違いがあったとしても，埋められない溝としてではなく，互いを
理解し尊重し，豊かな市民社会という共通の目的に向かって，パートナーとし
て高め合い，互いに自己変革を図りながらともに喜びを見出せる関係を作り上

【注】
（1）http://www.psc.or.jp/
（2）James E. Austin, The Collaboration Challenge, Jossey-Bass Publisher, 2000

げていく（パートナーシップサポートセンターホームページ より引用）．
（1）

パートナーシップサポートセンターの事業ミッションに感動し，メイン事業
である NPO と企業のパートナーシップ推進を掲げるパートナーシップサポー
ト大賞に積極的に関わらせていただいている．調査員は大学教授，企業経営者，
NPO 構成員とさまざまな職種の人から構成されている．NPO と企業のパート
ナーシップ事例の応募書類をドラッカー財団の
「パートナーシップ 3 類型表」

（2）

にもとづき，チャリティ型，トランザクション型，インテグレーション型を意
識して評価する．一次審査においては書類審査により，インテグレーション型
にふさわしいと思われる 10 事例が審査員立会いのもとに選考される．10 事例
をパートナーシップサポートセンターの調査員が現地に出向き，センター独自
に作成したパートナーシップ評価表にもとづいてヒアリング調査を行う．ヒア
リングは二人組で行い，各自が 2 か所，別事業の担当になるように配慮．評価
表の評点が偏らないよう複数の視点で調整しながら，ヒアリングの結果を持ち
寄り，
審査員立ち会いの下で優秀な6事例を選考する．最終選考においてはパー
トナーシップの事例を公の場で各担当者にプレゼンテーションしてもらい，一
般参加者の評価も含めてパートナーシップ大賞を審査員が決定する．
応募の段階から最終プレゼンテーションまでを通じて，組織が成長していく
過程が感じられ，
調査にうかがった事例が出版物として刊行されることにより，

【略歴】環境プランナー ER，㈱ポリッシュ取締役．埼玉県立浦和高等学校卒，明治大学
法学部法律学科卒，淑徳大学大学院国際経営学科修了．直販営業を経て，平成
13 年㈱ポリッシュ設立に協力．販促キャンペーンに携わる．環境ビジネスの事
業化を目指し，淑徳大学大学院にて環境経営を専攻．環境主導のビジネスモデ
ル構築のアドバイスを行っている．
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for the Study: “What Should My Contribution Be? ”

鈴木幸治
Koji Suzuki

（税理士，ユートピア・ミッション・ナビゲータ）

Ⅰ. はじめに
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議論するという形で行われました．読書会自体，近くに住むドラッカリアンと
の交流の場となり，それぞれの人のドラッカーの捉え方があり，とても刺激に
なりました．
しかし，1 年近く続けていくうちに，読書会ではもの足りなさを感じるよう
になりました．読書会では，ドラッカーに関連して，いろいろな知識や他の人
の経験を聞くことはできるのですが，何かこれこそドラッカーを掴み取ったぞ
という感覚がなかったのです．
例えて言うならば，スポーツを観戦しているような感じで，スポーツを実際
にやった充実感を味わってみたくなったということです．
（2）なぜフィードバック分析なのか
では，研究会のテーマが，なぜフィードバック分析なのかというと，名古屋
の『経営者の条件』
を使った読書会に参加して，
「強み」
を知りたくなったからで

私は，今年（2009 年）5 月の第 4 回ドラッカー学会総会＆講演会において，支

す．私は，「成果をあげるエグゼクティブは，人間の強みを生かす」
（
『経営者

部活動の成果を報告する機会を得ました．報告内容は，昨年 4 月から始まった

の条件』第 4 章）という文章に，とても興味を持ちました．私は，マネジメント

ドラッカー学会東海支部ホットスポット三河の
「フィードバック分析」の研究会

とは，組織を使って成果をあげる智慧だと仮説を立てています．

に関することでした．この研究にかかわる中で，私のここ数年間の重要な課題

「もちろん組織は，人間それぞれがもっている弱みを克服することはできな

のひとつ
「自らの貢献は何か」
について，
大切な気づきを得ることができました．

い．しかし，組織は，人間の弱みを意味のないものにしてくれる．組織の役割

私の気づきは，ドラッカー教授が言われる
「自らの強み」を「自らの実績」と置

は，人間一人一人の強みを，共同の事業のための建築用ブロックとして使うと

き換えると納得がいくということです．
本稿では，まず，支部活動の成果報告の要点を述べ，次に，
「自らの貢献は
何か」
を述べます．

Ⅱ . 支部活動の成果報告の要点
まず，支部活動の成果報告の要点を述べます．これについては，第 4 回ドラッ
カー学会総会＆講演会において，支部活動の成果報告のレジュメに従って，
研究会の目的
（1）
なぜフィードバック分析なのか

ころにある」
（
『経営者の条件』
）
という点から，私は，組織をマネジメントして，
成果をあげる人になるには，まず，強みを知ることがスタートだと考えました．
そこで，まず，第 1 回目の研究会のテーマとして，「自分の強みを知る」を取
り上げようと思いました．まわりのドラッカリアンに相談したところ，快く賛
成してくれました．
ドラッカリアンの皆さんはよくご存じのことと思いますが，
ドラッカー教授は，「強みを知る方法は一つしかない．フィードバック分析で
ある．何かをすることを決めたならば，何を期待するかを直ちに書きとめてお
かなければならない．そして，9 ヶ月後，1 年後に，その期待と実際の結果を
照合しなければならない」
（
『明日を支配するもの』
）
と述べています．
このように，
「強みを知る」
には，
「フィードバック分析」
をするしかないとい

（2）
いかなる成果を期待したか

うことがはっきりしています．

（3）
いかなる成果が得られたか

（3）いかなる成果を期待したか

の順番に述べていきます．
(1) 研究会の目的

「フィードバック分析」
の研究会をスタートするにあたり，研究会をスタートさ
せることを決めたのだから，
「何を期待するか」
を直ちに決めることにしました．

私がホットスポット三河において研究会を始めようとした主な原因は，読書

しかし，具体的手法については，これ以上，ドラッカー関連の書籍を読んで

会の良さともの足りなさを感じたからです．私は，ホットスポット三河の研究

も，なかなかわかりませんでした．そこで私たちは，これ以上具体的手法を探

会を始める前に，あるドラッカー学会の読書会に参加しました．そこでは，
『経

すのではなく，参加者各自がフィードバック分析の具体的手法について仮説を

営者の条件』を使って読書会が行われていました．毎回参加者が書籍の指定の

立て，自分なりの具体的な手法を体験すればいいのではないかという結論に達

範囲を読んできたことを前提に，参加者が一人ひとり順番に指定の範囲の中で

しました．とりあえず，目の前に
「フィードバック分析」
という川があるのだか

気になったこと，重要だと思ったことなどを発表し，それについて，参加者で

ら，各自工夫してこの川へ飛び込もうということになりました．
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（4）
いかなる成果が得られたか
「フィードバック分析」
研究会で得られた学習成果を述べます．私なりに得た
学習成果は，
「自らの強み」
を
「自らの実績」
と置き換えると納得がいくというこ
とです．
例えば，
「私は，企画が得意です」
とか，
「私は，営業が得意です」とかではな
く，「私は，○○年○○月のどこで○○という祭りを企画した実績があります」
とか，「私は，○○社で○○という地域で○○という商品を○○という方法で
○○個金額にして○○円売った実績があります」
とかです．

Ⅲ .「自らの貢献は何か」
ドラッカー教授は，
『明日を支配するもの』で，
「自らの貢献は何かという問
いに答えを出すためには，三つの要素を考える必要がある」
「第一は，状況が
求めるものである．第二は，自らの強み，仕事の仕方，価値観である．そして
第三は，成果の意義である」と述べられています．この三つの要素に従って述
べます．
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ます．やりたいことが変われば，環境を変えることもまた当然だと思います．
そこで，問題となるのが，今までの環境を清算して新しい環境に旅立つための
ストレスをいかに減らす工夫をするか，だと思います．
私は，人は事前にお互いが理解でき，納得できる形で基本的な重要なことに
ついて，取り決めをしておけば，ストレスをかなり軽減できるのではないかと
考えます．
（3）社会的な安定性と移動の自由を同時に実現するために
私は（1）
，（2）より，社会的安定性と移動の自由を同時に実現するためには，
一人一人がそれぞれの TPO に応じた「志・ミッション」を明確にするとともに，
志を同じくして集まったものが，志が変化したり，志を達成したりすることで，
自分たちの組織を変化させるべき時に，資金を中心としてどのようにするかを
あらかじめ自由に自分たちの理解できる言葉で共通モノサシを作っておければ
いいのではないか，という仮説を立てました．
その二の
「本当の IT 革命が会計士により起こる」について，私の所見を述べ
ます．
これについては，私の結論を述べます．
私の開発した
「志会計」
は，ドラッカー先生の言うところの会計士として本当

1. 第一，状況が求めるもの
第一に状況が求めるものについて，私がここ数年特に重要だと考えている状
況を二つとりあげます．
その一は，
「私は，日本が，終身雇用によって実現してきた社会的な安定，
コミュニティ，調和を維持しつつ，かつ，知識労働と知識労働者に必要な移動

の IT 革命を起こすためのシステムの一つだと自負しています．
なぜ，
「志会計」が本当の IT 革命を起こすためのシステムかといえば，情報
は情報を必要とする人がその情報を明らかにすることがまず必要であるからで
す．そこで，経営者，特にプチ企業の経営者に必要な情報は何でしょうか．私
は，志・夢・使命とそれを実現する力，特にキャッシュだと思います．

の自由を実現することを願っている」
（
『明日を支配するもの』）という状況です．

プチ企業にとってみれば，志が明確で市場に受け入れられ，資金が続けばい

その二は，IT 革命が
「IT 主導ではなく，会計士や出版人主導の本当の情報革

ずれ志が実現します．そこで，どんな志を持つかが大切です．私は，志とは，

命が起こる」
（
『明日を支配するもの』
）
という状況です．
以下それぞれの状況について，もう少し詳しく述べます．
その一のドラッカー教授が，日本に期待した状況に関連して，今，私が重要
だと考えることを三つ述べます．
（1）
社会的安定性について
人は，何によって社会的安定性を感じることができるのか．私は，まず，自

自分の好きなことで人の役に立つことと定義づけました．
私はプチ企業の経営者にとっては，まず，「自分の好きなことで人の役に立
つこと」からある意味気楽に始めることを提案しています．そして，当然起こ
りうることとして環境が変わったり，ある程度志を実現でき満足したり，やり
続けてみて少し違和感を覚えたら，
志を素直に変更すればよいと思っています．
極端な話，今決めた志がすぐに変更になってもかまわないとさえ思っています．

分がみんなにどんな人間であるかを知られていること，そして，周りの人間が

なにしろプチ企業は機動性，すなわち柔軟性と俊敏性が強みです．ここで大切

どんな人間であるかを知っていること，次に，自分が周りの人間に役立つこと

なことは，関係者に今現在の志を明確に伝えておくことです．志が変わったの

ができているという実感があること，さらに周りの人と協力することでみんな

であれば関係者にすぐに伝える．また，近い将来や遠い将来志が変化する可能

が互いに生かしあい，豊かになり幸せになっている実感があることだと考えて

性があるのであれば，素直にそれを関係者に伝えるべきだと思います．

います．
（2）
移動の自由において
今の日本のように高度で複雑な社会においては，環境の変化，自分の気持ち
の変化等により，やりたいことが年齢・経験と共に変わって当然であると思い

さらに，会計については，難しい簿記会計理論の勉強を前提としたものでな
く，日頃自分たちが使っている言葉や知識や道具で簡単に始められ，続けるこ
とが楽で必要なことがすぐわかるシステムが必要だと思います．
そこで，プチ企業の経営者の直感力を大切にしながら，かつ，簡単に始めら
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れ，負担がなく続けられ，知りたいことがすぐわかるポストどんぶり勘定・社
長会計から始める志会計がプチ企業にとってまさしく本当の IT 革命のシステ
ムとなると考えています．
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志会計により，フィードバック分析も可能となります．
志会計は，今現在，市場をプチ企業に絞っています．それは，選択と集中
のためです．プチ企業とは，従業員 10 人程度までの企業を言います．しかし，
志会計自体の考え方は，一人ひとりが CEO たる知識労働者にも利用可能なも

2. 第二，自らの強み，仕事の仕方，価値観
「第二は，自らの強み，仕事の仕方，価値観」
です．
自らの強みは，
「志会計」
の研究実績及び，自社の税理士事務所での使用実績
です．
次に仕事の仕方についてです．私は志が一致している人といろいろな議論を
しながら仕事をしていくことで学んでいます．
また，自分一人でやるより自分のできないこと，自分より上手にできる人が
いれば，その人とコラボレーションして仕事をするのが得意です．
次に，私は大きな組織より小さな組織で仕事をするほうが得意です．
加えて，
補助者より意思決定者として仕事をするほうが成果をあげられます．

のと考えています．また，従業員 10 人以上の企業でも，役立つものを考えて
います．さらに，企業内のプロジェクト等にも役立つものを考えています．
将来は，日本であれば，小学校で教わるべきものと考えています．そして，
家庭や個人においても，当然に使われているものにしたいと考えています．
志会計の普及は，今現在は，スモール実験の段階です．
私が，20 年近く考え続け，そして，マイクロソフト社のエクセルの 5. 0 に出
会い，ウィンドウズ 95 が出たあたりから，具体的に税理士業務の中で，少し
ずつ形になってきたものです．
今は，普及活動として，セミナーや勉強会を行うとともに，実際に使いたい
プチ企業の個別のコンサルタント業務を始めたところです．
ここ数年は，
スモー

私は企画して初めてやることは好きですが，同じことを長く続けることは苦手

ル実験をしながら，教科書の作成や教育システムをするとともに，この志に賛

です．

同してくれ，このシステムを利用する人の組織作りやリーダーの養成をしてい

さらに，価値観についていえば，ドラッカー教授の価値観を大切にし，もの
ごとを単純化・体系化・実用化することに価値を見出します．
自由を愛しています．過去において役立ったシステムなどが今の環境におい
て邪魔をしているのであれば，それを破壊し，さらに新しいシステム等を創造
し，世の中を発展繁栄させることが好きです．

くつもりです．
今現在のシステムの特徴をいえば，
「簡単・楽チン・すぐわかる」
です．簡単
とは，始めるのが簡単ということです．今は，マイクロソフト社のエクセルを
使っているので，新たな設備投資が不要か少額で済みます．
また，志会計に必要なエクセルの知識や技術についても，独自の教育システ
ムが作ってあります．

3. 第三，成果の意義
「第三は成果の意義」
です．
成果の意義について考えることは，第一・第二で考えてきたことを踏まえ，

簿記や会計の知識については，日頃自分で使っている言葉や業界用語を中心
にして利用できるようにしてあります．今までは，まず，経理や財務の現場の
専門知識としての簿記・会計の知識がないとわからなかったものを，経営者の

自らの貢献は何かという問いに答えを出すことになります．そこで，私の強み

わかる言葉で，経営者の感覚に合わせた形で表現したものを作るということで

である
「志会計」
の概要を紙面の許す限り述べた後，おわりにで私なりの今現在

す．言い換えると，簿記・会計の心理的な学習障壁を下げています．また，必

の考えを述べます．

要に応じて，レベルアップや変化できるようにしてあります．そのために，エ
クセルという比較的に自由に発想でき，また，今現在，世界で一番普及してい

4.「志会計」
の概略

ると思われるアプリケーションを選びました．

志会計とは，人生や経営における志というものを中心にすえ，志を実現する

楽チンとは，続けていくことが楽であり楽しいということです．面倒な計算

ための計画システムと志が実際にどれだけ実現でき，それによって企業がどれ

は，エクセルがしてくれます．また，入力も，いろいろと楽にできる工夫があ

だけ豊かになり，幸せになれたかを報告するシステムで構成されています．志

り，自分のその日の気分や好みに応じてやれます．パソコンに使われていると

会計でいう志とは，自分の好きなことで，人の役に立つことを言います．

いう感覚から，パソコンを使いこなしているという感覚に変わります．

志をうながす人をユートピア・ミッション・ナビゲータと呼びます．志を計

さらに，ウィンドウズ XP 以降の OS であれば，リモート・アシスタンスを使っ

画するシステムを UCS（ユートピア・コラボレーション・システム）と呼びます．

て遠隔操作，及び，スカイプと組み合わせて遠隔教育も可能です．実際，今，

志が，実際にどれだけ実現できたかを報告するシステムを UAS（ユートピア・

愛知県と埼玉県で運用しています．埼玉県のプチ企業の経営者や経営者の奥さ

アカウンティング・システム）
と呼びます．

んには，「時間が自由になりお金も有意義に使えるようになった」
と喜ばれてい
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ます．
すぐわかるとは，エクセルで経営者が必要とする情報を，表やグラフにすぐ
することができます．さらに，この表やグラフのもととなったデータをすぐ見
ることもできます．
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以上，志会計の概要について述べました．

向井弘美
Hiromi Mukai

Ⅳ . おわり
私にとっては，
「自らの貢献は何か」
について考えることは，志について考え
ることと同義です．

（京都市教育委員会子育てサポーター）

ドラッカーその無限の可能性

私の今現在の志は，
［自分の好きなこと］エクセルを使った志会計で
［人の役

出会いは鮮烈だった．知人の薦めで，
「経営」
のヒントがあればと軽い気持ち

に立つ］小さな会社
（従業員 0 ～ 10 人程度）の経営者さんたちが，ワンランク上

でドラッカー関連の書籍を手にしたのは，上田惇生先生の
『ドラッカー入門』
が

の豊かさと幸せをつかみとるためのお手伝いです．

最初である．自分の世界が広がっていく感覚に驚き，
これほど心躍る出会いに，

そして，志会計がプチ企業の世界標準となったらこれにもとづいて税制と金
融制度をイノベーションしたいと思っています．
さらに，プチ企業がコラボレーションすることで世界の人々が真の民主主義
により自由からの発展繁栄を享受する社会を作りたいと思います．
私の墓には，「志会計バカイチ――プチ・エンジェル経営トップマネジメン

この年齢で遭遇できるとは思わなかった．机上の学問ではなく，
「人」
を尊重し，
「人」に焦点をあて，理論の実践を根本とした考え方．根底にあるのは
「貢献」
と
「人」．よもや，経営・経済の中に，生きる上での哲学や思想にも似た重要な柱
が存在するとは思いもよらなかった．
その上，いかなる分野にも応用できる
「楽しさ」
がドラッカーの中にはあるの

トチームに自由からの発展繁栄をナビゲートした者ここに眠る」と書かれたい

だ．狭義にとらわれないドラッカー理論の広がりや深みは驚くほど魅力的で，

と思っています．

さらに思考を発展させてくれた．

21 世紀の新しい経済原理を支える会計理論として
「志会計」が全世界標準と
なるようにしたいと考えています．
【略歴】理念・志会計研究所所長，鈴木幸治税理士事務所所長，ユートピア・ミッション・
ナビゲータ代表．名古屋大学大学院法学研究科修士課程修了，名城大学大学院
商学研究科修士課程修了．20 年以上税理士業界で従業員 10 人程度までの会社の
経営者と接する仕事をする．「ミッションのある経営のすすめ」連載中．小さな
会社（従業員 10 人程度まで）の経営者に役立つ経営理論，簿記会計のシステムの
開発，普及に関心を持つ．

ドラッカーに学ぶ
「育む」
の本質
幼い頃から子ども好きであった私は，長年教育関係の仕事に携わる機会を得
た．そして「子ども」
に対する想いは，
自分の子どもを持つことでさらに深くなっ
た．現・京都市長の門川大作氏が教育長時代に考案・実施された
「子育てサポー
ター制度」と土曜休日となった学校に替わるものとして生まれた，
「京都のまち
が学びの場」というコンセプトの「みやこ子ども土曜塾」．私は，サポーター第
1 期生としてその定着に関わり，さらには今も継続している
「みやこ子ども土
曜塾」にも関わった．当時勤務していた新聞社で冊子編集者として
「土曜塾」の
ひとつ，京都市教育委員会主催講座の企画・運営を担当した．
ライフワークとして何かしら
「子ども」
に関わっていきたいと願う，そんな私
にとってドラッカー理論との出会いは，驚きの連続であった．探していた「教
育の本質」をドラッカーの中に発見したのだ．
経営・経済の書である
「リーダーの心得」
．そこには
「武士道」
にも似た日本人
的意識に合致した「忍耐」
「沈黙」
「潔さ」
「知足」など「人」としての生きる指針，
子どもに伝えたい
「道」
ともいえる
「生きる心得」
が示されている．
さらに，ドラッカーの基本姿勢である
「丁寧に見ること」
．これは，日々驚く
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ほどのスピードで成長して行く子どもを考えたとき，「見る」ということは一番

活動に至るまで，どんな組織にも活用でき，当てはめることで，すばらしい組

大切なことであり，一番行い難いことでもある．そして基本理念ともいえる

織運営が目指せる．
生徒会やクラブ活動にも
「経営理念」
「経営方針」
と同義の
「方

「人の尊重」と「社会貢献」
．これらは，非常に重要な教育のキーワードとなる．

向性」
「方針」
「貢献」
が存在する．

「生きがい」
「存在価値」
「自らの長所を伸ばす」など，わずかこれだけでも教育

「管理者のマネジメント」
でいうならば，生徒会長などの役員が正しい目的意

に合致したすばらしい言葉がドラッカーの理論には溢れている．人と違う自分

識（社会貢献）
を持って方向性や仕組みをつくり，関わるクラスメイトや各種委

に誇りを持つ，自らの強みを知ってそれを伸ばす，活かせるフィールドを探す

員は自分の特性，個性にあった役割分担などを担う．目的達成の方法を熟考し

……，あたりまえのように言われてきた
「教育の基本」がここにある．

ていくさまは，まさに
「人と仕事のマネジメント」
そのものだ．

万人のための帝王学

少子化時代の教育

マネジメントの師と呼ばれ，多くの企業家がドラッカーの理論・手法を学び

ドラッカーが予測した，少子化が問題視されて久しいが，今，教育という言

実践してきた．そのフィールドは，経営・経済の世界におけるドラッカーであ

葉が
「知識の充足」のみに置き換えられているのが現状だ．数少ない子どもに

りマネジメントだ．あくまでも扱えるのは学者，研究者，経営者であり，学生

しっかりと目が行き届いているか，本当に
「見る」
ことがなされているかどうか

にあっては大学生レベル以上……ましてや子どもなど無縁の世界だと認識され

はかなり疑問である．政治・経済・世界情勢……すべてが混沌としている現在，

ている．

大人たちは今を生きることだけに懸命になっており，良いものを咀嚼して子ど

しかし，上田惇生先生いわく
「マネジメントとは万人のための帝王学である．

もたちに与えるだけの余裕がない．混迷の時代の少子化であればこそ，「社会

マネジメントはあらゆる種類の組織のためのものである」と．マネジメントと

貢献」を柱とした自己実現に邁進することのできる若者を育成することが大切

いう言葉に恐れをなしてはいけない．

だ．

子どもたちにとって，
本当にドラッカーは理解できないものだろうか．ドラッ

「何が起こり，傍らで何が起こっているかを教える，何が来るかを知らせる」
．

カーを適切な表現方法で示すことさえできれば，無限の可能性を持つ柔軟な彼

そんな物見の役がドラッカーであったように，来るべき未来をしっかり見据

らは，十分理解できるはずだ．なぜなら前述の
「土曜塾」企画講座では，一般の

えながら，社会貢献という高い意識を持ち，自己を活かしつつ目の前の問題に

子どもたちには理解できないと考えられてきた伝統文化や伝統芸能，芸術など

挑む．そんな若者を育成することがこれからの教育であり，これこそがまさに

にもチャレンジさせてみたが，彼らは幼いながらも実に見事に，発達段階に応

理想の教育となるべきものである．

じた理解を示してくれた．
この世に「生」を受け，いきなり固形物を食した子どもは存在しない．必ず，
母親的存在の人間がその子の成長に合わせて，咀嚼したものを与えてきたはず
である．年齢や成長にあったものを与えれば見事に吸収して発展させていく．

次代を担う子どもたちへ
子どもたちが，ドラッカーの理論・方法・見方・考え方を，適切な時期に
「教育」

大人にはない柔軟で新鮮な計り知れない力を持つ子どもたち．どのような難し

という観点から示され，学びと実践を重ねていったとしたら……．社会と関わ

い理論・方法であっても，成長にあわせた学び方で，早くから習慣化して身に

る頃には，コミュニケーション力・プレゼンテーショ力，自らをマネジメント

つけてしまえば，こんな強みは他にない．

する力が十二分に養われ，そこに，成長に合致した知識が加味されれば，おの

イノベーションに対する感性を磨くことも，意識を変えることすら，柔らか

ずとその「生き方」
は
「社会貢献」
に向けられていくのではないだろうか．そんな

な思考を持つ彼らにとっては苦もないこと．正しい方向性は早い段階で示すべ

「志」を得られたならば，次代の若者たちは，もっと早い段階で，何が正しいか

きなのである．子どもの発想・理解力，新しいものを生み出す力，発見する力，

見極め，何をすべきかを判断し，何が真理かを掴むことができる．そして次に

その無限の可能性を引き出し，発展させる礎となるものがドラッカーの考え方

は，組織に不可欠なリーダーと自分を輝かせる場が出現する．

だと確信している．
しかも，原始的な数のユニットと考えるなら，子どもの世界にも組織は存在

また，心を鍛える上でも，ドラッカーのモットーである
「神々が見ている」
と
いう言葉は，子どもたちの
「心の指針」
とすべき大切な言葉であり，認識である．

する．幼児にも小学生にも十分組織は存在しており，チームでの行動には組織

「誰にも理解されない」
「誰にも評価されない」，これはえてして，人が孤独や

としてのマネジメントが必要となってくる．学級会，生徒会，クラブや委員会

存在価値のなさを感じるときに使われる言葉だが，そのような想いは，あくま
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でも「人の評価」
を意識の中心としているからこそ起きる．ドラッカーがいうと

ではの伝統や文化，最近の医療・介護の世界，果ては家庭生活，家事に至るまで．

ころの
「神々が見ている」
とは，大いなる力であって，誰も知り得ない行為，想

この先何に当てはめ，深く学んでいくか，思い巡らせ，心躍らせてくれる存在．

い，志を十分に見て取ってくれる
「力」
である．大いなる力を感じることで自ら

それが今の私にとってのドラッカーである．

の存在を大切に思うことができ，相手も尊重することができる．道徳心のよう
な「核」
となるものを十分育むことが必要なのだ．
心を鍛えれば，
「人の評価」
のみを気にして悩むことはなくなり，「人」として
社会に貢献する，社会的な存在として自分に価値を見出すことができるのであ
る．自然に，自分を活かす術を持ち，なすべきことが実践できる若者たちが登
場する．
お互いを尊重し，自らの存在価値を見出し，優れた長所をさらに伸ばし，使
命と責任を持って，社会貢献と自己実現を目指す若い力．ドラッカーの理論を
もってすれば
「心の指針」
を持つ，こんな子どもたちが確実に育ってくれる．

ドラッカーを知る者の使命
ドラッカーのいう実践は，自らを高め，自らに課すだけのものだろうか．わ
れわれ大人も自らに焦点を合わせるばかりでは真の成長は成し得ない．「育む」
ことは，自らの成長の証である．先に生きたものの使命として，ドラッカーの
ように大きな視点で取り組まねばならない大切なことが教育だ．フィールドも
歩みも異なるが，後進と一緒に成長して行く喜びは何ものにも代えがたいもの
である．
ドラッカーがとりたてて教育に言及していないのはなぜかと考えたとき，先
頃 101 歳で天寿を全うされた禅僧・松原泰道師の著書『「足るを知る」こころ』の
中に，
「経営」
とは元は
「仏教用語」
であり，生涯教育・人間形成という意味であ
ると記されている．
思うに，あえて教育を語らずとも，その中には
「経営」という名の「教育」が示
されているのだ．ドラッカーに垣間見られる禅的要因と教育的要因はここに起
因しているのではないかと推測される．
ドラッカーの理論に感銘した人々は，いかなる分野に属しようと，自分だけ
で独占すべきではない．多くの人にこの理論・考え方を伝えるべきだと強く感
じることだろう．この感覚こそが，次代に伝えるべき本質たる所以であると，
私は確信する．
それゆえ，自己を啓発し高めて行くと同時に次代の子どもたちをしっかりと
「見て行く」
．これが社会貢献の最たるものではないかと自らに問いかけ，今後
の自分の方向性として，咀嚼して与えることに力を注ぎ，実践していかねばな
らないものとして心に掲げている．
古の哲学者が示した真理が不滅であるように，ドラッカーの理論もまた，永
遠にあらゆる分野で輝くべきものだ．経営・経済・教育はもちろん，京都なら

【略歴】1961 年京都生まれ．現在，医療法人社団千春会勤務，企画広報編集長．佛教大
学職員として通信教育，生涯教育に 15 年間携わる．京都新聞開発㈱にて「土曜
塾冊子」
（京都市教育委員会），「大学コンソーシアム叢書」等，事業企画・編集担
当．京都市教育委員会子育てサポーター，京町家まちづくり調査員．
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二つ目は，情報の発信です．インターネットなどのメディアを使ってドラッ

私のなかの夢と志

カー博士の思想と哲学を広く知ってもらうための活動です．
当初は，ドラッカー博士の著書を紹介していこうと考えていましたが，
ドラッ

The Dream and Will of My Own Making

カー博士の思想と哲学に興味をもっていただくためには，現代的な課題と関連

時津薫

Kaoru Tokitsu

（独立行政法人雇用・能力開発機構福岡センター）

づけた情報発信が必要だと考えています．
ミクシィは立ち上げていましたが，今年の 4 月からマイブログを始めました．
内容的に際立った独自の情報発信ができるか，多くの課題があります．しばら
く試行錯誤が続きます．

2000 年 6 月のドラッカー博士との出会いから 9 年が経ちます．この 9 年の間，
私の人生は大きく変化しました．
新しい世界を見た私は，
「50 歳代にして，その存在を知るという大失態を嘆
き悲しみ」を超えて，残りの人生で何をしたいのか，何を成すべきなのか，何
になりたいのかを問い続けています．
私には，「誰もが意味ある人生を過ごすためには何が必要か」
「誰にとっても
意味ある人生は可能か」
という問題意識があります．
この問題意識から，
『産業人の未来』
（ドラッカー名著集；24 頁）の次の一節
は，私にとって重要な意味を持っています．
「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

そのほか，メールマガジンそしてホームページなども検討課題です．それぞ
れの位置づけや課題の設定など未解決の問題が山積していますが，現在やれる
ことから将来の布石となるような活動を心がけていきます．
三つ目が，
「私のなかのドラッカー」
を自著として刊行することです．これは
現段階では，一つの目標ですが，ぜひ実現したいと考えています．
私は，これら一連の活動を統一したテーマのもとに関連づけ組織化していき
たいと考えています．それが
「地域社会は，
いかにして
『経済的な能力と政治的，
社会的な結合』
を創造するか」
です．
現在地域社会では，NPO 活動やローカル・マニフェストの推進などの活動に
よって新たなコミュニティづくりが活発になっています．

要な社会権力が
『正統性』
を持ちえなければ機能しない．前者，すなわち個人に

そのためにも，地域社会のビジョンを明確にし，取り組むべき課題と上げる

対する位置と役割の付与は，社会の基本的な枠組みを規定し，社会の目的と意

べき成果を明確にすることが必要です．目指すべきことや何をなし遂げようと

味を規定する．後者，すなわち権力の正統性は，その枠組みのなかの空間を規

しているかを具体的に知ることなしに，必要な人材や不足している資源が何か

定し，社会を制度化し，諸々の機関を生み出す」

を知ることはできません．

したがって，ドラッカー・マネジメントのコアであるこの思想と哲学にどの

このような地域社会の課題は何か，
「地域社会は，いかにして
『経済的な能力

ように取り組み，いかに実践していくのかは，私にとっての大きな課題です．

と政治的，社会的な結合』
を創造するか」
というテーマと関連づけて私なりに整

その活動は始まったばかりですが，その一端を紹介します．
一つは，読書会です．ドラッカー博士の思想と哲学を広く知ってもらい，一
人ひとりの生活と仕事に生かしていただく機会をつくり出すためです．
今年の 6 月までに，ドラッカー学会九州支部主催での読書会は，23 回開催し，

理してみます．
一つが，「経済的な能力」
です．
地域社会での経済的な能力をいかに創造するかは，まず地域社会のビジョンが
必要不可欠です．地域社会のビジョンがあってこそ，一貫した地域社会の産業政

延べ 181 名の参加となっています．福岡ドラッカー・マネジメント研究会主催

策と個別企業の事業活動に対する基盤整備，そして創業支援が可能になります．

の読書会は，7 回開催し，延べ 13 名が参加しました．

このことが地域社会の魅力づくりともなって投資環境を整備することにもなります．

月 1 回の読書会ですが，参加者が，企業経営者，会社員，学生，大学講師，

このような基盤があって地場産業の活性化が可能となります．その地場産業

経営コンサルタント，公務員まで幅広い顔ぶれとなっており，多様なコメント

や企業の事業活動で最も不足している資源が，マネジメントです．マネジメン

を聞くことができます．この多様さが，
参加者に多くの気づきを生んでいます．

ト能力を高めることなく企業の業績が継続的に向上することはありません．と

私も，この多様なコメントから多くを学び，新たな気づきからドラッカー博士

くに地域経済を支える企業の事業活動において重要かつ喫緊の課題が，イノ

の思想と哲学に対する理解を深めています．私にとって，読書会はなくてはな

ベーションの取り組みです．このイノベーションに体系的に組織的に取り組む

らない存在です．

ためにも，マネジメント能力の向上は不可欠の課題ともいえます．

回を重ねるごとに，研究会方式のような新たなニーズも生まれていますが，多
様な参加者の参加動機を満たすには，ワークショップ形式の読書会は最適です．

二つ目が，
「政治的，社会的結合」
です．
地域社会の政治的結合とは，地域社会のビジョンをもとに地域住民に一体感
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をつくり出すことです．この地域ビジョンの欠如が，あらゆる施策を細切れに
し，個別対応に終始する原因ともなっています．この地域ビジョンこそが，地
域住民の自助，共助，公助の指針や目標となり，活動の基盤となります．
現在，九州の地では，市町村の首長が策定したローカル・マニフェストによ
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あの夏，
人生を変えた1 冊との出会い
In the Summer, A Book Changed My Life

る地域社会づくりに取り組む市町村が増えています．その成果の検証を通して

友渕将樹

浮き彫りになってきているのが地域社会のビジョンです．

Masaki Tomobuchi

次に地域社会の社会的結合です．地域社会の社会的結合とは，経済的事業に

（日本軽金属㈱）

なじまない社会的ニーズや課題に取り組み，
コミュニティを創造することです．
その主たる担い手が，NPO です．
現在地域社会での大きな課題は，
高齢者社会が生み出すさまざまな問題です．

ドラッカーの著作をはじめて読んで，のけぞりそうになるくらいの衝撃を受
けたあの暑い日のことは，あれから 10 年たったいまでも，私の脳裏に鮮明に

それと表裏一体の関係にある少子化の問題です．この問題を放置したり漫然と

焼き付いている．まさに私の人生を変えた 1 冊との出会いだったと，いま改め

取り組むことは，確実に地域社会の衰退につながります．これは単に，高齢者

て思うばかりである．

が抱える問題などではなく，地域社会のビジョンをとおして地域社会のコミュ
ニティを創造する問題です．このことが地域社会の活性化ともなります．
これまでみてきた
「経済的な能力と政治的，社会的な結合」による地域社会の
創造とは，次のようなことを意味しています．

本店人事課長の薦め
大学卒業後，
現在の勤務先であるアルミニウム関連メーカーに就職した私は，

地域社会の課題に対して，企業，NPO，地域社会の自治の活動をとおして

12 年前の 1997 年 8 月，地方の工場に管理担当
（経理・人事）
として配属された．

地域住民が地域社会を創造することが，
「一人ひとりの人間に対して
『位置』と

配属直後こそは，消費税率引き上げ前の駆け込み需要の余波もあって，工場

『役割』を与え」ます．地域社会が地域ビジョンをもち，企業，NPO が明確な使

にはまだまだ活気があったが，秋になると，証券会社や銀行が自主廃業や経営

命と目的をもって事業を行うことが，
「重要な社会権力が『正統性』」の根拠の一

破綻する金融危機が表面化して一気に不況へと突入し，大幅な減産を余儀なく

つを与えます．

される状況となった．管理担当としての私の職務は，生産設備の縮小や人員削

つまるところ，地域社会の創造とは，機能する社会を創造することです．

減など，リストラめいた後ろ向きの内容が極めて多くなり，入社間もない 20

このような地域社会の活動を支える資源の一つがマネジメントです．このこ

歳台前半の私は，目標を見失って漂流状態に陥ったあげく，何とも元気のない

とは見過ごされがちですが，地域社会にとって，適切なマネジメントを構築し
ていくことは大きな課題です．

若者だったように思う．
当社では当時，全国各地の工場に配属されていた若手の人事スタッフを 2 カ

しかしながらこのマネジメントという資源は，一朝一夕にできるものではあ

月に 1 度，東京の本店に集めて，情報交換や自主的な勉強を目的とした会議を

りません．地道な努力と意図をもった活動から生まれます．そのためには，そ

開いていた．そこでは，私と同じように悩む同世代の仲間や，逆に風を切って

の活動を支援する機関を必要としています．

本店を闊歩する同期入社の仲間に会えることもあって，
その会議は私にとって，

したがって，私の目標の一つが，九州の地にドラッカリアンセンターを創設
し，マネジメントに関わる情報の収集と発信を行うことです．
これからも，多くのドラッカリアンの皆様方と連携しながら，この高い目標
を目指して頑張っていきたいと思っています．
【略歴】独立行政法人雇用・能力開発機構福岡センター八幡職業能力開発促進センター．
ドラッカー学会九州支部幹事．法政大学法学部卒業．福岡ドラッカー・マネジ
メント研究会ブログ「トッキノート」でドラッカー・マネジメント普及活動を開始
（http://blogs.yahoo.co.jp/tmwave21）．

まさに貴重な息抜きの機会でもあった．
忘れもしない，1999 年 7 月の会議の冒頭だった．当時の本店人事課長が 1 冊
の本を手にして，こう言ったのである．
「もし君たちが，たとえば仕事や人生について悩んでいるならば，私に
『だま
された』と思って，本屋でこの本を買って帰りなさい」
その本こそが，まさに私の人生を変える 1 冊となった『明日を支配するもの』
だった．
私は，まさに
「だまされた」
と思って，池袋の書店で同書を購入し，帰りの新
幹線の車内で本を開いた．すると，冒頭の「はじめに」から一気に引き込まれ，
下車駅に到着したときには，
久しぶりに味わったアカデミックな刺激のあまり，
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涙が止まらなくなるくらいに感動していた．
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トと競争しているのか」 という比喩には，ほとんど絶句した．
「かつて会社は，
（4）

ピラミッドのように永続することを目指してつくられた．いまはテントに過ぎ

「自らをマネジメントする」

ない」 を読んだときは，当時，進行していた鉄鋼や銀行の大型合併劇が思わ
（5）

ずオーバーラップした．

私はその後，同書を何度読み返したか分からないが，なかでも第 6 章
「自ら

「洗剤メーカーのエグゼクティブはみな，洗剤がどれだけ洗い落とすかが，

をマネジメントする」は，いま改めて読んでも衝撃的である．こういう考え方

主婦の最大の関心事であり，絶えざる興味の的であり，常に比較していること

があったのか，と自分自身の未熟さを思い知らされるとともに，なぜ学ぶのか，

であると信じ込んでいる」 などという一節は，高機能高付加価値こそ生き残

なぜ働くのか，という長年の悶々とした素朴な疑問に対して，これほどシンプ

る道として妄信しがちな製造業に身をおく者として，単純に笑い飛ばすことが

ルかつ明確な答えは，だれからも聞いたことがなかったからである．

できず，ある工場長に
「本当にそうですよね」
と同意を求める私がいた．

（6）

「わずか数十年前までは，ほとんどの人にとって，自らの強みを知っても意

1909 年生まれのドラッカーは，74 年生まれの私にとって，まさに祖父のよ

味がなかった．生まれながらにして，仕事も職業も決まっていた．農民の子は

うな存在である．99 年当時でも，ドラッカーはすでに 90 歳前後だったが，そ

農民となり，耕作ができなければ落伍するだけだった．職人の子は職人になる

れでもこのような柔軟なものの見方や考え方ができることには，いつも驚かさ

しかなかった」

れるとともに，逆に，老境に差しかかったからこそ到達し得た「枯れた悟りの

（1）

私には子どもはいないが，もし子どもから
「お父さん，どうして勉強しなけ
ればならないの？」と聞かれたら，まさにこの一節を引用した上で，人生の選
択肢や可能性を少しでも広げるためだと答えるだろう．そして，自らの努力に
よって，道を開いていくチャンスが与えられていることについて，改めて思い
を致すべきだと語るだろう．

境地」なのではないか，とも思えた．

一種の人生論
ドラッカーの著作には，時折，一種の人生論が含まれていることがある．語

「知識労働者」
として，日々の職務に向き合う姿勢に関する一文は，私にとっ

弊があるかもしれないが，男としての剛毅さ，あるいは決断する勇気を鼓舞す

て耳の痛い限りだったが，当時の私に勘違いを気付かせ，大きく軌道修正する

るかのような記述によって，仕事や人生で悩んだり，判断に迷ったとき，何度

契機となった．

救われたか分からない．

「上司に仕事をしやすくさせることは，部下のつとめである」 ，
「見習いの
（2）

段階を過ぎれば，自らの仕事については上司よりも詳しくなければならない」

（3）

「賢くあろうとするな．真面目であれ」 という表現には，愚直に努力しよう
（7）

という私自身の人生観と重なるところがあって，なぜか心底嬉しかった．

という一節によって，私が抱いていた
「上司は何でも知っている（はず）」という

「人間にとって成長ないし発展とは，何に対して貢献すべきかを自らが決定

前提条件は，ほとんど完全に覆された．しかし，それならばそれを知識労働者

できるようになることである」 という一文は，今後，私が目指すべき方向を

の心構えとして謙虚に受け止めて，気持ちを切り替えて明日からまたがんばろ

示してくれているようにも思えた．

うと素直に思わせてくれたのである．

知的興奮の連続
24 歳の夏から，ドラッカーの乱読がはじまった．独身寮の私の書架は，た
ちまちドラッカーの本に占領されていった．
ドラッカーの文章は，翻訳者の意図もあるかもしれないが，いずれも極めて
平易である．コンサルタントとして収集した豊富な実例だけでも，読んで知る
価値があると思うが，その具体例をドラッカーなりに解釈し，その結果，一般
的な常識や前提条件がいかに間違っているかを論証する過程は，あまりに切れ
味が鋭く，鮮やかであり，ほとんど中毒状態に陥る知的興奮の連続だった．
顧客にとっての価値を論じた
「キャデラックはダイヤモンドやミンクのコー

（8）

人事課長の推薦によって，はからずもドラッカーの 1 冊の著作を読み始めて
から，私は明らかに仕事に向き合う姿勢を変え，人生や会社に対する考え方が
大きく変わった．それまでは，どちらかといえば専門職志向だった私が，組織
としての成果や意思決定，すなわち経営そのものに興味をもつようになり，加
えて，自らの仕事を経営との関係において考える習慣が身についた．同時に，
リーダー（経営者）
としての素養を磨いていきたいとも思うようにもなった．

自己管理による目標管理と人事制度改革
私が 29 歳になった 2003 年，人事制度の改革について，会社と労働組合で合
同の検討会を開くことになり，私も事務局
（会社側）
の一員として加わることに
なった．このとき私が全面的に依拠したのが『現代の経営』および『マネジメン
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だった．
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ないのである．

当社も，当時すでに目標管理制度を導入していたが，工場の製造現場で働く

2005 年 7 月，31 歳を目前にした私は，8 年間の工場勤務を終えて，本店人事

技能職が主体の当社では
「部門目標を実現するための個人目標」という考え方は

部に転勤し，人事部長となっていた人事課長を，今度は直属の部下として支え

希薄であり，全体的な傾向として，たとえば
「○○の資格を取得する」とか，あ

る立場となった

るいは
「ミスをなくす」
「がんばる」というような目標が多かった．それはそれ
で尊重すべきだとは思うが，目標を共有して全員が一丸となって突っ走る，と
いう行動や姿勢は生まれにくいのではないか，という問題意識を私自身は持っ
ていた．
しかし当社では「上司に指示されて動く工場の現場や事務職には
『目標』とい
う概念はなじまない」という意見が根強かったのも事実である．そこで私は躊
躇なく，ドラッカーが引用している
「三人の石切り工の話」を何度も拝借し，
「組
立ラインの職長さえ，企業全体の目標と製造部門の目標にもとづいた目標を必
要とする」 という一節を切り札にして，私の考え方を，自信をもって述べる
（9）

ことができたことは幸いだった．
2004 年に当社の人事制度は改定され，その結果，目標管理に極めて重点を
おく制度となった．
そのような改定趣旨を主張したのは私だけではなかったが，
ドラッカーの言説を自社の政策として実現できたことは，大きな励みになった．
しかし，制度をつくるだけでは人が動かない．それは「よき意図」の表明に過
ぎない，というのもドラッカーの思想である．制度の運用にあたっては，絶え
ざる見直しを図っていかなければならないことも，同時に痛感している．

むすび

．

（12）

これも，ドラッカーが引き合わせてくれた縁だったのかもしれない，と思っ
ている．
【注】
（1）
『明日を支配するもの』1999 年，p.194
（2）
『明日を支配するもの』1999 年，p.221
（3）
『明日を支配するもの』1999 年，p.21
（4）
『ドラッカー選書 3 ／現代の経営／上』1996 年，p.73
（5）
『P.F. ドラッカー経営論集』1998 年，p.132
（6）
『ドラッカー選書 2 ／創造する経営者』1995 年，p.136
（7）
『ドラッカー選書 5 ／乱気流時代の経営』1996 年，p .2
（8）
『ドラッカー選書 3 ／現代の経営／上』1996 年，p. 17
（9）
『エッセンシャル版マネジメント／基本と原則』2001 年，p. 139
（10）ダイヤモンド社「LIVING LEADERSHIP」講演「経営者の条件」，2004 年 11 月
（11）
『ドラッカー選書 2 ／創造する経営者』1995 年，p. 17
（12）その後，その人事部長は異動しており，現在は上司・部下の関係ではない．

【略歴】1974 年 9 月，東京都生まれ．1997 年，中央大学法学部卒業後，日本軽金属㈱入社．
現在，本店人事部勤務．

ドラッカーは2005年秋に鬼籍に入られた．
一度でいいから，生身のドラッカー
と会ってみたい，話を聞いてみたいと思っていただけに，極めて残念だったが，
生前，ビデオ講演

という形で話を聞くことができたのは幸運だったと思う．

（10）

歴史の流れとは残酷である．ドラッカーが
「いかなるリーダーシップも，う
つろいやすく短命である」 と断言したように，
『企業とは何か』において取り
（11）

上げたゼネラル ･ モーターズは，今年 6 月に破産して公的管理下におかれ，『現
代の経営』
で
「最も成功している企業の一つ」
として 1 章を割り当てたシアーズ・
ローバックは，合併や通信販売の打ち切りなどで，昔日の面影はないという．
この両社こそが，企業がいかに興隆し，そしていかに衰退していくかという
ドラッカーの理論を忠実に演じてしまっていることは，あまりにも皮肉である．
しかし逆に，ドラッカーの言説が古びるどころか，ますます輝きを増している
証左であるともいえるだろう．
それだけに「もしドラッカーに出会わなかったら……」
，いや正確には
「もし
あのとき，人事課長があの本を薦めてくれなかったら……」
「もしあのとき，
私があの本を買わなかったら……」と思うと，何とも恐ろしくさえ感じてなら
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強みの上に築かなくてはならない．自分はどこに属しているか，自分は何
を学ぶ必要があるか，自分は何が得意か，自分の価値は何か，自分は何者か，
自分の強みは何か．これらのことを認識し，どのように効果的に社会に貢
献できる人物になるかを考えることである．幸い私は早い時期に自分は自
ら経営することが不得意であり，むしろ経営者にアドバイスすることの方

What Drucker Taught in His Later Years

八木澤智正

Tomomasa Yagisawa

（ドラッカー・スクール 2004 年卒）

が得意であることに気が付いた．
・自分の身をどこに置くかを自分で決め，それに対して責任を持たなくては
ならない．これは歴史上極めて新しいことである．昔は職人の息子は職人
になると決まっていた．個人にその選択の自由と責任はなかった．
・内側を見る前に外にある変化を見よ．それが自分の所属している組織と自

Summary
In his later years from 2 0 0 3 to 2 0 0 5 , Professor Drucker gave special
lectures to students, faculty, and community members of the Claremont
Colleges. His talk covered various topics: finding own strength to
contribute to the society, looking outside before looking inside, what a
change means to yourself, what is school, what is our results, the balanced
score card, ethics and leadership, the job of the top executives, the new
definition of a market, outsourcing, changing environment of Japanese
businesses, and what Professor Drucker expected for Drucker alumni in
Japan. This article is an attempt to introduce what Drucker taught in his
later years that are not always written in his books.

分自身にとって何を意味しているかを考えよ．人口動態の変化は特に注視
しなくてはならない．何かの予兆にも気付かなくてはならない．1989 年当
時，将来中国が工業輸出国になるという話を聞いたとき，それを信じる者
はいなかった．だが，当時中国では英語で書かれた工業生産のマニュアル
が着々と中国語に訳されていた．こういった変化の予兆にどれだけ気付く
かが重要である．
学校とは何か？

ドラッカー・スクールの今後について，ドラッカー教授が

MBA の学生と語り合う会合が 2003 年の暮れに開催された．ドラッカー教授は
学生にこう語った．
・学生は学校の顧客であると同時に製品である．学生は学校から多くのこと
を得て自分を向上させることに集中すべきである．
・マネジメントスクールの役割は
「良い就職を実現すること」
である．

私は，2003 年から 2005 年までの間，特別講義，ご自宅での面会，ドラッカー・

・私は職務経験のあるエグゼクティブを中心に教えてきた．職務経験のない

スクールのイベントなどで，ドラッカー教授のお話を伺う機会に恵まれた．教

者はまず，仕事をすること．新卒の学生が相談に来たら，私は「まずは仕

授の語り口はいつもウィットに富んでいて，1 時間半ほどノンストップで話し

事に行け！」
と叱咤する．

続けられ，その言葉はそのまま書籍にできるような完璧なセンテンスで構成さ
れていた．
私の知る限り，晩年期のドラッカー教授の講義内容は必ずしも書籍として世
に出ていない．晩年期にドラッカー教授が学生に語りかけたメッセージをいく
つかご紹介したいと思う．

個人と社会
2003 年 5 月，ドラッカー・スクールでマネジメントを学ぶ留学生に対してド
ラッカー教授は以下のように語りかけた．
・自分が何者であるか，自分が何が得意であるかを知っている人はほとんど
いない．子供は苦手なことを克服する必要があるかもしれないが，大人は

成果
われわれの成果とは何か？

ドラッカー教授は2003年秋の特別講義で
「成果」

について語り，以下の 4 点を強調した．
・短期・長期の 2 つの成果目標を定めなければならない．この 2 つは互換性を
持ちながらも別のものである．
・ある時は短期目標，ある時は長期目標に重点を置かなくてはならない．ま
た，ある時は資本市場に，ある時は人材市場に力を注がなくてはならない．
この判断のためにマネジメント陣は給料をもらっている．
・成果の対象のバランスを取ることが大切である．優先順位をつけ，必要に
応じて優先順位を変える柔軟性を持たなくてはならない．
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論の熟知と実践力が必要である．
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・かつてアメリカでは，株主価値（利益）の最大化をトップエグゼクティブの
仕事としていた．一方，
日本ではコミュニティの提供がトップエグゼクティ
ブの仕事であり，会社は家族であってコミュニティであるとしていた．だ

バランス・スコアカードについて．自身が1953年に考案したスコアカードと，
その後ハーバードで考案されたバランス・スコアカードはほぼ同じものだとい
う．ドラッカー教授はバランス・スコアカードについて以下のようにコメント
された．
・バランス・スコアカードの重要性は，その個々のアイテムにあるのではな

が，もはやどちらも無効となった．
・トップエグゼクティブの仕事は，さまざまな需要に応えること．ソリュー
ションとなること．
・市場には3つある．サービスと製品の市場，
人材市場，
そして資本市場．トッ
プエグゼクティブは，この 3 つの市場すべてを満足させなくてはならない．

い．バランス・スコアカードは，組織全体を異なる観点から見ることを強
いるところにその重要性がある．
・組 織人は誰しも
「自分のセクションこそがプロフィットセンターであり，
他のセクションはコストセンターだ」と考えがちである．多くの経営者は
このような考えをやめさせようとするが，それは間違いである．むしろ範
囲を決めて推奨なくてはならない．経営トップの最大の仕事は，従業員が
自分の取り組んでることに熱狂するように仕向けることである．バランス・
スコアカードはそのための羅針盤となる．
・最も複雑化した現代の組織は病院である．病院組織は複雑になり過ぎてい
て機能不全に陥っている．一方，企業は概ねシンプルである．病院，企業，
大学．その複雑さこそ違えど，それぞれ幾つかの側面をもっている．バラ
ンス・スコアカードは，そのいくつかの側面を露にするツールとして有効
である．

マーケティングについて．「グローバルに考え，ローカルに行動する．」この
ような表題をつけてドラッカー教授はマーケティングについての講義を行っ
た．
・市場をがっちりと定義しすぎてはいけない．何が本当に起こっているのか
をよく見ること．
・イノベーションとマーケティングの 2 つのみがプロフィットセンターであ
り，後はすべてコストセンターであるという事実は今でも変わらない．さ
らに厳密にいえば，プロフィットセンターは組織の外にある．2 度，3 度に
渡って，購入したり，仕事を依頼してくる顧客のみが真のプロフィットセ
ンターである．
・ローカル・マーケットというものが消失した．日本人がマネジメントスクー
ルを選ぶ際，クレアモント大学院と慶応大学，一橋大学を比べる時代であ
る．また，私の使っている補聴器はロサンゼルスで買ったものではなく，

倫理とリーダーシップについて．倫理とリーダーシップについて何を考える
べきか，ドラッカー教授は次のように語った．

スイスから取り寄せたものである．さらに米国向けに発売された私の最新
の著書を最初に購入したのは，アマゾン. com を通じて注文した南米の方

・リーダーの唯一の定義はフォロワーがいることである．

だった．リージョナルな考え方が無効となった．このような変化を意識し

・リーダーに必要な資質には 3 つある．
「何をしたいか」ではなく，「何がなさ

てマーケティングを考えなければならない．

れるべきか」と直面して行動するのが第 1 の資質．国際政治に興味がなかっ
たトルーマン大統領が国際政治に真剣に取り組んだのはその好例である．
第 2 の資質は，何を意味しているかが人々に伝わっていること
（これは必
ずしも，何を言うかではない）
．ルーズベルト大統領はこの好例であった．
さらに第 3 の資質として，リーダーは信頼される人物でなければならない．
マーシャル元帥はこの好例であった．
・そ もそもビジネス倫理などというものは存在しない．倫理，倫理，倫理．
それしかない．ビジネスに特有の倫理が存在するというのはおかしい．

ビジネス
トップエグゼクティブの仕事について．

アウトソーシングについて．
コストを理由にアウトソーシングするならば，それは不正解である．アウト
ソーシングはパフォーマンスを理由に検討しなければならない．

日本
日本企業について．2003 年秋の特別講義で筆者は「近頃，日本企業は近視眼
的になってきているように思うが，日本企業に対するアドバイスはあるか？」
という質問をした．
これに対するドラッカー教授の答えは以下のようであった．
・日本企業が近視眼的になってきたのは財務的成果に敏感になってきている
からである．
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・銀行や系列会社が助けてくれることは急激になくなりつつある．近いうち
に敵対的買収が始まり，銀行やグループ企業との強い関係は崩壊していく
だろう．ついに真の資本経済が日本にやってくることになる．日本企業は
本来の資本経済を知らなかったし，注視して来なかった．
・これからの日本では，外資系の方が国内企業よりも多くなると思われる．
・1 950 ～ 60 年代に発明され，しばらくの間うまくいっていた日本のビジネ
スシステムが急速に無効になりつつある．たとえば終身雇用，年功序列が
それにあたる．
・数年のうちにまったく新しい日本経済が出現するだろう．輸出に頼るだけ
でなく，近代的な国内経済の成熟が進むのではないか．今までのところ，
日本は国内経済の成熟に欠いている．
ドラッカーの講義を受けた日本の方々へのメッセージ――．2004 年 11 月，
95 歳の誕生日に，インターネットを通じてドラッカー教授は東京に集まった
ドラッカー・スクールの卒業生たちに以下のように語りかけた．
・日本の人々には世界のリーダーシップの役割を担ってほしい．
・情報社会が発達し，世界経済が複雑化する中で，先進国のリーダーたちの
果たせる役割は大きい．
・日本の危機は，経済にあるのではない．
・新しい経済社会においては，文化の理解こそが重要である．
・日本は世界初の非西洋の先進国であり，自らの文化を犠牲にすることなく
先進国となることに成功した．
・日本は自らの価値観，伝統，組織を用いて近代社会を率先することに成功
してきた．
・新しい知識，新しい情報などにもとづいて，新しい世界経済社会の下にお
いてリーダーの役割を果たしてほしい．
・日 本の人々にはビジネス以外の領域においても，日本国内のみならずグ
ローバル社会に対してリーダーシップを果たしてほしい，そのように願っ
ている．
ドラッカー教授の関心事は社会と個人にあったと思う．教授の社会を見る目
は「すでに起こった未来」
をみつめ，それが歴史の中で周期的に繰り返される事
象のうち，何の予兆にあたるのかを洞察するものであった．一方，個人に対し
ては，変化し続ける社会の中において，いかに効果的に活躍・貢献できるか，
ということに主眼を置いていたように思う．
「組織は個人と社会を結びつける器であり，組織を効率的に機能させるため
にマネジメントが必要である」
というメッセージを教授の講義の随所に感じた．

ドラッカー教授が学生に語ったこと―― クレアモントの教壇から
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【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㈱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．共訳書に『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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当時私は，外資系コンサルティング会社で政府官公庁や大組織向けの組織・

ドラッカー教授へ

人事制度革新，
業務プロセス改革，
全社新業務管理システム導入などのプロジェ

――経営の父からの学びは，仕事と人生をどう
変えたのか
A Letter to Professor Drucker: How Did the Teachings of Management
Guru Change My Career and Life?

藤田勝利

Katsutoshi Fujita
（エンプレックス㈱）

クトに関わり，それなりに充実した仕事をしていました．しかし，どこか満た
されない思いを持っていました．頭脳明晰で優秀な先輩や同僚，最先端のコン
サルティング手法，最新の IT ソリューション，そして膨大な報告資料……い
ずれも刺激に満ちた職場環境でした．しかし，クライアント組織の
「経営」
が本
当によくなっているという実感を持てなかったのです．情報技術，人事，財務・
会計といったテーマにはそれぞれ方法論が語られた事例や書籍が多数あるのに
対し，「経営」
「マネジメント」については，全体を包括した原則論が語られて
いないことも不思議でした．
その後，2000 年前後の，いわゆる IT バブル期に，日本中，世界中が大いに
盛り上がりました．ビジネスモデルが明確でない企画でも，
「IT」
とつくだけで，

ピーター・フェルディナンド・ドラッカー教授
あなたがこの世を去り 4 年，サブプライム・ローン問題，リーマンショック，

仕事やお金がついてきました．私も，インターネットを活用した新事業に関わ
ることが多くなりました．誰もが，
「株式公開」
「ストックオプション」
「M ＆ A」

未曾有の大不況など世界は混迷を深めています．今，あなたがこの世に生きて

について語りました．しかしながら，私のまわりでも，一部時流に乗った先行

いたら何と言うでしょうか．2000 年以降，IT バブルの崩壊，企業の会計不祥

者を除き，それらの事業の多くが，社員や株主への責任を果たすことなく消え

事などが相次いだ際に言っていたように，
「
（混乱は）驚くに値しない．基本と

ていきました．それを目の当たりにする中で，「マネジメントの基本と原則と

原則に反するものは例外なく破綻する」
そして，｢変化をコントロールすること

は何か」
「よい会社，よい組織とはいったい何か」というテーマが私の中でます

はできない．できるのはその先頭に立つことだけだ｣と改めて信念の言葉を述

ます大きくなっていきました．それが，私が，あなたが教えていた米クレアモ

べるのではないでしょうか．

ント大学院に留学し，
マネジメントを学んでみたいと強く思ったきっかけです．

あなたの世界中の教え子たち，そしてあなたの経営哲学に共感し，組織を

数ある MBA の中から，ドラッカー・スクール一校に絞って受験しました．学

正しい方向に導こうとしているリーダーたちは，日々現場で格闘しています．

校紹介にあった
「われわれは，ビジネススクールではなく，マネジメントスクー

2002 年から 2004 年まで，ドラッカー・スクールで学んだ私もその一人です．

ルである」という言葉にさらに興味をひかれました．思いをすべて注ぎ込んだ

あなたの提唱するマネジメント理論と出会ってから 10 年，私が壁にぶつかり，

私の出願エッセイの最初の一文は，
「よい組織とは，よい経営とは何か」
という

悩み，それでも前進しようとするとき，常に，あなたとの「対話」がありました．

問いで始まります．社会に出て 8 年，30 歳という大切な時期に，あなたの理念

コンサルタントとして，そしてベンチャー企業のマネージャーとして壁にぶつ

が浸透した経営大学院で，そのテーマにつき深く考え，猛烈に学び，議論する

かり，あきらめかけた時，あなたが繰り返し使っていた「責任」という言葉がい

時間を持てたことは何より幸運だったと思います．

つも頭に浮かびました．なぜか，その言葉が強い力を与えてくれました．
あなたの生誕 100 年にあたる今，あなたの言葉を分析したり整理したりする
だけではなく，実践の中でどう活用できたのか，それが成果にどうつながって
きて，私の人生をどう変えてきたのか，それを振り返ってみたいと思います．

1.「基本と原則」
との出会い

2.「人」
「組織」
「社会」
がすべてつながっている？
ドラッカー・スクールに留学する前の私は，マネジメントをどこか無機的な，
どちらかというと利潤を生むための手段のように見ているところがありまし
た．しかし，あなたと，ドラッカー・スクールの情熱あふれる教授たちは，
「人
間と社会の幸福」のために，組織のマネジメントが不可欠であるという新しい

約 10 年前，私は書店で何気なく
『マネジメント――基本と原則』を手に取り

見方を教えてくれました．あなたの言う通り，ほぼすべての人が何らかの形で

ました．日本語版序文見出しにあった次の言葉は，当時の私にとって衝撃的な

組織と関わる組織社会において，人と社会の幸福はマネジメントのしかたにか

ものでした――「いかに余儀なく見えようとも，またいかに風潮になっていよ

かっています．それに気付かされたことで，マネジメントに大きな責任と崇高

うとも，基本と原則に反するものは，例外なく時を経ず破綻する．」

な使命があることを強く認識できました．
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さらに，あなたはマネジメントの役割として下記 3 点を示しました．
1．それぞれの組織に特有の使命を果たす
2．そこで働く人々をいかす
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3.「成果」
と
「貢献」
に焦点を当てる大切さ
「現代は組織社会であり，
組織社会とは知識社会である」
とあなたは言います．

3．社会に悪い影響を与えず，強みを活かして社会の問題を解決する．
（『マネジメント』）

「ナレッジワーカー」
というあなたの言葉も有名です．しかし，あるとき，あな
たが最も言いたいことは，「知識社会とは成果をあげることが求められる社会
である」という点の方なのではないかと気付きました．工業社会においては，

「IT」
「財務」
「人事制度」などいずれも細分化された手段の話ばかりが取り上

一部のトップマネジメントが計画を立て，設備・工場でのアウトプットが明確

げられる中で，あなたは明快に経営の目的を示しました．事業のマネジメント

にされ，人間はそれらの作業が滞らないよう動くことが求められます．しかし，

をする上でも，また，コンサルティングをする上でも，
「経営の目的」
「マネジ

知識時代になり，システム開発，デザイン，企画，コンサルティング，広告，

メントの役割」から考えられるようになれたことが，私の行動を変えました．

イベント管理などの業態や業種が主流になる中で，働く人たち全員に「成果を

顧客に情報システムを提案する際にも，経営の目的に照らして提案を作るよう

定義し，成果を上げる」というとてつもなく難しい仕事が求められるようにな

になりました．そのシステムを活用することで，企業の強みや社員の強みがど

りました．

う活かされるのか，どのように社会にとって必要な事業になりうるか ――そ

私自身，IT 系の事業会社で執行役員を務めていますが，ただソフトウェア

れらを述べることで，多くの顧客企業がシステム以前に，本質的な経営課題に

を作るだけでは，工業時代の発想と変わりません．どんなソフトウェアが，い

目を向けてくれるようになりました．また，一般には明確に認識されていない

つ，なぜ必要なのか，それらに付随するサービスはどのように組み合わせなけ

「マネージャー」
と呼ばれる人たちの資質についても，首尾一貫した判断基準を
持てるようになりました．上記の役割を果たす意志と情熱がある人こそが，マ
ネジメントのポジションに就くべきであることを認識しました．

ればいけないのか，日々議論し，意思決定していかなくてはなりません．
「成果と貢献に集中する組織をつくりなさい」
とあなたは言います．しかし現
実にはどうでしょう．会社内では，愚痴，誹謗中傷，根拠のないうわさ話，足

余談ですが，私がドラッカー・スクールを卒業してすぐに，ライブドアの元

の引っ張り合い……成果と貢献とは正反対の話で溢れかえりがちです．それら

社長である堀江氏が大手放送局の買収を画策し，世間を騒がせました．時代の

に付き合っていくと，話す方も，話される方もエネルギーが低下します．あな

寵児として，日本中が，マスコミや政治家までも堀江氏を持ち上げていました．

たが，「問題よりも機会に，人の弱みよりも強みに目を向けなさい」
と教えてく

ある日私の父が，「おまえは彼をどう思う？」と聞いてきました．私は，
「彼の

れたことで，
私は正しいリーダーシップの方向が何かを見失わずにすみました．

話は，マネジメントの原理原則を外していると思う．事業の使命，人間の活か

組織が大きくなると，人心を統一し，共通の目的に向かわせることが困難に

し方，社会への価値についての説明がまったく足りない．このままでは，彼の

なります．次々に溢れ出る問題，社員の内向きな発想，できる可能性よりもで

取り組みは絶対に失敗すると思う」と答えました．結果としては，諸要因あり

きない理由を探したがる性質，さらに，できない理由を理路整然と語る人が政

ますが，彼の取り組みは成功しませんでした．メディアで解説する知識人と呼

治的な力を得る……このような絶望的な局面でも，あなたの声が私を強く後押

ばれる人たちでさえ，私が確認した範囲では，9 割以上が当時の堀江氏の言動

ししてくれます．全員の気持ちを一気に前向きにはできません．しかし，わず

を支持または容認していました．アメリカ流の資本の論理をかざし，
「法律に

かでも｢機会｣を信じついてきてくれるメンバーの強みを徹底的に活かし，成果

は触れてないし，彼を裁くことはできない」という論調でした．私は，日本の

について認識を合わせ，小さくても確かな成功体験を上げていくことで，確実

経営に対する思想がここまで低レベルになってしまったことに失望しました．

に組織の雰囲気が変わります．それは，弱みや問題点を論議するよりもはるか

ちなみに，私自身，堀江氏の突破力，バイタリティは素晴らしいと感じていま

に勇気が必要であり，リスクをとる形ですが，そこから生まれる成果はとてつ

した．どちらかというと好きでした．ただ，マネジメントの原理原則と照らし

もなく大きいことを私は確信しました．

た場合，経営者としての彼は明らかに資質と説明責任を欠いていることに気付
きました．
当然，事業なのでいつも理想どおりには進みません．しかし，あなたが原則
を示してくれたことで，
「何が経営の正しい姿で，何が正しくないか」を洞察で
きるようになり，戦略立案や組織づくりに取り組む上でも，何より貴重な財産
となりました．

成果を上げるための徹底した議論の前に，「人間関係改善」
「コミュニケー
ションの改善」といったソフトアプローチばかりに注力している会社が多くあ
ります．それだけでは成果が上がらないことを，私は現場であなたの教えを実
践する中で学びました．
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4. イノベーションの
「方法」
3 年前，私は会社の中で事業開発の責任者となり，
「事業開発部」という部を
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くことを思いつきました．
それは，
まさに，
あなたの言う
「予期せぬ成功」
「ギャッ
プの認識」から生まれたアイディアでした．その製品とは，ソフトウェア開発
業など，プロジェクト型で業務を遂行する企業向けの
「プロジェクト原価管理」

新設し，自ら部長に就任しました．それまでマーケティングの責任者として十

用のソフトでした．多くの会社が手作業や表計算ソフトでプロジェクトごとの

数名の部下を持っていましたが，後任に引き継ぎ，
「部長，部員兼務」の 1 名体

労務費や外注費，その他経費などの原価を計算しているのに対し，私の会社で

制で新規事業の種を探し始めました．その理由は，100 名を超えた自社の組織

は，統合的な原価管理システムを自ら開発して使っていました．この製品は，

で縦割りが目立ち始め，生み出す製品やサービス，営業のしかたにも斬新で驚

販売用ではなかったのですが，宣伝もしないのに数社からの要望に応え特別に

くような発想が見いだせなくなってしまったことでした．

提供しているものでした．監査法人からも，「これは他社も必ずほしがるシス
テムですよ」
と本格的な販売を勧められていました．

「企業は 2 つの，そして 2 つだけの基本的な機能を持つ．それがマーケティン

しかしながら，
会社としては，
これまで自分たちが出してきた製品ラインナッ

グとイノベーションである．マーケティングとイノベーションだけが成果

プやブランドからやや外れるものであったため，本格的に販売するという選択

をもたらす．
」
（
『マネジメント』
）

肢をとっていませんでした．私も，新規事業の提案に奔走している際に，自分
が提案したサービスではなく，この社内システムに関する話が出ると，当初は

私は，この言葉に強く共感し，組織にイノベーションという新しい風を吹き

やんわりと無視していました．
しかし，
これこそがあなたの言う
「予期せぬ成功」

込むべく動き始めました．部には 1 名しかいませんから，社内のあらゆる部署

という，労せず，確実にイノベーションを生む機会であることに気付きました．

の人と新事業のネタを話しました．数十にのぼるアイディアを出しました．机

わが社の社内システムは，プロジェクト型事業の原価を正確に，迅速に管理す

の上で企画するだけではなく，実際に顧客やパートナー企業をまわり，事業の

るという，明らかに
「ギャップ」
になっている業務要件をカバーしており，ニー

成功可能性を探りました．時には，小規模のプロジェクトを受注し，その中で

ズも確実にあることがわかりました．また，プロジェクト型の業務形態の増加

事業のネタを探しました．最後に，
一つの事業アイディアに辿り着きましたが，

や，IT 企業に対する厳しい上場審査など時代の変化もあり，初年度 2 名の体制

その際に何度も読み，参考にしたのが，
『イノベーションと起業家精神』という

で 1 億円，2 年目に 3 億円，3 年目の今期，不況のさなかでも約 5 億円の見込み

あなたの本でした．

と順調に販売が増加しています．そして，他のどの製品よりも高い開発投資利
益率を誇っています．
『イノベーションと起業家精神』
に書かれていたあなたの

「イノベーションとは，起業家に特有の道具であり，変化を機会として利用
するための手段である．それは体系としてまとめ，学び，実践できるもの
である」
（
『イノベーションと起業家精神』
）
イノベーションというものが技術上の歴史的発見や，天才のひらめきという
ものではなく，体系としてまとめ，学び，実践できるものであるというあなた

メッセージは，確実に成果につながることがわかりました．以来，私は多くの
起業家たちにこの本を薦めています．

5.「真摯さ」
，そして「何によって覚えられたいか」
「マネージャーにできなければならないことは，そのほとんどが教わらなく

の考えに，
大きな勇気をもらいました．新しいことを行うことは勇気がいるし，

ても学ぶことができる．しかし，学ぶことのできない資質，後天的に獲得

リスクも伴います．しかし，あなたは，
「起業家のリスクは小さい．リスクが

することのできない資質，はじめから身につけていなければならない資質

大きくなるのは，彼らが
『何をしているか』が見えていないときである」と書い

が，一つだけある．才能ではない．真摯さである」
（
『マネジメント』
）

ていました．私は，「イノベーションのための 7 つの機会」を読み，現場で得た
情報と感覚を総動員して新事業のテーマを考えました．そうすることで，意思

あなたから教わったことの中で最も難しいのが，この
「真摯さ」
なのかもしれ

決定する際のリスクが明らかに減少していく気がしました．不確定な事業アイ

ません．部下に対してじっくり向き合わず，感情的に叱ってしまったとき，顧

ディア自体よりも，実際に社会にある機会に目を向けることで，
「何を，なぜ

客の視点を欠いた判断や行動をとってしまっているとき，トラブルが発生した

やろうとしているのか」が明快に腹に落ちるような気がして自信がわいてきま

際に自分以外の何かのせいにしたくなるとき……まだまだ未熟な私は，とても

した．

真摯とはいえない行動を繰り返しとってしまいます．しかし，帰宅途中，そし

具体的には，社内で活用していた業務システムを新製品として世に出してい

て眠りにつくとき，果たして自分がとった対応は真摯だったといえるか，常に
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あなたの言葉，考え方を自ら現場で実行し，それを一人でも多くの経営者・
リーダーたちと共有し，ともに成果をあげていくことが自分の使命と思ってい

例えば，一方的に叱ってしまった部下と，もう一度時間をじっくりとり話し

ます．あなたの生誕 100 年が，未曾有の時代転換の時と重なったことも偶然で

合ってみる．ぶつかった同僚に対してメールを送り，反省の気持ちと合わせ自

はないと思います．「将来を予測する最も確かな方法は，自らそれを創造する

分が信念を持って伝えたいことを率直に伝えてみる．顧客の要望に少しでも応

ことである」――．あなたのメッセージを忘れず，変化の先頭に立つ勇気を持

えられるよう，もう少し知恵を絞って解決策をさぐってみる……いろいろと前

ち続けたいと思います．

向きな考えが浮かびます．そして，私の経験に限ってみれば，これらの対応策
は必ず良好な結果につながります．おそらく，部下，同僚，顧客との信頼関
係という得難い財産が生まれ，遅かれ早かれ事業の成果につながるからなので
しょう．
また，あなたは，
「何によって憶えられたいか」
という根源的な問いを私たち
に発してくれました．宗教の先生であったフリーグラー牧師から，あなた自身
が 13 歳の時に聞かれたというこの問いは，まさにあなたの言う通り，
「自己刷
新を促す問い」
であり，
「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」です．日々の忙しい業務の中で，見え
にくくなっている根本的な価値観と働くことの幸せを思い出させてくれます．
私は，この言葉が書かれたページをコピーし，部下全員にメッセージととも
に渡しました．おそらく全員がその意味するところを理解できたわけではない
と思います．しかし，あなたの言うように，
「運のよい人は，フリーグラー牧
師のような導き手に，若い頃そう問いかけられ，一生を通じて自らに問いかけ
て続けていくことになる」ものであるとすれば，私も微力ながら部下に対して
その役割を果たさなければいけないと思ったのです．

6. 最後に
「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」
（『現
代の経営』
）
私は，あなたのこの言葉が好きです．
「マネジメント」を専ら既存のものの管
理ととらえ，どちらかというと受動的，静的に考える人がいます．しかし，あ
なたが言う通り，経営管理者とは，現代社会の最も重要な経営資源である｢人
間｣に生命を吹き込むとてつもなくダイナミックな存在です．私は，経営とい
う仕事に真摯に取り組んでいる人を心から尊敬します．
先日，中小企業の経営者向けの講演会の最後に，あなたのこの言葉を紹介し
ました．そのときの，経営者の皆さんの輝く顔が忘れられません．おそらく，
厳しい経済環境とプレッシャーの中で見失っていた経営者としてのやりがい，
醍醐味をあなたの言葉が思い出させてくれたのだと思います．

【略歴】エンプレックス㈱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．2005 年より，「経営と IT の融合」を目指し各種ビジネスソフトウェアと
サービスを展開するエンプレックス社の事業開発担当執行役員として，新規事
業の立ち上げから，収益モデルの構築，事業部責任者などを歴任．現在，主に，
マネジメント・コンサルティング，エグゼクティブ・コーチング，新規事業プロ
デュース，
業務の IT 化などの分野で各種プロジェクトを遂行している．共訳書『最
強集団「ホットグループ」奇跡の法則』
（東洋経済新報社刊）．

374

実践レポート

親愛なるドラッカー博士

375

がたくさんあります．私にも，伝えたい人，伝えたいことがたくさんあります．

親愛なるドラッカー博士

愛する人へのメッセージは，
「こうしろ，ああしろ」
といった指示や命令とは異
なりますので，そのメッセージを受け取った人が心で受け止めて，答えを出せ

My Dear Dr. Drucker

ばよいのだと私は思っています．そう思いながら，貴方の言葉を一つ一つ大切

杉下智歩子
Chihoko Sugishita

（㈱島津製作所）

に読ませていただいています．
私は，社会人になって今年で 10 年目となり，これまでに複数の企業でさま
ざまな仕事をしてきました．それぞれの仕事の上で，必要な知識とスキルを最
大限身につけて，それらを活かして仕事のパフォーマンスを上げ，自分を成長

前略

初めてお便り申し上げます．私は昨年初めて貴方のことを知り，以来

させてきたと思います．しかしながら，
昨年からのボランティア活動への参加，

貴方のファンになりました．それから約 1 年半，ゆっくりゆっくり，貴方の書

ドラッカー勉強会をきっかけに，自分が身につけてきた知識とスキルは，本当

いた言葉を一つずつ楽しみながら読んでいます．貴方のファンの多くは，貴方

に会社への貢献に役立っているのだろうか，さらには，社会への貢献に役立っ

の書籍をすべて読みつくし，自身のマネジメント論確立のために応用され，す

ているのだろうか，他にももっと自分の知識やスキルを役立たせるところはな

ばらしい成果を収めたという優秀な方が多いと思いますが，貴方の言葉は，い

いだろうか，自分にとって仕事とは何なのだろうか，そんなことを考えるよう

つも温かく見守ってくれている家族の励ましのような優しさと親しみがあり，

になり，それらの答えを探すため，自分を振り返り，これからどう歩んでいく

私は無理して走り読みするよりも，自分のペースで自分なりの解釈をしていき

のかを考えるようになりました．

たいと思っています．
初めて貴方のことを知ったのは，ある学生が書いた非営利組織に関する考察
のレポートの中でした．当時，私は人生初のボランティア活動を始めたところ
で，非営利組織の経営について，何か改善に役立つアイデアがないかと探し始
めた矢先のことでした．貴方のメッセージは，私の心の中にふんわりと残り，
「きっといつかまた出会えるな」
と思いながら，また仕事とボランティアの日々

そして，今日まで考えた中で，私は 3 つの決意をしました．貴方にも是非お
伝えしたく，ここに紹介します．

1. つくす
私は 19 歳のときに，自分が誰にも負けないことを 1 つ持とうと決めました．

に戻って行きました．そしてやはり，もう一度会う日がやってきました．それ

今思えば，これがあなたの言う
「強み」
探しの始まりでした．それは，英語だっ

が昨年のドラッカー学会の大会でした．2 度会えば当然，3 度目の出会いがあ

たのですが，それ自体は 3 カ年勉強計画どころか，一生勉強計画です．強みと

りました．社内での勉強会で
『365 の金言』を読むという私のアイデアが採用さ

言えるようになるには，一生かかりそうです．ですが，英語というまっすぐな

れたのです．

柱をもって勉強と仕事をしてきたことで，やっと強みと言えそうなものが，最

こうして私は徐々に貴方のことを知り，
ファンになりました．貴方のメッセー

近一つ見つかりました．それは，心をつくす仕事ことです．あなたの言う「真

ジは，今でも経営のトップマネジメントだけに向けられたものであると思って

摯さ」という言葉は，私自身を表現するにはもったいないと思うのですが，い

いる人が多いのですが，私は世界中のすべての人に向けられたものであると

つか自分がこの言葉にふさわしい人間になれることを目標に，毎日心をつくし

思っており，その考えを周りにも伝えようとしています．しかし残念ながらほ

て仕事をしています．心をつくした結果，何も起こらないことも，傷つき疲れ

とんどの人には
「むずかしくてわからない」
と言われてしまい，なかなか共感し

果てることもありました．そんなときは，これは自分の
「弱み」
であるかもしれ

てもらえる人は見つかりません．意見をぶつけ合える人がいても，明確な答え

ないと思ったこともありました．ところが最近，私が心をつくした仕事に，心

が書かれていないことから，
「やっぱりよくわからない」と言って，離れていっ

で気づいてくれた人が今の会社で一人，二人と出てきました．わずかですが，

てしまうこともありました．

成果も出てきています．その喜びと，あなたの
「5 つのすべきこと」の中に
「真

そんな私自身も，正直申し上げて，貴方が書いてくださったたくさんのメッ

摯さを重視すること」が掲げられているということを支えに，これからも心を

セージのうち，ほんの少ししか知りませんので，貴方の考えを十分に理解でき

つくすことで，何かが少しずつ変わることを信じ続けていきたいと思います．

ているわけではありませんが，一つだけわかったことがあります．貴方がどう

貴方が一つ一つの言葉にたくさんの思いを込めたように，私も一つ一つの仕事

してこんなにもたくさんのメッセージをすべての人に発信されたのか．それは，

に心をつくし，これを今後も私の強みとしていきたいと思います．

貴方が人を愛していたからだと私は信じています．愛する人には伝えたいこと
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時，自分が最も喜びを感じるということを知り，そのために心をつくすのが私
なのだと気づきました．仕事でビジネスの交渉をすることが多いのですが，相

私の仕事の 9 割は書く仕事です．書くことは日々修行です．自分を知り，言

手を敵だと思って
「勝つ」
ことだけを考える交渉は私のスタイルに合わず，どん

葉を知り，相手の気持ちを考え，その時ベストと思う文章を書き上げるのです

な相手であっても心がつながる可能性を信じて取り組むことで，ビジネスの成

が，次の日はもうベストではなくなっています．修行を重ねても，伝えたいこ

功にほんのわずかな貢献ができるのではないかと思ってきました．その結果，

とを言葉にするのは，まだまだむずかしいです．この手紙を書くのも，実はと

大きな変化ではありませんが，私が築き上げたつながりによって，社内の人の

ても時間がかかっています．

行動が少し変わったり，交渉相手との関係が密になったりと，何かが少しずつ

この一年半，
コミュニケーションにおける自分の強みと弱みを分析してみて，

変わってきているのではないかと思い始めていました．そして，貴方が言った

伝える力は強みとも弱みとも決めかねています．目標に対する成果は少しずつ

「他の人をすばらしい人に変えたのでなければ，何も変えたことにはならない」

出てきていますが，まだまだ最終目標のレベルにはたどり着きそうにありませ

という言葉を見つけたとき，私が仕事においても人生においても目指していた

ん．強みだからこそ高い目標が掲げられるのでしょうか，それとも，弱みだか

ものはこれだったのだと，はっきりしました．

ら目標に遠いのでしょうか．いずれにしても，社会人 10 年目として，指導的

これからもたくさんの人に出会い，
さまざまな壁に面することと思いますが，

な役割を担い，ビジネスの交渉や社内の改善，教育など，今後ますます増えて

貴方のこの言葉が，これからの私を，私らしさを失わないように，支えてくれ

いく，伝える技術を要する場面を予想するに，今の伝える力はまだまだ弱いの

ることと思います．

です．
貴方と同じく，
私にも伝えたい人，
伝えたいことがたくさんあるからこそ，

以上が私の 3 つの決意です．

伝える力を伸ばしていきたいです．強みというのは，もしかしたらこんな情熱

最後に，貴方の考えを知り，学んだことで，今年初めてできたグループのス

から生まれているのでしょうか．必ず伝える力を目標のレベルまで上げ，その

ローガンも紹介したいと思います．

末には，貴方のようにたくさんの人に向けた素敵なメッセージを世の中に出せ
るようになることが，私の夢です．
ところで，強みと弱みの分析は，貴方の考えを読んで私も最近ようやく始め

PACE ＝果たすべき役割を果たすため
関連するすべての人・物事の正常な流れを理解し，それを常に意識し

ました．「自分の強みや弱みを明らかにし，強みを伸ばすこと．
」これは絶対に

一人一人がリーダーとして

必要なことだと皆知っているはずなのですが，ほとんどの人がこれをしようと

何においても模範となることを目指し

しません．きっと皆，
自分の弱みを改めて知らされることや，自分が強みと思っ

また，グループ全員が足並みを揃えて発展することを目標とする

ていることが弱みと判明しがっかりするのが怖いのではないかと思います．し

この“PACE”
には，それぞれの文字にも意味があります．

かし，実際にやってみると，それほど気が滅入るようなことではないと思いま
した．むしろ，やる気が上がるきっかけになりました．なぜなら，弱みと思っ
ていたことが意外に強みに近いことがわかったり，弱みについてこれまで自分
がどれだけがんばってきたか気づいたり，弱みについて自分がどうすべきか考
えることで弱みを
「マイナス」ではなく
「プラス 1」
「プラス 5」というものに変え
ることができるとわかったからです．これからもずっと，強み・弱み探しを続
けていきます．

3. つながる

P：be Professional, keep the Policy
A：be an Associate, be Assertive
C：be the best Communicator, be Curious, be Consistent
E：Excelsior and Enjoy
大変長くなりましたが，最後まで読んでくださり，ありがとうございます．
貴方にはまだ直接お会いしたことがありませんが，私は心の中で何度もお会い
している気がします．4度目は直接お会いして，
たくさんお話できることを願っ
ています．その日まで，貴方の言葉を支えにがんばっていきます．


早々

世の中には，どんなに一緒にいてもどんなに話してもわかり合えないもいれ
ば，離れていても何も話さなくてもわかり合える人がいます．でも私は，今ま
で心でつながり合うことができなかった人について，これから先つながり合え
るという可能性を諦めたくはありません．私は，人と心がつながったと感じた

【略歴】㈱島津製作所分析計測事業部事業管理部法務グループ勤務．1975 年生まれ．神
戸市外国語大学卒業後，社内翻訳，弁護士秘書を経て現在企業で法務・契約を担当．
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て“ドラッカー本”
を手がけさせてもらった記念碑である．経済社会発展の主要

50 年前の小さな発見

要素がそれまでのヒト，モノ，カネから知識に変わったこの軌道変更こそが，
Discontinuity を
「断絶」と訳出した理由だったのである．そのサブタイトルに

An Encounter with Discontinuity 50 Years Ago

は「来るべき知識社会の構想」
を充てた．
その知識社会のモチーフが，すでに
『断絶の時代』
発表の 10 年前にドラッカー

藤島秀記

Hideki Fujishima
（本会理事，淑徳大学）

の頭の中にあった．その慧眼にいまさらながら驚く．しかし当時の新聞紙上で
は，対談者はこの
“革命的”
ともいえる問題提起を受けとめ話を前進させること
なく，人間関係の問題に話を転じている．すなわち安藤社長は企業存続の第一
歩が，良好な人間関係の確立にあるとしたのである．

先日，ある目的からドラッカー関係のいくつかの古いファイルを調べていた

これに対してドラッカーは
「私は必ずしもそうは思わない」
と反論する．つづ

ら，恐ろしく黄色く変色した新聞に切り抜きが出てきた．日付は 1959 年
（昭和

けて
「経営者にとって重要な職能は適切な意思決定であり，それには知識がい

34 年）7 月 9 日付けの
『日本経済新聞』である．新聞のタイトルは
「新しい経営の

ま重要な資源になりつつある」と力説している．この両者の意見の行き違いは

あり方」で，当時小野田セメントの社長をされていた安藤豊禄氏とドラッカー

大変興味深い．安藤氏の主張の背景には，それまでの厳しい労使関係を経験し

との対談記事である．

確立してきた
「日本的経営」
への自信と，そこから来る
「良好な人間関係の確立」

この頃の私はまだ大学生であった．果たして私自身が切り抜いたものか，あ
るいは父親から貰ったものなのか，いまでは記憶に残っていない．この当時，

という教訓が生きているようにも見える．
この当時，日本は岩戸景気という好況の真っ只なかにあった．経済活動は戦

父親はドラッカーの
『新しい社会と新しい経営』
『現代の経営』などを夢中で読

前の水準に回復し，経済成長率 14％と驚くべき高度成長を達成していた．耐

んでいた．当時，私にも一読を強く勧めていたことから，あるいは父親が切り

久消費財ブーム，皇太子
（現在の天皇陛下）
のご成婚など，まさに元気のいい日

抜き，不勉強な私に，少しは勉強するようにとよこしたのかもしれない．

本がそこにはあった．そのような時代的雰囲気の中で，ドラッカーの初来日を

1959 年といえば，ドラッカーは秋には 50 歳を迎えようという，まさに人生
の実りの時期であり，生誕 100 年のちょうど中間点に位置する．ドラッカーが
はじめて来日したのも，この 1959 年である．以後，大体毎年のように来日し

記念して対談は行われたのである．
もはや半世紀前の小さな新聞切り抜きの中から，若きドラッカーの声が聞こ
える思いだった．

講演することになるのだが……．初来日時のスポンサーは事務能率協会
（現日
本経営協会）で，たしか
「経営の水平線」というテーマで講演されたように記憶
している．
さて，この新聞の切り抜きの内容だが，実はその洞察力の素晴らしさに驚い
たがゆえに，
この一文を書くことを決断したのである．新聞のタイトル自体は，
すでに記したようにごくありふれたものだ．しかし，そのサブタイトルが
「企
業発展の基盤『知識』
」なる言葉が踊っているのである．ドラッカーは記事の中
でこのようにいっている．
「私は経営の分野での重要な変化は最近，
人間の知識が経済社会においてもっ
とも重要な資源だと認識され始めたことだと思う．つまり人間の肉体的な
力や仕事の上の熟練といったものが，もはや今日では富を作り出す社会的
能力の基礎ではなくなったのだ」
私にとって「知識」なる言葉を強く認識することになるのは，ちょうど 10 年
後の『断絶の時代』
であった．この本は私にとってプロの編集者として，はじめ

【略歴】慶應義塾大学経済学部卒業．現在，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 ヶ月前まで親交があ
った．ドラッカーに関する著作，研究論文多数．
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商品カテゴリーが不明確な超強力ブランド．それがドラッカーのポジション

ドラッカーはなぜ，かくも日本人に
人気があるのか

である．通常は，商品カテゴリーが不明確だと強力ブランドは育ちにくい．商
品カテゴリーが不明確なので，消費者がどんなブランド特性なのか理解しづら
く，購入行動が触発されないからだ．だが，
カテゴリーがあいまいなドラッカー

――「ドラッカーの説得力考察」試論

であるが，ファンは実に多い．これは，ドラッカーが非常に広いバックグラウ

Why P. F. Drucker is So Popular with Many World People, Especially
Japanese: An Essay on His Persuasive Way of Writing

大木英男

Hideo Oki

（㈱クロス・マーケティング）

はじめに
ドラッカーが日本人に根強い人気があることは，
万人が認めるところだろう．
その人気はビジネスマンが中心であるが，
幅広いファン層がいることも事実だ．
実際，500 人近いドラッカー学会会員は多様な層で構成されている．

ンドをもっている証といえる．
ドラッカーの魅力を一言でいうと，「視点のユニークさとそれにもとづく説
得力および全体的なわかりやすさ」
だろう．
視点のユニークさとは，ある現象を説明する場合の
「原因」
のユニークさとい
うことである．いうなればユニークな因果関係解釈ということになる．因果関
係解釈がユニークだから，つまり，世間の一般的な解釈とかけ離れているから，
人は「ハっ」
とする．
「ハっ」
とするから強烈なインパクトを与え，説得力が高ま
る．
このように，ドラッカーはユニークな発想とそれにともなう説得力により多
くの人に支持されているといえるだろう．
これはドラッカーの天性の才能なのだろうか．それとも，ドラッカーは意図
的にそうすることによって，説得力を強めようとしているのだろうか．ユニー

周知のように，ドラッカー学会は約 4 年前，ドラッカーが亡くなる直前に設

クな発想は才能が影響する．ドラッカーの才能と知識は偉大である．それに加

立されたものである．当時，私はある方から，今度ドラッカー学会というもの

えて，さらに効果的にするために，ドラッカーが意図的にテクニックを使って

ができるのだが発起人会に参加しないか，
というお誘いを受けた．そのとき「ド

いる部分があるのではないかと考えられる．
それはどんな部分で，
どんなパター

ラッカー学会」と聞いただけで，ピンときた．その学会の内容が容易に想像で

ンがあるのか．

きたのである．
つまり，「ドラッカー学会」というもののコンセプトが実に明白なのである．
これは，
「ドラッカー」
が強力なブランドだからだ．
非常に強力なブランドは，その商品カテゴリー名となってしまう．たとえば

こうしたことを，ドラッカーの書物をベースに検討したい．

1. プロデューサーとしてのドラッカー

「バンドエイド」というのはブランド名であり，商品カテゴリー名は「ばんそう

日本香堂の小仲正久会長からドラッカーについてお聞きしたことがある．小

こう」とでもいうのだろう．だが消費者は，バンドエイドでも他のばんそうこ

仲氏は，かつて SRI（スタンフォード・リサーチ・インスティチュート）の講座

う商品でも
「バンドエイド」
と呼ぶ．
同様に
「ウォッシュレット」はブランド名で，

に 10 年間参加し，ドラッカーと知り合った．またアメリカでドラッカーの講

カテゴリー名は「水洗便座」
．だが人は
「水洗便座」とはいわず
「ウォッシュレッ

演会を何回も聞き，またドラッカーが日本に来たときに講演を依頼している．

ト」と呼ぶことが多い．ソニーの
「ウォークマン」も台所用品の「クレラップ」も

ドラッカーとの公私における付き合いは長く，ドラッカーの人となりをよく

ブランド・ネームなのだが，商品カテゴリーとかなり重なっている．つまり非

知っている．

常に強力なブランドはそのカテゴリーと重なることがあるのだ．

その小仲会長は，ドラッカーのパーソナリティのひとつとして，よい意味で

ところで，ドラッカーを商品ブランドと考えた場合，超強力ブランド「ドラッ

の
「演出家」という点をあげている．ある講演会で，ドラッカーは開口一番「み

カー」
は
「商品カテゴリー」
と重ならない．それどころか，どの「商品カテゴリー」

なさん，銅の産地で世界一なのはどこだと思いますか？」ドラッカーの冒頭質

に属しているかもよくわからないのである．つまり，
「ドラッカーとは何者な

問に聴衆はあっけにとられている．ドラッカーは，あなた，どう思いますか．

のか」
という議論は現在でも決着していない．
「哲学者」
「社会思想家」から，
「マ

当てられた人は，
「……コンゴでしょうか」

ネジメントの父」
「マーケティングの祖父」などさまざまな呼称がある．そして
ドラッカー自身は，周知のように自らを
「社会生態学者」と称している．

するとドラッカーは満面に笑みを浮かべ，「そうではありません．それはマ
ンハッタンなのです」．一同きょとんとしている．してやったりとドラッカー
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はその理由を説明する．マンハッタンの地下には膨大な量の電話線が敷設して

カーの語調を感じるのは困難ではないか，という議論は確かにある．そしてそ

ある．そして電話線は銅線である．しかし光ファイバーになったので，大量の

れは正論である．だが
「口調」
の
「おおよそ」
は，翻訳書でも窺い知ることはでき

不要な銅が埋没しているということなのである．ドラッカーは，
「光ファイバー

ると考える．

時代」という時代の変化・イノベーションの出現を説明するために，そのよう

まずあげられるのは，
ドラッカーの文章において
「断言口調」
が多い点だろう．

な「出だし」
を使ったのだろう．冒頭，聴衆の気を一気に集中させるための，ド

話は飛ぶが，内容は別として，ドラッカーと因縁深いヒットラーの演説はき

ラッカー流の演出であると小仲氏はいう．

わめて断定的であったといわれている．また戦前の日本の政治家であった中野

こうした点を考えると，確かにドラッカーは演出家的な要素があるといえる

正剛は，時の首相東條英機も嫉妬するほどの名演説家であったが，その演説も

だろう．この「銅の産地」の話でも，いくら電話線が大量に埋没されていても，

きっぱりと断言する口調であったという．ドラッカーがアジテーターというわ

コンゴなど銅の産出地とは比較にならない量であることは，常識で考えれば容

けではないが，アジテーターの特色のひとつは断言口調である．

易にわかる．ドラッカー本人もそう思っているのに違いない．だがあえて，ド
ラッカーはマンハッタンの例を持ち出した．
だがこの
「マンハッタンの胴」
の話は，ダニエル・ベルがあちこちで言ってい
るという．あるいは，ドラッカーがダニエル・ベルから聞いたものかもしれな

ではドラッカーはその著作の中でどんな断言口調を使っているのだろうか．
断言口調とは，ある事象などに関してきっぱりと述べることである．「……と
思われる」
「……ではないだろうか」
「……の傾向がある」という表現ではなく，
「……である」
と断定することだろう．

い．または，この話はアメリカでは一般的に知られた「たとえ話」で，外国人相

自然科学と異なり，社会科学では事象の説明で
「断言」
できることはほとんど

手の講演会などではよく使われるのかもしれない．だがいずれにしてもドラッ

ないのが実情だろう．基本的には確率論的であり
「多くの場合……である」
とい

カーは，冒頭で聴衆を引きつける
「プロデュース」
を企図したことは明らかだろ

う表現しかできない．その中で，ドラッカーは次のような
「断言口調」
を使って

う．

いる．

講演会など不特定多数を相手に話をする場合，冒頭が非常に重要である．最
初に聴衆を一気に引きつけられるかどうかが，その後の「出来」に大きく影響す
る．これは，演劇や映画，小説などストーリー形式をとる芸術も同様であり，

「……アルコール依存症の会という NPO があるが，日本人のサラリーマンな
ら誰でもこの会に入っておかしくない」
（
『ネクスト・ソサエティ』
）
．

冒頭で受け手を引きつけるための手立てがいろいろな形で考慮されている．
ドラッカーはその意味で，
「人を引きつける工夫」を重視している節がみられ

これはドラッカーが半ばジョークで言ったことだろうが，
この場合通常は
「誰

る．この
「冒頭のトリガー」
だけでなく，以下記述するようにいろいろな点で受

でも」という表現は使うべきではないだろう．強気であっても，せいぜい
「日本

け手にインパクトを与えるための考慮がなされている．そしてそれは，意図的

人のサラリーマンの多くは」という程度の表現ではないか．おそらく Every と

なものと考えられるのである．

いう形容詞を使っているのだろうが，これは All と同じ意味だろう．つまり
「日

ドラッカーの著作に魅了される読者は多い．これは単にドラッカーの発想や

本のサラリーマンは全員」
という意味になってしまう．

ロジックだけによるものでなく，前記のような演出がなされていることも大き

他方，
「誰でも」と表現すると，日本の読者には「ははーん．ドラッカー先生

いのではないか．
その意味でドラッカーは，
プロデューサー的な才能とテクニッ

はお酒がお嫌いなのだな」というような想像をもたらす．アルコールに対する

クを擁していると考えられるのである．

ドラッカーの感情が垣間見られるからだ．つまり，断言口調が追加情報をもた

2. ドラッカー流の
「説得の技術」
以上のような観点から，
「プロデューサーとしてのドラッカー」の具体的な
「説得の技術」
を検討してみたい．
・断言口調のインパクト

らしていると思われるのである．そこまでドラッカーが意図したかどうかは別
として，結果的にはそのような効果があるものといえよう．
「1 9 世紀から 20 世紀前半までは，あらゆる産業にとって，自らの産業外の技
術は関係なかった」
（
『明日を支配するもの』
）
．
これは確かに一般的な現象だ．だがここで
「あらゆる」
という表現はいかがな

ドラッカーの
「語調」
という点から考えてみたい．

ものか．これも前項と同様の事例だが，この時代において，一部ではあるが他

筆者が読んだドラッカーの書籍はすべて翻訳書である．日本語ではドラッ

産業の技術を活用するケースもあったと思われる．したがって，「多くの」か，
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せめて「ほとんどの」と表現すべきである．だが
「あらゆる」と表現することに

偉さであるが）発想軸をもち出し，しかもそれに数字を添えるというスタイル

よって，ドラッカーの論理が強烈なインパクトとなって迫ってくる．

である．これもきわめて有効な
「説得の技術」
であるといえるだろう．事例とし
ては以下のものがあげられる．

「事実，20 世紀のいかなる技術進歩よりも，月賦販売という社会的イノベー
ションのほうが経済と市場に与えたインパクトは大きかった」
（『実践する
経営者』
）
．

「アメリカは貿易赤字に悩んでいるというがこれは誤りだ．財の貿易は赤字
だがサービスの貿易は黒字である．だがサービス貿易の数字は把握しきれ
ない．一例として，アメリカには 50 万人の留学生がおり，彼らは 1 人あた

これも「言い過ぎ」というものではないか．
「いかなる」ということは，
「月賦

り 1 万 5000 ドル持ってきている．これは 70 ～ 80 億ドルの外貨収入がある

販売システムの開発は，技術も含めた 20 世紀最大の発明である」といっている

ということだ．しかしこれは統計に出てこない」
（
『ネクスト・ソサエティ』
）

に等しい．そうはいい切れないのだが，
ドラッカーはきっぱりと断言している．
「月賦販売というシステムはすぐれたイノベーションである」という表現で

まず，貿易赤字を財の貿易とサービスの貿易に分けたのは，通常の視点だろ

は，考えてみればそうかなあ，というレベルの驚きはある．だが
「いかなる技

う．だが，サービス貿易について
「留学生が持ってきたカネ」
で説明するのは非

術進歩より」と表現されると，しかも身近で何の変哲もない「月賦販売」を驚く

常にユニークな視点ではないだろうか．この点で読者は（少なくとも筆者は）

べきレベルに持ち上げられると，われわれは強い衝撃を受けるのである．

はっとしてしまう．そして第 2 弾として「彼らは 1 人あたり 1 万 5000 ドル持っ

以上のような表現は多くの著作にみられる．そのほとんどは断定的な形容詞

てきている」と数字を出す．これによってさらにインパクトが増すのである．

を使うことによるものである．われわれが
「比較級」で使うべき場面に「最上級」

ドラッカーは
「一例として」
とことわってはいるが，数字を示された読者はそん

の形容詞を使う，あるいは，われわれが Many とすべきところを All もしくは

なことは忘れてしまう．
「一例」
で
「全体」
を説得させられてしまうのだ．

Every とするといったところが典型的なスタイルである．これは原文と照合し

だが，この 1 万 5000 ドルという数字はどこからもってきたのだろうか．そ

たわけではないのであくまでも推定であるが，状況証拠としては濃厚ではない

ういう公式統計があるのだろうか．あるいは，何らかの機関が調査したのか．

か．関連して
「歴史上……かつてなかった」
というスタイルなどもあり，これも

調査したとしても 50 万人の全数調査は無理だから標本調査をしたのか．標本

同一パターンといえる．

調査の場合，国によって経済レベルが異なるから，母国別にサンプル割付する

いずれにしても，ドラッカーの著作の魅力要因のひとつとして，「断言口調」
をあげることができるだろう．

必要があるだろう．その辺はどうなっているのか．ついつい，こんな詮索をし
てしまうのである．
だがドラッカー先生はそんなことには無頓着だ．仮に，データの出所が明確

・数字を提示することによるインパクト
人は数字を提示されると説得されやすい．企業が行うマーケティング・リ
サーチにおいても，社内説得資料としては定性情報でなく定量情報がはるかに

であったとしても，ドラッカーは
「○○統計によると……」
などという野暮な文
言をつけ加えないだろう．インパクトある文章とはシンプル性を必要条件とす
る．ドラッカーはそれを充分意識しているのだろう．

有効である．なぜなら，定性情報は基本的には仮説に過ぎないが，定量情報は
Factfindings 向きだからである．そして Factfindings は絶対的な「事実」と受け
とめられるからだ．
このように
「数字」
で説得するのはきわめて有効なのであるが，「普通の数字」
ではあまりインパクトがない．たとえば，先進 A 国と先進 B 国の食糧消費量の

「テイラーが出現するまで，肉体労働における生産性という概念はなく，個
人の生産量は『より激しく働くかより長く働く』しかなかった．ところがテ
イラーの研究以後 100 年の現在までに，生産性は 50 倍になった」
（『明日を
支配するもの』
）
．

違いを，両国の人口比で説明するのは，まあ普通の分析と感じる．そうではな
く，「実は両国の教育レベルの相違が大きな要因です」とすると，その意外性に

「動作研究」
「時間研究」などによるテイラーの科学的管理法はすぐれた理論

「えっ」
と思う．そしてさらに数字を提示するとユニークな見地だけに説得力が

ではあるが，
ドラッカーは
「情熱的」
と思われるほど，
いろいろな著作でテイラー

増す．

を激賞している．

こういったことをドラッカーは意識的に試みていたのではないだろうか．あ

ここでは，「テイラーによって生産性が 50 倍になった」としているが，どん

る事象の原因を説明する場合，ユニークな
（これを引き出すのがドラッカーの

な根拠で 50 倍という数字が弾きだされたのか．実際の生産性が 50 倍になった
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クだと思われるのである．これ以外に次のような例が認められる．

よって生産性がきわめて高くなった」というより，
「50 倍になった」といった方
が，インパクトは数段高まる．これも数字の効果を意識したドラッカーの
「説
得の技術」
であるといえるだろう．

「産業革命は，
はじめて労働者階級を生み出した．工場は，
人類史上はじめて，
働く者と仕事を家から引き離した」
（
『プロフェッショナルの条件』
）
．

「……コミュニティの定義は
『情報が 1 日に伝わる範囲』であり，10 年前まで

資本論的な意味では前段はそのとおりだろう．そして，「産業革命による工

は半径10 ～ 25マイルであった．
今日では情報は2 ～ 3秒で世界に伝わる」
（『断

場の出現」と
「働く場所」を結びつけたのは，ユニークな発想であり意表を突く

絶の時代』
）

見方であるといえる．これは
「農耕文化が食糧つまり農作物の貯蓄を可能に
し，貧富の差が生じた」という言い方と同様に，「なるほど」という感銘を与え

われわれは，多くの場合
「コミュニティ」
という言葉を明確な定義なしに使っ

る．ドラッカーの場合も，「工場が出現してから人は家を離れて仕事するよう

ており，それを「情報が 1 日に伝わる範囲」と定義するのは，ある意味
「目から

になったのだ」という感懐を受ける．これは本論と直接関連しないのだが，そ

うろこ」であり，この点は後述の
「意表をつく表現」に範疇にもなるだろう．そ

の感懐が，ドラッカーの本論の主張を信じる要因として作用するのではないだ

して，10 年前（『断絶の時代』は 1967 年の発表だが，筆者が引用しているのは

ろうか．

1999 年の新刊本である．したがって，
「10 年前」
とは 1989 年ころを指してしる）
までは
「半径 10 ～ 25 マイル」
としている．
この数値はどこから出たものだろうか．
「10 ～ 25 マイル」とかなり幅をもた

ところで，
この場合も
「断言口調」
的な要素がみられる．工場が出現する前も，
外で働く人はかなりいたはずだ．確かに工場の出現はその傾向を大きく加速さ
せただろうが，すべてがすべて
「職住一致」
というわけではなかっただろう．

せているので，ドラッカーの感覚的な数値なのだろうか．1989 年ころは現在
（2009 年）
から 20 年前だから，コミュニケーション媒体としては，インターネッ
トは定着してないが，電話，FAX など多様である．「情報が 1 日で伝わる範囲」

「技術の変化は人の労働を余剰になどしない．逆に，高度の教育を受けた膨
大な数の人たちを必要とする」
（
『現代の経営』
）
．

とはどんな媒体での情報伝達を想定しているのか．だがこれは，よけいな詮索
というものであろう．
「10 ～ 25 マイル」という数字を出すことによって，きわ
めてユニークなそして説得力のある言葉となっている．
このようにドラッカーは，あまり数字では表し難い部分を数字でズバリ表現

「技術の変化」
を
「技術の進歩」
と読むと，通常は人的な部分が減るからその分
だけ労働力が余るとイメージしがちである．
そこでこういう言い方をされると，
なるほどと思う．IT の定着などから確かにこの傾向は強い．

することによって，読者に強いインパクトを与えている．だが，その数字は必
ずしも客観性のあるものばかりではない．ドラッカーはそれを承知のうえで，
あえて数値を使うこともあったのではないか．われわれがこうしたことをする

「学校を人種差別の主役にしたことが，本来果たすべき仕事，つまり教育能
力を弱めた」
（
『新しい現実』
）
．

と，客観性・厳密性がないと批判されるだろうが，ドラッカーの場合はそうし
た話は聞かない．それはドラッカーの発想自体がユニークであるから，そうし
た批判が飛び散ってしまうのではないだろうか．

ここの文脈は，多次元社会において組織は限定された機能をもつので，活動
の焦点が絞られている．そうすることによって組織の強みが発揮されるという
ものである．その例として前記のフレーズが出てくる．つまり，
学校とは
「教育」

・発想・解釈のユニークさ・意表を衝く表現
ドラッカー人気の大きな要因のひとつは，非常にユニークな発想ということ

が目的なのであり，それに特化すべきである．学校で人種差別廃止ということ
などに注力していては，本来目的の教育がおろそかになる，というものである．

だろう．そもそも
「ユニーク」
とは希少性があるということで，それは常識的な

これは「学校で人種差別廃止など
（本来目的以外のことは）
するな」
といってい

考え方をくつがえすことといえる．そしてもうひとつは，他の人が考え及ばな

るに等しい．これは一般の人々の感情と異なる強烈なインパクトをもつ．少な

い独自な解釈をもち込むということだ．このようにドラッカーのユニークさと

くとも人前ではそんな意見はいえないのが現状だろう．いわば
「聖域」
である．

は，発想・解釈の
「希少性・独自性」
であると考えられる．
先に示した
「留学生が持ち込むカネと貿易赤字」
などは，これに類するだろう．
つまり，
「貿易赤字」
の説明変数として
「留学生」
を持ち出すのは，非常にユニー

それをドラッカーはズバリという．
「聖域」
であろうとなかろうと，そんなこ
とは斟酌しない．堂々と聖域に侵入することによって読者をあっと驚かせる．
それによって，ドラッカーの本来いいたいことに対して共鳴させる．
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けばドイツ・イギリスなど先進国の中では遜色がないといえるだろう．
「冷蔵庫を凍結防止用としてエスキモーに売り込むことに成功した営業マン
は，新しいプロセスを開発した者と同様，イノベーションの担い手である」
（『現代の経営』
）
．

ドラッカーが日本で一般に知られたのは，
1967 年
（昭和 42 年）
に
『断絶の時代』
が刊行されてからである．このころ日本の社会は 1964 年
（昭和 39 年）の東京オ
リンピックや新幹線開業の直後で，経済は「いざなぎ」景気の真っ盛り．「モー
レツ社員」と揶揄されながらビジネスマンは懸命に働いていた．GDP がアメリ

既存商品であってもターゲットを変えることにより新商品になり得るという

カについで世界第 2 位になる．上昇志向が充満していた時代である．

ことを示しており，すぐれたマーケティング発想である．そしてその例として

またジャルパックで象徴される海外旅行が盛んで，人々は競って海外に出て

「冷蔵庫とエスキモー」
をあげており，ユニークなたとえである．われわれは冷

いった．だが他方で「醜い日本人」などといわれ，明治以来「日本および日本人

蔵庫を
「ものを冷やす機器」
と考えがちであるが，
「一定の温度に保つ機器」と考
えるべきということを示している．これも強いインパクトを与える．
これらの事例にみられるように，ドラッカーの発想・解釈は非常にユニーク
であり，意表を突く．そしてそのユニークさは必ずしも結論部分だけでなく，
結論に導く道程でもみられる．すると，
結論自体がさほどユニークでなくても，
道程のユニークさに圧倒されて
「これは実に意表を突く結論だ」と感銘してしま
う．

は外国からどう見られているのか」を気にする度合いの強い日本民族は，外国
（欧米，もっといえば白人）
からの評価を大いに気にしていたのである．
そのようなときに，
『断絶の時代』
を引っ下げてドラッカーが現れた．多くの
日本人は，その発想のユニークさに目を見張るとともに，日本に関する記述に
も注目した．当時「親子の断絶」などと，「断絶」が流行語になったほどである．
『断絶の時代』に続き，ドラッカーの書が次々と出版され，それらにも「日本お
よび日本人」
が書かれ，ドラッカーファンが続々と誕生していったのである．
そうした状況を踏まえ，特に日本人でドラッカーファンが多いのは，日本に

・博学さ，造語上手

関する記述が多いことが一因であると仮定し，その仮説のもとにドラッカーの

この点は多くの人が認めるところだろう．博学さにおいてはまったく驚嘆す

「日本記述」
をパターン分類してみたい．ドラッカーは同じことをあちこちで記

るレベルであり，
まさに
「知の巨人」
というにふさわしい．この博学さが，ドラッ

述しているから，以下にあげた書籍以外にも同様のことを述べているので，記

カーの説得力を加速させていることは否めない．
さらにいうならば，ドラッカー

述時点と書籍刊行年とは必ずしも一致しない．

の解釈の
「ユニークさ」は彼のこの博学さに支えられているともいえるだろう．
なぜならば，ユニークな発想は膨大な知識の中から生まれてくることが多いか
らだ．
また，ドラッカーの
「造語上手」も多くの人が肯定するところだ．たとえば，
「プロフィットセンター」
「知識社会」
，ポートフォリオで有名になった
「キャッ

・日本人のアイデンティティをくすぐる
ドラッカーの日本記述のパターンでまずあげられるのは，日本を特に欧米と
の比較において好意的に記述していることである．具体的には次のようなもの
があげられる．

シュカウ」
など，枚挙にいとまがないといえるほどである．
このように，ドラッカーは人に強いインパクトを与えるが，先に記したいく
つかの要因とともに，
「ドラッカーの博学さ」
および
「造語上手と」いうクリエイ

「起業家精神は日本のお家芸でもある．明治時代から企業グループ内で起業
家を育てるのが盛んであった」
（
『ドラッカーの遺言』
）
．

ティブ力も貢献しているといえるのである．

3. 日本人に親しまれるドラッカー
世界的にファンが多いドラッカーであるが，特に日本ではドラッカーに親し
みを感じる人が多いといわれている．

「起業家精神」
または
「アントレプレナーシップ」
という言葉が日本で流行した
のは昭和 40 年代であったろうか．日本人はとかく起業家精神が乏しくこれか
らは企業家精神に徹するべき，
という議論が盛り上がり多くの関連著作が出た．
そういう日本人にとって，
「企業家精神はむしろ日本人のお家芸」
とドラッカー
はいうのだから，これは日本人にはぐっとくるものがあるだろう．

日本でドラッカーファンが多い理由は，もちろんドラッカーの理論，独特の
発想などに感銘するという点が本筋だろう．だがそれ以外に，ドラッカーが日

「はっきりしていることは，豊かな国は日本を除いてすべて白人国家であり，

本に触れる部分が多いこと，日本および日本人に好意的な文章を書いているこ

貧しい国は中南米の一部を除いてすべて非白人国家だということである」

となども無視できない．事実ドラッカーが日本に触れる頻度は，アメリカを除

（『断絶の時代』
）
．
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ひとつの要因になっていると思われる．

長に入って意気軒昂な時代である．こうした時期に，日本は白人国家と同列で

そもそも，ドラッカーはなぜ，かくも日本に好意的なのか．日本文化が好き

あり，非白人国家のチャンピオンであるというのだから，これは日本人のアイ

ということは，もちろんあるだろう．だがそのほかに，ドラッカーの読者数が

デンティティを強く刺激するものだろう．

有数である日本．ドラッカーファンの多い日本．こういう日本および日本人に
対する「ドラッカーのサービス精神」
ということもいえるのではないだろうか．

「1 940 年代には日本とイギリスとでは，イギリスの経済発展の方が顕著だと
誰もが考えた．しかしそれから 20 年後に，結果は逆になった……」
（
『断絶
の時代』
）
．

今後の課題
ドラッカーのファンは多い．特に日本では熱狂的なファンが多くみられる．

これはユニークな発想ではなく事実である．だが，世界的大家であるドラッ
カーにこういわれれば，われわれ日本人には
「グッ」とくるのである．

それはなぜだろうか．もちろん，
ドラッカーの類まれなる分析力と発想である．
だが，本論ではそれ以外の要因を追求してみた．ドラッカーの
「説得の技術」

日本人の心情にマッチする

である．そして，ドラッカーの
「日本贔屓」
である．それらがドラッカー人気の

ドラッカーはわれわれ日本人の心情にマッチする言葉を残している．それは

背景にあるのではないかと考えた．そして，ドラッカーは，ある程度意図的に

ある意味で，「日本人の DNA を刺激する」といったものである．具体的な例と
しては次のようなものがみられる．

そうした「説得の技術」
を駆使している，と仮説した．
本論は，もちろん試論に過ぎない．今後の課題としては，原文で検討するこ
とがあるだろう．それと同時に，日本語訳であっても，ドラッカーの著作年別

「IBM や P&G の OB は古巣を懐かしむ．しかしマイクロソフトの OB は古巣

に分析したらある傾向が出てくるのではないだろうか．ドラッカーが何歳のこ

を嫌う．
金銭関係しかなかったし，
名をあげたのはトップだけだという」
（『ネ

ろ，どんな「説得手法」
を行使したかという分析である．こうすることが，
ドラッ

クスト・ソサエティ』
）
．

カーの心理的側面の検討，ドラッカーのパーソナリティ研究にひとつの道筋を
提供するものになるかもしれない．

最近では薄れたが日本人の会社への帰属意識は強い．これは，「家」の概念や
「藩への帰属意識」
その延長上としての
「郷土意識」
とも関連するものだろう．そ
ういった要素が絡みあって，本来，ビジネスマンの会社への帰属意識は非常に
強いのである．そういった中でドラッカーが，
「OB における会社への思い」を
従来型企業と IT 関連企業と対比させたのは，
「古きよき日本人」の心情に刺さ
るものがある．
「敵対的買収の根底にあるものは，企業の唯一の機能は株主に可能なかぎり
多くの金銭的利益をもたらすというものである．彼らは企業を解体し収穫
していく……」
（
『新しい現実』
）
．

【参考文献】
『ドラッカーの遺言』窪田恭子訳，講談社）
以下はいずれも，（上田惇生訳，ダイヤモンド社）
・『ネクスト・ソサエティ』
・『実践する経営者』
・『断絶の時代』
・『プロフェッショナルの条件』
・『明日を支配するもの』
・『新しい現実』
・『代の経営』
（上・下）

買収それも敵対的買収は，多くのオールド・ジャパニーズにとっては心地よ
いものではない．
「金がすべてか」
という意識に集約されてしまう．ライブドア
事件はまさにそういった感情で包まれた．
「彼らは企業を解体し収穫していく」
とはよくいってくれたものだと感じるだろう．まさにハゲタカ・ファンドであ
る．これも日本人の心情を刺激するものといえる．
このように，ドラッカーは日本について多くの箇所で触れており，また日本
を好意的に表現している．それは，日本におけるドラッカーファンを醸成する

【略歴】京都大学文学部卒業．㈱ CPP を代表取締役，早稲田大学大学院客員教授などを
経て，現在㈱クロス・マーケティング顧問。主要著書に『クライシス・マーケティ
ング』
（ダイヤモンド社），『マーケティング部』
（日本能率協会マネジメントセン
ター）等．
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るのか，問題が重要で急ぐのであれば，スケジュールの調整が可能であれば，
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後で連絡するので，その人に丁寧に伝えてくれという趣旨の返事が博士から
帰ってきた．

My Vivid Memories of Dr. Peter F. Drucker

博士は限られた人々以外は，問題解決の相談ごとであれば，限られた多忙な

斉藤勝義

Katsuyoshi Saito
（出版コンサルタント）

遺された手紙
私はダイヤモンド社に 1962 ～ 95 年までお世話になり，外国著作権の業務を
担当していました．

時間を割いてくれた．事実，ドラッカー博士の時間は，世界中からのビジネス
オファーのコンサルテーションなどで詰まっており，多忙のようであった．ド
ラッカー博士はかつて，「私の時間はほとんどコンサルテーションと執筆に使
われでいるので，単なる挨拶やちょっと立ち寄りたいなどのリクエストにはあ
まり興味がない」と言われたことがあった．考えてみると時間を大切にされて
いた．
“Time is money”
を博士は心に思っておられたか，そうでなかったかを別と
して，実践されておられたように思われた．博士は約束の時間や日時には厳格

仕事上，著者との契約書作成や交渉を任されていたが，交渉条件等に関して

であった．かつて，私がクレアモントの自宅に約束時間の 20 分前に到着した

は担当編集者や編集長と打合せの上，高価なアドバンスの場合は重役の指示の

ことがあったが，外出しており外で約束の時間まで待たされた時があった．そ

もとに進めたことは言うまでもない．著者へのアクセス，交渉の仕方は私に任

れ以後は，かならず，自宅近くのクレアモントイン
〔ホテル〕
で時間を調節して

されていた．

ジャストの約束時間に伺った．すると，博士は玄関のドアーの後ろで待ってい

このような状況でドラッカー博士とは手紙のやり取りや電話での問合せや依
頼を任されていた．

て，ベルを押した瞬間に出てきて，
“Hello, how are you，Saito-san”と言って，
暖かく迎えてくれた．いまでも懐かしく思い出す．

ドラッカー博士は 2 種類の手紙をくれた．私信の場合やあまり重要でない件

ドリス夫人はちょっと挨拶しコカコーラをサービスしてすぐ立ち去るのが常

に関しては自分でオリベッテの古い手動のタイプライターを使いひとさし指で

だった．ドラッカー博士とは著書の話や他のビジネスの話で話が盛り上がった

打った文面，契約に関することや，後に残すべきものの場合は秘書がきれいに

が，ドリス夫人には直接関係がないので，興味もなく，退屈であったのかもし

タイプした手紙を送ってくれた．

れない．事実ドリス夫人は自分自身の仕事を持っており忙しく，テニスクラブ

手紙をいただいて感心するのは，必ず読み返して，自筆で，訂正したり，補
筆を加えてあることである．コンマ，ピリオドなどにも，気を使っておられた．

にも週に何回か定期的に通っておられた．ごく最近まで頑張ってテニスを楽し
んでおられたようである．

しかしあまり自筆が達筆なので，判読するに苦労したこともあった．文章はや

ドリス夫人との書簡の交換はほとんどなかった．ただ，ドラッカー博士が

さしく，
簡潔で季節の挨拶などは省かれていた．
ビジネスライクな文面が多かっ

長期出長で出かけて，おられた時に短い手紙で知らせてくれ，また“Season’
s

た．

Greeting Card”は博士とドリス夫人の連名のものは毎年いただいた．今でも，

こちらからの手紙に対する返事は敏速であり，1 週間かそこそこでもどって

ドリス夫人からはいただいている．

くるのが常であり，1 週間過ぎてもなんの返事がないときは，たいてい回答は

ドリス夫人と共通の話題がはじめは見つからなかった．ある時クレアモント

「No」か，断りにくい依頼ごとの場合が多く，その場合さらにこちらからどう

で博士と夫人が私をランチョンに招いてくれ，話がビジネス以外の食べ物〔寿

なっているかを催促する必要があった．答えにくいときは，電話で“You may

司，しゃぶしゃぶなど〕や趣味などに移った．博士は山登り，スキー，音楽鑑

decide，Saito-san”といって，こちらに任されたたケースもいくつかあったこ

賞，美術鑑賞，読書，本を書くなど，など，多くの趣味を披露してくれた．ド

とが遺された手紙を読み返すと思い出される．
博士は私からの依頼に対しては，

リス夫人は真っ先にテニスをあげ，今〔当時 70 歳〕でも，毎日クラブに通って，

気を遣い，こちらの立場を思いやってくれた．

友達と楽しんでおられ，150 歳〔ペアの合計年齢｝のゲーム〔ロスで全米大会〕に

こちらからの依頼文には，日本の有名なビジネスパーソンや，大学の先生方
がアメリカに出かけるのでついでにドラッカー博士に会って，ちょっとご挨拶
をしたいので，アポイントを取ってもらいたいなどが多かった．私はそのまま
博士に連絡すると，博士は必ず挨拶などは要らないが何か問題をもっておられ

参加しようと頑張っていると話された．ワインも多少効きはじめたころ，私の
番である．
私は多少テニスをやっていたので，
テニスのことから話をはじめた．それが，
結果的にドリス夫人夫と親しくなれたきっかけの一つといえるかもしれない．
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場合は適当なところで切り集めて，一束に集める．楽しみでもあり，気休めに

はテニスが上手のようだが，今日これから，クレアモント大学のコートが空い

もなる．時には枝葉が伸び過ぎて，本幹から脱線するばあいもある．

ているから，ドリスとゲームをやってみないかといわれた．私はワインを二人

一例が Temptation to God（男女間の小説）や Adventures of a Bystander の著作品
である．これらの著作物は大きな流れの支流で思い浮かんだ副産物であるが，

が勧めるままにいい気味で飲んでいたので，ほろ酔い気分になっていた．
私はラケットも，パンツもウェアももってないといったら，ドリスのもの

一見マネジメントには関係ないように思われるが間接的には関係があり，他の

があるから，パンツは私の
〔博士〕のを使えといわれ，
「売られた喧嘩は買わね

著書を理解するうえで，
役に立つ本であるとドラッカー博士は述べられていた．

ばならぬ」ということでコートに出かけシングルゲームを 6 ゲーム先取マッチ

ドラッカー＝マネジメント，ビジネス書の著者という固定観念からすると，

でやった．ドリス夫人は当時すでに 70 歳を超えており，私は 50 歳台だったの

奇妙に思われ，
ドラッカー先生はどうしたのだろうと思い悩んだこともあった．

で，ドロップショットをやったり，ロブを高くあげたりして惑わし 1 ゲームは，

しかし，それは，ドラッカー博士は大きな構想を常に考えておられたことを理

6 － 4 で何とか勝つことができた．その日は特に暑く , カリフォニアの太陽がさ

解できなかったことであり，私の知識の浅さであり，不勉強であったことを今

んさんと照っていた．

になって，悔やむことがある．版権業務を担当していた頃は，いかにして，リー

ドリス夫人はもう 1 ゲームをやろうと挑戦してきたので，2 ゲームがはじまっ

ズナブルな価格で翻訳権利を相手から取得するかに熱中していた．値切れば，

た．私も疲れと酔いが回り，
逆に6－4でまけてしまった．そこでゲームをドロー

その著作物および著作者の価値を認めないように思われ，また，高いアドバン

にして博士には，1 : 1 の引き分けと報告した．博士も満足そうにドリス夫人と

スを支払えば，翻訳本の定価が上がり，販売に影響し，出版社が困る．

睦まじく話合っていた．私は，ドリスさんは強いし，技が上手いと褒めた．

書き続けたドラッカー博士

したがって，交渉は常に双方が WIN-WIN の気持ちになるようにまとめなけ
ればならなかった．お互いの信頼を築くことが欠かせない．幸いにドラッカー
博士，ドリス夫人にも公私ともに信頼されており WIN-WIN の関係ができたこ
とが，出版社にとっても結果的にドラッカー博士も自分の著書を一手に出版で

私は『断絶の時代』からお付きいさせてもらった．その後，『ウォールスト

きる信頼できるダイヤモンド社と出会うようになった．私もそれをうれしく

リート・ジャーナル』
『ハーバード・ビジネス・レビュー』
『インク』
『エコノミス

思っているし，天国のドラッカー博士もそう思っておられること勝手に思うこ

ト』
『フィナンシャル・タイムス』その他の世界的に名の知れた金融，経済誌に

とがある．

ドラッカー博士は寄稿を依頼されておられた．その数は大変なものであり，全

ドラッカー著書＝ダイヤモンド，ダイヤモンド＝ドラッカー博士という関係

部をダイヤモンド社のメディアでカバーするように試みていたが，
『ハーバー

が出来上がった．その背景には，ダイヤモンド社はドラッカー博士の著書は小

ド・ビジネス・レビュー』
誌は版権を買い取り独自で掲載しており，記事は自社

説であれ，雑誌の記事であれ，すべてドラッカー博士が書いたものや講演した

が版権所有者となり，ドラッカー博士の手から離れていた．そのため特別に版

ものをダイヤモンド社が発行している雑誌（『週刊ダイヤモンド』）や『ハーバー

権だけを取得する必要があった．

ド・ビジネス・レビュー』
誌に掲載し広く紹介した．

ドラッカー博士ははじめこのことに気づいておられなかったようでちょっと

博士の訪日の際のセミナーやシンポジウムなどの支援も引き受けた．ドラッ

したトラブルも起きたことがあった．無理しなくてもよい，私が権利者である

カー博士は日本が好きで，多くのビジネスパーソン，特にトップ企業の経営者

ので，他の出版社から，問合せがあったらその時点で連絡するのでよく検討し

と会うのが好きだった．
また，
関西での仕事のあとは，
京都や奈良の寺院を訪れ，

ておいてくれという，協力的な連絡をいただいていた．

仏像や絵画を熱心に見て回った．特に長谷寺は好きな寺の一つであった．東京

博 士 は ま た，The Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management

では，根津美術館は多忙なスケジュールのなかに組み込み訪問し，館長はじめ，

（現在は Leader to Leader に名称変更，F. Hesselbein が会長を務めておられる，

スタッフの方々とも友達になって，絵画の評価や評判などについて話し合って

ニューヨークのパークアベニューに事務所を持つ）での定期的講演を行ってお

いた．ドラッカー博士は日本の美術品や骨董に興味があった，特に室町時代の

られニューヨークに定期的に出かけ，また，シカゴ，ボストン，ワシントン

墨絵には詳しかった．

D.C.，ロスアンゼルスでの講演などにも招聘されており，多忙な日々を送って
いたので，いつあんなに多くの記事や大著作を書く時間があるのかと思ったこ
ともあった．ドラッカー博士によると，常に大きな流れを考えており，例えば
一本の大木を育てる場合，本筋はまっすぐ伸びる本幹にして，小枝が出てきた

最後の電話
私は仕事のこと〔他社からの著作物の版権の許諾，博士との面会，訪問など
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に関する紹介，や打合せなど〕また，私的に時々ドラッカー博士宅に電話をい

にはあまり関係がなさそうな方も含まれていた．講演の後のパーティでドラッ

れていた．

カー博士との関係などを伺ったことがあった．その人たちはドラッカー博士が

2005 年
〔博士の死去の年〕の 7 月 7 日
〔七夕の日〕東京の夜の 12 時に何となく

そんなに有名で，偉い方とは思っていない様子だった．横浜で買いものをして

電話をドラッカー宅にいれた．ロスと東京の時差が 16 時間あるので，ロスは 7

いた折り，ちょっと手助けをやった時に住所，
氏名を知らせただけだったといっ

日の朝の 8 時頃であった．博士はいつものように
“Good morning, how are you,

ておられた．

Saito-san. What can I do for you today, ”
私は
「特にリクエストはりません．暑
い夏をいかがお過ごしですか？

今年もコロラドのキャンプ〔別荘〕にお孫さん

博士は人脈作りがうまかった．一度受けた親切や恩義は忘れないようにメモ
をしていたものと思われる．ドリス夫人もテニスの仲間が数人いた．クレアモ

と行かれるのですか？」と尋ねたら，今年は疲れているので私は行かないで，

ントのテニスクラブで知り合った友達のようだ．ドリス夫人はちょっとシャイ

ドリスが一緒に出かける予定で私は家で何か書こうと思っているといってい

で無愛想に見えるときもあるが，いったん話し込むと人なつこく積極的で，親

た．私は構想がまとまったら，知らせてくださいとお願いしていた．博士も
“I

しく付き合ってくれる．私は幸運にもドラッカー博士，ドリス夫人にも気に入

will do. You should take care of yourself. Bye, bye!”といった．

れられたようであった．

しばらく何の連絡がなく，9 月の初めになり，コロラドからドリス夫人も

かつて，ドラッカー博士が何気なくつぶやいたことがあった．「ドリスは趣

戻ったころと思い，何気なく電話をした．ドリス夫人が“Peter is now in the

味をとおして，すぐ友達
〔仲間〕
を作って楽しむことができるが，私はフレンド

hospital and I will tell him what is your request”
と答えた．「私は病気はシリ

は少ない．もちろんビジネスを通じてのアクインタンス
（知人）
はたくさんいる

アスか？」
と尋ねたら，ドリス夫人は
「今回はちょっと長くかかりそうだ．私は

けれど……」
博士はドリス夫人をこの点で尊敬し，うらやましがっておられた．

ほとんど毎日のように病院に行っているので，斉藤さんから電話があったこと

しかし，日本でのドラッカー博士に対する知名度や人気の高さや日本美術品に

を伝えておく．今日もテニスに出かける，バイ，バイ」といって電話が切れた．

関する知識や評価に対してはドリス夫人も博士に対しては一目も二目も置いて

その後の電話はほとんど留守番電話になっていた．“714 － 921……This is

おり，博士の説明をうなずいて聞いていた．日本の絵画，特に平安時代の墨絵

Peter Drucker. I am not available at this moment. Please leave your name

には造詣が深く，
コレクションもされていた．
絵画や古美術品に関してはドラッ

and message. I will contact you later. Ｒ egards.”
という趣旨の電話が返事とし

カー博士とドリス夫人は共通の価値観と興味を持たれ，2 人で話し合っておら

て戻ってきた．何か起こっている予感がしていたがまさか大病とは夢にも思わ

れる場面が見られた．私には，全然内容が理解ができず言葉の端々だけ聞き取

なかった．

れていた．

ドラッカー博士が幾つかの病気で悩んでおられたことは私は知っていた．リ

私はその当時英会話に熱中しており，
日本史を勉強しようとは思わなかった．

ウマチも悩まされていた 1 つで，東京でも，信頼できる鍼灸師を知らないかと

博士は私に歴史を読むようアドバイスし，特に平安時代，鎌倉時代，明治維新

尋ねられたこともあった．

の有名な人物の名前や年号などに関して質問してくれたことがあったが答えら

ドラッカー博士から学んだこと

れなかった．
あるとき，私が
「ドラッカー博士，どうして未来が予測できるんですか？
この質問は博士の読者からも聞かれるんです」
と質問したら，
「私はプラフィッ

ダイヤモンド社で版権の仕事をやっていた当時はドラッカー博士はあまりに

ト〔預言者〕
ではない．ライターであり，本を多く読み，特に歴史の本を読むの

も身近に感じており，何でも気安くお話をお願いもできた．また博士もいろい

が好きである．歴史を勉強すると，過去に何が起こり，その時社会現象がどう

ろ問い合わせやリクエストを出してきていた．博士は，日本の絵画，骨董，電

だったか，この基準を現在，未来に適応すると，答えが自然に出てくる．私は

気製品などに興味を持っており，多くの普通の日本人〔ビジネスパーソン〕の友

ヨーロッパの苦い歴史を経験しており，
先進国のアメリカの不景気
〔ディプレッ

人（知り合い）
を持っていた．その中に，関西の藪本さんという骨董師は，博士

ション〕やブーミングも実体験しており，日本をはじめアジアの歴史を学んで

の古美術に関する相談相手の一人だった．博士もドリス夫人と一緒にたびたび

きているので，
その延長線上で分析すると傾向が読めてくる」
そこで私はドラッ

お会いになっており，博士の知人の一人であった．一度知り合い，親切にされ，

カー博士が私に歴史書を勧めたことの意味が理解できた．

信頼のある人とは長く付き合っていた．

ついでに，編集者や読者が興味を持っていた質問を失礼と思いつつ博士にぶ

博士が来日し，講演を行う場合，必ず住所，氏名を書いたリストを事前に送っ

つけたことがあった．
“Who will be after Drucker?”博士はしばらく沈黙をた

てこられ，講演へ招待するように頼まれた．その中には，ごく普通の方で講演

もち，“There will be no Drucker after Drucker, but a Drucker may appear
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in the future, but, I don’
t know.”
私はさらにしつこく，
「ドリスさん以外でドラッカー理論を理解されている
と思われる方は？」と聞いてみた．博士はまたしばらく沈黙し，コリンズ氏の
名をあげた．さらにクレアモント大学院にも東部から招かれた優秀な学者がお
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り，私のマネジメント理論を学び研究してい．彼らが私の理論を引き継ぎ，広

李在奎

めていくだろうと言っておられたことがあった．

Jae Kyoo Lee

20 世紀の世界〔西欧，東洋〕の激動をみずから体験しバイスタンダーで

（前・大邱大学校総長）

あった人であり，いわば 20 世紀の生き証人であった．その点から見ても，A
Drucker は出現するかもしれないが The Drucker は存在しえないことは確か
かもしれない．
ドラッカー理論を継承しているビジネスパーソンは世界中におり，その数は
年々増え，日本でもドラッカー学会を中心にドラッカーファンが全国的に広
がっていることも事実である．天国でも独りで思索と読書に耽られ時々千の風
になって，飛び回っておられると思う．決してお墓に閉じ込もってはおられな
いだろう．ドラッカー博士のお骨は自ら山に散骨したと夫人がかつて述べられ
ておられた．

今年は現代マネジメントの父 P. F. ドラッカー生誕から百年にあたる．その
卓抜なる思想と洞察を改めて検討し，知らしめるための活動が世界で進められ
ていると聞く．誕生日に合わせてオーストリアの生家ウィーン第 19 地区，カー
スガーベン 36 番地では記念式が行われるそうである．
私は欧州旅行で幾度か彼の生家を訪ねたことがある．そのことについて著書
に次のように書いたことがある．
「初訪問から 5 年半を経た 2006 年 1 月中旬，私は再びウィーンを訪ねた．今
回も生家を訪ね写真を撮ったが，
隣家の外壁には見たことのない案内があった．
『本建築物はジョゼフ・ホフマンの設計になるものであり，オーストリアの音

【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．

楽家エゴン・ウェレス
（1885―1974）
が 1913 年から 38 年まで暮らした』
」
．
そんな案内がドラッカーの生家にもあればと思いつつ坂道を登り，彼が幼少
期遊んだというぶどう畑と教会堂を回ってから再びもとの場所に戻った．案内
の通り，彼の生家は 1900 年代初めオーストリアの著名建築家ジョゼフ・ホフ
マン
（1870―1956 年）が設計している．ホフマンは記念となる建築物を多く設
計した．機能性が高く質素で自然調和的な作品を主に手がけ，クリムト（1862
―1918 年）
などの画家たちと共にオーストリアの分離派芸術運動を指導した．
彼はウィーンの裕福な家に生まれ，ギムナジウムを卒業してからはハンブル
グ，フランクフルト，ロンドン，そしてアメリカの諸都市をめぐり，その間も
すばらしい学問的業績を残し，カリフォルニアのクレアモントの自宅にて 95
年の生涯を終えた．ナチスから逃れ，ヨーロッパを離れていた多くの知識人た
ちとは異なり，故郷に帰らず，懐かしむこともなかった．ドラッカーは新遊牧
民のごとくに生き，自らが考えた知識労働者そのままの生き方をした．
本稿では彼の生涯と発言を通して「ドラッカーの知的後継者は果たして誰な
のか」について考えてみたい．
ドラッカーから学ぶことのできる一つの姿勢とは「現代マネジメントの父，
あるいはその発明者」
と称されつつも，自らドグマに陥らなかったことがある．
つまり，彼は自らの知的後継者を指名することがなかった．
筆者はかつてドラッ
カーに「あなたの知的後継者とはどなたでしょうか」
と問うたことがある．
彼は短く答えた．
「おりません」
と．
彼は自らの理論と洞察が，鉄道から IT まで，すなわち産業社会から知識社
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会の初期にいたるまでは妥当するものであることを知っていた．だが，同時に

際，われこそは後継者なりと自称する者は，自ら詐欺師か偽預言者であること

自らの所説の限界をも認識していた．実際のところ21世紀において，生命工学，

をはからずも表明することとなる．

情報工学，ナノテクノロジーがいかなる具体的展開を遂げるのかは誰にも知り
えぬものである．
彼は 1954 年の
『現代の経営』において，物質とは人間精神の発展に貢献させ
うるし，またそうさせねばならないと述べている．かかる信条とは人類の精神
史において古くから存在する唯物論的立場を彼がとらなかったことを意味して
いる．技術の進歩とは単に物質上の変化を意味しない．それは物質を通して人
間精神の発展に寄与しなければならない．そのために，それぞれの時代におい
て，それぞれの新たな洞察が必要であると彼は考えたのである．
1975 年以来ドラッカーの教えを受けたウィリアム・コーエン氏も筆者と同様
の経験を自著で述べている．大学院生時代彼は新入生たちと冗談混じりに
「私
はビル・ドラッカーと申します．ドラッカー教授の息子です」と自己紹介した．
その時，当のドラッカー自身は別の学生と談笑していた．ドラッカーは話をや
めてゆっくりと彼のほうに向き直り次のように言ったという．
「ビルさん，あなたは私の息子かもしない．だが私はあなたの父ではない」
コーエンは親子のような情感溢れる関係を持ちたいというつもりでそのよう
に言ったということだが，
ドラッカーはそれに対して次のように述べたという．
「そのような発言はあなたの落ち度だ．責任も問われることになる．われわ
れは自らの発言のみならず行為に対しても責任を負わねばならない」
この逸話は聖公会の信徒でもあったドラッカーが，他人の名を潜称すること
をいさめたものと理解することができる．
『エレミア書』
（23章16節）に言う．
「万
軍の主はこういわれる．お前たちに預言する預言者たちの言葉を聞いてはなら
ない．彼らはお前たちに空しい望みを抱かせ主の口の言葉ではなく，自分の心
の幻を語る」
．自らが偽預言者になってはならぬことをドラッカーは深く自覚
していたのである．
ドラッカーは
「グル」
と言われるのを嫌った．その語はマスコミが詐欺師とい
う語のスペルが長過ぎるために略称として使用したものとどこかで書いてい
る．彼は教え，書き，相談に乗った．その知的恩恵に預かった人は少なからず
いる．しかし，自らの後継者を指名することはなかった．
そのような姿勢はドイツの社会学者であるゲオルク・ジンメルに似ている．
ジンメルも弟子も持たなければ学派もつくらなかった．ジンメルの知的アウト
サイダーとしての矜持は彼の晩年の日記にもよく表れている．
「私は，知的相続人を持たぬままこの世を去ること，それが私の分に合って
いることを知っている．遺産などというものは相続者たちに処分されてしまう
ものだし，彼らは都合のいいように使ってしまうだけなのだ」
ドラッカーの思想と洞察は潜称せぬ限りにおいて，知的公共物として全世界
の利用に供されるであろうし，またそうされねばならないであろう．だがその

【略歴】ソウル商科大学卒業，慶北大学校経営学博士．現在大邱大学名譽敎授，THK ㈱
社外取締役．ドラッカーの著作 20 冊以上を翻訳し韓国に紹介する．韓国におけ
るドラッカー研究の第一人者とされる．
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「ドラッカースタイル」
には，論理の飛躍も無責任な予言も独断的な史観も入り

「ドラッカースタイル」
について

込む余地がない．ドラッカーは常に実践の人であり観察の人であり革新を求め
た人だった．ドラッカーの言葉は歴史という風雪を浴びて黒檀のような光沢を

――巨大なヒューマニストの知

出すのだ．
鎌倉五山の筆頭の建長寺に開祖蘭渓道隆が宋の国から持参した樹齢約 750 年

Drucker Style: Wisdom of the Great Humanist

岸野孝彦

Takahiko Kishino

（（財）ひょうご産業活性化センター）

1. はじめに
ドラッカーを最近まで米国型資本主義を礼賛し，派手なキャッチコピーで中
身のない理論を展開する財界御用達の経営学者のように私は永い間そう思い込
んでいた．だから，いつも著書がベストセラーになり，書店にうず高く積まれ
ていても横目に見ていた．

に亘る柏槙の大樹がある．
「ドラッカースタイル」
による知はこの柏槙のように
歴史を積み重ねて年輪を太くしてきた．
ドラッカーには精緻な理論を組み立てて公式化し，人に強要する傲慢さも難
解さもない．なぜなら，法学，政治学，経済学は彼にとって社会や組織を分析
するためのツールでしかなく，理論のための理論のツールではない．
ドラッカーの名言に「マネジメントを初めて行ったのはピラミッドを作った
人間だ」という言葉がある．マネジメントの本質は人間の潜在能力を最大限に
生かし，よりよい社会や組織を形成することであり，労務管理という卑近な人
事管理方法ではない．
ドラッカーは
「ファシズム」
や
「共産主義」
が人間をイデオロギーの正当性とい
うより他者への憎悪や恐怖で支配していることにその全盛期にもかかわらず，

しかし，ドラッカーの
「私の履歴書」
を読んだ時，自分の誤解を悔やんだほど

その破綻を確信し著述した．憎悪や恐怖の支配は絶えず敵を作り，人間不信を

だ．死後に出会えた事は遅過ぎたが，間違った認識を持ち続けるよりはましだ

助長し永続するものではない．大学のユダヤ人同僚に対するナチの迫害やそれ

ろう．

に呼応した同僚の豹変ぶりを座視できず，彼は大学教師という地位を投げ捨て

「知識は本の中にはない」
というドラッカーの名言がある．真の情報や知識は
本やインターネットなどで簡単に得られるようなものではなく，演繹的な理論
よりも経験的な日々の積み重ねの中から帰納的に獲得された理論が信じられる
年齢になった．そんな日頃の想いがドラッカーと私を邂逅させたのだろう．

2.「ドラッカースタイル」
とは何か
若さとは理論の曖昧さを許容しない性急さや単純さに支配されやすい．その
性急さは明解かつ根源的な原理のような回答を理論に求める．ファシズムや共
産主義はそれに答えてくれるわかりやすい回答だ．そういう文脈では民主主義
は不明解で曖昧な回答だ．

ドイツから脱出する．そして，ファシズムと共産主義との一時的同盟や崩壊も
予測する．
さらに，ドラッカーはポスト資本主義社会を知識社会と位置付け，労働をコ
ストと考えず，人的資源と位置付けて従来の資本主義社会での労働とは明らか
に異なったものであることを指摘した．
「ドラッカースタイル」
とは限りなく暖
かいまなざしを持った巨大なヒューマニストの知であると思う．

3.「ドラッカースタイル」
はどこから来たのか
世界の人口はまもなく約 68 億人に達する．国連の中位予測では 2050 年には
約 91 億人まで増加する見込みだ．
「エコロジカル・フットプリント」
という環境

しかし，頭脳明晰なドラッカーが若き日よりそういう知的傲慢さとは無縁で

指標によれば，すでに人類は地球 1 . 4 個分を消費して地球の能力の閾値を超え

あったことは特筆すべきことだ．
「マネジメントの父」と呼ばれるドラッカーは

てしまった．地球全体の人口が米国人並みに消費すれば，地球 5 . 4 個分以上が

自分の研究や人生もマネジメントしているかのように，理論の飛躍も無く現実

必要だ．現代の企業経営は，企業がこの資源が有限な社会で存続に値する価値

を凝視し現場を見つめ，企業という組織・システムを分析して，語るような著

があるのかつまり誠実に社会的責任を果たしているかの判断が下されるのだ．

述を積み重ねて説明してきた．

ドラッカーが言うように経営者の責務は企業価値を最大化することであり，企

こういう積み重ねの学究・人生スタイルを私は
「ドラッカースタイル」と命名

業の目的は顧客の創造だ．つまり，
「ドラッカースタイル」
とは企業や社会，個

したい．誰にも模倣できる．何度も違ったコースから季節を変え，装備を変え

人が基本的人権，民主主義，平和主義という人類社会の最高価値を尊重し，享

てマネジメントという頂上を極めて，
記述を重ねてきたような研究スタイルだ．

受できるところから出発している．
「誠実で尊敬される企業」
として社会に認知

406

評論

「ドラッカースタイル」について―― 巨大なヒューマニストの知

407

されなければその存在意義を確保し得ない．
企業や組織の「利益」
「成長」より「共

ターのように，商品重量は製造プロセス中で必要とした天然資源の総量の何分

生」
「共感」
という価値から出発している．

の一になっており，消費者に購入されるまでに消費した自然資源の量も目に見

現代の企業経営とは，
“ノアの方舟”
の中の一員として生きることだ．ロビイ
ングによる利権とか自分たちの独占的地位を優越的にするレントシーキング等

えるものにするというものだ．今後とも，環境負荷減少の経営スタイルがすべ
てに優先しなければならない．

により資源の最適配分を損なう行為は
「市場の失敗」であるばかりでなく，現代
社会では
“ノアの方舟”
にも乗ることが許されない
「敗北の経営」に他ならない．

4.「ドラッカースタイル」
はどこへ行くのか
それでは，
「ドラッカースタイル」
は現代の企業経営に何を求めているのか．

（5）ステークホルダーとのコミュニケーションを重視する
個人のライフスタイルも企業の経営スタイルも量的拡大である「経済成長」
よりも
「環境にやさしい経済発展」が求められている．「欲望の生活」より「充足
の生活」である．貧困に苦しむ原因が単なる誕生した場所で決まるという不条
理な悲しみを全人類は根絶し，その悲しみを解消しなければならない．現代企
業のステークホルダーとは利害関係者のみでなく世界のすべての人なのだ．グ

（1）
基本的人権重視の経営をする
「企業は人なり」
という言葉があるが単なる企業内での人的資本という観点か

ローバリゼーションの進展は世界の人々をステークホルダーに変えて，さらに
IT の進展は世界の人々とのコミュニケーションを推進する．

らの人材育成ばかりでなく，男女共同参画を一層推進し，人の潜在能力を十分
に発揮させ，基本的人権の尊重をするということだ．公平な人事評価，障がい

（6）イノベーションを推進する

者の雇用推進，女性のエンパワーメント，女性管理職の増加などのポジティブ・

環境イノベーション，エネルギーイノベーション，ライフスタイルイノベー

アクション，
育児休業の男性取得などを積極的に図っていく必要がある．また，

ションが人類を救う．再生可能エネルギーの効率の追求，緑の革命の推進，環

企業が働く者にとってストレスの多い組織とならないようワーク・ライフバラ

境指標による監視システムの確立，CO 2 排出権取引のような市場化，環境税制

ンスやメンタル・ヘルスの推進を図らなければならない．

等人類の叡智を真に結集したエコイノベーションを推進する必要がある．

（2）
民主主義的なコーポレート・ガバナンスを行う

（7）
「ヒューマンケア・マネジメント」
という経営スタイルを築く

コーポレート・ガバナンスも株主総会・取締役会に加え，内部監査などによ

すべての企業も組織も人が中心であり，人が資源であり，人が他の資源を活

りその強化に努めるとともに，社外相談役等による外部評価はもちろん，企業

用し生産するのであり，人が顧客であり，人が製品を使い生きている．拝金主

モニターやアンケート調査などを実施する必要がある．また，企業倫理，内部

義が横行し，未来に対する閉塞感が満ちた現代社会において，生きるために働

統制，開示情報などの専門委員会の活動を積極的に推進する必要がある．さら

いているのであっても，働いて生きる喜びがなければ生きていけない．

に，内部通報制度の励行，派遣労働者を含む従業員の意見を尊重してコンプラ

「共感」と「信頼」
がヒューマンケア・マネジメントの構成要素であり，企業が

イアンス順守を徹底し，民主主義的なコーポレート・ガバナンスを実現しなけ

それを行うのならば，働く者も働く意味の深さとその喜びを感じる．生きがい

ればならない．

や幸福のリレーがそこに生まれ，イノベーションが持つ大切さも理解でき，ス
テークホルダーの信頼・共感も獲得できるのだ．

（3）
適正利潤によるフェアな事業活動を推進する
企業経営は人や環境，社会に多大な負荷を与えない適正利潤によるフェアな
事業活動が求められている．派遣労働者を雇用の調整弁とする工場で生産され

5. むすび

た製品イメージを消費者に与えることは決定的なブランド・イメージの低下を

今回の世界金融危機によりドラッカーがマネジメントの研究対象とした GM

もたらす．また，名ばかり管理職による残業代節減など不公正であり，サプラ

が国営企業となり，実質的に破綻した．ドラッカーの「労働は資源であり，コ

イヤーに対してもクリーン調達を徹底しなければならない．

ストではなく，従業員の意見を尊重して経営すべきである」という現代では自
明な提言はその最期まで GM の経営陣には無視された．ファシズムや共産主義

（4）
環境負荷減少の経営スタイルをさらに心がける
エコロジカル・リュックサックという概念がある．1 kg の牛肉やコンピュー

の崩壊，そして，GM に破綻もたらした経営スタイルは人間の可能性を信じる
か信じないかというその一点で
「ドラッカースタイル」
と峻別されるのである．
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今後とも，
「巨大なヒューマニストの知」
である
「ドラッカースタイル」が世界
的な金融危機で彷徨する現代の企業経営に止まらず，世界の政治経済のマネジ
メントにその真髄を発揮させ実行されることを切に望んでいる．
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“Middle Way” by Drucker

丸山有彦

【略歴】大阪大学経済学部卒業．筑波大学院経営・政策科学研究科修士課程修了．（財）ひ
ょうご産業活性化センター勤務．

Naohiko Maruyama

1. ドラッカー流の自己実現
ドラッカーは，自己目標管理
（MBO: Management by Objectives and Selfcontrol）の前提として，人間が責任，貢献，自己実現（achieve）を欲する存
在であるとしている

（1）

． ま た，
『 経 営 者 の 条 件 』で も， 自 己 実 現
（personal

achievement）
を重視する．
ここでいう自己実現
（personal achievement）は，いわゆる自己実現
（Selfrealization）とは別次元のものである．また，マズローのいう自己実現（Selfactualization）とも異なる．ドラッカーはマズローに言及し，その業績も評価
しているが，一線を画している

（2）

．

「あるべき自分」としての自己をどう見出し，それをどう満たしていくのか，
これらはいかに生きるかが問われる問題である．いわゆる自己実現といわれる
ものは，自分の自己から究極の目標を見出し，それを追求し，その実現を果た
すことを目標とすることである．こうした，自分の自己が何であるかを知って
いると信じ，人生とはその自己を貫くことだと思う生き方は，いわば「自己実
現としての人生」
である．
しかし，人生が一つの目的を追って進むという考え方の基礎は，妥当なもの
であるのだろうか．この点に山崎正和は疑問を呈している．われわれは，人生
をいかに生きるかに迷い，その中で，日々に自己を発見しながら生きてきた．
「汝自身を知れ」
という言葉があるように，自己は未知であり謎である．人生が
自己実現の一本道のように見えていたのは，おそらく，性急な近代化と産業化
の一時期の例外だったのだ，と指摘するのである．
そこで山崎は，「自己実現としての人生」の反対語のつもりで，「自己発見と
しての人生」
を提示する

（3）

．

こうした自己発見の要素をドラッカーが重視しているのは，フィードバック
分析の手法を提示していることからも明らかである．「誰でも自分の強みはわ
かっていると思う．たいていが間違いである」
とドラッカーは言う

（4）

．

人はよほど注意していないと，
自己を見失う．意識して突きつめてみないと，
自分を見出せない．それには手法が必要である．そのとき自己は，自分の強み
の発見を通じて見出される，とドラッカーは考えているのだ．
しかしドラッカーは，
「自己発見としての人生」
をもってよしとしているので
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はない．その先がなくてはいけない．ここに興味深いサンプルがある．森嶋通
夫が，経済学をめぐる学者像を記述する過程で，人生をモデル化して提示して
いるものである．

いている

（10）

411

．

19 世紀のヨーロッパでは，自由をあまりに当然のこととしていた．そのた
め「人間の実存はいかにして可能か」
という問いの意味を否定することは，人間

「一生というものは，将来の可能性をすべて見渡して，その中からベストの
ものを選ぶという形で，
合理的に設計されるものでない．ある程度の見通し（近

の自由の意味を否定することにつながる，ということがわからなかった．この
点をドラッカーは指摘している

（11）

．

視眼的な見通し）を立てて決断し，それにもとづいて行動がなされた結果を既

しかし，時代がそれを人々にわからせることになる．

成事実として，次の見通しを立て，新たな決断をするという形で，試行錯誤的

ヨーロッパは二度の世界大戦によって，それまで蓄積した富を失い，安定し

に人生は展開する」 ．

た社会が崩壊してしまった．それまでの社会や伝統といった価値体系が崩れ，

（5）

ここに提示されているものは，
「自己発見」
を前提にして自己形成していくモ

自分の外側にある尺度は有効性を失ってしまった．そのことが明らかになった
以上，人は，他人や社会や伝統が決める価値観に合わせて生きていったとして

デルである．
「ある程度の見通し
（近視眼的な見通し）
」とは，
「あまり先を見てはならな

も安心は得られない．個人の存在することを個人の内側から考え，それを尊

い．貢献のためのプランを明確かつ具体的なものにするためには，長くともせ

重する考えが必要となっていた．実存主義の考えがヨーロッパに広がる背景が

いぜい一年半を対象期間とするのが妥当である」とドラッカーが言っていると

あった．

ころに対応しているようにも読める

（6）

つまり，「人間の実存はいかにして可能か」
という問いは，もはや関係のない

．

両者は異質ではない．同じ方向を向いているように見える．

ものとは言えなくなっていた．こうした時代の中で，ドラッカーはキルケゴー

しかし，森嶋のモデルは，学問で成果をあげた偉大な学者を前提とする．一

ルに出会っている．そして，
「答えを示したのは，キルケゴールだけだった」
と

方のドラッカーは，個人が自らをマネジメントする方法を明示している．
「と
くに才能のある者だけが行うことができ，他の者には真似のできなかったこと
を」実践できるようにするための方法を提示しているのである

（7）

．

ドラッカーは，究極の目標を見出す代わりに，定期的に自らの強みにもとづ

書いている

（12）

．

ドラッカーがキルケゴールに見出した答えとは，
どういうものであったのか．
ドラッカーは言う．キルケゴールは，「人間の実存は，精神における個人と
社会における市民を同時に生きるという緊張状態においてのみ可能である」と
考え，そして，「人間には，緊張の中に存在する人間実存という現実から逃れ

いて貢献を見出すことを勧めている．
「単に好きなことをするというだけでは，自由はもたらされない．気ままに
過ぎない．それではいかなる成果も上げられない．いかなる貢献も行えない．

る道はないことを示してくれた」
のであると

（13）

．

人間の自由を保持するために，個人として自己に責任を持つ必要がある．こ

自らの果たすべき貢献は何かという問いからスタートするとき，人は自由とな

れは，けして楽な道ではない．しかし，そこから逃れる道はない．そして，
「人

る．責任を持つがゆえに，自由となる」
のである

間の実存は，それ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

（8）

．

これは，単なる自己発見としての人生ではなく，森嶋のモデルとも違う．ド
ラッカー流の自己実現では，自己の強みの発見にもとづいて貢献を考えること
が求められる．貢献の実質を考える過程で，
自分以外の他者が入り込んでくる．
貢献の対象まで織り込んだ上で得られる自己実現である．
こうした自己実現があってこそ組織の成果も上げられる，とドラッカーは主
張する

（9）

．

できる」のである．そうした道を示しているがゆえに
「人に生きる覚悟をも与え
てくれる」．これがドラッカーの得たキルケゴールからの答えである

（14）

が与えられることを拒否する．「人間は隣人を幸福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きる」という考えは，外から価値観を押しつけ
るものであって許容しがたい．われわれの自由を否定する考えであって，全体
主義を許容する考えである

（15）

2. キルケゴールとマネジメント
個人の自己実現と組織の成果を両立させるドラッカーの考えには，おそらく
キルケゴールの影響があるのだろう．
ドラッカーがキルケゴールに出会ったのは，
19歳の1928年であり，何年かたっ
て「人間の実存にかかわるような何か新しい次元に出会ったことを悟った」と書

．

こうした前提に立てば明らかなことだが，ドラッカーは，外から価値の尺度

．

外からの価値の尺度の提供を拒否することは，内なる尺度を自ら見出す責任
を負うことにつながる．その責任を負って社会で生きていくためには，ドラッ
カー流の自己実現が必要なのである．
しかし，ドラッカーはキルケゴールの答えに十分満足したのではなかった．
キルケゴールは，「精神的な実存を重視し過ぎ，人間実存の両極を一つに総合
することができなかった」
と言うのである

（16）

．
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人間は，たった一人で生きるわけにはいかず，社会の中で生きていく必要が
ある．その時代や文化，伝統によって，人は影響を受けながらも，個人の内面
のことは，自分で責任を持って生きていかなくてはならない．そして，社会に
対して，貢献をしていかなくてはならない．
織のマネジメントの前提が整う．
「組織の成果に対する社会の客観的なニーズ
と，個人の自己実現のニーズの双方を満たさなければならない」とドラッカー
（17）

ドラッカーは『経営者の条件』について，「成果をあげるエグゼクティブたる
発に関する偉大な詳論
『キリスト教における修練』
と比較されるような心配はな
い」と述べる

（21）

．

これは謙虚なドラッカーの謙遜なのだろうか．
ここで言うとおり，ドラッカーの書いたものは，キルケゴールの修練のよう

．

これらが満たされたときに，精神における個人と社会における市民を同時に

な厳格な高い要求をしていない．「目標があまり高くないからこそ，実現も期
待しうるというものである」
と本人も書いている

生きることが可能になるのである．

（22）

そのためにも組織におけるマネジメントが必要なのである．そして，ここで
も類似の問題が生じる．ドラッカーは，外から価値の尺度が与えられることを
拒否するのと同じ理由で，価値の尺度を与える立場に立つことも拒否する．
人が精神における個人の責任を負う以上，マネジメントに，人々を「幸福」
（人
生に対して前向きで生きがいを感じる状態）にすることを求めるのは正しくな
い．ドラッカーは，
「幸福が社会など外的条件によって生み出されるというの
は，近代主義の幻想」であると言う．幸福とか充足といった個性の実現は，内
面的なものであって，自分自身に求めるべきである

（18）

もちろんマネジメントが，
人々の幸せを無視するわけにはいかない．しかし，
い．だから
「幸福」
の面倒は見ない，ということになる

（19）

．

本来の目標に比して，あえて程度を落としているのであろうか．「目標は難
しいものにしなければならない」
と別のところでドラッカーは書いている

（23）

．

あるいは，「確かに人生には，成果をあげるエグゼクティブになることより
も高い目標がある」
と書く．しかし一方で，
「成果をあげるエグゼクティブの自
己開発は，真の人格の形成でもある」
ともある

（24）

．

厳格な目標の方が本当はよいと考えているのかどうか，ドラッカーの真意は
これらの記述からはわからない．
そこで補助線を引いてみる．釈迦
（釈尊）
の考えに，中道の概念というものが

．

人が，他人ないし社会に期待し過ぎることは正しい感受性のあり方とはいえな

ある．
釈尊は，徹底した苦行をした．それは天の神々すら心配したようなすさまじ
いものだった．それでも，悟りに到達できなかった．当時は，苦行か安逸かの

．

組織にできることは，個人の自己実現を邪魔しないこと，そして助けること
である．これは大切なことである．つまり，
「組織は，優秀な人達がいるから
成果をあげるのではない．組織は，組織の水準や習慣や気風によって，自己開
発を動機づけるから，優秀な人たちをもつことになる」ためである

（20）

．

しかし，人々を幸福にすることは，マネジメントの仕事ではない．成果をあ
げることが，マネジメントの仕事である．
『マネジメント』に付した
「まえがき」の副題は
「専制に代わるもの」である．
「組織に成果を上げさせるマネジメントこそ，全体主義に代わる唯一の存在だ
からである」
．
唐突に出てきたかに思われる
「専制に代わるもの」という言葉は，ドラッカー
の原点に何があるのかを示唆している．
「人間の実存はいかにして可能か」とい
う問いに対する答えが，ドラッカー流の自己実現とマネジメントに対する考え
の基盤にあると解したい．それは，キルケゴールの提示した答えを受けて，さ
らに考えを発展させたものであると思われる．

3. ドラッカーの基準
べく自らを訓練することについて述べた本書が，例えばキルケゴールの自己開

自らをマネジメントすることで，ドラッカー流の自己実現が可能となり，組

は言う
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道しかないと考えられ，宗教的理想を達成するためには，苦行によるしか方法
がないと思われていた．
しかし釈尊は，苦行を放棄して中道という概念を提示した．もちろん堕落し
たのではなかった．苦行によって到達できる真理と，中道によって到達できる
真理が別物であると見抜いた上で，中道が正しいと選択したものである．
つまり中道は，厳しさに耐えられずに妥協して選ばれた道ではなく，苦行よ
りもすぐれたものだと言うことである．
中道は，極端を否定し，また平均を否定する．世の中が変転することを前提
とするから，自らの中道にも執着しない．自然のうちに努力を続けていくこと
が中道であると考えられる

（25）

．

ここで注目すべきは，厳格なものが正しいというわけではなくて，極端に走
らないほうがよりすぐれたものであるという考え方である．
この点，ドラッカーが変化を前提とすること，あるいは継続学習を要求する
ところなど，こうした考えと親和性あるように思われる．しかし，もっと根源
的な点での一致が見られる．
ドラッカーが大切にしている問いかけである「何によって憶えられたいか」
は，自分を刷新するための問いであり，考え方の基準である．この問いそのも
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のが，極端を排しているものといえる．厳格な人ならば，人がどう評価しよう
が関係なしに，ただ正しいことをすべきだ，と主張するはずである．そうした
厳格な考えの方が正しいという主張も考えられる．
しかし，ドラッカーは，人の評価を排除しない．人間性に根ざした考え方を
採る．人は，一人で生きているわけでなく，他人と係わって生きている．誰か
に評価されたいという気持ちは，けして否定されるべきではない．人間の自然
な感情である．自分が大切に思っている人に評価されたい，どう評価されたい
か――，こう考えていくことのほうが，確実堅実な方法なのだ，ということで
ある

（26）

．

ドラッカーの提唱することが実際的なのは，人間性に根ざした考えを選択し
ているからであろう．ドラッカーは良く観察し，人に聞き，そして誰よりも自
分の心に問いかけてきたはずだ．フィードバック分析を初めとした数々の提言
は，自分で実際に行ってきたものである．決して程度を落としたものなどでは
ない．
一方，安逸に流れることもなさそうだ．
「自己目標管理によるマネジメント
は，自己規律を要求する．自らに対し高い要求を課すことを強いる．理解があ
るどころではない．あまりに多くを求めるとさえいえるかもしれない．自己目
標管理への批判も，むしろこの点にあった」
と批判を承知しながら，「真の自己
管理を伴う自己目標管理を実現しているところは少ない．自己目標管理は，ス
ローガン，手法，方針に終わってはならない．原則としなければならない」と
批判を押し切っている

（27）

．

ドラッカーは，厳格を追求するわけでもなく，平均がどうであるとも考えて
いない．やや高い目標を掲げることを求めている．かつて
「上位一割にやる気
を起こさせることができれば，平均的な連中はついてきます」という知恵を授
けたように，安易な提言など掲げる気もない

（28）

．

厳格過ぎず，安易にも陥らないことによって，ドラッカーは人間性に根ざし
た，より優れた考えを提示することができたのだと考えられる．何において優
れているのかと言えば，言うまでもなく，成果をあげることにおいてである．
【注】
（1）P. F. ド ラ ッ カ ー『 マ ネ ジ メ ン ト 』[MANAGEMENT: TASKS, RESPONSIBILITIES,
PRACTICES, 1973 .] 中（ドラッカー名著集 14，ダイヤモンド社，2008 年，上田惇生訳）
p. 86． 該 当 部 分 の 原 文 は 以 下．〈Management by objectives and self-control assumes that
people want to be responsible, want to contribute, want to achieve.〉
（2）
『マネジメント』上（ドラッカー名著集 13，2008 年，上田惇生訳）
p. 86 マズローが人間の欲求に限界効用のコンセプトを適用した点，すなわち欲求が固
定したものでなく変化するとの洞察にもとづいて，欲求が満足させられるほどに，その
重要性を減少させていくとの理論についてドラッカーは評価する．しかし，欲求が満足
させられるに従い，その性格をも変えていく，という点が見逃されていることを指摘し
ている．
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なお，いわゆる自己実現（Self-realization）に与えたマズローの影響も大きい．ここでは当
然に欲求の性格が変わらないという前提で，オタマジャクシがカエルになるように，ド
ングリが樫の木になるように，自己の可能性の実現を追求することをよしとする．
（3）山崎正和『自己発見としての人生』
（TBS ブリタニカ，1984 年）
pp. 207-209 戦後の日本はある時期まで，
「誰もが，自分の自己が何であるかを確かに知っ
ていると信じていたし，人生とはその自己を貫くことだと思い込んでいたから，あらた
めて，いかに生きるかを考える必要はないように思われていた」．しかし，「人々は，人
生が自己実現の一本道でないことを漠然と感じ，自分が明確な自己を知らないことをう
すうす感じ」るようになった．「むしろ，そこに人間の本来の生き方の復活を見」る，と山
崎は言う．
（4）P. F. ドラッカー『明日を支配するもの』[MANAGEMENT CHALLENGES FOR THE 21 ST
CENTURY, 1999 .]（ダイヤモンド社，1999 年，上田惇生訳）p. 194
（5）森嶋通夫
『思想としての近代経済学』
（岩波新書，1994 年）p.114
森嶋は，マックス・ウェーバーとヒックスを例に挙げている．「ウェーバーよりはるかに
冷静で，激情を爆発させない人であったヒックスの場合でも，初期の仕事と末期のそれ
は異質であった．それゆえ彼もまた晩年には，ウェーバーのように，一生の仕事の体系
化に多くの時間を費やした」
（pp. 123 - 124）．
（6）P. F. ドラッカー『明日を支配するもの』p. 217
（7）P. F. ドラッカー『マネジメント・フロンティア』[THE FRONTIERS OF MANAGEMENT,
1986.]（ダイヤモンド社，1986年，上田惇生・佐々木実智男訳）p. 13「『現代の経営』によって，
読者は経営管理の仕方を学んだ．それまでは，とくに才能のある者だけが行うことができ，
他の者には真似のできなかったことを学べるようになった」． そして，イノベーションと
企業家精神についても同じことをしたと言う．「皆が，それらのことは天才だけができる
ことであって，真似できないことと考えていた．しかし，理解できないために真似がで
きないというのでは，考え出されたものとはいえない．それは単に行われていたという
に過ぎない」．
（8）P. F. ドラッカー『明日を支配するもの』p. 218
（9）P. F. ドラッカー『経営者の条件』[THE EFFECTIVE EXECUTIVE, 1966.]（ダイヤモンド社，
1995 年，上田惇生訳）p. 239「成果に向けたエグゼクティブの自己開発こそが，手にしう
る唯一の答えである．それは，組織の目標と個人の欲求を合致させる唯一の方法である．
自分自身と他人の強みを生かすべく働くエグゼクティブは，組織の仕事と個人の自己実
現を両立させる」．
最後の部分の原文は以下．〈The executive who works at making strengths productive -his own
as well as those of others- works at making organizational performance compatible with personal
achievement.〉
（10）P. F. ドラッカー『すでに起こった未来』[THE ECOLOGICAL VISION, 1993 .]（ダイヤモ
ンド社，1994 年，上田惇生・佐々木実智男・林正・田代正美訳）p. 271
（11）P.F. ドラッカー『すでに起こった未来』p. 278 所収の「もう一人のキルケゴール」
（pp.
275 - 296）[The Unfashionable Kierkegaard, Sewanee Review, 1949 .] より．
（12）P. F. ドラッカー『すでに起こった未来』p. 279
（13）P. F. ドラッカー『すでに起こった未来』p. 279，p. 295
（14）P. F. ドラッカー『すでに起こった未来』p. 296
（15）P. F. ドラッカー『すでに起こった未来』p. 271
（16）P. F. ドラッカー『すでに起こった未来』p. 295
（17）P. F. ドラッカー『経営者の条件』p. 239
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（18）金山宣夫『離陸の発想』p. 21（『近代経営』1972 年 7 月号におけるドラッカーと金山の対話．
担当編集者，藤島秀記，岩持岑生）
（19）金山宣夫『離陸の発想』pp. 22 - 24
「人間が精神的なものを求める場合に，それを社会からではなく，基本的には自分自身
に期待すべきである．社会に過大な期待をいだくことは，正しい感受性のあり方とはい
えない」
（p. 22）．また，マネジメントは人間の幸福には無関係なのでしょうか，との問
いに，「『幸福』というと？」という答え方をし，内面的なものであることを確認すると，
「自分自身に求めるのです」
（p. 23），
「いや，
『幸福』の面倒は見ない」
（p. 24）と答えている．
（20）P. F. ドラッカー『経営者の条件』p. 235 また『マネジメント』中，pp. 64 - 66
「自己実現の動機を外側から与えることはできない．動機は内側から来なければならな
い．しかし企業や上司は，最も強い自己実現の動機をもった者に対してさえ，その動機
を阻喪させ，その努力の方向を誤らせることができる」
（p. 64）．「あらゆるマネジメント
が，人の自己啓発を助けるか，邪魔をする．正しく方向づけるか，間違って方向づける．
したがって，マネジメントたる者はすべて，ともに働く者それぞれの自己啓発努力を助
けることについて責任を与えられなければならない」
（p. 66）．
（21）P. F. ドラッカー『経営者の条件』p. 234
（22）同上
（23）P. F. ドラッカー『明日を支配するもの』p. 217
（24）P. F. ドラッカー『経営者の条件』p. 234
（25）増原良彦『釈迦の読み方』
（祥伝社 NON BOOK，1982 年）pp. 132-147
岩本裕は，中道を「ブッダの最初の教えである」と確認した上で，「この考え方は相対を
否定して，その上に絶対を認識することであ」ると指摘する（『佛教入門』中公新書，1964
年，pp. 59 -60）．
渡辺照宏は，中道の概念は単に「自分の経験を反省して」形成されただけのものではなく．
快楽主義の宗教と苦行主義の宗教をきっぱり否定して樹立したとの見解を示し，それゆ
え，「微温的，妥協的な態度を許さないものである．何事もほどほどにとか，足して二
で割るとかいうような常識的な考えは仏教の中道とはまったく無縁である」とする（『仏
教（第二版）』岩波新書，1974 年，pp. 96- 97）．
増原良彦（以下，前掲書）は，修行の際に，「過度な緊張はかえってわたしたちの努力・修
行を阻碍する」
（p. 133）といい，「中道には，したがって，立場がない．みずからの立場
を設定すれば，それがいずれ極端に変ずるからである」
（p. 146）と指摘する．「まずは，
極端にこだわらないこと．そして，平均にこだわらないこと．そして，なおかつ，自ら
の中道にもこだわらない」
（p. 146）ことだ，「毎日毎日の地道な努力を続けて」
（p. 147）い
くことで，正しい道が自然に身についてくるとする．
（26）米長邦雄『人生 一手の違い』
（祥伝社 NON BOOK）pp. 42 -45
かつて米長は，伸び悩んでいる将棋の奨励会員にいろいろアドバイスしたことがあった．
まじめに努力しているのにいっこうに伸びない．おかしいと思って，親に会ってみよう
とした．父親はすでに他界しているので，母親に会おうとしたが，会いたくないという
返事だった．意外であり，無関心と言うのも気になったので，少年に，母親の事を聞い
たところ，その母親は「『この世に生まれてきた人間は，すべて神の子だから，神と自分
との関係が大事で，それに比べれば，そのほかのことはどうでもよいことだ』という生
き方らしい」
（p. 44）ことがわかった．そして，米長は言う．「いろいろな幸せの価値観が
あっていい．しかし，この少年の母親のようなケースは，少なくとも子供の勝負師とし
ての道を閉ざしている．／強くなり，勝負に勝ち，昇段していく当人がうれしいのは，
誰しも同じである．しかし，自分の親が，それを喜んでくれるのと無関心なのとでは，
天と地ほどの差がある．／誰かに喜んでもらえるのが励みになる．それが，神ならぬ人
間の素直な心情だと思う」
（p. 45）．

ドラッカーの中道
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（27）P. F. ドラッカー『マネジメント』中，pp. 85 -86
（28）P. F. ドラッカー『非営利組織の経営』[Managing the Nonprofit Organization, 1990 .]（ドラッ
カー名著集 4，ダイヤモンド社，2007 年）p. 186

【略歴】群馬県生まれ．専門学校講師，通信会社を経て，現在，文書支援コンサルタント．
企業の業務文書等への提案，作成・修正，マニュアル作成講座・講演を行う．渋
谷油絵教室代表．
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に実る田畑に変えていくことができる．尊徳は
「あらゆるものには徳がある」
と

ドラッカーと二宮尊徳

考えた．これを
「万象具徳」
といい，もともと人間やものに備わった徳
（恩徳）
に
人間が勤労によって徳を発揚
（報徳）
させることで，社会的経済的な効用が増加

――二人の社会生態学者から学ぶ

するというのだ．つまり宇宙にはすべてのものに徳があり，その徳を引き出す

Drucker and Sontoku Ninomiya: Learning from Two Great
Social Ecologists

山縣基与志
Kiyoshi Yamagata

はじめに
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（日本文化研究家，プランナー）

行為を「報いる」
として，至誠，分度，推譲の実践活動が，尊徳のいう報徳の基
本理念となっている．
必ず誰もが持っている，
自分の強みを活かして誠意を持っ
て社会に貢献していく．二人の巨人の言葉は，驚くほど一致する．100 年以上
の隔たりがあり，活動した国も状況もまったく異なるものの，ドラッカーと尊
徳はどこかで確実につながっている．
さらにドラッカーは
「何をもって憶えられたいか」
と問い，価値観を明確にす
ることの大切さを強調している．尊徳も常に自分が自然や人に「何をもって報

私には師と仰ぐ人物が二人いる．それがドラッカーと二宮尊徳だ．二人の思

いることができるか」
と自省し，日々実践していた．
「何をもって憶えられたい

想やものの見方，
実践から，
これまで実にたくさんのことを学んできた．ドラッ

か」と「何をもって報いることができるか」という二つの言葉に啓発されて志を

カーと尊徳というと，最初は誰でも怪訝な顔をする．ドラッカーは 1909 年生

立てることこそ，より良く生きるための最高の指針といえる．

まれ．マネジメントの父であり，現代社会と未来を見据えている．それに対し
て尊徳は 1787 年生まれ．薪を背負って歩きながら書物を読んでいる銅像のイ
メージだ．江戸時代のすでに過去の遺物としてしか見られていない．

全体を見ることの大切さ

ところが私にとっては，二人とも過去，現在，未来を見る目を開かせてくれ

全体は部分の総和ではない．この世に存在するものは，
すべてが形態であり，

る独創的な哲学者であり，社会全体を鋭い視点で観察することを教えてくれる

静的な因果関係として抽出できるものはごく稀だ．AとBしか存在しなければ，

社会生態学者なのだ．言っていることは極めてシンプルながら，何度読んでも

その 2 つの関係には重大な意味がある．ところがそこに C や D も存在すれば，

発見があり，示唆に富んだ奥深さを感じる．二人の言葉は単なる対症療法の処

それらが複雑に絡まり影響し合い，部分だけ見ても因果関係はわからない．そ

方箋ではない．自らの針路を見つけ，進んでいくための羅針盤であり，現在を

こでいかに見るかということが重要になってくる．ドラッカーの社会生態学で

読み解く地図でもある．つまり，人生の生き方を教えてくれる．そして偉大な

は，分析と理論ではなく，知覚と観察が最も重要とする．分析や理論に絶対は

二人の思想を学べば学ぶほど驚くべき共通項が見つかる．ここで，その一端を

ないからだ．社会生態学では全体を全体として，有機体，つまり命ある存在と

考察してみることにする．

して見ていくのである．

自らの強みを活かす
ドラッカーは
『プロフェッショナルの条件』
で自分の強みを知ることの大切さ

一方の尊徳はどうやって世の中を見たのか？

尊徳は
「天地の経文」
を読んだ

と言っている．つまり天地自然の間に流れている理法や人間社会に行われてい
る理法を，自分の目で見て，自分の頭で考え，自分の手でつかみ取った．そし
てそのつかみ取った真理を儒教の経書である中国の古典，
「四書五経」
の
『論語』

を説いている．「誰でも，自らの強みについてはよくわかっていると思ってい

や『大学』，『中庸』
などに書かれていることに当てはめてみて，合っていればよ

る．だが，たいていは間違っている．わかっているのは，せいぜい弱みである．

し，合っていなければ，いくら孔子の弟子たちが書いた
『論語』
に書かれている

それさえ間違っていることが多い．しかし何ごとかをなし遂げるのは，強みに

教えでも取り入れなかった．

よってである」と述べ，さらにフィードバック分析から，強みに集中し，それ

それでは読んだ天地の経文には一体何が書いてあったのか？

そこには，天

を伸ばし，傲慢にならず，悪癖を改め，人への対し方が潤滑油であることまで

地間のすべてのものは，同じ姿で止まるものはない．常に状態や形態は変化し

言及してくれる．

ていく．一つのものが，次々と形を変え，新しい姿を表して行く．そしてすべ

一方，尊徳は人とものに備わる取り柄，美点，持ち味，機能のことを「徳」と

ての物は，つながっていると言っている．例えば，植物の種がある．生えれば

名付け，それを活かして社会に役立て繁栄させていくことを
「報徳」と呼んだ．

育って増えるのだが，条件が揃わなければ，生えることはできない．水，温度，

荒れ地には荒れ地の徳があり，荒れ地の徳を人間が活かすことで，肥沃で豊か

土，太陽光，根の養分，そして炭酸ガスがなければ光合成もできない．種から
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草になるというのは，種の徳＝生命力を中心として，水や太陽光などのすべて

囚われ，経済ばかりか，政治，教育，医療までが，経済至上主義に支配され，

のものの徳が融け合って，
一つになって初めて草となる．出来上がった草には，

足の引っ張り合いをしたり，後手後手の対症療法に終始している．社会貢献と

熱や光や炭酸ガスも肥料も存在しない．みんな己の姿を無にして，草の生命の

報徳を旨としたドラッカーも尊徳も草葉の陰で嘆いているに違いない．今こそ

中に融け込んでいる．これを尊徳は
「一円融合」
といった．一円融合がなければ，

日本を再構築しなければならない．

世の中は動かない．この原理によって新しい姿が生まれ，世の中が発展してい
く．尊徳は一円融合と生々発展が宇宙生命の実相だと悟った．人間の社会とて
同じこと．人間が智慧と力と環境を一円融合させ．新しい姿を生み発展させて
いく．尊徳も世の中を有機体，命あるものとして見たのである．

社会貢献と報徳の思想から未来を創造する
では一体どうしたら再構築できるのか？

それにはやはり，
部分だけを見ず，

これこそ仏教でいうところの
「無常」
と
「無我」
と言える．ドラッカーも尊徳も

全体を全体として，有機体，命ある存在として見ていく必要がある．そして知

世の中を知覚し観察して実践することで，ついには仏教の真理と同じ境地に到

覚し，観察して変化をじっくりと見ることだ．そしてさらに，「すでに起こっ

達したのだ．

た未来」を観察して，未来を創造しなければならない．
尊徳も生涯に 600 余りの困窮した藩や村を立て直したのだが，いきなり策を

ドラッカーが愛した日本の現状

講じたりはしなかった．まずはその藩や村をじっくりと観察して，田畑やその
土地の人々にどれだけ徳があり，何が強みなのかを見極めた．時には年単位の

ドラッカーは，まるで日本人ではないかと思われるほど，日本の思想やもの

時間をかけてまで，
見ることに集中した．そして村や藩の本質を理解した上で，

の見方や考え方を包含している．日本が脈々と培ってきた思想を環境や時代を

その土地で自らも畑を耕しながら，
まずは人々に仁の心を芽生えさせるように，

一円融合させて生々発展させたような錯覚に陥る．ドラッカーは相当な日本通

報徳を実践した．すぐに受け入れられるわけがない．よそ者の尊徳が信頼され

だと言われている．
『すでに起こった未来』
の
「社会および文明としての日本」と

るまでには長い時間がかかった事例も多い．それでも尊徳はあらゆる人やもの

いう論文の中で，日本の文化や日本画について
「日本には二極が共存する．し

には徳がある，その徳を発揚させれば必ず，人々が幸せになると確信していた．

かし，そこにあるのは対立ではなく，北極があれば南極もあるという二極性に

尊徳でいうところの仕法は，ドラッカーのマネジメントである．仕法を毎日
実践し続けることで，大きな成果を生む．これを
「積小為大」
と尊徳は言う．も

よる緊張である」
と論じている．
そして日本画については
「日本の画家は，その美意識において位相的である．

のの本質をつかみ，世の中のためという視点で誠実に着実に実践を行うことこ

彼らはまず空間を見て，次に線を見る．線からスタートすることはない．（略）

そ，いつの世にも通用する真理なのだ．経済という言葉は，
もともとはギリシャ

しかし日本画家の場合，その見る形態は，今日の言葉で言うところの構造では

語の「オイコノミクス」
を日本語に置き換えた
「経世済民」
の略語である．金儲け

なく構図である．これこそまさに，
線を決めるのは空間であり，空間は線によっ

のための学問では決してなく，本義は「みんなが，この世の中で仲良く豊かに

て決められないとする，位相に特有なものの見方である」と言う．実によく日

暮らせるための実践的は方法論」
なのだ．まさにドラッカーと尊徳は，
「経世済

本の本質と日本人の美意識を見抜いている．

民」を提示してくれる．そして生きる事への感動と感謝も教えられる．私にとっ

ドラッカーはいくつもの日本論を書き，日本の未来を見据えてきた．日本が

てドラッカーと尊徳は，自分を見つめる鏡でもある．ドラッカーと二宮尊徳，

大国になると世界で最初に言明する．ドラッカーはさらに日本画を研究し，日

この二人の師に出会ったことに心より感謝している．これからも二人の叡智を

本画は中国画から画題と構成と技法を学び，それをたちまち日本化しているこ

羅針盤として，社会という大海原を自ら舵取りをしながら，自分の手で櫓を漕

とを発見する．そしてそれはさまざまな面にも現れ，日本はあらゆるものを日

いで進んでいこうと思う．人間尊重，社会貢献と報徳を旨として，これからも

本化すると喝破する．明治維新もドラッカーに言わせると日本の西洋化ではな

二人の思想と歴史から学び，より良い日本の未来を創造していきたい．

く，西洋の日本化だった．日本は知覚の文化．脈々と培って来た思想や文化ま
でをも，命あるものとして捉え融合発展させていったのだ．
そんなドラッカーに愛された日本の現状は一体どうなのか？

競争主義と拝

金主義が跋扈して，
すべてを数字に置き換えて判断する．ものの本質を捉えず，
部分だけ見て，人も経済も動かしている．ドラッカーをして知覚の文化といわ
しめた日本はどこへ行ってしまったのか？

高度経済成長という呪縛に未だに

【略歴】1962 年生まれ．文筆業，日本文化研究家，プランナー．大学卒業後，予備
校講師，出版社勤務等を経て，旅行作家として，アジア，ヨーロッパを中心
に世界各国を長期間取材．外から日本を見たことで，日本文化・思想の素晴ら
しさと奥深さに目覚める．現在，日本文化・思想を世代や国を越えて伝承する
JAPANOLOGY MUSEUM 主宰．日本民俗学会，日本旅行作家協会，国際二宮
尊徳思想学会各会員．著書に『龍馬の愛した町――幕末を歩く』他多数．
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どおりに訳せば，
「従うことにより完全なものを提供する」
という意味合いにな

企業存続のためになすべきこと

る．しかし，このままでは何に従うのかが分からない．そこで，企業が社会の
中で存続するためには，企業を取り巻く法律や規則を守らなければならない，

What to Do for Corporate Sustainability

守って当然であるということから，コンプライアンスは
「法令等遵守」
と訳され

伊藤末高

Suetaka Ito

（㈱香川銀行コンプライアンス統括部）

企業不祥事とコンプライアンス
近年，食品業界，建設業界，金融業界等，業種に関わりなく不祥事や不正が
発覚している．企業における不祥事や不正は，役員や従業員個人の
「バレなけ

ているようである．さらに，相次いで企業の
「違法な行為」
や
「反倫理的な行為」
が発覚したことから，法令等遵守の
「等」
には，社会倫理，職業倫理，社内規則
や慣行まで含まれるようになったようである．
企業活動を規制する法令の制定・改正は頻繁に行われており，企業を取り巻
く外的環境は，日々刻々と変化している．当然，法令を無視して企業を経営す
ることはできず，企業は外的環境の変化に対応するために，法令等に則して社
内規則や事務手続きなどのルールを変更し，または新規に制定しなければなら
ない．
ここで問題となるのは，コンプライアンスを字義的に解釈していた場合であ

ればいい」
「これくらいは大丈夫だろう」という
「違法な行為」や
「反倫理的な行
為」が大きな原因である．
しかし，
企業の内部管理体制や従業員教育の不完全さ，

る．この場合，法令の制定・改正に至った社会的な背景や趣旨を垣間見ること

内部統制システムの機能不全にも原因があるのではないだろうか．

なく，概要や変更箇所のみに神経を尖らせることになる．しかし，法令の背景

企業において不祥事や不正が発覚すると，記者会見や新聞紙面等で
「コンプ

には地域社会の要望があり，そうした要望にもとづき法令が存在するというこ

ライアンス態勢を強化し，二度と発生させない」
とか「全役職員のコンプライア

とを意識して，
法令の趣旨や社会的な背景を確認することが重要であると思う．

ンス意識の向上を図る」という言葉がよく出ている．しかし，企業において不

この「趣旨や背景の理解」
という思考作業を怠ると，コンプライアンスとは法令

祥事や不正を少しでも減らすことや防止することはある程度は可能であるとし

等遵守であるから
「法令を守りさえすれば十分である」
とする字義的な解釈にと

ても，まったくのゼロにすることは不可能ではないかと思う．

どまることになる．このような字義的な解釈のもとでは，外的環境の変化に耐

私は，コンプライアンス関連
（法務部門）
の実務担当者の一人として，コンプ

えうる企業経営はできないのではないだろうか．

ライアンスとは法令等遵守であるということに異存はない．しかし，時代の変

また，企業活動に係わる地域社会や顧客等のステークホルダーから苦情が発

化や地域社会からの要望に適っていない陳腐化した法令もある．コンプライア

生することがある．企業は，苦情を減少させることを目標とするのではなく，

ンスとは
「法令等遵守」
であるから，単に
「法令を守りさえすれば，それで十分」

苦情はステークホルダーからの要望であるという観点をもち，それを経営に活

と字義的に解釈するだけでは，企業における不祥事や不正を減らすことはでき

かしていくという姿勢をもたなければならない．同じような苦情が度々発生す

ないのではないだろうか．

るようであれば，その原因が人にあるのか，組織にあるのか，あるいは商品・

有効なコンプライアンス態勢を構築するためには，法令の趣旨や背景を理解
することが必要であり，その上で，コンプライアンス態勢の構築，教育・啓発

、

、

、

、

、

、

、

、

、

サービスにあるのかを分析し，改善すべきものは改善して経営に反映させてい
かなければならないと思う．

等を行わなければならないと思う．そうした法令の趣旨や背景を理解するため

企業のステークホルダーには，地域社会，株主，顧客，従業員等が含まれて

には，営利企業と非営利企業を問わず，また，事業の目的が利益なのか社会貢

おり，また，法令の背景には地域社会の要望があるということを認識したうえ

献なのかを問わず，企業経営
（マネジメント）におけるドラッカー博士の
「問い

で，コンプライアンス態勢の構築に取り組むことが重要であると思う．企業が

かけ」
が重要な意味を持ってくると思う．

社会的にその存在を認められるためには，ステークホルダーからの要望に応え

コンプライアンスとは何か
「Compliance」
（コンプライアンス）
という単語は，「沿うこと・承諾」という意
味である．その語源は
「Comply」
（従う）であり，これは，「Complete」
（完全）と
「Supply」
（提供する）が合成された単語である．そこで，「Compliance」を言葉

ることが必須要件ではないだろうか．そう考えると，企業における「コンプラ
イアンス」とは，
「法令を守りさえすればよいという法令等遵守」
ではなく，
「ス
テークホルダーの満足を得るために，ステークホルダーの要望に応えることを
前提とした法令等遵守」
であると思う．
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企業が存続するために

平成 18 年に施行された法律に
「公益通報者保護法」がある．この法律は，一

コンプライアンスを字義的に解釈してコンプライアンス態勢を構築すること

定の要件を満たすことにより内部通報者が内部通報したことを原因として不利

は，ルール絶対主義の経営を招くことになり，ステークホルダーの要望に応え

益な処分を受けることがないようにという通報者の保護を第一の目的としてお

ることはできないのではないだろうか．さらに，そうしたことは自己満足の経

り，この法律の趣旨である．この法律の施行に伴い，通報者の保護を第一の目

営になるばかりではなく，不祥事や不正を防止することはできないのではない

的とした社内規則を制定した．ところが，法令違反を知っていながら内部通

だろうか．私は，企業にとってのコンプライアンスとは，ステークホルダーの

、

、

、

、

、

、

、 、 、 、 、 、 、 、 、

、

、

、

、

、

、

、

、 、 、

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

報しなかった者を処分できるルールが必要であるとの意見があった．そうした

満足を得るために，ステークホルダーの要望に応えることを前提とした法令等

ルールを作成すれば，通報がなかったために不祥事や不正の発生を防止できな

遵守であると解釈することで，有効なコンプライアンス態勢を構築することが

かった場合のリスクを回避することが可能となり，一見すると企業にとっては

でき，また，外的環境変化に耐えうる組織として柔軟かつ臨機応変な対応がで

有効なルールのように思えるが，
組織全体がそのルールに縛られることになる．

きるのではないかと思う．

組織とは，人間相互の信頼関係によって成立している．内部通報しなかった
者を処分できるというルールは，相互の信頼関係や人間関係の破壊を招くおそ

ドラッカー博士の多くの著書の中で，企業経営（マネジメント）に関する「問
いかけ」をまとめると次の 5 つに分類できるのではないかと思う．

れがあり，そうしたルールに縛られる雰囲気が組織に良い影響を与えるとは考

①顧客は誰であるのか

えにくい．また，通報するという行為は，通報者にとって多少の後ろめたさや

②顧客にとっての価値は何か

裏切りが伴うものである．そうしたルールを作成することは，公益通報者保護

③われわれの事業の目的は何か

法や社内規則の趣旨に反するものであり，ルールを作成した場合の組織全体に

④われわれの成果は何か

及ぼす影響を考えるとルールは作成すべきではなく，内部通報ができる企業風

⑤われわれの戦略は何か

土を醸成することが先決であるとして，ルールの作成には反対した．すると，

これらの「問いかけ」
は，コンプライアンス態勢の構築を考える際に非常に重

コンプライアンスはルールが絶対だという声があったが，私はそうした声があ

要であると思う．
法令の背景にあるステークホルダーの存在を意識しなければ，

ることを残念に思った．

表面的な，あるいは形式的なコンプライアンス態勢となり，不祥事や不正を防

学生が社会に出てコンプライアンスを字義的に解釈している企業へ入社する

ぐどころか，社会的に淘汰される結果となるのではないだろうか．そうしたこ

と，ルール絶対主義の立場になる可能性がある．そうなると，不祥事や不正を

とを回避し，
企業が社会の中に存続するためには，
ドラッカー博士の
「問いかけ」

防ぐどころか企業や社会の発展を望むことは難しいのではないだろうか．その

を日頃から念頭に置き，コンプライアンス＝法令等遵守という前にステークホ

ため，学生時代にコンプライアンスや倫理等について少しでも学ぶ機会があれ

ルダーの要求に応えて満足を得ることを意識して，コンプライアンス態勢の構

ば，これからの企業経営に変化を与えることができるのではないかと思う．

築や従業員教育・啓発等を継続して行うことが重要ではないかと思う．

法令も含めてルールというものは，人間が作る以上，絶対的に完全無欠のも
のではない．必ずどこかに欠陥があるものである．しかし，法令や社内規則は
絶対的なものとする
「ルール絶対主義」
の世界に陥ると，たとえそれが将来的に
自分の首を絞めることになろうとも，どんな些細なことでもルール化しなけれ
ば不安になり，完璧なルールを望むようになる．既存のルールが一部分でも陳
腐化すれば，都度その部分のみを変更し，時には新ルールを作成することにな
る．その結果として，組織内の混乱を招くだけでなく，何が重要であるか，基
本は何かということが分からなくなり，最悪の場合，ルールの元となる法令の
趣旨も見失ってしまう可能性もある．そうなると，もはやコンプライアンスは
法令等遵守どころではなくなるのではないかと思う．

【略歴】1992 年長崎大学経済学部経営学科卒業．㈱西日本銀行（現，西日本シティ銀行）
勤務を経て，㈱香川銀行コンプライアンス統括部（法務部門）勤務．行政書士，
宅地建物取引主任者，ビジネス実務法務準 1 級（東京商工会議所認定）．
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文明の転換点にいるわれわれは，
何を為すべきか．予測できない未来の中で，

自ら未来を創り出すために
「何を為すべきか」

唯一予測できることは，自ら未来を創り出すことである．

2. 社会の変化

What to Do for Us to Create the Future

深谷一枝

Kazue Fukaya

（作家，ワークライフバランスアドバイザー）

はじめに

文明を創る要素は文化である．形として目に見えるハードの部分を文明とい
うならば，目に見えないソフトの部分を文化と呼べるだろう．
2008 年アメリカで起きたサブプライム・ローンやリーマンブラザーズの破綻
が，今後どのように影響を及ぼしてゆくのか．現時点（2008 年 12 月）では日本
のマスメディアは，1929 年の世界恐慌が再現すると騒いでいる．
しかし，サブプライム・ローン問題を冷静に考えれば，低所得者でも家を買
えるような仕組みが成り立つはずがない．金融工学に秀でた人間たちが考え出

「日本は西洋と東洋の橋渡しの役を果たしてきた．さらに言うならば，日本

した恐ろしいマジックであり，200 ページ以上の説明書はプロの金融マンが読

はアジアの一員であり，西洋の一員であるというきわめてユニークな位置付け

んでも難解を極めるものであった．こうした形で新たなるアメリカン・ドリー

にある」

ムは，あっという間に終焉した．

ドラッカーは，激動の時代における日本の可能性について，こう語っている．

むしろ経済によって組織や個人が成功を手に入れる時代は過ぎ去ったのだ．

しかし，ドラッカーの期待とは反対に日本は
「国家の将来ビジョン」を示すこと

では，いかなる方法で人間は幸福なる自己実現を果たすことができるのか？

ができず，閉塞感が漂っている．

そこには，閉塞感漂う社会の中にあって，いち早く変化を見抜き，行動を起こ

その証拠に，1996 年前後のバブル崩壊後から年間 3 万人の自殺者数は減少し
ていない．
個人としても国としても
「迷い」
の中にあるのが現状である．
自らが未来を創り出すために，ドラッカーの思想を実践しつつ，大きな「壁」
に立ち向かう個人や非営利組織の活動と今後の展望について考察した．

1. 文明の転換期
「数百年に一度，際立った転換が起こる」
「歴史にも境界がある」とドラッカー
は，書いている．誰にも気付かれることなく，社会的，政治的な風景が変わっ
てゆくのだと．
ドラッカーはその原因のひとつに人口をあげている．急速に進行する少子高
齢化が社会を変えてゆく．すでにわれわれは，その問題に直面している．
実際，私の住んでいる町の人口の一割は外国人労働者である．休日や長い休

す一掴みの人たちがいるはずである．
マイノリティとして片付けることができない新文明を担う旗手の存在であ
る．

3. 限界とその先に見えるもの
現代文明の基礎にあるものを遡れば，アリストテレスが論理性を重視し，諸
学問の基礎を作ったところに行きつく．この手法をフランシス・ベーコンは
「デ
セクション」として言及している．ベーコンが科学において解体・分析した流
れは，デカルトへ引き継がれた．
このアナリシスの流れが近代文明，特に人々の知性に大きな影響を与えてい
る．
しかし，要素還元主義の立場から考えただけで，解決できない問題に直面し
ていることが，現代社会の大きな壁である．

暇になると町の人口は，増加する．夏の祭典ともなると，人口の 10 倍の外国

それは雪舟の墨絵を分解・分析したとして，まったく同じような芸術を生み

人で溢れたことさえある．統計上では，人口の一割と打ち出しているが，非合

出すことが可能であるかどうかを考えればわかるはずである．さらに墨絵はそ

法の労働者や滞在者を含めるともっと多いのが現状だ．

のままで価値のあるものであり，そこにはアナリシスなど必要のない世界が展

一種の文明実験とさえ感じる日常の中で，今後の日本について危機感を持た
ざるを得なくなっている．
「ネクスト・ソサエティはすでに到来した．もとには戻らない」

開している．
新たな文明とは，過去の文明の影響を受け継ぎながらも，異質の文化から始
まってゆく．しかし，
同時代に生きる人間にとっては，
あくまでもそれは
「異質」
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なものであり，
「変化」
こそ受け入れ難く拒否せざるを得ないものなのだ．
その異質性，変化を
「危機」
として葬り去るか，危機を機会として新たな文化・
文明を創り出すことができるか，それが人類，特に，先進国における大きな試
練でもあり，ミッションともいえる．

4. ビクトリア朝の妥協は起きるのか？
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また，現在只今も不断の努力を続け，6 ～ 7 割方の成功が見えた瞬間に，次な
るイノベーションを図っているのだ．そして何よりも大切にしている資源は，
「知力」と「時間」
である．知力をベースとしたマネジメントと，時間をベースと
するマネジメントが大きな経営資源となっている人間もいる．
ひとつの事例をあげるならば，ある知人は，突然の子供の登校拒否という問
題に直面した．さらには，同じ学校に通う中学生の子供が自殺してしまった．
その原因を学校をはじめとする教育関係者に尋ねても，きちんとした回答を

ここ数年，テロリストの暗躍による多数の死傷者が出ている．先月
（2008 年

得ることができず釈然としない日々を送っていたという．あらゆる政府関係の

11 月）も，インドでテロが起きたばかりだ．テロという名の正義をかざし，多

相談所に連絡をとり，時には出向いたが，どこへ行っても
「要素還元主義」
のよ

数の人々を恐怖のどん底に陥れたとしても，何一つ世界は変わらない．

うな対応だった．

貧富の格差や思想上の違いが背景にあったとしても，決してテロリストに対
しては，ビクトリア朝の妥協は起こるはずがない．

つまり
「それは，こちらの仕事ではありません」
「その件は，あちらの部署に
お願いします」
という紋切り型の言葉しか返ってこなかった．

唯一，それを成し遂げるものは，個人と社会のイノベーションなのではない

結局，子供と接する時間を取り，よく子供の側の話を聞くことでわかったこ

だろうか．今まで当たり前に通用してきたものが，あっという間に捨て去られ

とは，不登校の原因が陰湿ないじめにあったということだった．2007 年の埼

てゆく．それはソフトの部分のみでなく，技術においても同じである．この当

玉県教育委員会の「いじめに対する実態調査」では，県内の小学 1 年生から中学

たり前に通用してきたものが，殆ど役に立たない時代に突入してきたこと，こ

3 年生までの無記名アンケートにおいて，「現在，いじめられているか？」とい

れこそが現代社会の何とも言えない閉塞感の原因なのではないだろうか？ 19

う質問に対し，
「はい」と答えた生徒は全体の 4 . 28％である．現在，日本には

世紀後半のイギリスでは，階級闘争が起きなかった．しかもそれは，経済的発

1415 万人（2007 年時点）の小中学生がいるが，1415 万人× 4.28％として計算す

展という要因としてである．

ると，約 60 万人の子供たちが必ず，いじめにあっている，ということになる．

21 世紀が始まった現時点における経済的要因を含んだ闘争は，先に述べた

現在，私の知人は
「いじめから子供を守ろう！」という NPO の存在を知り，

ようにさまざまな形で起きている．ただ，人口の変化，特に若年人口の減少に

仕事の傍らボランティア活動に参加している．その NPO 団体の中心的なメン

よって，文化の担い手は変化してゆくことは自明の理である．

バーによると，ミッションもしっかりと考え抜き，活動も全国規模となり活発

今後の日本において，大きな鍵を握るものは，非営利組織や企業，テクノロ
ジストたちの絶え間ないイノベーションであると思われる．

5.「何を為すべきか」
の天命を発見した人々
幸運なことに私の回りには，すでにドラッカーの思想を学び，実践し，成功
している経営者や研究者，テクノロジストたちが，たくさんいる．
彼らの特徴は，年商数百億円の経営者となっても，決して奢り高ぶることな
く，謙虚にミッションを遂行していることである．タフなうえに，ピュアであ
る．なぜならば，彼らのミッションの最たるものは
「世のため，人のため」であ

化しているが，一番のボトルネックは，資金面でのマネジメントだと言う．
補助金をもらうためには，行政の下請け化となるための組織を作らざるを得
なくなってゆく．そうなったら，NPO 本来のミッションの遂行が難しくなる．
かと言って，NPO 活動に専心するために毎日毎日，寄付金集めに走ってい
るならば，それもまた本末転倒であるという．
さらに，ドラッカーの著作をほとんど読破した上で，日本における非営利組
織の経営は，現実的には難しい，と話していた．日本には寄付文化というもの
がまだまだ定着していない．特にアメリカと比べたらまったく寄付の認識は違
う．
その背景には，
日本の老朽化した税制システムと官僚国家というものがある．

ること，自らの自己実現が他者のため，社会のためになること，さらに自他共

アメリカは 1980 年代のレーガン政権の時代に，小さな政府を目指して大幅な

に幸福になる理想を持っているからだ．

税制改革を行っている．政府による行政サービスを大きく削減し，その部分を

そこには，自らが
「何をしたいのか」という自我から発生する欲を抑え，
「何

ＮＧＯ，NPO が埋めるように寄付金の流れを向けていった．企業に対しては，

を為すべきか」という無私にして無我なる天命を発見した強みがある．ではな

売上金の 1 割までの寄付は，課税対象から控除され，個人でも最大 5 割までの

ぜ，その天命を発見できたのか？ それこそが，未来は現在の中にある，もし

寄付金が控除されるシステムにしたというのだ．

くは危機をチャンスに変えるために不断の努力を惜しまなかったからである．

つまり，アメリカでの非営利組織，社会福祉，慈善活動，研究，教育に関す

430

評論

る寄付は税控除の対象になるのだ．そうであれば，世界をリードする学者や研
究者，テクノロジストへの研究資金は潤沢となり，文明が発展するのは当然の
ことであろう．

おわりに
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自ら「何を為すべきか」という天命を発見した人たちが，活動を始めている．
それはミネルヴァの梟が夕暮れに飛ぶかのように
「見よう」としなければ見えな
いものである．
それでも自ら未来を創り出すことを決して止めずに，知識と時間を駆使し，
常に考え続け，工夫を続け，新しい現実を生み出す努力をしている．
願わくば，気概を持った企業家，テクノロジスト，NPO，研究者，そして
個人としても，
多くの人々が西洋文明と東洋文明の融合を日本で果たし，ドラッ
カーの遺した言葉をさらに発展させてくれることを私は祈念している．
【参考文献】
P. F. ドラッカー『ネクスト・ソサエティ』
『非営利組織の経営』
『ポスト資本主義社会』
『新しい
現実』
『週刊東洋経済』2005 年 7 月号
上田惇生『ドラッカー入門』
渡部昇一『人生観・歴史観を高める事典』
お茶の水学術事業会『いじめは犯罪！絶対に許さない』
H. アーレント『過去と未来の間』

【略歴】作家，ワークライフバランスアドバイザー．
『産経新聞』
「私の正論」最優秀賞入賞，
「百年後の未来」政治・国家部門最優秀賞医療部門佳作入賞，『読売
『This is 読売』
新聞』
「気流」賞，上毛新聞社「掌編小説」2 回入賞．他，新聞・経済誌等に 1500
本以上の記事・投書掲載，現在に至る．

Out of Austria
The driving force in Drucker’s life came out of his experiences growing up in
Austria and Germany. He had the opportunity through his family to get to know many
eminent intellectuals, including Sigmund Freud and John Maynard Keynes. He had the
opportunity to attend the Keynesian seminars.
While at Frankfurt, Drucker studied the writings of Friedrich Julius Stahl. Stahl
wrote about governmental institutions and sought to describe and promote a society
of institutions able to achieve a balance between “continuity and change.” This
became a recurring theme in Drucker’s work—the creation of a functioning society of
organizations and individuals that is able to achieve this balance. For this balance to
occur, and for society to function well, it would have to be governed effectively, to be
economically sound, with citizenship for all, and a unifying sense of community.
Drucker developed another supportive principle from Stahl which is the principle
of “freedom and individual responsibility.” Drucker believed a functioning society
requires both freedom for and responsibility from its citizenry—arguing that
individuals gain true freedom by adhering freely to certain common purposes and
beliefs, and by enjoying social status and a role in society. Furthermore, to achieve
responsibility, Drucker believed that the set of beliefs, representing “truth” must be
present.
Drucker did not see these principles reflected in what was going on in Europe in
the 1930s. In his book, The End of Economic Man, Drucker analyzed the causes of the
rise of fascism. Winston Churchill make it required reading for his officers. Churchill
was very much like Drucker in “seeing the future that had already happened.”

The functioning society
Meanwhile, Drucker left Germany and went to London where he worked as a
journalist and investment-banking analyst, and married his wife Doris. They moved to
the United States in the 1937. Drucker recognized that the U.S. was closer to Stahl’s
ideal than what he had seen in Europe. Drucker wrote from the perspective of a
bystander looking at the institutions of society and projecting the impacts of emerging
developments onto these instructions. In using this approach, he partially modeled
his writing career after English journalist Walter Bagehot and French historian Alexis
de Tocqueville, writers who studied social institutions in England, France and the
United States with the goal of improving the functioning of these instructions. This
methodology was for Drucker the basis of social ecology as a discipline.
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The most important theme that Drucker pursued was how to create a functioning
society. The societies he left in Europe were not functioning very well. And when he
came out of the Keynesian seminars, Drucker decided that while Keynes was interested
in commodities, he was more interested in people. So it was, the alignment of the
individual and society became the dominant interest of his intellectual thought. He
knew that economics is not enough to create a functioning society to which Drucker
was committed.

The ultimate case study
In 1943, Drucker was invited by GM chairman Alfred Sloan, to study the policies
at the company, a project that eventually led to Concept of the Corporation. Here he
saw a relatively new institution of society—the modern corporation—that was going
to have a major impact on society. Still writing as a social ecologist, he looked at the
company in terms of society. ‘What was good for America must be good for General
Motors.’ That’s the way he framed the book. And while Sloan and the executives
of GM thought Drucker’s advice to be too radical, it had a major influence on other
industrial giants throughout the world.
Drucker perceived in the “corporation” a new and major institution of society that
was developing rapidly and was worthy of study. The corporation simply could not be
ignored because of its impact on the lives of people and societies. And this new social
institution needed to be integrated with the interests of the individual on the one hand
and the state on the other in order to promote a functioning society.

The limits of government
George Marshall was one of Drucker’s heroes. In particular, Drucker studied his
methods of selecting, assigning and developing people. Marshall made very few poor
decisions in choosing general officers. Much of Drucker’s thinking on decision-making
and people selection grew out of his observations of Marshall and Sloan.
After the war, Drucker worked as a consultant in the Truman Administration on
the activities of the Marshall-Plan which helped to re-develop Europe. Despite his
admiration for George Marshall, he became discouraged about government as a result
of his experience with the Marshall Plan. After achieving its objectives in Italy, he
believed that the work in Italy should have been stopped, but government bureaucrats
didn’t want to shut the project down. He thus learned first hand how difficult it is to
shut down a government program even after it has achieved its mission.

Recognizing the social sector
Drucker saw that government has its limits. His experience working on the
Marshall Plan led him to the conclusion that government should stick to governing and
should outsource as many social programs as possible to emerging social sector and
private sector institutions. To develop his thinking, he consulted with social-service
agencies, the American Red Cross, the Girl Scouts, and The Salvation Army. In each
case, Drucker played a significant role in professionalizing the management of these
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institutions.
Drucker’s interest in the social sector’s role in society grew out of his work at GM.
Sloan had taught him that GM couldn’t take responsibility for social problems, because
it had no authority to do so. So Drucker began to ask, “Well, then who is going to
take responsibility for social problems that fall between the cracks of government and
business?” His answer was social sector institutions.
When Drucker moved to Claremont and began what he would have called the
‘second half’ of his life; he made the transition from business management and further
developed his thinking on the social sector. The challenge of social sector work spurred
Drucker on.

Putting ideas into practice
In the early 1950’s, Drucker worked extensively with GE. His classic book The
Practice of Management grew out of that work with GE. This is where he really
codified the nuts and bolts of the discipline and practice of management.
Later he followed up the Practice of Management with Managing for Results. This
is by far his most analytical book. He describes in detail, for example, how to cost the
modern corporation’s activities. It’s a precursor to much of what we now call ‘activitybased costing’ and ‘target costing’—how to cost and price, how to develop strategy
and how to manage for results.
The private sector creates the wealth of a society. There is nothing for the
social sector or for government, unless business generates wealth. So, private sector
organizations are what Drucker refers to as constituent or fundamental organizations of
a functioning society.

Embracing change
Part of the problem of maintaining a functioning society is how to control the
swings—for example, the kind of boom-and-bust cycle in the U.S. during the dot-com
era, and the global crisis we are now going through. To combat these kinds of recurring
problems, Drucker adopted an idea from Joseph Schumpeter.
Schumpeter advanced the concept of ‘creative destruction,’ where the processes
of innovation create disruptions in society, which could lead governments to begin to
socialize the means of production. Drucker embraced the notion of creative destruction,
though he distrusted government involvement in the private sector. Rather than move
toward socialism, he advised systematic innovation for everyone. Abandon the old;
take on the new. Lead change.
In Innovation and Entrepreneurship, he really begins to describe systematically
just how to go about gathering information for finding opportunity and sources of
innovation. This book contains the closest definition of his own methodology, of how
he worked as a Social Ecologist and how he came to see developments that other
people didn’t see. Innovation and entrepreneurship are the very activities that protect
society from excessive boom-and-bust cycles and allow individuals, organizations and
society to maintain continuity. Don’t become a victim of change, rather get out in front
of it—lead it.
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The time to change is when you’re doing well, when you have the extra resources
to invest, not when your back is against the wall. As information technology, and the
Internet, became important factors in organizations, Drucker began looking at the
opportunities and the problems that it created for the executive. He urged executives
and knowledge workers to define the information they need and define how they are
going to sift that information from all the data they received—in order to protect
themselves from surprises and allow them to take advantage of emerging opportunities.

Weaving ideas
Despite having anticipated the rise of information technology, to my knowledge,
Drucker never used a computer. But his wife Doris did. Through her, he took advantage
of the Internet. In his 1999 book Management Challenges for the 21st Century he
described the terrific power of the Internet—and how it is changing channels of
distribution.
Drucker worked on two or three ideas at a time. He would develop a draft,
and then talk it out in his teaching, and develop it further in a circular process. He
would weave all around a subject as he spoke, bringing together ideas from his vast
knowledge. It was like he was putting in stitches, and if you were not careful you
might not see the connections he was making, one at a time. Then, after going around
the horn with the whole history of things that influenced him in his thinking about a
specific problem, eventually he would come around the circle. And then, bang, there
would be the jewels. Out of that and consulting came his writing. He’s best known for
his writing, even though it was somewhat derivative of his teaching and consulting
work.

Renaissance man
Drucker had wide-ranging interests, and would shift to new subjects from time to
time. He described himself as trying to pick up ‘knowledges’. I remember him talking
about the ‘butterfly effect.’ He tried to go deep enough to really understand what was
going on in these ‘knowledge’s’. This is the way he synthesized.
Drucker wanted to be remembered for his influence on people and he worked very
hard at it. He made friends easily and he influenced a lot of people.
He had terrific affection for Japan and he had a lot of influence on the post-World
War II development of Japan. And, he loved the way Confucian ethics operated in
the workplace—creating a sense of community. The Japanese loved his emphasis on
human beings and on the development of people. He also thought India and China to
be the countries to watch in the future.

Impact and legacy
Drucker has been much cited by politicians, although he was himself apolitical.
In The Ecological Vision, he writes, I am sometimes a ‘liberal conservative’ and
sometimes a ‘conservative liberal.’ In truth, a social ecologist can be neither a liberal
nor conservative. A social ecologist is for what works.
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Drucker was very capable of deep analytical and empirical thinking, though his
strength in consulting was not in solving operational problems. It was working as a
strategist with the top management of companies—seeing the whole, and the future,
and giving advice on strategy, policies and people. Most importantly he tried to ask
the right questions. We’ve always had management and leadership, but it was Drucker
who described it. I think he would say, “Look, there was a lot out there and someone
had to pull it together and add the missing pieces. And that’s what I did.”
[Profile] Horton Professor of Management at The Peter F. Drucker and Masatoshi Ito
Graduate School of Management and Research and Academic Director of the
Drucker Institute. He is co-author, with Peter Drucker, of The Daily Drucker, The
Effective Executive in Action, Management Revised and Management Cases
Revised. He received his PhD in Economics from New York University in 1973.
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Drucker on Leadership
Jean Lipman-Blumen

Peter F. Drucker & Masatoshi Ito Graduate School of Management

Over the course of a long and prodigious career, Peter Drucker devoted his
professional efforts to elevating the field of management to a place of distinction and
importance in society and academia. Peter focused his renaissance intelligence on
management, with the deliberate intent of extracting it from the long shadow of its
overbearing relative, leadership.
Consequently, until very late in his career, Drucker remained quite silent on the
topic of leadership. In fact, to many of his colleagues at the Peter F. Drucker and
Masatoshi Ito Graduate School of Management, where I was privileged to know him
for 25 years, Peter adamantly proclaimed that he “didn’t believe in leadership.”

Leadership as Character and Performance
It was only toward the end of his life that Drucker turned his attention, albeit reluctantly,
to the topic of leadership. When he did, however, Peter approached the topic with laserlike clarity and the highest standards. For Drucker, character and performance were key to
leadership. He insisted that leadership involved serious dedication to work, responsibility,
and earned trust, all founded on the leader’s bedrock integrity.
Leadership, for Peter Drucker, demanded outstanding performance. That
performance meant articulating and accomplishing the goals or mission of the
organization or group. Performance was not based on charisma, which Peter viewed
quite skeptically. Charisma, he wrote, “becomes the undoing of leaders. It makes them
(1)
inflexible, convinced of their own infallibility, unable to change.”
Leadership involved down-to-earth, heavy- duty work. Peter insisted that
leadership was “mundane, unromantic, and boring. Its essence is performance.”(2)）Yet,
leaders had to exhibit outstanding behavior, behavior that could serve as a model for
their followers.

Selection of Strong Associates
Because leaders must take responsibility for the actions of their associates, Drucker
argued that they must select the strongest possible candidates. Then, leaders must stand
behind their people when mistakes inevitably occur.
Good leaders never fear the strength of their associates. Rather, they take pride in
the achievements of their team, offering them adequate support, training, resources,
and opportunities for increasing success. According to Drucker, leaders as different
in personality as U.S. presidents Abraham Lincoln, Harry S. Truman, and Dwight
D. Eisenhower all appointed strong associates, yet stood ready to take ultimate
responsibility for their actions.

For Drucker, effective leaders have a positive impact on the people and
organizations they lead. Through their vision, their character, and their exemplary
behavior, leaders help people to fulfill their own potential.
Abraham Maslow, the renowned American psychologist, identified an eightlevel “hierarchy of needs,” with transcendence at the pinnacle of that hierarchy.(3)） By
transcendence, Maslow meant a many-layered capacity, but he primarily thought of
transcendence as “self-forgetfulness” in the pursuit of something beyond one’s own
psyche, beyond the narrow confines of one’s own ego.
Leaders who have the ability to identify an important, perchance a noble enterprise
for their followers to undertake offer them the opportunity to transcend their own
conscious selves. They provide followers with opportunities to transform themselves
into individuals they previously had only hoped they could become or perhaps never
even imagined. That is the critical impact that Peter Drucker felt effective leaders could
have on their supporters.

Diversity among Supporters
Long before “diversity” became a shibboleth of policy makers, Peter Drucker
understood its importance for leaders. Leaders who sought diversity in their associates
and organizations brought new, complex power to their undertakings. The unique
perspectives, talents, and traditions of diverse participants, welded together, created
strengths that increased the group’s creativity, judgment, and endurance.

High Expectations for Followers
Not only did Peter Drucker have high standards for leaders. He held the loftiest
expectations for followers, as well. He expected followers to meet the most rigorous
standards of performance. Beyond that, he also believed that followers needed to share
important values with their leaders.
Peter Drucker may not have written extensively about leadership. In his succinct
work on the subject, however, he brought a lifetime’s experience and intellect that
powerfully illuminated our understanding of this crucial topic.
References
( 1) Peter Drucker,（2 0 0 1）.“Leadership at Work,”in The Essential Drucker,（New York:
HarperBusiness）, p. 269 .
( 2 ) Ibid., p. 268 .
( 3 ) Abraham H. Maslow.（1971）. The Farther Reaches of Human Nature,（New York: Viking Press）.

[Profile] Jean Lipman-Blumen is professor of organization behavior at the Peter F.
Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management, Claremont
Graduate University.
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What Peter F. Drucker Continues to Give Us

What Peter F. Drucker Continues to
Give Us
Elizabeth Haas Edersheim
Strategic Consultant

Ever day brings another “Peter Drucker was right” moment. Why is this so?
Because Peter wrote about the balance, the responsibility, and the interplay between
the individual and society. In so doing, he nailed the fundamentals of management,
business, not-for-profits, and human nature. The passage of time only strengthens this
truism.
Hence, when we read something Peter wrote, we grow at both an individual level
and in our perspectives about society and responsibility. Peter asked us to think, to
play to our strengths, to do what is right as individuals. At an institutional level, he
reminded us that business is the engine of a healthy and free society and must be the
agent of change as we speed toward our future. And in doing so, Peter Drucker notes,
“leaders … are responsible and accountable for the performance of their institutions…
and to the community as a whole.”
Peter advised everyone from Henry Luce to Akio Morita, from Jack Welch to
Masatoshi Ito, and from Winston Churchill to Margaret Thatcher to Vicente Fox.
Churchill went so far as to say that the amazing thing about Drucker was his ability to
start our minds along a stimulating line of thought. Decades later, Andy Grove, founder
and chairman of Intel, said, “Peter Drucker is a guiding light to a whole lot of us. When
I see an article of his I drop everything else and read it on the spot.”
However, when Peter himself reflected on his work, he was more likely to talk
about advising entrepreneurs who worked out of borrowed office space and leaders
of not-for-profits who worked for passion not money. No one influenced as many
managers as Peter F. Drucker, and those I’ve spoken to all say the same thing: “He was
talking to me… He wrote it for me… He changed my life.” There’s something else.
He cared intensely about people. Drucker’s clients and colleagues inevitably add these
four words: “He knew my kids.”
Changing lives was a Drucker specialty. For five-and-a-half decades, no one at
NYU or Claremont College was more gracious than Peter to doctoral candidates. He
always peppered them with questions that made them rethink their careers, their values,
their lives. Peter managed to be both a motivating schoolteacher and a demanding
drill sergeant. Jim Collins, author of Good to Great, remembers dropping Peter off at
his home after a lunch in 1984: “Thank you very much for your thoughts, and I hope I
can live up to your standards.” Collins said. Drucker slammed his hand on the seat. “I
can still feel the car vibrating,” Collins recalled. “He looked at me and said, ‘No. Your
standards’.”
Now, more than twenty years later, Collins gives Drucker the highest praise:
“Influence and power are two dimensions by which to consider leadership,” he
says. “Peter Drucker had an immense ability to move and influence people without
exercising power.”
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“The other key attribute of leadership is whether you have ambition ultimately for
the cause, for the work beyond yourself, for the mission.” And that, of course, was
quintessential Drucker – he was interested in the work beyond himself. “I believe,”
Collins concluded, “he is a role model.”
More than words, his enduring contribution is in the ability to help all of us past,
present, and future management do what is right. He did this by pushing us not just to
analyze, but to think and act. “So,” he would ask in that accent that still harked back to
pre-war Vienna, “What are you going to do about it?”
So, how to capture from Peter the person and the huge Drucker library the most
compelling and enduring wisdom that contribute to our push, our individual and
organizational learning and thinking? Here is my best attempt in mid 2009 over 3
years after Peter’s death.
First, management’s most important capability is to be an agent of change and
take uncertainty out of the future. Peter emphasized that organizations must view
themselves as change agents and have the capability to see change as an opportunity
and move forward. Certainly, the importance of this singular capability is amplified
given the new realities of the 21st century, many of which are upending longstanding
business conventions.
Second, at the heart of success are entrepreneurship and innovation. Entrepreneur
ship is a discipline that requires systematic abandonment and reinvention around core
capabilities and customer values. Peter went so far as to write, “it is management’s
major task to prudently risk a company’s present assets in order to ensure its future
existence.” In the turbulent times we are experiencing, this advice will make and break
companies and communities. This wisdom is well reflected in the constituency and
perspective of Japan’s Drucker Society, but appears to remain a challenge for the larger
community in Japan.
Third, life-long-learning or continuous self-improvement is a necessary and
powerful tool. Life-long learning of new skills and occupations is becoming the rule
in human affairs. In this age of instant access and unlimited information, the power
of knowledge in and of itself is diluted, and the useful life of knowledge has shrunk
dramatically. The ability to interpret, integrate, and strategically apply that new
knowledge has become immensely valuable. Life-long learning is at the heart of our
ability to contribute tomorrow. Peter, as a role model, mastered a new topic every year.
Fourth, collaboration is what enables organizations and institutions to access the
best of the best capabilities in providing value to their stakeholders. Only through
effective collaboration can organizations focus on what they need to – which is their
core capabilities. The economic linkages and globally common interests underscore the
importance of collaboration as Peter defined it – within and across public and private
sectors and geographies.
Finally, organizations are no better than their human constituents and leaders who
promote individual strengths and render individual weaknesses irrelevant to make the
whole larger than the sum of its parts.
To fully respect the power of communications with “listening” being one of the
strongest communications components. Peter lived by the principle “Think first, speak
last.” To fully value the power of respect. To fully understand the role of employment
in society – dignity, opportunity, self-esteem, and so on.
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Before Peter wrote, management hadn’t been defined. Peter defined the discipline
of management and gave us a language. Any topic that we are currently talking about,
Peter began writing about 50 years ago. In Peter’s own words, “business is not only
abstract laws and economic forces, but, above all, people striving for accomplishment.
Management affects people and their lives.”
With these lessons and language, we have the perfect navigation devices as we
chart our own journeys, and those of our companies or nonprofit groups, into the
unknown that is our future.

[Profile] Elizabeth Haas Edersheim is a strategic consultant who works both with Forture
500 companies and private equity investors. Prior to founfing her own firm, New
York Consulting Partners, Edersheim was one of the first female partners at
Makinse & Company. She is author of the Difinitive Drucker (McGraw-Hill).
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チのニーズを満たしていく NPO にとっては，企業などと違って
「成果」が見え

非営利組織の運営

ない分野が多い．
福祉でもどのような方々にどのようなサービスをどれだけ提供するかが検討

――日本の現状とミスマッチ

されます．体を支える活動は介護保険制度という行政の役割です．われわれは

Managing Non-Profit Organization: A Mismatch in Present
Situation in Japanese Society

ショッピング，音楽会など，きわめて人間的な欲求がある．これらを介護保険

＊

堀田力

Tsutomu Hotta
（さわやか福祉財団）

日本での違和感

心のサービスを提供します．たとえば高齢者はお墓まいり，散歩，ウィンドウ
は満たしてくれません．介護保険が支えるのは，身体と食事，基本的な生活，
つまり動物としての人間の部分である．心の部分はやらない．
心の部分がわれわれの仕事です．
「楽しかった」
とおばあちゃんが喜んでくれ
る．感謝してくれる．そこでいざ成果は何かと言われると，企業の売上げのよ
うには数字では出せないわけです．ドラッカーさんの
「成果が大事」
という考え
はよくわかるが，実際問題としては難しい．

ドラッカーさんに
『非営利組織の経営』
という著書があります．私たちにとっ

セルフマネジメントに関するドラッカーさんによるチェックリストがありま
す．5 年前にさわやか福祉財団の職員にやってみた．けれども，ボランティア

て重要な本です．
だが，読んでいても
「ちょっと違うな」
とか，
「これは別の話だな」と感じると

の人たちはお手上げでした．

ころがある．日本では，教会・病院は NPO という感じではない．日本ではお

「私は企業でさんざんこんなことをやらされてきて，それが嫌だから退職し

金持ちのお医者さんもいます．医療法人は分配もできるようになっています．

てここへ入ったのにまた成果ですか，また顧客ですか，またマーケティングで

あるいは最近，大学は独立行政法人になって，一歩足を踏み出された感もあり

すか」
「いちいち書いて報告しろとか，そんなこと言うなら辞めさせていただ

ます．とはいえ，東京大学が NPO の仲間だとは思えないわけです．

きます」．そんな人が出てきた．

ドラッカーさんのイメージした美術館・図書館はアメリカでは立派な NPO で
す．でも日本では違う．私たちの
「さわやか福祉財団」
は職員 50 名強，うち半数
が定年退職者のボランティアです．日本の NPO の中では大きい方です．先端を
切って非営利の世界を開拓して日本の社会を変えていきたいと考えています．
しかしドラッカーさんの考えている非営利組織は，日本では自分たちがその

特殊な日本の NPO
日本の NPO は世界で見れば特殊なグループです．この特殊なグループであ
る日本の NPO，それに近いボランティア団体から，さらにわれわれの組織，

ようなものとは思ってない．結局，アメリカで社会を切り開いている NPO が

公益法人などがある．本来ドラッカーさんが考えている非営利組織がまだ育っ

日本では官製の公益法人と特殊法人としてやってきています．だから骨の髄ま

てはいない．残念です．

で行政の補完である．あるいは行政そのものである．そのような意識できてい

あと 20 年くらいでそうなっていくのではという期待はあります．不登校児，

る傾向が強い．自らが行政とは別の，民間の新しいニーズを開拓する NPO だ

公立私立の学校制度でカバーできない児童生徒たちを教える NPO の学校，フ

という認識，意欲，意気込みがないのです．

リースクールなども出てきました．私学の方から，顧客のニーズに応じなけれ
ばいけない，そのためのミッションを打ち出さなくてはいけないという動きが

「成果」
はどこに？
それでは『非営利組織の経営』は役に立たないのか？

出ています．国公立の学校でも小中高一貫校とか，新しい挑戦をするところが
生まれてきています．もともと力はみな持っている．文部科学省が締め付けて
そうではありません．

この本の相当部分は日本の NPO にとっても示唆的で指針になります．われわ
れの NPO の人たちもそう思って勉強しています．
「成果」
も理屈ではわかっています．成果が必要だと考えています．ただ，ニッ
＊ 本講演は，第 3 会大会（2008 年 11 月 25 日．於・立命館大学朱雀キャンパス）で行われたも
のの抄録である．

決めてしまうから出てこないだけの話で，緩めれば国公立の学校にも創意工夫
の余地はいくらでもある．
また，病院経営も同じです．ミッションのない経営をしていたら，やってい
けなくなります．その意味では非営利としてミッションを持ってことにあたる
ところが残るようになってきています．日本には病院と並んで社会福祉法人と
いう特殊法人があります．その利用者・顧客の声を聞いてそれに対応する多様
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な活動を展開しはじめています．非営利組織としての長所を出すようになって

初から熱心に活動している人々が次々に辞めていき，最後は見るに耐えないも

いくだろうと思います．

のになってしまう．

ミッションの役割
次に，
ミッションはどんな役割を果たすのかを考えたいと思います．ミッショ
ンとは
「旗印」
です．われわれの旗印は
「新しいふれあい社会の創造」です．新し
いふれあい社会をつくる．発足以来 17 年になりますけれども，ずっと掲げて
いるミッションです．これはどんな役割を果たしているのか．

ですから，
リーダーが絶対ミッションを揺るがせない．ぶれないものとする．
これが大事です．
もちろんいろいろな誘惑があります．まずお金の誘惑です．非営利組織は，
まず財源が豊かではない．本来儲かる事業ではありませんのでお金はないに決
まっている．その時に，
「お金があったら……」
という誘惑がある．
例えば 2000 年に介護保険制度ができました．その前，われわれはずっと高
齢者のお家に行って家事支援などの活動を展開していました．そこへ介護保険

まず支持者を獲得するのに大きな働きがあります．非営利活動ですから，共

制度が入ってくる．そうなると介護報酬が出ます．それほど高いものではない

感してくれる人が必要です．行政の方にも共感を得て支援者を広げる必要があ

ので，大きく儲けたい人は入ってこない．しかしわれわれの場合，もともと無

ります．非営利組織にとってミッションは決定的です．

料でやっているところに報酬が得られるわけですから，大変な魅力です．

アメリカでは病院も図書館も，自ら寄付集めを行っている．日本ではあまり

この制度は，
ふれあいのボランティア活動をやっている者にとっても大切で，

寄付を集めない．やはりミッションです．ミッションに共感して寄付者が出て

身体を支える基礎のところができてくれば，われわれは，本来の仕事である
「ふ

きてくれるのが理想です．共感してもらうと，高まってこちらのエネルギーに

れあい」
「心の支え」
に専念できます．その意味で，
チャンスです．ところが，
「家

なる．これもミッション，旗印の世界です．

事援助でお金が稼げるんだ．なら介護保険のサービスをやろう」
ということで，

世の中にどれだけアピール力があるか．つまり時代のニーズをどれだけしっ
かりつかんでいるかです．
「行政がやればいいじゃないか」
「企業でもやれる

だいぶ抜けられてしまった．まさにお金の魔力です．
つまりミッションはすぐに揺らぐ．脆弱なのです．やはり経済，お金の仕組

じゃないか」
といった旗印では人は寄ってきません．支持者が寄ってきません．

みは強いのです．人類が経済を中心に社会をつくってきたゆえんがよくわかり

中身がよければいいというものではない．
「日本の行政じゃやれないよね」

ます．それはお金がほしいからです．自立して生きていきたいというのが人間

「企業じゃやってくれないよね」
「誰かがやらないと，いい社会にならないよね」
そんなミッションをしっかりと打ち立てる．それが一番心に響く．それが活動

の希望ですから，それを支える経済の存在は強い．
反対に人のために何かしようというのは弱い．利他心はしばしば利己心に負

を広げる根源です．

けます．だから，非営利活動はすぐ歪む．

ミッション不在の罪

自己実現の果たす役割

ミッションがしっかりしていないと変なのが入ってくる．
「自分は会社で役

だからこそミッションが大きな役割を果たす．なぜか．非営利活動は，利己

員になり損ねた．新たな世界で再出発して名を売ってやろう」そんなケースが

心のためや金儲けのための活動ではないからです．経済の活動ではないからで

ないわけではない．そんな人でも歓迎はします．しかし最低限度ミッションに

す．人のための活動です．その意味では二次的なものです．利他心とは，二次

は共鳴してもらわなければなりません．

的なものである．どんな生物でも自分が生きることが一次的です．だからこそ，

ミッションが確立されていないと歪んでいく．本来のミッションに合わない
ものが混入してきて，何をやっているのかみんながわからなくなる．時にはけ
んかが起こる．
非営利組織にけんかは付きものです．とはいえミッションを共有する者の中
のけんかでなければ意味がない．でないとミッションの外の人がやってきて，

共感を呼ぶミッションが必要なのです．
ドラッカーさんは，
非営利活動の動機の部分はあまり書いていないのですが，
「自己実現」
を強調しています．社会公共のための活動，利他の活動と自己実現
とどう結びつくのか．
これも活動のなかで実感するのですが，みんな他人のために無料で一生懸命

せっかくつくったものを破壊してしまいます．そんな人はたいてい優秀な人で

やってくれるわけです．共感者が出て一緒に活動する中で，何千人という仲間

す．失地挽回してやろうなんという人は優秀な人が多い．発言にも説得力があ

たちが働いてくれる．儲からないのに，全人生をなげうって活動してくれる．

る．それに引きずられて全体がおかしくなっていく．ミッションに共鳴して最

人の利他心も捨てたものではないと当初は思っていた．利他心というと，もっ
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お話しして散歩するだけなら誰でもできる．そんな風な企業が採用しないよう
な能力をすべて生かすことができます．

喜んでくれるのが嬉しい．あるいは，自分の力で，人を幸せにした，そんな自

高齢者にパソコンを教えてあげるでもいい．下手でいい．高齢者は，
孫とメー

分が好きである．それが快い．それが自己実現ではないかと思う．自分の能力

ルがしたいのにやり方がわからなくて困っています．そこへ，パソコンを覚え

を発揮して人から認められたい，これは強い欲求です．

たての「先輩」
が教えてくれたら，すぐついて行ける．ありがたがられます．そ

活動をしていて本当にそう感じます．自己実現が原動力です．要するに，そ
のほうが快い．お金儲けよりも人助けのほうが快い．あるいは，お金儲けもす
るけれど，合わせて人助けもする．そういう人が増えてきている．動機はお金
儲けじゃない．ミッションがないと働きません．

企業では使えない能力を生かす

のようにして企業では使えない能力を生かすことができるわけです．

組織構造をどうするか
最後に組織構造についてお話ししたいと思います．官庁や企業の組織構造
はほとんどがピラミッド型ですね．NPO はネットワーク型にしたほうがいい．
それぞれの気持ちを生かして協力するにはネットワーク型がいいです．
だから，

リーダーの役割は基本的には営利組織のリーダーの役割と同じです．きちん

部長とか課長とか，そんな肩書きは付けない．企業から来た人はすぐに肩書き

と状況を理解し，組織管理する．中でも特に必要なのは，活動する仲間の志気

をほしがる．うちにはそんなポストはありません，みな対等です．志を活かす

をいかに高めるかです

のにこれが必要です．

営利組織の場合，出世競争をしたりして，みんながんばってくれる．非営利

若干現在の制度について付言すると，非営利組織に今後活躍してもらう観点

組織はそれがないし，少々あっても効かない．病院ではどんなに出世しても院

からすると日本の制度は全部だめということです．最近の新公益法人制度では

長がトップです．事務の人がいくらがんばっても院長にはなれません．そうい

税制がよくなりましたが，法人制度は出来が悪い．そこのところを改革してい

うのはあまり非営利組織には効かない．

きたいと思っています．

では，どうして職員の志を引き出すか，それが非営利組織のリーダーにとっ

さらに日本の労働法制が非営利活動や NPO にとって邪魔になるのは，謝礼

て重要な点です．旗印を立てて自分についてこいではだめですね．旗印は守ら

金を認めない点です．非営利の活動も受益者がいます．福祉の分野でも実費く

なければならないけれども，参加してくれる一人一人は性格も歩んできた人生

らい払えるし払いたい人も多い．営利企業では相手にしてくれないからサービ

も違う．どこで感激してくれるかも違う．言い過ぎたら辞められてしまうかも

スがない．そういうことをわれわれはやっている．しかし，無料では苦しい．

しれない．そのポイントも全部違う．きめ細やかに対応するしかない．

日本では謝礼金を認めない．それを受け取ると労働基準監督局に摘発されて

ボランティアの人は気にくわなければすぐ辞めます．儲からないことでエネ

しまう．そこまで労働法規で規制しようとするのは大間違いです．いずれにし

ルギーを出すわけですから，躊躇なく辞める．
『非営利組織の経営』には
「専門

ても戦後営利活動しかなかった時代につくった法律ばかりです．変えなければ

性を付ける」とありますけれど，それはかなり難しいことで，すぐに辞める人

ならないものがたくさんある．

に専門性を付ける，訓練をするのはかなり大変です．
もちろん専門性が必要なボランティアもいます．しかし，日本の現状で，ボ
ランティアに専門性を求めたら成り立たないですよ．日本のボランティアのい
いところは，無償で働く代わりに好きなことをやれるという点です．嫌なこと
はやらない．だから，人にあれこれ言われるのをとても嫌います．
あれこれ言わない，
これが日本のボランティアを惹きつける最大の条件です．
「ボランティアにも専門性が必要．訓練しよう」
などと，考えないことです．そ
うしたら逃げられます．
ただ，
ボランティアの方々には，
心があります．そこが大事です．おじいちゃ
ん，おばあちゃんは寂しいんだから，お話しして一緒に散歩に行く，これだけ
で大喜びです．
そこがニーズがありながらも一番満たされていないところです．

ドラッカーさんの理念を満たしていくには，さまざまな障害がある．ともに
変える運動が展開できるとうれしいと思います．
【略歴】現，さわやか福祉財団理事長・弁護士．高齢社会 NGO 連携協議会（高連協）代表，
民間法制・税制調査会座長，社会保障審議会委員，中央教育審議会委員，認知症
になっても安心して暮らせる町づくり 100 人会議発起人代表，東京の地域ケア
を推進する会議委員長，日本プロサッカーリーグ裁定委員会委員長ほか．その他，
教育課程審議会委員，医道審議会委員，中央社会福祉審議会委員，国民生活審
議会委員，年齢にかかわりなく働ける社会に関する有識者会議委員，神奈川県
ボランタリー活動推進基金審査会会長，高齢者介護研究会座長，政府税制調査
会委員，東京都社会福祉協議会会長ほかを歴任．
文字起こし／石川正宏

編集・構成／井坂康志・大木英男
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ケット，チョコレート，キャンデーなどの製菓の事業にも関心を持ち，欧米の

ピーター・ドラッカー経営理論と
山崎製パン＊

最先端の機械設備を導入し，製菓事業をも行ったのです．
しかし，製パン事業と製菓の事業は本質的に事業経営の内容を異にしており，
製パン事業のほうが事業スピードが早く，製パン事業の常識が製菓事業では通

Drucker Management Theory and Yamazaki Baking Co.

飯島延浩
Nobuhiro Iijima

（山崎製パン㈱社長）

ドラッカー経営の実践
山崎製パンは，私の父，創業者である飯島藤十郎社主の時代からドラッカー
博士の経営理論の実践実行に没頭してきた会社です．昭和 23 年 3 月に創業さ
れた戦後の会社であり，創業者の飯島藤十郎社主は新宿中村屋の大旦那，相馬
愛蔵氏が教える商業道を拳々服膺し，創業期の繁栄と発展を得ました．
昭和30年代に入り，
社主は言葉もわからぬまま欧米の業界視察を行いました．

用しない面も多くありました．このためになかなか軌道に乗らずにいるところ
に米国ナビスコ社が日本に進出するとの話がありました．自主独立の道を求め
つつも，他方でナビスコ社があまりにも優れており，結果として同社と合弁会
社を設立する決意をしました．
この頃から社主は疲れを口にして休養するようになり，事業を弟の飯島一郎
氏に委ねました．しかし，社主が健康を回復してきても，社主が会社に復帰す
るのを嫌った飯島一郎氏との意見の対立がはじまりました．その対立が混乱と
争いになり，さらにそれが外部の人々をも巻き込み，次第に拡大し，深刻なも
のとなってきたのです．

対立と混乱の中で――社主の祈り

日本の製パン業界は欧米のそれと比べて 30 年は遅れている．それを 10 年で欧

この混乱の中で，私は取締役に就任し，また常務取締役として会社と社主を

米の水準にまで引き上げる．そのような決意の下に欧米の先進機械設備を導入

取り持つ立場となり，
できる限りの紛争の解決となる努力をしました．しかし，

し , 昭和 35 年，東京杉並に工場を建設し，挑戦を開始しました．

努力すればするほど混乱と争いは勢いを増す状況でした．

そして昭和 38 年に武蔵野工場を建設し，食パンフルオートメーション生産

一番困ったことは社主夫妻と私，三人の心の一致を得ることが困難なことで

設備を中心に，菓子パン，和菓子，洋菓子などの最先端の量産機械設備を導入

した．そのような中で教会に通うようになり，社主夫妻と私の三人は，キリス

しました．それは当時の年商にも匹敵する投資で，まさに社運を賭した工場建

トの教えに光を見出すようになったのです．

設でした．社主は世界各国から量産設備を導入すると共に，欧米の経営思想を

それから 1 年あまり後の昭和 48 年 7 月 15 日，社主夫妻と私の三人は池の上

導入しようとしました．昭和34年，
箱根でピーター・ドラッカー博士のセミナー

キリスト教会で受洗の恵みを得ました．社主夫妻と私の心の一致が何よりも大

があり，ご本人と会ったのを契機として，ドラッカー博士の経営理論を従業員

事であり，それが人の力では困難であり，神の力で実現したいと願っての受洗

幹部と共に熱心に勉強して，昭和 38 年，米国アームコ社の経営方針を軸とし

でした．

たヤマザキの経営基本方針を制定し，その実践・実行に励みました．

事業の全国展開と合弁会社
武蔵野工場が軌道に乗ると，
昭和41年から大阪に進出しました．名古屋，新潟，
福岡，仙台，北海道と，全国展開を開始したのです．それと並行して，社主は

すると受洗の日から数えて 11 日目の 7 月 26 日の朝，社主が社運を賭して建
設した武蔵野工場が，その生産設備を全焼する火災に遭遇しました．火災の翌
日，社主は社主夫人と私を連れて池の上キリスト教会を訪れ，牧師に祈ってい
ただくと共に社主自らも祈りました．「この火災はヤマザキがあまりにも事業
本位に仕事を進めてきたことに対する神の戒めです．これからのヤマザキは神
のみこころにかなう会社に生まれ変わります．
」

海外から導入した一連の機械設備の国内生産に意を用い，国内で開発された大

この社主の祈りに社主夫人も私も祈りを合わせ，武蔵野工場の火災により社

型量産機械設備を全国の各工場に導入しました．それと共に，古い生産設備を

主夫妻と私三人の神の力と助けによる心の一致が誕生しました．武蔵野工場の

入れ替えるために工場自体を新たに建設し，量産設備を投入したのです．

復旧は，建築業者，製パン機械メーカーの特別なご協力があり，4 カ月あまり

山崎製パンの全国展開は順調に進み , 社主はさらにパンだけではなく，ビス
＊ 本講演は，第 3 会大会（2008 年 11 月 25 日．於・立命館大学朱雀キャンパス）で行われたも
のの抄録である．

で全ラインが完成しました．同年 12 月のはじめには竣工式が行われ，復旧し
た武蔵野工場は最新の機械設備を備えた最新鋭の工場として蘇りました．
さらに翌 49 年はオイルショックの年であり，諸物価が高騰する中でパンの
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価格も 1 . 5 倍となり，武蔵野工場はその翌年より収益をあげる最有力工場とし

ぶ場を提供し，その教会成長のためにご自身の財産を活用されるようになった

て復活したのです．

のです．

武蔵野工場の火災を機として，社長に復帰した社主は，意欲を持って健康回
復に取り組み，次第に元気になりました．しかし武蔵野工場の竣工式が行われ
た頃より，社長に復帰した社主をその座から追い落とそうとする勢力が働きは
じめました．同時に，社主夫妻と私の周りに協力してくださる方々も増え，山
崎製パンは改めて紛争の中に突入してしまったのです．

ピーター・ドラッカー財団のボード・メンバーに
ドラッカー博士の経営理論に従って経営に励むとき，事業は順調に伸展し，
大きな成長を得ることができます．しかし同時に大きな試練にも出会います．

昭和 54 年 3 月に発足した山崎製パン新体制は，社主の意を体した経営陣と

ビュフォード氏も社主も，この世に生きて働く神の前に，新しい出発をされ

なり，私が社長に就任しました．新体制は，社主の祈りを中心としてヤマザキ

たのです．私はビュフォード氏に，社主夫妻と私三人そろっての受洗，武蔵野

の経営基本方針に改めて取り組むことによって，前進を開始しました．その歩

工場の火災，そして社主の祈りとその後のヤマザキの歩みについてお話ししま

みは一歩一歩，試練と困難に満ちたものでしたが，神の力と助けが共にありま

した．するとビュフォード氏は私を何十年もの知己のように遇してくださいま

した．

した．ビュフォード氏と私は同じ事業遂行上の体験を通じ，一つの心となるこ

ボブ・ビュフォード氏との出会い
平成 3 年，山崎製パンは米国 Vie de France ベーカリー事業を買収し，米国
での本格的な事業を開始しました．
米国社会は日本人にとって理解しがたいものがあり，その中での事業展開で，
私は米国社会の本質をしっかりと理解するため，
クリスチャンの友人を介して，
米国のクリスチャン・リーダーの方々とお会いする機会を持ったのです．その
中に，テキサス州ダラスのボブ・ビュフォード氏がおられました．
ビュフォード氏はドラッカー博士の愛弟子で，現在ではドラッカー・インス
ティテュートのチェアマンになられている方です．私がビュフォード氏に最初

とができたのです．
翌年，ダラスのご自宅を訪問しますと，ドラッカー博士ご夫妻，ヘーゼルバ
イン女史，ビュフォード氏が共におられました．私にピーター・ドラッカー財
団のボード・メンバーにならないかとのお誘いがありました．ドラッカー博士
にお会いできるのは，この上ない幸いであり，お誘いを受け入れ，その後毎
年のようにピーター・ドラッカー財団のコンファレンスに出席し，直接ドラッ
カー博士のお話をお聞きする幸いにも恵まれました．
また，毎年米国各地で開催される，ピーター・ドラッカー財団のコンファレ
ンスに出席しつつ，米国の事業であるヴィ・ド・フランス・ヤマザキの経営に
あたりました．米国におけるベーカリー事業経営は大変難しく，困難の連続で
した．その中でも，さまざまな知恵や指針をいただきました．

にお会いしたとき，氏は，ご自身の事業に参画して若くして水の事故で天に召

ピーター・ドラッカー財団のコンファレンスでは，コンファレンスの前日の

された一人息子について話されました．ドラッカー博士の経営理論を文字通り

夕方にドラッカー博士との会食がありました．そこでドラッカー博士がいろい

実践し，事業は順調に展開する最中の悲劇でした．

ろなお話をされました．山崎製パンがドラッカー博士の経営理論を実践しつつ

ビュフォードご夫妻は大変悲しまれました．後継者にしようと事業に参加さ

も，大きな試練と困難に出会ってきたことをお話ししました．博士にアドバイ

せた一人息子の死の悲しみからなかなか立ち直れずにいたビュフォード氏です

スを求めますと，ドラッカー博士は，誠心誠意アドバイスを下さいました．ド

が，次第に生ける神を信ずる信仰の中に希望を見出されるようになりました．

ラッカー博士の経営理論の理解を深めると共に，ドラッカー博士のご努力と生

一人息子にこの世で再会することはかないません．しかし，ご自身が天に召さ

き様に大変強い感銘を受け，ヤマザキパンの事業経営の指針としてまいりまし

れたときには，そこでご子息に再会でき，そして百万年もの長い間，一緒にい

た．

ることができます．そのことを知ったとき，悲しみから解き放たれ，光を見出
されました．
悲しみから立ち直り，現実の世界に帰ってこられました．するとそれまで，
何にもまして大切だった事業，そしてその結果である財産が輝きを失っていま

最後に――ドラッカー博士の 3 つの質問
事業経営の成功の秘訣は，良い種蒔きに集中するとともに，育成結実，収穫，

した．その財産を有効に活用することを祈り求めたビュフォード氏は，教会成

総合管理を徹底して行い，継続した良い仕事の種蒔きに励むことです．良い仕

長のための財団を設立し，米国の大きな教会のリーダーたちを一カ所に集めま

事の種蒔きの種は天から与えられる聖なるもの，真珠のように尊いもので，ド

した．教会成長が促進されるよう，情報交換の場所を提供し，あるいは共に学

ラッカー博士はそれを mission，使命と表現しています．
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おける製品施策，営業施策の出発点である良き実を結ぶ仕事の種を見出すため
のものです．
・What is my mission today?
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【略歴】一橋大学経済学部，ボロー・ポリテクニック（現・英国ロンドン・サウスバンク大
学）Baking 課程卒業．山崎製パン株式会社常務取締役等歴任後，現在同社代表
取締役社長．財団法人飯島記念食品科学振興財団理事長，財団法人国際開発救
援財団理事長，ピーター・ドラッカー財団評議員，社団法人日本パン工業会会長，
食品産業中央協議会会長．

・Who is my customer today?
・What does the customer consider value?
上記を毎日自らに問うよう心がけています．日によって，また部門によって
答えは異なってきます．しかし今日なすべき仕事の種は必ず与えられているの
です．また，今日会うすべての人たちが私たちの顧客です．その顧客が何を真
に価値あるものとして求めているかを考えるとき，その答えはさほど難しくは
ありません．顧客の真に求めているものを知るとき，今日なさなければならな
い仕事の種をはっきり決めることができるのです．
仕事の種まきがなされ，芽が出て，葉をつけ，成長してくると，その組織体
の中で意見を異にする人が出てくるものです．対立する意見が出てきたときに
は，
・What is his mission?
・Who is his customer?
・What does the customer consider value?
と問う必要があります．私たち自身が，日々自らに与えられる使命，顧客，
その顧客の真の価値を考えているのなら，相手の人の立場に立って同様の質問
をすることは容易です．その答えも容易に得ることができます．
しかし，私たちが得る答えと相手が現実に言っている言葉とは一致しないか
もしれません．そこで相手の立場に立って，ドラッカー博士の 3 つの質問を発
することにより，相手の人の言うことの背後にある事情を理解できるようにな
れば，相手の人と同意見にはならなくとも，共通基盤に立って仕事を前進させ
られるようになります．そして協力関係が生み出され，仕事が良い実を結ばせ，
収穫のときがきます．その時改めて，
・What is our mission?
・Who is our customer?
・What does the customer consider value?
と問うことができます．仕事の結果は出ているわけですから，結果にもとづ
く仕事の方向性ができ，一致協力した仕事の方向付けが可能になるのです．

文字起こし／石川正宏

編集・構成／井坂康志・大木英男
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行ってみたら無意味な検査をたくさんされたりでお金ばかりかかるけれども

使命とともに歩む経営

＊

治療は進まない．そんな病院には誰だって行きたくない．その病院は結果とし
て業績が悪くなるのではと思う．

Managing with Mission

病院は患者さんを治療する，それが第一だと思います．いわば病院の使命な

国永秀男

Hideo Kuninaga

（㈱ポートエム）

使命は根付いているか
ドラッカーのマネジメントをベースにコンサルティングの仕事をしてきまし
た．本日は使命とともに歩む経営というテーマでお話ししたく思います．
経営計画書の表紙をめくると大概は今年一年の売上げ目標がくる，3 年後に

のです．

5 つの質問
同じように企業も使命からスタートする．私は，
経営コンサルティング等で，
マネジメントの研修をしています．そのときいわゆる
「5 つの質問」からスター
トしている．
その質問の一番はじめが
「われわれの使命
（事業）
とは何か」
．
使命から考えることは重要ではあるけれども，それをどうやって理解しても

はこれだけの売上げにしたいといった目標があって，そこから計画がスタート

らうかというのは案外難しいものです．
使命は使命で大切かもしれないけれど，

する．そこで働く人たちは当然売上げが気になる．そうした状況の中で仕事を

売上げ上がらなかったら会社はもたないじゃないかと反論されたとき，どう答

しています．

えればよいか．そのことで考えたり悩んだりしました．

営業会議に出ると，売上げを上げるにはお客様にきちんと商品を説明して，

実際，かつて使命についてある経営者にお話したときに，「使命なんてなく

説得をして，買ってもらわなければいけない．いらないと言うお客様にも何と

ても，売上げがあったらいいじゃないの」
と言われたことがありました．
確かに，

か買ってもらわなければいけない．そのためにはどう説得したらよいかと考え

売れる商品さえあれば事業は成り立つかもしれません．

るようになる．売上げが上がっているうちは雰囲気がいいけれど，下がってく
ると雰囲気が暗くなってくる．そんな状況を多く見てきました．
しかし，考えてみるとその企業の先のお客様方に本当に喜んでもらえている

しかしたまたま今売れる商品があっても，本当に顧客のことを思わなかった
ら，いい商品は生まれ続けない．ということは，その瞬間はよくとも，使命が
なければやはりおかしくなってしまうのです．

のだろうか．無理矢理商品を勧められて買ってみても，喜んでいる人がどれだ

私は，本当に使命を持っているかどうか確認して下さいとよくお話をします．

けいるのだろうか．本当にお客様の役に立っているのだろうか．そんな風に感

使命は仕事の価値を与えてくれる．それとエネルギー，活力を与えてくれる．

じました．そういったものを見ていると，虚しくなってくる．

世の中にはさまざまな仕事がありますけれども，その仕事がどう見えるかとい

ドラッカーは経営者は経営しなければならないという．その一番最初に経営
者がなすべきことは，われわれの使命は何かから考えなければいけないと．し
かしそれを考えている方々がどれだけいるのか．

うのは，仕事の目的によるのです．その目的が何なのかによって仕事の見え方
は変わってくる．
特に若い人たちには
「御社の経営理念，使命は何ですか？」
と聞くようにして

使命からスタートする経営，そんな経営ができないものかと考えました．病

います．ある会社で，聞きました．元気のいい若手の方でした．経営理念を聞

院の経営を考えてみるとよいでしょう．病院は何のために存在しているのか．

いたら，大きな声で
「はい，あります」
と言う．
「それは何ですか？」
と聞いても，

医者のために存在しているわけではなない．看護士のためでもない．まして売

その内容を答えてくれない．重ねて聞いたら，
「どこかにあります」
と元気な声

上げを上げるために存在しているわけでもない．

で答えられた．

病院は患者を治療するために，健康になってもらうために存在している．そ

「どこにあるのですか？」と聞くと，壁の額縁にある経営理念を指して「あれ

れが，もしその病院が売上げ第一であって，自分たちの売上げをいくらにする

がうちの経営理念です」と言う．これではせっかくミッションがあっても意味

かばかり第一に考えていたとしたら，われわれは果たしてその病院で受診した

がありません．

いと思うだろうか．
＊ 本講演は，第 3 会大会（2008 年 11 月 25 日．於・立命館大学朱雀キャンパス）で行われたも
のの抄録である．
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供し，どんな貢献をしたいのかが使命です．ということは，使命を追求する経
営とは，徹底して顧客に貢献する経営と同義でなくてはなりません．

まず自分自身が，使命をもって経営しているのかどうか，あるいは仕事をし

顧客に対する貢献を考える．その結果，業績が上がっていないのなら，使命

ているのだろうか，そこを確認しなければいけません．まずは，自分に使命が

が間違っているか，方法がおかしいと考えればいい．だから使命を追求する経

あるかないかを簡単に確認する方法が一つあります．それは何か．

営とは，
売上げを第一に考える経営と別物ではない．本質において一致している．

それを考えたとき，思い描いたときに
「わくわく」できるかどうか．
「本気で
実現したい」と思えるかどうか．おそらくその使命が自分のものになっている
かどうかの判断基準になると思います．
まずはそこからです．使命を持つ．持った上で仕事をしていく．そうすると，
同じ仕事をしていても，まったく違って見えてくる．使命を持って経営する経
営者の方々をたくさん見てきました．
使命を持って経営をすることによって，何が起こるのか．共通して言えるこ
とは，まず元気になります．何か明るい．日頃，経営をしていればさまざまな
苦労があります．クレームがあったり，売上げが落ちてきたり，苦労には事欠
かない．それでも，その人たちは使命を持つことによって明るい．

「奇跡をちょうだい」――イーライ・リリー物語
では，使命を持ち，それをどう組織に浸透させるかという課題が出てきます．
一例を挙げたいと思います．
自社の使命を映画にしているところがある．それは，米国にある国際的な製
薬会社イーライリリー社です．1876 年設立という 100 年以上の歴史を持つ会
社です．
同社はイーライ・リリー氏の創業した会社です．創業前，氏は薬局の店主を
していました．ある時，店先に小さな女の子が立っていた．女の子はおもむろ

それから，迷いが少なくなったとも言う．意思決定の迷いが少なくなる．な

に「おじちゃん，奇跡をちょうだい」
と言う．リリー氏はそれを聞いて，
「奇跡？

ぜなら，使命が自分たちの判断基準になる．そうすると，迷いが少なくなる．

そんな薬はないけれど，どうしたの？」と訪ねました．聞くと，女の子のお母

少なくとも
「やらない」
という意思決定が躊躇なくできる．

さんが末期癌で死の床にあった．家にお医者さんが来て，お母さんの容態につ

貢献に焦点を当てるとき
使命を持つと本当にさまざまな変化が起こる．例えばある会社の営業会議で
も，それまでは一日数字の話，ノルマの話しかしなかったのが，使命が明確に
なってからは数字の話がほとんど出なくなったという．むしろお客様に対して，

いて説明があった．女の子は一度は寝かされたけれども，心配で矢も楯もたま
らず，ドア越しで聞き耳を立てていたという．お医者さんが説明する．
「お母さんは，もう助からない．奇跡にすがるしかない」
女の子はそれを聞いて，奇跡があればお母さんは助かるのだと思った．そこで
翌朝お小遣いを握りしめて，リリー氏の店に行き
「奇跡をちょうだい」
と言った．
それを聞いたリリー氏は，「今は薬局で薬売っているけれども，いつか本当

自社の商品・サービスについてどれだけアドバイスができたか，それによって

に奇跡を起こせるような薬を作りたい」と思い立ち創業したのがイーライリ

どれだけ喜んでもらえたか，どんないい情報を提供できたか，そんな事例を持

リー社でした．

ち寄って営業会議が行われるようになったと聞きました．

そのような創業の物語を映像で伝えている．

「こんなお客様には，こんな情報を提供してあげた」
「こんな課題を抱えてい

われわれの使命を実現するためには，組織のメンバーにそれを理解してもら

るお客様には，こんなアドバイスをしてあげた」そんな話を誰かがすると，そ

わなければいけない．そんな風に使命を中心にし，
そこからスタートする経営，

れを他の営業マンが聞いて
「なるほど」
と思い自分も真似してみようと思う．そ

そして社会や顧客に貢献でき，それを自らの喜びとする経営に邁進してもらえ

して営業会議が明るくなったと聞きました．

たらと思います．

なぜ明るくなったのか．顧客に対する貢献を考えるようになったからです．
結果として，その会社がどうなったかというと，売上げ，利益が結果として前
年比 30％程度伸びている．お客様に対する貢献が実現できている証拠だと思
います．
「5 つの質問」
の 2 番目は
「われわれの顧客は誰か」です．使命があって，その
対象となる顧客があって，その顧客に対していかなる価値を提供するのか．使
命とは，誰に対していかなる貢献をするのかということです．どんな価値を提

【略歴】1999 年 11 月に設立した㈱ポートエムの代表取締役として，マネジメントを高
度に学べる場づくりを目指して活動している．
「チームで学ぶマネジメント講座」
を各地で開催．また，ダイヤモンド社主催「ドラッカー塾」専任講師も務める．
文字起こし／石川正宏

編集・構成／井坂康志・大木英男
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お会いして以来，洞察力，博学のみならず人柄の温かさにも惹かれるように

ファルスタッフの教え

＊

なりました．著作，発言もフォローするようにしました．

The Lessons from Falstaff

ファルスタッフの教え

小島明

Akira Kojima

（社団法人日本経済研究センター特別顧問）

『見えざる革命』
ドラッカーさんとの出会いは 1978 年でした．当時上田惇生先生の訳で
『見え
ざる革命』
が出たばかりで，それを読み，ぜひとも会いたいと思いました．

ちょうど 20 年前，ベルリンの壁が崩壊したのが 1989 年の 11 月 9 日でした．
同年 3 月，『新しい現実』という本が出ました．ソ連の崩壊を人口動態学を駆
使しつつ予見，洞察するものです．振り返ってみても，世界の識者でソ連の崩
壊があんなに簡単に起こると予見した人はいなかったと思う．本人も，崩壊は
確実で避けられないことだが，いつどんなスピードで来るかはわからないと
はっきりと述べています．
本書を刊行した時，彼は 80 歳です．来日した時，東京でお会いしました．

私は経営よりも社会への視角に関心がありました．同書は，人口動態・高齢

その時に，私はこう彼に尋ねました．「日本では 80 歳にもなるとみなリタイア

化社会について分析した恐らく最初のものだと思います．読後カルフォルニア

してしまいます．ドラッカーさんはどうしてまだこれだけ若々しく独創的で知

のクレアモントまで行って，ドラッカーさんに会いました．半日，徹底的に付

的な活動をしておられるのでしょうか」
と．

き合ってくれました．
後でどうして私があれほどまでに歓待されたかのを考えました．当時にして
ドラッカーさんはじつに多くの本を出していました．『経済人の終わり』という

最初は照れていました．聞いていくうちに，
興味深い話が出てきました．
「人
生において私が宝としているものが 2 つある．一つは日本，もう一つはファル
スタッフである」
と．

青年期の処女作を含めみなベストセラーです．ところがこの『見えざる革命』は

彼は音楽の街ウィーンに生まれました．本当は音楽家になりたかったとも私

あまり売れなかっただけでなく，厳しく批判されました．そんななか，私がこ

に話していたことがあります．できれば作曲家になりたかったと．もし生まれ

の本について聞くために遠くから会いに来た．それで歓迎してくれたのではな

変われたら，次は作曲に挑戦したいと言っていました．

いかと思います．
本書は，アメリカ社会の高齢化について議論している．当時，70 年代のア
メリカ社会で流行っていた色はグリーンでした．
「緑色革命」，若者の時代，若
者文化を謳歌した時代です．そんな空気の中で，アメリカが老いることなどあ
り得ない．永久に若いのだとみんなが思っていた．

彼が 18 の時，フランクフルトで働いていた時，毎週音楽会に足を運んでいた．
そのなかで，
『ファルスタッフ』
というオペラ作品を観た．青年ドラッカーは全
身が震えるほどの感動を覚えたという．
すぐに作曲者のヴェルディについて調べた．
『ファルスタッフ』
はヴェルディ
が 80 歳の時に書いた最後のオペラでした．まず，80 歳という年齢が彼を驚か

さらに，高齢化社会の進展と共に年金ファンドが積み上がり，年金基金が巨

せた．老人がどうしてこんな生き生きとした人間賛歌の大作をものにできたの

大な機関投資家になるというのがドラッカーの主張でした．当時は冷戦時代で

かと．彼自身，ヨーロッパにいて周りを見回しても 80 歳まで生きている人な

したから，そんな考えは社会主義的で危険な思想という見られ方をする．それ

どほぼ見たことがない．もし自分がそのような長い人生を送れるならば，より

が批判される原因ともなった．

よい作品を著すべく挑戦を続けてみたいとまず思ったそうです．

しかし80年代の後半になり，
本書の価値がようやく認識されるようになった．
先見性と洞察に富む本との評価を受けるようになります．

それから，
次なる感動があった．ヴェルディは，
ドイツのワグナーとヨーロッ
パの音楽界を二分する富と名声を得ました．友人たちはそんな彼にハッピー・

『見えざる革命』は人口の議論をしています．20 代の若者も 20 年後には 40 代

リタイアメントを勧めたそうですが，ヴェルディは「私は決してやめない」と

になる．家庭を持ち，子供を持ち，きたるべき老後も考えるようになる．20

断ったという．なぜなら，「人間だけが失敗から学ぶことができる．私はみな

年近くを経て，
「ドラッカーが書いていたことがまさに今起こっている」ことを

さん以上に多くの失敗をしてきた．したがって，私はみなさん以上に学ぶ努力

人々が理解するようになり，時を置いて読まれるようになりました．

をしなくてはいけない」と述べたと言われています．そんな考えを持って生涯

＊ 本講演は，第 4 回総会・講演会（2009 年 5 月 17 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．

現役で音楽家を通した．
ヴェルディには多くの作品がありましたが，
「どれが一番お勧めですか」
と聞
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かれたとき，
必ず
「次の作品です」
と答えたそうです．同じ質問を私もドラッカー

のは，ヨーロッパを麻痺させ，ヒトラーが台頭するのを許した失敗と分裂の時

さんにしてみました．やはり
「次の作品です」
が答えでした．加えて，
「4冊もテー

代の中で，それと対照的に社会を蘇生させ，文化のアイデンティティを守り抜

マが決まっている．それに関するトラック一台分の資料がある」とも言ってい

き，政治と社会の機能を取り戻すことに成功した明治維新であった．

ました．
彼が繰り返し言ったのは，60 歳になればそれまでの人生よりも良いもの，
70 歳になればそれ以上，80 歳になればさらにそれ以上と，没するまで良いも
のをつくり続ける生き様をヴェルディから教わったということでした．

日本との出会い
日本との出会いがはじまったのは 25 歳の時だったそうです．1934 年，ロン
ドンの銀行で働いていた時に，
ふと美術展に入った．日本画展だったそうです．

明治維新の探求が，やがて私のライフワークにつながった．すなわち，社会
の絆としての組織体への関心へと向かった．
その後 15 年，20 年の後，日本の第二の奇跡を目にした．戦後の復興だった．
戦後の日本の奇跡については説明がつく．それは主としてマネジメント，特に
企業のマネジメントの成果であった．

「私は経済学者ではない」
一度叱られたことがあります．ある問題について，「エコノミストとしての

衝撃的な感動を覚えたそうです．それは細い線で描かれた空白の多い墨絵のよ

判断を聞きたい」
と質問したときのことです．
「君，今何て言った？

うな作品だった．

ノミストと言ったが，それはまったくの誤解だ」
と怒り出した．

私をエコ

この美しさは何だと思い，日本を調べてみました．そこから見出したのが明

「では，エコノミストとはどういう人を指すのでしょうか」
と問い返すと，彼

治維新だった．その頃ナチスがヨーロッパを蹂躙していく時代でした．そのよ

は
「エコノミストとは数字だけを見る人だ．私は数字も見るが，主として人間

うな危機感のただ中で日本の明治維新を発見した．

を見る」と．

彼はこう指摘していました．日本人は明治維新において，短期間で残虐な戦

確かに，ホテルオークラで共に朝食を一緒にとっているとき，表を指して

争も革命もなく真に抜本的な社会的改革を行い，それを成功させた．それは近

「見てごらん」と言う．
「この前来たときに比べて若者の服装と表情が変わった

代史における奇跡であったと．以来，日本を眺め続けている，そう言っていま

ね」と．
「そう感じますか」
と聞くと，
「感じる．さっきからずっと若者の表情や，

した．

身なりを観察している．日本は若者から変わると思う」という．人を見ている

その後日本は行き過ぎて無謀な戦争を行い，破れました．しかし戦後立ち直

わけです．

る日本の強さ，ダイナミズムを視察した．その過程で社会の生態学，企業，組

彼は日本のバブルが崩壊した後，足が少し弱くなりあまり日本には来られな

織のあり方，
政策をずっと日本から学んできたという．すなわち，生き様はヴェ

くなりましたけれども，90 年代半ばに最後に来日した時，日本についての話

ルディから教わり，ライフワークのテーマは日本から受けたのだと述べていま

を聞きました．

した．

バブル崩壊後の日本の落ち込みようは異常である．日本は突然，鏡を逆さに

ところで，ドラッカーさんが 80 歳の時にインタビューしたメモがあります

して凸面鏡にわが身を映し出しているかのようだ．実際より小さく見えるに決

ので紹介します．日本画展に立ち寄ったときから，明治維新に引きつけられ，

まっている．平らな鏡で素直に自分を見てごらんなさい．そうしたらもう少し

戦後復興にいたるまでの日本への視点です．

自信が持てるでしょうと．

日本画を見てまったく虜になった．この素晴らしい絵画を生んだ国について
調べた．
日本の文化，社会，歴史を学んだ．そこで，もう一つ驚くべきものを見つけ
た．明治維新だった．

要は，悲観主義が行き過ぎていると言うことでした．悲観主義と危機意識と
はまったく別物である．日本は危機感をばねに新たな発展をした．明治維新も，
戦後復興も，石油危機もそうだった．しかし，今は危機意識ではなく，ただ悲
観的になっている．危機意識は強烈なエネルギーをもたらすのに対して，悲観

1930 年代半ばといえば，ヒトラーがドイツを手中にした後，全ヨーロッパ

主義はそうではない．何をやってもダメだと世の中のせいにしたり，すべきこ

の征服に乗り出した時期である．私は，昼，銀行で働きながら，夜はこのヨー

ともしない口実にしたりする．日本はもう一度ありのままの自らを見つめ直し

ロッパの社会と文明の崩壊をいかに捉えるかについて考えた．同時に，社会と

自信を取り戻してほしいと言いました．

文明の再興をいかに果たすかも考えた．
当時，私はヒトラーが最後には破滅するだろう確信していた．この時知った
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3 つの可能性
その場合，3 つの可能性がある．一つはエネルギー，もう一つは環境，もう
一つは高齢化社会でした．

2 つのグローバリゼーションの光と影＊
Lights and Shadows in Two Eras of Globalization

21 世紀の最初の 25 年間は，日本のダイナミズムを呼び覚ますものとなりう

藤島秀記

る．まず，新興国の発展の中でエネルギーの需給関係にあって高価格が相対的

Hideki Fujishima

にトレンドとして続く時代がきている．いかにして効率を高めるかの競争がは
じまっているからだ．というのも，日本は 70 年代の二度にわたる石油危機を
見事に乗り越えた．
もう一回飛躍できる可能性は十分にあると言っていました．
次に環境です．
日本は60年代の公害からの回復でも大きな成果をもたらした．

（本会理事，淑徳大学）

1. グローバリゼーション
（グローバル化）
とは何か

環境問題は 21 世紀の新たなイデオロギーであり価値観である．すべてが年を

まずこれからお話しするグローバリゼーションという言葉の，一般的な定説

追うごとに環境の価値を高めて，その関連のニーズが生まれる．それに対応す

から考えてみよう．私が手にしているのは，
伊東光晴編の
『現代経済学事典』
（岩

ることである．

波書店）である．おおよそこのような説明が出てくる．

それから高齢化です．日本は世界最速で高齢社会のピークを迎えつつある．
しかし，それは悲観すべきことではない．むしろチャンスである．高齢社会が
来るということは，経済，産業，マーケットが高齢層のニーズを中心にシフト
することを意味する．需要の重心の転換を意味する．高齢社会が求めるさまざ
まな技術，サービス，商品，ライフスタイル，医療，税制等のモデルをきちん
と準備できれば，高齢社会は成熟社会たりうる．

・
「人，もの，カネ，サービス，情報が国境を越えて地球的規模での一体化
を生み出し，地理的距離，領土的国境の意義が失われていくこと」
・
「グローバリゼーションとはものごとを地球的発想で考える地球主義のこと」
またもう一歩踏み込んで，グローバリゼーションに関する多くの本から，そ
の今日的意味を集約すると，以下のような記述になる．
・
「グローバリゼーションは新古典派経済学やマネタリズムといった新自由

高齢社会は一度はじまったならば，受け止めざるをえない現実である．意欲

主義
（ネオ・リベラリズム）のイデオロギーと密接に関わりを持つ．国家に

的に努力し成果をあげえたならば，その後世界中で高齢社会のピークを続々と

よる経済活動の規制を排除し市場メカニズムに委ねることで経済成長は達

迎える他の国々が，日本の成果を求めて押しかけてくる．そのような発想で日

成されるとする」

本は取り組むべきだと述べていました．

こうした考え方が出てくる背景には，1989 年の社会主義陣営の崩壊以降，

そして，それこそが心からの感動を与え，ライフワークを提供してくれた日

アメリカ主導型国際経済の枠組み構築を柱とした民営化，規制緩和，金利自由

本，そして明治維新をなし遂げた日本へのドラッカーからのメッセージだった

化など，いわゆる
「ワシントン・コンセンサス」
（IMF や世銀との共通認識）
の存

のです．

在がある．今日でもグローバリゼーションを
「アメリカン・スタンダード」
とか

日本では 90 年代以降，経済のデフレばかりが心配されている．ドラッカー
さんとの出会いを通じて思うのは，日本には気力，志，ミッションが欠けてい

「アメリカナイゼーション」
などと呼ばれる背景には，このワシントン・コンセ
ンサスがあるからにほかならない．

るということです．ドラッカーさんが教えてくれることは，基本に立ち返るこ
グローバリゼーションと国際化

と，「back to the basics」
ではないかと思います．

では「グローバル化」
と
「国際化」
の違いはどこにあるのだろうか．
【略歴】1942 年生まれ．早稲田大学第一政治経済学部経済学科卒業，1969 ～ 70 年ブ
リティッシュ・カウンシル・スカラー（英マンチェスター大学）．1965 年日本経
済新聞社入社編集局外報部（現国際部），ニューヨーク特派員・支局長，専務取締
役・論説担当，論説特別顧問等を経て，現在（社）日本経済研究センター特別顧問，
政策研究大学院大学（GRIPS）客員教授．

文字起こし／石川正宏

編集・構成／井坂康志・大木英男

現在でも
「国際化」internationalization の方が , 同じ意味の言葉として普通に
使われているのではないか．いわく
「国際関係論」
「国際経済学」
「国際経営学」
など，おおよそ国際的視野で究明される社会科学の冠には
「国際」
が付けられて
＊ 本稿は 2009 年 7 月 4 日，
「グローバリゼーションとマネジメントの役割」のテーマで，ドラッ
カー学会と淑徳大学大学院との共催により，ドラッカー生誕 100 年記念シンポジウムが淑
徳大学池袋サテライトキャンパスで開催された．本稿はその折の記念講演に加筆修正を加
えたものである。
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いる．しかしこの 2 つの言葉は概念的には異なる．国際化の概念には，国を隔
てる国境が厳然としてあり，国際関係の問題処理も互いの協力はあっても，そ
れをコントロールするのは一国政府である．あくまでもガバナンスは各国の政
府の手に存在する．
それに対してグローバリゼーションの概念にも当然国境という実在がある．
すなわちグローバリゼーションとは状態ではなくプロセスと解釈すべきだろ
う．ある意味では理念型であって，情報通信技術の発展によって時間と距離の
壁を突き崩し，地球市民社会を目指すと言う理想が底流に流れている，と考え
るべきだろう．
私がこれからお話しする
「2 つのグローバリゼーション」の内の前期グローバ
リゼーションも，実は
「国際化」
の方が正確な用語なのであるが，ここではあえ
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《グローバリゼーションの 4 つの側面》
1 . 経済的側面
（グローバル企業の活動など）
2 . 文化的側面
（情報，教育など）
3 . 政治
（制度）
的側面
（国際基準への同質化と多様化など）
4 . 地理的側面
（人の移動など）

2. 2 つのグローバリゼーションの起源は
定説ではこれまで世界史上，2 つのグローバリゼーションがあったと言われ
ている．

て今日のそれと比較するために同じグローバリゼーションを使うことにした．

1 つは
（ここでは前期グローバリゼーションという）19 世紀前半から始まるグ

難しい定義はおくとして，この言葉
「グローバリゼーション」が使われるよう

ローバル化．すなわち 1816 年のイギリスのポンドを国際基軸通貨としてはじ

になった背景には何があるのであろうか．
私見だが，人間が地球を離れて宇宙に行くようになった頃からではないか，

まる金本位制の確立以来，
2014年の第一次世界大戦勃発までの約100年をいう．
2 つ目のグローバリゼーションは，いまわれわれが経験している現下のそれ

と私は考えている．人間が宇宙から地球を見たとき，地球は青く，そして小さ

である．この現下のグローバル化の起源については，おおよそ 3 つの考え方が

いが，その美しさに驚かされた．ましてや国を分けている国境など見えるはず

ある．

がない．
この驚きから
「地球主義」
なる概念が生まれたのではないか．
この言葉が一般的に使われるようになったのは，以下の 2 つの国際会議の開
催以来であろう．
1）1 994 年開催のダボス世界フォーラムのテーマ：
「グローバル化とメガ・コ
ンペティション時代の到来」

1）1 944 年――ブレトンウッズにおいてアメリカのドルが金本位制の国際基
軸通貨になって以来，という説．
2）1 989 年――「資本主義」対「社会主義」という冷戦関係が終焉して以来，と
いう説．
3）1 971 年――世に言う
「ニクソン・ショック」
．アメリカのドルによる金本
位体制が終わり管理通貨制度がスタートして以来，という説．

2）1 996 年のリヨンで開催されたサミット．グローバル化を議題とし，その
深化に向けた国際協力を確認した．
時代的背景としては，以下の 2 つを見落とすわけにはいかない．
第 1 に 1989 年から始まる冷戦構造の崩壊と資本主義的自由市場経済への社
会主義国の参入という現実があったこと．したがって当時の状況としては，グ
ローバル化は
「資本主義化」
と同義だったともいえるだろう．
第 2 は，冷戦構造の崩壊と軌を同じくして，それまで軍事に使われていた諸々
の情報技術が，民間で使われるようになった．情報・通信技術の革新が津波の
ように世界を覆い，ヒト，モノ，カネ，情報の流れが一瞬で届くようになった．
まさに地理的距離，領土的国境を越えたのである．ドラッカーはまた，真にグ
ローバル化したものは情報しかない，ともいう．
グローバリゼーションは，巨大企業の国境を越えたグローバル活動が象徴的
な事象となっているが，実際には，以下の 4 つの側面があることを忘れてはな
らない．

1）は金本位制という枠組みは変わらないが，覇権がかつてのイギリスからア
メリカに移ったことで，グローバル化の中でも政治的側面が強調されている．
2）は資本主義的自由市場経済への統合化を意味し，経済的視点が強く意識さ
れている．上の 2 つが金本位制という国際経済の枠組みを同じくしていた．
それに対して，3）
は明らかに一方で国家戦略の多様化に，他方で国家間の協
調と連携が必要条件とする，新しいグローバリゼーションの時代に入ったとい
うことができるだろう．
その意味では，より今日的状況に即している．

3. 2 つのグローバリゼーションの特徴
1）前期グローバリゼーションの特徴
最大の特徴はイギリスの金本位制下にスタートし，第一次世界大戦の勃発で
金本位制の崩壊と同時に終焉する．その歩みは以下の主要各国の金本位制への
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移行によって表される．
イギリス 1816 年，ドイツ 1871 年，フランス 1876 年，日本 1897 年（日清戦
争の賠償金）
，そしてアメリカ 1900 年．
この前期グローバリゼーションの約 100 年は，
「パックス・ブリタニカ」とい
われるように，イギリスの覇権と繁栄が世界を支えてきたと言ってよい．当時
のイギリスは産業革命と植民地という市場の拡大と経済の隆盛を背景に，大英
帝国を築きあげた．20 世紀前半の帝国主義下の独占資本が闊歩する時期を除
けば，新しい産業の生成期でもあり，資本主義が躍動した時期ともいえる．
その意味では，この前期グローバリゼーションの時代は，人口の急激な増加
を背景に，限りなき人間の欲望の充足のために駆け抜けた世紀だった，ともい
えるだろう．
しかし一面で人間の欲望は，科学技術への追求に盲信し，開発・覇権主義に
走り，やがては 2 つの大戦へと繋がった．ドラッカーのポスト・モダニズムは，
したがって科学技術盲信へのアンチであり，環境と人間，社会と組織の共生へ
の回帰でもあるだろう．
21 世紀のこれからのグローバル時代には，そうした共生モデルがますます
求められている．
前期グローバリゼーションを支えた要因は，ほぼ以下の 3 つに集約されよう．
1）
長期的な人口の増加
2）
フロンティアの拡大
3）
産業革命による新しい産業の創出
ドラッカーによれば，貿易関係でこの時代を見ると，前期グローバル化の経
済を支えたものは，互いの国の足りないものを補完し合う「補完的貿易」が出発
点だったという．しかしやがて 20 世紀に入ると，同一市場で同一生産物を持っ
て競う
「競争的貿易」
に変わり，最後には相手の産業をも葬り去る「敵対的貿易」
に行き着き，世界大戦勃発という終着点を迎えることになった．
われわれが，この時期から教訓として得たものは何か．
それはグローバル化の波動を止めるものは，戦争であるという事実．前期グ
ローバル時代と今日のグローバル時代との間にある断絶こそ，第一次と第二次
の大戦であった．その直接の原因になったものは，グローバル化の連携と融合
の絆を断ち切った各国の
「保護主義」
であったと集約できるだろう．
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◎ 21 世紀に入ってからの論調と資本主義への懐疑；
“もはやパックス・アメリカーナは out of date になりつつある ?!”
―ではその結果は？ “多極化に向かいつつある”
“資本主義は資本主義の概念から遠ざかりつつある ?!”
―ドラッカー「ポスト資本主義」
―ロバート・ライシュ「Supercapitalism（暴走する資本主義）
」
とそれぞれ表現した．
※シュンペーターは 1939 年に出版した Business Cycles（『景気循環論』）の
中で，すでにつぎのように資本主義の将来を暗示していた．「資本主義
とその文明は衰退しつつあり，徐々に何かほかのものに姿を変えつつ
あるか，あるいは突然死に向けて倒壊しつつあるかもしれない」
（林敏
彦『大恐慌のアメリカ』
岩波新書，1988 年，p.186 より抜粋）
・ドラッカー／「資本主義を越えて」1998 年・米誌のインタビューより
「資
本主義は一元的に経済を再重要視し過ぎる．人間らしく生きることの意
味は，資本主義の計算では表せない．金銭などという近視眼的な見方が，
生活と人生の全局面を支配してはならない」
・R. ライシュ／自著
「Supercapitalism」
（
『暴走する資本主義』東洋経済新報
社）より
「資本主義の役割は，本来，経済のパイが拡大することにあったはずで
ある．拡大したパイをどう分けるかは，結局，社会の民主主義のルー
ルに従って，決定されるべきことである」
「そして民主主義とは，社会全体の利益につながる仕組みやルールを決
定するために，市民がそれぞれ手をつなぎ合うことによってのみ達成
されるシステムだ」
「このシステムは，あるときにはイノベーションのために投資すること
を，またあるときには格差に苦しんでいる人のためのセーフティ・ネッ
トのために金を使うことを決定できることだ」
「しかしいま，民主主義はこれらの基本的な責任を果たすことに行き詰
まってしまったのだ」
（以上同書より抜粋要約）

2）現下のグローバリゼーションの特徴
前期のグローバリゼーションの進展が金本位制に支えられていたとしたら，

このほかにアメリカの世紀の終わりを，また資本主義システムの変貌を言う

今日のそれは 1971 年のニクソン・ショック以降，それぞれの国が自国通貨と

人は多い．最近ではジャック・アタリ（フランス経済学者）氏，アマーティア・

金融制度を管理する管理通貨制度の時代に入ったことといえる．

セン（ハーバード大教授）
氏などの発言が目を惹くが，時間の制約で割愛する．

こういえば話は簡単になるが，問題の本質と奥行きは深い．
資本主義化とともに歩んできたグローバリゼーションは，いまその根幹とな
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る資本主義自体の変貌過程の中で大いに揺らいでいる．
どうやら資本主義批判の根底には，ネオ・リベラリズム（新自由主義）の台頭
による「規制緩和」
「民営化」
「競争至上主義」……など「市場にすべて任せてお
けば良い」
とする，市場原理万能主義があるだろう．
昨年，アメリカのサブプライム・ローンに端を発したグローバル金融恐慌は，
いま雇用の悪化，所得格差の拡大に拍車をかけている．こうした状況がより市
場原理万能主義に批判のホコ先を向けていると言えるだろう．
ではドラッカーが支持しているという
「自由市場経済」の「市場」とはどのよう
なものなのだろうか．
ここに
「市場とは人間の営みそのものである」
との仮説を提起しておこう．
そもそも市場とは無機質のものではない．そこには人間の営みのある有機体
である．ドラッカーは市場を大きく 3 つに分類した．
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と富めざるもの」
という格差である．

4. グローバリゼーションの現実の姿
1）10％のグローバル化
それではグローバリゼーションの現実の姿は，どのように映っているのであ
ろうか．それは
「グローバル化はどこまで進んだか」
という言葉に置き換えられ
よう．新進気鋭の戦略論の学者パンカジ・ゲマワット
（ハーバード・ビジネス・
スクール教授）は新著『コークの味は国ごとに違うべきか』
（Redefining Global
の中で，次のようにいう．
Strategy）
「グローバリゼーションの現実は，いわれるほどフラット化してはいない．
グローバリゼーションは全体の約 10％レベル，これが現実だ」
と．

1 つはグローバル・マーケット

ゲマワットは以下の各項目で調査を行った．

2 つはドメスティック・マーケット

①国際電話，②移民の人口比，③留学生の比率，④直接投資額，⑤海外から

3 つはさまざまなローカル・マーケット
これらのマーケットはばらばらに存在するのではなく，相互に重なり合い，
人間によって連鎖し，連携しているのである．
一見無機質でフラットに見えるグローバル・マーケットにも，各国の国民の

の観光客，⑥パテント，⑦株式投資，⑧貿易
（国民総生産に占める割合）
など．
調査の結果，一番グローバル化が遅れているのが「国際電話」の 3％未満で，
一番進んでいるのが
「貿易」
の26％だった．平均すると約10％ということになっ
た．したがって
「10％のグローバル化」
が現実の姿だ，という．

営みが織りなされており，決して白紙に描かれた人工的な絵ではない．すなわ

これで見る限り，グローバル化はまだ
「道半ば」
ともいえそうだが，果たして

ち市場とコミュニティは，本来一体であることの認識を，ドラッカーは指摘し

そうか．興味深いのは「海外移住」は，最近より 19 世紀から 20 世紀初頭の方が

ているのである．そしてドラッカーはさらに言う．

多かった点である．またグローバル化の最大レベルにある「多国間貿易」でも，

グローバル時代に求められるのは，各国の各セクターすなわち政府，企業，
ノン・プロフィットがそれぞれの役割を，国内だけでなくグローバルに共有し，
国境を越えて連携の輪を拡げていくことだ，と．

現在でもまだ 27％台に達したに過ぎないというのだ．
また企業活動のグローバル化に関しても，先進国のグローバル企業の海外売
上が売上全体の 20％を越えている企業は，ほんの一握りしかないのが現実の
姿である．

3）2 つのグローバリゼーションの共通点
これまで 2 つのグローバリゼーションの特徴を述べてきた．それでは 2 つに
共通しているものは何だろうか．集約すると以下のようにいえるだろう．
①グローバル化は資本主義的自由市場経済を舞台に進行した．ある面からい
うとグローバリゼーションは資本主義化そのものでもあった．
②資 本主義は必然的に景気変動を避けることができない．同時に 2 つのグ

しかしここで注意を喚起しておきたいのは，貿易，直接投資額の数字だけを
見てグローバル化の度合いを判断するのは早計のそしりを免れない，というこ
とだ．
いまや国際取引の実態はモノからカネに，そして知識へと比重を移しつつあ
る．またモノの取引でも，統計上は企業域内の取引額がカウントされていると
いう指摘がしばしば行われている．

ローバリゼーションは結果として，金融大恐慌を生むことになった．1 つ

数量化で捉えられるグローバル化の実態は以上だとしても，私たちの心象と

は 1929 年，アメリカのウォール街を中心に起きた世界的大恐慌であり，2

しては，グローバリゼーションは良くても悪くとも，もっと大きな影をわれわ

つは 2008 年秋，アメリカのサブプライム・ローンが引き金になって起こっ

れの生活や文化に落としているように思う．

た今日の
「グローバル金融恐慌」
である．

グローバリゼーションには，
つねに不況の到来という経済の暗い谷間があり，

③ 2 つのグローバリゼーションは，繁栄とフロンティアという光を投影させ

それがわれわれの経済活動，人間の営みを大きく揺さぶってきたからだろう．

たが，同時に格差の拡大という陰の部分をも産み落とした．前期では植

しかし 1971 年以降の管理通貨体制の経済では，パニック現象よりもインフレ

民地化による
「支配するものとされるもの」
，現在のそれでは
「富めるもの

の危機――バブル崩壊後の不良債権の発生に悩まされ続けてきたことも事実だ．
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2）
「100 年に一度の大恐慌」？
前回の不況を 1929 年の例のアメリカのウォール街発の金融大恐慌としたら，
正確にはまだ 80 年しか経っていないことになる．この 1929 年の金融恐慌は多
くの本で読むことができる．
J. K. ガルブレイスが書いた有名な本に
『大恐慌』
（徳間書店，1971）というの
がある．
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イドの 2 つの顔があり，それが経済活動の原動力となっていることも否定
できない．
しかしグローバル金融の時代においては，もはや一国の金融政策でバーチャ
ル・マネーの暴走をコントロールが困難になってきたことは確かだ．だからこ
そ各国が協調して解決の道を探るしかないのである．ここで再び市場について
考えてみよう．

この本の原書名は The Great Crush である．このほかに The Great Depression
とか‘Economic Crisis’
などを
「恐慌」
の英訳語に使っているようだ．
一般に不況とは資本主義の宿命
（シュンペーター）である景気後退のこと．コ
ンドラチェフのサイクル論では約 40 ～ 50 年に一度景気後退が現れると考えら
れてきた．
これが
「恐慌」となると，Crush であるからモノが壊れることを意味する．資
本主義のシステムそのものが壊れるということになる．果たして今回の不況は
そこまでいっているのであろうか．

4）人間の顔をした市場とは
ドラッカーは「グローバル市場をコントロールするには，国家間の連携と協
調しかない」
という．さらに国際的な監視機関が必要だともいう．
そもそもドラッカー・マネジメントの原点は，顧客の創造である．市場とは
顧客であり，また市場とは日々の営みをしている人間そのものである．
もともと市場には，
コミュニティとの相互依存関係によって成り立っていた．
したがって経済を動かすのは，人間の労働であり，市場はその人間の生活に依

不況の原因は多くの場合，生産過剰，需要減退である．モノの価値が減退す

存していた．だから市場は人間の営みによって支えられてきたともいえよう．

るデフレ現象と同じである．1929 年も，
「グローバル金融恐慌」といわれる現

これは市場原理の基本である．いまそれが大きく逸脱しているところに，21

在のそれも，生産過剰であることに変わりはない．
ただし前回では，帝国主義各国の生産過剰から市場の争奪戦になり，その沸
騰点が 1929 年となった．今回の原因も，
「モノのつくり過ぎ」であることに相
違はない．今回の生産過剰のモノは，実体経済を離れたバーチャルな金融市場

世紀のグローバル経済のもつ危険性が潜んでいるように思う．

5. 21世紀グローバル時代のマネジメントの役割

での「金融商品の過剰生産」
なのである．実体経済を動かすに必要な何十倍とい

経済と市場のグローバル化の進展は，歴史的必然といってよいだろう．

うバーチャル・マネーが世界を巡り，結果として実体経済，雇用，生活に負の

しかしそれはフラット化，同質化するのではなく，多様化，特質化するプロ

圧力をかけたのである．

セスを踏まえて統合化する努力が，何よりも必要になってこよう．
そこにドラッカーがいう，グローバリゼーションには人間の英知にもとづく

3）原因はどこに？
考えられる原因は以下の 3 つである．
① 1 986 年の金利の自由化――いわゆる金融のスーパーマーケット化
（当時金
融のビッグバーンとして多くの人が低金利の銀行から証券に乗り換えた．
つまり預金から投資に走った）
．
②先進各国のカネ余り現象．転じて高い金利を求めて金融化商品に投資先を
求めた（浜矩子著
『グローバル恐慌』岩波新書によると，今回の金融危機の
一因になった過剰流動性は日本の超金利政策にも原因があるという）．
③情報技術，情報のネットワーク化の進歩により，金融情報が世界同時に波
及するようになったこと．

連携と融和の輪を広げることが重要になってくるのである．
したがって企業活動にも，連携と協力によるグローバル・マネジメントの展
開が求められることになる．そのためには，以下の 3 つの点での再検討が必要
になってこよう．
1）企業統治についての再考――買収合併という支配と所有の発想から，
提携，
パートナーシップ，アライアンスなど共存関係への発想転換．
2）グローバル市場戦略の見直し――グローバル市場はフラット化する側面も
あるが，多くは多様化する．このトレンドを見極めた上で，多様性を統合
化するビジネスモデルが必要になってこよう．
3）長期戦略にサスティナビリティ
（持続性）
概念を導入――企業は社会との関

その背景には以下の 2 つがある．

係において，もはや環境問題への取組みを長期戦略からはずすことはでき

①経済のウエイトがモノからサービス，
マネーそして知識に変えてきたこと．

ない．これは企業存立の重要な社会的責任（CSR）になってくる．したがっ

②欲望の二面性――1 つの顔は勤勉な市民としての顔，もう 1 つの顔は自分

て次の 3 点こそ，企業存続のための不可欠の条件となってくるだろう．私

だけは金持ちになりたいという顔．多くの人間には，こうしたジキルとハ

はこれを
「3P 革命」
と呼んでいる．

472

講演録

① People：人間の問題
② Planet：環境の問題，社会的責任
③ Profit：利益の問題
マネジメントこそ，この小さな
「地球村」
を活性化する上で最大の力となるで
あろう．

エッセイ
百周年特集・私の中のドラッカー
Essays: Drucker and Me
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しく，時としてはまったく意外なオドロキだったりする．

ドラッカーならどう考えるか

いまでは生のお話が聞けないので，ドラッカーならこうした際には何と答え
るだろうかと考えるのが日常になっている．そうすると，これまでの自分だけ

Drucker’s Way of Thinking will be ……

では通常出てこない切り口での発想が生まれてきたりするので，自分でオドロ

小林薫

キつつも楽しくなる．

Kaoru Kobayashi

（産業能率大学名誉教授）

逝去されてはや 4 年，数々の著作とともに，数多く同行した講演会やセミナー
など，公的な場での印象が強く残っているのは事実だが，いまはむしろ，プラ
イベートな場での 1 人の人間としてのドラッカーの姿が，より色濃く思いださ

私の「ドラッカー先生の一冊」
My Best Book of Drucker

猪狩誠也

れる．
何と言ってもまず，ドラッカーの気さくさが目に浮かんでくる．レストラン

Masaya Ikari

（東京経済大学名誉教授）

で一緒に食事をしたときのことだ．ワインの好きなドラッカーは，晩年は奥さ
んに叱られるので家では控えていたが，
この時とばかりにワインを注文された．
そしてテイスティングしたドラッカーは，これは少し値がはるが，甘口で，の

私がピーター・F・ドラッカーの名前を知ったのは，1957 年春に新入社員と

どごしがまろやかだなどと自ら評価し，われわれに勧めてくれた．そのときの

してダイヤモンド社に入社してからだった．その前年，ダイヤモンド社の一年

人懐っこい表情は，いまもありありと思いだせる．

先輩の地主浩侍さん（現在・ぱるす出版社長）が担当して『オートメーションと

ワインを飲んで上機嫌になってくると，世界で起きていることを，いろいろ
なアングルから話してくれた．
たとえば，インドにイギリス政府がスタッフを派遣する際，オフィシャルな
人間と同時に，セミ・オフィシャルな人間も必ず配置する話をしてくれたこと
があった．より自由な形でさまざまな現地の生の情報を集めないと，真に役立
つ情報が手に入れられないのがインドなのだとの説明に，深い歴史観を持つド
ラッカーならではのものの見方が感じられた．

新しい社会』
を新書版で出版し話題になっていた．すでに自由国民社から
『現代
の経営』
（The Practice of Management）
が出ていたし，
『新しい社会と新しい経営』
（The New Society）も，ダイヤモンドから刊行されていた．その翌年が，坂本藤
良のカッパブックス
『経営学入門』
がベストセラーとなり，
“経営学ブーム到来”
といわれた年である．
ドラッカーの著作には，
『現代の経営』から
『創造する経営者』
（Managing

に注意を払うことの大切さを，その著作はもちろん，まさに何気ない会話から

（The Effective Executive），『 マ ネ ジ メ ン ト 』
for Results），『 経 営 者 の 条 件 』
（Management）と続く
〈経営路線〉と，
『経済人の終わり』
（The End of Economic
『変貌する産業社会』
（Landmarks of Tomorrow），さらに『断絶の時代』
Man）から

も教えてくれたのである．

（The Age of Discontinuity）
と続く
〈社会文明論〉
ともいうべき二つの流れがあると

ドラッカーは，上滑りでないものの見方，アンテナの張り方，思索の深め方

だから，ドラッカー自身も，常に情報収集を心がけていた．会うと必ず，い

いわれている．前者の〈経営路線〉は先輩の地主さんが，後者の『変貌する産業

ま日本で起こっていること，
話題になっていることについて細かく尋ねてくる．

社会』，
『明日のための思想』
（Gedanken für die Zukunft）
，
『知識時代のイメージ』
などの〈社会文明論〉
が私の担当になった．

さらに，それらについて，いったい君たちはどう考え，どう評価しているのか
と実に丹念に聞き取ろうとする．そして，こちらの考えや主張に対してドラッ

実は
『明日のための思想』と『知識時代のイメージ』は，ドラッカー学会会員

カーは，時には笑いを誘う失敗談も交えつつ，個人的見解を率直に語ってくれ

でも知らない方がおられるかもしれない．例えば『マネジメントを発明した男

た．いま思い返せば，最高のフィードバックだった．とは言っても，これだけ

――ドラッカー』
（ジャック・ビーティ著・ダイヤモンド社，1998 年）に付され

は自分の長い経験から肯定できないと考える論点については，むしろ頑なと思

た「ドラッカー著作一覧」28 点の中にも出ていない．正確にはわからないが，

われるほど強く自己主張したのもまた，紛れもないドラッカーの一面である．

増刷を重ねるのが常のドラッカー作品の中では比較的売れ行きが鈍かったのか

このようにドラッカーと身近に話をするとき，公的な講演の場などではとか
く出てきにくい
“ドラッカー節”
を直接耳にできる．それが，時としては実に楽

もしれない．
『明日のための思想』
は，ドイツの出版社から出版されたものを，日本能率協
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会（のちに独協大学）
の清水敏允氏に翻訳をお願いしたものであった．そして後

氏の存在を知りました．この本は当時の社会に大きな衝撃を与え，大ベストセ

者の『知識時代のイメージ』
が，私にはドラッカー先生との思い出が詰まった一

ラーになりました．わたしは 70 年に大学を卒業し，78 年までの 8 年間で 10 回

冊なのである．

転職を重ねました．20代はやることなすことすべて上手く行かず，
ジョブ・ホッ

1968 年，35 歳のとき私は一人でアメリカへ出張した．この時にドラッカー
先生を訪ねたのである．特別な目的はなく表敬訪問だった．40 年以上経って

パー，転職ジプシーでした．人生の落伍者として人生の辛酸を舐め尽くしまし
た．当時描いていた夢はすべて崩れ去り，社会の底辺をさまよっていました．

いるから細部はあやふやだが，先生は当時，ニュージャージー州のモントクレ

1978 年 8 月 30 歳の時ご縁をいただき，経営変革支援・人材教育事業を展開す

アにお住まいで，前もっていつ頃お訪ねするとご連絡はしていたと思う．英語

る㈱ジェックに営業専門職として入社しました．創業者社長の宮本義臣氏はド

の堪能な方に，ニューヨークからご自宅への行き方を電話で伺っていた．

ラッカーの大ファンで，毎日のように「ドラッカーの言っている通りの経営を

“バスターミナルからの何番のバスに乗り，どこどこで降りなさい．そこま

する」
「ドラッカーの経営哲学をすべての研修コースの中に取り入れる」
と，
おっ

で車で迎えに行ってあげるから”という先生の指示で，一人でバスに乗ったが

しゃっていました．今，振り返って見ると 1954 年に初版が刊行された『現代の

運転手のバスストップのお知らせが聴き取れず，ともかく間違えず降りて教授

経営』がその原典でした．

の顔を見た時は本当にホッとした．英語はカタコトといってよく，東京では

1985（昭和 60）年 6 月 18 日，「ジェック創立 20 周年講演会」が日経ホールにて

ダイヤモンド社スタッフのワン・オブ・ゼムとしてお会いしただけという私に，

開催されました．この時，ドラッカーをお迎えし「革新を生む組織風土をどう

ゆっくりした英語であれこれと話しかけてくださったドラッカー先生の温顔だ

創り，どう育てるか」について講演していただきました．遠くから見るドラッ

けは忘れられない．

カーは背が高く，ゆったりとした歩き方をされていました．主催はジェック，

ドリス夫人はお出かけで，先生みずからお茶を入れてくださり，さほど大き

後援はダイヤモンド社．この時のダイヤモンド社側の責任者が，ドラッカー学

くないが，静かな瀟洒な家の中を案内していただいた．最後に地下室に行き，

会理事の藤島秀記先生，同じく理事の小林薫先生が同時通訳であったことは不

そこに並んだキャビネットから 5，6 点の論文の抜き刷りを私に渡し，
“この論

思議なご縁としか言いようがありません．その後，ジェックは一時期ダイヤモ

文で一冊の本ができるでしょう．日本に帰ったら作ってください”と言われた．

ンド社の販売代理店になりました．わたしはドラッカー VTR を売りまくり，

この旅行最大の成果を携えて帰ることができたのだった．

NO. 1 になりました．賞品は 1992 年に刊行された『未来企業――生き残る組織

私はまもなく出版部から月刊
『近代経営』
の編集長に異動，この本の編集制作
を同僚だった藤島秀記さん
（現在，ドラッカー学会理事）にお願いした．藤島さ

の条件』．
ドラッカーのサインが入っています．この本は我が家一番の家宝です．

んが企画した
「ダイヤモンド現代選書」
の一冊として
『知識時代のイメージ』は出

当時わたしは第一線のセールスパーソンとしての活動を行い，「夜討ち朝駆

来上がった．実は編集者生活の中でも特に記念すべきこの本を自宅の火事で焼

け」的な生活をしており，
特にドラッカーを研究した記憶はありません．ドラッ

失し，わが家の書架にはないことだけはかえすがえすも残念である．

カーの考え方を取り入れた経営実践の場でドラッカーを吸収し，営業現場で活
用して血肉化して来たのです．
㈱ジェックに 1978 年 8 月 1 日に入社し，
2007 年 10 月 8 日に定年退職しました．
落ちこぼれセールスマンだったわたしは，入社 10 年後に累計実績 11 億円の業

私の中のドラッカー

績を上げ，業界日本一営業マンになりました．同時に「SSC 行動力を強化する
自己改革コース」を企画開発，この研修コースは現在まで 20 万人以上にご受講

Drucker in My Life

宗初末

Hatsusue So
（SOKEN 宗初末研究室）

いただいています．その後，インストラクター資格を取得，初めての営業専門
部長に就任しました．20年後の1998年に累計実績全社最高額21億6000万円
（当
時）を計上しました．現代日本の産業界で活躍中の人物に選ばれ，『新訂 現代
日本人名録 89』
（日外アソシエーツ刊行）に業績とプロフィールが掲載されまし
た．2007 年 10 月 8 日 60 歳，㈱ジェックを定年退職．29 年 69 日間勤務．生涯

マネジメントの父，経営コンサルタント，社会生態学者，われわれの世代
における最大の思想家として知られているドラッカーとの初めての出会いは
1969 年です．同年，ダイヤモンド社から刊行された
『断絶の時代』によって同

累計実績額 31 億円，無遅刻・無欠勤・無早退，営業専門職としてジェック創業
以来 45 年目にして，初めての定年退職者になりました．
わたしは宮本義臣氏のお陰でビジネス人生を全うすることができました．そ

478

エッセイ

声が聞こえる

の後ろには，氏の経営哲学を支えたドラッカーがいらっしゃいます．言わば，

479

3．楽しく生き生きと生きるためのアドバイザー

ドラッカー経営哲学のお陰でわたしは自分のビジネス人生を全うできたといっ

ドラッカーはまた，第二の人生をどうするかという．組織の寿命より人の寿

ても過言ではありません．わたしの人生の師・大恩人である宮本義臣氏は 2005

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いう．

年 3 月に 76 歳で逝去されました．ドラッカーは同年 11 月にお亡くなりになり，

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

早くも今年 2009 年で生誕 100 年です．お二人は多分今ごろ天国で，昨今の世

設計することが必要だといい，そのためには，本格的に踏み切るかなり前から

界経済の不甲斐なさ，日本経済のだらしなさを嘆いておられることでしょう．

助走しなければならないと説く．
ドラッカーのこの声は，腹にズーンと来るような衝撃だった．インパクトは
それほど強くはないが，腹の中に重たいものが横たわっているという感じであ

声が聞こえる

る．そんなことは，これまで考えたことがなかった．まだまだ現役で，第二の
人生など考えるのは，ずっと先のことだと考えていた．しかしドラッカーの著

I Can Hear Your Voice

長島基

Motoi Nagashima

（富国生命保険相互会社）

書を何冊か読むと，繰り返しボランティアのこと，NPO のことなどが出てきて，
そのたびに，腹に横たわった重いものを感じるのである．
「ドラッカー学会」
というのがあることは，数年前から知っていたが，誰の紹
介もないのに入れてくれるんだろうかなどと考えて，入会を見送ってきたのだ
が，ドラッカーの著書で第二の人生のことを読むたびに，
ドラッカーが
「長島君．

1．私にとってのドラッカー
今回の特集のテーマは，
「私の中のドラッカー」だが，
「私の中の」というフ

君の第二の人生に
『ドラッカー学会』を選んだらどうだろう」といっているよう
な気がしたのである．
そして，
昨年の正月に久しぶりに訪れた
「ドラッカー学会」

レーズが難しいので，
「私にとってのドラッカー」
について，書こうと思う．「私

の HP で
「ドラッカー『マネジメント』研究会」が始まることを知り，「入るなら

にとってのドラッカー」
は，第 1 に
「ビジネス上のパートナー」であり，第 2 に「楽

今だ」と感じて，ドラッカー学会に入会させていただいたのである．

しく生き生きと生きるためのアドバイザー」
である．

その後は，腹の底に横たわっていた重いものはどこかに消え，「ドラッカー
学会」の研究会や分科会，
推進会議に楽しく参加させていただいている．
あまり，

2．ビジネス上のパートナー
まず第 1 に，私にとってドラッカーは，
「ビジネス上のパートナー」である．

たいしたことはできていないが，昨年の京都大会ではイベント班の班長を務め
るとともに，私の応募作が第 2 回「ドラッカーと私」論文・エッセイコンテスト

具体的にどういうことかというと，ドラッカーは，いつも私のそばにいる，あ

の優秀賞をいただくという栄誉にも浴させていただいた．
「ドラッカー学会」
入

るいは，いてくれるということである．私が仕事をする上で，さまざまな判断

会後，私のプライベートな人生は，明らかに生き生きと楽しいものに変わった

をしたり，行動したりするときに，ドラッカーは，質問したり，アドバイスし

のである．まさに，
ドラッカーの
「長島君．
悩んでないで
『ドラッカー学会』
に入っ

たりしてくれる．例をあげると以下のような質問をしてくれる．

てよかっただろう．ハッハッハッ」
という声が聞こえてくるようである．

「今，君が判断しようとしている問題の本質は何か」
「君が判断しようとしている根拠は何か」
「君がそのように判断したときの影響は，どのようなものか」
「そのような判断は，組織の目標と合致しているか」
「それは，顧客の利益や顧客の創造に，結果として結びつくような判断か」
「そのような意思決定をする際に検討すべきことは検討したか」
「意思決定をする際に相談すべき人に相談したか．あるいは，関係者を集め
て会議を開くべきではないのか」
このように，私が何かを判断しようとするとき，取り組むべき優先順位を考
えるとき，部下を指導するときや関係部署と協議しようとするときに，ドラッ
カーは静かに姿を現し，必要で的確な質問を投げかけてくれるのである．
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らしを立てている」
「石切りの仕事をしている」
「教会を建てている」と答えた．
第三の男こそ，真のマネージャーであるという．また，前述した『ドラッカー

永遠に
“KNOW WHAT”
を
教えてくれる人

365 の金言』
には次のような文章がある．
「知識労働者のマネジメントは，
マーケティング的な仕事である．マーケティ

The Man Who Taught Me What to Live Rather Than How to Live

田海威彦
Takehiko Taumi

（㈱エフ・エル・インターナショナル）

ングの基本はこちらが何を望むかではない．相手が何を望むか，相手にとって
の価値とは何か，目標は何か，成果は何かである」
欲深き凡人マーケッターの端くれとしてなかなか達観ができないテーマだ．
世の中，効果効率，スピードが尊重され，KNOW HOW の習得が重視され
ている時代だが真に人間にとって大切なことはむしろ KNOW WHAT なのだ
という声が聞こえてくるような気がする．自分はまだまだドラッカー氏の深

40 年来の P・F・ドラッカー氏のファンであり，愛読者として，「私の中のド

遠な奥義を理解するには勉強が足りない．21 世紀はまさに不透明，不連続．

ラッカー」
を綴ってみたい．ここ数年，座右の書として『ドラッカー 365 の金言』

CHANGE の時代だ．ドラッカー氏の数多くの著作を通して
「ドラッカー氏とと

を手元から離さない．その簡潔ながらも真理をついた文章に，「日々新たなり」

もに」KNOW WHAT を探求する旅をいつまでも続けたいものだ．

といった高揚した気分に浸る喜びを味わっている．
思い起こすとドラッカー氏の作品に心ひかれ，耽読するようになった契機は
1969 年 3 月に邦訳が発刊された
『断絶の時代』
からではないかと思う．当時の日
本社会の政治的，経済的状況を
「断絶」
というタイトルに凝縮した編集者の慧眼
もさることながら，黎明期にあった日本の 60 年代の広告業界に身を置く自分
にとって「モノ」
「カネ」
「ヒト」といった経営資源に加えて
「情報」の重要性を説

私のメンター，ドラッカー
Drucker, My Mentor

高塚伸志

いた，この
『断絶の時代』
は
「知識の生産性」
が，これからの社会のキーワードで
あることを示唆してくれた書であった．

Nobuyuki Takatsuka

（プルデンシャル生命保険㈱）

ずっしり重いハードカバーの第 2 版は，いまでも自分にとっての宝物だ．
そして
『イノベーションと起業家精神』
『ポスト資本主義社会』などは自分の
職業観，人生観に大きな影響を与えてくれた著書でもあった．ふと考えると，

私にとってドラッカーは，ビジネスだけでなく人生のメンターである．日々

自分にとってのドラッカー氏は経済学，経営学，組織論など専門的知識を教え

の生活の中で，何かと迷うことも多い．そんな中，「ドラッカーは何と言って

てくれた教師というよりも，社会人，企業人としての人間の有り様，生き様を

いただろうか？」と自分へ問いかける．すると，自ずとその答えが出てくる．

導いてくれた，いわば
「人間行動学」
の師であると思っている．

まさに私にとっての一番の正しい問いは，
「ドラッカーは何と言うだろうか？」

時代を越えてドラッカー氏の著書が多くの読者を惹きつけている魅力もそこ
にあるのではないだろうか．著作の底流には教科書的な技術，スキル論から翔

なのである．
「自らがチェンジ・リーダーになれ！

自らを陳腐化せよ！」
，いつも自分に

び，企業，社会での人間としてのあるべき姿，倫理，志の尊さが脈々として流

言い聞かせているメッセージである．「自らを変革できない組織は，明日の変

れている．それは著者自身が長年携わり直面してきた企業内での「現実，現場」

化に生き残ることはできない」これらの意味は分かるが，実際に行動に移す時

での実践的経験を通して得た知見に根付いているからだろう．思弁に陥らずに

は大きな勇気が必要である．実際に，組織を再編成する，今までやってきたこ

ビビットに実像を活写することで読者を納得させかつ動機づけてくれているの

とを廃棄する時など，
感情を優先した判断をしそうになる．そうした時などは，

だと考える．仕事，人生に対して常にビジョンをもつことと自己革新の態度こ

「基本と原則」を思い出すようにしている．「この決断のためには，どの基本と

そ忘れてはならないことだと叱責されるが，それが不思議に明日への動機づけ

原則を活用するか？」と問いかけ，その基本と原則を探す．そこで新たな発見

となる魔力を秘めている．

が生まれ，勇気を持って決断できる．まさに，
「迷ったらドラッカーに聞け！」

彼は
『マネジメント』
の中に，三人の石切り工の話をあるべきマネージャーの
比喩として書いている．石切工が何をしているのかと聞かれて，それぞれが「暮

が私の合言葉，ドラッカーは私にとってのメンターなのである．
私が初めてドラッカー書籍を手にしたのは，
『イノベーションと起業家精神』
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（上・下）
である．われわれは，書籍を読む際には，感動したことや特に印象に
残った箇所に，線を引く習慣がある．それは，後で読み返したときに，その線
を引いた箇所を中心に読む，どうしてその時にそこに線を引いたのだろうと言
う，自分への問いかけのためでもある．
今回の投稿に際し，この
『イノベーションと企業家精神』
（上・下）を再読した．
その中で，「変化が機会」という教え，
「この新しいものを生み出す機会となる
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目的意識のない組織から目的意識
のある組織への変化
Change for the Better Company

舘野聡

ものが，変化である．イノベーションとは，意識的かつ組織的に変化を探すこ

Satoshi Tateno

とである．それらの変化が提供する経済的，社会的イノベーションの機会を体

（㈱ジ・エッヂ）

系的に分析することである」
．変化が機会であるという定義を知り，その後の
私のビジネスデザインが大きく変化するのである．
私にとっての大きな成果は，所属するプルデンシャル生命保険㈱において，

1．はじめに
弊社ではドラッカーの教えを実践する前と後では大きな変化があった．その

個人的チームとして，
「チーム高塚」を 5 年前に結成し活動し始めたこと．生命

中の 1 つが目的意識のない組織から目的意識のある組織へ変化していることで

保険業界では，営業戦略の柱として，外務員による保険販売がなされている．

ある．これは長年悩んできたことであり，あまりにもスムーズな変化に，私も

基本的に個人自営主として，個人での活動が主となる．プルデンシャル生命に

共に一緒に考えてきた者にとっても喜びでもあり驚きでもある．それを今回の

おいても，いわゆるフルコミッションの成果体系として，個人での活動である．

テーマとしたい．

そのような状況の中，2004 年 10 月に
「チーム高塚」を個人的に結成し活動して
いる．チームで活動する要因の一つとして，変化を機会と捉えるドラッカーの

2．ドラッカーとの出会い

教えがその根底に存在する．個人での活動では変化の兆しを捉えることは難し

私とドラッカーとの出会いは，3 年前の札幌で行われている読書会に参加し

いであろう．チームとして活動することにより，さまざまな顧客接点や情報接

てからである．今も日々出会い，生涯この出会いを楽しんでいこうと思ってい

点が多くなり，意識的に変化を探すこともできる．その結果としての成果も期

る．

待できる．
ドラッカーの
「何によって憶えられたいか？」
と言う問いは，いつも自分に問

初めは言葉，表現に驚いた．頭がカーッと熱くなった．そして深く考えるよ
うになった．次に人に話したくなった．話すとそこに新たなコミュニティが生

いかけている．5 年前からもその答えは変わってきている．今の私は，
「何か

まれた．それはそれで貴重で大変楽しい時であったし，
それは今も変わらない．

を始めたきっかけを創った人」と憶えられたい．会社を創業する，転職する，

しかし，その後それだけでは満足できなくなったし，悲しくさえあった．そ

勉強を始める，ドラッカーを読み始める，ボランティアを始める，毎日自分へ

れは実践していなかったからである．
現在進行形中であり悪戦苦闘の日々だが，

問いかけを始める，人の悪口を言わないようにする等々，何でもよいから何か

成果は着実に生まれていることを実感している．

を始める時には，きっかけがあるはず．それは，人との出逢いだったり，本や
セミナーとの出逢いだったりするかもしれない．必ず何かのきっかけがあった
はず．まさにドラッカーとの出逢いも，私の尊敬するある先生からの紹介で読
み始めたことがきっかけなのである．人生の転機にはかならずきっかけがある

3．実践と成果
弊社で実践していることの中に，今年度の新入社員と共に全員で行っている
ことが 2 つある．

はず．私も，その
「きっかけを創った人」
として憶えられたい．そのために，ド

1 つはドラッカーの 5 つの質問について，共に考え，書きとめ，発表をする

ラッカーはもちろんのこと，さまざまなことに好奇心を抱き，チャレンジして

場を定期的に行っていることである．これにより次のような変化と成果が生ま

いきたい．

れた．顧客が誰かを強く意識するようになり，顧客との親密性があがった．成
果は何かを意識するようになり，自ら直接契約へのアプローチ方法や販路拡大
について考え，行動するようになった．顧客が価値と感じているものは何か？
を直接聞くことの大事さと難しさを感じている．
もう1つが社内読書会である．現在一冊目で
『経営者の条件』
から学んでいる．
事前に各人が読み，気づいたこと・感じたことを発表する場である．北海道各
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してのマネジメントではなく，人生のマネジメントとして「自らをマネジメン

この 2 つを行ったことにより，道具である言葉を共有できるようになった．

ト」することだということを理解しました．

コミュニケーションがスムーズにできるようになってきたのである．それは

ドラッカーは，いかなる組織にあろうとも重要なことは問いを発すること

日々の業務において無駄な時間の浪費を減らすだけではなく，社会への貢献・

で答えではないといっています．実践する前に「なぜ行うのか？」や「何のため

組織への貢献を口に出し仕事をするようになった．目的意識を持ち，考え，行

に？」等についての共通認識が醸成されないかぎり，求める成果が達成される

動するようになったのである．そして今は誰に問われても，組織の成果は社会

はずがありません．個人とのコミュニケーションと相互理解の上に信頼が醸成

貢献にあり，個人の成果は成長にあると答えるようになった．これからは成果

され，自己実現の機会があってはじめて，組織としての成果があることが理解

をあげる能力を高め，習慣化することを組織の第一目標にし，日々成長しよう

できました．私の強みにコミュニケーションや社交性があります．ドラッカー

と語っている．

から得た素晴らしい学びを仲間と共有し，そこから新たな気づきが生まれると
の強い思いから，函館においてのドラッカー読書会が，2004 年 11 月にスター

4．最後に

トしました．もちろん，選んだ本は
『経営者の条件』
でした．

今回紹介した実践で，新入社員の役割が大きいと感じる．彼らはそれを普通

同じものを読み，
それぞれの立場から意見を述べ合う．
それぞれのドラッカー

に感じ，当たり前基準で日々を過ごしている．空気が変わり，私を含め既存の

をお互いに尊重し理解し合う．一緒の時間を共有することの実践から，参加者

人を変えている．風土さえ変えているように感じる．

間に共通認識とも呼べる共通の価値観が生まれました．われわれは，組織社会

ドラッカーから学び・実践することにより，人を変え，組織を変えることが

で生きています．コミュニケーションと相互理解の上に信頼が醸成されるとい

できるとわかった．これからもドラッカーから学び・実践していくことが楽し

うことは，組織上の人間関係にも責任を持つということだとドラッカーは言っ

みで仕方がない．

ています．組織は一人では成り立ちません．ゆえに相手が最も理解しやすい方
法で伝えることの必要性を意味し，
「ワークスタイルを理解する」
という学びに
もつながりました．

地域活性のためのソーシャルキャピ
タルとしてのドラッカー思想

Drucker Thought as Social Capital for Regional Revitalization

川島眞一

Shinichi Kawashima

（㈱ エルフィン）

このようにスタートした読書会での学びはやがて，個人と個人，個人と組織
の関係から組織と社会の関係へと膨らんで行きました．仲間が生まれ，輪が広
がっていきました．共通の価値観を持っているコミュニティが形作られ，地域
の課題を個人としての視点から問い，組織に持ち帰り，社会へ貢献する行動が
とられていきました．現状を知ることから始めようと地域の財政状況を理解す
る会の発足へと発展してきました．
近年，産業界では異業種や
「学」
との連携による共同開発が中心となっており，
これらフィールドが違う組織との共同事業においては，何よりもお互いを知る
ことが重要です．加えて，地域コミュニティの諸問題解決においても，政治的

2000 年に会社を創業して数年が経過していた時期，実際の企業経営におい

コミットメントの拡大や地域経済の発展・向上など，経済面・社会面において

ては思いと現実のギャップに悶々としていた時に公認会計士の佐藤等さんに読

好ましい効果をもたらすといわれているソーシャルキャピタルのあり方が問わ

むことを勧められ，
初めて手にしたのが
『経営者の条件』でした．私はドラッカー

れています．

さんに
「汝の時間を知れ」
とガツンと頭を叩かれた思いでした．「廃棄」すること

私たち読書会のメンバーは，ソーシャルキャピタルの中心命題としてドラッ

の重要性と
「人に任せる」
ことを学び，マネジメントなるものの概念を少しずつ

カー思想を用いることで，より良い地域社会のあり方の検討と実現が可能であ

ながら理解するきっかけとなりました．

ることを実践してきました．ともすれば，経営やビジネスの指南者として捉え

また，成果をあげる能力は誰でも修得できるとの言葉にも大いに励まされま

られるドラッカーですが，
個人は組織を道具として用いて自己実現を可能とし，

した．自らの意思で知識労働者たるべき行動を今まで行ってきたかというと，

組織はそれを成果という形で社会に発信することでその存在意義を認められ

「いいえ」と答えざるをえない状況でした．組織
（会社）の寿命がおよそ 30 年，

る．一人の人間としての生き方についてその原理と方法を導き出してくれたド

知識労働者としてのわれわれの寿命が 50 年ということは，単に組織の一員と

ラッカー思想こそソーシャルキャピタルの醸成に最もふさわしい概念であり，
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読書会こそがまさに最良の実践の場であり道具であると確信しています．この

アウトプットといえば，先日，函館読書会のオープンセミナーがありまし

読書会という新たな試みが，北の大地・北海道から生まれ育ち，全国に波及し

た．その際，
「何をもって憶えられたいか」
の問いを自分なりに考えてみるとい

ていくことを心より願っています．そして，この小さな試みの積み重ねが，
「文

う 10 分程度のワークをする機会が設定され，前段のいくつかの問いをクリア

明の担い手はあなたである」とのドラッカーのメッセージに答える証であると

した後核心の問い
（何をもって憶えられたいか）
に向き合うという曼荼羅チャー

も思っています．

トで思考整理しました．
ふだんの読書会ではこういったワークはしないので，セミナー内での短時間
の作業だったのですが，今現在，自分の仕事を通じて何をもって憶えられたい
かをもやもやと感じていたことが少しクリアになった気がしました．

習慣的な能力を身に付ける

ドラッカーの本に出会ったのは数年前ですが，一人で読むことに難しさを感
じていたので，月一回 2 章ほど何人かと読むという読書会に 2 年ほど前から参

Habitual Ability

槇殿肇

Hajime Makidono
（函館市役所）

加させていただいています．改めて何のために読むのかを問うと，もちろん，
道具を身に付けて使いこなすためだから，チャートによる思考整理なども含め
てアウトプットを習慣化して，一つ一つ使える道具を増やしていくということ
が大事だと改めて思いました．

私は地方自治体で働いており，この 1 年と少し，地元地域にある大学間の連
携推進の仕事に携わっています．
昨今，全国的に
「大学コンソーシアム活動」
と呼ばれる大学間の連携による大
学教育充実や運営の効率化などを目的とした取組みが各地で進められていて，
昨年から国
（文部科学省）
が特に地方における大学連携活動の重要性を掲げ支援
を開始したことから，一気にトレンドが広がっている状況だと思います．
こういった活動についての情報はまだ十分にはないところですが，先日ド

時間の使われ方の
性質別時間マネジメント手法の着想
My Idea of the Time Management: It Depends on How to
Spend the Time of Each Matter

ラッカー関連の文献を検索していて，立命館大学・坂本和一教授の
「大学のイ

宮脇博嗣

ノベーションとドラッカー」
という論文を拝読しました．

Hirotsugu Miyawaki

大学連携活動のパイオニアは大学コンソーシアム京都という団体ですが，前

（宮脇建設㈱）

身の京都大学センターの設立にいたる経緯やイノベーションの実践という観点
から分析されたもので，それを読んで，今自分が携わっている仕事は，
（もち

私は，課題を整理し計画を再検討する際，その事柄に必要となる時間の性質

ろん京都とはまちの規模や諸条件が違うが）地域とそこにある大学にとっての

による 4 分類を活用している．それは，
「スケジュール自由度／時間蓄積効果」
×

社会的イノベーションの実践に関わることなのだと思いました．
函館の読書会で昨年
『イノベーションと企業家精神』を課題図書にしたところ
でしたので，重なりを感じました．

「知的ストック／フロー化
［＝知の効用
（effect）
化 ･ 体現化］
」
という二軸による．
前者は時間制約のパターンである．
対象となる人や機会などが限られており，
自分から合わせないと得られにくい事柄ほど，スケジュール自由度への要求が

とはいえ，社会的なイノベーションへ近づくためにも仕事の一担当者として

高くなる（分かりやすい例示を文化 ･ 教養分野で示すと，落語会 ･ クラシック演

は，日々の仕事を通じて成果を上げることの積み重ねが必要ですし，成果をあ

奏会 ･ 読書会など）
．対して，ピンポイントでは制約されないが，理解や能力

げることを習慣的な能力として身に付けたいと思います．

獲得など効果生ずるために蓄積した時間投入が必要な事柄は，少なくとも週間

読書会の佐藤等先生がいつもおっしゃるのは，ドラッカーを本当にその人に

計画を再編して定期化し組み込む必要がある
（文学 ･ 語学 ･ 楽器演奏など，ある

とって役立てるにはドラッカーの作ったいろんな概念，道具を使いこなすこと．

いは運動 ･ 健康）．別の切り口による「緊急ではないが重要な課題」という分類

単なる情報でなくアウトプットして身に付けて，そして実践して初めて意味が

はここに属するものが多い．

あるものだということです．

また，知的ストック
（書物 ･ 映画，経験 ･ 知識など）をどのように探索し，自
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目する）システム思考とも軌を一にしている．

ブ化
（頭の中の整理含む）しておくか．そのストックが発現される ･ できる局面
［＝時間 ･ 空間 ･ 相手 ･ 関係性など複合した時点地点］において現実に行動や判
断に活かす ･ 価値や含意
（implication）を感受できるか．この相互作用が後者の
「知的ストック／フロー化」
軸であり，形式知を学び効用に結びつけること，あ
るいは暗黙知を現場において経験 ･ 修得し，さらに別の局面において暗黙知を
活かして体現
［＝真に身に付けた知恵 ･ 思考を実践］すること，に大きく関連し

強みの上に築く
Build on Strength

大塚三紀子

ていると考えている．
『経営者の条件』
（第 2 章）では，時間の使い方に関して以下のような洞察が示

Mikiko Otsuka

（㈱ Mijoa）

されている．
「
（知識労働者との）
話し合いでは，くつろいで急がずに ･･･（中略）･･･ ゆとり
があると感じられなければならない．それが結局は，近道である．しかし
そのためには，中断のないまとまった時間を用意しなければならない」
（旧
版 41 頁）
（かっこ内 ･ 筆者注）

個人商店の飲食店を開業して，
2年程が過ぎた頃，
共に働く従業員の数も増え，
店は，個人商店から，4 ～ 5 人で運営する組織になっていった．
しかし，組織を通じて成果を上げるということがよくわかっていなかった私

「月に一度の 1 時間半の
（頭取との）
面会の事例」
（旧版 64 頁）

は，自分と同じようには働くことのできない従業員に，成果を上げてもらうた

「知識はどこかで，
ずっと大きなまとまりとして使われなければならない」
（旧

めには，どうすればいいのかと日々悩むようになった．

版 45 頁）
「時間は常に不足の状態にあり蓄積もできない
（が，）限界効用曲線もない」
（旧
版 35 頁）
このような，まとまった時間が必要となるケースの本質的な理由は何であろ
うか．
同一の知的ストックでも，
（最初の例でいえば）特に古典
［＝形式知］として
の落語 ･ クラシック音楽 ･ 書物を，さまざまな噺家 ･ 演奏者 ･ 読書会によって，

答えを求めて，本屋に行っては経営の本を読むうちに，ドラッカー氏の『仕
事の哲学』という本に出会った．
そこには，私が悩んでいたことの答えになる多くのことがわかりやすい簡潔
な言葉で書かれてあった．
組織を通じて成果を上げるということはどういうことなのか，
組織を通じて成果を上げるためにはどうすればいいのか，
ドラッカー氏に質問するように本を読む私に，次の内容が入ってきた．

また
（同じ演者でも）異なる機会 ･ 局面において触れることは，その価値や含意

「強みの上に築け，不得手を直そうとしてはならない．組織を通じて成果を

（implication）を多面的に享受し，自身の中で有機的に蓄積していくことにつな

上げるということは，個人の強みを生かし，個人の弱みをなきものにして

がる．このことは，「
（職人や建築家の言う）細部に本質現れる」
「（映像手法や

しまうことだ．
」

文体，音楽において）detail に神は宿る」
「
（数学や物理学で）偏微分方程式から

という内容が書かれてあった．

全体構造を調べる」
などの例とも質的に共通している．

不思議なほど，しっくりくる言葉に感動を覚え，共感した私は，「最高の相

一方，知識労働者の仕事現場で必要な知的ストックは，より暗黙知のウェイ

談相手を得た」
と感謝し，さっそく，そのとおり実践しよう，と決心した．

トが高く属人化していることが多い．そのため
「判断 ･ 意思決定の局面」
「話し
合いや，有効に設計
（メンバー・議題）
された会議での議論」などの「知的ストッ
ク／フロー化」相互作用のプロセスから暗黙知を経験 ･ 修得し，その暗黙知が

今まで，従業員の欠点や，自分の不得手に，心を悩まし，囚われていた考え
を一旦捨てて，

別の局面においても発現される ･ できることが重要である．必要な局面で遺伝

「従業員はどのような強みをもっているのか？」

子が形質を発現する様になぞらえて
「知の体現化」
と呼ぶことにする．これを企

「自分は，どのような強みをもっているのか？」

業経営や組織論の観点からみた場合には，
知の体現化を促しやすい組織設計［＝

「私たちの組織としての強みは何か？」

（いわゆる）
学習する組織］
をどう実現するか，という命題になろう．

をよく考えることにした．

静学的な構造ではなく，動学的なフロー化局面を注視するという方法論は，
（分子生物学における）動的平衡や，
（構成要素自体よりも関係性 ･ 仕組みに着

従業員の仕事ぶりをよく観察し，対話をしながら，強みを探し，今までよく
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できたこと，うまくできなかったことの分析をし，強みを基盤にして，強みに

リティの高い仕事を時間に関係なく対応してさえいればよかった時代です．人

あった仕事において期待し，注文し，評価するようにしていった．

数も 30 名にまで増えていました．

できないことはあえて，見ないようにし，できるはずのことに対して，強み
があることに関して成果を求め，期待するようにした．

ところがちょうど 1997 年 11 月拓銀が破綻した頃です．印刷業界に MAC が
入りだしていました．業界では製版専用機が主とされ，そんなの買ってどうす

その結果，従業員の成長のスピードが格段に上がり，成果が上がる仕事に関
しては，卓越した仕事ぶりをする者が増えるようになった．

るのと言われながら，弊社は MAC を導入し，次なるステップへ向けて動き出
しました．ドラッカリアン 1 号の佐藤等氏と出逢い「経営は学べる」ということ

また，年齢の若い者の中でも，早くから，大きな貢献をする働きをする者が
出てくるなど，従業員の期待以上の成長を見ることができた．

でドラッカーを学ばせていただきました．
経営に関しては何の知識もなく，その場その場で対応してきたことが学問の

これらの成果から，
「強みの上に築く」
ということが，正しいことであること
を実感した．

裏づけを得て，腑に落ちました．
「社員とともに良くなる」
が合言葉で仕事をす
るだけだった集団を何のために仕事をするのか考えるチームへ変革しなくては

「強みの上に築く」ということを続けるうちに，4 年間で店は，10 倍の売上げ
に発展し，従業員の数も 7 倍に増えた．

先がないと思い，学び始めたのです．
業界では 2，3 年で MAC が普及し専用機を導入した写真製版の会社が倒産し

「強みの上に築く」
ということは，働く人の個性を認めることであり，成長す
ることを信じ，期待することである．

ていく中で何とか生き残り，制作の仕事へのイノベーションを進めていったの
です．なぜならどんなにコンピューターが進み，たとえコンピューター全盛の

そのことは，働く者に成果を上げさせるのみならず，働く者同士が，お互い
の個性を尊重し合うということにつながる．

時代になっても，考えるクオリティの仕事は，人間にしかできないとの想いか
らです．「廃棄と集中」
を何度となく考えなければならない場面にぶつかるので

ドラッカーの教えは，ノウハウのようでいて，その根底には，人が人らしく
生きるための哲学が流れていることを感じる．

すが，「まだ既存の製版の仕事がある．制作は，人が育っていない」
の繰り返し
で，いよいよ 2008 年 6 月には
「自分たちで廃棄しなければゆで蛙になる」と製

今後も，
「強みの上に築く」
経営を続けていきたいと思う．

版を止めることを決めたのです．
そして弊社は，製版をやめ人員 12 名で販売促進支援業と自らを位置づけ，
次なるイノベーションに向け動き出すことになるのです．その矢先の 2008 年
10 月のアメリカ発金融恐慌により，さらなる淘汰が印刷業界を襲っています．

ドラッカーの教えただ今実践中

大きな変化の真っただ中で，ドラッカーの教えは，私の背中を押し続け，弊社
の道標となっております．自社の強みを
「廃棄と集中」
でしっかり磨き上げて次

I’m Now on Practicing “Drucker”

山谷恵美子
Emiko Yamaya

（㈱アイム）

「廃棄と集中」
「イノベーション」
という言葉が，
背後から襲いかかってきます．
今から 24 年前に主人が脱サラして立ち上げた写真製版の会社が弊社㈱アイ
ムです．印刷業界の中で写真製版の会社は，印刷会社さんの下請け工場として
機能しておりました．朝に各印刷会社さんを回り仕事を集めてきて現場に入れ
る．何の提案もなく，
きちんとした仕事さえしていれば仕事が来る時代でした．
印刷機で刷れる枚数は時間で決められているので，納期の調整は製版会社で
受け持つことになり，仕事があれば，夜・夜中関係なく働いたものです．おか
げで自社ビルを持つことができるようになり，社員を連れてグアムへ社員旅行
にも行けるようになりました．右肩上がりの経済に助けられ，腕があり，クオ

の時代に向かう決心をしています．
ご縁に生かされ，このような文を書く機会を与えていただき感謝します．
ありがとうございました．
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ベーション論は，むろん多大な影響を与えるが，私にはどうしたらドラッカー
のような知の巨人たる人が出来上がるのか．そちらの方に関心が向く．
「ドラッ
カーのつくられかた」に興味がある．どうしたら，ドラッカーのような人間に
なれるのか．そのヒントがこの章に凝縮されている．しかも，やり方が具体的

花岡俊吾

Shungo Hanaoka

（マーケティング・ディレクター）

出会いは研修の場

だ．レベルはともかく，まねができる．
転機にドラッカー本が
この本に出会ったのは私が 30 代の後半，転職直後の頃であった．自分なり
の「人生の折り返し」
地点を意識していた頃だった．小さな組織に移り，どのよ

ドラッカー本との出会いは，7 ～ 8 年前になる．社内セミナーと称した研修
の場であった．その講師の方から
「読んでおくべき本」として紹介されたのが，

うに道を開いていったらいいか模索している時と重なった．
この時，ドラッカーという哲人は
「コンサルティング」
「執筆」
「授業」
の 3 つを

ドラッカーであった．私はさっそく図書館へ行った．そこで見つけたのが
『は

職業にしている人だということがわかった．これが，どこか私のこころの底に

じめて読むドラッカー

残った．

プロフェッショナルの条件』であった．何やら難しかっ

た．一冊通じての全体像が見えなかった．大き過ぎる本であったことをよくお

その後，札幌での
「ドラッカー読書会」
という会を知り，参加した．
「ひとり」

ぼえている．あの本は，訳者の上田先生がドラッカーのいくつかの著作をまと

で「読む」ドラッカーとは違い，
「多くの方」
から
「耳で聞く」
ドラッカーは新鮮で

めた「編集本」
だと知ったのは，ずいぶん後になってからのことだった．

あった．理解がずいぶんと深まった．読書会の 90 分間はあっという間で，心

内容は，
私の理解が浅かったにもかかわらずこころに響いた．ハードカバー，

底エキサイティングであった．知的興奮とはこういうものか，と実感した．ド

装丁の写真も印象的だった．
図書館の返却期限のあとにはすぐさま書店で探し，

ラッカリアンたちとの読書会のあとは，頭が冴え，なかなか寝付けない夜を経

やがて私の
「重要指定本」
の一冊に加わった．

験した．

ドラッカーの本は，どの著作もそうだが，読むほどに味わいを増す．この本

やがて，機がおとずれ，私は独立の道を歩むこととした．「ところを得る働

の，パート 3 の第 1 章
「私の人生を変えた 7 つの経験」という 14 ページは私が最

き方をしているか」を，何度も自問した．サラリーという定期収入がとだえ，

も気に入っている部分であり，
何度も繰り返し読んだ．この数ページは常日頃，

その日ぐらしに近い極めて不安定な状態の今も以前も，精神的な安定剤はド

手帳にはさんで持ち歩きたいくらい溺愛している．そして後に，私の進路を大

ラッカーである．著作にふれ明日への希望を胸に抱く．

きく変える上での礎となった．

自分自身のマネジメント．自社のイノベーション．そして本業たるクライア

この章の小見出しは，以下のとおり．

ントへの顧客創造のベースはすべてドラッカーである．教科書を超えたバイブ

・目標とビジョンをもって行動する――ヴェルディの教訓

ルである．

・神々が見ている――フェイディアスの教訓
・一つのことに集中する――記者時代の決心
・定期的に検証と反省を行う――編集長の教訓

授業はドラッカーから
ある時，学び仲間から専門学校の講師の役をやらないかと誘われた．やって

・新しい仕事が要求するものを考える――シニアパートナーの教訓

みたかった仕事の一つであった．「広告とマーケティング」というテーマなが

・書きとめておく――イエズズ会とカルヴァン派の教訓

ら，授業はドラッカー本の中から進めている．年 2 回の試験問題もドラッカー

・何によって知られたいか――シュンペーターの教訓

を題材に出題した．

・成長と自己変革を続けるために
ドラッカー自身が先人から教わり，成果をあげてきたいわば核心を告白して
いる部分．いつなんどき読んでも，緊張が走り，反省と気づきがあるページだ．
「最後にもう一つ経験がある．これで自己啓発についての私の話は終わりで

問題：
「人に成長を促す問いは，『何をもって憶えられたいか』
（P. F. ドラッ
カー）である．あなたは将来どんな人だと言われたいか？
持ち何になりたいか？

どんな夢や目標を

自分が考える最高の理想像を具体的に記せ（自由回

答）
」

ある」というフレーズがあるが，もっと続けていただきたかった．一冊まるご

という設問をつくった．

と書いていただきたかった．ドラッカーが解くところのマネジメント論やイノ

結果は，おどろくばかりの答案が返ってきた．
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「日本一のパティシエになりたい」
「一生お菓子を愛している人だと言われた

で，まったくわからないままドラッカー読書会に参加した．価値観の共有でき

い」
「多くのお客様から，あの店員さんに会いたいと思っていただける人にな

る仲間たちとの貴重な体験の数々によって，自分の知り得ない気づきをもたら

るよう努力する」などなど．そこには，力強くおのおのへの人生の決意が，自

してくれたのがこの
「読書会」
だった．

分のことばで真摯に書きつづられていた．読むうちに，目頭が熱くなる．こん

しかし，インプットだけでは成果は生まれない．アウトプットしてこそ，道

な若者が日本にいてくれることを誇りに思うくらい，前途洋々の気持ちになる

具として使ってこそのマネジメント．そこで読書会のシステムが変更されたの

ものばかりであった．

を機に，わたしは 2 年半の読書会で学んだことを実践に専念してみようと思い

この有名かつ有益な
「問い」
の持つパワーを実感した．

立った．廃棄と創造，強みを生かす，時間管理，事業・社会・人に対する姿勢，
これらを実践し，検証を試みた．どんなにお気に入りの事業でも成果を生まな

三役の師を目指して

いものは勇気を出してすべて廃棄．起業当初からメイン事業として進めていた

私は今，中小企業に対して広告・マーケティングの「コンサルティング」に業

ものだったので，それを廃棄するには本当の意味で
「勇気」
が必要だった．しか

態をチェンジしつつある．
「授業」も，専門学校ではあるが，2 年目・2 コマを

し，その廃棄によって得たものはとても大きなものだった．顧客のために行っ

担当するようになった．私もまた，観察者である．人に関心がある．哲人の著

ているという勘違いに気がついたこと．
実はその事業はわたしの独りよがりな，

作が増えるにつれ，ドラッカーはしだいに私の理想像となっていく．自らの進

自己を満足させるための事業だったことに気がついた．非顧客に対して「どう

路を恐れ多くも哲人にダブらせている自分に気づく．とうてい「師」の領域に及

してわたしの事業に協力しないのか，なぜ買ってくれないのか」をまったく聞

ぶことはないが，カタチから入るに，まったく手つかずの分野は「執筆」となっ

いていなかったのだ．それでは自分が行っていたことは，社会には貢献してい

た．集中すべき目標が明確になった．

なかったことになる．貢献に焦点を当てなければ成果は生み出されないと，ド

ドラッカー本に出会い，
「書きとめておいた」私のノートは合計 40 冊になっ

ラッカー教授は言う．起業から 2 年もの間，貢献に焦点を当てずに事業を展開

た．ブログは 1000 コンテンツを越えた．これらも支えに，私は独立自営の道

してきてしまった自分を恥ずかしく思った．ドラッカー教授には，失敗を成功

を歩みはじめている．講師の機会を得て，マーケティングとドラッカーを世に

へと導くイノベーションを，体系的に行うための基礎を教えていただいた．

伝える素地もできた．

わたしは非営利組織である高校の同窓会の会長を務めさせていただいてい

前職での，あのセミナーがあったからこその今の自分．このような出会いに
感謝するとともに，この私のちいさな成果を天国の亡き師にご報告したい．

る．高校の入学式や卒業式では同窓会を代表してお祝いの詞を述べているが．
その中で子供たちに必ず伝える言葉に，ドラッカー教授の人生を変えた一言を
引用させてもらっている．皆さんもご存じのこの言葉，
「あなたは人に何をもっ
て憶えられたいか?」
という自己を成長させる最高の詞．いま理解できなくても，
いつかこの言葉の意味を理解して，限りある人生を楽しく笑顔で過ごしていけ

読書会と素晴らしき仲間たち

るようにとの願いを込めて伝えている．
ドラッカー教授の著書には魔法のことばがたくさん詰まっている．そのたく

My Wonderful Friends

佐藤正徳
Masanori Sato

（㈱アイスタイル）

さんの魔法のことばによって，わたしの人生は大きく変わった．それに気づく
か気づかないかは人生を左右するほどの大きな違いがあることに気づいたの
だ．ただ漠然と読んでも気づかなかったのかも知れない．しかし，仲間と一緒
に読み合う「読書会」
という形態によって，一人で読んでいるときには気づかな
いことも，違う視点をもった人の意見を聞くことによって，必ずと言っていい

出会いは信頼する仲間からもたらされた．ドラッカー教授を知らなかったと

ほど新たな気づきを得ることができるのだ．著書の中に溢れかえるドラッカー

きの起業は , 成果を生むための体系的なマネジメントのない，行き当たりばっ

教授の
「気づきの種」．それに気づくか気づかないかは天と地ほどの差がある．

たり的なものだった．しばらくはそれに気づくこともなく，その場しのぎの起

これからも，この
「読書会」
を通して，わたしの胸に深く突き刺さり，大きな気

業であった．しかし，ドラッカーをこよなく愛する一人，佐藤等先生と出会っ

づきを与えてくれるドラッカー教授の魔法のことば探しの旅を続けていきたい

てから起業の歯車がかみ合い出した．大学も出ていない私には聞いたこともな

と強く思う．

い名前である
「ドラッカー」
や
「マネジメント」
という言葉．信頼する仲間の薦め
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ドラッカーの問いかけはうなずきと共に気づきがあり発見があります．われ

「強みを活かす」
ということ

われがドラッカーから学んだことを実践し成果を挙げることでドラッカーに喜
ばれるのではないでしょうか．

Using Our Strengths

瀧野雅一

Masakazu Takino

（㈱北海道健誠社）

私がドラッカーの著書と出会ったのは 2 年前のことでした．それまで何の違
和感もなく売上を上げること，利益を上げることが会社の目標として当然のこ

ブログ更新による継続学習
――意思決定に補助線を引く

Continuous Study by Blog Updating: Supplementary Line
for Making Decision

とと思って仕事をしておりました．しかし，売上目標を達成し利益を上げても

松本知宏

一定の達成感はあるものの，楽しいものではありませんでした．利益を上げる

Tomohiro Matsumoto

ために悩んだり，苦しんだりする毎日でした．
「私は何のために仕事をしてい

（佐藤等公認会計士事務所）

るのか？」
と自問していたそんな時にドラッカーに出会ったのです．
私が最初に学んだのは企業にとって利益は目的ではなく「利益は条件」だとい

ドラッカーの著作は，読みづらい．気軽に読めない．内容が濃い．多くの方

うことでした．利益を目標にしていた私にとってその言葉は私に衝撃を与えま

が途中で挫折をしたことがあると思う．私も一度は挫折をした．しかし，一度

した．私は暗くて長いトンネルから抜け出したようでした．私はその後の思考

挫折をした私が今継続してドラッカーの言葉に触れることができるようになっ

や行動に強い影響を受け，
「ミッションから始めよ」
「会社は道具である」とい

たのには，ちょっとしたコツがあった．それについて今回のエッセイにまとめ

う言葉で進むべき方向，やるべきことが明確になったのでした．

てみたいと思う．

私はクリーニング業を経営しており，クリーニング工場の労働者の半数近く
が知的障がい者と聾唖者です．
「強みを生かす」
という点では自然にできていま
した．というのも，障がい者はできることとできないことが比較的わかりやす

ドラッカーを知るきっかけ
現在の職場に就職する際，所長から読むよう勧められた著作が二冊あった．

いからです．工場のリーダーは少人数のチームを幾つか作り，個人で成果を挙

その一つに，大きく
“Ｄ”
と赤く彩られたシンプルな一冊があった．そうドラッ

げるよりチームで成果が挙げられるように人の配置をしておりました．そして

カー著の“新訳”
シリーズ
『経営者の条件』
である．入社早々ドラッカーを知るこ

リーダーの最大の仕事はできないことを教えるのではなく，できることを探す

とになった．本を開く．「成果をあげることは習慣である．したがって，他の

ことでした．リーダーはチームに障がい者がいることで常にできること（強み）

習慣と同じように身につけることのできるものである．そして身につけなけれ

のみを意識しておりました．結果として，障がい者の強みを活かすことででき

ばならないものである」と書かれてあった．この言葉に心を奪われたことを覚

ないこと（弱み）を無視していたのです．さらにリーダーは
「私は」ではなく
「わ

えている．刺激的な言葉が並ぶ．
「ドラッカーは独自の頭脳をもつだけでなく，

れわれは」
を意識できるようになっていたのです．

人の思考を刺激してくれる書き手である」とは，ウィンストン・チャーチルの

また，目標を設定する時には障がいがあるということで低いところからス
タートしておりました．そうすると近づくことはあっても超えたことはありま

言葉である．ドラッカーの言葉に触れる度深く考えさせられる．
しかし，とても重要な言葉が書かれてあるが，次の著作へと読み続かない．

せんでした．しかし，目標を高く設定し直すと以前の目標をはるかに超え，飛

理由は明白．今までこれほど内容の濃い著作に触れる機会が少なかったからで

躍的に成果が挙げられたのです．

ある．なんとか，ドラッカーの言葉に多く触れたいと思っていた．

営業部では計画通り進めることが得意な人，突発的なことが起きても慌てず
に対応できる人，新規開拓が得意な人，フォローが得意な人等，チームで個々

継続方法

の強みを活かすことを意識することにより短期間で大きな成果が得られまし

そこで読み続けるために，ドラッカーを教えてくれた所長の行動を見てみる

た．「強みを活かす」
ということは障がいの有無によらないのです．また，成果

と，ブログを毎日更新するというものがあった．
日々数行の分量をブログにアッ

をゴールにすることで，個人の成すべき行動が明解になったのです．

プするのである．これなら継続できるのでは，と思い，さっそくブログを書き
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始めることに．まずは実践である．ブログの書き方も参考にする．ドラッカー
の言葉の中で，気に入ったものをブログにアップし，それについて自身のコメ
ントを書く．この方法は各地で行われている読書会に似ている．感銘を受けた
言葉をブログにアップし，
そしてコメントを発表する一人読書会である．また，

『経営者の条件』と出会って

『経営者の条件』
と出会って
Meeting with The Effective Executive

ドラッカーの言葉は同じ言葉でも読むたびに新たな見方を与えてくれる．ブロ

熱田二朗

グにアップするとき，
そして，
それを読み返すたびに
「なるほど」と感嘆する日々

Jiro Atsuta

が続いた．ブログにアップする言葉は，
読んでいない著作から選ぶことにした．

（㈱フォーラムジャパン）

2007 年 1 月 1 日から，毎日更新し 2 年半の間で，ドラッカーの著作はほぼすべ
て読破することができた．ブログをアップする一日数十分がドラッカーの言葉
に触れる時間となっていた．
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ドラッカー先生の著作に出会う前の私は，26 歳のときに起業してから 30 歳
になる直前まで約 4 年間インターネットビジネス，主に HP の作成を中心に
WEB を使ったマーケティング会社を経営していた．顧客への貢献はもちろん，

継続の成果
ブログの継続には良い効果があった．コメントの内容などは稚拙なものでは

社員や組織のことを考えることもなく日々格闘していた．とにかくお金を儲け
たかった．

あるが，その言葉を不特定多数の人に読んでもらうことができ，ときには顔の

実際 3 年程度で IT バブルも手伝ってかなりのお金を個人的に稼ぐことがで

知らない人からもコメントが届く．多くの人に読んでもらえることが，ブログ

きた．お金は派手な生活に消え手元には何も残らなかった．いつの間にか心血

継続の動機づけにもなっている．一つの習慣が構築されると，習慣は苦になら

を注ぎただ稼ぐことに怒りと苦痛を感じる生活をしていた．しばらくして，事

なくなるという．ブログの継続は日課となっていた．その結果，最近では日々

業から撤退することにした．残ったのは疲れ切ってボロボロになった自分だけ

の生活やビジネスにおいて，ドラッカーの言葉を引用する機会が増えてきた．

だった．

先の見えない時代だからこそ，日々の意思決定を顧みる機会が重要だと思う．
その機会としてドラッカーの言葉はあった．

本当にひどい経営者，いやで唯の金亡者だったと思う．その後は，何となく
アメリカのコンサルティング企業のコンサルタントとして契約して一人で仕事

また，ドラッカーの言葉は
“補助線”
のようなものだと思っている．中学生の

をしていた．少しずつ忙しくなり，一人では，手に余るほどの仕事量になって

時，数学で作図をする際に
“補助線”
を引くことを教えられた．“補助線”を引く

いった．この時は，お金ためでなくただ仕事を一生懸命していた．一人でいれ

ことで求めている線・図形ができた．人生，経営も一緒だと思う．ドラッカー

ばだれにも迷惑をかけることもないだろうという幼稚な考えで，わがままに仕

の言葉に日々触れることで，意思決定の
“補助線”
を引き，その歪み，曲がりを

事をしていた．
後になって本当はいつも組織の一員であったことに気づいたが，

見つめなおすことができるものと思っている．

その時は一人だと思っていた．
この頃から企業や人のために本当に役立ちたい，貢献したいという気持ちが

終わりに
ブログの継続は今も続いている．これからもブログの継続を通じて“補助線”
を引いていきたいと思う．

芽生えてきた．売上げがある程度見込めたので，アメリカ本社と交渉して日本
支社を出すことに成功した．これが現在のそして2社目の経営の始まりである．
私がドラッカー先生の著作に出会ったのは，この会社を正式に始めるにあた
り一人の経営者として真剣に優秀な経営者の持つべき資質とは何であるのかを
考えていた時である．ある日偶然手に取ったドラッカー先生の
『経営者の条件』
を読んで衝撃を受けた．それは，今まで疑問に思っていた，経営者としてある
べき姿に対する一つのそして大きな答えでした．「成果を上げるために自らの
マネジメントすること」というあまりにもシンプルでそれでいてとても深いも
のだった．それまでの自分にまったく欠けていたことだった，マネジメントど
ころか自分のコントロールも十分ではない状態だった．
さらに同書に「あらゆる組織が三つの領域における成果を必要とする．すな
わち，直接の成果，価値への取り組み，人材の育成である」とあった．私は，
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経営者として，3 つの貢献の中でたった一つ
（成果）のことしかできていなかっ

語る人間が好きではない．それなのに，なぜ評論家の権化のようなドラッカー

たのである．

のことが気になるのであろうか．その深層心理を自己分析してみると，どうも

この出会いは，経営，顧客，社員，社会貢献そして私の人生そのものに対す

彼の生きざまに行きつくようだ．

る考え方を大きく変えた．特に今まで注力していなかった人材の育成と価値へ

話がやや横道にそれるが，膨大なマネジメント理論体系の最上位に位置する

の取り組みは真剣に考え計画を立て実行している．まったく人材育成の会社を

ものは何かを考えてみると，それはリーダーの仕事であり，すなわち「時代の

運営しながら人材を育成する意識があまりにも希薄だったことはとても恥ずか

変化を洞察し，ビジョンを示して皆をそこへ導く」
ことである．これと，ドラッ

しく思った．そして同書の中で
「貢献に焦点を合わせることなくしては，やが

カー自身のことばと生きざまを結びつけて考えると，彼の，傍観者とはちがっ

て自らをごまかし．組織を破壊し，ともに働く人たちを欺くことになる．」とい

た，まったく別の姿が見えてくることに気がつく．彼いわく，

う非常に考えさせられる一文に，悔いのない自分をごまかさない，そして社会
に貢献する生き方をしていくことを心に誓った．

「真のリーダーは，人間のエネルギーとビジョンを創造することが自らの役
割であることを知っている」

以後ドラッカー先生の著作を多読し，生業である組織開発・人材開発を通し
てできる貢献をさまざまな視点から考え行動することができるようになった．

「信頼がないかぎり従う者はいない．そもそもリーダーについての唯一の定
義が，つき従う者がいることである」

現在まで少なくとも 300 社以上のアメリカ，ヨーロッパ，アジアのグローバル

「信頼するということは，リーダーを好きになることではない．つねに同意

企業の組織・人材開発に携わっている．その根幹を支えてくださるドラッカー

できることでもない．リーダーの言うことが真意であると確信をもてることで

先生の著作に本当に感謝している．

ある．それは，真摯さという誠に古くさいものに対する確信である」
（ドラッカー名言集
『仕事の哲学』
より）
そして，彼の生きざまがある．激動の 20 世紀において，ナチスが支配する

真のリーダーとは？

ドイツからの脱出を契機に，国境や言葉の壁をものともせず各国を渡り歩き，

――彼が自らの生きざまを通じて伝えようとしたもの

妥協することなく自らの道を切り拓いてきた，あの凄まじいまでの生きざまで

What is the True Leader?: What He Tried to Show Us
Through His Way of Life

体系の最上位の仕事の実践者であり，世界中の悩める人たちを導くリーダーで

田中純

Kiyoshi Tanaka

（ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所）

ある．つまり――もうおわかりだろうが――ドラッカー自身が，マネジメント
あったのだ．決して無責任な評論家でも理想家でもなく，身をもって，われわ
れにマネジメントの最重要概念を，そして，リーダーとしてのあり方を伝授し
てくれた，まぎれもない実践の人だったのである．
人を統率していくために何が必要なのか，人を導いていくうえでリーダーは
どうあるべきなのかを考えたとき，自らのビジョンや理念をことばで語ったり

私はドラッカーが嫌いである．その語り口は断定的であり，ときに説教臭さ

説明を尽くしたりするのは必要条件に過ぎない．むしろ，自分のことばを裏付

すら感じさせる．
「自分は傍観者だ」
といい，
「自分でやるのは得意ではない」な

ける，あるいはことばの端々から滲み出る生きざまや行動があって，はじめて

どと，とんでもないことを言う．経営者として，企業再建人として，第一線で

それらに魂が宿り，人々がつき従うのである．

日々格闘を続けるわが身からすると，
「現場の労力がどれだけのものかわかっ
ているのか」
と，反発心すら抱いてしまう．

机上の理論家に戦いを挑むことで知られるヘンリー・ミンツバーグ
（カナダ・
マギル大学教授）は，「MBA や経営学では本当の経営は学べない」と断言した

しかし，迷ったとき，なぜか
「ドラッカーだったらこんなとき，どういう風

が，真のリーダーシップは，そしてマネジメントは，まさしく実践そのものな

に言うだろう」と考えてしまう自分がいる．その理由を日がな一日，考えてみ

のである．そう，ドラッカーは，身をもって自分のビジョンを伝え，それを成

たことがある．彼の理論がシンプルでわかりやすいからだろうか．マネジメン

し得た，数少ない本物の伝道者だったのだ．

トの元祖だからだろうか．いや，どのような美しい理論であれ，わかりやすい

そこに考えが至ったとき，ドラッカーのささやきが，息吹が，耳もとで聞こ

文言であれ，
それ自体に心を動かされることは，
私に限ってはそれほど多くない．

えたような気がした．
「お前のやっていること，
反発心，
そして考え方．それが，

私はプロの経営者や執行役員
（つまり当事者）
として企業の再生や活性化を手
がけることを主な生業としている．ゆえに，野党的な評論家や理想論ばかりを

私が伝えたかったことなのだよ」
と．
2005 年 11 月 17 日，ドラッカーが旅立ってから 6 日目のことであった．

502

5 年を経て得たドラッカーの一文への解釈

エッセイ

教えてもらい，人材と案件の検索時間の短縮という点で，全社の生産性向上に

いかにして強みを発見するか

貢献することができたのだが，これは情報処理能力を活用できた結果だと思っ

――情報処理力・共感力・戦略構築力
How I Found My “Strength”
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市川和臣

Kazuomi Ichikawa

はじめに
本エッセイのテーマは，
「ドラッカーから学んだ成果の上げ方」である．成果

ている．
人に聞いてわかったこと②：共感力
次の仕事は経営コンサルタント会社の営業職だった．
「押しが強くない」
とい
う弱みは十分に認識していたのだが，営業こそ
「顧客の創造」
に直結する機能で
あると考えていたために，あえて挑戦してみたのである．予想通り，成果が出
るまでには非常に時間がかかった．おそらく半年は何も貢献できなかったと思
う．私は，「やはり道を間違えた」
と思い，営業マンとしての自分の無能さに絶

を上げるための方法論については，
すでにドラッカー自身が『経営者の条件』
（原

望していた．ところが，ある日，通いつめていた食品メーカーの労働組合から，

題：The Effective Executive ＝効果的に仕事をする責任ある人）の中で詳細に

受注をいただいたのである．
なぜ受注がいただけたかをについて考えたところ，

書いているので，ここであえて屋上屋を重ねることは避けたいと思う．

他の方々とは違い，その組合幹部の方は，通って 3 回目くらいから本音でコミュ

そこで，本エッセイでは，
『経営者の条件』
には書かれていない成果を上げる

ニケーションができていたことに気づいた．そして，自分自身も分からないな

ための方法について言及・紹介するとともに，それにしたがって自分自身がい

りに彼と共感しようと努力をしていたことを思い出した．その後は，営業成績

かに成果を上げようとしたかについて述べることとする．

は順調になっていったが，それは，ソリューション営業という言葉から第一に
連想されがちな
「指示的・指導的」
な立場を捨て，まず
「共感する」
ことを第一の

強みの見つけ方：人に聞くこと

目標にしたからだと思う．

『経営者の条件』では，成果を上げるためのポイントとして①時間，②貢献，
③強み，④優先順位，⑤意思決定を挙げている．
「強み」については多くのこと

おわりに

が書かれているが，主にその見つけた方は
「フィードバック分析」であるとして

そして今は，新規事業立ち上げのコンサルティングをしている．まだ大きな

いる．しかし，上田惇生教授の
『ドラッカー入門』
を読むと，もう一つの方法あ

成果は出ていないが，「市川さんと話すと，頭がすっきりするし，方向性や戦

ることに気づかされる．それは，
「人に聞くこと」
である．ドラッカー自身，
『明

略が明確になる」という指摘が嬉しい．強みの探索は生涯の課題であるが，今

日を支配するもの』の中で，
「誰もが，自分の強みはよくわかっていると思う．

後とも，「人に聞く」
という姿勢を第一にして，仕事に取り組んでいきたい．

しかし，たいていは間違っている．わかっているのはせいぜい弱みである」と
書いている．以下，自身の職業体験を振り返り，どのようにして強みを発見し
たかについて述べる．
人に聞いてわかったこと①：情報処理能力
私の最初の仕事は，人材紹介業だった．直属の上司は，IT システムの統括
者であり，ホームページ制作から会計システム構築・運用まですべてをこなし
ていた．社内では，彼は
「ロジカルシンキングの鬼」と恐れられており，論理性
が強過ぎることと頭の回転が速過ぎることから，尊敬されていたとともに，若

5年を経て得たドラッカーの一文への解釈
My Interpretation of One Phrase in a Druker Book

河野隆史
Takashi Kono

（日系製造会社勤務）

干，敬遠されていた．ところが，私自身は彼とのコミュニケーションで問題を
感じたことはなく，ともに仕事をさせていただいた時間は本当に楽しかった．

「成果を上げることは一つの習慣である」
（P.F. ドラッカー）
．

嬉しいことに彼は，
「イッチーは頭がいい」
と褒めてくれたのだが，これは論理

紙が内側に折り込まれた部分にあった一文です．短い言葉ですが何を言って

性と頭の回転
（情報処理能力）
について，私が少し長けていることの指摘であり

いるのかよく分からず，それでもなかなかかっこいい言い回しだなと思いまし

証明であったと理解するに至った．その後，彼からデータベース構築の基礎を

た．また，表紙のドラッカーの表情も何やらオーラのようなものを漂わせてい
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たので，友人にそのドラッカーの表情を真似しながらこの言葉を言ってみて，

解を言わないのだろう，
その見解を自分は知りたいのに随分と意地悪だなあと，

意味が理解できるか聞いてみたものです．

内心怒ったりもしていました．それでもなぜか読み続けていたといいますか，

意味を聞くためというよりも，誰かの前でその表情を真似しながらこの言葉

何者かに読み続けさせられていたような気がします．

を言ってみたかっただけのような気もします．わたしは表紙裏などに書かれて

帰国後，わたしはドラッカー読書会に参加させてもらいました．この読書会

いる本の内容紹介を見てすべてを読んだ気持ちになり，そのままにしている本

とは毎月 1 回，ドラッカーの著書を 1 章読み，その内容について皆で意見を交

が結構あるのですが，このドラッカー著書も購入したまま何年か開くことはあ

換するというものです．ある時の話題は，ドラッカーの言う
“知識労働者”
とは

りませんでした．

何か，というものでした．わたしは皆さんと同様に自分なりに考えるところを

しかしながら，この
“成果を上げることは一つの習慣である”という一文だけ

述べました．そして皆さんの意見を聞きながら，あの意見はここが違う，こう

はずっと覚えていて，ふとこの言葉を思い出してはどういう意味かなと時々考

なのではないか，なぜそのような考え方をするのだろう，と非常にもどかしく

えていました．

感じました．
家に帰って英文の原書を読めばもっとはっきりするのではないか，

わたしは米国のクレアモント大学にあるドラッカー・スクールを卒業しまし

わたしはその
“正解”
を探すことに一生懸命でした．

た．この学校を選択したのはドラッカーが名誉教授だったからです，ドラッカー

その後の読書会でも何度も同じようなもどかしさを感じました．このもどか

の考えを奥深く理解したかったのですと堂々と言いたいところなのですが，入

しさの原因は，多くの点で皆さんとわたしの考えが違っていることによるもの

学前にドラッカーの本を読んだことはなく，先ほどの話の本もドラッカー・ス

で，一人でドラッカーの本を読んでいる時にはこのような違いがあるとは思い

クールに願書を送るのだから，ドラッカーとはどのようなことを書いているの

もしなかったことでした．こうした状態で読書会も回を重ねたある時にふと，

かなということで購入したのです．

ドラッカーは本の中でわざと絶妙な問いかけをしているのではないかと思いつ

わたしはビジネススクールで勉強したいという思いよりも，米国社会をじっ

きました．つまり，ドラッカーは読者にそれぞれの考え方で自由に考えてもら

くりと観察してみたいという思いのほうが強く，学校選びに関してはあまり力

えるような問いかけをしていのではないかということです．この時わたしはド

を注いではいませんでした．とは言いましても，TOEFL や GMAT 試験，エッ

ラッカーに改めて感嘆し，ドラッカーは本を書くにあたって，ものすごい思考

セイの作成
（なぜこの学校に入学したいのかを説明したもの）など，入学準備に

力で問いかけを考えることができるのだろうな，どうやったらそのような思考

は時間と労力がかかりましたが，このエッセイ作成の段階でドラッカーのこと

ができるのかなと思いを巡らせていたのですが，
それとはまた別に，
ドラッカー

を少しでも知っている必要があったのです．

は“成果を上げることは一つの習慣である”
との言葉を自ら実践しているのでは

わたしがドラッカー・スクールに通っていた時にはすでにドラッカーは授業

ないかと考えました．要するに，わたしが思いつくような思考の仕方でドラッ

を持ってはいませんでしたが，年に何度か講演をしたり，学生や学校関係者と

カーは本の中での問いかけを考えているのではなく，ごく自然に，いわゆる習

懇親会をしたりと，ドラッカーから直接その話を聞く機会はありました．今に

慣としてこの問いかけをしているのではないか．
読者に考えてもらえるように，

して思えば最高の環境だったと思うのですが，それでもなかなかドラッカーの

読者のことを考えて書いているがゆえに，習慣として出てくる表現なのではな

本を読もうとはせずに，あっという間に時間は経っていきました．それでも最

いかと思ったのです．

後の最後でさすがにドラッカーを少しでも理解していなければと思ったのかも
しれません．2年間のMBA課程も残すところ半年となった頃にようやくドラッ
カーの本を読むようになりました．

「成果を上げることは一つの習慣である．
」
ドラッカーの多くの言葉と同様，この言葉もいろいろな解釈ができると思う
のですが，私が解釈したのは，成果を上げたいと思った時にあれこれ思考を巡

読み始めてからは，学校の勉強はほとんどせずにかなりの時間をドラッカー

らしているのではなく，それ以前の訓練によって成果を上げることを習慣化し

の本を読むことに割くようになりました．わたしがドラッカーの本を読む時は

ていなければ，別の言い方をすれば，時と場合に応じてある意味反射的に対応

ページの進み具合が極端に遅く，ある時はわずか十数字の一文でも何を言って

できるようになっていなければ，状況が刻々と変化する実践の中では対処でき

いるのだろうとずっと考え込んでいました．進んでは前のページに戻って読ん

ないということなのではないかと思ったのです．

でみたり，自分の経験にあてはめるとどうなるのだろうと考えてみたり．あま
りに理解できない時は，ドラッカーはわざと難しいことを言って読者を困惑さ
せているのではないか，困惑させて文章の趣旨を曖昧にさせているだけなので
はないかと疑っていた時もありました．なぜこの部分でドラッカーは自分の見

私が初めて手にしたドラッカーの著書にこの言葉を見てから5年ほどを経て，
その意味するところが少しだけ分かったような気がしたのがこの時でした．
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学の根本にあるからこそ，ドラッカー教授の言葉は，今もなお世界中の多くの

ドラッカー教授のエピソード

人を惹きつけてやまないのでしょう．
ドラッカー教授の国境を越えた影響力の源となっている哲学・思考は，真の

Prof. Drucker’s Episodes

ボーダーレスです．尊敬してやまないドラッカー教授の講義を受講できたこと

山下結加奈
Yukana Yamashita

（ドラッカー・スクール 2003 年卒）

ビジネススクールに行く機会を与えられたときに，迷いなくドラッカー・ス
クールを選びました．壁にぶつかった私を勇気づけ，解決の糸口を見出してく
れたドラッカー教授の著書は，当時，私にとってバイブルだったからです．
ドラッカー・スクールには，生徒たちだけでなく教授陣もドラッカー教授を
慕い集まってきていました．皆が尊敬の念を抱きながらも，教授には自然体で
接するという独特な空気感は，共通の拠り所を持つ暗黙の了解のようなもので
した．
2 年目の春に念願かない，
“The Change Leadership”というドラッカー教授
の授業を受講することができました．講義は 3 時間ノンストップで，しかも延
長するのが常でした．教授は当時 92 歳でしたが，3 時間の授業を休憩なしで行
う体力のみならず，その記憶力にも驚かされました．講義で取り上げる事例の
年代をすらすらとメモなしでお話されました．
微笑ましい一面もありました．学校が用意する大好物のクリスピードーナツ
を 2 つ，授業終了後にゆっくり食べてから退室する，そんな親近感に溢れるド
ラッカー教授の姿が，今も記憶に残っています．
他の教授と違ったのは，期末レポートの課題を学期の 1 回目の授業に提示さ
れたことです．課題は，各々の所属する組織
（会社，NGO，地域など）におけ
るリーダーシップに関するものでした．課題を念頭に置きながら講義を聞くこ
とで，自分自身の事例と照らし合わせ具体的な対策をいくつも描くことができ
ました．また，個人の潜在能力を引き出すことを意図していたように，課題は
大きなテーマでした．大きなテーマを前に，学期中私は考え続けました．日常
生活のすべてで，眠っているときでさえ考えました．そうして考え尽くした私
のレポートに対する教授のコメントは，企業・事業の存在そのものの目的を問
うものでした．最終目的を見失わないために，常に全体を鳥瞰することが必要
であることを指摘した一言でした．仕事を超えて，人生そのものにもあてはま
るものだと思います．
ドラッカー・スクールで開催された特別講演会では，ドラッカー教授の人柄
が見える一幕がありました．聴講者からの質問が止まらず，司会者が教授の体
調を気遣って終了しようとしたところ，教授は質問受付を続行するよう司会者
を促し，質問がある限り答え続けました．人を思う人間性がドラッカー経営哲

を誇りに，いつかもう一度教授にレポートできるような人生を送りたいと思い
ます．

海外からの論考
Essays from Outside Our Country
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Peter F. Drucker Taught a Discipline of Reading

What I’ve Learned from Peter Drucker:
the Need to Reinvent Our Enterprises
Jack Bergstrand
Brand Velocity, Inc.

Peter F. Drucker emphasized for decades that improving knowledge work and
knowledge worker productivity needed to be the next management frontier. He knew
that our prosperity and even our economic survival depend on it. Unfortunately, today,
we are living with an interrelated set of economic and social challenges resulting
from the “productivity paradox,” which is the lack of productivity improvement that
experts have struggled to explain despite more than a generation of large information
technology investments and price/performance improvements. To increase corporate
performance and economic prosperity, it is clear that Drucker’s better and more
systematic management approach is needed. Fortunately, managing knowledge work
productivity is also an excellent way to achieve sustainable enterprise reinvention.
It’s clear from Peter Drucker’s writings and from our newspaper headlines that
we need to rapidly reinvent our enterprises through better knowledge work. This
requires Drucker’s better and more systematic approach to serve customers better,
improve corporate integration, and accelerate key enterprise projects. This is no small
matter. According to the Project Management Institute, $12 trillion—nearly 20% of
the world’s GDP—is invested in projects. Yet, because we have not yet been able to
systematically improve knowledge work productivity, we continue to suffer from high
enterprise project failure rates.
Peter Drucker’s thinking inspired my life’s work to help people systematically
improve knowledge work productivity and, in so doing, create more successful
companies and a better society. Inspired by Dr. Drucker, I wrote the book Reinvent Your
Enterprise, which combines extensive research—more than 50,000 pages and nearly
250 references—with lessons learned during thirty years of personal experience. As
part of the book’s research, knowledge work productivity principles were prototyped
with employees and customers over a five-year period. In addition, a knowledge work
productivity system and a survey-based tool was developed, implemented, and refined
in practice—to help large organizations move forward better and faster.
Similar to millions of other people, there is much that I have learned from Peter
Drucker. The area that I have personally concentrated on is how companies can
improve by systematically managing knowledge work productivity. And, as Drucker
wrote continually, it’s clear that knowledge work management in the 21st century is
not only the next frontier but is also being constrained by the same scientific methods
that helped companies succeed in the 20th century.
Peter Drucker emphasized for decades that we need to move forward with an
improved management system for knowledge work productivity. Many of our
economic and social issues are symptoms of this knowledge work productivity
problem. For us to succeed, it’s clear that we need to apply Peter Drucker’s teachings
to reinvent our enterprises to systematically and sustainably improve knowledge work
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productivity. This will improve our companies, which are our only true economic
engines. Most important, it promises to sustainably improve our societies at the same
time.

Peter F. Drucker Taught a Discipline of Reading
Lee H. Igel
New York University

Given recent and rapid changes that have transpired across economic, political,
and social fronts, it has become popular to exclaim that “no one has a guidebook for
today’s times.” But this is a desperate and wrong response. A guidebook exists. It lives
in the chapters and verse written by Peter Drucker, the Father of Modern Management.
And as he himself knew, the accessible writer has to be a critical reader.
The arc of Drucker’s work spans more than seven decades: from pamphlets that
anticipated his first book, The End of Economic Man (1939), through the posthumous
voice conveyed in the edition of Management (2008) revised by Joseph Maciariello,
to the unpublished contents of the archives which are accessible as part of the Drucker
Institute. These writings are every bit a refraction of the social ecologist—looking
at “the future that has already happened,” being oriented toward “right action,” and
communicating with a “respect for language.” Individually and collectively, they
demonstrate a systematic ability to make observations and convert them into the
principles that have become the basic matter of effective management. But even more
so, the writings themselves personify a section in Post-Capitalist Society (1993) in
which Drucker, citing the English novelist E.M. Forster, calls on us to “only connect.”
The imperative to explore, organize, and exploit available chords of knowledge
is consistent with other Drucker principles in that it assuredly emerged from focused
personal observation.
While he often propounded that he learned by listening to what was being said
by others, Drucker also learned by being a devoted reader. He was known to have
purposefully committed one-quarter to one-third of all his reading to a subject or genre
about which he either knew little or had become less familiar with over time. Within
that practice, he followed his belief in the importance of self-renewal and would change
the branch of study every couple or few years—the entire works of Shakespeare,
Japanese art, the United States Civil War, to name a few. Of importance to Drucker
was not so much what was being read but that reading was being accomplished in the
first place.
The results of this discipline are evident throughout his writing and teaching. On
the surface is his careful use of history and literature to illustrate modern realities
within the business, government, and social sectors. But further analysis makes it
conceivable that had Drucker not been a concerted reader from early on, he might not
have taken to interpreting Hitler’s Mein Kampf with the foresight he did. Nor might he
have in turn so consciously searched for the connections that realized management as
the “alternative to tyranny.”
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A school teacher often tells me that as a person grows there is a need to focus “not
on learning to read, but on reading to learn.” Peter Drucker knew this concept well;
it is hardly a surprise that the avowed teacher, writer, and consultant was such an
enthusiastic reader when one considers that the original use of the word “read” related
to “advice” and “interpretation.” It also expresses to a great extent that Drucker left to
us the guidebook that explains today and makes tomorrow.

The Question: Drucker’s Tool for the
Pursuit of Leadership Truths
Anthony Shapella
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are rolling up their sleeves and applying business management skills to some of
Philadelphia’s toughest problems – hunger, homelessness, pollution and unsustainable
business practices, among others. Together, the Drucker Society and Net Impact
are working effectively to address Philadelphia’s most critical societal needs while
dramatically improving the surrounding community in the process.
It is fitting that, on the 100th anniversary of Peter’s birth, we look back to his
writings for guidance. Here, I use the word guidance purposely – for one will not find
“answers” in his books. Rather, the real value of Drucker’s works lies in his unique
ability to challenge leaders to think more deeply about their core beliefs, assumptions
and place in the world. Perhaps this is why Jim Collins notes that “there are two ways
to change the world: with the pen and with the sword. Drucker chooses the pen, and
has rewired the brains of thousands who carry the sword.”

Drucker Society of Philadelphia

I have a burning passion for life and approach every day with a zest for making the
world a little bit better than it was yesterday. I am part of a growing group of young
corporate leaders that share a similar passion and goals. These leaders care deeply
about serving the customer, but just as deeply about the broader community in which
the business operates.
As one of these leaders, Peter Drucker has greatly influenced my approach to
business leadership. I appreciate Drucker for challenging me – his writing forces me to
ask difficult and important questions about the purpose of leadership and its proper role
in society. He writes,
“A healthy business, a healthy university, a healthy hospital cannot exist in a sick
society. Management has a self-interest in a healthy society, even though the
cause of society’s sickness is not of management’s making.”
So, the tough question becomes: are we, as corporate leaders, intensely focused on
building a healthy society?
Sadly, I think Peter, had he lived to see the past year, would have said “no.” Poor
decisions at the world’s investment banks, mortgage brokers, and other financial
institutions provide glaring examples of a global crisis in leadership and values. This
crisis is typified by business leaders that are willing to sacrifice our long-term societal
well-being for short-term financial gain. In Drucker’s mind, these decisions directly
contradict the first responsibility of each and every professional: “above all, not
knowingly do harm.”
Despite these events, I’m very optimistic about the future of leadership. A growing
number of corporate leaders are working to shift the business leadership paradigm.
Here in Philadelphia, we’ve created a Drucker Society that is working to promote
principled, responsible and effective leadership across all sectors of society. Inspired
by Drucker’s work, we are achieving this goal by providing high-quality, pro-bono
leadership workshops and consulting services to local non-profit leaders.
Also, a growing number of young leaders are practicing responsible business
leadership through a global organization called Net Impact. Net Impact members

Tomorrow’s Tomorrow: Millennials and the
Self-Knowledge Imperative
Joanna K.B. Balda
Eastern University

As a teenager, the promise of fresh Krispy Kreme donuts pulled me out of bed
numerous Saturdays at dawn to drive down the 10 Freeway to pick up several dozen
for Peter Drucker’s morning MBA class (they were his favorite.) As I remember these
mornings and Drucker’s classes, the last years he would teach, it saddens me that there
will come a time when my memories are one of the last living accounts of the great
management thinker, teacher, and writer. As we celebrate his Centennial year I have
often asked myself, “What have I learned from Professor Drucker that my generation
must hear?” More often than not I hear his voice still thick with an Austrian accent
reply, “look out zie window!”
Drucker considered himself a “social ecologist,” tasked with examining society
to interpret the coming realities (Drucker 2000). Some of the most prescient of these
realities he noticed were those that exist now, but are simultaneously not yet, such
as demographic changes. Today we look out the window at a vast demographic sea
change; the replacement birth rate in North America and Europe stalls while many
developing nations experience exploding population growth. My fellow Millennials,
(the term for children of baby boomers), and our peers around the world, will
be responsible for mitigating the negative effects of these tumultuous times and
innovating, producing, and effecting external results through management, which
Drucker termed the “organ of society.”
The greatest resources needed now are effective knowledge workers—advanced
technology, global and complex organizations, and specialized information are
rendered useless without them. Yet the information that knowledge workers are
missing is self-knowledge. In his Harvard Business Review article, “Managing
Oneself” (January 2005), Drucker suggests,
Most people think they know what they are good at. They are usually wrong.
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More often, people know what they are not good at—and even then more people are
wrong than right. And yet, a person can perform only from strength. One cannot build
performance on weaknesses, let alone on something one cannot do at all.
Perhaps this is why Drucker predicted that the next trend might be positive
psychology; for example, Claremont colleague Mihaly Csikszentmihalyi’s (1975,
1998) work on creativity. Such research is beginning to show the individual and group
processes that create knowledge and simultaneously shedding light on the habits and
behaviors that erode it.
Quaker philosopher and critical pedagogist Parker Palmer offers a deeper look at
the effects of trying to build performance on weakness:
One sign that I am violating my own nature in the name of nobility is a condition
called burnout. Though usually regarded as the result of trying to give too much,
burnout from my experience results from trying to give what I do not possess—the
ultimate in giving too little! Burnout is a state of emptiness, to be sure, but it does not
result from giving all I have: it merely reveals the nothingness from which I was trying
to give in the first place.
Knowledge workers are the basic building blocks of the knowledge society, and
its future leaders are learning their work habits now. If this learning and the work
that flows from it springs from what we do possess—from our strengths—then the
managers of the next society will be well-equipped to face the coming realities and
carry on Drucker’s legacy.

What I Learned from Peter Drucker
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manage our organizations. In a related sense, we must work with the talents we were
born with, and have developed over a lifetime, to achieve what we can, while we still
have the time. We can’t postpone the things we want to do and the achievements we
want to make. If we want to leave a positive legacy, we must be the best person we can
be on a daily basis.
Drucker said many memorable things to me in our interviews. But one that has
made an indelible impression came when I asked him about whether or not individuals
should be focused on making money as a main goal in life. He replied that “… if your
goal is to make money, I rather pity you. The people I have seen who were happy even
after being successful are the people who want to leave something behind. A hospital
that’s working, a company that’s working, whatever, or who are not money-focused,
but achievement-focused, because that you’re never finished with.”
I try to keep in mind, following Drucker’s example, that success depends upon
a blend of action and contemplation. You have to step back to assess your life
periodically, and then do something productive based on that contemplation. “The
effective people I know,” he said, “simply discipline themselves to have enough time
for thinking.” The way I interpret it, Drucker’s core being went considerably beyond
his cherished notion of effectiveness. It meant living so that at the end of each day, you
had elevated yourself, if only slightly, to a higher intellectual, and even spiritual level.
That is not necessarily an easy goal, but for most of us, it’s an attainable one.

A Lesson from Drucker: No One is Born to
Leadership
William A. Cohen, PhD

Bruce Rosenstein
journalist

I have received much important information and knowledge from Peter Drucker’s
books, articles, presentations and interviews I conducted with him for my book (Living
in More Than One World: How Peter Drucker’s Wisdom Can Inspire and Transform
Your Life, Berrett-Koehler, 2009) and prior to that, for USA TODAY. But perhaps
more important, on a personal level, is the realization that one can learn from and be
guided by the core values and behaviors of Drucker as an individual.
You may not be able to match his intellect or accomplishments, but you can work
consistently at a high level to achieve what you might not realize you are capable of
achieving. You may not have the kind of world-class leaders and high-achievers that he
had in his social and professional circle. But it doesn’t mean you can’t learn from the
people in your own life, and add others who can challenge and elevate you. You may
not be a famous professor, but if you are a teacher, it doesn’t mean that you can’t be
the best teacher you can be, and help your students the way Drucker helped his. That
means not only while they are current students, but long after they have graduated.
Drucker said that we can’t rely on superstars (who are in short supply) to lead and

All start equally as would-be leaders and face these fears of the responsibility,
authority, and the unknown of leadership, and this is true regardless of age. Drucker
said that the decision to be a leader was the most important leadership decision. Mary
Kay Ash built the billion dollar Mary Kay Cosmetics corporation, beginning with only
$5000. When she was only three years old her father was invalided with tuberculosis
and couldn’t take care of himself. Her mother went to work to support the family.
Mary Kay accepted the responsibilities for cleaning, cooking and caring for her father.
She accepted the responsibility and had the authority for domestic decisions and ran
the household during the day. She made Drucker’s decision to be a leader before she
even knew what leadership was and when she was still a child. The lessons she learned
helped her to reach her full potential.
Some years ago a 13-year old boy joined the boy scouts. He had always been an
introvert and very shy. Moreover, an early childhood disease had left him thin and
weak. He had never been a leader. His scout troop announced a contest to see who
could master the most scouting skills during a six month period. The boy applied
himself and won the contest. Then the boy’s father was transferred to Texas. In a
new town, the one troop where it seemed most likely where he would fit in hadn’t
been doing very well. However, the troop had a new Scoutmaster and he had plans
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to rebuild. This Scout troop had two patrols with about a dozen members in each, but
one had recently lost its leader. The Scoutmaster told this boy that he wanted him to
be patrol leader because of the scouting skills he had mastered. The boy had all the
normal fears of a new leader and he declined. Only when the Scoutmaster promised to
help him if he ran into trouble did he accept and make the decision which Drucker said
was the most important. The boy worked hard and found that he liked being a leader.
Moreover in every competition between the two patrols, his patrol was judged best.
In a statewide competition, with many patrols, his patrol again won first place. A year
later the Scoutmaster appointed him Senior Patrol Leader, responsible for both patrols.
I know about this boy intimately, because I was he. While I refined my leadership
skills considerably later in high school, at West Point, in the Air Force, and in civilian
organizations which I led, without that Scoutmaster’s help in persuading me to make
“Drucker’s decision on leadership” my life would have taken an entirely different
course.
If you have a subordinate who hasn’t yet made this most important of leadership
decisions, you can help him or her to do so by:
• Building self-confidence by assigning small, short-term leadership tasks
•P
 roviding assistance and mentorship as the new leader develops, typically by
making mistakes
•G
 iving encouragement and inspiration

What I’ve Learned from Peter Drucker

517

continued to write and write long after most others would have capped their pens
for the final time. The result was a ceaseless procession of landmarks and classics:
Concept of the Corporation in 1946, The Practice of Management in 1954, The
Effective Executive in 1967, Management: Tasks, Responsibilities, Practices in 1973,
Innovation and Entrepreneurship in 1985, Post-Capitalist Society in 1993, Management
Challenges for the 21st Century in 1999.
With each new work, Drucker covered a remarkable amount of new ground.
Though he was an incredibly keen student of history, he never became stuck in the
past. In 2001—just shy of his 92nd birthday—Drucker composed a series of articles
for The Economist on what the future held, dispensing wisdom about “the information
revolution,” as well as “new institutions and new theories, ideologies and problems.”
It is impossible to know, of course, exactly what made Drucker so fabulously
productive for so long. Clearly, he was a man blessed with good genes. But there was
also a conscious decision on his part never to rest on his accomplishments—a decision
born in the late 1920s, when he first heard the Giuseppe Verdi opera Falstaff. “I was
totally overwhelmed by it,” Drucker later recalled. But what impressed him most was
when he discovered that Verdi’s masterpiece—“with its gaiety, its zest for life and its
incredible vitality,” as Drucker described it—had been written by a man of 80.
“All my life as a musician,” Verdi explained, “I have striven for perfection. It has
always eluded me. I surely had an obligation to make one more try.” Drucker said that
Verdi thus became his “lodestar.” And whenever Drucker was asked which among his
books was the best, his answer was always the same: “The next one.”
As Verdi was Drucker’s lodestar, Drucker is mine. His magnificent work ethic, his
constant hunger for self-renewal, his indefatigable spirit—all of these make for a life
lesson that transcends the printed page.

Rick Wartzman
The Drucker Institute

Like countless others around the world, I’ve learned much from Peter Drucker’s
teachings. As a manager, I have drawn on his insights into effectiveness, innovation,
social responsibility and scores of other subjects.
But perhaps the most important lesson I’ve drawn from Drucker’s 39 books is not
anything specific that they say; rather, it’s the fact that they are—10,000 pages in all,
brimming with ideas and ideals, spilling out across more than half a century.
In this way, Drucker’s remarkably vast oeuvre is a potent reminder that, no matter
how much we may already have achieved, we have a responsibility to work as hard as
we can for as long as we can. We have a responsibility to keep learning new things. We
have a responsibility to keep giving back.
On some level, it would have been understandable had Drucker basked in the
reviews of his first major work, 1939’s The End of Economic Man, and coasted through
the rest of his career, authoring a handful of other, less memorable books. After all,
when Winston Churchill has proclaimed that you’re “one of those writers to whom
almost anything can be forgiven” because you have “the gift of starting other minds
along a stimulating line of thought,” what more do you have left to prove?
But for Drucker, this was just beginning. Driven by an insatiable curiosity about
the world around him—and a deep desire to make that world a better place—Drucker
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The 100 Anniversary of Peter Drucker’s Birth
Ira A. Jackson
Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management

The 100th anniversary of Peter Drucker’s birth provides an opportunity for us
to be reminded of his brilliance and historical importance, as well as to rekindle and
revitalize his legacy to help shape the future.
Around the world, from Tokyo to Vienna, from Claremont to Nanjing, from Seoul
to Sao Paolo, Drucker Societies and Drucker disciples are commemorating his work,
celebrating his contributions, and recommitting themselves to advancing his ideas and
ideals.
As the author of 39 books and countless articles, the father of management, and as
one of the most significant thinkers of the 20th century, Peter Drucker is deserving of
this reflection and attention. Indeed, our collective gratitude to Peter is enormous, as
he provided perspective and insights that have helped to guide the world we live in and
the way we conduct so much of our business. A great deal of Peter’s wisdom is now
considered simply common sense, which is a wonderful testimonial to his enduring
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importance. He was the very first, for instance, to observe that we live in a knowledge
society. He was the management guru who told us to view employees as an asset not a
liability, and who first articulated an approach that said knowledge workers need to be
respected and engaged, not directed or controlled. Peter was the one who first identified
the importance of the social sector, and who provided the skills and toolkit needed to
effectively manage nonprofit institutions. Peter helped us to understand the difference
between management -doing things right, and leadership -doing the right thing. Peter
taught that to survive and succeed, a business must continuously innovate and market,
and that innovation and creativity are a business discipline that must be regularly
practiced and exercised.
Peter is remembered for these and many other intellectual contributions that have
become part of the very DNA of our society. Drucker is indispensable and essential to
our understanding how modern organizations function.
Those of us at the Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of
Management at Claremont Graduate University feel privileged to keep the Drucker
flame burning and to carry on his work at both the school and the Drucker Institute
here in California. We are at the hub of a movement that has roots and reach in many
parts of the world, and we are inspired by the work of so many others – including the
Drucker Workshop in Japan, that has taken Peter’s work and helped to make it fresh
and relevant in order to meet the challenges of the 21st century.
As we toast our sensei, we are reminded of the challenge he put to us: what do we
want to be remembered for? If Peter were with us today, I think he would caution us
to look forward not back, and to look around us at a world which needs improvement
in so many ways. Surely he would be pleased that his words still have meaning, but
he would hope that his ideas would spark new approaches and solutions needed for
our time. Peter thought of himself, first and foremost, as a social ecologist – someone
who studied society the way a naturalist might study the earth. He worried about the
health of society and the need for us to act as wise stewards of our inheritance if we are
to avoid tyranny, anarchy and alienation. In a world where poverty, global warming,
and terrorism define so much of our reality, Peter’s insights about how to create and
maintain a responsible, functioning society are as relevant and needed today, than ever
before. That is why I am so hopeful, as we commemorate Peter’s 100th birthday that
we can make this the Drucker Century. That would be the most fitting and appropriate
way for us to truly revitalize, respect, and honor the legacy of the man to whom we
owe such a great debt of gratitude.

How I Remember Peter Drucker
Cornelis A. “Kees” de Kluyver
Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management

As the former dean of the Drucker School I had the great privilege of working
closely with Peter. Typically, we would meet twice a month for lunch to discuss school
issues or just to socialize. The ritual was always the same; I would pick him up at his
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house at about 15 minutes to twelve. We would drive to his favorite restaurant, Rillo’s,
and sit at his regular table. He would always order the same: Italian wedding soup and
salad, washed down with a glass of Merlot, followed by two double espressos. Those
were strong enough to make a horse stagger. To this day, I do not know how he could
drink that stuff.
Peter had a great sense of humor. Once on the way to the restaurant he said, “Can
you imagine. I had to pay $15.00 this morning for a hair cut.” Then he relaxed and
smiled and said, “It must have been a finder’s fee.”
I also fondly remember joining him and the rest of the Drucker family at the White
House for the presentation of the Presidential Medal of Freedom by President George
Bush. How proud he was to be standing there along side of Bill Cosby, Hank Aaron,
the famous Mr. Rogers and all the others.
Then there were the countless times I introduced him for a speech, lecture or other
special event. Most of us would have had at least a little bit of stage fright before a
major speech but not Peter. He would sit on the stage ready to go and be totally focused
on the Crispy Cream donuts he enjoyed beforehand. Then, right before he would start
his lecture, he would smile and embarrass me by thanking me for my introduction and
referring to me as “his boss.” That is how I remember Peter – not just as a magnificent
scholar but as a true friend.

The POSE Strategy Framework
Vijay Sathe
Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management

POSE is built on Drucker’s seminal work; it can be used to both assess and
diagnose the success or failure of strategy:
(1) Purpose: What purpose is the strategy supposed to achieve, why and how?
(1) Objectives: Are there clear objectives to monitor achievement of purpose?
(1) Strategy: What is the strategy and is it appropriate for achieving the objectives?
(1) Execution: How well is the strategy being implemented?
Purpose
Every enterprise needs to ask three simple questions about its purpose:
1. What is the purpose of this enterprise?
2. Why does the enterprise exist? Why is it important to employees and other
stakeholders?
3. H ow will the purpose be achieved? The appropriateness of the objectives,
strategy and execution will determine how successful the enterprise is in the
achieving its purpose.
The how question is obviously vital, but a focus on the how without the why puts
the cart before the horse. The horse is not going to go very far or very fast.
Ask business people why their company exists and many will say “we exist to make
money for shareholders.” But as Peter Drucker warned over 50 years ago, profit is not
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an objective. Profit is necessary, but the purpose of any business is to create and serve
a customer. Drucker’s warning was ignored by the advocates of shareholder value and
led to Enron, WorldCom and the other corporate scandals of this decade, as well as to
the financial meltdown of 2008.
Objectives
Most enterprises have plenty of financial and non-financial targets. But without a
clearly understood purpose, there is no way to talk about objectives that are meaningful
milestones on the path to that purpose.
Strategy
Drucker’s three famous questions provide clarity regarding the business and its
customers in light of the purpose of the enterprise: What business are we in? Who
is the customer? What does the customer consider value? Because all enterprises—
whether for-profit, non-profit, volunteer or government—have “customers” they serve,
Drucker’s approach can be applied to any organization.
Execution
There is an old and very silly debate about which is more important, strategy or
execution? And the simple answer is both. Without a sound strategy, the firm will
flounder. But what good is a sound strategy without effective execution?
There are four key elements to effective execution—having people with the right
skills that fit the job and the organization, motivating and aligning them with the
purpose of the enterprise using the right policies, and giving people responsibility and,
as Drucker emphasized, holding them accountable—not for performing activities but
for delivering results.
Conclusion
Built on Drucker’s seminal work, the POSE Strategy Framework is both an
assessment tool and a diagnostic tool. It can be used to assess how well an enterprise
is performing relative to its purpose and objectives. It can also be used to diagnose
how an enterprise can do better. One common malady is purpose-drift, i.e., the strategy
remains unchanged but the purpose has drifted. Another is strategy-drift, i.e., the
purpose remains the same but the strategy has drifted. POSE can help to diagnose such
problems and ensure that P, O, S, and E are internally consistent and aligned in order to
achieve success.

What I Have Learned from Drucker: Ask
the Right Questions That Can Change
People’s Life
Henry To
CEO, Peter F. Drucker Academy, China

I first met Dr. Drucker on April 2000. He opened our conversation with the
question “Do you think what you are doing now (management education) is most
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needed in China?” In another meeting, he reminded again that what we are doing, that
is “making available to China’s executives and entrepreneurs the best of the world’s
management knowledge and management tools is of vital importance not only to
China, but worldwide.”
In more than 10 times of meetings with Dr. Drucker, it was his questions that keep
Bright China Management Institute, now the Peter F. Drucker Academy going and
fulfilling its mission.
Frankly speaking, when Dr. Drucker asked this question 9 years ago, I do not
understand why our management programs are ‘so’ important and “not only to China,
but worldwide.” From economic perspective, China is one of the fastest growing
economies in the world. Since free market reforms in 1978 China’s GDP has grown an
average 9.9 percent a year.
While every business and investor wants to share the growth of China’s prosperity,
there is the other side of the coin. China is widely perceived as having problems
in business ethics. The latest crisis in 2008 was some baby formula manufactures
viciously added melamine, an industrial chemical used to make plastic and tan leather,
into their infant milk powder products. This is just another scary scandal after the toxic
paint toys in 2007 and many others.
Dr. Drucker taught us that one of the tasks of management is to manage social
impacts and social responsibilities. Business is an organ of the society and the wellbeing of the society is essential for the business’s survival. Therefore all business
should take up responsibilities for the employees, community and environment.
Chinese executives and entrepreneurs are not so conscious in such task and traditional
business schools are not taking up the role they should have. Some schools have
specific stand-alone courses for social responsibility or business ethics subjects.
However, this is not the idea of Dr. Drucker. The concepts of managing social impacts
and social responsibilities should be contained throughout all management courses. It
is not an independent subject that can be separated from leadership, strategic thinking,
marketing and sales, organizational behavior or financial and accounting subjects.
Moral responsibility should be included in all the management programs. Leadership
without ethical values or integrity is just a joke, and this joke caused the recent
financial tsunami in Wall Street and later became economy crisis of the whole world.
China can grow on a proper and healthy path. However, it could also go the other
way and may harm the world as it already becomes an economic giant. Dr. Drucker is
a force for good in the world. This is because he saw the threats of tyranny and through
management, he wished, a stable and prosperous society with business taking up
social responsibilities that are not done well by the other sectors can help to maintain a
functioning society.
When Dr Drucker talked about management, his major focus is on people,
human beings, precious creation of God. He emphasized the significance of mission,
effectiveness, productivity, responsibility, contribution and result but not ranking,
privileges, special rights, or power. These are the values that are mostly needed by
the Chinese students and that is why Dr. Drucker said our work is very important.
Teaching Drucker programs will not make Drucker Academy rich or grow in large
scale. However, this is an important task that Dr. Drucker passed onto our shoulder.
We are taking up an historical task and it is our honor to carry on his legacy in China.
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Drucker Academy is devoted to promote the study and practice of Drucker’s
teachings in China in pursuance of a prosperous, equal, righteous and harmonious
China. To me, Dr Drucker’s question has the same meaning as: “What do you want
to be remembered for?” My life has been changed by Dr Drucker, and so do many
followers of him.

Drucker’s Solutions for Functioning
Government
Pyeong Jun Yu
Yonsei University, Korea

Peter Drucker preferred to be called himself social ecologist. He wanted to observe
the human societies and explain many changes in them, as ecologists do the nature.
The main theme of Drucker’s intellectual journey is to discover what the functioning
society, institution, or individual is and what should be done to make their performance
more effective.
As social ecologist, Drucker was also concerned with governments and non-profit
organizations as well as business companies. His major arguments on the government,
scattered in his several books, gave us such lessons as the followings.
First, Drucker regarded the debate on the size of the government, small government
or not, as less significant, but more important to him was how to make the government
function. To do it, he asked for the vertical division of work between the government
and the private sectors. As the government became bigger, it failed to demonstrate its
performance and faced performance crisis.
Drucker’s solution to this crisis was to have the government that “governs,” which
is likely close to the today’s concept of “governance.” His “governing” government
demanded for the distinction of “doing” from decision making and the delegation
of the “doing” function from the government to the private sectors. He called it
“reprivatization,” which was expected to maximize the effectiveness through vertical
rearrangement of roles. Drucker observed that the practices for small government had
little achievement. His argument on “governing” government was to relieve us from
the excessive debate on whether the government should be smaller or not.
Secondly, he suggested an orchestra as the type of organizational structure which
most fits into such information-centered institutions as the government. The orchestra
has very flat structure with only the conductor as leader and its members as followers.
All its members share the scores as an information system, and each member has
some degree of self-control and self-responsibility for his or her own performance
and practices. In orchestra, the scope of supervision must be extended to the span of
communication rather than the span of control. The government could be never the
same as the orchestra, but the latter gives many lessons to the former on how it should
be structured and managed.
Thirdly, Drucker more emphasized effectiveness than efficiency in government
operation. Needless to say, it should be better if the government can make success in
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its cost reduction and efficiency improvement. Because the government exists in the
non-competition context and on the budget system, however, Drucker said that it is
desirable not to have too high expectations for government efficiency. More serious
problem is not lack of efficiency but of effectiveness in the government. He insisted
that the government must focus more attention on the attainment of missions and goals,
which had been underestimated due to too much attention on efficiency. It should be
more faithful to the missions, goals, and functions. And the government should learn
how to manage its performance to be more achievable.

Life Lessons from Peter Drucker: The Value
of Humility, Curiosity and Humor
Melinda Moers Harriman
Director of Alumni Relations at the Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management

Peter Drucker taught me to value humility, curiosity and a sense of humor. These
were lessons taught, not in the classroom, but from observing him engage with others
and reflecting on how he interacted with me.
It was my honor to know Peter Drucker, and count him as a friend, during the
last five years of his life. I met Peter in 2000 when I joined the Drucker School of
Management at Claremont Graduate University, as the Director of Alumni Relations.
Although I was never a formal student of his, Peter left a few powerful life lessons
with me, lessons that you won’t find in any of his 39 books, like: be humble, deeply
curious and nurture a keen sense of humor. These were not words he spoke, but were
echoed loudly by his behavior.
Peter Drucker was a man who met with great minds and business titans. Yet, with
all his amazing connections, he never used names to advance himself. Peter used big
names to advance a thought or story, but not his ego. He was arguably one of the great
minds of the last century, yet was deeply humble and valued individuals regardless of
their status, education, or wealth. I remember Drucker Day 2001 when we were taking
group photos of Peter with alumni. At 93, he must have been exhausted as I moved
and arranged the crowds of people in and out of photographs with him. When I finally
said to him, “O.K. Peter, we’re done.” He replied, “No, not until I have a picture with
you.” That photo sits proudly on my desk and reminds me daily of a man who could
have behaved arrogantly, as so many successful people do, making demands and only
making time for those who have money, power or influence. He had very little time for
such self-important people. He saw all individuals as having value and had a genuine
curiosity for what he could learn from anyone he encountered. He had a special way
of making you feel valued. I’ve heard countless similar stories from generations of
alumni.
Peter’s insatiable curiosity kept him young and dynamic. For him there was always
something new to discover and learn from anyone or anything he encountered. Peter
Drucker is so solidly connected to management wisdom that we often forget the broad
spectrum of his passions. To name just a few: He was voracious reader of the classics;
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a lover and scholar of art, Japanese art in particular; a lover of great music and a good
joke; and an avid hiker and mushroom hunter. His love of learning from all things,
reminds me to keep an open mind and look for new learning opportunities outside my
regular work life.
Peter always looked at the big picture, able to draw large conclusions about the
future from the past. He was very pragmatic, balanced by a fantastic sense of humor. I
remember him with a mischievous twinkle in his eye, and an inquisitive look upon his
face. He could always make me smile… the memory of him still does. I am grateful for
the lessons he gave me without ever being aware that I was being taught.
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会計報告等

【会計報告等】

収支計算書

財産目録

平成 21 年 3 月 31 日
（単位：円）

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）

【資産の部】
【Ⅱ 経常支出の部】

Ⅰ流動資産
現金及び預金

6 ,836 ,577
6,836,577

資産合計

1．入会金・会費
922,377

②大会費

900,861

①入会金収入

1,133,107

②年会費収入

小計

35 , 000

602,517

④前期前受け年会費

20,000

3, 573, 862

小計

4, 870, 000

①総 会・ 講 演 会
収入
2．管理費

一
Ⅰ

資産の部

二

流動資産

現金及び預金

平成 21 年 3 月 31 日
（単位：円）

Ⅰ
6 ,836 ,577

35 ,000
35 ,000
正味財産の部

1. 前期繰越正味差額

4 ,849 ,723

2. 当期繰越正味差額

1 ,951 ,854

正味財産合計

6 ,801 ,577

負債及び

資産の部合計
6 ,836 ,577

19,635
0
888, 732

小計

前受金

三

6 ,836 ,577

41,882

③支払手数料

流動負債

負債合計

資産合計

②会議費

正味財産の部合計

6 ,836 ,577

経常支出の部合計

4, 462, 594

645,000
小計

827,215

④雑費

負債の部

768,000

②大会収入

①通信・管理費

貸借対照表

3,190,000

2．事業収入

6 ,801 ,577

差引正味財産

830,000

③継続年会費収入

35 ,000

負債合計

830,000

15,000

⑥旅費交通費
3.5 口

収入

①総会・講演会

④コンテスト費

Ⅰ流動負債

【Ⅰ 経常収入の部】

1．事業費

③印刷製本費

【負債の部】

前受金
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4, 870, 000

3．雑収入
①受取手数料
②雑収入

7,053
124,395

小計
経常収入の部合計

131, 448
6, 414, 448

経常収支差額

1, 951, 854

前期繰越収支差額

4, 849, 723

次期繰越収支差額

6, 801, 577
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事業計画案及び収支予算案

正味財産増減の部
（単位：円）

【Ⅳ 正味財産減少の部】

自 平成 19 年 4 月 1 日
至 平成 20 年 3 月 31 日

【Ⅲ 正味財産増加の部】

1．資産減少額
減少額合計

529

1．資産増加額
0

①当期収支差額

1 ,951 ,854

0

増加額合計

1 ,951 ,854

当期正味財産増加額

1 ,951 ,854

前期繰越正味財産額

4 ,849 ,723

当期正味財産合計

6 ,801 ,577

事業計画案
•「ドラッカーひろば」

HP 上随時更新
• 学会誌発行 『文明とマネジメント』
年 1 回（印刷物として配布，HP 上随時更新）
• ドラッカー学会第 4 回総会及び講演会
2009 年 5 月 17 日
（日） 早稲田大学小野記念講堂にて開催
• ドラッカー学会第 3 回大会
10 月 25 日
（日） 北海道函館にて開催予定
• 2 009 年～ 2010 年 ドラッカー生誕 100 年記念
〈エッセイ〉
コンテスト
テーマ：
「ドラッカーと私」 募集締め切り 2009 年 7 月 31 日
（金）

監査報告書

収支予算案

私は，平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日までの第 4 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 21 年 5 月 14 日
ドラッカー学会
監事

佐藤等

収入の部
科目
総会収入
大会収入
入会金
年会費
継続年会費
受取手数料
雑収入
収入合計

（単位：円）

前期実績
768,000
645,000
830,000
830,000
3,190,000
7,053
124,395

予算額
1,200,000
600,000
1,000,000
1,000,000
3,300,000
35,000
35,000

6,394,448

7,170,000

前期実績
922,377
900,861
1,133,107
15,000
602,517
827,215
41,882
19,635
1,931,854
6,394,448

予算額
1,000,000
800,000
1,500,000
50,000
1,000,000
1,600,000
50,000
25,000
1,145,000
7,170,000

備考
＠ 8,000 × 150 名
@ 6,000 × 100 名
＠ 5,000 × 200 名
＠ 5,000 × 200 名
＠ 10,000 × 450 名

支出の部
科目
総会費
大会費
出版費
コンテスト経費
旅費交通費
通信・管理費
会議費
支払手数料
予備費
支出合計

備考

@ 250,000 × 4 回分
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役員
第4期

支部・研究会の活動

役員名簿

役職

役割
（担当）

顧問

氏名
野田一夫

現職

Branch Groups’ Study Activities

多摩大学名誉学長
ものつくり大学名誉教授，

代表理事

代表

上田惇生

理事

学術

小林薫

産業能率大学名誉教授

◇北海道支部

理事

学術

野中郁次郎

一橋大学名誉教授

◇仙台支部

立命館大学客員教授
◇東海支部：HS 名古屋「アウトプット
マネジメント研究会」

理事

学術

坂本和一

立命館大学教授

◇関東支部東京：「英語でドラッカーを学
ぶ会」

理事

学術・企画

藤島秀記

淑徳大学大学院客員教授

◇関東支部東京：ドラッカー「マネジメン
ト」研究会

（株）
代表取
ダイヤモンド住宅

◇関東支部東京：「ドラッカーの窓から明
日を考える研究会」

理事

総務

大平松男

理事

広報・ウェブ

上野周雄

理事
監事

企画

土井尚人
佐藤等

締役

◇四国支部
◇九州支部
◇技とマネジメント研鑽会
◇ドラッカー学会研究部会

（株）
エイジア常勤監査役
（株）
ヒューマン・キャピタル・
マネジメント代表取締役
公認会計士

◎北海道支部

函館，帯広，旭川で月 1 回開催されています．

①支部共催セミナーの実施

累積開催回数も 200 回を超え，熱心なファ

今年は，ドラッカー生誕100年の記念の年．

ンが着実に増加中です．なお運営事務局を

その栄誉ある地方大会を函館の地で開催す

従来の㈱ヒューマン・キャピタル・マネジメ

る運びとなりました．北海道支部では，大

ントからナレッジプラザに変更になってい

会への参加誘引を考慮して予備イベントを

ます．

函館の地で（有）ナレッジプラザ（代表：佐藤

③「経営実践のための読書会」キャンプ開催

等）と共催で行いました．また新たなドラッ

昨年に引き続き上田代表をお招きして札

カリアン発掘を目的に旭川でも上記共催セ

幌近郊で春季キャンプ，秋季キャンプを開

ミナーを開催しました．

催しました．1 泊の合宿タイプでたっぷり

6 / 26 日『プロフェッショナルの条件』の読
み方・使い方

参加人数

27 名

6 / 29 日『プロフェッショナルの条件』の読
み方・使い方

参加人数

15 名

②「経営実践のための読書会」開催

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
開催しています．1 回で進める量は，およ

北 海 道 で は， ド ラ ッ カ ー 学 会 発 足 前 の

そ 1 章，この一事をとっても中身の濃厚さ

2003 年より引き続き，いわゆる「読書会」を

が伝わると思います．現場の悩み，実務で

開催しています．主催の「日本ドラッカリア

の成功例はもとより，上田代表からは今ま

ンの会」は，2003 年 2 月に上田代表から名

で聞いたことがないドラッカーの人となり

前をいただいたものです．開催場所も札幌，

を知る貴重な情報提供など毎回大変盛り上
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がっています．お酒が入った食事中もその

特に悩みの相談に関しては，参加者の多

夏休みと冬休みを挟みながら，継続的に開

いただいています．小林先生は勿論，参加

後の二次会もドラッカーの話ばかりです．

くが親身になって考えてくれることが多く，

催し，本年 7 月で 23 回を数え，延べ 213 名

者の斉藤勝義さんもドラッカーと親交を持

翌日は感想や今後の合宿のあり方などを話

読書会中に参加者からのアドバイスがあっ

が参加しました．

たれたので，普段では知り得ない「人間ドラ

し合い散会となりました．今後は，全国か

たり，その後の協力関係が生まれたりして

ら参加者が出るようなイベントにしようと

います．
参加者の年齢構成が 20 代から 60 代まで

考えています．

会場は，当会の参加者で上武大学の谷崎
教授のご尽力と上武大学のご厚意で第 1 回

また，各分野で活躍されている経験豊富

以来，同大学東京サテライト大学院の教室

な参加者の皆様がお互いに学ぶ場にもなっ
ており，この特別な会が，今後も継続して

最後になりましたが，広域に及ぶ支部と

と幅広く，また地位や立場なども大きく違

を無料で継続使用させていただいています

して今後の活動のあり方を引き続き模索し

うなかで，参加者同士が年代や立場の差を

（授業と重なったために 1 度だけ，これも会

ています．

超えてドラッカーの本によってつながり，

員のご厚意で別会場をお借りしました）．東

活発に議論できることが楽しいです．

京駅から近いこともあり，静岡から新幹線



（紹介者：佐藤等）

みなさんに楽しんで参加していただいて
◎仙台支部
仙台では 2007 年 7 月より，「ドラッカー
仙台読書会」を毎月開催しています．2009
年 7 月現在までに 22 回開催し，延べ 140 名

ッカー」のお話を聞くこともできます．

を使って参加される会員もいます．

開催されますことを願っています．


（紹介者：上野鈴江）

◎関東支部東京：ドラッカー「マネジメン

いることと，運営者の私自身が楽しんでや

参加資格は，ドラッカー学会員が条件で

ト」研究会

っていますので，仙台読書会はまだまだ継

すが，英語レベルや使用頻度は不問として

［設立趣旨］

続していけそうです．

はじまりました．英語でドラッカーを学び

「マネジメントという『言葉』は，すでに世

課題としては，もっと多くの方に参加い

たいという参加者の意識は高く，各参加者

の中に周知されています．しかし，それは

ただきたい思いはありますが，その一方で

に順番が回るよう，定員は 10 人程度を理想

ドラッカーの提唱するマネジメントの『意

運営は（社）日本技術士会東北支部青年技

あまり人数が多くても議論がしにくいとこ

としていますが，常にそれを上回った会員

味』でしょうか」という素朴な疑問からはじ

術士懇談会にご協力いただきながら桂技術

ろがあり，積極的な読書会の宣伝活動を行

が参加しています．現在は参加者の募集は

まる研究会です．

士事務所にて行っています．

えていない点です．

しておりませんが，口コミによる中途参加

ドラッカーの言う「マネジメント」を適用

希望者も多く，空席待ちをお願いする状況

した 21 世紀の組織運営について，また「一

が続いています．

般教養としてのマネジメント」について，一

あまりの方にご参加いただきました．

技術士という知識労働者の生産性を高め

また興味範囲によって，課題図書をかえ

るために，技術士にもっとドラッカーの書

て複数の読書会を開催したい思いがありま

を読み，実践し，成果を高めてほしいとの

すが，業務に追われ頭に体が追いつかない

思いから，特に技術士仲間への普及に努め

のが現状です．

ています．
開催に当たっては，2007 年 5 月のドラッ
カー学会北海道大会で紹介された北海道支

参加費は，軽食代とその他の費用として
各回 1000 円をいただいています．

読書会終了後はいつも，近所の居酒屋さ

現在の勉強会の時間構成は，1 時間の The

んでさらなる意見交換をしながらおいしい

Daily Drucker， そ の 後 45 分 間 の フ リ ー デ

お酒をいただいています．

ィスカッションを行っています．The Daily

部の開催方法を参考にさせていただきまし

お近くの方は是非のぞきに来てください．

Drucker から 2 日分をテキストとして使用，

た．

仙台読書会の開催案内等については下記

1 時間かけて音読と翻訳を順番に行います．

参加者は毎回課題図書の指定部分（約 40
～ 60 ページを目安にしています）を事前に
読み，心に引っかかった部分に線を引き，
なぜそこが引っかかったのかについてメモ

のホームページをご覧下さい．
ドラッカー 仙 台 読 書 会 ホ ー ム ペ ー ジ
http://drucker-toc.com/cat 4880516 /


（紹介者：桂利治）

を持参します．そして，参加者それぞれか
らそれを発表し合いますが，自然とディス
カッションが発生します．

ぶ会」

いきたいと思っています．
［設立時期］
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

英語に精通された小林先生は，発音や読み

筆活動（論文，事例集，テキスト等の作

方のリズムを正してレベルアップに繋げて

成）

くださいます．ドラッカーの英語は奥が深
く，こなれた翻訳を目指して，参加者は奮
闘しています．難しい翻訳でつかえている

◎関東支部：東京「英語でドラッカーを学

緒に意見交換をしつつ，互いに学び合って

と，他の参加者からの応援の場を与えてく
ださり，最終的に小林先生が直してくださ

・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．

発表内容はさまざまで，各参加者が現時

「英語でドラッカーを学ぶ会」は，英語を

点で悩んでいることに関連する話や，関連

通してドラッカーを学びたいという会員有

する時事ネタの考察，読んでも意味がよく

志が，当学会理事で産業能率大学名誉教授・

軽食をとりながら行われます．テキストか

・貸し会議室などを利用して行う．

わからなかった部分についての確認などが

国際経営評論家の小林薫先生に講師をお願

ら学んだこと，英語で疑問に思っているこ

・2 ヶ月に 1 回開催する．

多いですが，そこから脱線して話がさらに

いしてはじまりました．

と，そこから派生する歴史や文化について，

・毎回当番を決め発表，その後，討議する．

小林先生からは，さまざまな分野の教えを

一定期間経過したら成果物としてまと

ふくらんでいくことが多いです．

2007 年 3 月に第 1 回を開催以来，毎月 1 回，

います．
フリーディスカッションは懇親を兼ね，

3 . 運営方法
・会費は無料とする．
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〈 第 8 回：2009 年 3 月 17 日， 場 所： 渋 谷 区

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，ドラッカー学
会 HP に掲載します．

立勤労福祉会館〉
1.「松下幸之助の仕事の哲学とドラッ

カー」小野雅子（学会推進委員）
＊ 2.「わが社の経営理念

･ ドラッカーから

・フ ァシリテーター

森岡謙仁
（学会推進委

＊ 3.「IT
 企業とマネジメント（分科会報
告）」伊藤年一（学会員），片貝孝夫（学

員）
・推進スタッフ

伊藤年一（学会会員），宗

初末
（学会推進委員）
，後藤辰夫
（非会員）
他
［現在の会員数］

会員）
〈 第 9 回：2009 年 5 月 19 日， 場 所： 渋 谷 区
立勤労福祉会館〉
＊ 1 .「セルフマネジメントとホスピタリ


1 . 研究会：30 名
2 . 分 科会（参加資格はドラッカー学会の会

ティ」三石昌夫（非会員）
＊ 2.「ドラッカー経営論と日本型経営」

西

員であること）
1）
「アントレプレナー」分科会：14 名
リーダー：根本雅章
（学会推進委員）
，
サブリーダー：丸山有彦
（学会推進委員）
2）
「マネジメント・スコアカード」

分科会：

島政信（学会員）
＊ 3 .「目標と成果

（分科会報告）」宗初末
（学会推進委員），丸山有彦（学会推
進委員）
〈第 10 回：2009 年 7 月 22 日，場所：渋谷区

10 名
リ ーダー：長島

2008 年 8 月より 2009 年 7 月まで上記の分科

スカッションするという形式をとった．ま

会活動を行った．分科会の活動成果報告は，

た，随時問題提起者を募り，各々の立場か

ドラッカー学会 HP（支部活動）に掲載して

ら発表・問題提起を行いディスカションを

いる．

行っている．とりあげた資料は「明日への指



針（ドラッカー：上下）」など．発表者は，菅

（紹介者：ファシリテーター・森岡謙仁）

野広治・大木英男・田中純・石川正宏など．

学んだこと」仙石通泰（非会員）

4 . 研究会のスタッフ

基
（学会推進委員）
，

サブリーダー：陣野壮太郎
（学会推進委員）
［活動報告（2008.11.18 ～ 2008.）］
Ⅰ . 研 究会活動状況（発表テーマと発表者：
＊印はドラッカー学会 HP（支部活動）に
掲載）
〈第 6 回：2008 年 11 月 18 日，場所：フォー
ラムエイト〉
＊ 1.「ラグビースタイルマネジメント」

根
本雅章（学会推進委員）
＊ 2 .「ドラッカー理論と仕事をつなぐ

『は
しご理論』
」
北原文司
（学会推進委員）
＊ 3.「リーダーシップは育てられる」

升岡
勝友人（学会員）
〈第 7 回：2009 年 1 月 20 日，場所：フォーラ
ムエイト〉
＊ 1.「自己実現理論

（マズロー）
とマネジメ
ント
（ドラッカー）
」
秋山幸子
（非会員）
＊ 2.「ドラッカーのキャリア開発理論」

市
川和臣（学会推進委員）

＊ 3.「ポスト資本主義社会における社会的
責任とはなにか」
上野周雄
（学会理事）

立勤労福祉会館〉
☆ 1.「ドラッカーとベンチャー企業経営」

熊沢拓（学会員）
☆ 2 .「ブレーンストーミング演習を実施

して」市川充（学会員）
☆ 3.「環境をビジネスにどのように生かし

ていくか」
菅野広治
（学会推進委員）
〈第 11 回（予定）：2009 年 9 月 16 日，場所：
渋谷区立勤労福祉会館〉
1.「社会におけるパーソナルマネジメン

ト」渡邊正人（非会員）
2.「経営企画とドラッカーのマネジメン

ト」北村和敏（学会員）
3 .「ドラッカーのマネジメント哲学」

上田
惇生（学会代表）

◎関東支部東京：ドラッカーの窓から明日
を考える研究会

融危機の本質と動向を考える」というテーマ

・事務局・司会進行：大木英男／丸山有彦

で講演をしていただいた．

・会員：登録会員 35 名

なお，Ⅰ期・Ⅱ期とも原則としてレポー

を行いそれをもとに全員でディスカッショ

トを作成し当学会のホームページに掲載さ

ンをおこなう．また，公開研究会では外部

れているが，特にⅡ期の場合は発表資料が

から有識者をお呼びし講演会を実施してい

ハードコピーの場合はレポートは作成して

る．

いない．

・これまでの活動状況
■第Ⅰ期（07 年 9 月からスタート）
①
「企業は誰のもの――問われる企業の株
主重視経営」
（問題提起者：藤島秀記）
② A：「ドラッカーのマーケティング発
想」
（問題提起者：大木英男）
B：「CSR：企業の社会的責任」
（問題提
起者：上野周雄）

また，Ⅰ期・Ⅱ期とも公開講座について
は，内容（講演者の資料または講演内容のリ
ライト）をご本人にチェックしていただいた
うえで，ホームページに掲載されている．
■第Ⅲ期（09 年 7 月からスタート）
第Ⅲ期は 09 年 7 月に第Ⅲ期の検討会を行
い 9 月から開始．09 年 3 月までの予定．


（紹介者：大木英男）

③ A：「実践経営モデルとしてのマネジ
メント・スコアカード―2 つのスコア
カード論への旅」
（問題提起者：藤島秀
記）
B：「CSR：企業の社会的責任」
（問題提

◎東海支部：HS 名古屋 「アウトプット
マネジメント研究会」
【目的】
ドラッカーを知らない，または一度は読

起者：上野周雄）

んだことがあるような初学者を対象として

そのほか，谷崎敏明・佐々木英明・花松

多くの方々にドラッカーの考え方を学んで

甲貴・井坂康志・宗初末・深澤重雄など

いただき実生活の行動に活かしていただく

会員による発表（問題提起）のほか，特

ことを目的としています．

別公開講座として慶応義塾大学名誉教

1）
「マネジメントと成果」分科会：12 名

本の国際化企業：国際化と経営パフォ

リ ーダー：宗初末（学会推進委員），サブ

ーマンス」というテーマで講演していた

リーダー：丸山有彦（学会推進委員）

だいた．

ダー：片貝孝夫（学会員）

状況は以上のとおりで現在に至っている．

研究会の形態：通常研究会では会員が発表

授である小林規威先生をお招きし，「日

リ ーダー：伊藤年一（学会員），サブリー

なお，08 年 11 月には緊急公開講座として
近藤健彦氏（明星大学教授）をお招きし，「金

・主催者：藤島秀記

Ⅱ . 分科会活動報告

2）
「IT 企業とマネジメント」分科会：11 名
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■第Ⅱ期（08 年 10 月からスタート）
藤島研究会代表が選定したドラッカーの
論文を事前に配布し当日それについてディ

①ド ラッカーの考え方を広く一般に普及
すること
②参 加者全員がアウトプット（発言）する
ことで知識を刺激しあうこと
③自 らの体験に基づいた話をすることで
現実社会を知ること
【開催日時】
毎月第 2 または第 3 金曜日の夜
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【内容】
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ワークショップ形式の読書会のいいとこ

技能を習得し続ける者）の目線からド

人と呼ばれる立場にあったとしても，その

前半は『ドラッカー 365 の金言』の開催月

ろは，多彩な参加者から多様なコメントを

ラッカーマネジメントを捉え，仕事を

仕事ぶりと成果への貢献度は確実に向上し

を読んできてもらいファシリテーターが解

聞くことができるところにあります．この

していく上でのマネジメントの実践の

ていきます．

説します．

多様なコメントが参加者に多くの刺激と気

仕方を学ぶこと

づきを生んでいます．いろいろな意見とい

3 . まだドラッカー・マネジメントに出会っ

な質問を一つ（例：ドラッカー 5つの質問等）

うものは，問題に対する認識の違いから生

ていない若い方に基本的なドラッカー・

について考え各人，自分の体験を踏まえな

まれます．それぞれの人が自分とは違った

マネジメントの方法論を伝えること

がら答えてもらいます．

現実を見，自分とは違った問題に関心をも

後半は

あるテーマを決めて，シンプル

【これまでの成果】

（3）活動状況

今後は，そのような方々との交流を希望
しています．秘密結社的に活動していきた
いと道を模索中です．


（紹介者：根岸正名）

◎ドラッカー学会研究部会

つがゆえに，いろいろな意見や認識が生ま

『経営者の条件』
『現代の経営』などのドラ

2005 年発足したドラッカー学会を通じ，

新方式スタートして 6 月で 4 回終了しまし

れるという事実が，いろいろな側面から物

ッカー名著集を読んで感想文を書き皆で読

P. F. ドラッカーの思想，理論等が産業界・

た．リピーターが 6 割ぐらいで毎回 10 名か

事をとらえ考える機会となっています．し

み合っています．また一年に数回ですがワ

学界に広く普及され，また数々の研究がな

ら 18 名の参加があります．参加者も学生か

たがって，ワークショップ形式の読書会は，

ークショップを開き，お茶をしながら楽し

されてきました．

ら会社員，大学職員，経営者，起業家など

現行の考え方で引き続き運営していきます．

い時間を過ごしています．しかし実際のと

この度学術研究者が中心となって「ドラッ

幅広く紹介でお知り合いを連れてくるケー

私が最近気になっていることが，一見客

ころメンバーそれぞれ本業が忙しく超スロ

カー学会研究部会」を発足させました．ドラ

スも増えてきています．学んだことを実践

の増加です．その方たちが，なぜ読書会に

ーペースな活動を展開しています．

ッカー研究の学術レベルへの向上とその深

に活かされて成果を上げてきている方も出

関心をもったのか，なぜ 1 回限りで顔を見

はじめているようです．今後も継続して活

せなくなったのか，その理由がわかれば，

動していく予定です．

今後の九州支部としての活動の参考になる

高い生産性を必要とされているのが，もの

のではないのかとの思いがあります．

づくりや医療，介護，福祉，教育などの現



（紹介者：前田紳詞）

このような読書会での実績は，これから
◎九州支部
九州支部の現在の会員数は 21 名です．昨
年の同時期に比べると 5 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 24 回を数えるま
でになっています．延べ参加者は，191 名

時代』，第 2 冊目が『非営利組織の経営』，第

今，現代社会において最も強いニーズと

場だと思います．

化・発展を目的としています．2009 年 8 月
29 日（土）に第 1 回研究会・発足会が立命館
大学朱雀キャンパスにて開催されました．
今後，半年ごとに関西・関東交互で開催
していく予定です．参加費は無料です．会

の九州支部としての活動に多くの課題を投

実際，仕事をしていて痛感するのが現場

員資格は査読付き研究論文 2 本以上の執筆

げかけています．これからの九州支部とし

で高い生産性をあげていくにはそれぞれの

者です．研究者の皆様のご参加をお待ちし

ての活動をどう位置づけ，方向づけるのか，

専門分野の能力に加えてマネジメント能力

ております．

いよいよもって地域社会に目を向けた活動

が必要だということです．

が必要になっているのかもしれません．


（紹介者：時津薫）

です．
読書会での第 1 冊目の選定図書は『断絶の

（4）今後の抱負と展望

◎技とマネジメント研鑽会
（1）発足の経緯

活動をスタートした当初から，私は，む

[ 当日の報告者（報告順）
]

しろ経営者でも経営管理者でもない製造工

三浦一郎氏（立命館大学経営学部教授）

場や建設現場や病院，学校，介護施設で働く，

種子田穣氏（立命館大学経営学部教授）

働き出して間もない方々とつながりたいと

宮内拓智氏（京都創成大学経営情報学部准

考えていました．大変な場所で働かれてい

教授）

3 冊目が『プロフェッショナルの条件』，第 4

当会の前身の読書会は本好きの仲間が読

ることと存じますが，現場で格闘している

井坂康志氏（東洋経済新報社）

回冊が『企業とは何か』です．第 5 冊目とし

書感想文を書き，皆で読みあい，語りあう

方にこそドラッカーマネジメントが必要だ

田中浩子氏（株式会社 Taste One）

ては『経営者の条件』が決定しています．

というものでした．ものつくり大学在学時

と存じます．

白珍尚氏（亜細亜大学経営学部専任講師）

図書の選定はいつも難しい作業ですが，

の頃からドラッカーマネジメントの必要性

なぜならば，ドラッカーマネジメントを

読書会の顔ぶれも多彩になってきたことも

は強く感じており勉強していましたが，仕

学び，実践していくことで確実に結果が変

あって，読書会に対する要望も多様になっ

事をしていてさらなる学習が必要だと思い

わってくるからです．たとえ，見習いや新

ています．

勉強会をはじめることにしました．

現在，研究テーマを設定して問題意識を
深めていこうという要望がありますが，現
在の参加者の顔ぶれを見るかぎり，共通の
テーマを設定することは困難だと判断して
います．

（2）目的
1. 広大なドラッカーマネジメントの全体
像を理解すること
2. テ クノロジスト（知識労働と肉体労働
の両方を行う者，知識の裏付けを持つ

坂本和一氏（立命館大学経済学部教授）
（研究会代表：三浦一郎，事務局：白珍

尚・井坂康志）
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『文明とマネジメント』バックナンバー目次

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
Back Numbers

539

ドラッカーの理念の実践....................................................................................................... 酒巻久
韓国ピーター・ドラッカー・ソサエティ（PDS）の活動............................... チャン・ヨン・チョル

ドラッカー先生の教え...................................................................................................... 伊藤雅俊
理想企業を求めて............................................................... エリザベス・ハース・イーダスハイム

Vol. 1 2007 年
■第 2 回大会レジュメ

■活動報告等

第 2 会大会スケジュール

ドラッカーに見る知識労働............................................................................................... 小沢道紀
ドラッカー思想を情報化に活かす.................................................................................... 谷島宣之
ドラッカーとマーケティング........................................................................................... 大木英男
21 世紀の実業を求めて.......................................................................................................... 瀬戸篤
Introducing People-Centered Management into a Public Organization:
A Case of the National Police Agency of Korea ................................................ Pyeong Jun Yu
ドラッカーの洞察眼――先天か，後天か............................................................................. 李在奎

ドラッカー先生と中小企業向けコンサルティング......................................................... 國貞克則
【基調講演①】大学新時代の作法――大学職員のイノベーション.................................. 高木直二

【基調講演②】賢慮型リーダーシップと知の方法論..................................................... 野中郁次郎
【パネルディスカッション】........................ 上田惇生，瀬戸篤，大島岳，谷島宣之，大塚三紀子

第 1 回「ドラッカーと私」最終審査結果

【優秀賞】ドラッカーと私――私のなかのドラッカー......................................................... 時津薫
The Drucker Society Global Symposium 出張報告.................................. 上野周雄，八木澤智正
支部・研究会・会員の活動

Vol. 2 2008 年
■巻頭

【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
■研究論文
GM とドラッカー――スローンはなぜ『企業とは何か』
（1946 年）を無視したのか．その結果は
.......................................................................................................................... 坂本和一

■研究論文および研究ノート
J. ワットとアダム・スミス.................................................................................................... 瀬戸篤

「マネジメント・スコアカード」体系化の試み.................................................................. 藤島秀記
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

「ドラッカーの顔」研究...................................................................................................... 大木英男
問われる企業の株主偏重経営........................................................................................... 藤島秀記

実学としての社会生態学に関す一考察――社会を見るための原理と方法....................... 佐藤等
知識と知識社会に関する一考察........................................................................................ 小沢道紀

ドラッカーから学ぶ「情報化」の基本................................................................................ 谷島宣之

近代社会認識の到達点とドラッカー思想......................................................................... 宮内拓智
非営利組織の原点を築いた P. F. ドラッカー――日本の民間非営利事業への警鐘............. 田中弥生
障害者支援におけるソーシャル・ファームの可能性――ドラッカー理論よりの検討......... 星野晴彦
ドラッカーマネジメント・思想の根底にあるもの――その思想と実践を結ぶ一考察............. 佐藤等

【研究ノート】渋沢栄一，安岡正篤，ドラッカー............................................................. 野上武利
【研究ノート】
『現代の経営』から学ぶこと........................................................................ 根岸正名
■第 1 回大会

報告論文・要旨

大学の革新――ドラッカーさんの「イノベーション論」から学んだこと........................ 坂本和一
ポストモダンの哲学........................................................................................................... 上田惇生

保守と変革.......................................................................................................................... 井坂康志
ドラッカーに見る日本的経営........................................................................................... 谷崎敏昭
ドラッカー・マネジメントにおける顧客の概念の意義について....................................... 時津薫
経営の現場で活かすドラッカー哲学――出来る奴になる方法とチャンスを見つける方法..... 土井尚人

情報化と労働..................................................................................................................... 谷崎敏昭

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
初期ドラッカー思想の理論的射程.................................................................................... 宮内拓智

プロシア軍に何が起こったか........................................................................................... 井坂康志
複雑性のマネジメント――ピーター・ドラッカーおよびニクラス・ルーマンの教訓
.................................................................................. ヴィンフリード・W・ヴェーバー

ドラッカー対ドラッカー....................................................................................................... 正慶孝
■研究ノート等

【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
【研究ノート】ドラッカー思想と中小企業経営............................................................. 田舞徳太郎
【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
【研究ノート】変革をマネジメントする仕組み................................................................. 丸山有彦
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

■講演録
（抄）
【パネルディスカッション】
マネジメントとは何か――過去，現在，そして未来
........................................... モデレータ：土井尚人，パネリスト：上田惇生，小林薫，


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

藤島秀記，坂本和一，佐藤等

【書評】
「時流とは異質のキルケゴール」................................................................................ 島田恒
【書評】
『断絶の時代』から学ぶこと.................................................................................... 根岸正名
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■実践レポート
事業家の本分......................................................................................................................... 東英弥
現場で生かすドラッカー................................................................................................... 土井尚人
ドラッカーと ODC................................................................................................................. 大島岳

未来への予見――人を中心とした変化を始動する................................................................. 林衛
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

『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針
Instructions for Authors for Civilization and Management 2010

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

◇本誌は年 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．

ドラッカー・スクール

◇論考の種類は研究論文に限ることなく，研究ノート，調査・実践レポート，評
論・書評，エッセイ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．

Drucker School of Management......................................... 八木澤智正
卓越したパートナーシップに向けて.............................................................. アイラ・ジャクソン

【特別レポート】ファンドとは何か――国富ファンドを例として.................................. 小森正彦
■講演録

なぜ日本画に心惹かれたか............................................................................. ドリス・ドラッカー
【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

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
ドラッカーの洞察眼――先天か，後天か............................................................................. 李在奎

◇編集計画および査読過程との関係上，投稿を予定される場合，刊行の 5 カ月前
（6 月末日）を締切りに原稿を提出していただきます．予定される方は，学会事
務局までご一報下さい．また，掲載された論文等についての意見・批評等も常
時広く募集しております．
◇なお，ウェブ版の
『文明とマネジメント』
については年間常時論稿を受け付けてお
ります．

ドラッカー先生と中小企業コンサルティング................................................................. 國貞克則
大学新時代の作法.............................................................................................................. 高木直二
賢慮型リーダーシップと知の方法論............................................................................ 野中郁次郎
革新こそ新たな伝統を生む............................................................................................... 小仲正久

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
■エッセイ

トヨタを変えたひと言――ドラッカーの指摘..................................................................... 桐山勝
P. F. ドラッカーと私......................................................................................................... 斉藤勝義
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
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

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
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
■活動報告
第 2 回「ドラッカーと私」最終審査結果
【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
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............ 上野周雄，八木澤智正

【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
会計報告等
支部・研究会の活動

【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．
◇投稿者の掲載名称は実名とする．
（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，戦略論等に関する調査レポート，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実践事例等に
ついてのレポート等．
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評論，書評
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（3）
原稿作成上の注意
①論文
◇ A 5 判横組，並製，カンマ・ピリオド（．，）使用，数字・アルファベット等は半角，
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．
◇タイトルは和英文併記とし，本文冒頭に 50 ワード程度の英文サマリーを添付．
◇引用部分，注については，原則として文末脚注形式とする．
◇文末に，略歴を添付．形式は問わないが，概ね「現職」
「最終学歴」
「職歴」
「関心
領域」
「研究あるいは実務上の業績」等具体的な事実を掲載．

Civilization and Management 2009

②ノート，調査レポートその他
字数7000字程度．執筆方法は上記論文に準ずる．タイトルは和文英文併記とし，
略歴は論文に準ずる．

2009 年 11 月 19 日 発行

Date of Issue November 19, 2009

③その他
（評論，書評，エッセイ等）
：字数 4000 字程度．タイトルは和文英文併
記とし，略歴は論文に準ずる．

発行者
Publisher

ドラッカー学会

学会代表
President

④選考方法
論文，研究ノートについて，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

Drucker Workshop

上田惇生
Atsuo Ueda

責任編集者 井坂康志
Chief Editors Yasushi Isaka

電話番号，Fax 番号，E メールアドレス，論稿の種別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．．

上田惇生

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

藤島秀記

坂本和一

三浦一郎

Atsuo Ueda

Hideki Fujishima

Kazuichi Sakamoto Ichiro Miura

Chikao Ueno

Hitoshi Sato

Hisato Doi

佐藤等

本文 DTP ／表紙デザイン
Book and Cover Design

土井尚人

瀬戸篤

Atsushi Seto

稲岡淳一

Junichi Inaoka
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（5）
論稿の対象分野
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