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企業家とは，資源に富を生む力を与える人たちのことだ．それだけだ．
―『断絶の時代』

仕事の仕方は強みと同じように与件である．修正できても，変更すること
はできない．―『明日を支配するもの』
今日，完全な青写真を提示している者は，何が本当の問題かを知らないこ
とを暗に白状しているにすぎない．―『産業人の未来』
優れた組織の文化は，昨日の優れた仕事を今日の当然の仕事に，昨日の卓
越した仕事を今日の並の仕事に変える．―『現代の経営』
今日世界は，近代的であると同時に，際立って非西洋的な文化を必要として
いる． 世界は，ニューヨークまがいやロサンゼルスまがい，あるいはフランク
フルトまがいの日本ではなく，日本的な日本を必要としている．
―『すでに起こった未来』

社会の本質とは，
静的な量ではなく動的な要因である．事実の集積ではなく，
事実に意味を与える表象である．平均ではなく，代表的存在である．
―『企業とは何か』

生産的であることが，よい人間関係の唯一の定義である．―『経営者の条件』
判断の代わりに公式を使うことはつねに間違いである．―『現代の経営』
イノベーションには地平線のかなたの稲妻を電力に変える働きがある．

―『テクノロジストの条件』

何が受け入れやすいか，また何が反対を招くからいうべきではないかを心配
することは，無益であって，時間の無駄である．心配したことは決して起こ
らず，予想しなかった困難や苦情が突然，ほとんど対処しがたい障害とな
って現れる．―『経営者の条件』
内を見るよりも外を見るほうが易しい．しかもそのほうが賢い．
―『非営利組織の経営』

できない子は，生まれつきではなく，できる子であるわけがないという決め
つけからつくられる．―『断絶の時代』
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【インタビュー】ドラッカー・スタディーズの未来
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― 根とは思想家としての側面か．

【インタビュー】

ドラッカー・スタディーズの未来

上田

そう考えて差し支えないと思う．しかしそれは意識して取り組まれなけ

ればいつまでも注目されることはないだろう．ドラッカーの場合，その強烈な

The Future of “Drucker Studies”

現実へのコミットメントの深さから，思想体系について独自の解釈が試みられ

上 田 惇 生（本会代表）

ることは少なかった．

井坂 康 志

とともに知覚を重視した．そのために，専門研究者としての適性を欠くとさえ

Atsuo Ueda

インタビュアー / 構成  

（本誌編集委員）

Yasushi Isaka

その問題意識はあまりに立体的かつ多面的だった．方法論においては，分析
された．学界の側に，彼を適切に評価できるだけの尺度がなかった．目に見え
ないながら全体の働きを支えるのが根の役割なのだから，
当然と言えば当然だ．

窓―新文明の物見の役

しかし彼の業績が適切な評価を受けることなく，断片的ないし限定的にしか
受容されなかったのも，
もはや過去のことである．
根が目に見えないからといっ

―さまざま形でドラッカーをめぐる研究と実践が進んでいる．現状をどう
見ているか．
上田

ドラッカーは，現代文明の窓の役を果たしているのだと思う．ゲーテの

『ファウスト』に登場する物見リュンケウスの役である．
いわばわれわれはドラッカーの窓を通して，今いかなる時代にあるか，いか
なる未来を創造すべきかを理解しようとしている．
では窓とはどのようなものなのか．窓というとき，そこには 2 つの物事があ

てそれが存在しないということにはならない．
それは評価する側の問題である．
そもそも大事なものは目に見えない．
改めてきちんと目を向けるならば，やはり彼は語彙の正確な意味での思想家
だった．書斎にこもって観念の遊戯にふける浅薄な思想家ではない．現実と格
闘し，時代を創造する思想家だった．そこには経済社会における実践知の結び
つきを強く意識し続けた思想家，ともすれば特異な思想家という面があった．
一橋大学名誉教授の野中郁次郎氏が彼をジャーナリストと定義した通りだ．

る．1 つは「窓」そのものである．枠組み，フレームと言い換えてもいい．も

彼が警世家として世の表舞台に登場したとき，手にしていた武器は思弁に偏

う 1 つは，
「窓を通して見えるもの」である．風景あるいは情景である．車窓を

するものではなかった．その知的な営み全体が，実践的関心によって貫かれて

眺めるとき，われわれは窓を見ながら，同時に流れゆく風景を見ている．2 つ

いた．それだけではない．いっそう重要なこととしてその思索は具体的解決策

のものを同時に視野に収めている．

を導出するうえで不可欠な思考の型を備えていた．

前者は「窓」という構造に内在する制約，あるいは固有の機能である．他方，

マクルーハンがいみじくも彼を「現代に甦るキケロ」と評したように，広範

後者は，流転する世界の情景である．いわば変化せざるものと変化してやまぬ

な知的分野に恐るべき精通を示し，それらを寛容に継承しながらも，自身の業

ものという両極の視角である．ドラッカー研究をさらに深化させるには，この

績は既成の学問の範囲と方法を超え，新たな問題像を提起するものだった．

2 つの視角が念頭にあってよい．
じつは，
この問題意識は，
経営学者としてのドラッカーのものではない．もっ

彼の提示した世界，ドラッカー・ワールドとも言うべき新たな地平にいまだ
名を持たない学が広がるのを感じないわけにはいかない．そのためにこそ，
今，

と深く精妙なもう一つのドラッカーの姿である．恐らく今後いっそう注目され

次の百年のために礎を固めておかなければならない．そのためには彼の業績に

るべきは，
彼の思考様式に関わる問題意識であろう．いわば，それはドラッカー

見られる価値概念および方法論が，今後考察の対象とされる必要がある．さら

思考の根をなすものだ．根さえしっかり張っていれば，後は幹や枝，葉はいく

に，人・思想・学問の観点から，総合的な検討がなされなければならない．も

らでも伸びていける．現在なすべきは根を深く張ることだ．

ちろん，その研究は体系と共に実践を，同時的かつ複合的に巻き込んでいくも
のである必要がある．
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それは社会科学か

【インタビュー】ドラッカー・スタディーズの未来

― そのうえで心得るべきことは何か．
上田

― ドラッカー思考は，社会科学の一領域としても意味を持つか．
上田 「イエス」でもあり「ノー」でもある．しかもこのことこそが，ドラッカー
研究の最大の課題である．
一般に，特定の社会科学領域の研究においては，事実上暗黙の方法論的全体
像が存在するため，その学問性を改めて論じる必要性には乏しい．およそ学問

5

ドラッカーの思想は生きて働く．生き物は生き物として扱わなければな

らない．死体解剖をいくらしても生きて働くものの本質を極めることはできない．
彼の提出したコンセプトを機械的につなぎ合わせるならば，その意向は質的
に損なわれる．生命は実践の中でその具体像を現す．しかも，彼の全生涯およ
び全業績を統合的に照射する視線が不可欠となる．だからこそ，人・思想・学
問の総合的な視座が必要となる．

と称するものは程度の差はあれ同じである．合理性の呪縛から逃れていない．

さらには，現在ドラッカーに対して持たれているイメージや解釈に新たな光

しかし，ドラッカーはある面で，社会を中心に考えながらも合理性の呪縛に

をあて，新たなパラダイムを提出する作業が必要になる．いわばドラッカーを

とらわれていない．その思考様式自体が一つの科学的方法論への批判を含んで

発明し続けることが必要になる．

いる．
その証拠に，ドラッカーは膨大な著作と論文を通じて自らの思想を明らかに

傍観者の哲学

したが，自らの学問的位置付けについてはほとんど関心を持たなかった．学派
も弟子も持たなかった．論争を挑んだり，論駁することを好まなかった．おお

― かなり大胆な提言だ．基底にある考え方を要約してほしい．

むね社会科学の論争というものが有益であったためしはない．大切なのはもの

上田

ごとを現実次元で前に進めることである．彼はそのことを知り抜いていた．知

はほとんどない」と述べた．ドラッカーが精緻な理論化・体系化への反発から

的遊戯に関わる暇はなかった．

自らの歩みをスタートさせていることがよく窺われる一文だ．

かつてドラッカーは私宛ての手紙で「理論は体系化する．創造すること

しかし，だからといって，自らの思考の枠組みを隠し続けてきたわけではな

おおむね社会科学者というものは自説の正しさを論証しようと躍起になって

い．それは彼特有のいくつかの思考の系をたどることで知ることができる．そ

いる．四六時中侃々諤々無益な怒号が飛び交っている．それとは反対に，彼は

のためには，彼特有の思考の脈絡を全体的に捉えていく必要がある．思考の流

自らの正しさを証明しようとしていたようには見えない．むしろ一歩退いて全

れそのものを意識する必要がある．そのような作業を通じて，彼の世界を捉え

体を見る傍観者だった．

ることは可能となる．

だが考えてみれば，理論化はあまりに多様な思考活動の一部に過ぎない．

もちろんその作業は，ドラッカーが提起しながらも注目されることも検討さ

では，ドラッカーは何を基準に自説を展開したのか．彼の自己規定はいくつ

れることも乏しかった新たな領域を彫琢するだけの繊細な意識にもとづいて行

かあるものの，その主たるものの一つが「書き手」だった．彼は自らの活動に

う必要がある．なぜなら，ドラッカーの思考回路そのものを見ていく必要があ

ついて「私はただ書いている」という．『すでに起こった未来』に次のような一

るからである．

節がある．

しかもそれは固定的なものではない．生成発展し流転してやまぬ現実を見る
ための装置に過ぎない．既存のドラッカー理解にとらわれることなく，むしろ

「何をしているかと聞かれれば，私は『書いている』と答える．体の動きとし

新たなドラッカー像を大胆に発明していく気概があっていい．思考様式の形成

ては，そういうことになる．20 歳以降，私にとって書くことは，教えるこ

における大胆な解釈と実践が新たに行われるべきだ．それがこのドラッカー学

とやコンサルティングすることなど，あらゆる仕事の基礎となってきた」
．

という新たな学を展開する者の務めである．
― その意図はどこにあったか．
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彼の特徴は，既存の語彙，コンセプト，思考方法に束縛されず，むしろそれ
らを新たに創造してきたところにある．
処女作『「経済人」の終わり』の書評において「ドラッカー氏の特徴は，われ

【インタビュー】ドラッカー・スタディーズの未来

上田

7

とはいうものの，ドラッカーについての体系的な研究というものも少な

からず存在する．それは，ドラッカーの言語・論理空間を既存の理論上のコン
セプトやルールに細分化して，再構成しようとする．

われの頭脳を刺激してくれるところにある」と喝破した 20 世紀最高の知性ウィ

だが，われわれの関心を引いてやまぬものとは，ドラッカーの体系そのもの

ンストン・チャーチルの言が，ドラッカーの本質を見事に言い当てている．頭

ではない．彼自らがいうように，理論は体系化するものの，創造することはほ

脳を刺激するとはどのようなことか．啓発的ということである．啓発的である

とんどない．

ために合理の体系は必ずしも必要ない．むしろ合理の呪縛から逃れ，新たな地

『現代の経営』はマネジメントに関する代表作といってよい．章ごとの独立

平に目を向けようとするがために啓発的なのである．近代合理主義超克のプロ

性が高く，いくつかのテーマが複層的に展開する．理論書として見ると粗雑で

セスがそこにはある．

ある．だが，それは体系的であることを嫌うドラッカーがはからずも行った戦

しかもそれは自覚的な追求だった．意識して行った．言語やコンセプトを通

略的配慮ともとれる．

じて人や社会の精神に霊気を吹き込んでいた．それこそがドラッカーの目論見

むしろ体系性のなさゆえに，高度な理論化を試みるものは，道半ばにして途

だった．見て，伝えること，すなわちゲーテ『ファウスト』の物見の役リュン

方に暮れることになる．彼自身精密な体系性を志向してはいなかった．論文そ

ケウスさながらに，意識を高め，行動を促していた．時代全体の目の役を果た

のものがエッセイ的な作風を特徴としている．そのことは同時に，回答を示す

した．魂を触発した．

のではなく，
問題の所在を探り当てる熟練の職人の技という印象を醸している．

その種のことを自覚的に追求する者にとって，論証や論駁は程度の低い遊び
に過ぎない．しかも，その作品は公理や定理などよりはるかに巨大な感化力を

社会科学者の群像の中に彼に似た者は少ない．少なくとも主流は占めえなかっ
た．研究対象としてのドラッカーの相貌が単純でないのは間違いない．

持つ．読みつがれ，人を刺激する．意識を覚醒させ，行動を促す．人と社会を
変える．

ドラッカー・スタディーズを始める

― もっと詳しく説明してほしい．
上田

やはりドラッカーは書き手だった．それを通して人が本来持つ活動的な

― 本質的なことを伺う．ドラッカーの知的世界を総合的に考究対象とする

魂をこじ起こした．そうであるならば，何よりも語る当の内容が，人々の関心

領域として「ドラッカー・スタディーズ」あるいはドラッカー学ともいい
うるものは成立すると考えるか．

を惹くものでなければならない．
革命的論者に共通する要因が一つだけあるとすれば，時代を象徴するベスト

上田

成立するかというより，成立させなければならない．現在そのような領

セラーの書き手であることだ．論理の使い手である前に，すぐれた言語の使い

域ほど実需のある知的分野は存在しない．
そのためには，
さらにいっそうドラッ

手だったということだ．言語とは思考そのものである．自らの物語を他のもの

カーの人・思想・業績を精緻に深めていく作業が必要である．

よりも魅力的と思わせなければ何も始まらない．しかも，そこでは他の論者を

まず彼の生きた時代を知っておくのは必須と思う．ドラッカーは，思想家と

批判・論駁する必要はない．人を感化し，霊気を吹き込み，活発な魂を揺すぶ

してのみならず実人生においても，身をもって 20 世紀の十字架を背負って生

るだけで十分である．

きた．マネジメントを発明した彼の前半生そのものが，20 世紀の負の陰影を

岩崎夏海氏の『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメ
ント』を読んだら』が時代を画するベストセラーとなったのも，ドラッカー的

色濃く帯びていた．
政治の書『
「経済人」の終わり』
（1939 年）が彼の執筆活動の出発点となった

世界を正確かつ克明に反映したためだった．

のは，その意味で必然だった．魔物との闘争をモチーフとしたこの書は彼自身

― かなり研究対象としては複雑な側面を持っている．

の闘争の宣言でもあった．
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正統保守主義の復権

定は，現実を起点として常に未来に向かっていた．われわれに 21 世紀をいか
なる時代とするかという責任をも鋭く突きつけた．われわれがドラッカー・ス

― 先に思想家としてのドラッカーにふれたが，思想史との関係で重要なコ
ンセプトはどんなものか．

タディーズを創造していかなければならないのはそのためである．しかもそれ
は，21 世紀文明の道標を果たしうる学として成立させなければならない．

上田

―その中心にあったコンセプトは何だったか．

重要な側面がある．そこでは彼の文明観，イデオロギー観，歴史解釈，近代合

上田

理主義批判といったさまざまな思想的土壌が観察できる．

終生関心を抱き続けたものが文明だった．マネジメントの体系も社会観

も，すべて文明への関心から派生したものである．他の著作物においても，し
ばしば文明の語が使用され，彼の思想の鍵となる概念として登場する．
文明を一義的に捉えることは容易でない．通念ないし定義としては，
「人知
がもたらした技術的物質的所産」として捉えられる．メソポタミア文明や地中
海文明といったものがこの観点から括られる．
しかし，
それではドラッカーのいう文明を語るには十分ではない．なぜなら，
彼にあっての文明とは，技術や物質の進歩といったもの以上に，人々の持つ精
神的・価値的側面に力点が置かれているからである．
余談になるが，彼は『浪費された世紀（The Wasted Century）
』という文明批評

正統保守主義であろう．ドラッカーには正統保守主義者というきわめて

そこで特徴的なのは，彼の思想が左右の枠組みに収まらない点にある．とい
うのも，全体主義のみならずマルクス主義への激烈な批判，遡ればフランス革
命のジャコバン主義への否定的評価，さらにはそれと好対照をなすアメリカ独
立革命や明治維新への賛同は，かつての冷戦文脈では右翼的に見える．
だが一方で，彼の経済政策やイノベーション論を見る限り，彼ほどに急進的
な論者はいない．特に経済ではなく社会を中心に据えた議論を行う点でこのこ
とは際立っている．
ドラッカーの保守主義によるアプローチは，
第二作『産業人の未来』
（1942 年）
でより鮮明に明示された．この書は戦後における産業社会の彼の構想の起点を

を書く準備をしていた．結局形にはならなかった．タイトルからも，彼が自ら

雄弁に物語るものだった．それは，産業社会なる新たな原理の諸相を踏まえ，

間近に見た 20 世紀文明への深い失望が伺われる．それはわれわれ自身が書く

機能する社会の再構築を志向した．

べき新たな書物の序章である．そのためにこそ，彼の目に映じた 20 世紀文明

ここでいう保守主義によるアプローチとは，簡単に言えば，特定の青写真に

を理解する必要がある．

従って社会を統御改良できるというモデルへの懐疑を重要な足場として持つい

―マネジメントとはどう関係してくるか．

わば反計画主義，反構成主義である．20 世紀の思想潮流において，この思考

上田

の枠組みは決して見過ごすことのできないものだった．というのも，真っ先に

マネジメントこそが，20 世紀文明の終焉にともなう新たな文明の登場

を特徴付ける知的枠組みとならなければならない．それをいち早く見抜いたド

彼の批判の俎上に上ることとなった資本主義，社会主義，全体主義のみならず，

ラッカーの思考様式自体が，強い時代性を持ったのは当然だった．

20 世紀型国家社会，企業の実に多くが，程度に差はあれ，この種の計画主義

特にブルジョア資本主義，マルクス社会主義，ナチス全体主義との対抗関係

的思考を併せ持ったためである．

において，彼の基礎的思考は後の活動をほぼ規定し尽くしたといっていい．青

彼が 80 年代にいち早く民営化の必要を説き，欧米政治に巨大な影響力を持

年期のドイツにおける思想形成は，いずれも危機の時代における野心に満ちた

ち得たのも，この彼に特有の知的ベースとしての方法論に起因するところが大

思考実験だった．マネジメントは時代診断の結果紡ぎ出された処方箋の一つだった．

きい．こうした文脈で読み解くとき，はじめて彼のブルジョア資本主義，マル

とするならば，ドラッカー理解のためには，まず時代診断の立場に力点を置

クス社会主義，ファシズム全体主義への批判の原点を読み解くことができる．

いてその解釈構造を探究する姿勢が不可欠となる．事実，彼の著作群に通底す

同様に，マネジメントに関する一連のコンセプトの骨格をなすのもこの保守

る思考とは，時代診断の結果捉えた文明の方向喪失の危機を，政治的な展望に

主義的アプローチである．そうした意味で彼の方法論は，20 世紀の多様な諸

望みをかけることで克服しようとするものだった．

問題との複雑な交流関係を捨象して考えることはできない．

10
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みならず，ドイツ語圏の精神史と社会科学が論争的に関わり合ってきた中心的
な課題への回答でもあった．実践的でありながら思想的であるのはそのためだ

― 保守主義こそが有用なアプローチだ．
上田

しかも，保守主義とは 21 世紀文明の中核的方法論でなければならない．

と思う．
少々難しい言い方を許していただければ，ドラッカーの世界観では，具体的

真の保守主義は，ユートピア建設の無謀を冒すことなく，むしろ伝統や慣習の

存在としての個物と，普遍的存在としての公共物がどんなときも主要な射程に

価値を守る．それらを現実の文脈で引証しつつ，有用なものはなるべく未来に

収められている．要は，現実と思想との間に明確な壁がない．理と事が無碍の

残そうとする．しかも，手になじんだ道具を使う．

ものとなっている．幾星霜を経た森のようなものだ．瑞々しく萌える枝や葉も

簡単に言えば，人間や社会とは完全な存在はなく，ゆえに完全な制度を発明
することなどできないという前提に立つ．
ならば慣れた手段の使用を優先させ，
まがりなりにも現実を起点に前進していこうとする．
昨年の本誌で「ドラッカー・プレミアム（DP）
」のコンセプトを提起した．
早々に北海道で同名の研究活動が立ち上がった．ドラッカー・プレミアムは素

目に見えることのない古い根によって支えられている．
企業のマネジメントがその典型だ．彼のマネジメント論の出発点は政治学で
ある．
「産業社会は正統性ある社会として成立するか」というきわめて政治的
に古典的な問いからスタートしている．
そして，
その社会の主人公が企業であっ
たというわけである．企業のマネジメントはそこからはじまった．

朴かつ地道な活動である．要求することも少ない．ただうまくいっている事実

だが，あえて解釈してみれば，その組成を見る限りたかだか私的徒党に過ぎ

を聞き取り，記録することだけである．そこにあるのは，問いと事実の記録を

ない企業組織が，新たな社会の中で公共的役割を果たしうることに注目してい

蓄積し，伝えていくことだけである．それらの一つひとつが，きわめて効果の

たことがわかる．そればかりではない．彼は企業こそが新文明成立の生命線で

高い啓発の機縁となる．望ましい明日を創造する酵母の役を果たす．

あり，培養源たりうることにいち早く気づいていた．そう考えれば，深い思想

この活動のポイントは，意識されざるすぐれたものを意識せよというところ

的射程に貫かれつつ，その目線の先が常に現実現場を正確に把握していたのは

にある．意識されることが体系化の重要な機縁となる．人間も組織も不完全な

当然とも言えた．かくして彼こそまさに文明の先覚者だった．

存在ながら，きちんと観察すれば必ずうまくいく．そのためには，いきなり理

― その観点からするならば現状ドラッカー・スタディーズを追求するうえで
われわれが目を向けるべきコンセプトは何か．

論に飛びつくのではなく，現象を丹念に描いていくことだ．
定義や原理などはドラッカー・スタディーズに取り組む者からすればたちの

上田

日本だけでなく世界全体について言えることだと思うが，組織における

悪い遊びに過ぎない．解釈は読み手がそれぞれに行い，得たい人が得たいもの

コミュニティ性だ．これはドラッカーの保守主義の中では比較的地味なものの

を得る．そんな多様で豊穣な実践研究であってほしい．このドラッカー・プレ

一つながら，およそ考えうるかぎりなくてはならない必須のものである．

ミアムがドラッカー・スタディーズの実践領域の柱となる．しかも，その方法

保守主義の要諦とは未来を共有するのみならず，現在と過去をも共有するこ

論は正統保守主義の忠実な嫡子である．実際に，
ドラッカーの GM 研究たる『企

とである．その時間軸は，過去，現在，未来である．そのプロセスに対し，ア

業とは何か』が，ドラッカー・プレミアムの先駆であり金字塔である．

イデンティティが育まれなければならない．そこに，マネジメントという保守
主義の産物が，文化や文明の懸け橋たりうる一番の理由がある．

機能する社会の再構築

すなわち，文明や文化というものは過去における意図を継承し，その重みを
意識しつつ創造されるものでなければならない．伝統や慣習，価値観というも

― 一見無関係な深い思想的営為と生きた実践が瑞々しく絶妙に一致すると
ころがおもしろい．
上田

ドラッカーの思想体系は，過去の知的伝統から受け取った遺産であるの

のが常に意味を持つ．その場合の主語は「私」ではない．
「われわれ」である．
すなわち，人と人との絆や信頼のないところに現実の世界は成立しえない．
絆の重みが理解できない人や組織はコミュニケーションがとれない．コミュニ
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ティこそがコミュニケーションの基礎であるのは古今東西変わるところがな

的視座に貫かれる根源的な問題でもある．
しかもそのような意識は，
ドラッカー

い．それが理解できない人や組織は，社会の成立にとって危険な存在となる．

の人・思想・学問の三層を貫く視角でもあった．そこに文明の担い手としての

ドラッカーが攻撃的な企業買収を嫌ったのはそのような事情もある．

マネジメントの原点があった．

では，コミュニティとはいかなるものか．それは，実体的な意味での民族や

なぜなら，普遍化とは言い換えれば概念の一般化であると同時に，計画主義

国民国家といったもの，あるいは伝統的な共同体を包含するコンセプトであり

や全体主義の生命線でもある．ドラッカーの場合，西洋＝近代文明とする一元

ながらも，それらと完全にイコールなものではないと思う．特にその傾向はグ

的な図式をはるかに超えて，近代合理主義への批判的視角，さらには超克の意

ローバルな世界にあってますます強まっている．

志をもって自らの言説を押し出していった．その意味で彼のマネジメント論の

かつてコミュニティは，ある種の運命による契機付けを経ていた．個を緊縛

本質は，近代合理主義に対抗しうる秩序の創出に関わるものだった．

する側面もあった．だが，現在のコミュニティはある意味で強みや価値観を共

その証拠に，マネジメント発明の背後にある問題は，主体としての組織や個

有する組織としての共同体である．それは自然的なものというよりも，意識的

の合理性，主体性にあったわけではない．むしろ，組織や個人の合理性，主体

なものである．自覚的な責任とともに選択された絆である．そこから生まれる

性の絶望的なまでの欠如にこそあった．
「浪費された世紀」たる 20 世紀の絶望

成果が未来を創造する．

と不安を虚心坦懐に受けとめたとき，それらに代わる新たな秩序やそれらに関

実存と自由を併せ持つ人間存在が，意識的に選び取った過去・現在・未来を

わる手法といった諸制度を創造しなければならなかった．世界が本質的に人間

共有する状態，それが彼の言う機能するコミュニティである．そこでは，自然

の理性を超越して複雑でかつ危険である以上，その現実に立脚した議論をして

的な過去，所与としてのアイデンティティともいいうる得体の知れぬ観念は自

いかなければならなかった．人間が自らの理解を超越する諸力に支配されるこ

覚的に排除され，無批判な受容を拒否する思考へと結びついている．集団その

とをも認めなければならなかった．

ものの自律性が個を圧倒するようなことは断固として拒否される．

そこで信頼しうるものは何だったか．徹底的な個物主義を貫きつつ，それら

いわば責任を伴う選択としての自由が尊重される．人も組織も責任と自律性

が普遍ないし理想に到達しうるとする実践原則だった．われわれはその原則の

によらなければ自由たりえない．多様な個が創造していく公共物としての組織

集積体系をマネジメントと呼ぶ．そのような思想を具現化し，実践原則とする

がドラッカーにあっては強調される．それが彼の言う機能する社会である．

ならば，まさにこの世の現実がとほうもなく具体的であり，とほうもなく複雑
であるために，その「知られざる」事実からスタートせねばならないことが自

人・思想・学問を貫く視角

明となる．そしてこのことがドラッカーの方法論において原点をなすとして過
言ではない．

―ドラッカー・スタディーズが成立するとした場合，何を期待するか．
上田

21 世紀以降の文明社会にとって，一つの主要な実践的補助線となるこ

ドラッカー・スタディーズの未来

とだ．いわば常時参照可能な窓の役割を果たすようになることである．近代合
理主義なる数百年文明を支配してきた根本原理に取って代わる新たなアプロー

― 今後のドラッカー研究の展開可能性について手がかりがあれば教えてほ
しい．

チを指し示すべきものだ．
むろんデカルト流の合理主義は一つの重要な概念装置である．だが，それは
頭脳の働きのわずか一部をなすに過ぎない．それがドラッカーが教えてくれた

上田

ドラッカーが文明を直接的な討究対象とした『明日への道標』
（1957）で

表出された時代認識を見てみればよい．次のように述べている．

一番大切なことだ．
これは普遍概念というものが成立しうるのかという，人間意識あるいは文明

「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
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もない新しい時代へと移行した．
（略）昨日までモダンと呼ばれ，最新のも

ばならない．ゆえに，
ドラッカーは特にマネジメントに対して，
「周囲を観察し，

のとされてきた世界観，問題意識，拠り所が，いずれも意味をなさなくなっ

耳を澄ませよ」
「歩き回れ」と助言してきた．見て，聞くことをしつこいくらい

た．
（略）しかし，政治，理念，心情，理論にかかわるモダンのスローガンは，

に推奨してきた．そうすることで，見えない現実が見える．聞こえなかったも

もはや対立の種とはなっても行動のための紐帯とはなりえない．われわれの

のが聞こえる．さらには，見えるべきあるいは聞こえるべきものが何なのかま

行動自体すでにモダンではなく，ポスト・モダン（脱・近代合理主義）の現

でわかる．

実によって評価されるにいたっている．にもかかわらず，われわれはこの新

― そんなささやかな行動が壮大な文明論的視座に貫かれているのがドラッ
カーの真骨頂である．

しい現実についての理論，コンセプト，スローガン，知識を持ち合わせてい
ない」
．

上田

ドラッカー研究とは，21 世紀の文明研究と言い換えてもよい．その際，

冒頭で述べたように，ドラッカーの枠組みを探求しつつ，同時にドラッカーの
この文章に見られるように，われわれは必要なものを持ち合わせていない．

窓を通して見えるものを包括的かつ統合的に照射するきわめてダイナミックな

恐らく今なお持ち合わせていないのである．まず持つべきはこの認識である．

視座を必要とする．それは，いわば現在通説としてドラッカーに対して持たれ

ならば「知っている」からスタートしてはいけない．それは欺瞞である．知と

る解釈に新たな光をあて，さらには現代という時代状況における 1 つの新しい

現実を瞞着する者に未来はない．

パラダイムを提出するものとして再構築する作業である．

反対に，「知らない」からスタートしなければならない．知らないことは人

知られざるものが無数にある以上，そこには広大無辺のスリリングな知的領

に聞き，対象物を徹底的に観察しなければ理解できない．そのような「知られ

域が広がっている．現実が広大無辺でスリリングなものである以上，それらを

ざるもの」に対する手法を彼は社会生態学と呼び，その役割を「見て伝える」

探求する学問が広大無辺でスリリングでないはずがない．したがって，それら

一連の体系とした．

を見ようとするかどうか，見て伝えようとするかどうかが鍵となる．求められ

しかも，そこではデカルト流とは異なる合理性が求められる．ドラッカーに

ているのは，窓の外に流れる変転してやまぬ現象を虚心坦懐に捉え，体系化し

おける合理性とは，因果性以上に五感による理解，すなわち知覚に求められる．

ていく知的な作業である．そこで立ち上がっていく知と実践の一連の総体をド

そこにあっては，知覚の対象としての世界を現象的にであれ思想的にであれ，

ラッカー・スタディーズと呼びうるならば，その多く，はまだ緒に就いてさえ

正確に記述し伝えることがすべてである．

いないといってよい．

そこで彼は単純な世界像に与せず，あたかも自然を観察するがごとく高度に
組織化された秩序のほうに思いを馳せる．彼にとって，企業や組織は，生命体
そのものである．そしてそこで必要とされるものが，まさしく保守主義的アプ
ローチであり，ドラッカー・プレミアムの要をなす手法である．
なすべきことは難しくない．驚くほどにシンプルである．ドラッカーの主業
績の 1 つ，マーケティングの方法論についても，ほとんどといってよいほどに
「聞く」と「見る」から成り立っている．イノベーションも意思決定も同様であ
る．顧客に聞き，小売店に聞き，流通業者に聞き，従業員に聞く．それがすべ
てである．
対象は顧客だけではない．人間社会全般である．複雑な現実に対峙し，その
把握を試みるものは，どこまでも聞き続けなければならない．問い続けなけれ

【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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P. F. Drucker: A Process for Inventing Management

坂本和一

Kazuichi Sakamoto

（立命館大学・本会理事）
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経営者支配の「権力の正統性」を肯定的に評価する立場を明確に打ち出すこと
になった．
ドラッカーは，『産業人の未来』の直後に経験した GM の内部調査を踏まえ
て 1946 年に刊行した『企業とは何か』を境として，経営者支配の「権力の正統
性」の評価をめぐって，否定から肯定へ，180 度の転換を果たした．
この経営者支配の「権力の正統性」を否定する立場から，これを肯定する立
場への転換は，ドラッカーの理論的営みの方向に大きな影響を与えることに
なった．その集大成が 1954 年の『現代の経営』であり，その結果としての「マ

Summary
Peter Drucker had been especially known as “the Man Who Invented Management,”
and also praised for his one of the most popular management book, Practice
of Management, 1954. Here we see which kinds of process in his inventing
management, because he had a civilization-wide question, which in short “in
business elites’ governing the industrial society, does it really have traditional
political power?” By way of doing it, we confirm that he responded affirmatively,
and consequently it made him invent management. But in his starting point, he
necessarily didn’t think this way. Then how he changed his mind? Which kind of
environment in practice and theory did he see?

ネジメントの発明」であった．
ドラッカーを「マネジメントの発明者」と命名した嚆矢は，1976 年，
『ドラッ
カー ―企業社会を発明した男（Drucker: The Man Who Invented the Corporate
』を著したジョン・J・タラントであろう．タラントは，同上書序文の
Society）
中で，
「ドラッカーは，本当の意味で，『マネジメント』という概念を考え出し
た（In a very real sense, Drucker invented the concept of“management.”
）
」
と述べている．さらに，第 8 章「エグゼクティブ・ストレスの問題」の冒頭で，
「現代のマネジャーなるものの『発明者（inventor）』として認めう得る人物が
いるとしたら，ドラッカーをおいて他にはない」と述べている．
また，1998 年，
『マネジメントを発明した男ドラッカー（The World According

はじめに

』を著したジャック・ビーティは，その第 6 章を「マネジメン
to Peter Drucker）
トの発明（Inventing Managrment）
」としている．

ドラッカーは「マネジメントを発明した男」といわれ，1954 年に刊行された
『現代の経営』は「マネジメントの発明」の金字塔とされる．

それでは，これらの論者はドラッカーによる「マネジメントの発明」の背景
をどのように見ていたのであろうか．

本稿は，この「マネジメントの発明」にいたるドラッカーの道のりをたどる．
タラントのドラッカー評価
経営者の支配に「権力の正統性」はあるのか
この道のりの根底にあったのは，産業社会における経営者の支配に「権力の
正統性」はあるのかという，ドラッカーのいわば根源的な問いであった．

タラントについていえば，この問題と新しい産業社会における経営者の「権
力の正統性」の関連について，敏感な関心を持っていたことがうかがわれる．
タラントは，「ドラッカーの出発点となっているのは，支配の正統性に対する

1939 年刊行の処女作『
「経済人」の終わり』と，それに続く 1942 年刊行の『産

基本的に保守的な関心である」
（同上書，邦訳 42 ページ）とし，「いまの企業の

業人の未来』段階のドラッカーは，新しく浮上する産業社会の支配者が企業経

権力は，明らかに，正当でない権力である．……このように主権者が正当でな

営者であることを確認しつつも，彼らの支配に「権力の正統性」があるとする

いのに，どうして，自由で思いやりのある産業社会が機能しうるというのか」

ことを否定していた．
しかし，1950 年刊行の『新しい社会と新しい経営』にいたり，ドラッカーは，

（Tarrant，1976；邦訳 47 ページ）と述べる．そのうえで，
「ドラッカーは，こ
の制度の支配的権力を，
正当な権力にしなければならない，
という．
この原理は，
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明々白々である．だが，
『その方法』は，おいそれとは，みつからないのであ

が彼にその主要機関としての大企業に目を向けさせ，かつ実現の手段たるマネ

る」
（Tarrant，1976；邦訳 47 ページ）という．しかし，「ドラッカーは，この

ジメント体系の創出にいたらしめたものと考えられる．」
（井坂康志，2006，86

新秩序の展開図の中で当然に踏むべき，次なる段階へと進む．マネジャーたち

ページ）

に，よりよく管理するための用具を提供する仕事に関心を集中しはじめるので

「彼にとってマネジメント体系の創出とは，社会における意味ある個人，コ

ある」
（Tarrant，1976；邦訳 57 ページ）と述べている．もとよりここで「より

ミュニティの創造の正統性の維持・発展と不即不離の関係にあった．このこと

よく管理するための用具」とは，
「マネジメント」の知的体系である．こうして

によって，第 1 次世界大後に崩壊した『経済人』概念を主軸にした文明転換と

タラントは，ドラッカーが「マネジメントの発明」にいたる背景を示唆してい

その後の新たな地平が示された．
」
（井坂康志，2006，86 ページ）

る．

以上，すでに内外の論者の研究のなかで示されているように，1939 年『「経
済人」の終わり』と 1942 年の『産業人の未来』から 1950 年の『新しい社会と新

三戸公と井坂康志のドラッカー評価

しい経営』への，経営者支配の「権力の正統性」に対する立場の転換こそが，

日本で，ドラッカーにおける，経営者支配の「権力の正統性」についての認

ドラッカーの最大の功績である ｢マネジメントの発明｣ の背景となった．

識の転換を，ドラッカーの企業観，産業社会観の進化として鮮明に問題にした
のは，三戸公の功績であった．三戸はいう．

1954 年に刊行された『現代の経営』が「マネジメントの発明」の成果を示す
金字塔であることは，現代経営理論史，社会思想史の常識となっている．しか

「
『新しい社会と新しい経営』では，前著であれほど経営者支配の正統性を問

し，ドラッカーの企業観の上述のような転換がどうして起こったのか，その展

題にし，財産権＝所有権に立脚していない経営者支配を非正統な支配であると

開機軸は何だったのかについては，これまで必ずしもまだ十分に取り上げられ

明言していたのに，この著作では経営者支配は非正統性の主張はすっかり影を

てきているようには思われない．タラントにおいても，また三戸や井坂におい

ひそめている．そして，経営者支配の正統性を前提とした議論を最終の「結論：

ても，この点についての鮮明な問題指摘を超えた分析はいまだしの感がある．

自由な産業社会」と題する章で行っている．
」
（三戸公，2002，225 ページ．以

本稿は，ドラッカーの『現代の経営』にいたる歩みをたどりつつ，この問題

上の引用を含む同上書，Ⅳ章「コーポレート・ガバナンスとしての管理―Ｐ．

をもう少し掘り下げてみることにする．

Ｆ . ドラッカー」は『中京経営研究』6 巻 2 号，1997 年，に「経営者支配の正統性」
として発表されたものである．
）

1．経営者支配の「権力の正統性」―否定から肯定へ：認識の転換

「ここでは，……所有にもとづく支配はむしろすでに実質的に正統な根拠を
喪失している，と論じているのである．だが，これでは前著『産業人の未来』

1939 年『
「経済人」の終わり』
，1942 年『産業人の未来』段階のドラッカー

の所有者支配の正当性，経営者支配の非正当性の立論とは 180 度の転回である．

1939 年『「経済人」の終わり』
，1942 年『産業人の未来』段階のドラッカーは，

では何故，彼の言説の転回は可能であったのか．それは彼の企業観の変化，産

以下の引用が示すように，経営者支配の「権力の正統性」を明瞭に否定してい

業社会観の進化によるとみてよかろう．
」
（三戸公，2002，256 ページ）

た．

また近年，井坂康志が，ドラッカーの初期 2 著作『「経済人」の終わり』と『産

「ここでわれわれは，最も重要な結論に達する．すなわち，今日の経営陣の

業人の未来』に見られる思考様式とそれが後のマネジメント体系構築の思考に

権力は正統な権力ではないということである．経営陣の権力は，いかなる観点

いかに連なるかを論じた論文のなかで，経営者支配の「権力の正統性」の認識

から見ても，社会が権力の基盤として正統なものとして認めてきた基本的な

が思考の中心軸としての役割をはたしたことを綿密に明らかにしている．井坂

理念に基づいていない．そのような理念によって制御されてもいなければ，制

はこの点を，次のように述べている．

約を課されてもいない．そのうえ，何ものに対しても責任を負っていない．
」

「ドラッカーの基礎的思考には正当性確保への動因が働いており，このこと

（Drucker，1942；邦訳 90 ページ）
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「財産権は，社会的，政治的権力の正統な基盤として認められていた．経営
陣の限界，制御，責任は，財産権を共同で行使する株主によって課されていた．
しかも西洋社会は，依然として，財産権を正統な権力として認めている．しか
し今日，経営陣の権力は，株主とは関係なく，株主によって制御されず，株主

23

の権限と権力の基礎を財産権ではなく経済的機能の中に新しく筋道を立てて表
すような機関にされるであろう．
」
（Drucker, 1950；邦訳 386 ページ）
こうしてドラッカーは，経営者支配の「権力の正統性」に対して，否定の立
場から肯定の立場へ，大きく転換することになった．

に責任を負っていない．しかも，現実に経営陣が行使している権力の正統な基
盤としての財産権の代わるものは何も見つかっていない．」
（Drucker, 1942；邦

1954 年『現代の経営』段階のドラッカー

訳 90 ページ）

さらに，1954 年の『現代の経営』にいたると，ドラッカーは「マネジメント

「先進国の国民は依然として，財産権を正統な権力の基盤としている．」
（Drucker, 1942；邦訳 117 ページ）

の責任」と題されたその結論部分で，彼が到達した認識を次のようにまとめて
いる．

「いかなる社会的権力も正統でないかぎり永続することはできない．企業に

「歴史的に見るならば，社会は常に，そのような永続的な力の集中，少なく

おける権力も，広く認められた正統性を基盤としないかぎり，消えざるをえな

とも私人のもとへの集中，特に経済的な目的による集中を拒否し続けてきた．

い．そのような権力は，中央政府によって容易に奪われる．政府がそれを欲す

しかしこの力の集中，すなわち近代企業の存在なくしては，産業社会そのもの

るからではなく，国民が要求するからである．
」
（Drucker, 1942；邦訳 117 ペー

が存立しえなくなっている．

ジ）

かくして社会は，最も容認しがたいものを企業に容認することになった．第
一に，永久とまではいかなくとも永続的な免許を『法人』に与えた．第二に，

1950 年『新しい社会と新しい経営』段階のドラッカー

企業のニーズが要求する範囲内において，経営者に権限を与えた．
」
（Drucker,

しかし，1950 年『新しい社会と新しい経営』の段階になると，ドラッカーは，

1954；邦訳（下）300 ～ 301 ページ）

経営者の支配の「権力の正統性」の肯定へ，大きく転換する．
ドラッカーは，同上書の「結論

自由な産業社会」の「自由企業社会におけ

る財産権」と題する項で，次のように述べている．

「しかしこのことは，企業とその経営者に対し，私有財産に伴う伝統的な責
任をはるかに超える，まったく異質の新しい責任を課すことにもなった．企業
と経営者に課された責任は，もはや私有財産の所有者の私益は公益に資すると

「企業内における経営者層の合法性は自律的な工場共同体の確立いかんによ

か，私益と公益は分離しておくことができ互いに何の関わりもないと見ること

るとすれば，社会に対する経営者層の合法性と，彼らの経済的権力の合法性は，

ができる，などといった前提に立っては果たすことはできない．それどころ

『資本家』の問題をどう解決するかによって定まるのだといえる．」
（Drucker,
1950；邦訳 383 ページ）
「資本市場の機能の中には，投資者に対して所有権というものを与えなけれ
ばならないような契機は何一つないのである．投資家に対して与えなければ
ならないものは，本来の収益の分け前に対する請求権だけである．」
（Drucker,
1950；邦訳 384 ページ）
「企業の政治的・社会的機能，すなわち経営機能は，企業が社会の経済機関
として果たしている客観的な機能にだけ帰因させることができるのである．
」
（Drucker, 1950；邦訳 385 ページ）
このような社会的変化に沿った法制的改革によって，取締役会は，
「経営者

か，いまや経営管理者は，公益に責任をもつべきこと，自らの行動を倫理的基
準に従わせるべきこと，そして，公共の福祉や個人の自由を害する可能性があ
るときには，自らの私益と権限に制約を加えるべきことを要求されている．」
（Drucker, 1954；邦訳・下 301 ページ）
こうしてドラッカーは，経営者支配の「権力の正統性」を確認するとともに，
同時に経営者には，これまでの私有財産に伴う伝統的な責任をはるかに超える
まったく異質の新しい社会的，公益的責任を課すことになったことを強調して
いる．
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何か』の内容構成がよく表している．
このような認識の転換は，企業における「権力の正統性」の理解についても

この，1942 年の『産業人の未来』から 1950 年の『新しい社会と新しい経営』

大きな転換を進めることになった．「株式会社」から「事業体」への企業観の転

への，経営者支配の「権力の正統性」についてのドラッカーの立場の転換は，

換は，企業における権力の所在を株式会社における「株主支配」から，事業体

何を背景にして進んだのであろうか．

における「経営者支配」へ，大きく転換し，
「経営者支配」の「権力の正統性」
を確信させることになったと思われる．

1946 年『企業とは何か』がもたらしたもの
よく知られるように，この 2 つの著作の間に，ドラッカーは米国を代表する
大企業 GM
（ゼネラル・モーターズ）から請われて同社の内部組織調査を行う貴

このような経営者支配の「権力の正統性」の確信は，さらに根源的にいえば，
「支配」概念の転換を孕んでいた．それは，
「財産権（所有）
」から「機能」への
支配概念の転換であり，
「機能」による支配の容認であった．

重な機会を得た．そして，その結果を 1946 年，
『企業とは何か』を著した．結
論としていえば，この GM 調査とその成果『企業とは何か』が見出したものが，
経営者支配の「権力の正統性」に対するドラッカーの立場を大きく転換させる
ことになったと思われる．
そのような企業観転換の根幹となったのは，伝統的な財産権・所有権にもと

ナチズムとの闘いの勝利
しかし，ドラッカーに経営者支配の「権力の正統性」を容認させた最大の背
景は，何といっても，それに先立つナチズム（全体主義）の崩壊と，これによっ
て実現の見えてきた自由な機能する産業社会への展望であったと思われる．

づく「株式会社」としての企業観から，企業を「事業体」
「組織体」として見る

ドラッカーにとってのナチズムとの闘いは，到来しつつある新しい社会たる

企業観への転換であった．この，
「株式会社」としての企業観から，企業を「事

「産業社会」が「自由な機能する」社会として確立できるかどうかをめぐるもの

業体」
「組織体」として見る企業観への転換こそが，経営者支配の「権力の正統

だった．このような中で，伝統的な財産権・所有権にもとづかない経営者支配

性」についての認識を転換させる背景となった．

の「権力の正統性」を容認することは，同じく伝統的な財産権・所有権を無視

この転換の契機は，GM の内部組織調査であった．3 年間にわたる GM の内
部組織調査は，ドラッカーの企業についての認識を大きく変えた．

して成立してきたナチズムの「権力の正統性」を容認することにつながりかね
なかった．

この調査をとおして，ドラッカーは企業という存在を「事業を遂行するため

大企業における株式所有の分散化と所有と経営の分離，それにもとづく経営

の人々の組織」として捉えた．それはまず何よりも様々な仕事を分担する人々

者支配の現実の中で，当時すでに，経営者支配に対する「権力の正統性」を容

と，それらの人々の活動を指揮する管理者の組織であり，さらにそのような人々

認する考えが登場してきていた．その代表は，
1941 年に刊行されたジェームス・

の事業活動を支える様々な連携関係も含めた一つの組織である．このような企

バーナムの『経営者革命（The Managerial Revolution）』であった．バーナムは，

業観からすれば，財産権者・所有権者（株主）もまた，
「株式会社」としての企

「経営者は主権のありかたを変える」
（Burnham, 1941；邦訳，第 10 章）と述べ，

業にとっての決定的な重要さにもかかわらず，企業という組織の一つの構成員
と見られる．

経営者の権力はそれ自体「正当性」を持つとした．
しかし，ドラッカーはこれに対して，「先進国の国民は依然として，財産権

このような認識をベースに，ドラッカーはさらに「社会の代表的な組織とし

を正当な権力の基礎としている」とし，
「現実の支配が理念的な正当性を生む

ての企業」
，さらに「産業社会成立の条件としての企業」という，企業認識に到

というバーナム……の主張には，いかなる根拠もない」と，バーナムの主張を

達し，そこから，「企業の社会的責任」
，企業の生産活動をとおしての「社会の

退けた（Drucker, 1942；邦訳 117 ページ）
．その背景にあったのは，
「現実の支

要求と個人の欲求の調和」の実現といった，これまでの通常の企業認識では乏

配が理念的な正当性を生む」という考えを認めれば，ナチズムの「権力の正統

しかった企業の社会性を強くアピールすることになった．この点は『企業とは

性」もまた認めざるをえなくなるという現実であった．
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評価した．さらにそれらの先駆的業績の一つに，1946 年刊行の自身による『企
業とは何か』をあげた．
しかし，それらの先駆的成果にもかかわらず，
『現代の経営』は「世界で最初
の経営書」であるとし，次のように述べた．
「
（それは）マネジメントを全体として見た初めての本であり，マネジメント

3．1954 年『現代の経営』と「マネジメントの発明」

を独立した機能としてとらえ，マネジメントすることを特別の仕事として理
解し，経営管理者であることを特別の責務としてとらえた最初の本である．」

経営者支配の「権力の正統性」を肯定するとすれば，次に必然的に必要とな

（Drucker, 1954；1998 年版邦訳「はじめに」iv ページ）

るのは，これを裏付ける経営者の「マネジメント機能」の実践的知識体系の確

ドラッカーは，「それ以前のマネジメントに関する本はすべて，そして今日

立であった．「マネジメント機能」の発揮はもはや，特定の人々の資質や才能

にいたるもそのほとんどは，マネジメントの一局面を見ているに過ぎない．し

ではなく，誰でも身につけうる普遍的なものにならなければならなかったので

かも通常，組織，方針，人間関係，権限など，企業の内部しか見ていない」と

あり，そのためには，
「マネジメント機能」の客観的な知識体系が確立される

述べ，これに対して『現代の経営』は，企業を次の 3 つの次元で見たという．

必要があった．
1954 年『現代の経営』は，まさにそのようなものとして世に問われた．これ
が「マネジメントの発明」といわれる所以であろう．
しかしドラッカーは，この 1954 年『現代の経営』にいたる思考の過程を自身

第 1 に，市場や顧客のために，経済的な成果を生み出す機関
第 2 に，人を雇用し，育成し，報酬を与え，彼らを生産的な存在とするため
の組織，したがって統治能力と価値観をもち，権限と責任の関係を規定する
人間的，社会的組織

でそれほど詳細に書き残しているわけではない．この点でほとんど唯一参考に

第 3 に，社会やコミュニティに根ざすがゆえに，公益を考えるべき社会的機

なるのは，同上書，1986 年版に付された「はじめに」であろう（この「はじめに」

関

には Thanksgiving Day，1985 年の記録がある）
．この文章は，簡潔な叙述の

そのうえで，「『現代の経営』は，……今日われわれがマネジメントの体系と

中に，ドラッカーが『現代の経営』を著した当時に自身の研究の背景や，「マネ

しているものを生み出した．……実はそれこそ，
『現代の経営』を書いた目的

ジメント」に関する史上最初の体系書としての同書に対する自負を興味深く伝

であり，意図だった」と述べている．
（以上，Drucker, 1954；1998 年版邦訳「は

えている（この「はじめに」は，同上書，1998 年版邦訳・ドラッカー選書に収

じめに」v ～ vi ページ．
）

録されているが，2006 年版邦訳・ドラッカー名著集には，要約的にのみ収録
されている）
．
この「はじめに」で，ドラッカーは，
『現代の経営』に先立つマネジメントの
先駆的業績，
1911 年刊行のフレデリック・W・テイラーによる『科学的管理法』，
1916 年刊行のアンリ・ファヨールによる『産業ならびに一般の管理』
，1938 年
刊行のチェスター・I・バーナードによる『経営者の役割』
，1941 年刊行のメア

こうしてドラッカーは，『現代の経営』によってそれまで誰も果たしたこと
のなかった「マネジメントの体系」を世に問い，これによって，現代産業社会
における経営者支配の「権力の正統性」を確立しようとした．そしてこれこそ
が，「マネジメントの発明」といわれるべきものだったのである．
しかし，ドラッカー自身は，
自分が「マネジメントの発明」を発見した，
といっ
たことは一度もなかった．

リー・パーカー・フォレットによる『組織的行動―動態的管理』
，1945 年刊

ドラッカーの晩年の著，
『ドラッカー 20 世紀を生きて―私の履歴書』
（2005

行のエルトン・メイヨーによる『産業文明の人間問題』をあげつつ，それらが

年）の訳者・牧野洋によれば，この点について次のように述べていたことを紹

企業のマネジメントについての理解を社会的に深める上で果たした役割を称え

介している．

た．それらの中でもとくに，テイラー，バーナード，フォレットの業績を高く

「私よりずっと先行していた人たちがいる．例えば，偉大なエンジニアであ
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るフレデリック・テイラーは 1911 年に『科学的管理法』を発表し，労働者の生

ドラッカーは 1950 年，請われて GE の経営コンサルタントに就任し，新社長

産性を高める方法を科学的に提示した．ただ，マネジメントを発明したわけで

ラルフ・J・コーディナーが主導する GE の組織改革に大きな貢献を果たした．

はない．では発明したのはだれか？

この時期の GE の組織改革への関わりは，ドラッカー自身の「マネジメントの

私ならメアリー・パーカー・フォレット

かアルビン・ドットのどちらかと答える．
」
（Drucker, 2005；邦訳 130 ページ）

発明者」としての確立にとってかけがえのない成果をもたらした．

ドットは 1923 年，米国マネジメント協会（AMA）の創設者であるが，ドラッ

しかし，このドラッカーの GE 組織改革への関わりと成果については，彼が

カーは「マネジメントという言葉に現代的な意味を最初に与えたのはドットだ

経営コンサルタントに就任したことはよく知られているが，その具体的内容は

ろう．私はそれを借用しただけ」といったと牧野は伝える．

これまであまり語られ，評価されることはなかったように思われる．

しかし，
「先駆者がいたのにドラッカーが『マネジメント発明した男』と呼ば

ここではそのことに，もう少し立ち入ってみよう．

れるのは，彼以前にマネジメントを全体としてとらえ，体系化しようとした人
はいなかったからだ」と牧野は述べているが，正鵠を得ているといえよう．

『GE における専門的経営管理（ Professional Management in General

Electric ）』全 4 巻の編集（1953 ～1959 年）

4．
「マネジメントの発明」の主舞台となった GE

1950 年，コーディナーの会長就任とともに始まった，事業部制組織の確立
を軸とする GE の組織改革は，実際には，副社長ハロルド・F・スミディとドラッ

しかし，ドラッカーがマネジメントの体系化の作業をはじめた時，
「マネジ

カーの共同作業で推進された．この作業を象徴するのは，この GE の組織改革

メントの仕事，機能，挑戦についての研究や理念や知識に関する文献は，ほ

の理念と原則を全社管理者に徹底するために使用されたテキストの編集と，そ

とんど完全に欠落していた．いくつかの断片と専門論文があるだけだった．
」

れを使った管理者研修プログラムの実施であった．

（Drucker, 1954；1998 年版邦訳「はじめに」vii ページ）

GE 組 織 改 革 の 理 念 と 原 則 の 体 系 化 は，『GE に お け る 専 門 的 経 営 管 理

この時，ドラッカーの有力な武器となったのは，1943 年 GM との関係以来

（Professional Management in General Electric）
』と題された，全 4 巻のテキストと

続く有力企業を相手とする調査やコンサルタントの経験であった．そのような

して実現した．これらのテキストは，その表紙の色合いから，社内では通称『ブ

文献にはよらない実地の経験や知識の蓄積が『現代の経営』におけるマネジメ

ルー・ブックス』と呼ばれた．

ントの体系化の成功を導いた．
数々の有力企業との関係の中でも，ドラッカーにとって，とりわけ大きな役
割を果たしたのは，1950 年から始まる GE
（ゼネラル・エレクトリック）との関

『GE における専門的経営管理』は，1953 年と 55 年の間に第 3 巻までが完成
した．第 4 巻は，遅れて 1959 年に刊行された．それらの構成は，次のような
ものであった．

係であった．GE におけるコンサルタントとしての経験はドラッカーの「マネ
ジメントの発明」の決定的に大きな意味を持ったものと思われる．

第 1 巻 「GE の成長」全 106 ページ……1953 年
第 2 巻 「GE の組織構造」全 315 ページ……1955 年

1950 年代 GE の組織改革とドラッカー
『現代の経営』に結実するドラッカーの「マネジメントの発明」の主要な舞台

第 3 巻 「専門経営管理者の仕事」全 248 ページ……1954 年
第 4 巻 「専門個別貢献者の仕事」全 293 ページ……1959 年

となったのは，GE であった．
「マネジメントの発明」につながる，経営者支配

（このシリーズは，必ずしも順序良く刊行されたわけではない．なお，以上

の「権力の正統性」の肯定を導いたのは自動車大企業 GM での内部組織調査で

4 巻に加えて，第 5 巻「GE における専門的な仕事」が執筆され，1960 年に

あったが，それをさらに「マネジメントの発明」に導く舞台となったのは，総

見本が印刷された．しかし間もなくスミディが退職したため，完成出版に

合電機大企業（当時）
GE での組織改革への実践的な関わりであった．

までいたらなかった．
）
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これら 4 巻から成る『GE における専門的経営管理』は合わせて 1000 ページ

このクロトンビル経営管理研修所もスミディの考案によるものであった．大

に及ぶ大部なものであり，その内容を紹介するにはそれ自体かなりの執筆量を

学のビジネス・スクールと異なる，この研修所での訓練プログラムの大きな強

要する．

みの一つは，著名な経営幹部や学者の講演と，これをめぐっての熱心な参加者

しかし，何といってもその白眉は，第 3 巻「専門経営管理者の仕事」の部分
であろう．第 1 巻で GE の創設以来の成長史が総括され，第 2 巻で，1950 年，コー

と講演者との間の討議を重視し，ケース・スタディの使用を最小限にとどめた
ことであった．

ディナーの主導で確立されることになった GE の事業部制組織の構造が細密に

ちなみに，1956 年第 1 回目の訓練コースでの著名な講師のリストを見てみる

紹介された後，第 3 巻では，GE のような大企業の分権化された組織構造での

と，表 1 のようなものとなる．これによってわかるように，クロトンビルでの

経営管理がどのように遂行されなければならないかが，計画化（plan）
，組織

経営者研修に登場した講師陣は，GE 内部からは当時のトップ経営陣が顔を揃

化（organize）
，統合化（integrate）
，成果計測（measure）といった 4 つの経営

え，また外部からは当時社会的に経営管理研究界，
経営コンサルタント界をリー

管理のキーコンセプト（POIM と呼ばれた）にもとづいて，250 ページにわたっ

ドする超一流の講師陣が参加していた．ここで講演日数を見てみると，このな

て説明されている．

かで断然群を抜いていたのは，社内では副社長スミディであり，外部講師では

ここで注目されることは，マネジメント論としてのそのエッセンスである
専門的経営管理者論がドラッカーの最初の本格的経営書である『現代の経営』
（1954 年刊行）でも大きく取り上げられていることである．

ドラッカーであった．
こうして，このクロトンビル経営管理研修所での実際の経営幹部研修活動で
も，ドラッカーは GE に大きな貢献を果たしていたことがわかる．

しかし，これは当然のことである．当時，ドラッカーは GE の経営コンサル
タントとして，スミディと共に GE 組織改革のための，上記のテキスト編集に

ドラッカー『現代の経営』の刊行（1954 年）

取り組むと共に，自らの最初の本格的なマネジメント書を書き上げつつあった

経営コンサルタントとしての GE の組織改革への関わりは，ドラッカー自身

のであり，1954 年には，これら両方が併せて公にされることになったのである．

が社会的評価を固めるうえでかけがえのない成果をもたらすことになった．ド
ラッカーは GE での仕事の中で，その後ドラッカー・マネジメント学展開の基

クロトンビル経営管理研修所（Crotonville Management Training

軸コンセプトとなり，ドラッカーをして「マネジメントの発明者」として世に

Center）開設（1956 年）

名を成さしめることになった，かの「顧客の創造」という「企業の目的」の定

GE は，1956 年，ニューヨーク州ハドソン河下流河岸のクロトンビルで，
『ブ

義を開発することになったからである．今日にいたるまで，このドラッカーの

ルー・ブックス』にもとづく経営管理者研修を開始した．
それまで合衆国では，経営幹部のトレーニングを行う機関は，ハーバード，

行った「企業の目的」の定義は，企業活動の意義を語るとき，広く人口に膾炙
している．経済学で一般にいわれる「企業の目的とは利益を生み出すことであ

フィラデルフィア（ウォートン）
，コーネルなど著名大学のビジネス・スクール

る」とする考え方を見当違いと断じたドラッカーの事業目的の定義は，今日に

に限られており，企業内で本格的な経営幹部の養成に取り組むのは，この GE

いたっても企業論，組織論の世界で燦然と輝いている．

のクロトンビル経営管理研修所がはじめてであった．
今日，クロトンビルの GE のリーダーシップ開発研究所は前会長ジャッ
ク・F・ウェルチの名とともに世界最高の経営幹部養成機関として著名であ
るが（実際に，この研究所にはウェルチの名が冠せられている（J. F. Welch

またドラッカーは，この時期，GE でのスミディとの共同作業のなかで，マ
ネジメントの基幹コンセプトである自己統制による「目標管理」という考えに
到達し，「目標管理」コンセプトの開発者といわれるようになった．
これらの定義やコンセプトの新鮮さに気づいたスミディは，ドラッカーに，

Readership Development Institute）
，この GE の研究所は，こうして誕生した

これらを基軸とするマネジメント書の執筆を勧めたと，ドラッカー自身が語っ

のである．

ている．ドラッカーは，1954 年，GE などでの経営コンサルタントの仕事を基
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表1

P. F. ドラッカー―「マネジメントの発明」への道程

GE 第 1 回上級経営管理者研修コースの主要講師（1956 年）
GE 内部の講師

講演日数

33

礎に，名著『現代の経営』を刊行した．
同書は，書いている．
「企業の目的として有効な定義は一つしかない．すなわち，顧客の創造であ
る．」
（Drucker, 1954；邦訳・上 46 ページ）

ラルフ・コーディナー（社長）

1

ハロルド・スミディ（副社長）

6

ガイ・スーツ（副社長）

1

フィリップ・リード（会長）

1

ロバート・パクストン（上級副社長．後に社長）

2

ジェラルド・スウォープ（元社長）

いる．確かに，この著作によって，ドラッカーは「マネジメントの発明者」と

1

言われるようになったのである．

レミュエル・ボールウェア（副社長）

3

フレッド・ボーチ（副社長．後に社長→会長）

1

コーディナー『これからの経営者』の刊行（1956 年）

メル・フルニー（OR 担当マネジャー）

2

GE 会長コーディナーは，副社長スミディと経営コンサルタント，ドラッカー

ジェラルド・フィリップ（元会長）

1

の協力を得て，1950 年代半ばにかけて，上のような組織改革を積極的に展開

「目標管理の利点は，自らの仕事を自ら管理することにある．その結果，最
善を尽くすための動機がもたらされる．高い視点と広い視野がもたらされる．
」
（Drucker, 1954；邦訳・上 176 ページ）
ドラッカー自身，数ある著作の中で，
『現代の経営』を金字塔と位置付けて

したが，自ら 1956 年，著書『これからの経営者（New Frontiers for Professional
Managers）』を著して，この間の GE の組織改革の理念と原則を社会的に表明し

外部講師

講演日数

ピーター・ドラッカー（コンサルタント，
ニューヨーク大学）

6

ローレンス・アプレイ（アメリカ経営者協会会長）

1

リリアン・ギルブレス（コンサルタント）

1

イール・ブロックス（コーネル大学）

1

ウィリアム・ニューマン（コロンビア大学）

1

第 1 章では，「イノベーションの源泉」としての役割，「大量生産と大量供給

フランク・ギルモア（コーネル大学）

4

の源泉」としての役割，「高度の技術力の源泉」としての役割，という 3 つの役

エドウィン・シェル（MIT）

1

割をあげ，GE のような大企業が今日合衆国経済の発展と社会の繁栄のために

ノーマン・マイヤー（ミシガン大学）

1

不可欠の存在となっており，将来ますますその役割は大きくなるであろうと論

クリス・アージリス（エール大学）

1

じている．

アーウィング・ライリー（マッキンゼー社）

1

A. M. リデレー（CIPM）

1

（出所）Greenwood（1982），Managerial Decentrlization；邦訳『現代経営の精髄―GE に学ぶ』
（増補 2 版訳），242 ページ．

た．
それは，実際には，コーディナーがマッキンゼー財団記念講演会の講師とし
て招かれ，1956 年 4 月から 5 月の間コロンビア大学事業経営学部で行った 3 回
の講演の内容をまとめたものである．
その内容は，
（1）
「新しい企業の性格」
，
（2）
「経営哲学としての分権制」，（3）
「将来への展望」という 3 つの章から成ってい
る．

第 2 章では，今日そのように経済的，社会的に重要な役割を担う GE のよう
な大企業が，
経営管理上重大な欠陥を抱えていることが指摘されてきているが，
GE は，これを克服するために，「分権制」
（事業部制）を実施することにした．
これによって，①組織規模の拡大と内容の複雑化に伴う経営活動の非効率化，
②経営管理者と一般従業員との間の人間的接触の希薄化と，将来の経営管理者

34

論文――知識社会

養成の停滞，という大企業の直面する 2 つの組織的欠陥を是正できるであろう
と論じている．
第 3 章では，将来大企業の経営管理者が直面せざるをえない課題として，①
国民的視野に立つ企業の長期計画，②合理的経営管理のための情報管理，③人
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ドラッカーと GM スローンの関係についてはすでに周知のとおりであるが，
GM の実態調査にもとづき著され，しかし GM とスローンには受け入れられな
かった『企業とは何か』が，実際に受け入れられ，その主旨が生かされたのは，
GE コーディナーの組織改革においてであった．

間的資源の効果的活用のための，人間の動機についての正しい認識を基礎にし

しかし，今日にいたるまで，経営書の名著として評価が高く，多くの人々に

た人間管理，といった 3 つの課題をあげ，それぞれについての現実的な解決方

愛読されてきたのは，スローンの『GM とともに』である．これに対して，コー

策を提起している．

ディナーの『これからの経営者』の方は，120 ページほどのパンフレットに近

すでに明らかなように，このコーディナーの講演（著作）は，それまでの間，

い著作であったこともあり，専門家を除けば多くの人々にはその存在さえ知ら

自身が副社長スミディとドラッカーの協力を得て強力に推進してきた GE の組

れていない．わが国では，川村欣也氏の邦訳が 1958 年，東洋経済新報社から

織改革の理念と原則の普遍的意義を簡潔，明快に世に示したものであった．そ

刊行されたことがあるが，その存在を知るものは稀である．

れは，ドラッカーの『現代の経営』と併せて，1950 年代，
「マネジメント」の学
の確立を象徴する，記念碑的作品であったと位置づけられるであろう．

しかし，このコーディナーの残した著作は，分権制を基軸とした現代の経営
管理のあり方について，新鮮な教訓を残している．それはとくに，人材の育成
や人間の働く動機を理解すること，命令ではなく説得による指導，組織におけ

コーディナー『これからの経営者』
（1956 年）とスローン『GM とともに』
（1963 年）

る均衡と統合と協力関係の達成，業績の正しい評価，などの重要性が強調され
ているところが際立っている．これらの点は，比べものにならないほど大部で

コーディナーの『これからの経営者』に関わって，同時代の著名経営者の著

あるが，どちらかといえば一貫して「機能主義」的に経営システムの構築を強

書として想起されるのは，GM の最高経営者アルフレッド・Ｐ・スローンの

調したように思われるスローンの『GM とともに』とは異なる，大きな特色で

『GM とともに』
（1963 年）である．

ある．

GM と GE は，20 世紀をとおして，合衆国はもとより，世界を代表する企業

その点で，コーディナーの管理論は，バーナード＝フォレット＝ドラッカー

であったし，それは今日においても変わらない．この 2 つの大企業がその社会

の伝統を受け継ぐ，
「人間主義と機能主義の結合にもとづく管理論」の一つの

的存在の大きさを固めたのは第 2 次大戦中から戦後，1950 年代のことであった

成果を体現している．

が，この時期，両企業を導いたのは GM のスローンと GE のコーディナーであっ
た．
もとより，戦後，世界の企業のなかで一般的なものとなった事業部制（分権
制）を最初に開発したのは 1920 年代，GM のスローンであり，1950 年代にこ
れを普遍性ある現代の企業組織のモデルとして磨き上げたのは，コーディナー
の GE の組織改革であった．そして，これら両巨頭がそれぞれ自らの組織改革
の理念と原則を世に残したのが，
上記のそれぞれの著書，
『GM とともに』と『こ
れからの経営者』である．
ここで改めて注目されなければならないことは，戦後間もなくから 1950 年
代に，
これら二人の合衆国を代表する経営者と親しい交流を持ったのは，ドラッ
カーであった．

＊本稿第 4 節は，坂本和一『ドラッカー再発見』法律文化社，2008 年，の第 3 章 2 をリライト
している．
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Drucker: The Man Who Reads Jane Austen
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「イギリス社会の理念と理想，規範と生活，個人的，社会的野心のあり方は，
イギリス最高の社会分析家たるジェイン・オースティンが 1800 年当時の世代
について書いて以来ほとんど変わっていない．
」

（2）

三浦一郎
Ichiro Miura

（立命館大学）

「イギリス最高の社会分析家」という評価は普通ではない．ドラッカーは，
若いころから亡くなる間際まで一生を通じてジェイン・オースティンを読んで

Summary

いたことになる．それにしても，ドラッカーはなぜジェイン・オースティンを

Jane Austen was a British novelist during the period of Napoleonic Wars. Her novels
are very popular and well-read today. Austen was rated as England’s greatest social
analyst by Drucker in The Future of Industrial Man. Until his death since then,
he was a fan of Jane Austen. Austen’s theme is love and marriage of women. And
Drucker’s theme is knowledge work and knowledge worker. I tried to understand by
synthesizing these two themes.

そのように愛好したのだろうか，そしてジェイン・オースティンに何を読んで

ジェイン・オースティンを読むドラッカー
ドラッカーについてのあるイメージがある．ジェイン・オースティンを読む

いたのだろうか．ジェイン・オースティンは，主人公の女性の恋愛と結婚を，
ジェントリーに属するかジェントリーに関係する 2，3 の家族を舞台に，ユー
モアあふれる筆致で描いた作家である．そのような作家が，なぜ「イギリス最
高の社会分析家」なのだろうか．

ジェイン・オースティンの世界をめぐって―『自負と偏見』を中心に
ジェイン・オースティンは 1775 年に生まれて 1817 年に死んだイギリスの小

ドラッカーのイメージである．ドラッカーが亡くなって 1 年ほどもたった頃，

説家である．代表作には『分別と多感』
『自負と偏見』
『マンスフィールド・パー

ドラッカーが亡くなる直前までジェイン・オースティンを読んでいたというこ

ク』
『エマ』
『ノーサンガー・アベイ』
『説き伏せられて』という 6 篇の小説がある．

とを聞いたことがある．それ以来このイメージが気になっている．

その中でも代表作とされるのが『自負と偏見』 である．この作品の刊行は
（3）

ジェイン・オースティンは最近でも非常に人気のある小説家であるし，その

1813 年であるが，原型は 1797 年に出来上がっている．20 歳を過ぎたばかりの

作品は何度も映画化されている．小説は読まなくても映画によってジェイン・

若い女性が書いたのかと思うと感慨を覚える．この作品によりジェイン・オー

オースティンに親しんだ人は多いと思う．小説の愛好家であり，同時に『最後

スティンの世界をのぞいておきたい．

の四重奏』
『善への誘惑』 という 2 つの小説の作者でもあるドラッカーが，ジェ
（1）

イン・オースティンを読んでいても何の不思議もないと思われるかもしれな

1

夏目漱石による評価

い．そしてドラッカーの小説には，そのユーモアと緻密な心理分析によって

わが国ではすでに明治期に，夏目漱石が『文学論』の中で「Jane Austen は写

ジェイン・オースティンをしのばせるものがあることからしても，ドラッカー

実の泰斗なり．平凡にして活躍せる文字を草して技神に入るの点において，優

のジェイン・オースティンに対する傾倒がわかる．

に髭眉の大家を凌ぐ．余云う．Austen を賞玩する能わざるものは写実の妙味

しかしドラッカーにとって，ジェイン・オースティンは単に好みの小説家で

を解し能わざるものなりと」と絶賛している．そして『自負と偏見』の冒頭部

あるというにとどまらず，特別の意味を持っていた作家である．ドラッカーが

分を原文で 2 ページに渡り引用したうえで，オースティンの表現の特徴を次の

初期の作品『産業人の未来』の中でジェイン・オースティンに次のように言及

ように述べている．

したことはよく知られている．
「Austen の描く所は単に平凡なる夫婦の無意義なる会話にあらず．興味な
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き活社会の断片を眼前に髣髴せしむるを以て能事を終るものにあらず．この

不美人の三女，美人だが軽薄な五女リディアがいる．限嗣相続により，父親の

一節のうちに夫婦の性格の躍然として飛動せるは文字を解するものの否定す

死後は土地・家が親戚の男性の手に渡ってしまい，自分と娘たちにはほとんど

る能わざる所なるべし．夫の鷹揚にして，婦の小心なる．夫の無頓着にして

財産が残らないので，母親は，娘たちに早くよい条件の結婚をさせたくて仕方

婦の神経質なる．夫の和諧の範を超えずして，
しかも揶揄の戯を禁じ得ざる，

がなく気をもんでいる．

婦の児女の将来を思うて咫尺の謀に余念なき－悉く筆端に個々の生命を託す

そこに近所に越してきた 4000 ポンドの年収のある金持ちの青年チャールズ・

るに似たり．夫婦の寿はもとより知りがたく，遭逢の変また計りがたきはい

ビングリーが登場する．長女のジェインはビングリーに見初められる．ビング

うを待たずといえども，
この一節によりて彼らの平生を想見するは容易なり．

リーにはダーシーという 1 万ポンドの年収がある大地主の友人がいるが，ダー

即ちこの一節は夫婦の全生涯を一幅のうちに縮写し得たるの点において最も

シーは愛想が悪く他を見下すような態度である．

意味深きものなり．ただに縮写なるが故に意味深きのみならず．吾人一度び

エリザベスは，舞踏会でダーシーが自分の悪口を言うのを聞き，彼に悪印象

彼等性格の常態を比縮写によって把住するとき，かねてその変態をも予知し

を持つことになる．
そこへエリザベスの前にウィッカムという好青年が現れる．

得べきが故なり．有為と云い，転変となづくる浮世にあって，運命の翻弄一

ウィッカムは以前ダーシーによりひどい目にあわされたと話し，エリザベスは

定の度を超過するとき，彼等もまた特殊の境界に入りて特殊の活劇を演ずる

その話を信じ込む．そして，ビングリーはジェインに気持ちを打ち明ける前に

やも計りがたしといえども，この活劇は既にこの一節において表出せられた

ロンドンに行ってしまい，ジェインは落ち込んでしまう．

る彼等性格の常態中に含有せらるるにあらずや．
」

（4）

一方，エリザベスに惹かれたダーシーは求婚するが，はっきりと断られてし
まう．ダーシーはエリザベスに自分に対する誤解があることを知り，手紙を書

ここでは漱石の引用箇所ではなく，すぐ続くところで主要登場人物ベネット

いて自己弁明する．それにより，エリザベスはウィッカムの話が嘘だったこと

夫妻について記しているところをあげておく．ジェイン・オースティンの人間

を知る．その後エリザベスとダーシーは再会して，互いの偏見はなくなり，親

観察の特徴が現われているからである．

しくなりかける．
しかしそのとき，末娘のリディアがウィッカムと駆け落ちしたという知らせ

「ミスタ・ベネットという人物は，抜け目のない機敏さと，ちょっぴり皮

が届く．ダーシーはエリザベスに内緒で，ウィッカムの借金を片付け必要な資

肉と，用心深さと，そして気まぐれとが，不思議に入り混じった男だった．

金を用立てて，リディアと結婚させる．結局エリザベスとダーシーの間のすべ

おかげで夫婦生活 23 年の経験をもってしてさえ，いったいどんな人間なの

ての誤解が解けて彼らは結婚し，ジェインもビングリーと結婚する．

か，奥様にもよくわからないのだった．一方奥様のほうはというと，これは

要するに『自負と偏見』は女性の恋愛と結婚をめぐる喜劇である．
私もドラッ

ずっと簡単だった．頭が悪くて，物知らずで，しかもひどいお天気屋だった．

カーの愛読書ということなので読むことにした．中野好夫訳の文庫本はずいぶ

気に入らないことがあると，一人勝手に気に病んでいる．何しろ一生の目的

ん以前から手元にあったが，500 ページ以上もあり長すぎると思ったし，恋愛

というのが，娘たちをかたづけることであり，楽しみといえば，人を訪ねて

と結婚の物語を読むということに対して興味も感じなかったので，それまで読

世間話に時を消すことだった．
」

んだことはなかった．たいして期待もせず読み始めたが，気がつくとすっかり

（5）

『自負と偏見』の世界の虜になっていた．中野が訳書の解説の中でサマセット・
2 『自負と偏見』のストーリー
『自負と偏見』のあらすじを，ベネット家の姉妹の恋愛と結婚に限定して，

モームの言葉を引いていた．
「どの作品にもこれといったたいした事件は起こらない．それでいて，ある

簡単に紹介する．2000 ポンドの年収のあるベネット家には 5 人姉妹がいる．主

ページを読み終えると，さて次に何が起こるだろうかと，急いでページをくら

人公エリザベスは 5 人姉妹の 2 番目である．美人でおとなしい長女ジェイン，

ずにはいられない．ところが，ページをくってみても，やはり何もたいしたこ
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したのである ．
（7）

のだ．これだけのことを読者にさせる力を持っているものは，小説家として持

ドラッカーの結婚と母たち

ちうる最も貴重な才能の持ち主である．
」
この言葉を実感する楽しい読書だった．
とくに殺人が起きるわけではないが，
非常に面白い上質のミステリーを読んだときの感覚に似ていた．小説としての
面白さからして，ドラッカーが愛読していたのも理解できると思った．

ジェイン・オースティンの世界が女性の恋愛と結婚をテーマとするもので
あった以上，次はドラッカーとドリスの恋愛と結婚が話題となる．そしてここ
ではジェイン・オースティンの小説と同様に母たちが活躍する．

3

恋愛と結婚，そして地位と財産

なおドラッカーは家族についてほとんど語らないし，語るとしてもきわめて

ジェイン・オースティンの小説のドラマと喜劇は，細かい社会的差異に対す

韜晦的な語りになるので，主としてドリス夫人の著書が資料である．その野中

る鋭い認識に依存しているといわれている ．オースティンが姪アナに語った

ともよ訳『あなたにめぐり逢うまで』には ，巻末にドラッカーの文章が収録

という有名な言葉がある．
「ある田舎の村の 3 か 4 の家族こそがまさに取り組む

されており ，私的生活をほとんど語ることのないドラッカーの回顧として貴

べき問題である」
．これらの家族の間にある微妙な社会的差異を理解すること

重である．

（6）

（8）

（9）

が，オースティンの小説の理解にとって決定的に重要である．オースティン自
身は彼女の生み出したキャラクターの内のいくつかが明らかに示している地位

1

の差に対する強迫観念的なこだわりを必ずしも是認しているわけではない．む

ドラッカーの『傍観者の時代』には家族についての若干の言及がある．父方

しろ，豊かであるとは到底いえないにもかかわらず，もっとずっと豊かな家族

については，先祖がオランダで聖書の印刷を業としていたことがふれられてい

とのつながりを持つ田舎の聖職者の娘として，オースティンは地位と所得の差

るくらいである

が人々の生活，特に女性の生活に対して与える影響について，抜け目なく現実

と，ドラッカーのヒーローとも言うべき祖母が登場する．祖父が亡くなった後，

的に見ることができた．

母がシュワルツバルト夫人の設立した予備校から大学へ進む興味深い記述があ

オースティンが書くのは，ある特殊な社会集団のことである．すなわちナポ

母たちについて

．母方については，イギリス系銀行の経営者であった祖父

（10）

る．母はウィーン大学で医学を学び，その際フロイトの精神分析の講義を聞い

レオン戦争時代の田舎のエリートである．しかしこの田舎のエリートたちにつ

たというエピソードは有名である．
若い時代の母が活発な女性であったことは，

いては注意深く定義する必要がある．

山登りのグループのエピソードを見てもイメージすることが可能である．

オースティンは，立派な爵位を持った家族からなる貴族社会をほとんど取り

母は大学を卒業し医師の資格は取得したものの，医師の仕事には就かなかっ

あげないし，
それに共鳴することもない．オースティンはまた，土地所有によっ

たようである．そして官僚のかたわら大学進学予備校の教師でもあった父と

て所得と地位を保つ伝統的な田舎のジェントリーについて書いたとよく言われ

結婚し，主婦となってドラッカーをはじめ 2 人の男の子の母となった．ドラッ

るが，オースティンの興味の的は実際にはそこにはない．オースティンの関心

カー家は著名な建築家ワグナーの設計した家に住み，その生活がヒトラーによ

は，プロパーのジェントリーの端にいる，もっと不安定な生活だが，彼らのコ

るオーストリア合併まで続く．
そしてドラッカーの両親はアメリカにわたるが，

ネクション，教育，あるいはコミュニティにおける役割によって「近隣の最良

アメリカにおける母については特にさしたる記述はない．父と異なり，母はア

の社会と親しく付き合う」権利を与えられた，オースティンの父の教区牧師の

メリカにあまりうまく適応できなかったようである．

ようなタイプの人々である．
ジェイン・オースティンはこのような登場人物たちを描くことによって，
「イ
ギリス社会の理念と理想，規範と生活，個人的，社会的野心のあり方」を表現

結婚までの母のイメージと異なり，結婚後の母については，ドラッカーによ
る精彩ある記述は行われていない．後にドラッカーの結婚をめぐって一瞬登場
するだけである．
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他方，
ドリス夫人の母については，
ドリス夫人の著書によって鮮やかにイメー

由に手に入ると信じていた―富，名声，試験に受かること，富くじにあたる

ジが伝えられている．ドイツで小売業を営む中産階級の家族の下に生まれたド

こと，競争相手を負かすこと，そしてしかるべきところにしかるべき友人を得

リスの母は，ドリスの父フリッツ・シュミッツと結婚し主婦となり，ドリスた

ることも．お金とコネさえあれば，不愉快なこと―軍役とか訴訟とかも回避

ち 3 人の子供を得る．ドリス夫人の著書の中で父が登場する場面はきわめて限

できた」からであると理解している．自分の結婚によってかなえることのでき

られたものである．主に，母と娘ドリスの関係，特に母による娘に対する圧迫

なかった社会的地位に対するニーズを，娘の結婚によって満たすことができる

とも言うべき内容が，多少喜劇的な筆致で記述されている．そこには，ドリス

のではないかと期待していたらしい．そしてドリス夫人の著書のタイトルにも

夫人の母の夢が，ドリスの結婚問題に対する干渉という形で表されている．

なっている次のような言葉を発している．

2

反対する母たち

「ラジウムを発明しなさい．さもなければ，髪の毛を引っこ抜くからね．

ドラッカーとドリスの結婚に対してはドラッカーの母もドリスの母も反対で
ある．

本当にのろまなんだから！

あなたは意気地なしなのよ，お父さんみたいに

ね．あなたたちには世の中の仕組みがわかっていないの．私にはわかってい

1933 年にドラッカーとドリスがロンドンのピカデリーサーカスでフランク

るわ．ロスチャイルド家のコネがあれば，発明できるものについて，なんで

フルト大学時代に以来の再会を果たしたエピソードは，ドラッカーの著書にも，

も情報が耳に入ってくるし，
いくらでもあなたに資金を出してもらえるし」

（12）

ドリスの著書にも登場する．そして 2 人の交際が始まるが，この交際をやめさ
せようとするドラッカーの母の行動についてはドリス夫人の著書に興味ある記

女性と専門職業

述がある．
1
「ミセス・ドラッカーにとって，ドイツ人が未来の義理の娘になるのは，

何のために大学に行ったのか

1930 年ごろ女の子が大学に行くということにどんな意味があったのか．将

ミセス・シュミッツにとってオーストリア人が未来の義理の息子になるのと

来の専門的職業人を目指して大学に行ったのではなかった，あるいは将来職業

同じように，承服しがたい由々しき事態だった．アメリカでいえば，北部人

婦人にするために母たちは娘を大学に行かせたのではなかった，とドリス夫人

と南部人が結婚するようなものであり，もっと我慢ならないのは，そのドイ

は言う．ドイツの中産階級の感覚からいえば，
既婚女性が職業を持つことなど，

ツ娘が金持ちでないことだった．私の母が娘をロスチャイルド家に嫁がせる

とんでもないことであったからである．

と決めているのとちょうど同じように，ピーターのおかあさんも，息子には
イギリスの大富豪『サスーン』一族から嫁をもらうことに決めていた．いず

それならば，何のために大学に行ったのか．ドリス夫人は次のように述べて
いる．

れも母親たちの夢に過ぎなかったが，……」

（11）

「高等学校の卒業証書を得た若者は，大学へ進むものと思われていた．女
お互いドイツ人とオーストリア人を嫌いながら，ミセス・ドラッカーがサ

の子の場合は，表向きの目標は教育の継続であったが，真剣に将来の専門職

スーン家から嫁をもらうことをイメージし，ミセス・シュミッツがロスチャイ

を目指すものではなかった．実質的に，女の子の誰もが，いずれ 3，4 年の

ルド家に嫁入りさせることをイメージするところが，まったく同様の発想と行

うちに結婚するのだ．とはいっても，女性解放の兆しが見えていたので，娘

動であり，興味深い．

たちを大学で勉強させることを人はなんとなく認め始めていた．おまけに，

ドリス夫人の母は，なぜドリスがロスチャイルド家の嫁になることを期待し
ていたのか．その理由をドリス夫人は「母はお金とコネさえあればなんでも自

娘たちは大学で夫を見つけることもあった．ことによると，娘の父親の事業
とか専門職を助け，将来，跡をついでくれるような有望な男性を．私の場合，
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父の小売業は，誰かに引き継がせるほどのものではなかったが．

リスが仕事を失うことを意味していた．

しかしながら，自分の息子のいない医師とか薬剤師の場合は，父親の商売
を引き継ぐ可能性のある候補者と娘が結婚することは，至って重要であった．
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しかし，当時でもはっきりしていたのは―少なくとも私にはわかってい
た―ドリスが完全にプロの職業婦人だということだった．
」

（14）

娘自身を父親の助手，または後継者と考える人は一人もいなかった．そんな
考えは，娘が“行かず後家”になるという恐ろしい可能性をはらんでいた．

すでにふれた「既婚女性が職業を持つことなどとんでもない」という感覚は，

1930 年代までは，激しい反対に抵抗しつつ，医師，弁護士，あるいは科学

1930 年ごろのドリス夫人の実感であったと思われる．それに対して，ドラッ

者となったごく少数の女性は全員未婚だった．中には例外もあったかもしれ

カーは歴史家としての視点から，第 1 次大戦後のヨーロッパの女性と専門職業

ないが，少なくとも私はそういう例を知らない．
」

の状況と，それに対する大不況の影響を，次のように述べている．

（13）

しかし既婚女性が職業を持つことについてのドラッカーの立場は，まったく
異なっている．

「第 1 次大戦後のヨーロッパでは，仕事を持つ女性はかなり普通になって
きていた．私が生まれ育ったオーストリアの首都ウィーンには，1920 年代
すでに女性の医師，心理学者，薬剤師，歴史学者，建築家，物理学者などが

2

結婚の遅れた理由―プロの職業婦人としてのドリス

ドラッカーは「当時でもはっきりしていたのは，ドリスが完全にプロの職業
婦人だということだった」という判断のもとに行動している．ドラッカーは結

たくさんいた．ドリスが育ったドイツでも多く見られるようになってきてい
た．その中には既婚女性も大勢いた．イギリスはやや遅れていたが，状況は
それほど違っていたわけではない．
だから，すでにかなりの大企業で責任ある仕事をしていたドリスも，伝統的

婚を決意してから 3 年も結婚までに時間のかかった理由を，大不況下のイギリ
スの労働環境と 2 人の就いていた仕事から説明している．

基準から行くと少し若かったこと以外は，それほど特異な存在ではなかった．
とはいえ，約100年前に産業革命が始まって以来，経験したこともないほどの

「当時，ドリスも私もとてもいい仕事に就いていて，特に，まだ二人とも
20 代前半であったことを考えると非常に恵まれていた．ドリスはマークス

規模で失業をもたらした大恐慌の政治的・社会的圧力は大きかった．だから，
ドリスのキャリアを守るために結婚延期もやむをえない選択だったのである．
私にもドリスにも，私たちの結婚が末永く幸せであるためには，ドリスが

＆スペンサーという会社の消費者調査部門の責任者だった．……
消費者調査は数年前に出来たばかりの専門分野で，ドリスはヨーロッパに

職業人として成長し，発展し続けていくことができること，それが不可欠で

おける数少ない初期の研究者だった．私のほうは，6，7 年前の 1920 年代半

あることははっきりわかっていた．こうして結婚を伸ばしていた私たちで

ばに設立された研究分野である，ヨーロッパの投資業務と証券分析のパイオ

あったが，1936 年になってやっと―石炭庫での一夜から 3 年がたっていた

ニアの一人だった．そして，小さいながらも非常に高い収益を上げて急成長

―イギリスを離れ，アメリカへ移り住む決断をした．アメリカにはこんな

中の投資銀行において，すでに上級の管理職にあった．

ばかげた決まりはなかったから，ドリスは結婚し母となり，その上キャリア

しかし，当時私たちが働いていたイギリスには，正式な法律ではないが，

を重ねていくことができる．
」

（15）

広く慣例として守られていた決まりがあった．働いていた女性は結婚したと
たんに職を失うのである．大恐慌の時代だったから，イギリスの失業率は

アメリカへの移住

12％から 15％もあり，既婚女性が仕事を続けると男性から職を奪うことに
なると信じられていた．……
そういうわけで，私たちがイギリスに住んでいる間に結婚することは，ド

1

決断の契機

ドラッカーとドリスは結婚しようと決めたのと同時にアメリカ移住を話し合
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い始めるが，2 人ともよい仕事に就いているイギリスでの仕事を辞めて，イギ

業してその会社の CEO となり活躍する．ドリス夫人は家庭生活と仕事と両方

リスよりも高い失業率と不況のアメリカに渡る決断がなかなかできない．移住

に忙しく活躍することになった．

する必要があることの理由は，ドラッカーの言うように，結婚と仕事をめぐる

ドラッカーは結婚生活を回顧して次のように述べている．

問題であっただろう．しかし移住の決断の契機はそれだけではない．その間の
事情を，ドリス夫人が語っている．

「ドリスが私の仕事にどんな影響を与えたかとよく尋ねられる．直接的に
は何もない，と私は答える（妻の仕事に私が直接の影響は何も与えていない

「普通に行けば，私たちは婚約し，結婚式の日を決めただろう―両親が

のと同じだ）．私たちは才能も専門的な興味もまったく異なっているが，妻

賛成するかどうかに関係なく．しかし私たちはさらに 4 年間結婚できなかっ

はずっと私にとってのお手本として，計り知れないほど重要な存在だった．

た．あの大不況の時代，
イギリスの女性は結婚したとき自動的に解雇された，

現在でもそれに変わりはない．プロとしての仕事振りや自己鍛錬の手本であ

彼女が雇用されていない男のために場所を空けることになると信じられてい

るだけではない．妻は私が老け込んで自分の殻に閉じこもるのを防いでくれ

たので．ピーターも私もよい魅力的な仕事を持っていた．私は急成長中のイ

る．私が新しいことに挑戦し，興味や知識の範囲を広げるよう励ましてくれ

ノベーティブな小売チェーンであるマークス＆スペンサーで市場調査を担当

る．わけても活動的であり続ける元気を与えてくれる．
」

（17）

していたし，ピーターは投資銀行のエコノミストだった．しかし当時のイギ
リスの賃金は低かったので私たちがピーターのサラリーだけで生活するのは

そして，「幸せな結婚の秘訣は？」という問いに次のように答えている．

たいへん難しかっただろう．
私たちは若かったし，私たちの未来，私たちの結婚，そして私たちの子供

「
『幸せな結婚』は，普通，夫婦が一緒に働くことで成り立つと考えられて

のことを夢見た―それは不可能な目標だとはわかっているが，ヒトラーは

いる．一緒に働いている幸せな夫婦はいくらもいる．私が知っている最も良

私たちの知る世界の破壊という犠牲を払って彼の千年王国の建設を堅く決意

い例は，江戸時代の偉大な画家池大雅と妻でこれも画家の池玉瀾だ．

していた．そして私たちは，イギリスがヒトラーに対する宥和策を進めてい

しかし，ドリスと私は一緒に仕事はしない．結婚してまだ何年もたたない

ることに，ますます重苦しさを感じていた．1936 年秋に私たちは結婚しア

ころ，妻は実際に私の最初の 2，3 冊の本の批評と編集をしてくれた．妻は

メリカに向かうことを決めた．
」

有能な編集者だった．……しかし，私たちは，じきに私の書いたものについ

（16）

て一緒に仕事をするのはやめにした．揉め事の原因になることがあまりにも
このように，当時のヒトラーに対するイギリスの宥和政策がドラッカーたち
に与えた影響を見過ごすことはできない．

多かったからだ．これは賢明な選択だった．……
私が妻の仕事に参加するチャンスは一度もなかった．私には科学のことは
さっぱりわからないからだ．だが，2 人とも相手の職業と業績を非常に尊敬

2

結婚生活の回顧

1937 年に結婚し，アメリカに移住してから，ドリスは 1942 年までニューヨー

していることが，幸せな結婚を長続きさせるのに役立ったと思う．
私たちは互いに相手と 4 人の子供たちを誇りにしている．
」

（18）

クで消費者調査の仕事を行う．そしてドラッカーがベニントン大学の教授に
なったころから相次ぐ出産・子育てとともに，学生・大学院生として大学で数

さらにドリス夫人とドラッカーの父との関係，ドラッカーとドリス夫人の母

学と物理学を学び，後に物理学の修士学位をとる．その後自宅で科学分野の編

との関係にふれておく．ドリスは結婚してから初めてドラッカーの父に会っ

集者の仕事を行うが，後に特許手続きを扱う弁理士となって活躍する．1970

た．そして 2 人はたちまち親しい友達になり，30 年後，父が 91 歳で亡くなる

年ドラッカーがカリフォルニアに移ったのち，ドリス夫人は発明家となり，起

まで，ドリスはずっとドラッカーの父の一番の親友だった．一方ドリス夫人の
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出は，1 つの『大義』とまでなった．
」
「いまや高度の知識労働になるほど，男女は同じ仕事をするようになってい

「私（ドリス）は母とは亡くなるまで親密に付き合った．母は彼女が住む
ロンドンからよく私たちと彼女の孫たちを訪ねてきた．母は，
『見下げ果て
たオーストリア人』ピーターがどんどんお気に入りになったし，今度はピー
ターが母の恐れを知らないところや辛辣な機知をほめるようになった．
私は子供から未成年の時代をつうじてあんなにも私を脅かした母に対する
恐怖を克服したわけではない．しかしロンドンのバーンズ家でのあの恐ろし
い晩のあと，母は決して再び私を支配し統制しようとはしなくなったのだっ
た．」

る」
「今日知識労働に起こりつつある男女の役割分担の消滅は，われわれの生
き方を変化させるものである．
」
ドラッカー家の場合すでに見てきたように，ドリス夫人の最初からの仕事は
すべて知識労働である．マークス＆スペンサーにおけるマーケット・リサーチ
の担当者としての仕事から，編集者，弁理士，発明家および企業経営者に至る
まで．
このような状況は，労働人口全体や人間の働き方のみならず，家族のあり方
に最大の影響をもたらす．「いかなる時代でも，成人女性の第一の責任は家庭

（19）

を作り，子供の面倒を見ることであるとされ」
「これに対し，成人男子の第一

「知識労働と男女の役割分担」について

の責任は妻と子を養うことであるとされ」てきたが，このことに影響がもたら
されざるをえない．これは「あらゆる歴史と伝統の逆転」である．

ドラッカーの作った家族は，共働きの夫婦であり，核家族であった．これは，
ドラッカーとドリス夫人が生まれ育ってきた環境とはまったく異なっている．

ドラッカーは，19 世紀はじめの女性解放について次のようにシニカルに言
及している．

ドラッカーが「社会転換の世紀」 の中で述べている家事使用人（この存在が
（20）

中流家庭の定義そのものであった）の消滅は，基本的にドラッカーの「家」に

「19世紀初めに始まった，中流家庭の立派な主婦を理想とし，
『女性の解放』と
は，女性が働かなくてもよいようにすることであるとした『女性解放運動』は今

おいても同様に起きていたことに違いない．
ドラッカーは 1994 年の論文「知識労働と男女の役割分担」のなかで

，20

（21）

日では誤りであり失敗であるとすることが，広く認められるに至っている．
」

（22）

世紀において知識労働の役割が飛躍的に拡大したことによって，人類の歴史上
延々と続いてきた男女の役割分担が変化してきたことを指摘している．
「今日
の知識労働では男性と女性が同じ世界で同じ仕事をし，並んで働き，ともに競

おわりに―ドラッカーはなぜジェイン・オースティン『自負と偏
見』を愛好したのか

い合うようになっている．
」
人類の歴史上，肉体労働の場合，農夫の妻，職人の妻に見られるように，女

現在でもジェイン・オースティンの書いた社会的差異の世界がまったく消え

性はつねに男性と同様に働いてきた．しかし，少しでも技能と地位にかかわり

てしまったわけではない．所得と財産の格差は存在するし，私たちが生きる生

のある仕事は，
常に男性の仕事と女性の仕事に分けられ，その役割分担は決まっ

活文化にも多様性がある．しかしジェイン・オースティンが書いたように，結

ていた．しかしそれが，知識労働の出現と役割の増大によって根本的に変わり

婚が人間の社会的地位と役割を決定してしまうような状況は大きく変わってき

つつある．

たのではないかと思われる．

「知識は性別には関係がない．知識と知識労働のいずれに対しても，男女

ドラッカー夫妻が典型的に自覚的に生きたように，私たちは 2 つの社会を生

の両性がアクセスできる．したがって，知識労働がかなりの量に増加する

きている（ここでは社会という言葉を，何らかの基準により形成された人間集

と，女性はそれらの知識労働について資格を持ち，挑戦し，就業し始めた．」

団という意味で使用している）．家族という社会と，仕事にかかわる社会（非

この動きは加速し，
「最近の 20 年間では，男性と同じ種類の知識労働への進

営利組織に対する参加もここに含める）である．ジェイン・オースティンの世
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Peter F. Drucker（2005）, My Personal History.
（牧野洋訳・解説（2005）
『ドラッカー 20 世紀を生
きて 私の履歴書』日本経済新聞社）

におけるエリザベスの細かい社会的区別にとらわれない発想は魅力あるもので

Doris Drucker（1996）, Until I Met You.
（野中ともよ訳（1997）
『あなたにめぐり逢うまで』清流出
版）

あり，健気であるとさえ言うことができるが，エリザベスの現実は結婚によっ

Doris Drucker（2004）, Invent Radium or I’ll Pull Your Hair, University of Chicago Press.

て決定されざるをえなかった．

Vivien Jones（2 0 0 3）, Appendix A Rank and Social Status, in Jane Austen, Pride and Prejudice,
Oxford University Press.

しかしドラッカー夫妻の生き方は異なっていた．夫婦そして家族としては，
和辻哲郎の言うように夫婦共同体，父母子共同体を，すなわち家族共同体を生
きている

．一方，仕事においては，夫と妻のそれぞれが知識労働者として

（23）

それぞれの組織と社会を生きているのである．ドラッカーとドリスは，知識労
働者としてはそれぞれ独自の世界を生きているが，ドラッカーのドリス夫人へ
の対応を見ると，ドラッカーがドリス夫人の知識労働者としての特性を強化し
発展させるべくリードしていたかのように見える．
ドリス夫人の母に対するドラッカーの賞賛は，言うまでもなくドリス夫人の
母の発想の古さと狭さを評価しているわけではなく，ドリス夫人の母の人を恐
れることのない辛辣な発言と機知の中にエリザベスのイメージを見ていたよう
にも思われる．
ジェイン・オースティンを時々書棚から出し，拾い読みすると，その都度ジェ
イン・オースティンの描く人間喜劇を楽しむことができる．ドラッカーは，ジェ
イン・オースティンを読みながら自分たちがいかに生きてきたかを振り返って
いたに違いない．未来の家族と社会がどうなるかを考えながら．
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【略歴】立命館大学経営学部教授．京都大学大学院修了．著書に『現代の流通メカニズム
と消費者』
『顧客の創造と流通』等．

Summary
In 1985, Peter Drucker published Innovation and Entrepreneurship, in which he
suggested Seven Sources for Innovative Opportunities. The purpose of this paper
is to investigate the reason why Seven Sources do not include finding New Use.
Drucker often mentions New Use in his books, and it looks that he recommends
New Use. However, New Use is not included Seven Sources as one source. On the
other hand, Drucker mentions that the value to customer is not equally the value to
the producer or the supplier. If we are able to recognize and utilize the incongruities
with our strengths, it may achieve our New Use. There is possibility that New Use is
related to incongruities and is incorporated at rather each source.

はじめに
ドラッカーは Innovation and Entrepreneurship において，ビジネスの成功のた
めのイノベーションの 7 つの機会（Seven Sources）を以下のように提示してく
れている．
① The Unexpected（予期せぬこと）
② Incongruities（不調和）
③ Process Needs（プロセスニーズ）
④ Industry and Market Structures（産業と市場の構造）
⑤ Demographics（人口動態，人口統計学データ，デモグラフィック）
⑥ Changes in perception, meaning, and mood（認識や意味づけや雰囲気の
変化）
⑦ New knowledge（新しい知識）

（1）
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一方「用途」とは一般的には物や金銭などの使い道をさす．英語では Use で

専用として，ヘッドフォンを付けたものである．初号機には録音機能も，オー

あろうか．Flour has various uses
（ 小麦粉の用途は広い）のように使われる．

トリバース機能もついていないきわめて単純な構造であった．再生機能専用で

ドラッカーはその著書で用途や「最終用途」という言葉を頻繁に用いており，

は売れるはずがないと言われながらも瞬く間にいつでもどこでも音楽のある生

用途に関する開発を推奨しているように見受けられる．ドラッカーはそのいく

活文化を提供した ．

つかの著書の中で，この用途という言葉を度々用い，顧客，市場などともに重
視しているように見える．

（3）

安倍政権時に内閣府より公表された「イノベーション 25」 のなかでも「イ
（4）

ノベーションはこれまでのモノ，仕組みなどに対して，まったく新しい技術や

また，現実のビジネスを眺めてみれば，画期的な技術革新により成功を収め

考え方を取り入れて新たな価値を生み出し，社会的に大きな変化を起こすこと

ている企業も確かに存在するが，用途開発によるイノベーションにより価値を

を指します」と記されており，イノベーションが単なる技術革新だけでないこ

創造し成功を収めている企業もまた多く存在する．

という認識に改まってきた．

しかしドラッカーがその著書で度々用い推奨しているかに思え，また実際の
成功事例にも事欠かないこの用途開発に関わるイノベーションは，ドラッカー
がわれわれに提示してくれたイノベーションの成功への機会の中の 7 つには見
当たらない．

1.2

シュムペーターのイノベーション

ここでイノベーションについて分析するためイノベーションの提唱者であ
り，ドラッカーも強く影響を受けているシュムペーターのイノベーションを振

本研究では用途開発のイノベーションについて，ドラッカーが提示した 7 つ
の機会からなぜ外れたかのかを考えていく．

り返ってみる．
シュムペーターは『経済発展の理論』で，年々のわずかな連続的変化（循環）
が発展への契機にはならないとし，経済から自発的に生まれた非連続的で急激

1. イノベーション

な変化こそが発展への契機であるとした．そしてこの非連続で急激な変化こそ
が「新結合」であるとし，
「新結合」を遂行することがイノベーションであり，

1.1

日本におけるイノベーションの理解

①新しい財貨の生産

イノベーション（innovation）という言葉は，日本では「技術革新」と訳され，

②新しい生産方式の導入

技術的な発明（invention）あるいは画期的な発明・発見と同義語と考えられ解

③新しい販路の開拓

釈されることが多い．

④新しい供給源の獲得

かつては存在しなかった携帯電話が急速に普及したことやレコード盤が CD
（Compact Disc）に，銀塩フィルムのカメラがデジタルカメラに代替されたこ

⑤新しい組織の実現
の 5 つを新結合としてあげている ．
（5）

となどを考えれば技術的な進歩により生み出された製品・サービスがイノベー

この「新結合」は単に技術と技術の結合だけでなく技術と新市場や新産業組

ションであることは確かであり否定されるものではない．日本の高名なマーケ

織との結合もその中に組み入れられている．言い換えれば 5 つは各々が独立し

ティング研究者である森下二次也もイノベーションが「技術革新」であること

ているものではなく，新結合し互いに影響し補完し合うものである ．例え

を明確に意識しており，
その著書において例えば動力部門における原子力利用，

ば，矢作はコンビニエンス・ストアのシステムを流通イノベーションとして捉

生産作業工程におけるオートメーションなどを紹介している ．

えた．シュムペーターの 5 つの場合を製品，製法，組織の 3 つから起こるコン

（2）

しかしイノベーションは技術革新のみにより成し遂げられるものだけとは限
らない．
例えばウォークマンはポータブルテープレコーダーから録音機能を省き再生

（6）

ビニエンス・ストア・システムを構成する基本三要素は，小売業務，製品開発
を含む商品供給システム，組織の 3 つであり，このシステム革新を流通イノベー
ションと見なした．矢作によればこの各要素は個々に独立したものではなく互
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また Managing for Results（『創造する経営者』）では次のような記述が見られ
る．
素材産業や用途産業は市場を中心に分析すればよく，あまりにも多様な顧客

1.3

シュムペーターとドラッカーのイノベーション

と多様な用途が存在する銅の例をあげて顧客や用途からは分析をするのではな

ドラッカーは Innovation and Entrepreneurship の中で，シュムペーターについ

く，銅製品の何％が建設市場向けであるという事実から意味のある分析ができ

て記述しており，ドラッカーがイノベーションについてシュムペーターから示

るとした．一方，接着剤は材料の表面接着という用途の本質から意味のある分

唆を受けている．それではドラッカーのイノベーション 7 つの場合と前述した

析を行うことができることを示している．さらに外部から事業の見方には，三

シュムペーターの 5 つの場合は同一であろうか．

次元があり，「誰が買うか」
「どこで買うか」
「何のために買うか」ということで

シュムペーターのイノベーションの 5 つの場合とドラッカーのイノベーショ
ン 7 つの場合は，共にイノベーションという言葉は単なる発明ではなく，発明
をも含む広い意味・範囲で捉えられているという意味で同質である．
しかしながら相違点をあえて考えてみれば，シュムペーターの提示する 5 つ

あり，顧客，市場，用途のいずれかを中心に定義でき，3 つのうちいずれが重
要であるかは事業により異なるとしている ．
（9）

以上のようにドラッカーは著書の中で用途あるいは用途開発について記述
し，さらに用途開発を推奨しているように見受けられる．

の場合はすべて成功を収めた結果を振り返っているのに対して，ドラッカーの
7 つの機会は，成功の手がかり，種あるいは糸口をわれわれに提示しているよ

2.2

用途開発による実際のビジネス

うに読み取れる．

それではここで用途開発について現実のビジネスを考えてみよう．実際のビ
ジネスで用途の開発によるイノベーションは多くの成功を見ているがここでは

2．用途開発

2 つの事例を見ていく．
ジャック・ウェルチの GE
（General Electrics）のプラスティック事業である．

2.1

ドラッカーにおける用途

ドラッカーの著書からは用途あるいは用途開発に関するイノベーションにつ
いての記述が多数表されており，その一部をたどってみる．
例えば The Practice of Management（
『現代の経営』
）の中では「イノベーション

ウェルチは変性ポリフェニルエーテルやポリカーボネートという樹脂の用途開
発を考えた．軽量で，透明性があり，強度もあり，高温にも耐えられるこれら
のプラスティックの特性を利用して金属をはじめとして世の中のあらゆるもの
をプラスティックで代替を試みた．

はたとえ高くとても新しく優れた製品の創造，あるいは新しい利便性や欲求の

実際には自動車のヘッドランプレンズ ，テールランプ，飛行機のガラスカ

創造であることもある．さらに，昔からの製品の新しい用途の開発であること

バー ，医療機器，ワイングラスなどをポリカーボネートで代替して成功を収

もある」としている ．

めた．

（7）

次いで典型的な用途開発の例として有名な「エスキモーと冷蔵庫」の記述が

日本においても同じよう用途開発の成功事例が見られる．YKK のファスナー

示される．冷蔵庫を食べ物の凍結防止用としてエスキモーに売り込むことに成

は，テープ，と金属性のエレメント（務歯），スライダー（開閉部分）の 3 つか

功したセールスマンは，新しいプロセスや製品を開発した者と同様，イノベー

ら構成され，複雑なものではない

ションの担い手である．従来どおりの用途である食物を冷たくしておくための

衣類に限られていた．

ものとして冷蔵庫をエスキモーに販売することは新しい市場開拓であるが，冷

．しかも，用途としては日常利用される

（10）

しかし，エレメント，スライダーを金属から樹脂に置き換えることにより，

え過ぎないために冷蔵庫を販売することは新しい製品を創造したことになると

金属のファスナーでは得られなかった耐熱性，柔軟性，伸縮性，透明性，防水

している ．

性，気密性などを獲得した．その特性を活かすことで，例えば耐熱性と防水性

（8）
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を商品に変えるからである．
（2）事業が自ら生み出していると考えるものが最も重要なのではない．顧客

さらに単なる衣服としての用途を超えて，遮断するということから用途の幅
を広げている．

が買っていると考えるもの，すなわち顧客が価値と考えるものが決定的
に重要である．それが，事業が何であり，事業が何を生み，将来にわた

3 階建て以上のビルでは火災発生時に火や煙が階段やエスカレーターをつ

り事業が繁栄するかどうかを決定する．

たって上の階に広がらないように防火・防煙システムを導入することが法律
で義務づけられているが，そのシステムの中には「耐火スクリーン」と呼ばれ

顧客が事業の中心であり，顧客が価値と考えるものが決定的に重要であると

る耐火性のあるクロスを用いた防火シャッターがある．この耐火スクリーンは

いう考え方は，10 年後 1964 年の Managing for Results においても強調されつつ

1000℃以上の熱に耐え，気密性も高い，難燃ファスナーが利用されている．

繰り返し述べられている．

ファスナーで遮断するという発想からも用途を広げている．イラク戦争では
エマージェンシーユニットというテントの試作品が，難民キャンプで医療活動

（1）顧客や市場について，企業が知っていると考えることは，正しいことよ

用テントとして利用された．エマージェンシーユニットは特殊なファスナーで

りも間違っていることのほうが多い．顧客や市場について知っているの

いくつかのテントをつなげて大きな部屋を作れる．窓や扉がぴったり閉まるの

は唯一顧客本人である．

で，外気や砂なども遮断できる．

（2）企業が売っているものを顧客が買っていることは稀である．第一の原因

ファスナーの語源である Fasten の本来の意味がありとあらゆるものを「留

は，顧客は製品を買っているのではないとうことにある．顧客は満足を

める」
「つなぐ」と考えれば，用途は広がりスライダー，エレメント，テープ

買っている．しかし，誰も満足そのものを生産したり供給したりできな

で「面」で開閉する面ファスナーが生まれ，例えばかばん，電車，飛行機の座

い．満足の手段をつくって引き渡せるに過ぎない．

席にあるヘッドレストカバーなどに使われているし，さらに赤ちゃんの肌に
あたっても痛くないような樹脂を開発することにより，おむつ用の「面ファス
ナー」にも用途を広げた．

レビットの高名なドリルの話は，ドラッカーが語ったことについての具体的
な事例を述べている．顧客は店頭でドリルを求めるのはなぜか．普通であれば
ドリルがほしいという答えとなるが，より深く考えていくと顧客はドリルで開

2.3

顧客価値と企業提供物との齟齬

けた 1 インチの穴がほしいからドリルを買うのだというものである

．

（12）

用途開発について考察を加える一つの試みのために，ドラッカーが頻繁に語

さらに Managing for Results では企業が自ら作って売っているものが，顧客満

る，顧客が受け取る価値と企業側が提供しているものとの齟齬について，ドラッ

足そのものでなく，顧客満足の手段に過ぎないという事実を企業側が受け入れ

カーの 3 つの著書から見ていく．

ることが，きわめて難しいことも指摘している．

ドラッカーは 1954 年 The Practice of Management において，顧客こそが事業

1985 年の Innovation and Entrepreneurship では，イノベーションと 7 つの機会

の中心としている．顧客の創造が唯一のビジネスの目的であり，その目的のた

の中の第二の機会である Incongruities（不調和）で同じ内容をさらに提供者の

めにイノベーションとマーケティングの 2 つの機能が存在するとした上で，顧

心構えと齟齬を生じた時の提供者側の反応を強調しながら詳細に述べている．

客の価値と企業が生み出すものとの関係について次のように述べている

．

（11）

企業側が自分たちの価値が，顧客にとっての価値であるという信念をもたな
ければならない．化粧品の提供者が化粧品の意義を信じなければならないよう

（1）顧客だけが事業が何であるかを決定する．なぜならば顧客だけが，財や

に，一つの仕事に成功するためには，その仕事の価値を信じ真剣に取り組まな

サービスに進んで支払うことを通じて，経済的な資源を富に変え，もの

ければならない．例えば病院経営者が医療を絶対の善と信じなければ，医療も

62

論文――知識社会

イノベーションの 7 つの機会と用途開発

63

看護もすぐに質が低下していくように，製品やサービスそのものが陳腐化し，

ができ新たに再提案するというプロセスを繰り返して，最終的にユーザーの欲

顧客を失っていく．

求にユーザー側にマッチできればイノベーションとして成立する．

この前提においても，生産者や販売者が提供していると思っているものを
買っている顧客はほとんどいない．顧客にとっての価値は，ほとんど常に供給

7 つの場合として提示されたイノベーションの機会は，ドラッカーが用途開発

者の考えているものとは異なる．そしてこの場合に，生産者や販売者は消費者

を行う機会の提示ということもできるのではないだろうか．本研究の冒頭での

が不合理であって品質に対して金を払おうとしないという典型的な反応を示す

問題提起である 7 つの機会の 1 つとして用途開発が独立して 8 つの場合ではない

という．このような苦情を提供者が言うときにこそ，顧客にとっての本当の価

のは，用途開発が 7 つの機会の中の所々に含まれる可能性がある．そこで今一

値との間に Incongruities が存在すると考えるべきと記載している

度イノベーションの 7 つの機会の中で用途開発に関わる事例を見てみる

．

（13）

．

（16）

それでは財やサービスを提供する企業側は顧客を無視しているのであろう

第 1 の機会である The Unexpected の事例では，スイスの動物用医薬品メー

か．ドラッカーの記述する顧客の欲求ということから企業の行動を考えれば次

カーの事例が登場する．このメーカーが取り扱う医薬品は元来ヒト用である抗

のようになる．顧客の欲求には，すでに感じていた欲求，すなわち顕在化した

生物質を中心とするものであった．獣医たちがヒト用医薬品のメーカーに発注

欲求と感じられていない欲求，すなわち潜在化した欲求がある場合もある．潜

した際には喜ばれず，販売を拒否される場合もあった．さらに動物の治療に抗

在化した欲求は，企業（事業家）の行動，広告，セールス活動，何か新しいも

生物質を使うことは貴重な医薬品の乱用とさえいわれた．そのような状況を利

の提供によって初めて欲求が生まれる．事業家の行動が首尾よくその欲求を有

用し，このスイスのメーカーは簡単に動物用医薬品をライセンスし，ヒト用の

効需要に変えたとき，初めて顧客が生まれ市場が生まれる

医薬品で起こった価格競争や厳しい規制に捲き込まれることなく利益率の良い

．

（14）

企業も顧客を無視しているわけではなく，特に顧客がまだ感じていない欲求

分野として成功を収めた．

について，その顧客の欲求をつかもうと日々懸命に努力していている．しかし

同じく第 1 の機会には病院用機器メーカーが開発した生物実験や治療テスト

それにもかかわらず，往々にして企業が生み出すものと顧客が価値と感じてい

用の機器についての事例がある．メーカーは病院用として開発したが，企業や

るものは齟齬，すなわちズレが生じやすいのだ．

大学の研究室から発注された．しかし誰もこの報告をしなかったし気にもとめ
なかった．従ってセールスパーソンを送り込むこともなければ，アフターサー

2.4

齟齬の解消と用途開発

ビスについての整備もしなかった．その後他のメーカーが現れ，企業や大学の

そこで用途開発ということに立ち戻って考えてみる．「顧客の欲求」と「実際
の企業側の提供物」との齟齬は生じるものの，逆にこの齟齬を察知し意図的に
解決できれば用途開発につながる可能性があるのではないだろうか．
例えば素材メーカーを例に考えてみる

．すでに自社で確立した素材は従

（15）

研究室に関する市場を奪っただけでなく，その市場規模の大きさから，病院市
場までも低価格と優秀なサービスにより奪った．
第 2 の機会である Incongruities には米国中西部の証券会社の事例が登場す
る．大手証券会社は顧客の目的が，自分たちと同じ利殖であると信じていた．

来からの用途で，既存市場において既存の顧客に提供している．成長のため，

それに対して中西部の証券会社は違う価値観に注目した．利殖を目的とする

同じ素材を異なる製品に応用する，あるいは他の業界に向けて試作品等を作り

人々を相手にせず，自由業の人たちや豊かな農家や中小企業の経営者など，支

可能性を探索する．そして営業活動を通じてその素材の用途を試作品とともに

出が堅実で収入が支出を上回るという人たちだけ顧客にしたのだ．本業が忙

提案する．しかし最初の提案ではアイデアとしては優れていても実際の使い勝

しく稼いだ金を運用する時間がない彼らに財産を守るための商品として年金，

手やスペックなどが現実的ではないなどという齟齬が生じる．あるいは素材

パートナーシップ投資，不動産信託を提供した．

メーカーにアイデアに意識喚起されて新たなアイデアや理想的なケースが新た

第 4 の機会である Industry and Market Structures には自動車の事例が表現

に提案される可能性もある．その場合の現状と理想の齟齬を埋める改良や開発

されている．1900 年代初頭のロールスロイスは，顧客を原則として爵位を持
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つ者に限定し馬車階級用の贅沢品として販売した．一方米国ではヘンリー・

発について考えてきた．顧客が求めるものと実際の企業側の提供物には齟齬が

フォードにより T 型フォードが販売されたが，ロールスロイスのような贅沢品

あり，通常提供側はそれに気づかないことが多く，顧客は不合理だと考える．

ではなく，所有者が自分で運転して修理もできるという製品として発売した．

しかしこの齟齬を察知して自社の強みを生かし意図的に解決できれば用途開発

その後 GM によりあらゆる階層を顧客として自動車が販売された．イタリアで

につながる．

はファイアットが軍の必需品，将校用車両として自動車を販売した．
日本の自動車メーカーもグローバル化にあたり，
アメリカ車並みのスタイル，
内装，性能，小型，低燃費，高品質とアフターサービスを付加した．
1965 年にはボルボが流行を追わないが頑丈でしっかりとしたというコンセ
プトに絞り自動車を販売し，BMW はタフガイのための究極のマシーンとして，
ポルシェは心躍る人たちのための唯一の車，唯一のスポーツカーとして位置づ
け販売し成功した．
同じ自動車という製品をエンジンとガソリンで走る四輪の乗り物ではある
が，顧客を変えその顧客に併せて様々な仕様を変えて各々の自動車メーカーが
成功を収めた．

用途開発はドラッカーの考える顧客ニーズと企業側の提供物のズレに関わ
り，イノベーションの 7 つの機会に並列するものではなく，むしろ各々の機会
に組み込まれているという可能性もある．
【注】
（1）本研究では Drucker の著書については上田惇生訳の最新刊を参考にしているが一部筆者が
訳しており一致していない場合がある．7 つの機会の日本語訳についても Drucker（1985）
を上田惇生の翻訳ドラッカー（2007）を参考に一部を筆者が訳した．
（2）森下（1993）66 ～ 92 ページ．
（3）盛田昭夫等（1990）参照．
（4）内閣府「イノベーション 25」．http://www.cao.go.jp/innovation/index.html．2010 年 5 月 24 日
最終確認．
（5）シュムペーター（1977）222 ページ．

以上のドラッカーの事例では，筆者が用途開発と呼ぶものについて自社の中
核である技術・製品を中心として 2 つの方向で展開している．
一つは自社技術や製品の違う業界での利用を提案するパターンであり，もう
一方は同じ技術・製品でありながら，顧客を変えて世界を広げていくパターン
である．
中核であるコアの技術や製品は同じでも様々なオプションを付加する，ある

（6）矢作（1994）13 ～ 16 ページ．
（7）ドラッカー（2006）50 ページより引用した．
（8）ドラッカー（2006）50 ～ 51 ページを参照した．
（9）ドラッカー（2007 a）127 ～ 128 ページを参照した．
（10）YKK ホームページを参照した．http://www.ykk.co.jp．2010 年 5 月 24 日最終確認．
（11）三浦・白編（2009）2 ～ 3 ページを参照した．
（12）レビット（2002）8 ページ参照．

いは改良を加えることにより，別の特質をもつ製品・サービスとなる可能性が

（13）ドラッカー（2007 b）57 ページ参照．

ある，あるいは，ほぼ同じ中核であるにもかかわらず新たな顧客に提案するこ

（14）ドラッカー（2006）46 ～ 47 ページ参照．

とにより自社が発展する可能性もあり，これらのパターンを含んだものが用途
開発といえるのではないだろうか．
7 つの機会に並列して用途開発が組み込まれていないのは，いくつかの機会
で登場する事例が示すことから，7 つの機会の中に用途開発が内包されている
という可能性もある．

おわりに
本研究ではドラッカーのイノベーションについてレビューしながら，用途開

（15）岸本（2005）参照．
（16）ドラッカー（2007 b）参照．
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Summary
The purpose of this paper is to consider the principles of “Social Ecology.” To quote P.
F. Drucker, “Social Ecology has to be a rigorous methods of looking, of identifying,
of testing” in his 1993 book The Ecological Vision. I would like to focus attention on
rigorous methods.

YKK ホームページ．http://www.ykk.co.jp．2010 年 5 月 24 日最終確認．

Ⅰ．考察の背景と目的
【略歴】金沢星稜大学大学院経営戦略研究科・経済学部専任講師．京都薬科大学卒業．
立命館大学大学院経営学研究科修了．博士（経営学）．1990 年サンスター㈱に
入社し，2009 年退職まで研究開発部において，液体歯磨き，基礎化粧品の製品
開発及びマネジメントを担当．2009 年立命館大学及び経営管理研究科の非常勤
講師を経て，2010 年 4 月より現職．

社会生態学は一つの体系である ．さらに，そこには特有のテーマと特有の
（1）

仕事がある ．ドラッカーは，
『すでに起こった未来』でこう述べた．筆者の「実
（2）

学としての社会生態学に関する一考察」
（2008 年）は ，ドラッカーが明示しな
（3）

かった体系化のためのささやかな一歩だった．
本考察は，2008 年考察（以下：前考察という）で指摘した課題，つまり社会
生態学の体系化の深化に資する「原理」と「方法」を探索することを目的として
いる．
前考察で得た知見は，次に掲載する社会の変化を見るための分析手法に関わ
るものである．
〈5 つの原理と 7 つの方法〉
原理 1：shifts 分析（転換の分析）
―方法 1 の（A）
：転換点を見る〜始まっ
た日を見る
方法 1 の（B）
：転換点を見る〜終わっ
た日を見る
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勘ではない．それは，観察と識別と評価を行うことのできる厳密な手法でなけ
原理 2：trends 分析（潮流の分析）
―方法 2 の（A）：勢いを見る〜少数派を

ればならない」という文章から 3 つの原理を取り出す．

見る

・社会生態学は定性的な変化を見つけ，評価することを目的とする．

方法 2 の（B）：勢いを見る〜多数派を

・定性的な変化は，定性的な手法を用いて分析する．

見る

・定性的な手法は，観察と識別と評価からなる一連の厳密な手法である．

原理 3：upheavals 分析（変動の分析）
―方法 3：地殻変動的な大きな変化

ドラッカーは，定性的な変化を見つけ評価するためには〈観察と識別と評価
を行うことのできる厳密な手法〉でなければならないと述べた．筆者は，〈観

を見る
原理 4：strains 分析（緊張の分析）
―方法 4：実体と形態のギャップを見る

察と識別と評価〉のプロセスと 5 つの分析がどのような関係にあるのかを明ら

原理 5：stresses 分析（緊張の分析）―方法 5：知的緊張を見る

かにすることで，
〈厳密な手法〉を知る一助になると考える．
なおドラッカーが，このプロセスについて手続きの厳密性を追求した形跡は

ここで改めて 5 つの分析の性格を記す．Trends 分析は同一物の増減を把握
することを目的とした方法であるのに対して，Shifts 分析は質の変化を把握す

見ることができない．本考察では，かかるプロセスを「定性的変化を評価する
プロセス」
（以下：単に「評価プロセス」
）と呼ぶことにする．

ることを目的とした方法である．また Upheavals 分析は地殻変動ともいうべき
急激で大規模な大きな変化を把握することを目的とした方法である．
これらに対して Strains 分析は，上記 3 つの変化の分析結果を受け，その変

2 .「評価プロセス」の 3 要素〈観察と識別と評価〉の検討と定義
①〈観察：methods of looking〉

化が制度などの形態と実体との間にギャップを生じていることを把握すること

Look は，注意してある方向に目を向けることである．これはドラッカーが

を目的とした方法である．さらに Stresses 分析は，Strains 分析から得られた

重視する知覚のための有力な方法である．見るためには，視座が必要である．

ギャップの影響で人々が心理面に受けるストレスを分析することを目的とした

どの立場から見ているのかということである．社会生態学の視座とは，行動の

ものである．

ための知識を得ることである ．そこから，「文明の進歩の二極である継続と
（5）

これらの知見を深耕させるために，「社会生態学者は定性的な変化を見つけ

革新の相克からの関心」 という視角で社会とコミュニティを対象として視線

評価するために，定性的な手法を使わざるをえない．しかし，それは推測に頼

を送る．こうして「知識労働者」など時代を画するコンセプトが視野に入って

らざるをえないということではない．勘ではない．それは，観察と識別と評価

くるのである．そして視線の先にある視点は，
「すでに起こった変化」 である．

を行うことのできる厳密な手法でなければならない」 という記述に注目する．
（4）

具体的には，前考察で得た知見〈5 つの原理と 7 つの方法〉を〈観察と識別と
評価〉というプロセスにどのようにして適応させ，
「厳密な手法」として鍛え
上げることができるかを考察する．

（6）

（7）

ドラッカーが視界にとらえた代表的なものに組織社会，知識社会，企業家，
グローバル，政治などがある．これらのものはすべてドラッカーが「総体とし
ての形態」と表現したものである．
〈観察〉とは，行動のために必要な知識を得るという視座から，継続と革新
という視角で社会とコミュニティを見て「すでに起こった変化」を探す行為で

Ⅱ．仮説の提示

ある．
②〈識別：methods of identifying〉

1．
〈定性的変化を評価するプロセス〉

一般に〈識別〉に相当する原語は，discern や identify である．disern の原

「社会生態学者は定性的な変化を見つけ評価するために，定性的な手法を使

義は，dis- は分離を表し，A と B の違いを明確にさせることである．これに

わざるをえない．しかし，
それは推測に頼らざるをえないということではない．

対して identify は，A と B は同じかどうかを見分けることを原義としている．
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discern は不連続性を，identify は連続性を見分けることを原点に置いている．
ドラッカーが identify を用いた背景には，意識的に連続性を見ることで，不
連続面を際立たせようとしていたことがあるのではないか．しかしいずれにし
ても両者の違いは，コインの裏表のようなものである．
〈識別〉とは，「A と B」は同じであるかとの視点から継続ならざるものの存
在，つまり不連続なものを意識的に見分ける行為である．
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〈仮説 1〉
Trends 分析，Shifts 分析，Upheavals 分析は，手法としての〈識別〉の
厳密性を向上させる．
③
〈評価〉と Trends 分析，Shifts 分析，Upheavals 分析，Strains 分析，Stresses
分析の関係

③評価〈methods of testing〉

変化が及ぼす制度や人などへの影響について把握する手法は，Strains 分析，

ここで注目すべきは，
〈評価〉と訳された言葉の原語が test となっている点

Stresses 分析である．そこから〈評価〉の手段として 2 つの分析を位置づけ

である．他に評価を意味する valuation や assessment，appraisal ではないこと，
つまりここでの評価は，数値に換算したり，相対的に比べたり，金額に置き換
えたりする形の評価ではないことがわかる．
行うべきはテストである．ここでは，
〈識別〉された変化が，本物かどうか
確認することが重要である．
「その変化は何か結果をもたらしたか」
「何か世の

た〈仮説 2〉を提示する．
〈仮説 2〉
Strains 分析，Stresses 分析は，手法としての〈評価〉の厳密性を向上さ
せる．

中を変えたか」 というテストである．より具体的には「社会の期待・価値観・
（8）

Ⅲ．仮説の検証

構造・雇用」 などにどのような影響を及ぼしているかである．
（9）

〈評価〉とは，目の前で起こっている変化が社会やコミュニティに対して何
1.

らかの影響を及ぼしているかどうかを確認する行為である．

考察の手順

本考察では，
「評価プロセス」の厳密性を向上させるために〈観察〉対象を特
3.

仮説の導出

定化し，
〈仮説 1，2〉の検証を行う．具体的には，20 世紀最大の変化とドラッ

仮説を導出するため，
「評価プロセス」を構成する 3 つの要素と Trends 分析，

カーが評した「知識」
「知識社会」を〈観察〉の対象とする．

Shifts 分析，Upheavals 分析，Strains 分析，Stresses 分析の関係を検討する．

ここで知識労働者や知識社会など「知識」に関する概念の整理を行う．
「知識

①
〈観察〉と Trends 分析，Shifts 分析，Upheavals 分析，Strains 分析，Stresses

労働者」は「知識」を「労働」に適用した〈人〉であり，この概念の前に「知識」
を「労働」に適用する「知識労働」という〈こと〉が存在する．その後に「知識

分析の関係
〈観察〉は，

ただ見ることに重点を置かれた知覚の一方法である．ドラッカー

労働」を行う者，
「知識労働者」が概念化された．

，分析と

さらに「知識労働者」が顕著な経済的成果を出すことをもって「知識経済」と

知覚を並置した．したがって〈観察〉と 5 つの分析との直接的な関係性はな

いう概念が誕生した．最後に経済分野にとどまらない影響力，本質性をもって

は，
「論理的な分析と知覚的な認識の均衡が不可欠となる」とし

（10）

いと考えるのが妥当である．
②
〈識別〉と Trends 分析，Shifts 分析，Upheavals 分析，Strains 分析，Stresses

「知識社会」という概念が生まれた．
これまで役に立たないものの代名詞であった「知識」は，
「知識労働→知識労

分析の関係

働者→知識経済→知識社会」という〈概念化のプロセス〉ともいうべき過程を

連続・不連続を基礎として変化をとらえる分析手法は，Trends 分析，Shifts

経て，役に立つものとして世の中に生み出されていった．

分析，Upheavals 分析の 3 つである．そこから〈識別〉の手段として 3 つの分
析を位置づけた〈仮説 1〉を提示する．

現実〈こと〉は理論〈概念〉に先行するという原則に従えば，概念化の前に
どのような現実が進行していたのかを明らかにすることで社会の生態系の変化
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「知識の仕事への適用には長い歴史がある．数千年前，ナイルの洪水につい

本考察では第一に，
この〈概念化のプロセス〉を〈観察〉していたドラッカー

ての知識を使い，エジプトの農業ひいては政治と社会のすべてを変えた司祭た

が，どのようにこれらの変化を〈識別〉していったかを Trends 分析，Shifts 分

ちは，知識労働者として知識を仕事に適用した．しかしそのようなことは，人

析，Upheavals 分析を用いて行う．具体的には，ドラッカーの著書から「知識」

類の歴史上例外に属した」 ．

に関係する記述を選び，仮説 1 の有効性を検証する．

（11）

その後 18 世紀から 19 世紀初めに体系的知識を仕事に適用し，工業や農業の

第二に，知識に関する現実の変化を〈識別〉した後，どのようにこれらを〈評

分野で革新が起こり始めた．しかし，相変わらず学校教育，すなわち「知識」

価〉していったかを Strains 分析，Stresses 分析を用いて行う．具体的には，

は「働かない人」のためのものと考えられていた．例えば「1916 年に彼がはじ

同じく関係する記述から仮説 2 の有効性を検証する．

めて就職しようとしていたとき，経済学の学位をもっていることをあえていわ
なかったということである．彼は『私は 14 歳の時から鉄道の事務員をしてい

2．仮説 1 の有効性の検証
「概念化のプロセス」にしたがって Trends 分析，Shifts 分析，Upheavals 分
析を行うための問いに転換する．
①〈こと（現実〉の始まりを問う：
「知識労働」の始まった日はいつか ―
Shifts 分析
②〈こと（現実）
〉の始まりを問う：
「知識経済・社会」の始まりはいつか―
Shifts 分析
③〈言葉（概念）
〉の始まりを問う：
「知識労働者」という言葉が使われ出した
のはいつか―Shifts 分析
④〈言葉（概念）〉の始まりを問う：
「知識社会（経済）
」という言葉が使われ出
したのはいつか―Shifts 分析
⑤ 少数派の趨勢を問う：
「初期知識労働」は誰か，その趨勢はいかに ―
Trends 分析
⑥ 多数派の趨勢を問う：
「知識労働者」が多数派となったのはいつか ―
Trends 分析
⑦ かつての多数派の趨勢を問う：
「肉体労働者」が少数派となったのはいつか
―Trends 分析

たといった．もし本当のことをいっていたら，あまり教育があり過ぎるという
ことで採用されなかったにちがいない』と述べている」とし

，知識は仕事と

（12）

無関係なものという価値観が支配的であった．
そのような中，知識はどのように「働くこと」に影響を及ぼしていったのだ
ろうか．
「知識経済に向けての最も重要な一歩は，19 世紀のフレデリック・テ
イラーによる肉体労働への知識の体系的な適用，すなわち科学的管理法だっ
た」 との指摘こそが，その答えである．1911 年のテイラーの『科学的管理法』
（13）

の出版及びそれに先立つ取り組み（1985 年〜）こそ，知識労働の端緒，つまり
「新しい現実（こと）
」が始まった日である．
②
〈こと（現実）
〉の始まりを問う：
「知識経済・社会」の始まりはいつか
― Shifts 分析
この問いへの答えは大方の予想を裏切るものである．すなわち，「この大転
換の底にあるものは，知識労働への需要の増大ではなく，供給の増大である．
（中略）知識労働者の登場によって仕事の性格が変った，知識労働者を雇用す
る必要から知識労働を生み出さなければならなかった」というのである

．

（14）

労働に知識を適用し誕生した「知識労働」という概念であるが，知識労働の
現場が増えたことを理由に知識経済・社会にシフトしたのではないというので

⑧ 非多数派を問う―多数派になれなかった者は誰か Trends 分析

ある．ドラッカーが指摘する別の理由は，第 2 次世界大戦後の 1944 年に施行

⑨ 変化の大きさを問う：
「知識社会」へのシフトは急激で大規模な変化か―

された，アメリカの退役軍人保護法だった．「私に，決定的な変化，何か重大

Upheavals 分析

なことが起こっていることを知らせてくれたもの」であり，「この法律は，あ
らゆる退役軍人に対して，政府が大学の奨学金を与えるというものだった．そ

①
〈こと（現実〉の始まりを問う：
「知識労働」の始まった日はいつか―
Shifts 分析

の結果は，まったく前例のないものだった．いまから見てみるならば，知識社
会の到来を告げたものが，この法律の施行であったことは明らかである」 ．
（15）
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これを契機として世に大学の教育を受けた者が爆発的に増加した．しかしド

んにちの社会，経済の生産的労働とは，知識，理念を働かせること，つまり，

ラッカーは，単にそれだけを知識社会への移行の要因とは考えていなかった．

手ではなく知力を働かせることなのである」と述べられている．しかし，やは

真の要因を労働寿命の伸長であるとした．
「労働寿命の伸びが労働人口と被扶

り言葉としての生成は，
『断絶の時代』においてなされたと考えるのが妥当で

養者人口の割合を変えた．こうして先進国の生産性が向上した」のである

ある．

．

（16）

このように大学卒業という知識をもった者たちが社会の新たな経済の担い手と

〈識別〉と Shifts 分析について
無名の〈こと〉が無数に積み重なりいつしか意味を持ち，名前がつき，やが

なり，新しい社会を形成していった．
しかし 1950 年当時ドラッカーは，次の記述に見られるように大学進学率の

てその〈こと〉は消えていく．物事には始点があり，それが累積的に蓄積され，

上昇が経済に与える影響については懐疑的な見方をしていた．
「とはいえ，ア

質的転換点を経て，概念化され，いつしか陳腐化していく．Shifts
（転換）の一

メリカ国民の間で機会均等という社会的な約束に疑念が生じていることは，大

連のプロセスである．

学進学率の大幅な上昇―私に言わせれば，不健全な上昇―として表れてい
る」とし

，今後誕生する大学卒者を産業社会は吸収しきれないと警鐘を鳴ら

（17）

上記①〜④も「知識」に関するコンセプト群の「概念化プロセス」を示してい
る．Shifts 分析は，このプロセスがいかなる契機でいつ起こったか（始点）を
明らかにし，その後〈こと〉の質が A から B へと転換する様を明らかにする．

している．
この警鐘は，杞憂に終わる．同年に始まった朝鮮戦争による経済成長でこれ
らの大学卒者を吸収してしまった．したがって真に知識経済または社会と呼ば

連続性の中に不連続面を発見することを目的とする〈識別〉には，欠かせない
分析である．

れるにふさわしい現実となった時期は，1950 年，51 年頃と考えることができ
る．事実 1952 年，論文「プロフェッショナルを活かす」で，
「今日（1950 年代）

続いては，Trends 分析である．

の労働人口のなかで，最も急速に増えているのが専門職である」と指摘し

⑤少数派の趨勢を問う：
「初期知識労働」は誰か，その趨勢はいかに―

，

（18）

Trends分析

しかも最も不足し，需要が飛躍的に高まっているとした．
③
〈言葉（概念）
〉の始まりを問う：
「知識労働者」という言葉が使われ出し
たのはいつか―Shifts 分析

①で明らかにしたようにテイラーは，仕事に知識を適用し，知識労働という
コンセプトを導入した．しかしドラッカーは労使双方から攻撃された．「労働

1957 年に現代社会の最重要コンセプトが生まれた．次のような誕生の瞬間

組合は，テイラーに対し，アメリカの労働運動史上最も悪意に満ちた人身攻撃

を表す記述が『企業とは何か』の 1983 年版のあとがきにある．
「当時は知識労

を展開し」 ，さらに資本家にも「彼は，扇動家，社会主義者として攻撃された」

働者なる言葉はなかった．
『変貌する産業社会』で初めて使った言葉だった」 ．

という

（19）

（20）

．少数派，テイラーの船出はなかなか厳しいものであった．

（21）

「知識の働き」
（the work of knowledge）と訳されたその言葉が世に出て，知

テイラーの主たる後継者は，現場の長たる職長である．職長の地位について

識に新しい役割が与えられたことを人々に知らせることとなった．テイラーの

「過去 50 年間で，技術は大きく進歩し，経営幹部の最下層の者にも高水準のス

出現以来，新しい現実が名前を得るまで半世紀以上の時を要したことになる．
④
〈言葉（概念）
〉の始まりを問う：
「知識社会（経済）」という言葉が使われ
出したのはいつか―Shifts 分析
ドラッカーは，
『断絶の時代』の第12章のテーマを
“The Knowledge Economy”
とし，また同書第 13 章は“Work and Worker in the Knowledge Society”とし
た．著書で初めて知識経済・社会という概念を用いた．これらの概念と同趣旨
のことは，
『変貌する産業社会』の第 5 章（The Educated Society）において「こ

キルや知識が要求させるようになった」と述べ

，職長の地位の変化を記述し

（22）

た．そして，この変化について「現時点ではこのような傾向が見られるという
だけの話である」とシフトではなくトレンドとした

．事実後継者は，別のと

（23）

ころから現われた．②でみた大学卒者たちである．
⑥多数派の趨勢を問う：
「知識労働者」が多数派となったのはいつか―
Trends 分析
次の記述から 1960 年頃多数派となったことがわかる．「1900 年頃のアメリ
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カでは，最大の職業，しかも過半数を占める職業は農業だった．1940 年には，

うことになる．肉体労働者と知識労働者のように本質も形式も異なる場合と同

未熟練，半熟練の肉体労働者が最大となり，1960 年には，自由業，経営管理者，

様，ギャップの存在の可能性を示すがゆえに重要な分析となる．

技術者などの知識労働者となった．やがて，この知識労働者がアメリカの労働
力の過半を占める」 ．1957 年知識労働者という概念が生まれ，その後多数派
（24）

〈識別〉と Trends 分析について
Trends 分析は，すでに起こった変化，つまり Shifts 分析で明らかになった〈こ
と〉や〈言葉〉がどのような趨勢で広まっていったか，もしくは広まっていか

となったことがわかる．
なおドラッカーは，代表的存在と多数派を別の概念として使い分けている．

なかったかを明らかにする．ものごとの生起直後の趨勢，シフトから多数派に
なるまでの趨勢，かつての多数派の衰退する趨勢，多数派内でのセグメント別

社会の重心の移動は前者による社会現象である．
⑦かつての多数派の趨勢を問う：
「肉体労働者」が少数派となったのはいつ
か―Trends 分析

の趨勢などに焦点を当てることで，人々の思考や行動を鮮明化させる効果があ
り，変化を〈識別〉する際の重要なポイントとなっている．次に Upheavals 分

肉体労働者は，知識労働者が代表的存在となった 1950 年頃，その地位を失っ
た．シフトが起こったのである．その後ある一定時期を経て知識労働者に多数

析である．
⑨変化の大きさを問う：
「知識社会」へのシフトは急激で大規模な変化か
―Upheavals 分析

派のポジションを明け渡し少数派となった．
前者が Shifts 分析，
後者が Trends 分析の視点である．具体的には，上記②「こ
と」の始まりを問う：
「知識経済・社会」の始まりはいつか―Shifts 分析や⑥
多数派の趨勢を問う：
「知識労働者」が多数派となったのはいつか―Trends

大学卒業者による知識労働者という言葉で呼ばれるようになった人たちは，
いつごろ多数派となったのであろうか．
」
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
そのものの性格，意味，構造を変えた．今日の諸々の断絶の中でも，この断絶

分析と一対をなすものである．
一世代前の「概念化のプロセス」を観察，分析することは次の仮説 2 を検証

が最も急激であって，もっとも重要である」 と急進性と「政治，行政，経済

するために重要な意味を持つ．代表的存在や多数派からの転落は，
「継続と変

における変化よりも，さらに大きな地殻変動が起こっている．知識社会への移

革の相克」の典型的は一場面だからである．

行である」 と大規模性を表現している．

（26）

（27）

⑧非多数派を問う―多数派になれなかった者は誰か Trends 分析
肉体労働者から知識労働者へシフトは起こった．しかし肉体労働者の時代に

このような大きな地殻変動の根底にあるものは，労働寿命の延長であるとい
う．「1850 年前後には，労働の平均寿命が 33 歳から 35 歳程度であったという．

も，現代の知識労働者に通じる者が存在した．これらの者も社会の生態に影響

1914 年には先進国のほとんどでは 45 歳頃まで働くようになった．そしていま

を与えることがある．

やほとんどの者が 65 歳まで働くようになり，労働寿命が 100 年で 2 倍に伸び

それは誰か．その起源は古く，紀元前にさかのぼることも稀ではないかつて
の弁護士，教師，聖職者，医師，高級官僚などである．現代の知識労働者は，

た」 ．
（28）

そしてその変化は，あらゆる国で学校教育の延長という現実を生み出した．

彼ら専門家を自分たちと同類と見なす．
「受けた教育は同じである．収入は多

さらに教育が最大の投資という教育観から経済的余裕が投入され，事実生涯所

い．機会も多い．しかし，組織があって初めて所得と機会を得られることや，

得は異常なほど増加した．
さらに労働寿命の延長が教育の延長に拍車をかけた．

組織が巨額の投資をして初めて自分の仕事もありうることを認識している．と

こうして「学校教育の延長が仕事に知識を適用することを必然とした」 ．

同時に，組織が自分に依存していることも認識している」 ．彼らの名は，
「独
（25）

立した専門職（free professional）
」である．
この問いの重要性は，同じ知識労働者の中をさらに区分することで見えてく
るものへの注目である．単純化して表現すると本質は違うが，形式は同じとい

（29）

そしてついに「第 2 次世界大戦後の教育爆発は労働の供給を大きく変えた，
それまでの仕事の構造の維持を不可能にした．とくにアメリカでは肉体労働者
から知識労働者への雇用の移行を不可避とし」 ，それは不可逆な変化となった．
（30）
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問う．Strains 分析を前提とし，
「その結果，人々に起こっているトレスは何か」
を問う．

とは，人々に与えるインパクトが広範かつ本質的であることを意味する．この

これら 2 つのテーマの検討をするにあたって用いる問いは次の 2 つである．

ことは，『断絶の時代』
，
『新しい現実』
，
『ポスト資本主義社会』と「知識」に関

⑩知識社会への移行によるギャップは何か．

して多くの章を割いていることからもうかがい知ることができる．しかも知識

⑪その結果，人々に起こっているトレスは何か

社会が出現してから 60 年経つも本質的な解決の糸口さえ手にしていない問題
や課題も多い．〈識別〉という観点から Upheavals 分析は，課題の多さ，深さ

テーマ 1：組織社会における肉体労働者のギャップとストレス

を予期させるものである．

⑩－テーマ 1：知識社会への移行によるギャップは何か―Strains 分析
ドラッカーは，世の中の重心が知識社会に移るなか，取り残された肉体労働

以上，仮説 1 の検証を行ってきたが，それぞれの分析の結果を吟味するとド

者たちと彼らを取り巻く環境をこう分析している「知識労働への移行の結果と

ラッカーが社会生態学の手法として提示した〈識別〉という手法の厳密性を

して，未熟練の肉体労働者は再び社会的に無力で小さな存在になりかねない．

Trends 分析，Shifts 分析，Upheavals 分析が増す結果となったことは間違いな

未熟練労働者は，仕事に知識を適用することの恩恵を最初に享受した．科学

い．よって仮説 1 の有効性は肯定しうるものである．

的管理法は仕事を半熟練化，彼らの生産性を向上させた．（中略）史上初めて，
未熟練労働者に対し，生産者としての賃金を払えるようになった．20 世紀の

3.

仮説 2 の有効性の検証

仮説 2 は，仮説 1 を受け変化に対する影響を分析するために Strains 分析，
Stresses 分析は有効かを問うている．仮説 2 検証の過程では，仮説 1 の過程で
〈識別〉された次の 2 つのギャップをテーマとして用いる．すなわち次の 2 つの
テーマである．
テーマ 1：現代知識社会における旧い時代の多数派である肉体労働者の喪失感
によるギャップ
テーマ 2：現代組織における知識労働者の葛藤によるギャップ

前半における未熟練労働者ほど，社会的地位と力を急速に向上させた階層はな
い．（中略）ところがこれらは，仕事への知識の適用が未熟練労働者を昔の社
会的に地位に追い戻す．所得の高さや職場の安定とは関わりなく，その地位は
急速に失われる．労働組合の力も弱まる」 ．
（31）

未熟練労働者の働く動機は，所得と雇用の安定性であった．そして 20 世紀
前半知識社会へのシフトとともに，このことは達成された．しかし「地位が急
速に失われる」という．未熟練労働者は，働く動機が所得と安定だけではない
ことに気づき始める．しかし彼らの仕事の仕方は，肉体労働者のそれである．
自らを変え，自己実現するために働く手立てをもたないことで地位が相対的に

テーマ 1 では，旧い時代の多数派であり，新しい時代の少数派である肉体労

低下していく．

働者たちの置かれたギャップとストレスを分析する．テーマ 2 では，知識労働
者に内在する誤解，つまり新たに誕生した多数派である知識労働者に同居する

⑪－テーマ 1：その結果人々に起こっているトレスは何か―Stresses 分析

プロフェッショナル観との意識ギャップがもたらすストレスを分析する．

工場労働者（肉体労働者）にとって「あらゆる変化が脅威となる．それゆえ，

これら 2 つのテーマに対して，Strains 分析は，従来の形態（制度，世界観，

あらゆるものに対する反対者，障害物，反動となるしかない」 ．つまり知識

コンセプトなど）と新しい現実とのギャップの存在を分析する．具体的には，

を活用して成果をあげるという手段を持たない者は，今を守るしかなくなると

「知識社会（知識労働，知識）と旧制度，旧世界観などとのギャップは何か」を
問う．
Stresses 分析は，新たに生じた現実とのギャップで生まれた人的な心理面を

（32）

いうことである．その行動が反対，抵抗，反動である．
高等教育を受けるという道を取らなかった者，
取れなかった者がたどる道は，
落ちこぼれ，問題児，弱者である．そして取り残された者は，尊厳を失うとド
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そこに「知識労働者としての自負と被用者としての現実との乖離が生ずる．
彼らはプロレタリアでないことはもちろん肉体労働者でもない．しかし被用者

5 つの分析を「評価プロセス」に適用した検討は，ここで終わりである．し
かしこのプロセスには，先がある．なぜなら社会生態学の「目的とするところ
は，正しい行動」 を生み出すことである．したがって 12 番目の問いは，
「⑫
（33）

であることに違いはない」 ．
（39）

「彼らは知識人たろうとする．だが実際にはスタッフに過ぎない．しかもあ
らゆる組織がそのようなものであるからには逃げ道もない」 ．
（40）

私たちの機会は何か，正しい行動を生み出すために行うべきことは何か」
，つ
⑪－テーマ 2：その結果人々に起こっているストレスは何か Stresses 分析

まりは課題化の問いになる．

「今日，この自らを独立した専門職業とする自負と，格や所得をはるかに上
⑫－テーマ 1：私たちの機会は何か，正しい行動を生み出すために行うべき
ことは何か

回るもののある意味で昨日の熟練労働者の後継に過ぎないという現実の間に葛
藤が生じている．この葛藤が教育を受けた若者たちの幻滅の底にある」と記述

「未熟練労働者の不安をやわらげるうえで政府にできることはない．しかし，

し，ストレスの原因を記した．

彼らが変化に対応できるよう，政府と経営が万全を期す用意のあることは知ら

自立した専門家と組織人たる知識労働者の現にあるギャップを見て解決で

せなければならない．変化に対応できる者には，知識労働者になるよう手立て

きない葛藤を抱えている．ドラッカーは「知識社会では，成功が当然のことと

を講ずるべきである」 ．

される．だが，全員が成功するなどということはありえない」と明快に指摘し

（34）

一方で民間の組織が「学歴のない肉体労働者を生産的で誇りのある仕事，し

た

．もちろん自立した専門家が全員成功するわけではない．しかし組織人

（41）

かも昇進の機会のある仕事に仕立て上げることによって，世界的な企業にまで

たる多くの知識労働者が自ら「所を得る」ことができていない．少なくともで

成長している」事例を示し，
「成功例はそれが可能であることを教えている」と

きていないと思っている．そこに葛藤の根本原因の一つがある．

した．そして「それは必ずなされなければならないことである」と宣言した．
⑫－テーマ 2：私たちの機会は何か，正しい行動を生み出すために行うべき

以下テーマ 2 について⑩〜⑫を問う．

ことは何か
テーマ 2：現代組織における知識労働者の葛藤によるギャップ

「知識労働者としの自負と現実の格差は今後さらに大きくなる．その結果，

⑩－テーマ 2：知識社会への移行によるギャップは何か Strains 分析

知識社会においては，知識労働者をいかにマネジメントするかが最大の問題と

知識社会以前では知識にとっての機会は，個人として働く専門職業にしかな

なる」 ．ドラッカーは，
知識労働者は自らをマネジメントすることを強調する．

かった

．しかし「今日の知識労働者は，真の意味で資本家であるとともに，

（35）

（42）

それは「一つの革命」であるともいう．
「一人ひとりの人間，とくに知識労働者

組織に生計の資を依存する存在である．
（中略）組織からの報酬に依存し，そ

に対し，前例のないまったく新しい種類のことを要求する．
あたかも組織のトッ

れらに付随する年金や健康保険に依存している．彼個人はあくまでも被用者で

プであるかのように考え，行動することを要求する．思考と行動において，こ

ある」 ．

れまでのものとは 180 度違うものを要求する」 ．

（36）

（43）

彼ら知識労働者は，
「1750 年あるいは 1900 年当時の専門職業の後継ではな
い．昨日の被用者たる肉体労働者の後継である」 ．一方で彼らは，「自らを

以上，2 つのテーマを題材にして仮説 2 の検証を行ってきたが，それぞれの

弁護士，教師，聖職者，医師，高級官僚の同類と見なす，受けた教育は同じで

分析の結果を吟味するとドラッカーが社会生態学の手法として提示した〈評

ある．しかし，組織があって初めて所得と機会を受けられることや，組織が巨

価〉という手法の厳密性を Strains 分析，Stresses 分析が増す結果となったこ

額の投資をして初めて自分の仕事もありうることを認識している」 ．

とは間違いない．よって仮説 2 の有効性は肯定しうるものである．

（37）

（38）
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のである．
ⅲ）評価〈methods of testing〉

本考察で提示した仮説 1 および仮説 2 は，その有効性を肯定できるものであ
ると結論付けることができた．その他検討の過程で得られた原理と方法の整理
を以下で行う．

〈評価〉とは，目の前で起こっている変化が社会やコミュニティに対して何
らかの影響を及ぼしているかどうかを確認する行為である．
〈Strains 分析〉は，〈識別〉において検出された不連続面を明らかにし，私

①社会生態学は，正しい行動を生み出すことを目的とする（最終的な目的）

たちが住む社会やコミュニティで生じているギャップの存在を分析する．これ

②社会生態学は，定性的な変化を見つけ，評価することを目的とする（手段

の分析を基礎に〈Stresses 分析〉は，ギャップから受ける人の心理的な側面を

としての目的）

分析する．具体的には，前者が後者の原因となるという関係性があるので，2

③定性的な変化は，定性的な手法を用いて分析する

つのステップということができる．しかし〈評価〉という「定性的変化を評価

④定性的な手法は，観察と識別と評価からなる一連の厳密な手法である

するプロセス」における一要素としては，
〈テスト〉というステップが欠けて

「定性的変化を評価するプロセス」と呼んだプロセスを構成する各要素の定
義は以下のとおり．
i）観察〈methods of looking〉

いる．具体的には，「われわれの機会は何か」
「正しい行動を生み出すためにわ
れわれが行うべきことは何か」という課題化のステップである．一連のステッ
プが〈評価〉の，そして「定性的変化を評価するプロセス」のゴールである．

〈観察〉とは，行動のために必要な知識を得るという視座から，継続と革新
という視角で社会とコミュニティを見ることで「すでに起こった変化」を探索
する行為である．
ii）
〈識別：methods of identifying〉
〈識別〉とは，
「A と B」は同じであるかとの視点から継続ならざるもの存在，
つまり不連続なものを意識的に見分ける行為である．

最後に今後の課題に触れる．ドラッカーは，社会生態学に原理と方法がある
と明快に述べている．前考察と本考察は，いずれもその原理を明らかにするた
めのものである．今後もこの課題を深耕させる必要がある．また原理と方法と
して提示したものを実践に適応することを忘れてはならない．
個別の課題は，Strains 分析により認識されるギャップの態様の検討である．

〈識別〉に有効な分析は以下の 3 つである．

例えば，7 つの機会にある「ギャップを生かす」と「認識の変化」とどのような

〈Shifts 分析〉は，
「概念化のプロセス」を〈こと〉が起こった契機・時期（始

関係性があるのか．また，方法論としての Test とは具体的に何であるのか．

点）を明らかにし，その後その〈こと〉の性質が A から B へと転換する様を明
らかにする．連続性の中に不連続面を発見することを目的とする〈識別〉には，
欠かせない分析である．
〈Trends 分析〉は，すでに起こった変化，つまり Shifts 分析で明らかになっ
た〈こと〉や〈言葉〉がどのような趨勢で広まっていったか，もしくは広まっ

さらに知覚と分析の関係性など社会生態学の課題は尽きない．
【注】
( 1) P. F. ドラッカー（上田惇生ほか訳）
〔1993〕
『すでに起こった未来』ダイヤモンド社，p. 300．
( 2 ) 同上 p. 312．

てい かなかったかを明らかにする．趨勢に焦点を当てることで，人々の思考

( 3 ) Annual Report 2008 Civilization and Management（ドラッカー学会年報 Vol. 2『文明とマネジ
メント』）p.72．

や行動を鮮明化させる効果があり，変化を〈識別〉する際の重要なポイントと

(4 ) P. F. ドラッカー〔1993〕前掲書，p.316．

●

●

●

●

●

●

なっている．
〈Upheavals 分析〉は，大規模かつ急激さを分析する．急激かつ大規模であ
ることは，人々に与えるインパクトが広範かつ本質的であることを意味する．
〈識別〉という観点から Upheavals 分析は，課題の多さ，深さを予期させるも

(5 ) 同上 p. 323．
(6 ) 同上 p. 306．
(7 ) 同上 p. 313．
(8 ) 同上 p. 317．
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( 9) 同上 p.318．

( 42 ) P. F. ドラッカー〔1969〕前掲書（エターナルコレクション版）p. 286．

( 10 ) P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1989〕新訳『新しい現実』ダイヤモンド社，p. 299．

( 43 ) P. F. ドラッカー〔1999〕前掲書 p.231．
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( 11 ) P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1969〕エターナルコレクション版『断絶の時代』ダイヤモ
ンド社，p.275．
( 12 ) P. F. ドラッカー（現代経営研究会訳）
〔1957〕
『変貌する産業社会』ダイヤモンド社，p. 140．
( 13 ) P. F. ドラッカー〔1969〕前掲書 p.278．
( 14 ) 同上 p.286．
( 15 ) P. F. ドラッカー〔1993〕前掲書 p.317．
( 16) P. F. ドラッカー〔1969〕前掲書 p.289．
( 17) P. F. ドラッカー（DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部編訳）
〔2006〕
『P. F. ド
ラッカー経営論』ダイヤモンド社，前掲書 p. 16．
( 18 ) 同上 p. 40．
( 19 ) P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1939〕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. 300．
( 20 ) 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. 46．
( 21 ) 同上 p.48．
( 22 ) P. F. ドラッカー〔2006〕前掲書 p.15．
( 23 ) 同上 p.16．
( 24 ) P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1969〕新版『断絶の時代』ダイヤモンド社，p.288．
( 25 ) P. F. ドラッカー〔1969〕前掲書（エターナルコレクション版）p. 285．
( 26 ) P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1969〕エターナルコレクション版『断絶の時代』ダイヤモ
ンド社，p. 354．
( 27 ) P. F. ドラッカー〔1989〕前掲書 p. 196．
( 28 ) P. F. ドラッカー〔1969〕前掲書（エターナルコレクション版）p.288．
( 29 ) 同上 p. 290．
(30 ) 同上 p. 291．
(31 ) 同上 p. 305．
(32 ) 同上 p. 306．
(33 ) P. F. ドラッカー〔1993〕前掲書 p.319．
(34 ) P. F. ドラッカー〔1969〕前掲書（エターナルコレクション版）p. 306．
(35 ) 同上 p. 283．
(36 ) 同上 p. 285．
(37 ) 同上 p. 284
(38 ) 同上 p. 285．
(39 ) 同上 p. 284．
(40 ) 同上 p. 285．
(41) P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1999〕
『明日を支配するもの』p. 231．

【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．
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この「もっとも効率的な動作の集合としての作業」は，熟練労働者が身につ
けている作業といえる．それを「標準」として作業するということであり，発
想として熟練労働者の作業のやり方を「科学的に」分析し，それを「標準」とい
う形でマニュアル化したものといえるだろう．

An Essay on Knowledge Worker Productivity:
Drucker’s Assignments

例えば熟練労働者（親方）が弟子に対し，
「左手で部品を持ったら，それを手

大 木 英男
Hideo Oki

（㈱クロス・マーケティング）

前 15 度の方向に 3 センチ引き寄せながら，右手のハンマーを横手に上げ，間
髪を入れずに打て」という指示をするかもしれない．これは親方が長年習得し
て得た最適な動作であるとする．それをテイラーは，「左手で部品を持つ」
「そ

Summary

れを手前 15 度の方向に 3 センチ引き寄せる」
「同時に右手のハンマーを右 45 度

Peter Drucker described in his many writings that any countries or organizations
which succeeded developing how to increase the knowledge worker productivity
will survive．But there is no solution at that time, Drucker said so．Therefore
they were assinghments for us from Drucker．Drucker probably would imagene
Tayler’s “Scientific management,” especially “Motion study” and “Time study,” they
were kinds of quantitative model．But physical work productivity and knowledge
work productivity are totally different. In conclusion, that would be still “Unsolved
Problems.”

の角度に上げる」
．その動作をしながら「部品を所定の位置に置く」
「同時にハ
ンマーを振り下ろす」という動作に分解し，各動作において最短時間の動作を
採用する，それが標準作業ということである．
これはいわば，「徒弟制度」という形で継承してきた熟練労働者のやり方を
マニュアル化することによって，万人で共有しようということであろう．つま
り作業の共有化ということだ．
確かに，これによって肉体労働の生産性は飛躍的に上昇した．ドラッカー
は，テイラー理論が嚆矢となり「生産性が 50 倍になった」といっている ．テ
（2）

背景

イラーの成果だけで「50 倍」になったのかどうかは別として，テイラーの科学
的管理法により，肉体労働の生産性が大きくアップしたことは，疑いようのな

ドラッカーはあちこちの著書で，テイラーの科学的管理法を賞賛している．
例えば「ダーウィン，マルクス，フロイトは近代社会をつくった三人組として
よく引き合いに出される．だが，マルクスの代わりにテイラーを入れるべき」

い事実である．
このようにテイラーの科学的管理法とは，「動作」を標準化（最適化）しての
積み重ねとして，
「作業」を標準化（最適化）するというものである．

とまで述べているのは周知のとおりである ．まさに「絶賛」といえるだろう．

だが，この標準化自体の考え方は，テイラーが提唱しなくても後世の誰かが

それでは，テイラーの科学的管理法とはどんな理論か．科学的管理法とは，

理論化したであろうことは，十分に想定される．しかも，テイラーの時代から

（1）

一口でいうと，肉体労働作業を個々の要素に分解して，無駄な動作を省き最適

さほど時を経ずして行われたはずである．なぜなら，それ決して稀有な発想で

な動作だけを選択して全体を完結するという考え方である．つまり，作業の各

はなく，通常の思考形態の延長線上から十分に開発しえたであろう考え方だか

要素（動作）の最適なものを組み合わせて，もっとも効率のよいやり方に標準

らである．だが，コロンブスの卵ではないが，最初に提唱したテイラーの業績

化するということである．

が，何ら貶められるのではなく，賞賛されてしかるべきものではあることはい

その理論構成は，
「動作研究（Motion Study）
」と「時間研究（Time Study）」

うまでもない．

からなる．それらは上述のように，全体作業を個々の「動作」に分解し，それ

他方ドラッカーは，『断絶の時代』
（1968 年）の前から知識労働について言及

ら動作に必要な時間を測定し，もっとも短時間で済む動作を「標準動作」とし

しているものの，具体的には同書で「これからの産業は肉体労働でなく知識労

て，それら各標準動作の組み合わせを「標準作業」とするものである．

働主体となる」と述べている ．そしてそれは，知識社会，知識労働者，テク
（3）
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にあるのか知っておく必要がある」としている．つまりドラッカーは，知識労

その後，ドラッカーはいろいろな書籍で「知識労働」に触れ，知識労働，知識

働という全体的なくくりでは，生産性の議論は不可能といっているのである．

労働者，特に知識労働の生産性を訴求している．この知識労働の生産性というこ

知識労働といっても多様であるから，それを分類したうえでないと生産性云々

とは，ドラッカー思考の一つの潮流となっているといってもいいのではないか．

を議論しても不毛ということだろう．これは最大のネックである．

ドラッカーは，「知識労働の生産性を上げる方法を開発した先進国の企業や

また，「知識労働」と一口でいっても，純粋な知識労働はきわめて少ない．

国が優位になる」ということをあちこちで述べている．つまり，肉体労働の生

その多くは，知識労働と肉体労働の混合体なのである．したがって，「知識労

産性についてはテイラーが決着をつけた→それによって企業は大いに潤い，産

働の生産性」というモノサシと，「肉体的労働の生産性」というモノサシの 2 つ

業界は恩恵をこうむった→現在および今後は知識労働の時代である→肉体労働

を用意しなければならないという論理になってしまう．これが第 2 のネックと

の生産性で経験したように，知識労働の生産性向上に成功した企業が優位なポ

いえるだろう．

ジションを占めるだろう．こういう論理展開なのである．
「先進国を生み出し

例えば大学教授の場合．この職業は「純然たる知識労働者」と思いがちだが，

たのはテイラーによる肉体労働の生産性向上であるが，先進国の運命を決める

必ずしもそうでない．例として日本の大学教授の仕事は，「研究と教育」であ

のは知識労働の生産性向上である」 としており，日本を含めた先進国の最大

るが，その 2 つの業務にまつわる多くの管理業務がある．つまり，マネジャー

の課題の一つが知識労働の生産性向上であるとしている．このように，現在の

としての仕事である．そしてこのマネジャー業務は，多分にテクノロジスト的

企業や産業界ひいては国家にとって，知識労働の生産性がきわめて重要なこと

な仕事といえる．肉体労働ではないが，
知識労働でもない部分が多い．したがっ

と断じている．知識労働の生産性の向上策を開発しうるかどうかが先進国の命

て，大学教授といえども，純粋の知識労働者とはいいがたい．

（4）

運を決めるというのだから，
これはあまりにも重いドラッカーの提言といえる．

医師の場合もそうだろう．これについては脳外科医の例をあげてドラッカー

だがドラッカーは，後述のように，知識労働の生産性を上げるためのいくつ

もいっていることであるが ，医師はその知識だけを駆使して仕事をしている

かの「ヒント」は出しているのだが，その方法は「現時点ではわからない」 と

のではない．かなり肉体労働的な作業もともなうのである．手術理論の構築は

している．颯爽とテイラーが登場し，すばらしい考え方で肉体的労働の生産性

知識労働であるが，手術行為そのものは肉体的労働，あるいはテクノロジスト

向上を解決したように，知識労働の生産性向上に資する抜本的な理論は，現在

の色彩がきわめて濃い．

（5）

（7）

のところ登場していないのである．その意味で，ドラッカーが亡くなった現在

以下は，筆者がある医療ジャーナリストから聞いた話である．美容整形の領

において，知識労働の生産性向上のための理論は，いわば残されたわれわれに

域である植毛（頭髪を移植する）分野で，自分の頭髪を他の部分（禿部）に移植

対するドラッカーの宿題ともいえるだろう．

する手術を，その医療ジャーナリストが見学したという．担当する美容整形医

以上の観点から本稿では，この「ドラッカーの宿題」
，すなわち知識労働の

が看護師を助手にして，毛髪を 1 本抜いて他の部分に移植する．また 1 本抜い
て他の部分に移植する．そういう作業を延々と続ける．結局，手術が完了した

生産性向上という問題について考察してみたい．

のは数時間後であったという．

知識労働の生産性向上に関する諸問題とドラッカーのヒント

これは医者の仕事とは思えないというのがその医療ジャーナリストの率直な
感想であった．確かにこの作業は，医療理論の背景に支えられてはいるが，実

①「知識労働」の分類が必要

際の作業においてはさほどの医療知識を必要としない．むしろ，腕のいい職人

ドラッカーは知識労働には 3 種類あるといっている ．すなわち，
「質を成
（6）

に適した仕事といえるだろう．

果とするもの」
「質と量を成果とするもの」
「その成果が肉体労働と同種のもの」

この移毛技術に習熟した人（例えば職人）が移植手術をするのがもっとも適切

である．そして，「知識労働の生産性を高めるためには，その仕事がどの範疇

だ．だが法規制上，
この「作業」は医師以外の人が行うことはできない．つまり，
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検討する場合，まずテクノロジストの生産性を考えることが必要となる．
肉体労働
純・肉体労働
基本分類

肉体労働のみで
完結する労働

だが，テクノロジストといっても，実態は多様である．したがって，テクノ

知識労働
知識的労働

純・知識労働

知識労働のみで
肉体的「知識労働」 知識的「知識労働」
完結する労働

ロジスト一般としての生産性向上などは考えられない．テクノロジストの仕事
をさらに類型化・細分化して，各類型ごとの生産性向上を検討しなければなら
ないという厳しい作業に向かわざるをえない．
この点についてドラッカーも「多くの知識労働者は仕事の質を客観的に測定

テクノロジスト
のポジション

図1

できない．それは，そもそも仕事が何であるかが明らかにできないからだ」と

テクノロジスト

述べている ．
（9）

このように，知識労働の生産性を考える場合，知識労働一般として検討する

肉体労働と知識労働の概念仮説

のはナンセンスであり，知識労働を分類・類型化したうえで，個々の類型ごと

「医師の仕事」なのである．そして医師は知識労働者に分類されるから，この
移毛作業は知識労働ということになる．

の生産性を検討せざるをえない，
という点はドラッカーも認めているのであり，
またそれ以外の方法は考えられないと思われる．

そのような見解への批判がドラッカーの「脳外科医の例」と考えることもで
きる（その矛盾に気づいてドラッカーは，
「テクノロジスト」という概念を構築
したのだろう）
．

②知識労働の生産性検討に関するドラッカーのヒント
このように，知識労働の生産性を向上させるための方策を検討するには，ま
ず知識労働，当面の大勢としてのテクノロジストの仕事を分類・類型化する作

このように，知識労働と一口にいっても多様である．したがって，知識労働

業からはじめる必要があることは明らかである．だがその作業に入る前に，ド

の生産性を上げるためには，まず多様な知識労働を分類・定義しなければなら

ラッカーが述べている知識労働の生産性を考えるうえでのいくつかのヒントを

ない．そして，知識労働を可能なかぎり「要素」に分解しなければならない．

検討してみよう．

したがってドラッカーは，前述のように「知識労働の生産性を高めるためには，
その仕事がどの範疇にあるのか知っておく必要がある」として，まず知識労働
を定義することが必要である，と述べているのである．

■

知識労働の生産性を上げる 4 つの方法

『実践する経営者』に，
「知識労働の生産性を上げる 4 つの方法」という章が
ある

．ここで，「知識労働者の生産性と知識労働者の自己実現をいかに測定

（10）

図 1 は肉体労働と知識労働の概念を仮説として模式図としたものである．だ

するかはわからない」としたうえで，
「知識労働者の生産性という社会にとっ

が，この図に示されている「純・知識労働」は実際には少なく，その大半は「知

てのニーズと，自己実現という知識労働者自身にとってのニーズは別の問題で

識的知識労働者」や「肉体的知識労働者」といえるだろう．これはドラッカー

あるものの，知識労働者のマネジメントという一つの方法でほぼ同時に満たす

のいうところの「テクノロジスト」である．ちなみにドラッカーは，テクノロ

ことができる」としている．そして，知識労働者の生産性と知識労働者の自己

ジストを次のように定義している．
「多くの知識労働者は，知識労働と肉体的

実現を高める 4 つのヒントを述べている．

労働の両方を行う．そのような人たちを特にテクノロジストと呼ぶ」 ．
（8）

このように，知識労働の生産性を考えるには，
「純・知識労働」つまり知識

その第 1 は，
「責任をもたせる」ということで，知識労働者がその仕事にふさ
わしい貢献をしているか，その貢献・成果に対して責任をもたせることである

労働のみで完結する労働と，
「肉体的知識労働」や「知識的知識労働」つまりテ

としている．知識労働者に責任をもたせることが，
知識労働者の生産性を上げ，

クノロジストの 2 つに分けて生産性を論じなければならないということにな

自己実現を図るための第 1 の要因であるとする．

る．そして日米欧など現在の先進国労働者の多くは，その数からいえば圧倒的

ドラッカーが述べた第 2 の要因は「貢献を評価させる」ことである．知識労

にテクノロジストが多いといえるだろう．したがって，知識労働者の生産性を

働者の貢献を彼ら自身に評価させ確認させることである．客観的な貢献度を測
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肉体労働では仕事の「方法」が重要であり，仕事の「目的」は自ずから明確で
ある．しかし知識労働では必ずしも仕事の目的が明らかではない．その結果，
「多くの知識労働者が，本来の仕事を放り出して書類を書いたり，書き直した

この点についてドラッカーは，
「セールスによって貢献すべきセールスマンが書

りしている．あるいは会議への出席を求められたりしている」 と記している．

類づくりに時間をとられ，セールスができないでいる」という例をあげている．

知識労働者の職種は多様であるから，ある知識労働者の仕事の目的は何かと

（12）

つまり，知識労働者本来の価値（専門分野）をもって貢献するのではなくそれ以

いうことを明確にしていかないと，知識労働の生産性を評価することができな

外の「仕事」に時間をとられている，ということであろう．つまり，
「できる人

いということだ．そして，その仕事の目的を明らかにするのは知識労働者自身

ができる分野で仕事をしているか」ということで，そうでなければ知識労働の

であり，したがって，知識労働者の生産性を上げるためには，「知識労働者に

生産性が上がらないのは明白というべきだろう．

対し，なすべき仕事は何か，何でなければならないか，何を期待されているか

そして第 4 は，
「知識が高級な資源であることを認識することである．知識
労働者には金がかかる．
そして配置こそが知識労働者の生産性向上の鍵である．

……を問うことが必要である」とする．
また継続してイノベーションを行ったり学習することは，知識社会において

したがって機会に対しては，それを成果に変えることのできる有能な人材を配

必然であり，
技術の進歩により絶えず学習する必要があるということは，
ドラッ

置することである」とドラッカーは記述している．つまり，有能な知識労働者

カーが随所で言及していることである．

は，その強みが発揮できる部門に配置しなければならない．そうでなければ，
宝の持ち腐れで経営資源の無駄使いということなのだろう．

そしてドラッカーは知識労働の生産性は量よりも質が重要であるとしてい
る．肉体労働の生産性向上策の一つとして TQC があるが，これは「統計理論

このようにドラッカーは，知識労働の生産性を向上するための 4 つのヒント

の肉体労働への適用」とし，これは不適格品をゼロに近づけるという「量の問

をあげている．だがこれはマネジメント視点での話であって，
「知識労働の生

題」であるのに対し，知識労働の生産性では，まず質を問題にするという．そ

産性を向上させるモデルづくり」におけるヒントとはならない．テイラーにお

のたとえとしてドラッカーは，
「教師の仕事は，生徒の数では評価されない．

ける肉体労働の生産性のような尺度を提示したわけではない．ドラッカーの言

何人の生徒が本当に学んだかが問題である」としている．知識労働の成果，つ

は，「知識労働者を効率的に使うための 4 つのルール」であって，マネジメント

まり知識労働という独立変数によって影響される従属変数である「知識労働の

の仕方を示唆したものに過ぎないのではないか．

成果」は，定量的な部分でなく定性的な部分を重視すべき，としているのであ

■

知識労働の生産性をあげる 6 つの条件

またドラッカーは，
「知識労働の生産性を上げる 6 つの条件」という項目を立
てて論じている

．それは以下のとおりである．

（11）

る．そして具体的には，「仕事の質」を定義することが知識労働の生産性を検
討するうえで重要であるとしている．
そしてドラッカーが最後にあげたのが「知識労働はコストではなく資本財と
考えよ」ということである．テイラーによる肉体労働の生産性アップは，これ

第 1： 仕事の目的を考える．

は労働コストのカットということであるが，知識労働はそれ自体がさらなる価

第 2： 働く者自身が生産性向上の責任を担う．自らマネジメントをし自立性を

値を生み出す資本財であるということだろう．つまりドラッカーは，肉体労働

持つ．
第 3： 継続してイノベーションを行う．

と知識労働の最大の相違を，コストかリソースかという境界線にもとづいてい
るといえるのではないかと考えられるのである．
ドラッカーのヒントをどう考えるか

第 4： 自ら継続して学び，人に教える．

■

第 5： 知識労働の生産性は量より質の問題であることを認識する．

知識労働の生産性に関してドラッカーは大きな関心を持ち続けた．『断絶の

第 6： 知識労働者は，組織にとってコストでなく資本財であることを意識する．

時代』以降を中心として，自身の多くの著書でこの点に触れている．その議論
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うな明瞭な画一的なモデルとはなりえないということを暗示している．つまり
「それぞれの組織における，それぞれの知識労働者の最適活用法」であるとい

◇肉体労働の生産性に関しては，フレデリック・テイラーが動作研究・時間
研究を発表して決着がついた．このモデル開発により肉体労働の生産性は

える．さらにいえば，それは，ケーススタディ的なマネジメント手法というこ
とになる．

飛躍的に向上した．
◇この肉体労働の生産性モデルを駆使して，日米欧が先進国化した．企業も

知識労働の類型化と知識労働の要素化は可能か

その生産性を大きく拡大した．
◇現在，先進国労働者のかなりの部分が知識労働者で占められる．そして注

①知識労働の類型化

目されるのは，知識労働と肉体労働が同時に介在するテクノロジストの比

■

率が高いことである．

これまでの議論で，知識労働一般の生産性向上モデルは現実的には難しいこ

◇したがって知識労働，特にテクノロジストの生産性向上モデルの開発がき
わめて重要である．これに成功した先進国が生き残るだろう．

職業分類による類型化

とは想定される．したがって，知識労働を類型化して，各類型の中で生産性を
検討せざるをえない．それでは，どのように類型化するのか．

◇だが残念ながら，現時点では知識労働の生産性向上モデルは開発にいたっ

まず考えられるのは，「職業分類」が生産性検討の類型となるかどうかであ

ていない．その背景として，知識労働は多様で分類が困難であることがあ

る．結論としては職業分類は知識労働者の生産性を考える上での類型とはなら

げられる．

ない．例えば，総務省の「日本職業分類」の大分類に「専門技術職」がある．こ
の説明として「高度の専門的水準において，科学的知識を応用した技術的な仕

こうした文脈でドラッカーは知識労働の生産性について論じ，知識労働の生

事に従事するもの……」となっている．そしてその実例として，科学研究者以

産性向上の方策はわからないが，としたうえで，上記の「ヒント」をわれわれ

下多くの研究者・技術者の職種が記されている．それらの多くは，確かに知識

に提供しているのである．

労働者ないしはテクノロジストと呼ぶにふさわしいだろう．だが中には，「レ

だが，「ドラッカーのヒント」は断片的に示唆を含むが，それから直接的に
知識労働者の生産性向上モデルを引き出すものとはならない．ドラッカーのヒ

ンガ製造技術者」
「メリヤス製造技術者」
「被服製造技術者」
「針灸師」
「あんまマッ
サージ指圧師」
「曲芸師」
「力士」
「プロボクサー」などの職業が含まれる．

ントは，要は「知識労働者のマネジメント」であって，知識労働者自身がセル

誤解のないように記したいのは，ここではもちろん，「知識労働は肉体労働

フマネジメントする場合や，知識労働者を抱える企業が彼らを効率的にマネジ

より高級な職業か」という議論をしているのではない．知識労働とは何かを議

メントする分においては有効である．だが，知識労働の生産性アップのための

論しているのである．そういった中で，例えば「力士」は知識労働者としてい

具体的なモデル開発にはいたらないのである．

いであろうか．もちろん力士は，シコ・テッポウといった相撲に必須なトレー

またドラッカーは，
こうもいっている．
「知識労働者の生産性の向上を図るには，

ニングを行い身体を鍛錬する．その意味では，テクノロジストといえるかもし

まず関係者全員の姿勢を変えなければならない．肉体労働者については，いかに

れない．だが，知識労働者の一部分であるテクノロジストという分類は，やは

仕事をするかを指示するだけでよかったのとは大違いである．しかもその姿勢の

り不自然である．例えば力士は身体の大きい者が基本的には有利だ．しかし知

変化は，一人ひとりの知識労働者だけでなく組織全体において必要とされる」
．

識労働者は，身体の大小は基本的には無関係である．また「針灸師」は，針灸

すなわち，知識労働の生産性ということは，知識労働者を抱える組織（企業

専門学校を卒業し一定の理論と技術を会得しなければ資格をとれない．だが，

など）と知識労働者との関係において検討すべきものとしている．これは，知

実際の施術においては，知識的要素よりも身体的要素が大きいだろう．ドラッ

識労働の生産性の問題はマネジメントの枠内であって，テイラーに見られたよ

カーが例にした「脳外科医」の場合と同じといえる．
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「専門的・技術的職業」以外の大分類では，
「管理職」
「事務職」
「サービス職」
「保安職」
「農林漁業職」
「運輸通信職」
「生産労務職」などがある．この中でもっ

調査項目設定

とも肉体労働的な印象を受ける「生産労務職」だが，その多くはいわゆる工員
である．しかし，「石油精製オペレーター」
「陶磁器絵付け工」など，特殊技術
者としてのテクノロジストが数多く含まれている．

アナログ調査票
作成

ロジカルチェック

調 査テ ー マに照
らして 調 査 す べ
き 項 目 を 検 討・
決定する

通 常 の アンケー
ト用紙を作成する

ど の 質 問 で どう
回答した場合は，
次 問 はどこに 進
むかや，矛盾質問
はな い か などを
検討する

集計・作図

分析

リコメンデーション

調査結 果を集計
し必要に応じてグ
ラフを作成し，コ
メントを付す

事 実として の 結
果を分析し，因果
関 係 などを把 握
する

とる べ き マ ー ケ
ティング・アクショ
ンを提案する

デジタル調査票
作成
アナ ログ 調 査 票
をデジタ ル 調 査
票に
「翻案」
する
（画面の作成）

実査
モニタ ーを対 象
に調査を行う

このように，結論として職業分類で知識労働者・テクノロジストであるかど
うかの判定は不可能である．
それでは，どのような軸で分類すべきか．それは，特定業種の，しかも職種
単位で検討しなければ判定不能であろうことは容易に想像できる．ある業種で
あっても，知識労働もあれば肉体労働もあるということは，日常的な経験とし
て十分理解できる．したがって，
「業種ごと」しかも「仕事の内容ごとに」
，知識
労働を抽出し，
「その仕事の」生産性を検討するというスタイルにならざるをえ
ない．テイラーのように，一閃華麗に生産性を論じることはできないのである．
■

マーケティング・リサーチャーの生産性

それでは，特定業種の特定の仕事であるならば，知識労働者ないしはテクノ
ロジストの生産性を向上させるモデルを発見しうるだろうか．筆者が所属する
マーケティング・リサーチ会社を例にとって検討してみよう．

図２

オンライン・リサーチの主要な作業ステップ

の知識労働といってよいだろう．そして，ごく普通に調査項目を検討しうる場
合と，調査目的によっては深い考察を必要とするケースとがある．このように，
いくつかある作業ステップの最初である「調査項目」一つをとっても，知識労
働である場合もあれば，ほとんど知識を要さない場合とがある．
次の作業ステップである「ロジカルチェック」であるが，これも知識労働レ

現在いろいろなタイプのマーケティング・リサーチ会社があるが，筆者が属

ベルは一様ではない．マニュアルどおり機械的にロジカルチェックできる場合

する会社は，いわゆる総合リサーチ会社である．
「総合」という意味は，オン

もあれば，新しいタイプや新しいテーマの場合，ロジカルチェックの仕方を担

ライン調査（インターネット・リサーチ）とオフライン調査を総合的に実施し

当者が考えながらチェックしなければならない．これは知識労働といえる．

ているという意味である．オフライン調査とはネットを使わない従来型のアナ

そして，アナログ調査票のデジタル化，いわゆる画面づくりは，作業自体は

ログ調査，すなわち，集合調査・電話調査・郵送調査・面接調査などと定性調

さほど知識労働的ではないが，実は，そうなるまでには知識労働的な修練を必

査としてのフォーカス・グループインタビュー，
ディティールド・インタビュー

要とするのである．つまり「熟練知識労働者」であるがゆえに，一見機械的に

などをいう．これら各々の仕事は，知識労働者あるいはテクノロジストの手に

仕事をしているということなのである．

よって行われていると見てよい．
まず，オンライン・リサーチについて検討する．図 2 はオンライン・リサー
チの主要な作業ステップを記したものである．通常オンライン・リサーチでは，
次元の異なる作業が含まれるので，各ステップを同一のリサーチャーが管理す
るとしても，実作業は他の専門的スタッフが担当する部分もある．

それ以降，「実査」
「集計・作図」
「分析」
「リコメンデーション」という作業ス
テップがあり，いずれも知識労働なのだが，それに要求される知識レベル（加
えて洞察レベル）は，実に多様である．
このように，マーケティング・リサーチの作業という具体的な領域に限定し
ても，知識労働のレベルは異なるのである．したがって，
「マーケティング・

まず最初のステップである「調査項目」であるが，これは調査依頼企業が決

リサーチ作業という知識労働の生産性」という具体的なくくりでも，モデル化

めている場合もあるし，調査目的・調査テーマに照らしてリサーチャーが検討・

は困難であるといわざるをえない．つまり，知識労働という一般的くくりでは

提案する場合とがある．知識労働という点で考えるなら，後者の場合はかなり

知識労働の生産性を検討できないどころではなく，マーケティング・チサーチ
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作業という具体的くくりでも（それもオンライン調査というきわめて限定的な
外部プロセス
（観察可能）

領域に絞ってさえ）
，知識労働の生産性向上の尺度を開発することは困難な状
況なのである．

４
成果Ａ

それにともなって，知識労働の評価がまた困難だ．まずいえることは，知識

内部プロセス
（観察不可能）

労働の成果は時間の関数ではないという点だろう．つまり，
「何時間働いたか
ら……」という評価はあまり意味がない．
「労働時間」は肉体労働の成果の尺度

２

３

外部から観察できる知的労働要素は①と④だけであるが，実は④を得るためには②
および③というプロセスが必要である．しかし，これらは内部プロセスであるので
観察不可能である．したがって，「成果Ａ」は①②だけで得たと解釈されがちであ
る．だが，実際には②③のプロセスが必要なのである．

であって，知識労働の成果の尺度ではない（もっともケースによっては「緩い
相関」がないではないが）
．
これはひとり，
マーケティング・リサーチ業務に限っ
たことではない．いろいろな業種のいろいろな職種で，多かれ少なかれこうし
たことがいえるのだろう．

１

図３

外部で観察できる知識労働と観察できない知識労働

②知識労働の要素分解
このように，知識労働を類型化しても，その生産性向上モデルはとうてい開
発しえないことは明らかである．
それでは，知識労働を要素に分解することは可能だろうか．前述のように，

点に達したときに知的成果が得られる場合がある．それは，知識労働者の内部
でのプロセスであり，外部プロセスではない．知識労働には，こうした内部プ
ロセスが含まれているのである．これは図 3 に示したとおりである．

テイラーは肉体労働作業を「動作」という最小単位に分解し，ついで各動作の

この「知識労働の要素化」をさらに困難にする側面がある．それは，ドラッ

最適値を求め，その最適値の総和が最適作業であるというロジックである．そ

カーがいうように「専門知識はそれだけでは断片に過ぎない．他の専門家の産

れならば，知識労働も最小単位に分解できるのか．

物と統合されてはじめて成果となる」とドラッカーが述べているように

，知

（13）

テイラーが肉体労働の生産性向上を解決できたのは，肉体的労働であればす

識労働はある面では共同作業である．共同作業であれば，それに参加した成員

べて「動作」という要素に分解できたからである．それに対して知識労働は，

各自の成果を分離することは難しいだろうし，ましてや各要素に分けることは

「要素」に分解することが難しい．これが知識労働の生産性を考える際の，知
識労働類型化の困難さに次ぐ第 2 のネックである．
これを別の側面からいうと，肉体労働は最小単位の「動作」の積み重ねで一
定の「作業」という成果に結びつく．それは一つひとつの連続的な積み重ねで

困難であろうことは十分想定される．
以上の点から考えると，知識労働を客観的に要素に分解することは不可能だ
といえるだろう．
このように，知識労働は「類型化」が困難であると同時に，「要素への分解」

ある．ところが知識労働は，
少なくとも表面的には連続体ではない場合がある．

も不可能である．したがって，少なくともテイラーのような発想で知識労働の

突然，すばらしい知的な成果が得られることもある．これは，潜在的に個々の

生産性向上モデルを開発しようとすること自体が，そもそも不毛だといわざる

「知識要素」の積み重ねによるものであるかもしれないが，外見上はまるで突

をえない．

然変異のように一定の知識的成果が出現することがある．これは外面的には，
非連続的といえるだろう．ということは，具体的に「知識要素」に分解するこ

知識労働の生産性向上モデルは非現実的である

とが外面的には不可能で，そこが肉体労働との最大の相違点であるということだ．
これを別の側面から考えると，肉体労働は「目に見える労働」であるから要

①ドラッカーはなぜ知識労働の生産性に固執したか

素に分解できるが，知識労働は「目に見えない」要素があるから，分解が困難

これまで見てきたように，ドラッカーが主張する知識労働の生産性向上モデ

ということだ．前述のように，目に見えない部分で知的燃焼が行われ，ある沸

ルの開発は現実的ではないと思われる（
「モデル」という呼称を使ったのは，当
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初ドラッカーは明らかにケーススタディとしてではなく，妥当性・信頼性・法

これは逆の側面からいえば，ドラッカーは「知識労働」というものに対する

則性のある画期的な方法，つまり知識労働の生産性向上モデルをイメージして

厳密な定義から出発していなかった．「肉体労働：知識労働」
「テイラーの科学

いたと思われる節があるからである） ．ドラッカーは，なぜこうも知識労働

的管理法：知識労働の生産性」という図式が先行したのではないか．そして知

の生産性を重視したのだろうか．また，知識労働の生産性向上を解決した先進

識労働の生産性向上（モデル）の出現を期待したのだろう．自らもいろいろ考

国だけが生き延びると極言したのだろうか．

えたに違いない．

（14）

これについては，ドラッカーにとってテイラーの影響があまりにも大きかっ

だが，このアプローチの欠点は，まず最初に「知識労働とは何か」という定

たと考えざるをえない．
テイラーの肉体労働の生産性向上モデルの延長線上に，

義から出発しなかった点だ．肉体労働の定義は明確（定義せずとも自明の理で

知識労働の生産性を考えたのではないか．そして，肉体労働と知識労働は「似

ある）→知識労働は肉体労働の対極である→したがって知識労働は定義しなく

て非なるもの」であるのに，
「肉体労働の上位労働が知識労働」というイメージ

ても自明である．
つまり「肉体労働でないもの＝知識労働」という排反定義だっ

を持っていたのではないか．つまり，両者は非連続であるのに，連続体である

たのではないか．このような思考プロセスであったのではないだろうか．
だが，実際に知識労働の生産性を検討していると，いろいろな矛盾点が生じ

かのような錯覚を持ったのではないか．
なぜそのような考えにいたったのか．もちろんこれは単なる推測に過ぎない

る．そこで，テクノロジストという概念（従来の言葉に新しい意味を付加した

が，本論の冒頭部分で述べたように，ドラッカーはテイラーの業績に感激した

概念）を導入した．だがテクノロジストといっても，これまた多様である．類

のであろう．テイラーが肉体労働の生産性を解決した．そしてそれが，いわゆ

型化が不可能なくらいだ．それでは，知識労働を類型別に検討できない．

る先進国を作り上げた．これからは知識労働社会だ．したがって，知識労働の

そしてドラッカーが行き着いたところが，前述のように，自らの領域である

生産性を（テイラー的発想で）解決する手法こそ，次の時代の鍵だ，と考えた

「マネジメント」ではなかったのか．その結果，ドラッカーは「知識労働の生産
性向上は，結局は個人の問題であり組織の問題」であると述べるようになる

のではないか．

．

（16）

繰り返すが，ドラッカーをここまで知識労働の生産性追求に固執させたもの
は，テイラーであったのではないだろうか．

これは何を意味するか．知識労働の生産性モデルの開発は幻影であったこと
を，ドラッカー自らが認めたということではないか．
「個人の問題，
組織の問題」
ということは，モデルの要件である妥当性・信頼性・法則性がないということ

②その主張はどのように変遷していったのか

であり，いわばケーススタディであるということを示唆する．

だがドラッカーは，その矛盾（肉体労働の生産性と知識労働の生産性の根本

おわりに―解けない宿題に直面して

的な相違）に，ある時期から気がついたのではないか．
まったくの推測の域を出ないが，テイラーのモデルがドラッカーをいたく刺
激し，「知識労働向上のためのテイラー的革新」をイメージした．だが，知識

先進国を中心に，肉体労働社会から知識労働社会に移行しつつある中，知識

労働の生産性は，肉体労働の生産性とまったく異なることに気づいた．その理

労働の生産性は，ドラッカーのいうようにきわめて重要な課題である．そして

由の一つは，知識労働と一口でいっても，いろいろなタイプがある．したがっ

ドラッカーは，
「テイラーのような鮮やかさ」で知識労働の生産性を向上する

て，知識労働を一律に論ずることはできない．明らかに知識労働と思われる知

画期的な方法（モデル）があるはずだと信じていた．

識労働もあれば，むしろ外見は（あるいは実体そのものが）肉体労働的な知識

しかしドラッカーは，ある時期からそれが不可能であることに気づいた節が

労働もある．これらすべて知識労働と断ずることは不自然だ．そこで，知識労

ある．それは，知識労働というものは肉体労働と違ってきわめて多様で，しか

働と肉体労働が重複している知識労働者を「テクノロジスト」と名づけた．こ

も要素に分解するのが困難だからである．テクノロジストという概念を用いて

のようにドラッカーの考えは変遷していったのではないだろうか

も，その困難さは減少しなかった．

．

（15）
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そこでドラッカーは，知識労働の生産性を上げる画一的な尺度はありえない
ことを悟り，結局，個々の組織・個々の知識労働者の（セルフ）マネジメント
の問題に帰結したのだろうと推測される．
つまり，ドラッカーの「宿題」は「解きえぬ課題」であったのだ．
それではわれわれは，知識労働の生産性をどう考えるべきか．まったくの個
別の事例研究として取り組むべきか．そうではないと思う．マネジメントの領
域の中で，基本的は方向性を示す「基本的な考え方」と，知識労働の大まかな
類型ごとの「個別応用的な考え方」はあるのだろう．それは，決して華麗なモ
デルというべきものではないだろうが，地道な努力の結果として，一定の効果
が期待できるマネジメント・システムが出現するであろうと考えられる．
その意味でドラッカーの宿題は，新たな努力の方向性をわれわれに暗示して
くれたと考えることができるのである．
【注】
参考文献としてのドラッカーの書籍は，いずれも「上田惇生訳，ダイヤモンド社刊」である．
（1）P. F. ドラッカー／上田惇生編訳『プロフェッショナルの条件』ダイヤモンド社，2000年，p.21．
（2）これについてドラッカーは複数の著書で同じことを述べている．例えば上田惇生編訳『テ
クノロジストの条件』ダイヤモンド社，2005 年では，「（テイラーの研究以降）肉体労働
の生産性は年平均 3.5％の割合で伸びた．こうしてテイラー以降，肉体労働の生産性は 50
倍になった」
（p. 74）．
（3）だがドラッカーは，『明日を支配するもの』ダイヤモンド社，1999 年で，「『知識労働者』
という言葉は，『断絶の時代』ではじめて使った言葉である」と述べている（p. 232）．これ
は，ドラッカーの思い違いか，ドラッカーが知識労働に関して強く意識したのが『断絶の
時代』当時ということなのかもしれない．その傍証として，上田惇生訳『断絶の時代』ダ
イヤモンド社，2007 年では，「知識の時代」
（p. 287）として 1 章という大部を割いて記述
している．
また上田惇生訳『ネクスト・ソサエティ』ダイヤモンド社，2002 年では，「知識産業とい
う言葉をはじめて使ったのは，1960 年ころ，プリンストン大学のフリッツ・マクラップ
だった．同じころ，知識労働と知識労働者という言葉を初めて使ったのが私だった」とド
ラッカーは述べている．『ネクスト・ソサエティ』は 2002 年の刊行であり，その執筆時期
が 2001 年ころとすると，その 40 年前は 1960 年頃ということになる．他方，
『断絶の時代』
の刊行は 1968 年であり，やはりドラッカーが「『知識労働者』という言葉は『断絶の時代』
ではじめて使った言葉である」というのは，ドラッカーの思い違いではないか．
ただ，これらの言葉を頻繁に使うようになったのは『断絶の時代』以降であり，実質的に
はドラッカーのいうとおりかもしれない．
（4）P. F. ドラッカー／上田惇生訳『断絶の時代』ダイヤモンド社，2007 年，p.10 など．
（5）P. F. ドラッカー／上田惇生訳『現代の経営』ダイヤモンド社，2006 年，で「われわれはい
まだに，（知識労働の）生産性の測定に必要な尺度をもつにいたっていない」と述べてい
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る（p. 97）
．この時点でドラッカーは，知識労働の生産性を測定する「尺度」という数値モ
デルをイメージしていたことが注目される．
（6）P. F. ドラッカー／上田惇生編訳『プロフェッショナルの条件』ダイヤモンド社，2000年，p. 61．
（7）ドラッカーは，例えば上田惇生編訳『テクノロジストの条件』ダイヤモンド社，2005 年
で「外科医は知識労働のほかに手術という肉体労働の両方を行う」
（p. 86）など脳外科医の
例を複数の著書であげている．
（8）P. F. ドラッカー／上田惇生編訳『テクノロジストの条件』ダイヤモンド社，2005 年，p. 86．
（9）同上 p. 83．
（10）P. F. ドラッカー／上田惇生訳『実践する経営者』ダイヤモンド社，2004 年，p. 117．
（11）P. F. ドラッカー／上田惇生編訳『テクノロジストの条件』ダイヤモンド社，2005 年，
pp. 79 -80．
（12）同上 p. 81．
（13）P. F. ドラッカー／上田惇生編訳『プロフェッショナルの条件』ダイヤモンド社，2000 年，p.
88．
（14）ドラッカーは『実践する経営者』ダイヤモンド社，2004 年，p. 97 で，「われわれはいま
だに，生産性の測定に必要な尺度をもつにいたっていない」と述べている．この場合の
「尺度」は，ほぼ「モデル」と考えてよいだろう．いずれにしても『現代の経営』を書い
た 1950 年代の時点では，ドラッカーは「知識労働の生産性モデル」を信じ，それに強く
期待していたのであろう．
（15）P. F. ドラッカー／上田惇生編訳『テクノロジストの条件』ダイヤモンド社，2005 年，p.86．
（16）ドラッカーの晩年の言葉を収めた『ドラッカーの遺言』
（窪田恭子訳，2005 年取材／ 2006
年刊行）では，知識労働者の生産性を上げるには，「知識労働者の昇進制度を確立する」
「知識労働者を単独でなくチームに組み入れる」ことが重要，と述べている．これは，
これは知識労働の生産性は完全に個別企業のマネジメントの問題としているわけで，ド
ラッカーが『断絶の時代』以降の 20 数年以上想定していたと思われる知識労働の生産性
向上（モデル）とは，ほど遠いイメージであるといわざるをえない．

【略歴】㈱クロス・マーケティング顧問，本会理事．京都大学文学部卒業．㈱ CPP 代表
取締役，早稲田大学大学院客員教授，秋田県庁外部ディレクターなどを経る．
専門領域はマーケティング．主要著書に『クライシス・マーケティング』
『マーケ
ティング部』
『マーケティング計画の立て方作り方』，共訳書に『ドラッカー・デ
ィファレンス』等がある．
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化が要求されるかは分かる．変化を知覚し，それを生きることができる．この
ような意味でドラッカーは「昨日の人」であるとともに「明日の人」でもある．
ドラッカーはサイモンによると，オーストリア・ハンガリー帝国の没落の落
とし子だった．この帝国はその子たちを解き放った．その市民社会においては
教養，文化，芸術，音楽，歴史意識，都会性そして国際的に開かれていること
は価値の序列のトップに置かれた．1918 年の帝国の没落，ロシアにおけるボ
ルシェヴィズム，そしてドイツにおけるナチ支配はサイモンによると，ドーナ
ウ君主帝国の 1 つの全世代の根を奪ったと同時に，「凄い創造性」も解放した．
ツヴァイク，ポッパー，フォン・ニューマン，カネッティ，ソムブリッヒ，の

Summary

ちにヨハネ・パウロ 2 世となったカロル・ヴォイティワ等はこの豊饒な文化地

Within the framework of the NEXT SOCIETY, the author of this article discusses
Drucker’s idea of establishing an organization’s unique personality and its social
legitimacy as well as the idea of managing company’s change processes. He reviews
Drucker’s search for the meaning of life and that of some of his followers as well as
of several representatives of the Robert K. Greenleaf Center for Servant Leadership
in Germany. The following question will be answered: What role does Drucker’s
view of the meaning of life play for defining the tasks of Top-Management in the
NEXT SOCIETY？.

盤の上で育った子らであり，グローバルな舞台で活躍した．ドラッカーの生涯
の歩み，ウィーン，ハンブルク，フランクフルト，イギリスそしてアメリカは
これらの子らの生涯の歩みに連なる．「『昨日の世界』は彼らを明らかによく未
来の世界のために準備した．彼らの作品は 1 つの独一無比な文化のこだまであ
り続ける」．
サイモンはさらにドラッカーの精神的，スピリチュアルな側面に触れた．ド
ラッカーはスペインの聖職者で著述者，バルタザール・グラシアン（1601 〜
1658）とデンマークの哲学者かつ神学者および実存主義者ゼーレン・キルケ

1 昨日の人・明日の人としてのドラッカー

ゴール（1813 〜 1855）を熱心に読んだ．
「私の父は 72 年前，ハンブルクで商人見習いになるためウィーンを離れた時，

ヘルマン・サイモンは 2009 年 11 月 19 日，
「明日の人」と題した一文を週刊新

それ（グラシアンの『知恵の書』
）を私にくれた．それから 2 カ月後，私はキル

聞『ラインのメルクール』 に発表した．
「未来はいつもピーター・ドラッカー

ケゴールを発見した．この 2 人は私の人生の両極となった．グラシアンを原語

の愛する子だった．いかなる他のマネジメントに関する著作家も彼ほどわれ

で読むため，私はスペイン語を，キルケゴールを原書で読むために十分なデン

われの思惟に影響を及ぼさなかった．ドラッカーは未来を独一無比の仕方で解

マーク語を独学で学んだ」
．

1）

釈した，なぜなら彼は過去の人だからだった」
．過去と未来の非連続的連続を

こうしてグラシアンとキルケゴールは彼のメンターとなった．ドラッカー

語るこの言葉はドラッカーが彼の仕事の眼目としたことと連なっている．
「す

はいう，
「私には，一方の極に偉大な思想，特に宗教があり，一方の極に仕事

でに起こってしまった変化を確認すること」
「社会・経済・政治のいずれの世

の仕方があって，ここでもまた社会は，2 つの極の間の緊張関係によって支え

界においても，すでに起こった変化を利用，機会として使うこと……．重要な

られていることが明らかになってきた」 と．ドラッカー個人の生活のみなら

ことは，『すでに起こった未来』を確認すること……．重大な影響力を持つこ

ず，社会そのものが「仕事の仕方」と「思想，特に宗教」からも成り立ち，両者

とになる変化でありながら，まだ一般には認識されていない変化を知覚し，か

の「緊張関係」を顧慮しなければそれを理解できない．このような認識は現在，

つ分析すること……」 ．過去に起こったことは一回限りであるにもかかわら

企業コーチ／メンタリングにおいても重要と見なされる．例えば，J・フラハー

ず，そのなかに未来の方向と形を含む．未来へ移行するために，どのような変

ティはキルケゴールの『現代批判』が現代の企業コーチングのために必読であ

2）

3）
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るとした．この哲学者はすでに彼の時代の文化の虚ろさと根のなさを批判した

1949 年，彼は「もう一人のキルケゴール」を執筆した．これは第 2 次世界大戦後，

という ．彼によると絶望は死に至る精神の病であり，普遍的な現象であって，

ヒットラーによるユダヤ人の大量殺戮とスターリン主義の恐怖の現実が明らか

いたる所で形をとる．この考えは周知のように，ヤスパースやハイデッガーに

になり，ドラッカーはその悲惨さのゆえに人間に絶望したからだった．この作

よって受け継がれたが，ドラッカーもまた人は生活の物質と精神の両面にわ

品を書くことによって，彼は「被創造物たる人間の実存に関わる精神的・人間

たって観察すべきとした．

的次元」を確認したかった．

4）

サイモンはドラッカーがホルヘ・ルイス・ボルヘスのそれのような強力な連

キルケゴールはドラッカーによると，19 世紀のヨーロッパにおける楽観主

想能力を持っていたという．
「ボルヘスは最も不可能な結びつきと連想を生み

義を批判した．それによると「永遠は時間において到達し得，そして実際に到

出すことができる．彼はその際諸々の時間と諸々の空間の橋渡しをし，普通

達する」と考えられる．この考えは必然としての進歩への信奉，「人類は時と

の人間には通達できない関係と類比を認識する．同じことはピーター・ドラッ

ともに，自動的によりよく，より完成したものとなり，神に近づいていく」と

カーにもいえる．彼は現在の展開と未来の，そして歴史的な展開の間の並行，

いう確信である．
ドラッカーによるとキルケゴールはこの確信に異議を唱えた．

共通性を見，諸々の精神的な弧を張る」
．

いかに 19 世紀が悲劇を無視することに成功したとはいえ，無視することので

この能力は百科全書的な記憶を処理する能力よりも高次の能力であって，そ

きない悲劇はあったという．それは時間の外側の問題，すなわち死の問題であ

れは創造性の源としての「結びつける能力」である．この能力を持つドラッカー

る．キルケゴールによると「死は，普遍化することができず，個別的たらざる

はサイモンによると，歴史の出来事を独創的な仕方で教える．彼は展望を開く

をえない唯一の事実である」．19 世紀の生命に関する楽観論の帰結するところ

鏡をわれわれの目の前に差し出し，いっそうよく未来を理解するようわれわれ

はただ一つ，
「絶望」だった．死が存在する限り，人間は社会における自らの

を導く．サイモンはこの関連においてキルケゴールを引用する，
「人生はただ

実存について自信を回復できず，絶望にいたらざるをえない．

後方への眼差しにおいてだけ理解され，しかしただ前方への眼差しにおいてだ

ドラッカーはこのようにキルケゴールの考えを追った後いう，「人間が社会

け生きられる」と．サイモンはこの言葉を借りて，過去の人間・未来の人間と

においてのみ生きることを社会が望むなら，その社会は人間が絶望を持たずに

してのドラッカーを解釈した．このようにサイモンが文化および哲学史の文脈

死ねるよう配慮しなければならない」
．そのようにする方法はただ一つ，
「個々

でドラッカーを理解した点において，彼のドラッカー論はユニークである．

の人間の人生を無意味にしてしまうこと」である．人生は「生命全体の中での
一つの機能的過程に過ぎず，全体との関連がなければ，いかなる意味も持たな

2 サイモンのドラッカー論への 3 つの補足

い」ものとなる．このようにして「絶望は全体主義に通ずる」とする．この場合，
全体主義とはナチスとスターリンによって宣伝された全体主義である．その教

この論文の著者は上述のサイモンのドラッカー論に接続し，かつ 3 つの点を
補足することによって表題の問いをよく扱うことができると考える．

義のポイントはドラッカーによると，「いかに生きるかではなく，いかに死ぬ
かということである．その死を耐えられるものとするために，個人の生命は

補足 1．ドラッカーは終生変わらず自分を傍観者と定義づけた．傍観者は「何

無価値で意味のないものとされた．ナチスは自己犠牲を『人間が意味ある実存

も変えない．しかし，役者や観客とは違うものを見る．違う角度で観る．反射

たりうる唯一の行為』として称賛したが，それはただすでに絶望している人間

する．鏡ではなくプリズムのように反射する．屈折させる」ドラッカーにとっ

の絶望の度合いを増大させるに過ぎなかった．
『絶望は人生の本質となった』
」
．

て傍観者以外の在り方は不可能だった ．

ドラッカーはこのように組織的，徹底的に「絶望を人生の本質」にする人間に

5）

補足 2．ドラッカー は 19 歳の頃，キルケゴールに助けられながら，彼
6）

絶望したのだった．

の「人生は社会の中にとどまりきることはないこと，そして社会を超越し

ドラッカーはこの絶望を克服するために 19 世紀に一般的だった「倫理的なも

た，実存の次元とかかわり続けざるをえない」ことを悟った．その 21 年後の

の」の批判を行った．それは「高潔さ，勇気，信念」を与えることはできても，
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生死にはいかなる意味も与えない．それはただ「禁欲的な諦観」を与えるに過

世紀の人間が真の信仰へとうてい到達すべくもないと考えた．彼の信仰も，人

ぎない．ドラッカーはこの諦観が歴史的に見ると，ソビエト・ロシアを擁護す

間の実存にかかわる恐るべき孤独，隔離，矛盾を克服することはできない．し

る人々の考えであり，
それが結果的には「全体主義なる薬物を包む砂糖」となっ

かし，彼は信仰において実存に「意味を与える」ことによって「耐えられるも

た．これに対してキルケゴールは，ドラッカーによると「もう一つの答え」を

の」にすることはできることを知っていた．それは人に死ぬ覚悟を与えると同

出した．それによると人間の実存は絶望の中ではない実存，悲劇の中ではない

時に，人に生きる覚悟を与えてれくれることを知っていた．

実存，信仰における実存として可能である．それではキルケゴールのいう信仰
とは何か？
「信仰とは，神において不可能が可能になるという確信，神において時間と
永遠が一体となり，生と死が意味を持つという確信である．
信仰とは，人間は被造物であり，自律的な存在でも主人でもなく，目的でも
中心でもないが，しかし責任と自由を持つ存在であることの認識である．
信仰とは，人間が本質的に孤独であることを受け入れることである．そして

ドラッカーは第 2 次世界大戦後，改めてこのような，キルケゴールによって
表現された信仰を自分のものとすることによって「人間への絶望」
「全体主義
のもたらした帰結の大きさに対する絶望」を克服しようとしたのだった．この
意味で「もう一人のキルケゴール」という作品はドラッカーの精神的な実存に
とって決定的な意義を持った．自らを社会生態学者として規定し，もっぱら社
会，経済，経営そして政治を論じたドラッカーはこの作品を書いた時，「社会
そのものにとっても，社会だけでは十分でない」ことを知っていた．ほかなら

たとえ死の瞬間までであったとしても，神とともにあることの確実さに圧倒さ

ぬキルケゴールはこの認識において，
ドラッカーの著作活動を支えたのだった．

れることである」
．

ヘルマン・サイモンはドラッカー論のなかでこの社会生態学者のキルケゴール

ここでいわれる信仰に関する 3 つの文章の要点を抜き出しておこう．信仰と

との関わりに触れながら，ドラッカーの信仰の核心の表現としてのキルケゴー

は（1）
「生と死が意味を持つ」という確信，
（2）人間は被造物として「責任と自

ル論に触れなかったので，この論文の著者はそれを再構成することを試みた．

由を持つ存在であること」の認識，
（3）人間は「孤独な存在である」とともに，

補足 3．このキルケゴール論文の，ドラッカーにとっての意義は，彼がそれ

「神とともにあることの確実さに圧倒されること」である．ドラッカーはキル

を通して生きる覚悟を動機づけるための意味への意志を自覚したこと，そして

ケゴールと同様，プロテスタントの信徒だったが，このような信仰理解をキ

意味への意志を内容とする「人間の実存に関わる精神的，人間的次元」を発見

ルケゴールの『恐れとおののき』に即して獲得した．キルケゴールは引用の意

したことの中にあった．このことは身体的・社会心理的次元はそれだけで存在

味での信仰が愛する息子イサクを神の命令に従って神に捧げようとして，しか

し働きうるのではなく，人間の精神的次元とのかかわりでのみ存在しかつ働く

もなおイサクを失わずに済んだアブラハムの中にあったことを確認した．キ

のである．このことを押さえることは，ドラッカー自身がいうように，社会と

ルケゴールはドラッカーによると，信仰において人間は普遍的な実存，意味

経済と政治とマネジメントの問題を考える上でも重要なことである．生きる意

のある絶対的な実存となるとした．そしてドラッカーによると，キルケゴー

味，意味への意志，意味を含む世界への問いを度外視するなら，社会，経済そ

ルは「真の倫理も信仰においてのみ実存する．そして信仰において，社会にお

して政治の組織を運営できない．

ける実存は意味ある実存となり，真の愛における実存となる」とした．ドラッ
カーのこのキルケゴール解釈はキルケゴールが倫理的なものを廃棄したとい

3 ドラッカーの弟子たちと人生の意味

う通俗的解釈を超えており，正しい．ドラッカーによると，キルケゴールは
このように信仰と社会倫理の結びつきの可能性を認めたのだった．ただキル

上に見たようにドラッカーは彼の戦後の絶望体験の後，継続して社会生態学

ケゴールは彼の時代に特有の病，
「人間実存の崩壊，精神と肉体の同時性と

者として人生の意味を問い続けた．それは彼の弟子たちであるマネジメント専

相互依存性の否定」を問題にした．この引用の中で言及される「崩壊」と「否

門家たちにも緊急な問いとなっている．例えば，クレアモント大学院大学ピー

定」は 19 世紀の人間においては徹底しているのであって，キルケゴールは 19

ター・F・ドラッカー＆マサトシ・イトウ・スクールのジーン・リップマン ‐
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ブルーメン は今日という連結の時代（connective Era）に生きるリーダーは差

究とは密接に関連することを指摘した．彼女はドラッカーが晩年にかけてリー

異と相互依存という緊張関係を統合することができなければならないとする．

ダーシップを積極的に語り始めたことも指摘している．リーダーシップにおい

リーダーは彼女によると，同時に倫理性，清廉潔白，強さ，信頼，真正さ，責

て性格と業績が鍵になる限り，それを評価した ．彼によるとそれは「仕事へ

任能力を兼ね備える必要がある．リーダーはまったくカリスマを持つ必要はな

の真面目な献身，責任そして信頼」を含むが，それらすべてはリーダーの「基

い．それよりも彼らが何かを成し遂げることができることは重要である．連結

本原則としての清廉潔白」の上に建てられている．ドラッカーによると，カリ

するリーダーはある決定的な貢献をなすこと，すなわちわれわれが人生の真面

スマはリーダーシップの条件とはならない．それは逆に，リーダーの「破滅の

目な問題，死，そしてわれわれの人生の意味の探求を扱うとき，われわれに助

原因」となる．それは彼らを「融通の利かぬものにし，自分の無誤謬性を信じ

けを提供することができる．

させ，変わる能力を奪う」
．リップマン - ブルーメンはこのように理解されたド

7）

彼女によると，たいていの人間は究極的にこれらの実存的な問いと対決しよ

8）

ラッカーのリーダーシップ概念を継続した．

うとする．答えは各自にとって異なる．しかし，探究の旅は彼女によると，他

クレアモント大学院大学ピーター・F・ドラッカー＆マサトシ・イトウ・ス

者に同伴された旅，道を示す慎み深い，知性的な，思慮深い，倫理的なそして

クールのリチャード・R・エルスワース は別の道を通って人生の意味を語る．

利他的なリーダーとともになされる旅である．

9）

「顧客を創造すること」が「事業の目的」の唯一の有効な定義づけであるとする

われわれは肉体的な有限性へ服従するよう宿命づけられ，塵に返り，そして

ドラッカーの考えとの関連でそれはテーマとなると考える．エルスワースによ

正確には何であるかを知らないような何ものかを残すことになることを知る

ると，顧客焦点的目的は仕事を意味の源とするプロセスにおいて 3 つの役割を

時，どのようにしてわれわれの象徴的な，いっそう絶妙な自己を充実するのだ

持つ．それは第 1 に仕事の目的の中に内面的な価値を注入する．仕事を愛する

ろう？

人は仕事の目的の内面的価値へ献身する．この献身は人々が自己と他者の間の

われわれの地上の旅はすべて何に関わるのだろう？

それが終わら

なければならないとき，われわれはどう自分を慰めるのだろう？

人生の旅を

境界を超越するのを助ける．エルスワースによると，個人は彼が価値を置く理

行った証拠として一体，われわれは何を残したいと思うだろう？

すべてこれ

由と結びつき，
そして理由に仕える仕事をする仲間と結びつく感覚を経験する．

らのことを扱うリーダーの負荷は重いように思われるが，リップマン - ブルー

それゆえ，自己の境界は目的と人々との関係を包むために拡大される．それは

メンはいう，「リーダーが彼ら自身の力以上に大きなゴールに献身しているの

いっそう浸透能力を増大する．人々を新しい現実，
熱望そしてアイデアに開く．

なら，まさにここのところで果たすべき重要な役割を持っている」と．
リーダーは彼女によると，
われわれが自分の個人的な死から注意を引き離し，

顧客焦点化目的はエルスワースによると第 2 に，自己実現を高める．価値あ
りとされた目的と結びつき，新しいアイデアと実験へ開かれていることは，技

それを社会的問題についての意識的な談話，無意識の個人的な恐れを象徴的に

能と知識においても，意識の複雑さにおいても自己をいっそう迅速に成長させ

扱うことを許すそれへ向けることを助ける．リーダーは彼女によると，われわ

る結果を生む．個人は外界と統合されると同時に，ユニークで高度の能力のあ

れすべてが最終的に探す人生の解決は「われわれ自身よりいっそう大きな理由

る実存としてますます差異化能力をつける．リップマン - ブルーメンと同様，

へ献身」することによって可能になることに気づいている．リップマン - ブルー

エルスワースもまたこのような自己実現は自己超越の結果としてだけ可能とな

メンがこのようなリーダーについての考えを展開するとき，彼女は一方ではド

るとして，ヴィクトール・フランクルを引用する，「自己実現はただ，自分自

ラッカーを，他方ではヴィクトール・フランクルを念頭に置いた．彼はいった，

身よりもいっそう大きな理由あるいは理想へ献身するという意味での自己超越

「成功は，幸福のように，追求されることはできない．それは結果としてつい
てくるのでなければならない．それはただ自分自身よりも一層大きな理由への
献身の，意図されない副作用としてついてくるのだ」と．
リップマン ‐ ブルーメンはこのように連結するリーダーと人生の意味の探

の副産物としてのみ実現される」と．
エルスワースによると第 3 に，被用者が個人的に顧客焦点化目的，自己超越，
そしてその結果としての自己実現と一体となることは会社の業績のために著し
く利益ある結果をもたらす．このような雰囲気は内面的な動機づけ，献身，個
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人的な主導性そして競争に不可欠な知識の創造の源となる考えへと自分を開く

あるという理念は 21 世紀の最初の 10 年，一般に受け入れられている．それが

ことへ通ずる．仕事はますます集中してなされ，ますます大きな協力体制は組

まだ一般に敬意を払われるにいたってはいないけれども，そうである．これ

織メンバーの間に出来上がる．
組織全体の活動はいっそう企業の目的に合致し，

は，倫理的な，そしてますます成果を収めてもいる企業のマネジメントの一部

人々はますます厳しくなり，思慮深く働く．組織メンバーは彼ら自身の成長の

としての社会的責任（Corporate Social Responsibility，CSR）の承認において

ためにますます多くの責任を担う．顧客焦点化目的に突き動かされた自己実現

明らかである．より大きなほとんどすべての会社はこの間，企業の社会的責任

は潜在的な人間の能力を解放し，人格全体のますます多くの部分を活性化させ

のための部門，副プレジデントあるいは特殊な責任範囲を持ったディレクター

る．このようにエルスワースはフランクルの提唱した自己超越にもとづく自己

を持つ．会社によって実践された事実上の程度を計る多くのリサーチは存在す

実現が企業運営にとって持つ帰結を描写した．この論文の著者は顧客創出とい

る．それと並び CSR スカラで高い価値を持った企業の市場価値の上昇的な接

う事業目的との関連であれ，リーダーシップとの関連においてであれ，フラン

近は確認されている．顧客と事業相手にとっても CSR は，彼らが営業関係を

クルのいう仕事と人生の意味，そして自己実現に先立つ自己超越の重要性がド

保とうとする者の選択に当たってますます役割を果たす．2，
3 の消費者組織は，

ラッカーの弟子たちの間で痛切に意識に上っていることを示した．

それらが社会と環境に対する責任をなおざりにする会社のボイコットを推薦す

最後に，指摘しておかなければならないことがあるが，それはリップマン -

るにいたっている」と．

ブルーメンもエルスワースも自己超越という概念の自己実現という概念への優

ラツローは企業の社会的責任という考えを企業マネジメント，企業の市場価

位という考えはマスローにおいても徹底して守られていると考えていることで

値，顧客，事業相手，消費者とその組織と関連づける．このセンターのドイツ

ある．安井猛

はフランクルが自己超越の自己実現に対する絶対的な優位を固

における代表，レオナルド・シュノレンベルクは「奉仕するリーダーシップ―

持しているが，このことはマスローには当てはまらないことを，フランクルと

21 世紀のための指導力文化」 を論じ，奉仕する指導力の課題は「奉仕するこ

マスローの対話記録をもとに論証している．

とを通して自分と他者と社会に生きる意味と幸福を見つけ，そしてそれを与え

10）

12）

る」ことにあるとする．仕える者としてのリーダーというグリーンリーフの考

4 リーダーは僕（しもべ）であるという逆説

え方は指導的マネジメント学者，コンサルタントや企業家たちを鼓舞したとい
う．ピーター・ドラッカー，スティーブン・コーヴィ，ピーター・センゲ，ケ

興味深いことに，リップマン‐ブルーメンは連結するリーダーシップがロ
バート・K・グリーンリーフの僕（しもべ）としてのリーダーシップと触れる部

ン・ブランシャール，マックス・デプリー，マーガレット・ウートレィ，ワレン・
ベニス，ピーター・ブロックなど．シュノレンベルクはドラッカーを引用する．

分があることを示唆した．これはこの論文の著者の注意を引く．彼が奉仕する

「指導力は奉仕し変化させる力にもとづくのであって地位に付属するそれにも

ものとしての指導力のためのロバート・K・グリーンリーフ・センターの存在

とづくのではない」
．すでに見たようにリップマン・ブルーメンはドラッカー

を知ったのは『奉仕するものとしての指導力』 を読んだ時だった．このセン

に倣って，リーダーシップはカリスマとは何の関係もないとしたが，ここでは

ターは政治的，宗教的，科学的そして経済的に独立した国際的非営利財団法人

さらにそれはリーダーの「地位」ではなくひたすら「奉仕し，変化させる力」に

であり，インディアナポリス，インディアナに本部を置く．このセンターは根

もとづくといわれる．

11）

本的にすべての種類の制度と組織の質を改善することを使命とする．それは新

シ ュ ノ レ ン ベ ル ク は「 僕（ し も べ ）と し て の 指 導 力 」の 核 と な る 10 個 の

しい形の指導と構造と決定によって可能になるという．エルヴィン・ラツロー

要素を論じている．彼はドラッカーを引用し，同時にフランクルの愛弟子

は本の序言「生命維持としての奉仕する指導力は成功因子である」の冒頭に書

でマネジメント理論を展開するピリヒャー・フリートリッヒに言及する．

く．
「指導力はその指導の役割と自分の会社への奉仕を超えて同時に社会の僕で

（1）積極的傾聴．（2）共感．この個所でシュノレンベルクは，被用者はマ
ネージする必要のある「人的資源」以上のものであり，この言葉はふさわしく
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ないとして，
ドラッカーの論文「彼らは被用者ではない．彼らは人々だ」
（2002）
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（3）コミットメント：私の最善を与え，そして被用者から最善を要求する

を指示した．その中でドラッカーは企業人に，リーダーシップを競争力の有利

説明：
「世界が私に運んでくる意味．人生はそれを私の状況として束ねてく

を生む「人間の労働」として理解するよう義務づけるべきとしている．
（3）癒

れる―そのような意味はいっそう大きなものから来る．私を待つ意味は私を

すこと．（4）意識．これは注意を自分と環境に向ける能力のこと．（5）遠くを

包むことができる．そのような意味の中に庇護がある．意味は私を結びつける．

見ることができることと直感．
（6）信頼にもとづく説得力．すでに言及された

世界の秩序と，そして人生の流れと」
（アルフリート・レンゲレ）

力と地位による指導は不安を募らせ，もっぱら自分自身を配慮する目標をもっ
て仕事を動機づけるだけであって，それは正しい指導ではないとされる．この
ドラッカーの考え方に並んで，仕事の基礎をなす「信頼」についてのフランク
ルの愛弟子，ピルヒャー・フリートリッヒの言葉が引かれる．
「それに対して
信頼は関係を束ね，意味深いものを生み出すことができる接着剤である」．
シュノレンベルクはいう，
「信頼を基盤としたリーダーシップは鼓舞する．
そして鼓舞する者は，主として誰か他者のことを心配する．信頼はすべての領
域において創造的な想像力の制約を作る」と．
（7）ビジョンを概念化する勇気．

（4）持続力を可能にする
説明：
「パーソナリティは 1 つの事柄へ仕える者だけが持つ」
（マックス・
ウェーバー）
（5）潜在能力の開発
説明：
「各人の中に彼が成るべき人間の像が生きている．彼がそれでない限
り，彼の平和はまだ十全ではない」
（ヴォルフラム・クルツ）
（6）成果，意味の充実，価値の上昇という意味で得ること
説明：
「自分の道を行く者，彼は他人の道を行かない．他人の願いと表象を

（8）自己責任を刺激し，共同体を促進する．
（9）行動におけるコンテンプレー

負わない．自分の声を聞く．彼自身の決定において明晰であり，彼が考えるこ

ション（瞑想）の技術．それはわれわれが行うすべての物事との深い心的結び

とをいい，彼がいうことを行う勇気がある．避けない．眼力を開発し，自分自

つきへ導く．（10）奉仕するリーダーシップは自分自身を変えようとする要求

身につく」
（ウーヴェ・ベッシェマイヤー）

をもって始まる．ここでもドラッカーが引用される，
「たいていの指導者（マ
ネージャ）は彼らの全人生において彼らがただ 1 人の人格，すなわち自分自身
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を指導していることを意識しないだろう」と．シュノレンベルクはそれを敷衍
する．「われわれが自分自身の個性を発達させるほど，それだけ他者に対する

『ネクスト・ソサエティ』
，第 4 部，第 15 章「ネクスト・ソサエティ」 は「新

大きな奉仕能力を発達させる．なぜなら，われわれは，他者がわれわれのよう

しい人口動勢」
「新しい労働力」
「製造業の逆説」
「企業は生き延びるか？」
「トッ

ではないことを知るからである」
．

プマネジメントの将来」
「前途」の 6 節からなる．それらはすべて 2001 年秋，
『エ

ピルヒャー・フリートリッヒはこの論文の著者がいま紹介した本の共同編集

14）

コノミスト・サーベイ』として出版された．
第 5 節「トップマネジメントの将来」

者の一人であるが，彼女は「意味深い仕方で奉仕すること―自分とすべての

の内容を紹介すると，①トップマネジメントの責任範囲．②トップマネジメン

プロセス参加者のために意味の痕跡を残すこと」 という論文の中で 6 つの短

トは組織の経済的，人的そして社会的側面のあいだの関係のバランスを取るべ

文からなる「
『奉仕する』というコンセプト」を開発する．

きこと．③トップマネジメントの危機．④その危機の後に新しいコンセプトが

13）

出始めていること．⑤成功しているトップマネジメントは「組織のユニークな
（1）内的肯定を伴った実存と，指導委託への献身
説明：「人間は，彼が自分のものとする事柄を通して，彼がそれである本質
に成る」
（フランクル）
（2）指導するパーソナリティへの途上にある私
説明：
「パーソナリティは生成における人間である」
（フランクル）

パーソナリティを樹立」し，
「社会的正当性」を確立していること．ドラッカー
によると企業はこの両方を達成し，トップマネジメントのモデルを工夫するこ
とによって「生き残れる」という．
（1）ユニークなパーソナリティを樹立する
トップマネジメントがユニークなパーソナリティを樹立するとは，それが顧
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客を創出し，十全に彼らに奉仕すること，そして企業目的を徹底した顧客焦点

を作るよう動機づける．⑤狭い自己への興味を企業の目的へ従属させながら，

化目的として維持することにほかならない．

内面的な動機を高める．⑥知識を創造し，会社の知識を生産的にする能力を高

すでに見たように，ドラッカーとピリヒャー・フリートリッヒによると，リー

める．⑦被雇用者が，彼らの仕事がいかに会社の究極的な目的にかかわるかを

ダーはその地位と権力とカリスマによって被用者をリードするのではなく，信

見ることができるようにする．⑧その意味と妥当性を文化と国家的な境界線を

頼と奉仕と変える力によってリードする．これをできるトップマネジメントは

越えて支える．⑨会社の社会における活動の正当性を増大する．すべてこのよ

「ユニークなパーソナリティ」である．マックス・ウェーバーは「1 つの事柄へ

うなことがエルスワースによると，フランクルのいう人生の意味の実現とかか

仕えること」はパーソナリティの特質であることを認識し，フランクルはパー
ソナリティが最初から人間に備わっているのではないといった．人間は生成の
中にあるのであり，
パーソナリティはその都度の自由な自己決定の結果である．
ますます仕えることを学ぶことが必要である．

わることはすでに見たとおりである．
（2）社会的正当性を確立する
企業組織のマネジメントの役割は，
『ネクスト・ソサエティ』におけるドラッ
カーによると，組織が自らの使命を果たすようマネジメントすること，仕事を

もう 1 つ引用すると，ラジェーフ・K・バリ他

も企業は遺伝的に完全なも

15）

生産的なものにし働く者に成果を上げさせること，そしてよりよい社会を作る

のを受け継ぐのではなく，学ぶプロセスによりパーソナリティを自分のものに

ことである．しかし，ドラッカーはすでに 1973 年『マネジメント』の結論

するという．さらに彼らは，企業におけるパーソナリティを理解するためには

なかで書いている，社会においてリーダーたる者がこれらの役割を果たすため

元来人間そのものに備わる普遍的な人間的本性を探求し，加えて企業に特殊な

に，彼らの会社は「正当性を持たなければならない」
「社会から正当なものとし

文化を観察する必要があるという．彼らによると，文化は学習されたものであ

てその存在を是認されなければならない」と．彼はすでに当時，われわれの社

り，その限り企業はその文化を価値観，儀式，英雄たち，シンボルそして最後

会が組織かつ知識社会であることを確認していた．彼は 21 世紀に入ってネク

にその構造において吟味するべきとする．

スト・ソサエティにおけるトップマネジメントを問題にしたとき，初めて企業

の

18）

このことと関連して上述のユニークなパーソナリティ理解も可能になると考

組織の社会的正当性を問題にしたのではなかった．ドラッカーによると「自ら

えられる．逆にいうとトップマネジメントのユニークなパーソナリティは企業

の組織に奉仕することによって社会と地域に奉仕するというマネジメントの権

組織の文化と構造と彼らの果たすべき課題あるいは目的との関わりで理解され

限が認知されるには，組織の目的と特性，および組織の本質に基盤を置く正当

るべきである．企業の組織は地域の文化と社会に連なり，地域の文化と社会は

性が必要とされる」
「組織の目的と特性」が唯一の正当性の根拠である．組織の

世界というグローバルな展望の中に立つ．世界は自然的環境と触れ，これはさ

強み，すなわち「私的な強み」は「公益」となる．

らに宇宙へと通じていく ．

ドラッカーはこれがマネジメントの権限の基盤となりうる正当性であるとい

16）

このような広大な関連の中に企業の組織は立つが，そのトップマネジメン

う．マネジメントを自立した存在とすること，私的なものとすることは社会に

トのパーソナリティを顧客焦点化目的から理解することによって，ネクス

とって必要不可欠なことだという．
それは社会を自由なものにしておくために，

ト・ソサエティにおける企業の仕事のどのような青写真が出てくるかを問う

社会を社会として機能させるために必要だという．そしてドラッカー自らこの

ことはできる．すでに引用したエルスワース

は忠実にドラッカーのライ

ように書く理由を挙げている．「これに代わるものは全体主義である．あらゆ

ンに留まりながら次の 9 点を挙げている．①競争的有利を達成することに集

る活動，あらゆる個人，あらゆる組織が同じことを繰り返し，1 つの同じこと

中する．②目的，戦略，作用的ゴール，そして共有された価値の間にいっそ

を繰り返し，1 つの同じ集団によって支配され，同じ価値観と教義を表明する

う大きな調和を作る．③被用者の仕事を意味ある人間的目的の上に集中さ

という体制は，人間の精神を滅ぼすだけでなく醜悪である．荒廃，硬直，抑圧

せることによって，彼らの道徳的努力を高めることができる．④マネージャ

を招くものである」と．

17）

を，1 つの特殊な支持者のための価値だけでなく，全体の価値の最適なレベル

この引用はドラッカーの全 811 頁の『マネジメント』がこのような全体主義
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批判として書かれたことを証明して余りある．第 2 次世界大戦後，全体主義の

る．荒削りのばかげたアイデアでも，実現可能性を評価できるところまで検討

破綻を目の当たりにして絶望し，キルケゴールとともに社会における意味と希

させる．イノベーションを行うには，組織全体に継続学習の風土が不可欠であ

望の存在の可能性を確認したドラッカーにとって，マネジメントは社会を自由

るともいう．それを行う組織は継続学習の空気を生み出し，学習を継続すべき

にしておくこと，そのようなものとして社会として機能させる課題を負うもの

プログラムとしている．

として考えられた．そこからしてドラッカーは自立した組織のマネジメントは

こう述べた後，ドラッカーは書く，「変化への抵抗の底にあるものは無知で

同時に，「自らを公的な存在としえなければならない」
「すなわち，組織として

ある．未知への不安である．しかし，変化は機会と見なすべきものである．変

の責任の真髄，1 人ひとりの人間の強みを生産的なものとし，成果を上げさせ

化を機会として捉えたとき，初めて不安は消える」と．この論文の著者にはこ

るという責任を負わなければならない」と書いた．このように私的な強みが公

の書き方は少し乱暴だと思われる．ドラッカーは『マネジメント』においては

的にも有益であることは社会から証明されなければならない．この社会的正当

このように変化を機会としてとらえることが自動的にでき，不安は消えると認

性の必要性の主張の背後には，ドラッカーに生と死の意味への問いを解放した

識していたかのようだった．事柄はそのように簡単ではないことを単純に無

あの全体主義の絶望的な体験が横たわっているのである．

視していたかのようだった．ドラッカーはここで厳密に「傍観者」の立場を維

（3）変わることをチャンスととらえよ！

持したように思われる．「操作に関する問題を解決するとなると，ドラッカー

ドラッカーは『ネクスト・ソサエティ』の最終節，
「前途」のなかで，ネクス

にはコンサルタントにおいて発揮されたような強さはなかった」というジョゼ

ト・ソサエティはいまだ到着していないが，それは行動がいくつかの領域にお

フ・A・マチャレロ

いて熟考されるには十分なところまで来ているという．
「未来の企業組織のす

カーは，「自分は何も変えない」といったが，彼はこの言葉をここで貫く．

の言葉が当たっているかのような印象を与える．ドラッ

20）

べきこと」
「人事管理が変わる」
「外部情報が得られる」
「チェンジ・エージェン

それに対して『ネクスト・ソサエティ』において彼のトーンは少し異なるよ

ト」という 4 つのトピックについては今すでに語ることができる．ドラッカー

うに思われる．彼は企業がチェンジ・エージェントになるための上記 4 項目を

は伝統的な意味での企業にイノベーションを施すこと自体うまくいかないこと

書いた後続ける，「チェンジ・エージェントになるポイントはそれが全組織の

を指摘した後，
「企業はチェンジ・エージェントにならなければならない」とす

マインドセットを変えることである．
変化を脅威と見做すかわりに，
組織の人々

る．彼はそのために必要なことを 4 点にまとめている．

はそれを機会と考えるようになるだろう」と．
ここでドラッカーは変化を機会と見なすと不安は消える，不安は無知に過ぎ

①うまくいかないことが分かったものの組織的な廃棄

ないといい放つ代わりに，変化を機会と見なすためにはどうすればよいかを指

②すべての製品，サービス，そして企業内部でのプロセスの組織的かつ継続

示する．すなわち「全組織のマインドセットを変える」とよいと．マインドセッ

的な改善

トのあり方を全面的に変革することが問題なのだと．このように彼は応用心理

③成功，特に予期せず計画されなかった成功の探求
④組織的イノベーション

学的な解決の可能性を示唆する．
事実，マインドセットを変えることにおいてコーチ／メンターあるいは
リーダーが果たしうる役割は大きい ．彼らは「固定されたマインドセッ
21）

ドラッカーがイノベーション理解をヨーゼフ・A・シュムペーターの影

ト（fixed mindsets）
」と「成長するマインドセット（growth mindsets）
」とい

響に負うことは周知である．ドラッカーによると ，トップマネジメント

う概念を使う．前者のマインドセットを持つ人は彼らの得意と不得意がす

の役割はアイデアを正面から取り上げることを仕事とする．優れたアイデ

でに石のように硬く固まっていると考え，挑戦を避ける傾向がある．それ

ア は 常 に 非 現 実 的 で あ る こ と を 知 り， 出 て き た ア イ デ ア を 実 際 的， 現 実

は彼らを彼らの弱い領域，失敗する危険のある領域へ連れていくからであ

的，効果的なものにするためには，どのような形のものにすべきかを問い続け

る．学習し成長するマインドセットを持つ人は，広い範囲の領域において潜在

19）
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ろうが，彼らは能力を拡大する機会を味わう．失敗は学ぶ旅の途上のほんの一
歩に過ぎない．
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認識と関連すると思われる．
ドラッカーもヒンターフーバーもメッギンソン／クラッタバックも『リー
ダーたちのための応用心理学ハンドブック』の著者たち

もすべて人間の物質

23）

メッギンソン／クラッタバックによると，マネージャが長期にわたってハッ

的，身体的，心理社会的次元のほかに精神的，スピリチュアル的次元を重要視

タリで切り抜け，多くのことを避けて通ることがありうることは秘密ではない

している．特に最後に挙げたハンドブックの著者たちは変化プロセス・マネジ

といえる．そのような人が，隠れる余地を残さない仕事を引き受けると，車輪

メントのために多くの頁を割く．彼らにとって変化が不安と結びつくことの認

が遂に車から外れる可能性がある．マネージャがどちらのマインドセットを持

識は重要であり，彼らはこの認識のもとで，変化プロセスを形成するための方

つかは，彼らが複雑かつ不確実な状況，彼らの快適地帯を超えて彼らを打ち倒

法と戦略的思考と戦略的計画を論じている ．

す状況に向き合うか，それともそれを避けるかを決定する．マネージャがコー
チング／メンタリングあるいはリーダーシップの過程に抵抗し，困難な状況
と取り組むことにおいてほとんど進歩を示さないなら，そのときコーチ／メン
ターあるいはリーダーはこのマネージャのマインドセットを探索する必要があ

23）
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けるコーチおよびメンターとしても活動．ハディンガー，シュパイデル，クルツ，
ピルヒャー・フリートリッヒに師事．日本ロゴセラピー＆実存分析研究所・研究
所長．ロゴセラピスト研修教育，および職業随伴的コーチ／メンタリングをする．
ロゴセラピー＆実存分析における訓練およびリサーチのための諸研究機関の国
際学会（チュービンゲン）理事．

Yin and Yang Theory, old Chinese thoughts, are useful for understanding
complicated social dynamics. Yin and Yan are sets to make harmony. Yan means
active behavior and Yin passive. The Western style of thinking is Yan. It contributes
to material wealth. Now it goes too far with intellectualism. Egoism, thoughtless are
causing destruction and unhappiness. We should add feedback systems, based on
Yin style of thinking, to our social systems for making enduring, progressing and
happy society. As Yan, productivity of value of knowledge work should increase with
information technology, by improving our sensitivity and intellectual skill, more.
And as Yin, affluent fortune and mental energy should be used to public undertaking,
investment, more. TV should be used to make informational and emotional
circulation in society, more.

はじめに
人類は，これまで気候変動など多くの危機的挑戦を受け，破滅か新たな発展
かの岐路に立たされながら生き残ってきた．文明の発展には，次々と現れる新
たな危機に応戦する智慧と活力が求められる．
ここ 200 年間の科学技術の進歩は著しく，多様な機械を利用して優れた製品
やサービスを社会に大量に供給してきた．また，最近 50 年はコンピューター
や情報通信技術が急速に発展し高度なサービスを提供してきた．
これらの結果，
物質的に豊かな社会を実現した．
一方近年では，発展に伴う行き過ぎが地球規模の危機を引き起こし，新たな
対応が求められている．人類は，富や知識など本来幸福につながるべき大きな
力を持ったが，自ら起こした変化によって環境破壊，エネルギーや資源の枯渇
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などに直面している．保護主義経済や全体主義政治が第 2 次世界大戦の要因に
なったという反省から生まれた，自由貿易や自由主義政治経済が，放任による
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『知的付加価値の生産性向上』について」の対象を，上記課題にまで広げて論述
するものである．

混乱を引き起こしている．進歩の手段である競争原理が企業間の生存競争の激
化と人間性の抑圧と大量失業問題を起こし，世界中に溢れる多額の投機資金が

Ⅰ 研究の背景と研究目標

通貨危機や金融の暴走を引き起こしている．戦後，奇跡的な高度成長を遂げた
わが国も，少子高齢化社会，多額の財政赤字などの問題を抱えて危機に直面し

1．研究の経緯

ている．

事象の体系化や行き詰まりは，新たな可能性への道を開く．19 世紀半ば物

われわれは，大きな変化に直面すると驚いて対応に奔走するが，大きな問題

理学者 J. C. マクスウェルは，電気と磁気に関する基本的現象を 4 本の方程式に

は決して突然襲ってくるわけではない．ずっと前からその予兆に気づき，警告

纏めあげた結果，電磁波の存在とその速度が光の速度と同じであることを予言

を発していた多くの賢人の言葉に注意を向け，危機打開の参考にすべきではな

した．20 世紀のはじめ，相対的運動で光の速度が変わらないという古典力学

いか．

の理論では説明ができない実験結果を受けて，A. アインシュタインは相対性

漢学者の安岡正篤は述べている ．
「宇宙も人間も社会もみな大いなる調和
（1）

で成り立っている．人間がこの恒常性，大調和を失えば身体的には疾病であ
り，社会的には争乱となる．東洋思想に於いては，あらゆる実在は発現，分化，

理論を発表し，その理論からは E =mc2 の式で示される想像を絶する巨大なエ
ネルギーの存在が予言された．
筆者はかつて重電機製造企業の生産技術者であった．1985 年ごろ，
「
『もの

発展を本領とする陽の原理と，統一調和，全体性，永遠性を本領とする陰の原

つくり』の改善は生産速度や人件費コストで評価できるが，情報通信機器の改

理との『陰陽相待的原理』 によって成立し活動していると考える．ところが

善はその方法ではうまく説明できない」という業務改善プロジェクト活動で直

現代は分化を本領とする（陽の原理）西欧的思考，即ち主知主義に偏しており，

面した行き詰まりが，探究開始の契機となった．同時に，前述の歴史的な発見

それと相待つべき大調和的思考（陰の原理）はほとんど顧みられない．その結

と重ね合わせて，「情報化の本質を探究して新しい生産性の概念や原理原則を

果，人間がいたずらに外面に走り，利己主義的・物質的になり，社会も文化も

整理すれば，未知の大きな可能性を発見できるのではないか」と考えた．そこ

雑駁なものになってゆく．これを救うには東洋的陰原理により主知主義を止揚

で勤務業務とは切り離して，余暇を使い関心の赴くまま，これまで探究を続け

するしか道はない．
」

てきた．

（2）

歴史学者 A. トインビーによると，歴史の中で，文明の成長と技術の向上は
同一歩調ではないという

．生きるためには食わねばならない動物としての

（3 - 1）

定年退職後にまとめた研究論文第 1 報では，「知的付加価値」を対象として，
新たな可能性の探査と実現方法についての全体概要を次の通り報告した

．

（4 - 1）

宿命の中で，精神的に生き仲間と協力して生きることを生き残り戦略として選

「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

んだ人類は，まず技術の向上によって衣食住と身体的能力にかかわる「物質的

して富を生み出すが，
この変化への対応行動の良否こそが付加価値を決定する．

な豊かさ」を実現した．次は，もう一方の目標すなわち高度な精神性の発揮を

『知的作業』は，世の中のニーズの把握や何を作りどう売るかなど，『ものつく

目指した「物質精神両面の豊かさ」
，人類全体のより充実した幸福の実現であ

り』も含めた企業活動全体を動かす人間主体の活動である．
『知的作業』は頭の

ろう．それは後世の歴史学者から，
「巨大な力を持ち，その結果行動や行為者

中の活動であり，多くの人々が連携した活動であるので，眼に見えず複雑で流

の道徳的な責任が重大になったと自覚した人類社会は，内面的道徳的な思慮に

動的なため，対象を客観的に分析する従来の科学技術的なアプローチ方法では

よって進歩の方向を自己決定し

限界がある．東洋思想は人間や社会を理解するうえで，良い手掛かりを与えて

，文明の新たな成長を開始させた」と評価

（3 - 2）

されうる課題でもあろう．
本研究論文は，昨年本学会誌で発表した第 1 報「企業の組織的活動における

くれた．その結果，『状況と適応に対する本質的な理解と，人間と社会に対す
る本質的な理解にもとづく社員の能力発揮の仕組み作り』が『知的付加価値の
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生産性向上』のための目標だと認識するにいたった．」
同時に，科学技術的な視点や発想が現代人に共通な盲点を生み出していると
感じた．今日では人々の関心が薄れた東洋思想の視点や発想が，社会や人間に
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て原則を見つけようとした．中国では歴代王朝が盛衰を繰り返したので，社会
の持続性についての関心も強かった．
陰陽思想は，中国の代表的思想で，四書五経の一つ易経 の根幹となってい
（5）

対する理解を深め，
「企業における知的生産性の向上」だけではなく，人間社会，

る．ものや現象の性質を陽と陰に分け，積極的なものを陽，消極的なものを陰

企業活動の大いなる調和の実現にも寄与すると気づいた．そして，閉塞状態に

と呼ぶ．陽の代表的なものは，太陽であり生命を生かし，活動的で智慧に溢れ

陥りつつあるわれわれの文明を，新たな発展に導く可能性に気づくにいたり，

る存在である．陰の代表的なものは，大地であり生命を育み，従順で慈愛に満

本研究に着手した．

ちた存在である．昼は陽，夜は陰，夏は陽，冬は陰である．興味深いことに，
陽と陰は物事の表裏であり，何か動きが生ずると必ず陽と陰が同時に生ずると

2．研究の目標

いう．一つのものに陽と陰の部分が混在しており，互いに陰陽に変化するとも

本論文の冒頭に述べた内容は，社会や政治の大きな課題ではあるが，人々の

いう．四季の巡りと同様に，一方向だけの動きはありえないという．上昇機運

価値観や企業のあり方が一番根底にあり，企業マネジメントと密接な関係にあ

が続けば行き詰まって下降機運に転じ，下降機運が続けば，また上昇機運に転

ると考える．そこで，本研究の目標は次の通りとした．

ずる．陰陽にはそれぞれに大切な役割があり，一方に偏らず，両者が調和して

「物質面と精神面の両面の豊かさと人類全体の幸福を目指した，企業組織の
マネジメントの基本的な構造と運営方法を探究する．」
物質的な豊かさと精神的な豊かさは素朴に考えれば矛盾がないはずである
が，いつの間にか相反するようになってしまった．そこで，マネジメントの立
場から両者の豊かさを発展的に統一する方法（止揚）を探究し，より社会性と
人間性を持たせた高次の機能を目指す．
第 1 報で述べたように「知的付加価値の生産性向上」は，
「ものつくりの生産
性向上」も包含する

こそ物事が適切に進むという．われわれは陽は善で陰は悪と一方的に決めつけ
る傾向があるが，陰陽思想は世の変化に適応するための多面的な視点を提供し
てくれる．
（2）仏教思想
仏教とくに大乗仏教では，常に変化する環境や社会の中で，賢くこころ安ら
かに皆が幸せに生きるための心の持ち方が説かれた ．仏と一神教の違いは，
（6）

神は最初から全知全能の支配者として存在しているのに対し，仏は人間が修行

．
「知的付加価値の生産性向上」の探究は，結果的には

を続けた結果到達する存在である．仏教の経典は，多くの人々によって探究さ

物質的と精神的な豊かさの止揚でもあった．本研究の目標をねらうには，
「知

れた「人間が仏の境地に近づくための世の中の観方や自己統御方法」を，一種

的付加価値の生産性向上」の探究を，もう一歩進めて「人類全体の幸福」を包

の合理性をもって示したものといえる．仏教や中国思想では，神による束縛や

含させる探究を行えばよいと考えた．

異端への迫害もなく，精神的に自由な環境のもとで多くの人々が探究と実践を

（4 - 2）

続けてきた．

Ⅱ 研究の予備的検討

3.2

西欧的思考法

（1）西洋の学問的傾向と科学の発展
3．西欧的思考法と東洋的思考法
3. 1

西洋の学問は対象を客観的，分析的，言語的に理解しようとしてきた．この

東洋的思考法

方法は科学には都合がよく，自然現象を客観性，普遍性がある知識として体系

（1）中国思想と陰陽思想

的に探究できた ．個々の学者が関心と能力をそれぞれの対象に集中したので，

東洋思想には，仏教思想と中国思想の 2 つの柱がある．どちらも人間の内面
や社会の本質的な探究と適応に重点を置き，2500 年以上の歴史を持つ．
古代の中国思想は，
自然界と人間を一体のものと見なし，自然界の観察によっ

（7）

探究作業は分業化，細分化，専門化しながら発展した．
一方，人間のこころや幸福に関する部分は，学問対象から離れ，キリスト教
の神の範囲とされた．
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（2）実証主義思想の利点と限界
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一方，本質レベルでの考察結果を社会で実現する仕組みの選定条件としては，

科学技術は実証主義思想が根底にある．ある事象について，仮説を立て，実
験し，
その結果から仮説の妥当性を確認する．客観性や再現性を確保するため，
実験条件は一定に保ち，条件や結果は極力数値化して扱う．計測技術が発達し

本質に直結した単純な仕組み，すなわち，本質が包含する多様な意味合いに対
応可能でかつ形態上は単純な仕組みが望ましい．
4.3

参考になった考え方

（1）人類の生き残り戦略から本質を探る

たが，人間の感情は計測不能なため除外された．
この方法は，「ものつくり」で大成功して今日の「ものの豊かさ」を実現し

陰陽思想では，世の中のものごとは分化し多様化しながら発展する性質があ

た．「ものつくり」の改善では，人間的なばらつき要因を排除するため，自動化，

るという．この考えに従うならば，分化発展の流れを遡れば，より本質的なも

作業の標準化で対応する．
「知的作業」の改善では，作業過程が観察・分析可

のにたどりつけるのではないだろうか．この考え方は，人間の活動についても

能で定常的に発生する定形作業にはこの方法が適用できた．科学技術は，眼に

あてはまると考え，「人類の生き残り戦略」まで遡れば，人間活動の本質を理

見えない人間のこころ，変動要因が多数ある大規模で複雑な現象，繰り返し起

解できると考えた．
（2）二宮尊徳の「自然の道」と「人の道」

こらない現象などには適用できない．

江戸時代末期の農政学者二宮尊徳は，儒教，仏教，農業技術，経済を結びつ
4．アプローチ方針
4. 1

けた思想を持ち，荒廃した農村の復興に実績を上げた．彼の思想に「自然の道」

システム技術者

「人の道」 というのがある．
（10）

哲学者，科学者，技術者は，知識を活用する点では共通性があるが，力点の

「自然の道」とは，自然界の本来の働きである．例えば，植物の成長は植物

置き方が異なる．哲学者は広く真理の探究を目指し，科学者は自然界の知識の

に内在する生命力による．
「人の道」とは目的のために人間が努力することで

探究を目指すが

ある．畑を耕して種をまき，
肥料や水をやり世話することである．そうすると，

，技術者は知識を活用して生活上の物質的理想や願望の実

（8）

現を目指す．実現の方法は幾通りも存在するが，自由な発想と知識の統合力，

野菜の生命力の働きで立派な野菜に育つ．放置すると畑が雑草で覆われるのも
「自然の道」で本来の姿だという．野菜だけ立派に育てたいのは，人間の都合

実施改良が成果に係り，実現結果で評価される．
本研究で目指す「東洋的陰の原理による主知主義の止揚」は，
「企業活動に，
陽的な知的付加価値の生産性向上メカニズムを基盤として構築すると同時に，
陰的な要素のメカニズムを付加して調和を行わせる全体システムを設計する」

であり，そのために，こまめに雑草を引き抜き，日光を十分当て風通しを良く
する「人の道」の努力が必要だという．
この考え方を本研究に照らし合わせると，「自然の道」は社会，企業，個々
人が本来持つ生命力であり，
「人の道」は調和を目指した企業のマネジメント

技術的作業といえる．
本研究では，人間と組織，状況変化と適応，付加価値と生産性，活動全体と
複雑さ，精神性や幸福感などを対象にするので，多方面の知識と創造力が求め

努力に対応する．陰陽思想でいえば，「自然の道」は分化発展の陽であり，「人
の道」は統一調和の陰といえる．

られる．そこで，まず見通しを与えてくれそうな考えを最初に見つけ，整理す
5．検討の順序と基本方針

ることにした．
4. 2

本質を探る意義と実現の仕組み

進歩，全体性，現実性を総合的に考慮するため，次の順序と基本方針で検討

複雑な人間社会を考える場合，表面的現象に振り回されずに核心を突いた対
応をするため，多面的全体的，根源的，長期的な視点で考察する必要がある ．
（9）

人間の頭は一度に多くのことを考慮できないため，本質を理解し単純化して検
討することが必要となる．

することにした．
（1）自然の道
社会，企業，個人が本来持つ生命力と，それが円滑に発揮する基本的なメカ
ニズムを考える．これは第 1 報で述べた「知的付加価値生産性の向上」のメカ
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ニズムであるが，今回はさらに掘り下げて考察する．
（2）人の道
自然の道だけでは，人間の都合通りには行かない．経済活動が，持続的で人
類全体が幸福になるように調節可能な基本的なメカニズムを考える．これは本
研究の第一の狙いである．
（3）実現形態と実現への道
上記 2 つのメカニズムが適切に機能する実現形態と，実現への道を検討する．
実現形態は汎用性のある単純な仕組みとする．
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（1）道具や知識の活用による生産能力の拡大
これによって日々の生活を安定させた．
（2）生産物の交換による生活の豊さ
最初は，一人で生産，物流，販売者を兼ね，消費者でもあった．貨幣が発明
され，必要な物との交換が容易になり，分業化が進んだ．
（3）組織の発明と企業への適用
大規模で効率的な生産活動が可能となり，マネジメントも発生した．
（4）持続的な活動と創造進歩
財貨の貯蔵蓄積により，環境変化にも安定を保ち，中長期的な視点で創造と

Ⅲ 研究の展開

進歩を目指した持続的な活動を可能にした．ここにマネジメントの究極の目的
があると考える．

Ⅲ -1

企業活動の基本的なメカニズムと今後の展望

6．基本的なメカニズムの分析
6. 1

人類の生き残り戦略

6.3.2

企業活動の原動力

企業活動は多数の人々の欲求を対象にして大規模なるが，自分たちの能力を
提供して対価を得るという自他統合した欲求満足方法には変わりがない．

生物は生存競争の中で厳しい環境でも生きられるよう，それぞれ特定の能力
を進化させ棲み分けてきた．その中で，賢さと集団生活を生き残りの戦略とし

7．活動のサイクルとメカニズム

た人類だけは，地球上のどの地域でも生活でき，文明を築き繁栄している．す

7.1

なわち，

第 1 報で述べたように，場面，状況認識，思考，行動によって付加価値が変

状況，行動および付加価値との関係

（1）智慧を活用して肉体的な能力の限界をさまざまな手段で拡張してきた．

化する

（2）互いに協力することによって，個人の限界を超えて大きな能力を発揮で

も重要な認識事項と考える．

きた．
（3）旺盛な探究心を持ち，精神的な満足も必要とした．
（4）大自然を畏敬し理解し適応しようとした．
6. 2

人間が生きるための原動力

．これが情報化社会で「知的付加価値の生産性向上」を図るための最

（4-3）

7.2

基本的な能力と活動のサイクル

第 1 報では，企業活動全体を巨視的な視点のまま階層的に掘り下げる手法で
考察した

．今回は，「人類の生き残り戦略」と関連づけて，同様に階層的に

（4 - 4）

掘り下げて考察する．「人類の生き残り戦略」にもとづく欲求や能力は，生得

人間が生きるための原動力となっているものは何であろうか．幸福な生活を

的に組み込まれており，それらに合致していることがらは，理解と実行が容易

したいという根本的な欲求であろう．幸福の欲求対象は，物質や金銭だけでな

で満足感を伴うと考える．また，各階層では，これらの欲求や能力が組み合わ

く，肉体や精神的なものまで含まれる．同時に，自分だけでなく，誰もが幸福

されて一連のサイクルとして機能し，上位階層の機能を支えていると考える．

を望む欲求を持っていることとその重要性に気づいた．ここから他者と協力し

7.2.1

て自他ともに幸福の欲求を満たそうとするメカニズムが生じる．

人間が生きて行くために必要な基本的な能力は，
「欲求・意図，状況の認識，

6. 3
6. 3 . 1

生産活動と企業
発達経緯から見た企業活動の本質

人間は生活に必要なものの生産活動を進歩させていった．

知覚から行動までのサイクル―外的サイクル

智慧，実行，結果，満足」のサイクルを構成している．ここで，欲求・意図が
一連の活動サイクルの原動力であり方向付けを行う．一番基本的な欲求・意図
は，食べ物の入手であり生きる希望であろう．
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企業活動では，状況に適応するだけでなく，積極的に付加価値を生み出して

学習理論では，望ましい方向に進むと報酬としての快感が与えられ，反する

いくことが重要となる．そのためには，これらの一連のサイクルを適切かつ迅

と罰としての苦痛が与えられる．報酬には，食欲の満足などの生物的な満足感

速に行う必要がある．これらを下層で支えしているより基礎的なサイクルにつ

のほか，精神的な満足や苦痛があり大きな影響を与えている．

いて以下に述べる．
7. 2 . 2

精神的な満足は，達成感，感謝，誇り，尊敬心など人間関係の満足感が中心

基本的な知的作業と知的作業の道具

であるが，世俗的な満足から崇高な満足まで幅がある．精神的な苦悩や葛藤は，

前述の一連のサイクルの各過程では，認識・想像・理解思考・創造，表現・
コミュニケーション，記憶，判断・決断などの「基本的な知的作業」 が行わ
（4-5）

新たな解決策を模索するときの苦しみである．肉体的な苦痛の中でも，希望や
努力の中に安心感や快感を覚えることができる．

れる．これらも一連のサイクルを構成している．
また，人間は技術・道具を用いて生物的な能力の限界を拡大してきた．特に，

8．人間の知的能力と技術の動向

知的な能力拡大の道具として，言語，イメージ，概念を用いるようになった．

8.1

さらに言語を文字で，イメージを図で表すことによって，視覚を活用して思考

人間は，知識や道具を活用して能力を拡大してきた．今後の社会発展の方向

能力を飛躍的に拡大させた．このため他者とのコミュニケーションが円滑にな

を見通すために，技術の発展を見通す必要がある．次の技術は人間社会に歴史

り知識の蓄積利用が可能になった．これらよって，「基本的な知的作業」の能

的な変化をもたらした．

力も飛躍的に向上した．
7. 2 . 3

共同生活のための基本的な能力

共同生活を向上させるため，基本的な能力として，コミュニケーション能力，
協同・協力，交換，信頼・約束，基礎的な文化，教育などが発達した．愛情，

大きな影響をもたらした技術

（1）動力の発明
（2）機械で機械を作ることと多量生産技術
（3）コンピューターの発明とソフトウエア化
ハードウエアは同じでも，ソフトウエアによって，多様な機能と柔軟に進歩

憐み，
共感などの感情も発達させた．
企業活動では特に役割分担とコミュニケー

可能な仕組み実現したが，これは「人類の生き残り戦略」にも通じる．さらに

ションが重要である．

情報の処理・通信技術やサーボ技術と結びつき，感覚や神経の能力の拡大，手

7. 2 . 4

知・情・意のサイクル―内的サイクル

人間のこころの奥には，知・情・意の働きがあり，互いに関連して機能して

足の筋肉を意のままに動かす能力の拡大につながった．
8.2

情報機器による人間の知的能力の拡大

．感情の働きは，精神的なエネルギーを与え，活性化させる．一体感

電話やテレビなどの情報通信機器は，聴覚や視覚の能力を拡張する道具であ

の形成も感情の重要な働きである．意志は，目的，思考や行動の統一を与えて

る．情報処理技術は，人間の理解や思考能力を拡張する道具といえる．地下の

くれる．持続力と忍耐力でもある．智慧の働きは，創造性である．適切な解決

構造など人間の知覚の及ばない分野，複雑で全体が理解できない分野でも，地

法を見つけてくれる．

震波解析システムや気象シミュレーターによって，理解できるようになった．

いる

（4 - 6）

最初に述べたサイクルを外的なサイクルと見れば，こちらは内的なサイクル
と考えられる．
7. 2 . 5

進歩発展のメカニズム

人間には，進歩発展のために，動機付け，向上努力，報酬などの強力なメカ

大きな需要があり量産化が容易な製品の技術は急速に発展する．情報機器は
この傾向が顕著で，なかでも多くの人々が日常生活で使用するものほど早い速
度で発展しており，今後も発展し続けるであろう．それらの知的道具を使用す
ることによって，人間の知的能力も拡大し続けるに違いない．

ニズムが働いている．
動機付けには，希望，優れた人への尊敬，さまざまな欲求，好奇心などがあ
り，向上努力には，創意工夫，継続・忍耐，冒険・遊びなどがある．

9．仏教からみた企業活動の理想的機能と課題
知的道具は，使用する人間の知的能力を何倍かに拡大する道具ではあるが，
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その人間の基本的能力が乏しければ十分な成果を生み出すことはできない．
「知的付加価値の生産性向上」のためには，前述した人間の基本的な能力を増
進させていくことが重要になる．
今後人間が知的能力と行動力を増すことは，これまで究極の理想とされてき
た能力に近づくこととも考えられる．仏教で人間の理想的な能力を持つとされ
る仏や菩薩の働きから，今後の企業活動のあり方のヒントが得られるように思

持っている．人間が望む統一調和の実現には，二宮尊徳思想の「人の道」
，す
なわち速度制御や方向調整面での人間の弛まぬ努力を必要とする．サイバネ
ティクスを唱えた N. ウィーナーによると，生命体の秩序維持には情報と通信
機能を必須とするが

，この場合も同様である．

（12）

これらの視点を参考にして，持続可能な経済発展に必要なメカニズムを検討
する．
10 . 1

える．
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生産能力の適切な使用と付加価値の増大

企業活動を仏の願いと重ねてみると，果たすべき役割は，人々の悲しみ苦し

「ものつくり」の生産性向上は製品の低価格大量供給に貢献したが，人はコ

み不安を除き，楽しみや喜びを与え，それぞれの資質にあった精神的な成長を

ストと意識され極力排除された．この結果生じた問題の一つは，「増大する富

助け，お互いが協力し合い生き生きと活動する社会作りに貢献することであろ

や生産能力に比べて，それを有効に利用する場が少ない」ことである．労働人

う．

口や設備能力に比べて，仕事や雇用が少ない．蓄積された資金が有効に使用さ

観世音菩薩は，人々の助けを求める声を聞き，即座に出向いて相手の恐怖感
を除いてくれる仏様である

．企業活動を観世音菩薩の徳とされることを重

（11）

ねてみると，重要となる機能や課題が浮き彫りになる．
（1）衆生救済の使命感
経営方針であろう．精神的なエネルギーの方向付け，課題への取り組み，人
間の能力の磨き方が重要となる．
（2）衆生の助けを求める声の認識
使命感，感受性の向上と視覚聴覚能力の拡大が必要となる．
（3）慈悲のこころ
相手を思いやり，苦しみ悲しみを軽減し楽を与えようとする感情の高まりが
重要になる．
（4）智慧と方便（適切な具体的手段）
状況に応じた適切な具体的手段を考えるための技術力や創意工夫力が重要に
なる．

れず，投機資金となっている．世界的な視点に立ち，ますます増大する生産能
力，富とお金，精神的なエネルギーを，世界に山積する課題に対して大規模な
公共投資を行いつつ，人類全体の幸福のために適切に使用される仕組み作りが
必要であろう．
第 1 報で，付加価値は状況と対応行動によって変化することを述べた．「人
は付加価値を増加するための資産」との視点に立って，より有効に能力を発揮
できる環境を整備することも重要と考える

．

（4 - 7）

10 . 2

知的活動対象の拡大

世界的な高学歴化傾向と情報技術の進歩により，世界全体の知的能力は増大
する一方である．
「知的労働者」の関心対象をどこに向かわせるかが重要であ
る．
知的活動の対象は，大別すると「物の知識や真理など普遍的静的なもの」と
「個々の人々の実生活の場など多くの関係性・価値観・制約があり時間的にも
変化する個別的動的なもの」の 2 つに分類できる．
前者は，
科学技術に相当する．

（5）現場へ直ちに出向いて対応する行動力
物理的な行動能力の拡大だけでなく，物資や資金の調達能力，規制緩和や権
限移譲などソフト面の整備も重要になる．

後者は，状況に応じて適切に前者を利用することに相当する．
多くの企業の関心は，前者，すなわち研究・開発や生産に重点が偏っている
ように思える．この分野は，
高度な知識や技術にもとづく創出利益は大きいが，
適用対象の間口はさほど広くないように思える．ここに，
多くの企業が殺到し，

Ⅲ -2

多くの人々の幸福につながる持続可能な経済発展のメカニズム

10．企業活動の中に組み込むべきメカニズム
前述の基本的なメカニズムは，増殖してやまない悪性腫瘍と同質の危険性を

人や資金を投入すれば，激烈な競争が発生するのは当然であろう．
後者は，必ずしも高度な知識や技術は必要でないが，対象の間口は，前者の
場合に比べて相当に広いと考える．この分野では，認識，思考，行動の一連の
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サイクルに沿った全体的な活動が必要となり，付加価値はその適切さで大きく

Ⅲ-3
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実現形態と実現への道

変わる．従事する人の精神的なエネルギーを必要とするが，精神的な満足度も

11．リーダーシップと全員の認識

高いと思われる．

人間は大義名分と真剣さがあれば大きな力を発揮する．ヨーロッパおよび極

そこで，後者の比率を高めて実在能力と実稼働の調和を図ることが必要であ

東での戦争拡大をよそに平和を満喫していた米国社会は，1941 年 12 月の真珠

ろう．環境問題，社会問題など地球規模の課題への取り組みは，両者の活動の

湾奇襲攻撃を境に一変した．若者は続々と徴兵に応じて外国での泥沼の戦いに

調和が必要な好例と思われる．

身を投じた．国内では，大規模な軍事産業への転換が行われ，出征兵士の穴埋

10 . 3

金銭的および精神的な報酬

めに女性が社会進出し，多くの分野の学者が軍に協力し，多額の戦時国債が市

人間が金銭や権力を求めるのは，結局は自分の尊厳の自覚と意のままにでき

民に買われた．大恐慌以来多大な余剰生産能力を抱えていた米国経済は一挙に

る自由を求めるためとの見方がある．それらによって，他人からの尊敬と親切

フル回転となり，連合国への物資供給を一手に引き受け，3 年 9 カ月に渡る戦

を求める．

いに勝利した

．

（14）

金銭的な評価は，供与と対価の複雑な交換過程を円滑に処理し，社会全体の

個人を大切にする自由主義国家でありながら，何が国民全体をそこまで真剣

経済活動が円滑に機能するための統一的な交換基準である．人間が精神的，社

にさせたか．強烈な危機感とアメリカ人が伝統的文化としてきた偉大な魂を目

会的な存在であるならば，金銭を媒介とした供与と対価の交換だけでなく，感

醒めさせるものがあったに違いない．これの歴史は，現在われわれが抱える危

謝の念や尊敬心などの感情や精神的・能力的な成長の機会提供を媒介とした交

機克服に参考になるように思える．

換や循環の仕組みがあっても良いと考える．
米国での非営利組織の活発な活動

は，感情と機会提供を媒介とした組織

（13）

危機の明確な認識と，忍耐を要する行動を呼びかけるリーダーシップが重要
である．地球規模で考え行動できるリーダーが求められる．それには，西欧，

活動のさらなる発展の可能性を示しているように思える．少し前までの日本人

東洋，イスラム

は仕事の中に人生の意義を見出していた．ここにも同様の可能性があるように

が必要である．現在直ちに実現できなくても，ビジョンと長期的な実現計画を

考える．

持つことが重要である．

10 . 4

適切な競争と自然なリズム

などの文化，歴史，哲学，宗教に理解を持った人々の集団

（15）

企業年金基金，資源国や工業先進国の貿易黒字，国際投機資金などを，人類

企業間の競争の本来の目的は，進歩・向上を促すための一種の制度と考える．

全体の長期債券として回収し，地球規模の課題に有効に利用する長期的な世界

どちらかの企業の生き残りをかけるような過剰競争は行き過ぎである．今後，

戦略が必要になる．
今は資金が豊富な資源国でも枯渇後の心配はあり，
リーダー

新興国の経済発展により競争はますます激化する．

と計画への信頼感が実現のカギになる．

企業での事業の方向転換，需要と供給の変化による事業規模の縮小が発生す
ることは避けられない．自然界では持続のために活動と休息のリズムがある．

12．当面の重要課題解決に向けた「知的付加価値の生産性向上」運動

活動期には養分を蓄積し休息と次の発展に役立てる．避けられない変化の混乱

限られた人的資源や資金の中で，生活水準の低下を回避しつつ，環境・エネ

緩和のために，企業あるいは国家が積極的に富を備蓄し活用することが重要で

ルギー・貧困地域の活性化など，新たな地球規模での公共事業を実施するには，

ある．これには，適切な税制による財源確保とともに，新たな学習，転職に対

人類社会全体の政治経済を含めた生産性の向上が必要になると考える．また，

応できる仕組み，最低限の生活を保障する仕組みが不可欠である．この仕組み

地球規模の環境問題など大きな課題には，個人は無力感を感じやすい．

が現状では社会の要求に対して十分に機能していないように思える．

50 年前の週休 1 日制の時代に，松下幸之助は，組み立て作業の生産性向上を
図ることによって，賃金水準を維持しつつ週休 2 日制の実現を目指した

．そ

（16）

れが多くの企業の目標になり，生産性向上運動は，週休 2 日制導入に必要な活
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性化エネルギーを日本中に生み出した．日本製品が国際競争力をつける一因と

るであろう．実情に合わない強制は減少し，自主性の喪失や葛藤が減少するよ

なった．

うに思える．メンバーの人格を尊重し，活躍には称賛し鼓舞するリーダーの存

そこで，各国国民の身近な重要課題の解決のために「知的付加価値の生産性
向上」運動を図りつつ，地球全体での持続可能な経済発展に必要な活動を着実
に加速していく 2 段階方式が有効と考える．

在は，一層効果を増す．ただし，これが有効に機能するには全員が経営者の気
概を持つ必要がある．
一人の人間と想定する範囲は，一つの製品種類に関係する全体組織である．

現代日本は，社会保障と税負担など多くの問題を抱えており，問題解決には

営業・販売，開発，設計，製造，品質保証，メンテナンス，さらに，主要協力

生産性の向上が不可欠であろう．そのためにも「知的付加価値の生産性向上」

企業，管理部門などの関係者全員である．それはちょうど，分業化が進んでい

運動は大きな意義があるように思える．

ない初期の社会で，
一人の人間が土器を作り市で対面販売するのと同じように，
生産販売全体の流れを体感できる範囲であろう．

13．企業運営方式の新たな可能性
情報技術を活用して，
「知的付加価値の生産性向上」と働く人々の「精神的な
満足度向上」の両方をねらった企業組織運営方法が考えられる．

14．インターネットによる映像情報伝達手段の多目的な活用
人間が知覚とコミュニケーション機能によって外界と接していると考える

仏教の華厳経に「一即一切，一切即一」
，すなわち「一つのものの中にすべて

と，視聴覚すなわちテレビによる映像伝達は本質的に重要である．世界中でイ

のものが含まれていて，同時にすべてのものは一つのものの中に集約されてい

ンターネットが利用可能になった今日，それを用いた映像情報伝達手段を，地

る」というものごとの関係性を説いた思想がある

球社会全体でどう利用していくかが重要な意味を持ってくる．

．また，人間の意識は，知

（17）

覚とコミュニケーション機能によって外部とつながっている．仏教，特に唯識
では，人間のこの世の認識は，すべて感覚作用と意識の働きが作り出したもの
とする

．

（18）

（1）地域や国を越えた直接的な助け合い
情報伝達の発展によって，多くの発展途上国の人々が世の中の進んだ状況を
知り，自分たちも豊かになりたいと願う気持ちが高まるであろう．

この 2 つの視点から新たな可能性が考えられる．すなわち，企業の生産販売

困って助けを求めている状況や良い奨める状況の映像情報を受発信すること

活動は，多くの人々が連携した活動であるが，それぞれ自分が主体となって運

によって，途上国と先進国を問わず人々が互いに助け合って生活を豊かにする

営しているように実感できる組織運営形態が実現すれば，より円滑で生産性が

ことに役に立つ．

高い運営が可能ではなかろうか．

（2）企業や行政機関での映像情報の利用

仮に，一つの企業全体を一人の人間と見なすと，その人間は，企業の外に向

前述の組織運営方式は，インターネットによる映像情報の伝達によって可能

いた感覚器官，コミュニケーション機能，行動能力を有している．一方，一つ

になる．大きな企業では，企業グループ内での運用が効果的であろう．小企業

の企業を多くの個人の集合体として見なしても，
各人は感覚器官，コミュニケー

の場合，消費者から流通，製造，関連サービスまでを一貫して取り上げる公共

ション機能，行動能力を平等に有している．ただ組織上の役割によって外向き

サービスがあってもよい．行政機関にも役に立つと考える．末端で発生してい

内向きの使用割合が異なる．

る機会や問題に対して，状況認識，智慧，決断，行動のサイクルを企業や組織

もし，内側にいる人の感覚器官やコミュニケーション機能も外部にも通じて
いたらどうであろうか．内側の人も，顧客の状況や交渉過程を直接感じ取れ，
現在の仕事の意義や全体の流れを理解することが可能になろう．顧客からの感
謝や苦情などにも触れるであろう．
同様に，視点を社内に向けたとき，そこで一緒に働く人々の状況も理解でき

の枠を越えて一貫して実行するために有効と考える．
（3）状況認識と感情の共有を目指した運用
運用上の要点は，個々の場面の中での人に焦点を当て，親近感，状況の把握，
感情の共有を目指すことであろう．特に，恵まれない環境の中でも課題に対し
て真面目に努力する人々の活動を社会に広く紹介し共感を持たれることは，当
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事者は精神的な満足を感じ金銭に代わる一種の報酬となるのではあるまいか．

か．急激な変化による混乱を避けるため，目標を明確にして一世代，二世代か

同時に，
多くの人々にそのような活動に向かわせる動機付けにもなると考える．

けて徐々にしかし着実に実現すべき文明発展のための課題であろう．

15．新たな一般教養教育の復活

Ⅳ まとめ

元来，西洋はもちろん特に東洋では，人間や社会についての学問が重視され，
日常の生き方の中でそれらを実践することが求められた．各人は，青少年期に

17．研究を振り返ってドラッカー教授の期待を思う

これをひと通り学んだ後に，それぞれの専門知識を身に付けた．その後，科学

ドラッカー教授の先見性は，新刊書をその都度読んでも実感しないが，10

技術が進み物質中心の世の中になるにつれて，高度な専門知識を身に付けるこ

年ないし 20 年後にそれらを順次読んでみると，眼前で起こっている事態の理

とが価値あるものとされ，人間や社会について学問し実践することは関心が薄

解や今後進むべき方向が鮮明に示されていて，胸のすく思いがする．今回の研

れていった．

究を振り返りながら，冷戦終結後まもなく刊行された『ポスト資本主義社会』

人類が大きな力を持つにいたった今，地球全体を考慮した思考や行動が重要
になってきた．各人が本質をよく理解して，状況に応じて積極的行動あるいは

（19）

の序章「歴史の転換期」，最終章かつ最重要章である「教育ある人間」，それに
「日本語版への序文」を改めて読み直してみると，その思いを強く感じる．

自己規制することが求められる．そのためには，人々が今後の時代を適切に生

そして，ドラッカー教授が期待したのは，「西洋文明を基盤にしつつ，安岡

きるための一般教養を身に付ける必要がある．ただし，現在大学実施されてい

正篤氏の言う『東洋的陰原理による主知主義を止揚』して物質精神両面の豊か

る一般教養教育とは異なる．よき地球市民としての自覚と知識，特に社会に対

さと人類全体の幸福を実現しようとする『教育ある人間』の行動」であるよう

する総合的な理解と問題解決の思考力，行動力が重視されねばならない．

に思えてならない．今われわれに必要なことは，中期的な視点にたち，教授の
期待をもとに未来計画を作成し少しずつ実現して行こうとする意志と努力であ

16．実現の基礎となる今後の歩み

ろう．

（1）公的な研究活動と学会活動の重要性
今の世中で，全体を考え，先を考えることが可能なところは公共的研究機関

おわりに

であろう．地域，専門，職業，企業の異なる多くの人々で構成される学会活動
も大きな役割を担うと考える．
（2）価値観や思考様式の進歩の努力
今後の持続的な社会発展に向けて，価値観や思考様式を進歩させるための国
際的な努力の必要がある．まず東西の思想家哲学者が，重要な共通問題の解決
に協働して取り組み，互いの考え方を出し合い討論する過程で，互いの思想の
長所と限界が自ずと理解されると考える．そして，両者とも十分納得する適切
な答えを見出したとき，それが新たな進歩と考える．人々の価値観の根底にあ
る宗教についても，仏教，キリスト教，イスラム教などの宗教学者が同様の取
り組みをする必要があると考える．これらの見直しの適切な段階で，政治家，

非正規労働者の境遇には心が痛む．人的資源の大きな浪費と考える．現在の
日本では，成熟社会にあってどのような「坂の上の雲」を目指すかが問われて
いる．青春とは，年齢ではない．希望，ビジョン，実現を願う精神的エネルギー
を上手く働かせる社会的システムが，再度日本社会に求められている．
本研究が，その一助になれば幸いである．
【注】
（1）安岡正篤（1995）
『人間学講話

人生の大則』プレジデント社，p.1．
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［研究ノート］

社会福祉サービスへの苦情対応における
マネジメントの意義

The Significance of Management in Complaint Correspondence
to Social Welfare Service

星 野 晴彦
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専門職による支援）の視点から検討する必要もあろう．ソーシャルワークは，
個人と社会という交互作用の中で援助を行う．この交互作用を踏まえた支援と
いう視点より，社会福祉サービスにおける苦情を構造的に問い直してみたい．
さらに，それに対応する社会福祉機関のマネジメントについて，ドラッカーの
言説も踏まえて論じていきたい．
なお本稿では，苦情を，
「社会福祉サービスに対する不満足の表示」 と定義
（2）

する．

Haruhiko Hoshino

（文教大学）

2 ソーシャルワークの視座

Summary
Now, a social-welfare-services provider has to strive for suitable solution of the
complaint from a user etc. about social welfare services. This paper considers
the complaints to the social welfare services and describes the importance of
management of the organization corresponding to it.

苦情を検討するにあたり，
パールマンのソーシャル・ケースワーク（ソーシャ
ルワークの中でも個々の要支援者に対する援助）の視座を参考に示す．パール
マンはケースワークを次のように定義している ．
（3）

「ソーシャル・ケースワークは個人が社会的に機能する際に出会う問題に，
より効果的に対応できるよう，人間福祉機関によって用いられる 1 つの過程で

1 はじめに

ある」
そしてパールマンソーシャル・ケースワークを成立させるための要素として

社会福祉法 82 条は，
「社会福祉事業の経営者は常に，その提供する福祉サー

4 つの P を示した ．
（4）

ビスについて利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない」と規
定している．その結果，社会福祉事業の経営者は，提供する福祉サービスに関

Person

する苦情解決体制として，苦情解決責任者や苦情受付担当者と共に，第三者委

Problem 利用者と生活環境の間に生じている問題

員を設置することになっている．さらに，福祉サービスに関する利用者等の苦

Place

援助者が所属し，個別援助が具体的に行われる施設や相談機関

情を解決するために，都道府県の区域内に運営適正化委員会が設置されること

Process

援助者と利用者の間に築かれた信頼関係で進められる援助の過程

問題を持ち，施設・機関に解決の援助を求めてくる人

となっている．
他方で，経営学的な側面からは，苦情は一つのマーケットリサーチ・組織の
促進要因

として位置づけられ，その対応法について検討されてきた．他方で

（1）

パールマンは，利用者を自ら行動する主体的存在とした上で，個人の活動と
生活状況との関係で問題を捉えようとした．
このケースワークに関する記述は，

顧客の感情を鎮め，トラブルを最小限に解決するための接客方法なども論じら

以下の点において，苦情の構造や複合的な側面の相互作用を検討するにあたっ

れてきた．社会福祉サービスが契約により提供されるようになった現在，接客

て有効な示唆となる．

方法などは参考になる点は多いであろうし，現実に参考とされてきた．

①苦情は，いくつかの要素から構成されていること．

現在，社会福祉サービスが行政からの給付から契約制へと転換し，サービス

②苦情が本人もしくはサービス提供者個々の問題ではなく，利用者と生活環

利用者の権利と責任が認識される中で，経営学における先行研究とその実践成

境の間に生じている社会的機能上の問題に対する一つの表現形態であるこ

果が参考になる．しかし他方で，苦情をさらにソーシャルワーク（社会福祉の

と．
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③苦情解決が，社会的機能上の問題に対してより効果的に対応できるよう，
人間福祉機関によって用いられる 1 つの手法であること．
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機構では対応が難しいものもある．そして社会福祉機関がその問題に対して正
面から捉えようとしないかもしれない．

④苦情への対応は援助者が所属し，個別援助が具体的に行われる施設や相談
機関の機能を抜きにして考えられないこと．

そもそも苦情の表現の仕方によっては，意思がきちんと伝わらないかもしれ
ない．そして感情的な葛藤が生じて，事実経過が不明確になってしまうかもし

⑤苦情への対応は，援助者と利用者の間に築かれた信頼関係で進められる援
助の過程であること．

れない．
そして，苦情を抱えられることが，サービス提供者のみの責任に帰するもの

⑥苦情申し立て者を，自ら行動する主体的存在とすること．

ではないかもしれない．むしろ設備など，法制度に影響されているかもしれな
い．

3 社会福祉サービスに対する苦情の表現とそれを構成する要素
以上のように考えると，苦情対応は「サービス提供者に起因する問題により，
小笠原は保育園における苦情の表現パターンとして以下の4点を挙げている ．

権利を侵害された本人が，苦情を，苦情担当部署に，提起することにより，即

本稿では苦情を，
上記のすべての表現パターンを含むものとして述べていく．

サービスが改善し，本人の満足が得られる」という単一の経路で展開するもの

（5）

サービス利用者個人が，以上のいずれかのパターンで苦情を表現してきたこと

としてではなく，様々な要素の複合体の交互作用であり，様々な方向に展開し

が事実としても，
上記には様々な状況が想定できる．例えば以下の通りである．

うると捉えるべきであろう．そもそも社会福祉サービスに対する苦情が成立す

苦情により，福祉サービス利用者の当然の権利が達成できるかもしれない．

るために，必要な要素として以下の通り挙げられる．前述のパールマンの論述

逆に，それは利用者の誤解によるものかもしれない．利用者が高望みしている
結果であるかもしれない．あるいは利用者自身の理解不足によるものかもしれ
また苦情への対応についても，すぐに対応できるものもあるし，逆に現状の

原状の回復

補償を求めるもの

（例）紛失衣類や事故損害の補償を求めるもの
（例）保護者と園側の考え方の違いにより生じるもの

②不平不満

保護者の思いと現実のずれにより生じるもの
コミュニケーション不足により生じるもの
保護者への保育サービスの過度の期待により生じるもの

③提言

④示唆

とする人もしくは人々である．要求と現実に落差を感じて，それに対する一つ
の対処として苦情を表現する．苦情を表現することにより，問題解決と生活ス

苦情の表現パターン

①クレーム

（1）主体
主体とは，
「社会福祉サービスに対する不満足の表示」により，支援を必要

ない．

表1

を踏まえている．以下それぞれについて述べる．

（例）保育の内容やサービスの改善，施設の発展につなが
るもの
設備や利用不便なものに対して改善の助言や忠告
（例）直接述べるのではなく，連絡帳などに何となくほの
めかすなど

トレスの軽減を図ることになる．不満足を抱いていていたとしても，即主体と
はなりえない．というのは，主体はその旨が表示されることが不可欠であるた
めである．
（2）問題
問題とは，苦情を表現するにいたる原因である．それにはすでに起こって事
後に対応しているものと，現在継続中のものがある．そこには内容と責任要因
という 2 つの要素が含まれている．まず，問題を引き起こす問題の内容として
は，以下の 5 点が挙げられる．
①サービスそのものに関すること（提供したサービスのレベルの低さ，設備
の不備，サービス利用時の事件・事故，等）
②接客に関すること（職員の態度・言動，不平等な取り扱い，等）
③情報に関すること（説明が不足していた・サービスについて職員が知らな
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4 マネジメントの視点

④金銭・設備に関すること（自己負担が高い，等）
⑤サービス提供者の運営システムに関すること（内部での連絡の不徹底，等）

以上社会福祉サービスに対する苦情の要素を述べたところで，組織として苦

他方で，責任要因として，介護場面において松山は 4 点の責任要因を挙げて

情をどう受け止めていくのかは重要な課題であることに触れたい．特に「問題」

いる ．
（6）

「環境」
「場所」
「過程」において組織の姿勢が大きく反映されることになるだろ

①利用者の責任要因（逸脱した要求・遠慮気遣いの不足など，等）

う．これは，個々の苦情受付職員の対応責任のみに帰してはならないし，逆に

②介助者側の責任要因（契約違反・知識技術の不足など，等）

個々の利用者の問題と矮小化してはなるまい．

③双方に関わる責任要因（性格や習慣の不一致，等）

トーマスとキルマンによればコンフリクトの対応には五つのパターンがあ

④環境的な責任要因（施設や介助機器の不備，等）

る ．苦情に対応する組織の対応の仕方に置き換えれば，以下の対応のパター

介護場面における分類を取り上げたが，これは他の場面にも活用しうる．

ンが挙げられる．

（3）場所
苦情が表示される場所である．表示したものが受理されてはじめて，苦情と
して成立するのである．場所は 3 つの要素により構成されている．
①苦情を提起する部署と職員の配置

（7）

①相手を打ち負かす．
②一方的に，相手の言いなりになる．
③コンフリクトが生じていることに触れないようにして，回避する（先延ば
しする）
．

②それを担当する職員の技能

④適当なところで折り合いをつける．

③社会福祉機関における苦情受付担当職員の存在意義の認識

⑤自分も相手も成長するような方法を模索する．

場所が内外に調整機能を展開していくことにより，場所としての役割を担う

適度のコンフリクトは組織の成長を促す契機となりうる．サービス利用者と

ことができる．
（4）過程
苦情が表現された前後の経過である．第三者委員・苦情解決委員会などの対
応事例の過程を検討すると，以下の流れが認められる．
①苦情にいたるまでの経過
②苦情への対応方法

組織が共に成長できるような組織総体としてのマネジメントが問われるのでは
ないだろうか．その意味でドラッカーの示唆は大きい．経営学的マネジメント
の視点よりドラッカーは ，マネジメントについて，以下の要素を挙げている
（8）

（下線は筆者）
．苦情についても彼の原理は当てはまる．
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．

③苦情申し立て者の対処

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．

④結果の処理

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

苦情は主訴のみにとらわれず，経過として過去・現在・未来の連続性という
力動的な側面を看過してはなるまい．
（5）環境
苦情を申し立てることに対して，利用者の環境がどのような促進因子・阻害
因子を持っているかである．これは苦情を提起する場所が単に存在していれば
よいというものではなく，
利用者個々人の視点から評価されなければならない．

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．
他方で，マネジメントが自らの組織が社会に貢献する上で果たすべき役割と
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明を求められても説明できないとすればきわめて危うい状態にある．日々の業

（9）

①組織に特有の使命あるいは目的を果たすこと．

務がマンネリあるいは低レベルなケアに陥っている公算が大きい」と述べてい

②組織にかかわりのある人たちが生産的な仕事を通じていきいきと働けるよ

る

うにする．

．

（17）

福祉サービスの苦情に対して，組織の使命に鑑み，当事者の声を真摯に受け

③自らの組織が社会に及ぼす影響を処理するとともに，社会の問題の解決に
貢献する

止め，そして個々の職員を支援・成長させるようなマネジメントが求められよ
う．それに対して，遠藤は福祉サービスの原点が本来「顧客の満足」であるに

さらに，NPO を参考にしつつ，マネジメントが，「使命を明らかにして，人
材を的確に配置して，継続して学習を施し，目標によるマネジメントを行い，

もかかわらず

，現場ではそれが遵守されていないと述べている．

（18）

次に，そのマネジメントを展開するための実質的なキーとなるミドルマネ

要求水準を高くして，責任をそれに見合うものとして，自らの仕事ぶりと成果

ジャーに目を向けたい．現在の若者たちが大量に採用しても大量に離職すると

に責任を持たせる」必要性を述べている

いう現在の悪循環の中で，ミドルマネジャーのあり方は大きな影響力を与える

．

（10）

以上の言説より示唆されることは，次の通りであろう．まずマネジメントは

ものとなろう

．ミドルマネジャーは若手の人材リテンションの鍵を握る可

（19）

「人」にかかわるものであり，人間とは何かを踏まえ，しかもそれぞれの組織

能性がある．リテンションとは単に「その場にとどまらせる」という消極的な

や文化を前提に議論しなければならない．そしてメンバー間の意思疎通を図る

次元ではなく，もっと「成長させ，職場に貢献できるようにする」という積極

とともに，個々のメンバーが自身の責任を認識しなければならない．そして組

的な意義を持つ．かつてミドルマネジャーが不要とされたが，ドラッカーの述

織は組織としての使命を目標として設定する必要があり，それを実現している

べている通り，決してそれは減少することはなかった

か否かについては成果を評価し続けなければならない．成果は共通して顧客の

ミドルが命令する人であったのに対して，新種のマネジャーは知識を供給する

満足とすべきであり，これは職員自身や組織の利益追求を第一義とすべきでは

人となり

ない．他方で職員も成長させるように努力されるべきである．以上の複数のベ

いる

クトルが有機的に相互作用的に展開している．特に非営利組織について「人々

理解し，それを実践できるようにすることである」とも述べている

の生活と社会に変化をもたらすために存在している」 ，
「生活の改善が常に

大きくなると，個々の職員が自分の保身に追われてしまうことになりかねず，

出発点であり到達点である」 と，ドラッカーは述べている．また，
「貢献と

それが結果的に，組織としての無責任・無気力な体質にいたらしめてしまう．

いう見地から自らの目標を設定しなければなら」ず

（11）

（12）

．ただし，伝統的な

（20）

，従来の権限を持つ存在から責任を持つ存在への変化が示されて

（21）

．そしてリーダーの基本的責任とは，
「組織関係者すべてが使命を知り，

（22）

．組織が

（23）

，それに対して「非営利

上下のコミュニケーションに努め，トップマネジメントのビジョンを理解し何

組織の成果は，人々のビジョン・基準・コミット・能力へのインパクトによっ

がコアの価値であるのかを人々に伝え，組織目的の達成に向けて動機づけるこ

て，自らの仕事ぶりを判断すべき」とも述べている

とが大切になる

（13）

．これは，意図が良けれ

（14）

ば成果はなくともよいというものではない

．謙虚に自らの活動を問い直す

（15）

必要がある．

．馬場は福祉現場において現場リーダーが「経営理念を共有

（24）

し

，職員が一丸となった取り組みをするようにする」ことの必要性を述べて

（25）

いる．

さらに福祉現場の職員を指導する立場より久田は

，時代が「介護や支援を

（16）

他方で，組織において創造性は高められるよりも，殺される場合が多くなる

必要とするかわいそうな人という温情や同情の対象とした古い利用者観から当

危険性を組織自体が持っている可能性がある

然の権利としてサービスを利用する人というポジティブな利用者観に」変換し

てイノベーションの機会を追求する仕組み」をつくっておかなければならな

つつあると述べている．そして，
「使命の把握は利用者に必要とされる人財と

い，と述べている

なるための初めの一歩であり，職員個人もしくは職場全体が，使命感は持ち合

従来通りの方法で対応しようとして，本来的に問題解決となりえないためであ

わせているつもりでも，具体的にどんな使命を果たすために働いているか，説

る．そしてそのような形でのみ取り組むことは，閉塞感を増すこととなってし

．ドラッカーは，「先頭に立っ

（26）

．これがなければ，苦情の予防や対応において，陳腐な

（27）
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ドラッカーと西田幾多郎
Drucker and Kitaro Nishida

疋田秀裕
【略歴】文教大学人間科学部准教授．上智大学大学院文学研究科社会学専攻博士課程後
期満期退学．福祉とマネジメントの関係性に関心を持つ．共訳に『いま求めら
れるソーシャルワークマネジメント』
（ベロニカ・クールシェッド他）久美出版，
2009．

Hidehiro Hikita

（特定社会保険労務士）

Summary
The present study discusses the similarities between Drucker Thought and Nishida
Philosophy. It is important that Drucker Thought and Nishida Philosophy are similar
in their orientalness.

1．序論
2005 年 11 月 11 日にドラッカーは永眠した．以降，われわれはドラッカーと
の直接的対話の時代からドラッカーが遺した数々の著作，論文を通しての間接
的対話の時代へと移行する．
この間接的対話の時代において，
われわれはドラッ
カーとどのように対話を成立させていけばよいのだろうか．仮に，ドラッカー
が著作，論文を通してわれわれに伝えようとしているメッセージがわれわれの
誰にとっても同一のものであるならば，ドラッカーとの対話は有意義なものと
はなりえない．なぜならば，ドラッカーのメッセージがわれわれの誰にとって
も同一の記号の伝達に過ぎなくなるからである．
ここで論じられる同一の記号とは，ある固有名詞を意味している点で同義で
ある．例えば，ハチミツという固有名詞は誰にとっても同一である．ドラッ
カーのメッセージそのものがハチミツであるならば，われわれの誰にとっても
ドラッカーとの対話の有意義性は見出せない．しかし，ハチミツという固有名
詞からわれわれがイメージするものは同一とは限らない．ハチミツという固有
名詞から，ある人は「甘いから好き」というイメージを抱くかもしれない．ま
た，ある人は「甘いから嫌い」というイメージを抱くかもしれない．同じハチ
ミツという固有名詞を通してもわれわれのイメージする世界は同一とは限らな
い．ここには，ハーバーマスが捉えたパースの記号論が存在する．ハーバーマ
スが捉えたパースの記号論とは，「すべての記号は，より大きないまだ解読さ
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れていないが，それにもかかわらずここと今において解釈されることが期待さ

考えない，判断しない状況での経験を純粋経験と定義し，これは直接経験と同

れているテクストの断片である」というものである ．パースの記号論を捉え

義であると論じている．従って，純粋経験とは主観と客観が分離されていない

て，現在のドラッカーとの間接的対話の成立方法とは，ドラッカーの遺した著

ただの思想も交えていない存在である．この純粋経験をドラッカーのメッセー

作，論文を単なる記号の意味論から脱却した解釈を施したテクストへの変換で

ジにたとえるならば，ドラッカーがメッセージ化するために必要な思考を施し

ある．すなわち，ドラッカーのメッセージを単なるハチミツという固有名詞に

ていない状態で社会のあるがままを知った状態である．

（1）

とどまらず，ハチミツを通してイメージされる「甘いから好き」であるとか「甘

次に第 2 編の実在というテクストであるが，これは純粋経験によって知った

いから嫌い」であるとかの解釈を施したテクストへの変換こそがドラッカーと

存在に何らかの意識が付加されたものである．西田によれば，「例えば色が赤

の間接的対話の時代における有意義なコミュニケーション方法である．

のみであったならば赤という色は現われようがない，赤が現われるには赤なら

本稿において，筆者が著そうと企図していることは，ドラッカーの著作に解

ざる色がなければならぬ」という存在が実在である．ここには赤という色の存

釈を施したドラッカーのメッセージのテクスト化である．そして，そのテクス

在を認識する，言い換えれば赤とは別の色を区別する意識が存在する．純粋経

ト化の過程において，筆者が描いたドラッカーのテクストには日本を代表する

験の世界では，赤の色が存在しても，それを赤という色の認識までにはいたら

哲学者，西田幾多郎のテクストに相似する共通点を見出した．次章以降におい

ない状態であるが，実在の世界では，赤の色が存在したら，赤ではない存在の

て，筆者がドラッカーとの間接的対話を通して見出したドラッカーのテクスト

色を認識する世界である．これは先のハチミツの存在である．ハチミツという

と西田のテクストとの共通点を論じる．

名詞を認識するためには，ハチミツではない存在の認識が必要である．この実
在をドラッカーのメッセージにたとえるならば，ドラッカーが純粋経験を経て

2．ドラッカーと西田幾多郎

発したメッセージがわれわれの誰にとっても同一の存在に過ぎない状態であ
る．すなわち，ドラッカーのメッセージが誰にとっても同一の記号の存在であ

本章では，ドラッカーと西田に見られるテクストの共通点を論じる．まず，

り，ハーバーマスによるパースの記号論に著された解釈が期待されたテクスト

筆者の捉えたテクストのうち，西田のテクストから論じ，次にドラッカーのテ

の断片までには到達していない状態である．言い換えれば，ドラッカーとの間

クストを論じることによって，2 人の共通したテクストを論じるという構成で

接的対話の時代における有意義なコミュニケーションにまでは昇華できていな

まとめる．

い状態である．

2- 1

西田のテクスト

そして，第 3 編の善のテクストであるが，この善の概念がドラッカーとの間

西田が日本を代表する哲学者であることは日本において広く認識されてい

接的な対話を成立させる要素となる．善を考えるとは反対概念である悪の存在

る．西田の代表的著作が『善の研究』 であることも広く認識されている．筆

を意識するということである．実在のテクストに照らせば，善を意識するため

者は自身による解釈を通してこの『善の研究』から受けた西田のテクストを明

には悪の存在を認識できなければならない．そして善と悪を認識するとは，ハ

らかにしていきたい．

チミツのたとえを用いるならば，ハチミツは甘いから「好き」なのか，それと

（2）

『善の研究』は 4 つの編から構成されている．
第 1 編が純粋経験，第 2 編が実在，
第 3 編が善，第 4 編が宗教である．

も甘いから「嫌い」なのかという自己の内面的思考が表現されるテクストであ
る．ここには主観が客観と分離された存在がある．パースの記号論におけるテ

筆者が捉えた第 1 編の純粋経験のテクストであるが，西田は経験とは事実そ

クストの断片が誕生する世界である．西田は哲学者ゆえに純粋経験と実在のテ

のままに知るの意味と論じている．その経験に純粋を付加するとどのようなテ

クストを『善の研究』を通じて筆者にその認識を与えてくれるのであるが，こ

クストになるのか．西田はその経験に何らかの思想を交えていない状態，例え

の純粋経験と実在だけでは人間にとっての有意義なコミュニケーションまでに

ば，色を見て音を聞いても，それらが何によってもたらされた作用であるかを

は昇華できない．何らかの思想が付加されていない純粋経験だけでは，西田に
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おいてもドラッカーにおいても有意義なコミュニケーションは図れない．また，

ば，人間は組織という名の産業社会を必要としているが，人間が産業社会の中

純粋経験を経た実在の存在まででは，例えば赤やハチミツという存在を認識は

で意味を持ちうるのは人間が産業社会の中で位置と役割を持って機能的な存在

できても，
それらは単なる記号の存在から脱却はできず，やはり有意義なコミュ

となった時である．そのためには，産業社会はその構成員である人間に位置と

ニケーションまでには到達できない．

役割を与えることが必要である．そして，人間は産業社会の中でコミュニティ

西田における善のテクストとは，個人性の実現を目的とした最も直接なる存
在である．個人性の実現とは，他人には模倣のできない個人の特色を発揮する

を得る．ドラッカーは『産業人の未来』を通して，人間の存在理由についての
テクストを明示した．

ことであり，誰にでもできることであると定義されている．西田はたとえとし

西田の善におけるテクストとは，人間個人が社会の中でその天分を発揮して

て，人間の顔が各人異なっているように，個人には他人が模倣できない特色を

社会の発展に寄与することである．逆に社会が人間個人の天分を発揮させない

備えていると主張する．そして，ここで論じられている個人的善とは，私利私

状態を作り出すならば，その状態は社会にとって健全ではないと西田は主張す

欲とは異にした個人主義であり，利己主義とは区別すべき存在である．この個

る．この西田の善のテクストはドラッカーの『産業人の未来』における社会の

人主義的活動は，社会の中でその天分を発揮してこそ社会が進歩する原動力で

中で機能する人間の存在理由と一致する．ドラッカーが主張する人間が産業社

あり，その活動を無視した社会は健全ではないと西田は論じている．

会の中で位置と役割を持って機能することによって，人間が意味ある存在にな

最後に第 4 編の宗教であるが，西田は宗教のテクストを善における個人主義
を発揮する上での真摯に生きようとする者の欲求と考える．
2- 2

るとのテクストは西田の善におけるテクストと同義と言って差し支えない．
哲学者としての西田の出発点とも言われる『善の研究』の中で，西田が論じ

ドラッカーのテクスト

ている個人が社会の中でその特色を発揮することが社会の進歩に繋がるとする

ドラッカーとの間接的対話を有意義に実現するためには，前節で論じられた

テクストが，社会生態学者と呼ばれることを好んだドラッカーが『産業人の未

ように，純粋経験や実在の認識を超えた善のテクストまでに到達する必要があ

来』の中で主張する，人間が社会の中で位置と役割を得て機能することが人間

る．そもそも，ドラッカーの純粋経験はドラッカーの思想を付加する前の状態

の存在理由であるとしたテクストとの共通性が，筆者が西田哲学の解釈を試み

であり，この状態ではコミュニケーション自体が成り立たない．このことはド

たテクスト化とドラッカー思想の解釈を試みたテクスト化が大した時間の差異

ラッカーに限らず，西田においても同様であり，筆者においても同様である．

を伴わずに施した時に感じたシンクロニシティには驚くばかりであった．

純粋経験とはあるがままに知った状態を意味しているのであり，何らかの思想
にまで発展していないからである．純粋経験を経た実在の状態においても，ま

3．結論

だ有意義なコミュニケーションは成り立たない．赤という存在やハチミツとい
う存在を他との区別から認識できる状態へ進めてはいるが，この状態でのコ

ドラッカーとの間接的対話の時代の中で筆者が施したドラッカーのメッセー

ミュニケーションは記号の伝達に過ぎないものであり，有意義なコミュニケー

ジのテクスト化への試みの中で，筆者が感じずにはいられないことがある．そ

ションとはなりえない．間接的な対話の時代におけるドラッカーとの有意義な

れは，ドラッカーの思想はなぜ日本で人気があるのか，という点である．この

コミュニケーションは，
西田における善のテクストに到達した状態の時である．

問いへの回答に西田哲学が大きなヒントを与えてくれたと筆者は考えている．

筆者はドラッカーにとっての善に相当するテクストを『産業人の未来』 か
（3）

小坂（2008）は「西洋の哲学は世界観，すなわち宇宙や自然の本質の理論的

ら解釈を施そうと考えている．ドラッカーは産業人を機能する社会の存在に

解明が中心であって，『学』としての哲学という性格が優勢であるのに対して，

よって意味あるものと位置付けた．産業化する以前の社会とは，すなわち商業

東洋の思想は人生観，すなわち『いかに生きるか』という実践的問題への解答

社会のことであるが，ドラッカーは商業社会から産業社会への移行に伴って人

が中心であって，
『教』としての哲学という性格が優勢であったといえるであ

間は組織なくして生きられる者はほとんど存在しないと論じる．言い換えれ

ろう」 と論じている．
（4）
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小坂による西洋哲学と東洋思想の違いは日本におけるドラッカー思想の人気
を考える上で意義深い．ドラッカー思想は西田に代表されるように，この世の
世界を解明する理論的志向を有する西洋的思想ではなく，人間がいかに生きる
かというきわめて実践的志向を有する東洋的思想である．
ドラッカーとの間接的対話の時代において，ドラッカー思想がわれわれ日本
人の東洋的世界観に共通点を有していることは，われわれが今後，未来に向け
てのドラッカーとの有意義なコミュニケーションを図る上で大いに寄与するも
のである．
【注】
（1）Habermas, J.（1991）, Texte und Kontexte, Frankfurt am Main（佐藤嘉一・井上純一・赤井正二・
出口剛司・斎藤真緒訳（2006）
『テクストとコンテクスト』晃洋書房）.
（2）西田幾多郎（1911）
『善の研究』弘道館（本書はその後，幾度も改訂されている．筆者が参
考としたのは，1937 年に改訂されたものにもとづいた岩波書店から刊行されたものであ
る）．
（3）P. F. Drucker（1942）, The Future of Industrial Man, The John Day Company（上田惇生訳（2008）
『産業人の未来』ダイヤモンド社）.
（4）小坂国継（2008）
『西洋の哲学・東洋の思想』講談社．

【略歴】1971 年，青森県生まれ．千葉商科大学商経学部経済学科卒業，多摩大学大学院
経営情報学研究科修士課程修了．商品取引員，公認会計士事務所，喫茶店，労
働保険事務組合を経る．現在は特定社会保険労務士．近年の関心領域は哲学．
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「企業合併が起きるということは，いつの時代でも，その産業の経済的・
競争的ポジションに衰えがでてきた証拠なのです．その産業が本来受け取

“The Letter from Peter F. Drucker” Merger Wave

る経済の可処分所得の取り分が減ってきた証拠にほかなりません．このよ
うな場合，その産業の中にある企業としては売上げと利益をあげるための

藤島秀記

手っ取り早い方法は，同業他社の事業を奪うことなのです」
．

Hideki Fujishima
（淑徳大学，本会理事）

新車の買い換え期間が 2 倍に
構造転換期の現象
自動車産業に例をとれば，国際的産業再編成が始まったのは，ドラッカー教
まずこの問題を理解する前提として，ドラッカー教授は，現在の世界的不況

授のいう 1998 年のダイムラー（独）とクライスラー（米）の電撃的な企業合併が

を単なる景気後退現象とは見なさず，長期に亘る構造的転換期としてとらえて

皮切りであった．以後，フォルクスワーゲンとロールスロイス（1998 年），ル

いることだ．そして企業合併の大波が押し寄せている現実こそが，われわれが

ノーと日産（1999 年）
，
BMW とローバー
（2000 年）
，
ルノーとサムソン（2001 年）

いま構造転換期の真只中にいる，何よりの証左であるというのだ．それではド

と国境を超えた大型合併が相次いでいる．国内市場で見てもトヨタ，ホンダそ

ラッカー教授のマージャー・ウェーブの意味するものは何であろうか．教授の

して最近再浮上してきた日産を含めたほぼ“ビッグスリー”を中心に合併・提

書簡には次のように書かれていた．

携が進んでいるといえるだろう．

「1998 年にそのこと（構造転換期にあるということ）が，誰の目にも明
らかになってまいりました．アメリカの産業界を襲った企業合併の大波
（Merger Wave）のもつ意味もそこにあります．このマージャー・ウェーブ
はいまやアメリカのみならず，ヨーロッパ諸国をものみ込み，その大波は
日本や韓国にも到着しました．産業では自動車，金融，家電，医薬品，石
油など，まさに過去 40 年以上に亘って目覚ましい成果をあげてきた分野に
集中しています．そして，それはまた偶然ではありません．第 2 次大戦後，
世界経済をリードしてきたこれら産業群が，いま成熟期から衰退期に移行

金融とくに銀行の合併となると，日本ではどこがどこと合併したのかわから
なくなるほどに合併で絡み合っている．これに「提携」まで加えるとしたら，
その数はものすごいものになるであろう．ドラッカー教授の指摘するごとく，
業界のポジションをめぐる戦いは，もはや同業他社の事業を巻き込み合う道し
か残されていないのであろうか．
こうしたマージャー・ウェーブが起こる背景には，当然，市場そのものの縮
小化が直接の原因となっていよう．ドラッカー教授はアメリカの自動車マー
ケットに例をとって，その縮小化を次のように述べている．

しようとしているのです．もはや人口増加と経済成長以上に伸びなくなっ

「アメリカではこの 40 年間に人口は 50% 増加しました．また国民所得も

てきたということ，そして実際にその相対的な重要性だけでなく，ひょっ

2 倍以上に増えました．しかしアメリカ国内における自動車の販売台数は 40

としたら絶対的な重要性さえも低下し始めたということかもしれません．

年前と同じ水準で，良い年でも 1500 万台程度にとどまっています．今日，

そこに先進国経済の“構造”に起きている過激なシフトが示されています」
．

アメリカ国民の自動車購入に回される名目個人所得の中での割合は，40 年

＊本稿は，筆者がダイヤモンド社国際経営研究所に勤務していた2000年当時，同研究所の名誉所
長に就任していたドラッカーから月に1 回，
“The Letter from DRUCKER”として送られてき
た書簡を編集・加筆して企業トップに発信してきた．その中の一部である．内容において今日
でも十分示唆に富むものと思われるので，あえて加筆なしに掲載することにした．

前の半分以上には出ていません．じつに車に回すお金は増えているのでは
なく，逆に減っているのです．これは 40 年前に比べて，新車の買い替えの
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期間が，2 倍に長くなっていることが原因です．これはすべての先進国に共

移行が始まっている．そうしたことから昨今，無形資産（intangible asset）と

通した現象といえるでしょう」
．

か知的資産に対して強い関心を呼んでいる．この無形資産をシンボリックに総
称したものがコーポレート・ブランド（ブランディング・マネジメント）である

市場の優位なポジショニングをめぐる戦いは，2 位以下の企業を囲い込み，よ
り高いシェアを獲得しようとする．しかし今日のデフレ不況下で起きている企
業合併は，そうしたマーケット・チャレンジャー型のものはむしろ少ない．

が，このブランド価値の創造に取り組んでいる企業は増加している．
一橋大学の伊藤邦雄教授の研究によると，ブランド価値を高めるには経営の
質の変革すなわちイノベーションが必要なのであって，量や大きさではない

それよりもすでに“スタンディング・アローン”が困難な企業同士が，業務

と指摘する．その証拠に，これまでブランド価値を 8000 億円有していた A 銀

プロセスの合理化を目的に結婚をするケースの方が多くなっていよう．こうし

行と 2000 億円持っていた B 銀行が合併したら，翌年，新会社のブランド価値

た独立性とオリジナリティを一見無視したかの企業合併をドラッカー教授と後

は 4000 億円に縮小していたという．同じことが他の合併企業にも共通して見

に出てくるマイケル・ポーター教授は，異口同音に戒めているのである．

られたという．このことからコスト削減を目的にした合併からは，企業価値は

まずドラッカー教授は業界における合併の連鎖性と合併効果について，以下
のように指摘する．
「合併の激しい産業に属する企業は，すべて日々増大するプレッシャー
の下にあります．同時に現在のポジションを守った上に，さらに開発
やマーケティングにも資本を投入しなければならないのですから，膨
大なコストがかかります．この結果，企業の利益は不可否的に縮小の
一途をたどることになります．あげくにコストを削減することを主目
的に，さらに合併の道を選び，こうして合併の連鎖が続くわけです」
．
「しかし合併すれば力がつくわけではない．これは道理（ルール）である
ことを心に留めておいていただきたい．合併が成功裏に進み，長い歳月
をかけて好成績を得たとしても，企業の後退を鈍化させるのがせいぜい
でありましょう．合併とはあくまでも防衛策なのです．確かに 2 社が合併
すれば，合併前の 1 社よりは大きくはなります．合併は規模の創造ですか
ら ―．しかしこのような合併においては，2 ＋ 2 ＝ 4 ではなく，よくし
て 3 どまりでしょう．つまり“合併しか生き残る道がない”という切迫感
から一緒になったにもかかわらず，その結果は合併前より力がなくなり，
市場におけるポジションも前より小さくなっているのが現実なのです」
．

生まれないと結論づけている．まさにドラッカー教授の指摘するように「2 ＋ 2
はよくても 3 どまり」という言葉と相符合するのである．
また企業合併について，戦略論の立場から批判したのはハーバード・ビジネ
ス・スクールのマイケル・E・ポーター教授である．
「合併，買収は究極の業務の効率化といえるかもしれない．業務の効率化
（operational efficiency）にばかり狂奔し，戦略的ビジョンがないためにライバ
ルを買収・合併するしか策がない企業がなんと多いことか．その結果，ゼロサ
ム競争，価格の下落，コスト削減圧力へとひた走らせることになる．とくにこ
の傾向は，業界のライフサイクルとも関係してくる．業界の成長率が成熟期に
近づくにしたがって，
業界全体の収益率が低下し競争が激化する．そして合併・
買収へと企業を走らせることになる」
（
“What is strategy? ”Harvard Business
Review, 1996. Nov.-Dec.）
周知のように，
ポーター戦略論では業界でライバルに勝つことができるのは，
長く持続できるなんらかの違い（コストかオリジナリティ）を築き上げたとき
に限られる．そしてこのコストとオリジナリティで優位な戦略的ポジションを
確立するための源泉は，結局，イノベーションしかないとポーター戦略論は教
えている．
ポーター教授のこの批判の鉾先は，やがて 80 年代後半以降の日本産業に向
けられることになる．なぜ 90 年代に入って，かくも日本産業は凋落したか．

合併によりブランド価値が減少

その原因を一言でいえば，イノベーションを通じた真の競争力に磨きをかける
ことを怠り，安易にオペレーションの効率化に狂奔した結果だということにな

いま多くの日本企業では，長期に亘って競争力を有する価値創造型経営への

る．
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ポーター教授の辛口の教示と，ドラッカー教授のこの“マージャー・ウェー
ブ”の教えるところはほぼ同じであり，これからの日本の経済界が経営再生に
向けて取り組む際の教訓としたいものである．
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The Philosophical Framework of Peter F. Drucker

【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，本会理事．ドラッカー博士とは 1969 年，当時
ダイヤモンド社で編集者として『断絶の時代』を担当して以来，他界 3 カ月前ま
で親交があった．ドラッカーに関する著作，研究論文多数．共訳に『ドラッカー・
ディファレンス』等がある．

トニー・H・ボナパルト

Tony H. Bonaparte

序―ドラッカー・ワールド
ドラッカーと聞いて思い浮かべる像はどのようなものか．歴史に驚くべき通
暁を示しつつ，
同時に未来への卓抜な洞見をも示しえた知の巨人，
そんなイメー
ジもあろう．
彼ほどに一定のラベルを拒否する思想家もそうはない．いかなる発言もしか
るべき評価を獲得した．同時に，
いかなるものにもとらわれることがなかった．
その意味で，固定観念の呪縛から自由でありながらも，動かぬ確かなものを求
め続けた．一風変わった観察者として通した．
他方，何事につけ浅薄な寄せ集めに終始して，門外漢のくせに他の学問的知
見を切った貼ったする論者との評言もないではない．
だが，社会科学やマネジメント関連の文献にいささかなりとも通ずる者なら，
ドラッカーが経済学，法，社会学，政治学，経営学などで残した実績には率直
な驚きを禁じえないのではないだろうか．実際，満遍なく知のアンテナを向け
続け，結果として，すべての肩書きを得ている．
では，ただならぬ守備範囲を持つドラッカーに一つの思想的枠組みなどとい
うものは見出しうるのか．そんな問いを発する時，きまって問題になるのが脚
注や参考文献のたぐいがその著作に「見あたらない」ところである．むしろそ
こにこそ本領がある．そんな懐の深さが，広大無辺のドラッカー・ワールドへ
の扉となる．
＊ ド ラ ッ カ ー が ニ ュ ー ヨ ー ク 大 学 教 授 時 代 に 刊 行 さ れ た 還 暦 記 念 論 文 集 Peter Drucker:
Contributions to Business Enterprise (Tony H. Bonaparte and John E. Fraherty eds., 1970 ,
New York University Press) の一章として収載されたものである．著者は元セイント・ジョ
ン大学の研究者で，ドラッカーとの親交も厚かった人物．
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かかる世界観が近代西洋の思考様式を規定するものとドラッカーは考えた．
近代合理主義とはデカルト思想の化身だった．3 世紀以上にわたり，問題の所

実像に迫る前にまず検討すべきことがある．
「モダン」の語彙で表現される
メタ・レベルの世界観がある．それが意味を失ったとするのが，ドラッカーが
喝破したものだった．

在，自我や世界への基礎的視角，合理や蓋然性のコンセプトを規定しえたのは
デカルト思想以外になかった．
むろんドラッカーはその方法論の貢献を認めないわけではない．わけても自

モダンの世界観は，近代哲学の父デカルトに由来する．デカルトこそが当時

然科学の発展において，その功績には偉大なものがあった．後代の人々もデカ

にあって信仰と科学の問題に決着をつけた．自然は壮大な機械とされた．人体

ルト流によって，客観的事実を科学的方法論にもとづいて積み上げていくこと

をも含む自然の総体は，機械論の語彙を持って説明できぬものはないとした．

ができた．しかし，
現実問題の処理についてデカルト流はまったく無能だった．

精神や霊は異なる秩序に服するものとした．それらは神によるものであって，

近代組織の複雑さ，変転可能性，全体像について現実的な説明など望むべくも

物質とは異なる討究対象とした．かくして新たな科学は信仰を迂回して成立し

なかった．ドラッカーはいう．

うるものと当時の学界は認識するにいたった．
数学はデカルト・モデルの真骨頂だった．それは一つの事実から別の事実に

「今日，あらゆる体系が因果から形態へと移行した．部分の総計でない全体，

いたる因果連鎖を扱う科学だった．そんな科学の世界を一歩出てしまえば，一

部分によっては識別，認識，測定，移動，理解の不可能な全体というコンセプ

般的方法論では扱いきれないものとされた．デカルトの第一歩は，哲学や物理

トを，自らの中核に位置づける．今日の体系にあって中核となるコンセプトは

に高等数学さながらの演繹的思考を適用するにあった．そうしてはじめて，そ

類型と形態である．
（略）部分とは全体との関連においてのみ存在し認識しう

れらのシステムや方法論は合理による知識たりうるとされた．

るものである」
．

デカルト的世界観の秩序とは，自明の事実から出発し，最小コンセプトに分
割される．
ひいてはそれらを適用し複雑な事象解明への階梯を経るものだった．

変化をどう見るか

そうしてはじめて議論の余地なき自明の事実に到達しうるとした．事実と称さ
れるものは，すべからく単純かつ自明でなければならず，疑念の余地なきもの

ドラッカーにとってデカルト的世界観が受け入れがたかったのに，それがあ

とされるまでは，いかなる言明をも許されざるものとした．そうして導出され

まりに変化というものへの想定を欠いていたことがある．そこでは変化は迷走

た事実が，揺らぐことなき知識の礎と認められた．

や破局と同義だった．
古典物理学では厳密には慣性による静止が常態とされる．

デカルトは自らの言動や思考の方法において，
「我思う，故に我あり」，すな

社会にあっても 300 年余にわたって，変化を抑止するかせめて遅らせるのが目

わち自ら思考する事実そのものは疑いなき前提たりうるとした．デカルトこそ

的とされた．家族，教会，軍，国家いずれも変化の脅威からの防波堤の役を担っ

が近代知の体系化にあって最大の功労者であった．彼こそが，
「いかにして知

た．変わらざること，変えざることが信条だった．

られうるか」
「正しさはいかにして測られうるか」との哲理上の問いを最初に提
起した．
その世界観は，自我，理性，事物一辺倒だった．計測可能性，因果関係，静

だからといって，デカルト主義にドラッカーがいかなる賛同も示さなかった
わけではない．
変革のマネジメントを提唱したドラッカーである．
きちんと知っ
ておくべきは，ドラッカーが社会の推進力として想定した継続と変革のコンセ

態的分析に秀でる一方で，現に生起し変転する動態的対象は扱いかねるものが

プトである．ともに対極の組み合わせであって，変革を意識的にはかりつつ，

あった．
デカルトの弟子たちにとっては客体が何より意味を持つものであって，

全体としての継続をはかるものだった．

内なる主観は等閑に付された．そこでは全体は部分の集積と等価とされた．同
時に，再現性こそが不可逆性や成長に優位するものとされた．

変化はものごとの本質である．ならば長期的には革新を促す力が現状維持の
守旧的諸力にまさるのは明らかである．安定が長期にわたり続くことはない．
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いかなる存在も時の経過とともに変化を余儀なくされる．自然も組織も姿を変

イトヘッド，ジャン・クリスチャン・スマッツ，アンリ・ベルグソンなどにも

えていく．つかの間の安定が訪れることがあっても，やがていつしか対立や緊

先駆的に見られるものであった．あるいはゲシュタルト心理学のクルト・ゴー

張が生じ，新たな次元の均衡へと移行する．一時における安定というものはむ

ルドシュタインや行動心理学の E. C. タルマンにもあった．そのような視座を

ろんありうるにせよ，異なる力同士のバランスの中にこの世界の本質が顕現す

企業社会で展開しえたのがドラッカーだった．

る．そのことをドラッカーは言いたかったのだろう．

ドラッカーの業績を一つの哲学とした場合の要諦は，複雑きわまりなき全世

革新というものは常に継起してやまぬものである．そのなかで，
「変革を期

界を一つの生命体として有機的に把握するその視座に求められる．一つひとつ

し，働きかけ，方向付ける．そうして秩序を主体的に創造する人間」を彼は想

の複雑な要因が全体の統一体を構成するものとする．社会科学のみならず自然

定した．

科学も意識される．一滴の水も漏らさぬ精緻な理論への過信をただし，現実へ

その意味でデカルト流の近代合理主義は，
『断絶の時代』などで見られるド

の理解を促す．

ラッカー流のものの考え方とは異質である．知識にあってさえ，ここ 300 年ほ
どのなかでも，わけてもこの半世紀は変化のない時代だった．技術，経済政策，

ベルグソン

産業構造，経済理論においてさしたる変化は見られなかったし，マネジメント
や現実の経済問題に処するのに必要な知識についても進歩はなかった．

その哲学はわけてもベルグソンの思考様式を彷彿とさせるものがある．ベル
グソンは哲学者にしてはゆったりと人を煙に巻くがごとき書きぶりを流儀とし

新たなる哲学

た．70 年以上にもわたって驚くばかりの多領域の知識をものにした才人であ
る．

かれこれ 20 年ほどで，哲学が混迷を極めつつあるのは誰しも否定しえない

人がベルグソンの思想的実体をつかんだと思うが早いか，その本質はするす

事実であろう．すでに実存主義などは消え入るばかりに力を失いつつある．同

ると手のひらを抜けて気づけば何も残らない．呆然とするのみである．ベルグ

時に，かつて一世を風靡した実証主義も今はまったくはやらない．マルクス主

ソンの哲学がかくもとらえどころなきものであったおかげで，きれいな箱に収

義のなかにももはや真の力は見出しえない．つまるところ，哲学と名の付く一

められて哲学史の神殿にまつられるのから免れた．代わりに，1959 年ベルグ

切のものが力をなくし，うつろなヒューマニズムばかりが幅を利かせる．

ソン生誕百年にあたっては，アメリカと母国フランスで記念大会まで開催され

変転きわまりなき現実にあって，近代哲学の枠組みはなすすべがなかった．

た．

それに対し，ドラッカーの卓抜な洞察こそが，歴史の重みを踏まえつつ，今日

私はベルグソンの哲学が方法論，原則，秩序，問題提起において哲学史の新

の課題の解決を指し示すものだった．そのなかで濃厚に息づく思想がある．そ

たな一ページを開くことを確信してやまない．他方ドラッカーもまた彼なりの

れは生物的世界観である．生物とは単に細胞の集積ではない．全体として命あ

流儀で自らの世界観を企業社会で解釈・応用した．

るものである．外部に開かれつつ，
自ら活動してやまぬ一つのシステムである．

というのも，ベルグソンは特定の思考様式を顕示するタイプの哲学者ではな

あるいはこうも言いうる．生命は単なる部分の原子構造や組織ではない．それ

かった．持ち前のねばり強さと豊かな想像力を持って次から次へと新しい問題

らの相互的な関係性の上に展開される働きである．

を開拓する種類の哲学者だった．スタイルは不変だった．いかなる作品にも彼

ハーバート・ミューラーが指摘したように，分析的には部分やプロセスと

特有の形というか，風儀がある．あえて一般的な語彙に置き換えると，2 つに

いったものは分割可能ながら，他方で全体を部分の集積以上のものとし，それ

分類できると思う．生命体と非生命体の 2 つである．かかる一般的区分けとい

自体を命ある活動体としなければ理解できないものもある．

うものは，実に鮮やかに分かたれた二元論的世界観に根ざすものがある．その

かかる見解は決して昨日今日のものではない．たとえばアルフレッド・ホワ

二元論的世界がさらに 2 つの現実を裁然と分ける．すなわち，生命・精神の現
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実と事物の現実がそれである．そこでは生きて働くものは事物にまさる．
デカルトの言によれば，
「私は考える」と言う．ベルグソン流では，
「私は継
起してやまぬ」という．
スピノザは現実というものを「永遠的相」のもとにとらえた．ベルグソン流
に言い直せば，
それは「継起してやまぬ相」となる．
彼は永続的な価値ではなく，
その都度生起するものを見た．あるいは変化してやまぬものとしての価値を見た．
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生命の哲学，変革の哲学だった．
企業社会に対しても，その卓抜な観察力はいかんなく発揮された．その際，
マネジメントの先達として利用に供された業績もあった．行動主義の研究者た
るミュンスターバーグ，メイヨー，フォレット，バーナードなどにも依拠した．
それらは『現代の経営』
（1954 年）に結実した．
そこでは個を基軸とした変革と創造が主たる経営の要因とされた．企業の目

ベルグソンはエントロピーの法則（エネルギー劣化）を生物的本能や人，事

的は効率や収益性，あるいは意欲や意識のみではなかった．それは多様なもの

物に適用した先駆者だった．行動科学にあって今日不可欠のコンセプトといえ

だった．静止状態を分析するがごとき旧来の概念では，現実をとらえきること

る．実存主義を世に普及させたのもベルグソンだった．実存主義はヘーゲル思

などできなかった．経営する者も働く者も，企業活動に携わる者は一人の例外

想への批判としてキルケゴールに端を発する．知識人向けに実存主義的弁証法

もなく絶えざる変化に身をさらし続けなければならない．かかる変幻自在の適

を編み出したのはベルグソンにほかならなかった．

応力を高める方法は一つしかない．企業を部分と目的が相互連関する一つのシ

ベルグソンこそが思想哲学の真価回復に貢献し，純粋培養の知的遊戯から一

ステムと見ることである．

定の距離を置きつつ自説を発展させた第一人者だった．それだけでない．定量

マネジメントを狭く経営行動のみととらえるのは間違っている．そのミッ

と定性，理論と現実，継続と断絶，外的自我と内的自我といった両極の思考を

ションには，若きエグゼクティブたちを教育し，中高年に達する前に何らかの

同時に働かせた．20 世紀の思想家でありながら，今日的な現実問題への解法

目的達成を促さなければならない．人は自社の役割やそれを取り巻く環境を不

を示した．

変のものと勝手に思い込む．そのことにドラッカーは注意を喚起した．
他方，そのような企業目的に対して，クーンツとオドーネルは正面から批判

生命の哲学

を行った．二人は企業目的なるものは自律的でも普遍的なものでもないとした．
企業によりケースバイケースのものとした．だが，そこではドラッカーの言う

もちろんベルグソンとドラッカーを無前提に同類とするつもりはない．まず

目的というよりは，いかなる組織にも不変の分析手法に焦点が当てられた．企

もって私はドラッカーがいかなる影響関係のなかで自らの思想的枠組みを築き

業にあっては，管理，権威，責任範囲，機能や位階が統一されるべきとした．

上げていったか，
まだ十分に把握し切れていない．だが私自身についていえば，

むしろいかなる者もできる仕事はまだ相当に存在するとの観点から企業を説明

ドラッカーのもとで学び，ともに教えてきた．友人として交流を重ねてきた．

する必要があった．それゆえにこそ経営管理者は企業を代表しうる．

私が見てきた限りでは，ドラッカーとベルグソンにはどこかしら通底するもの

かかる古典的表現をもって今日の近代企業の態様をとらえうるのかという疑

があると感ぜざるをえない．ドラッカーとても他の人々からの影響のもとで自

問もあろう．個の技能や知識，判断といったものは，他の威信や知識を代行し

らの思想形成を遂げたのは間違いない．他の思想家と比すれば，やはりベルグ

うるわけではない．あらゆる観点から，自らの貢献にふさわしい働きが求めら

ソンとの類似性はかなり際だっているのは確かである．

れる．権威や責任を決定するのは仕事である．それは人に伴う権力というより

そう考えるのも，ともに学問の主流から外れた知的領域にも常に開かれた感

は，目的に伴う必要性に起因すべきものである．

性を持っていたことがある．一つひとつ特殊な知的姿勢を要するものばかりで
ある．ある課題への対処法は，
別のものにまったく役に立たないかもしれない．

ホワイトヘッド

両者は自らの視角をまさに変幻自在に現実に適用し続けた．個別具体的な現実
への対処が目指された．それらいずれもがまさに生ける思想そのものだった．

さて，ドラッカー自らはいかなる学派にも属することがなかった．保守派に
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も行動主義にも経験論にも与しなかった．社会科学を軸に領域横断的な知をフ

「マネジメントの前提がここ半世紀で急速に現実に合わなくなった．完全に

ル活用するタイプの知識人だった．だが『マネジメント思想史』なる書物には，

無効になったものさえある．そうでないものも，陳腐化の過程にあるのは何ら

いかなる学派にもその名は見あたらない．メイシーの『エッセンシャル・マネ

変わらない．みなすでに無用になったものばかりを相手にしている．
」

ジメント』では，
3 つもの学派の文脈でその名が登場する．マネジメント経済学，
組織論，人間関係論である．

結語 ―プロセスの哲学

厳密にはドラッカーはマネジメント学者でさえなかった．マネジメントなる
知的領域自体古くからあるものではない．いかに精緻な定量化に腐心しようと

ドラッカーの多領域にわたる発言はいかなる箱にも収まりきれなかった．そ

も，やはり根底をなす現実は質によってしか測られない．変化，イノベーショ

の思想的枠組みはあえていえばベルグソンのそれに類似するところがあった．

ン，リスク，判断，成長，衰退，貢献，ヴィジョン，報酬，意欲―，そういっ

「プロセスの哲学」ともいいうるものだった．デカルト流の機械論的世界観は

たものはすべて数字に置き換えられない．
知識による最終製品を判定するには，

その時代的役割を終えたとドラッカーはいう．現代の思想・哲学は現実への対

つまるところ人と社会にいかなる貢献をなしえたかという価値の観点からしか

処に手をつけかねている．時代が必要とする新たな哲学とは，混沌から新たな

評価できない．

地平を見出しうるものでなければならない．

そこで 2 つのポイントがある．

ベルグソンの思想が一つの新たな創造の軸となりうるとの期待が筆者にはあ

まずマネジメントとは社会文化の変容を踏まえざるをえない．企業組織の主

る．半世紀程度以前，実存，労働，組織などはある種の価値に関する語彙だっ

たる資源は人以外にない．企業組織とは人による貢献，人による知識プロセス

た．だが，現在それらにはさらに深い意味が付与されるようになっている．人

そのものである．その目的はきわめて人間的な価値の充実と創造にある．組織

をあるがままのものとしてさらなる高みに引き上げてくれる創造とエネルギー

原則が社会における人間のヴィジョンなしに存立しえない理由がそこにある．

を意味するようになっている．そこに生きて働く価値を見出し，明日の羅針盤

第 2 に，マネジメント上の意思決定手法を刷新するには仕事と働く人々起点

とするのにドラッカーほどの論者はなかった．見て解釈するにとどまらなかっ

で考えなければならない．働く人々に関していうならば，かなり前ながらホワ

た．そこがベルグソンとの違いと思う．コンサルタント，教師，研究者，書き

イトヘッドの次の指摘が興味深い．

手として自らを錬磨してきたその姿勢が，ドラッカーにしかない思想的枠組み
というものがあるのだという確かな事実を教えてくれる．

「高次の仕事は高次のマネジメントを要する．地位が上がるほどにマネジメ
ントの必要がなくなるなどとは大きな誤解である．地位が上がるほど，マネジ
メントはさらに精緻なものとならざるをえない．それに関わるものの貴重な時
間と労力の浪費はいっそう許されなくなる．
」
仕事の概念自体も変化した．今日，知識労働をいかに計画すべきかに意識が
向けられつつある．それは他の仕事の分析と方向付けをも要する．すでに仕事
が動作・時間研究の対象とされ，その効率性追求に終始する時代は過ぎ去った．
数年前のマネジメント上の思考枠組みでさえ，今日では妥当性を失っている．
比較的最近の論文でドラッカーは次のように述べている．

（井坂康志・訳）
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際に地方大学でマネジメントを講ずる先生もいるし，世界中の国々からの留学
生もいる．さらには，世界的な企業のトップの姿さえある．そんな人たちはあ

Drucker the Teacher

の地下鉄の雑踏とは無縁で，表口にはちゃんと運転手付きのリムジンが控えて
いる．

ジョン・E・フラハティ

John E. Flaherty

実に多様な学生たちがドラッカー教授にあこがれ抜いているのには一つ理由
がある．みなが学びを欲しているということだ．新たな仕事に向けて刷新して
くれる知的刺激を求めている．

ドラッカーに学ぶ人々
その教授法
午後 5 時を回る頃にもなれば，ニューヨーク・マンハッタンの週日には同じ
風景が繰り広げられる．
エレベーターから何万もの人並みが吐き出され，ウォー

ドラッカー教授のスタイルというものは人数やテーマによって変幻自在であ

ル街の人工峡谷に吸い込まれていく．誰もが地下鉄の階段を下り，漸次地下の

る．100 名を超える講義でマネジメントを講ずるにあたっては，事例研究を用

住人となる．恐ろしく稠密だ．そんななか，ニューヨーク大学大学院のビジネ

いることが多い．いずれも生物としての企業がなぜ・いかにして存在するのか

ススクールに向かう一群がある．手早く食事を済ませて，530 教室に向かう．

に関わる．そこから財務，マーケティング，イノベーション，組織，計画，環

そこで 20 年来かのピーター・ドラッカー教授が毎週月曜日の授業を持ち，企

境などの討究がなされる．他の大学ではだらだらといつ果てるとも知れぬ話が

業人たちを出迎える．

続くのがめずらしくない．だが，ドラッカー教授の場合，じつにきびきびと簡

多くはやり手の中間管理職である．年の頃 20 代半ばから 30 を少し出たくら

潔である．決してポイントをはずさない．事例はすべて教授自身が仕事として

いが中心である．企業での勤務経験を持ち，
一家を養う柱である．まだ住宅ロー

見聞きしたものである．コンサルティング活動の賜である．むろん固有名は丁

ンもある．

寧に伏せられる．

ドラッカー教授はそれまで比較的のんびりしたベニントンやサラ・ローレン

第一印象からして，特にその手の事例研究を初めて聞く者などは，みな容易

スなどで教鞭を執ってきた．それでも，
この大都市ニューヨークの環境もまた，

に実行可能のものと錯覚する．
経験のある学生などはなまじ自信があるだけに，

教授にとって悪くはないようだ．舞台は誰かの借り物とは最近よく聞く言い回

事例の大半がたいして興味を引かない場合もある．そうなると膨らんだ期待が

しだ．だがもっと大切なのは，ドラッカー教授自身が，知的刺激をもたらして

一気にしぼんで，逆にいらいらするようになってくる．なかには「こんな事例

くれる学生に心底惚れこんでくれることだ．実際，多くは大手企業勤務で，み

は甘過ぎです．自分なら違う方法をとっていました」
「ドラッカー教授が何を

なが教授の教室で繰り広げられるマネジメントの世界に並々ならぬ関心を寄せ

したいのかよくわかりません」などと不満を言う学生もいる．血気盛んな学生

る．

にはありがちのことで，その後のディスカッションが待ちきれない．

ビジネスマンを中心とする一方で，教室には他にもさまざまな学生が姿を見

だが，ドラッカー教授がいかにして考えるべきかを示してくれれば，時に議

せる．ニューヨーク教区の聖職者もいれば，医療機関職員や公務員がいる．実

論は白熱しつつも，多くは事例の大事なポイントを見逃していたのを自ら認め
ざるをえなくなる．

＊ ド ラ ッ カ ー が ニ ュ ー ヨ ー ク 大 学 教 授 時 代 に 刊 行 さ れ た 還 暦 記 念 論 文 集 Peter Drucker:
Contributions to Business Enterprise (Tony H. Bonaparte and John E. Fraherty eds., 1970 ,
New York University Press) の一章として収載されたものである．著者は元ニューヨーク
大学の研究者で，ドラッカーとの親交も厚かった人物．

思い返せば，狭隘な自らの了見でもって楯突く人たちが後を絶たなかった．
致命的なポイントをうっかり見落としていたり，本質とそうでないものを勘違
いしているのに気づかされたりもした．結論をペーパーに落とし込みわれなが
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ドラッカーの「癖」

は何の役にも立たなかったりした．事例研究を実際に使ってみると，まず解決
の切り札と思っていた自説が，まったく事実からかけ離れているのを知らされ

第一に癖とも言うべきものがある．
むろんきちんとした意味があるにはある．

るはめとなった．正しい解があるはずと思っていた者は，むしろ大切なのは正

だが，それなりの大教室での講義なのに，学生一人に 20 分も事例を発表させ

しい問いと知らされた．

ることがある．時にいつ終わるのかと思う．そんな下準備は通常ティーチング・
アシスタントがてきぱきと行うべきところだ．

2 つの中心テーマ

第二に，発言しない学生には一切顧慮しない．時に眠気覚まし代わりにそん
な学生を質問責めにしてくれたらとも思った．最終的には学生の問いを見事に

ドラッカー教授の手さばきは見事としか言いようがなかった．欠点らしきも
のさえ見あたらなかった．相手を批判することなく，問題解決と本質の描出と

さばいてくれるのだが，明らかな欠点もあったわけだ．
回答はいつも簡潔だった．
だが，
時にはジョイスの『フェネガンズ・ウェイク』

いう離れわざを同時にやってのけた．はじめ不安顔だった参加者は最後にはみ

を彷彿とさせるマシンガンのごとき口吻もあった．そんなものでさえ，人間が

なドラッカー教授の手並みの虜になるのだった．敵意に似たものを持っていた

完全ではありえない表れである．教師ドラッカーが持つ強みに比すればとるに

者さえ，しまいには自らのいたらなさにいやがおうでも気づかせられることに

足りない．

なった．同時に感性と認識の不足を痛感させられることになった．教授は体系
的に事例の精度を上げていき，次にさらに成果を上げられるように差配した．

教える意味

ドラッカー教授の講義には 2 つの中心となるテーマがあった．一つは専門領
域のたこつぼを克服すること，もう一つはマネジメントの観点から事例という
ものを徹底的に考え抜くことに置かれた．
いずれに力点が置かれるかはそのときのテーマによる．受講者は博士課程の
学生が多かった．講義は問いをもってはじめられるのが常だった．受講生から
の意見がまずもって尊重された．時にちょっとした資料の提出が求められ，何

だが，なぜドラッカー教授は多忙なところをわざわざ教えるのに時間を割く
のか．むろん収入のためではない．教え，書き，相談に乗る，それらいずれも
金銭では購えぬ価値がある．
ドラッカー教授に直接聞いたわけではないのだが，
想像するに次のような理由があると思う．
まず，知識や経験を他者と共有する，そのことに徳義上の義務を感じていた．

より議論への参加が重んじられた．知的なものの交流への深い配慮が行き届い

また，年若き友人との交流を大切にした．それは若者が明日のマネジメントの

ていた．そんななかで，ドラッカー教授は専門家の一代表として，しかるべき

担い手というのみではない．彼らに独自の感性，価値観，ものの見方があり，

流儀で講義に方向性を与えた．スマートで洗練されたものだった．さりげない

それらが次世代の価値体系への刺激剤となるためだった．若者との接点を持つ

諧謔もあった．品のあるおかしみだった．他者がものごとをいかに見るか，そ

ことで，変転激しき世界との対話を行っていたわけだ．

れを理解するのに力点が置かれた．時になされるポイントのまとめはあまりに
見事だった．そのようなスタイルは学問の世界では稀有のものである．
いきおいドラッカー教授への賛辞で始まり賛辞で終わるものとならざるをえ

第三に後進の育成を意識的に行った．現代マネジメントにあって，教授法に
も明るくなければならない．自ら教えてみせることで，マネジメントという仕
事の持つ「人に伝える価値」を見事に体現していた．
第四に，
学生から教わった．

ない．それでさえ中途半端なものとしないためにそれなりに努力を要する．そ

それはドラッカー教授自身の口癖だった．確かにそのような面があった．意見

こでドラッカー教授に足りなかったものにあえて目を向けてみたい．

交換の結果，
自ら気づかなかった前提や見落としに気づく．新たな発見もある．
自らの講義を通して，その手応えを得る．その意味で，教室とは次なる書物の
ための知的共鳴版の役を果たす．事実，万事に通暁する一流の書き手であると
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いずれにしても，ドラッカー教授を一流の教師とする点で，ほぼ衆目は一致
していた．それも他の教師と違い，教授法のみに安住するものではない．すぐ
れた教師というものは，難しいことをシンプルに語るものだ．目から鼻に抜け

教えることと学ぶこと

る感覚，そして思わず膝を打つ比喩で聞く者は我を忘れる．だが，それのみを
ドラッカー教授の強みとすることはできない．というのも，そのドイツ訛りも

教えるのは彼個人にも意味をもたらした．むしろ自分からお金を払ってもい

あって，はじめがややぎこちない．だが，それ以上に，教授法にあっては，熟

いくらいに思っていた．その熱意は教室のみのものではなかった．かつての教

練の教師のみが持つ味があるのを彼は知っている．だが，それらもせいぜいの

え子とはやがて豊かな友情が育まれた．彼らが何をしているのか，いかにして

ところ学ぶための手段に過ぎない．学ぶことそれ自体ではない．実際，少なか

自らのキャリアを磨いているか，いつも気にかけていた．これまでもその助力

らず一般に講義というものは学生のノートに記されるだけで，心に残るものと

を得て，実に多数の学生が高位の職を得ていた．

はならないからだ．

私の知る限りドラッカー教授が自らの教授法を語ることはなかったと思う．
それに全体を貫く指針には恬淡としていた．教授法とは厳密な意味で伝授可能

5 つの原則

なものではない．それをなす者の人格や意欲，知識に体化される．ドラッカー
教授にとっても，唯一といえる習得法はなかった．経験の教えるところでは，
それはあまりに多様だった．成功例などそれこそいくらでもあげることができ
た．
それでもなお，ドラッカー教授は，学ぶことと教えることはまったく別の次

ドラッカー教授のスタイルを長年観察して，次の 5 つの原則を見て取ること
ができる．継続，創造，体系性，オープンな知的感性，課題設定である．
継続すべきもの
ドラッカー教授の書いたものや講義をふれたことのある人なら，その広大無

元のものとした．ともに重要なのはいうまでもない．だが，同じものではない．

辺の学識に魅了される．学問の伝統にとらわれることなく，歴史というものが

それぞれ異なる考え方を要する．学ぶとは，習慣，記憶に育まれ，行動の礎を

未来の序章たることを理解していた．ジョージ・サンタヤナの述べたごとく，

なす．少なくとも，教育過程を一方的に教えうるものとはドラッカー教授は考

歴史に目を閉じるものは同じ過ちを何度でも繰り返すことになる．ドラッカー

えなかった．わけても大学院レベルで一方的な教授に意味があるかはかなり疑

教授の立ち振る舞いは学者によくあるもったいぶったところや重箱の隅をつつ

問とした．学生自らがもっとも上首尾になしうるはずの専門領域にあっては，

くところがまったくない．その分析視角は過去から現在，そして未来に向けら

知的資本の浪費と考えられた．

れた．

他方，教えるとは，知的卓越や新たなコンセプトを得る上で異質のものだっ

現在とのつながりなき歴史はそもそも意味を持たない．空念仏に過ぎない．

た．それはとらえがたく，神秘に包まれたものだった．プラトンの時代からい

過去から現在を見通すということは，それがいかにして新たな事件をもたらし

ささかの進歩もなかった．むろんすぐれた教師には卓越した素養があるのは確

たかのみではない．むしろ現代の問題状況にあって，継続すべきものと変革す

かである．しかし教師はあくまでも学生の成長にあって触媒の役を果たすに過

べきものの入り交じった状況の本質を見抜くことにある．事実が何かより，な

ぎない．そこでは，つまるところ真の教育とは自らの成長を促すものたらざる

ぜそれが起こり，そこから何がもたらされたかにドラッカー教授は関心を寄せ

をえない．その点で同様の見解を表明したアリストテレスに与せざるをえなく

た．そこが過去と未来の間に身を置くマネジメントが肝に銘ずべきものだった．

なる．教師のコンセプトがつねにとらえがたいのも，つまるところ教えるとい

創造

う行為が正確に定義しがたいところからきている．他方，学ぶとはある程度測

創造とは主観と客観の混成物であって，ドラッカー教授が苦心の末手にする

定可能であり，それにまつわる問題も少ない．

にいたったものである．だが，おそらく創造性や独自性などという語彙に教授

182

関連論考

教師としてのドラッカー

183

自身はやや違和感を持つだろう．教授にとっての創造とは，問題をあらゆる側

われわれはドラッカー教授の業績に企業活動の根本をなす原則が体系的に配さ

面から検討し，それよってその輪郭をとらえ，本質とそうでないものを腑分け

れるのを見ずにはいられない．教授は唯一正しい理論なるものはないとした．

し，一つの新たな実像を見出す作業にほかならなかった．意思決定について

それが企業経営やマネジメントの仕事について一つの見識だった．

の議論などを見ればよい．それについての緻密な分析が決して楽なものではな

企業組織についての体系的原則や目標管理の提起に加え，種々の領域にまた

く，それでもきちんと分析されない意志決定は思いつきと選ぶところがないと

がるコンセプトも講義で示された．わけても歴史的英知，そしてすぐれた経営

した．

の事例から学び，縦横無尽に組み合わせ現代マネジメント上の課題に応用して

かかる視座の結果として，教授はいかなるときも当然と見なすべきものは存

みせた．それらの多くは『現代の経営』でも取り上げられており，ここで改め

在せず，自らの知性のすべてをもって対象に深くコミットする姿勢を自家薬籠

て詳細を論ずることはしない．とはいえ，教授の体系化がこれまで時の試練に

中のものとしていた．現代マネジメントの巨人たるヴェイル，スローン，ラー

耐え，一つの原理原則にまで昇華されたのは特筆に値する．

テナウ，テイラー，ファヨール，ウッドを論ずるにしても，教授は，
「彼らの

むしろ，本人は自らの創造したコンセプトが一つの仮説であって，誰もがそ

同時代の人々が見落とし，あるいは当然としたもので，見ることのできたもの

れぞれの領域でその可否を判定すべきものと考えていた．実際，少なからず実

とは何か」という問いを発した．むろんそれへの答えとは容易なものではない．

地適用によって妥当性は傍証されてきた．そのことが学生にも豊かな洞察の源

しかし教授はいかなるときも，巨人たちの洞察や卓越性に注目した．さらには

となった．学生もまた，講義が空論でないことは即座に理解する．それは実践

よき経営者や理論家のすぐれた点に，最低限の幸運に加え自らの現場で発揮さ

を促し，すべからく目の前の現実に直結するものであることを理解した．

れた洞察に帰した．

オープンな知的感性

そのように独自のものをとらえることが，ドラッカー教授の講義のポイント

一定の自信とともに，学生が自らの講義で何を学ぶか心を配っていた．学生

だった．自身は創造は教授しうるものではないとした．しかしその実践への応

への口癖は「何を学んだかね」だった．その心は，学生が自らの意識を変えら

用は学びうるものとした．教室のなかの多くは自ら独自のものを見出すこと，

れたか，プロに成長しつつあるか，知的アンテナを研ぎ済ましえたかを知るた

そしてその仕事への応用を促された．

めだった．学業というものはある種の青年期の延長措置であって，しかるべき

体系性

学びを得る代わりに一定の勉学とその試験にパスしなければならない．同時に

体系性はドラッカー教授の講義スタイルの姿勢をよく表している．実践のた

教室で展開できるものに自ずと限りがあるのを教授は知り抜いていた．自らの

めの理念に目を向けることが，教育の方法的支柱をなした．理論それのみでは

講義でも，かかる問題をきちんと受け止めていた．

不十分であって，実像をとらえきることなどできはしない．しかし他方で体系

従来の教育方法がおおむね成果を出せずにいる．そのことをよく知るからこ

的実践こそが期待する成果を手にし，事業を架橋し，異なる人材を結び合わせ

そ，自身を高めうる方法の探索に余念がなかった．従来の学科に対して冷やや

うるものとした．経営管理者が認めうるかはともかく，思想と理論が意思決定

かなのもそのためだった．確かに姿形は立派である．レポートや論文には仰々

の礎たらざるをえない．体系的知見なくして経営は不可能である．ドラッカー

しい文献リストがある．だが，そこに知的好奇心を刺激し自らの陶冶をはかる

教授は豊富な経験からもマネジメント不在の企業がそのことをまず理解すべき

ものはほぼ見出せない．そこで教授が目を向けたものとははからずもソクラテ

と考えた．

スが用いたものと同じだった．
自ら学生のなかに直接コミットしていくことで，

『現代の経営』で展開されるマネジメント体系にあって，企業という存在は，

その知性の幅を広げた．

サブシステムや全体を構成する一つひとつの仕事に生命を与える．教授自身は

一度関心が惹起されれば，後はほぼ自動的にうまくいく．自らとの関わりで

気骨ある論者ながらも，特定の原理への呪縛は拒否した．現実として，完全無

問題を捉えられれば，本来の能力で専門研究はきちんとできるようになる．研

欠のマネジメントは存在しないとした．なすべきは仕事だった．それでもなお，

究が専門分化せざるをえないのはドラッカー教授はむろん理解していた．だが
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ことマネジメントについていえば，そこは本質ではなかった．坐学がマネジメ

れを書いたのはもうかなり前のことだ．
当時はしかるべき意味があったろうが，

ントにふさわしい知的姿勢と言えない場合も多々ある．あまりに専門化し過ぎ

現在には通用しないと．

ると，階梯を上がるうえで壁が生ずる場合さえある．いかなる事業やマネジメ

そのようなことで，かくも変転著しい世界にあって，これで安心といえる状

ントに関する問題といえども単一の原則で処理することなどできない．そこで，

態などまずはありえない．今日の常識が明日の常識である保証はない．だから

広く鋭敏な知的感性を持つほどに，多様な知識を効果的に実践に応用しうるよ

こそ，学ぶ者は拙速を避け，真に大切なものに意識を合わせなければならない．

うになる．最終的にはマネジメントに関しては，単一分野のみで習得は不可能

問題より機会に焦点を合わせなければならない．過去より未来に焦点を合わせ

である．

なければならない．

実際に講義にあっては，縦横無尽の知的領域を飛び回るのが常だった．知識
の画布に描かれる像はあまりに多彩で豊かだった．民俗学，経済学，社会学，

知識労働者の責任

自然科学，哲学，論理学，歴史，文学，統計学，医学，数学，芸術，音楽など
が気ままにその姿を現しては消える．死角などなきがごとしだった．事例や問

明日の挑戦課題と格闘せよ．教授はそう断じた．それというのも，教育のみ

題関心は変わらずとも，ただ一つとして同じ講義というものはなかった．そこ

でなく，知識というものが本質的に責任を伴う姿勢を要求するがゆえだった．

には豊かな知の方法論が凝縮されていた．学生もまた古典的知見を新たな意識

はじめのうち学生はドラッカー教授が示した知識労働者の新たな役割が何を

で習得することで自らを高めうることをドラッカー教授も自覚していた．あく

意味するのかうまく呑み込めずにいた．仮に昇進したとしても，そのような考

ことなき探求心の涵養をもって，学ぶ者は自ら読み，調べ，ひいては自らの成

えがどう役に立つのかわかりかねるという反応が相次いだ．組織上の制約に加

長に責任を持ちうる者となる．そのことをドラッカー教授は望んだ．学ぶ者の

え，優越意識が相まって，マネジャーは機敏に変化に対応できずにいるなかで，

意識を刺激しうることをもって優れた教師の条件とするならば，まさしくアリ

どんな意味を持つのかと．そんな不平を聞くや，答える．そんな者が役員にで

ストテレスさながらドラッカー教授がその見事な範だった．学生の自己陶冶の

もなったら，まず無能のレッテルを貼られるだろうと．結局彼らが義務とすべ

力を引き出す種類の教師だった．

きことは自らの上司がその力を遺憾なく発揮できるようにすることである．加

課題設定

えて，知識に伴う責任，そして意思決定過程で情報を持つことからも，職位以

ドラッカー教授は終生イノベーションに関心を寄せ続けた．変革を決定論や

上の権限が実質的には与えられている．その際，さかしらに抽象的で観念的な

偶然とする見方に組みせず，意識的活動とした．現代のマネジメントにあって

思考の遊戯であらゆる問題が解決できると錯覚すること，それが致命的な落と

きわめて重要な挑戦課題の一つとして未来を見ることに置いた．経営管理者が

し穴となる．それを避けることもマネジメントの課題なのだとする．自らと組

意識的な変革に着手しないならば，マネジメントはおとぎ話の時代に逆戻りし

織にとって卓越した限られた分野に集中すべきとした．

空中分解する．そんな不毛かつ硬直的なものをマネジメントに取り入れるのを

実際にドラッカー教授が述べたことで，当時もてはやされたことがある．そ

教授は断固として拒否している．むしろ企業トップの例をあまた引き合いに出

れは学生は自らのなすべきことをなせということである．目的へのしかるべき

し，いかに彼らが問題より機会に焦点を当てて明日を創造したかを力説する．

集中，そして責任ある姿勢，それらをもっていかなる学生も明日の挑戦課題に

彼らはそうして問題を成果に転換した．

向き合い，成果を上げるべきとした．現状に手をこまねいてはいけないとした．

昔ながらの英知も今日の実践も，共にうつろいやすいものであって，自らも
そのなかを構成する一要因に過ぎないものとドラッカー教授は考えた．めざと
い学生ほど，講義で述べられたことの矛盾に気づく．時折以前の発言と引き比
べてここが違っているなどと指摘する．そんなとき教授は決まって答える．そ

現状に満足しない教授自身の信条は次の発言にも現れている．「現在私は 60 歳
になった．まだ大きくなったら何になるか自分でもわからない」
．
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結語
ある種の学生に対し，自ら関係の主体となるソクラテス式を持って，教授は
学び手にとっての意味に目を向けさせようとする．貢献に焦点を合わせるよう
勧める．そこで示されるものとは，継続，創造，体系化，知的感性，課題設定
だった．いずれもが教授のスタイルに欠かせぬ構成要素だった．だが加えて温
順な人柄やユーモアセンスもその個性を彩るものだった．学生に心からの敬意
を持って接し，同時に鋭い分析的知性をも併せ持った．教えることにまつわる
すべてがドラッカー教授にとって愛してやまぬ仕事だったのである．
（井坂康志・訳）
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歳上のアメリカ人，同じアメリカ人でも年代が異なるとまったく違う人種のよ
うでした．

My Memoirs of Professor Drucker

例えば，元駐日大使で副大統領のモンデールさんは，大恐慌が起こった 1 年

伊藤雅俊

Masatoshi Ito

（㈱セブン＆アイ・ホールディングス名誉会長）

前のミネソタ州生まれで，後者の典型です．大恐慌時，牧師だったお父様は土
地をとられてしまったといいます．それで地方大学に入学し，アメリカ軍に入
隊後，奨学金を得てロースクールに入学．そこで勉学して，
後に副大統領になっ
たのだと言われていました．当時のアメリカ人は，自信を見事に打ち砕いた大

大恐慌の怖さを知る世代

恐慌の恐ろしさを骨身に浸みて知っていたのです．
ドラッカー先生もそんな世代の人でした．1939 年処女作として著した『「経

ドラッカー先生の思い出をお話したいと思います．私が先生に初めてお会い

済人」の終わり』が，
当時のベストセラーになりました．この本を読めばドラッ

して，ちょうど 40 年になります．それ以来，先生に大変お世話になりました．

カー先生の本質がよくわかります．先生もよく私におっしゃっていました．自

米国に行くたびにクレアモントのお宅へ伺い，その度ごとに長い時間お話をさ

分は経済学者ではない．歴史学者であり社会学者だと．

せていただきました．

人生の話を含めさまざまな話をしていただきました．「あの頃のオーストリ

お宅は質素でした．その暮らしぶりは 40 年間全く変わりませんでした．古

アでは，子供は裸足だった」とお聞きした記憶があります．第 1 次大戦が終わっ

い電話，タイプライター，家具，調度品，何一つ変わらない．その中でいつも

てからのウィーンで，赤旗を掲げる大行列の先頭に立ったとか，ナチスの焚書

お教えいただきました．著名な学者でいらしゃるのに，いつも人としての真摯

に遭ってやむなくイギリスへ渡ったといった生々しい話も伺いました．大恐慌

さを感じさせられました．そこが，先生の最も素晴らしい点であったと思いま

の中，奥さんとアメリカに渡った不安はいかばかりかと思いました．

す．しかも，コンサルタント料と称するものを一切お払いしたことがありませ
んでした．

日本も世界も大変な時代に

先生が来日されると，京都へご招待したり，私の自宅にお招きしたりもしま
した．先生への感謝の気持ちから，ドラッカー・スクールへ寄付させていただ

昨今，日本もアメリカも，大変な時代になりました．1990 年に日本でも恐

き，私の名も校名に入れていただきました．正直なところお断りしたかったの

慌さながらの状況がありました．国債の大量発行で対応しましたが，1998 年

ですが．最終的にはご厚意をありがたくいただくことにしました．その後，ア

には北海道拓殖銀行が潰れ，また山一証券も倒れました．2000 年には，日本

イラ・ジャクソンさんが校長に就任されました．氏のお人柄と才覚で当校はさ

の IT 企業の 10 社に 1 社が 2000 億円ずつ損失を出しました．しめて 2 兆円の損

らに発展されるのではと期待しています．

です．同じ年には松下電器さんが 4000 億円の損失を出しました．現在世界の

さて，ドラッカー先生は私より 15 歳年上でした．この 15 年と言う年月がど

トヨタさんさえ大変な苦境に立たされています．

んな違いか，考えてみたいと思います．第 1 次大戦が終わったとき，先生は 9

現在私どももグループ全体で約 6 兆円の売上げです．セブン - イレブン，イ

歳でした．大恐慌のとき（1929 年）
，私は 5 歳で先生は 20 歳です．これまで多

トーヨーカ堂，デニーズそれから百貨店の西武，そごう，セブン銀行などもご

くのアメリカの方にお会いして思います．若いアメリカ人，そして私より 15

ざいますが，本当に大変な時代と実感します．

＊本講演は早稲田大学ビジネススクール・ドラッカー学会共催の講演会「P. F. ドラッカー生
（2009 年 12 月 13 日．於・早稲田大学早
誕 100 年記念講演会―次なる知識社会に向けて」
稲田キャンパス）の抄録である．

私も 85 歳になりました．次の世代にどう譲るかを考えますが，大変なこと
です．先生にもう一度お会いできたら，
何とおっしゃるかと時々考えてみます．
セブン - イレブンの創業は 40 年前でした．セブン - イレブンに着手したとき，
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「日本の社会と小売業にいいことだからやりなさい」と松下幸之助さんもいっ
てくださり，本当にありがたく思いました．鈴木敏文さん（代表取締役会長・
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るべきことを教えていただきました．何より大事なのは，時代を見る，時代の
潮目を見ることです．

CEO）をはじめ，みなが一生懸命によくやってくれ，今日の規模になったわけ

それに関して言えば，先生は NPO の話をよくしてくださいました．現代社

です．しかしイトーヨーカ堂やデニーズも，かつてに比べれば舵取りの難しい

会は政府，企業，NPO がなければ成り立たないというのが世界の認識のよう

時代になりました．百貨店もさらにこれから難しくなると思います．この乱気

です．この点日本の NPO は少し違っている．ドラッカー先生が 90 歳を迎える

流時代を思うにつけ，組織が巨大化するゆえの怖さを強く感じます．

というので，アメリカでその名を冠する NPO の表彰制度がスタートしました．
アメリカでは権威ある賞です．その表彰式に参列したとき私は大きなショック

潮目で見る

を受けました．
受賞者は，犯罪者の社会復帰のために，彼らをトラックの運転手として育成

先生が亡くなる 1 年前，先生にお会いするため，米国へまいりました．孫が

した人でした．彼らが，ドラッカー先生を前に，いかに犯罪者を更生に導いた

お出迎えに伺わせてくださいと申し出ましたが，先生は自分で行くとおっしゃ

かを詳細にわたって説明するのです．アメリカ社会は銃社会です．刑務所へ入

るので，ご高齢でもあり，とんでもないとハイヤーを用意したことがありまし

り，数年して出所しても，銃を手にして再び犯罪に手を染め，刑務所に舞い戻

た．他の人に面倒を掛けたくないとの先生の奥ゆかしさを表す逸話だと思います．

る．そんなケースが後を絶たない．ドラッカー先生はそんな活動の様子を私に

先生はふだんお飲みにならないのですが，そのときめずらしくワインをたし

直に見せてくれたのでした．

なんでおられました．すっかり酔っておられて，こんな一面もお持ちなのだと
思いました．厳しいお人柄でしたが，人間としての素顔を垣間見た気がしたも

商売の原点

のです．
先生は日本文化のよき理解者でした．もっと言えば日本国民が好きだったの

1992 年春，ウォルマート会長のサム・ウォルトンさんが，お亡くなりになる

ではないかと思っています．日本に来られる時は，通訳をされていたティム芦

前にお目にかかったことがあります．当初 15 分程との約束が，意気投合し，2

田さんと京都に赴き，日本画を購入されるのを楽しんでいらっしゃいました．

時間くらい商売の話をしました．ウォルトンさんは「10 フィート手前にお客様

東洋美術の先生になった方がよかったのではとも思うほど深い造詣をお持ちで

が見えたら，笑顔でいらっしゃいませと言いなさい」と亡くなるまで言ってい

した．

ました．ところが，あれだけ大きな会社ともなると，その後一つも実行されて

私より少し年上のソニーの盛田昭夫さんはドラッカー先生との交流では第一

おりません．先日アメリカで店を見て，さびしい思いをしました．

世代です．先生は盛田さんを実に素晴らしい日本人と称賛しておられました．

当社は従業員 9 万人の会社です．この規模ともなれば，同じことになるのだ

NEC の小林宏治さんなども，
ドラッカー先生の自慢の教え子でした．それから，

ろうかと感じています．しかし，本当に会社はお客様で成り立っている．それ

オムロン創業者の立石一真さんもその一人でした．
尊敬してやまぬ方々でした．

から従業員によって成り立っている．それからお取引先によって成り立ってい

みなさんドラッカー先生より早くお亡くなりになってしまいました．

る．銀行によっても成り立っている．商売の原点をもう一度しっかり認識しな

ドラッカー先生にお教えいただいたなかで何より印象深いのは，
「社会・経

ければならないと感じています．

済を潮目で見よ」ということでした．歴史，社会，経済，いずれも潮目の境を

私は小さな店からはじめました．一人ひとりのお客様を大事にしなければ生

よく見きわめるように言われました．それは私流に言い換えれば，
「鳥の眼」
「虫

活できないし，
従業員に給料が払えない．それが今も考え方の基本にあります．

の眼」
「魚の目」
，いくつもの視点を持ちなさいということです．

ところが，従業員が 9 万ともなると，お客様は来られて当たり前という考えに

その点でもドラッカー先生には，潮目で社会を厳しく繊細な意識で見きわめ

うっかりするとなってしまうのではと不安になります．
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お客様に次いで，従業員も大切です．昔なら「金の卵」と呼ばれたほどでし
た．日本国中を駆け回って従業員を募集したものでした．当時はヨーカ堂など
といっても名も知られていなくて，ヨウカン屋と間違われたものでした．それ
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失業率が 11％，やはり街が汚くなりました．店も繁盛しない．やはり失業率
11％はかなりきついと思います．
中国も今後は厳しくなると見ています．現在の不動産バブルは明らかに行き

でもお取引先や銀行への支払いは，創業以来一度も遅れたことはありません．

過ぎに見えます．実際に中国に行ってみて感じるのですが，このまま順調に発

それは胸を張れる．

展が進むのは難しいのではないか．ちょうど日本の平成バブルに似たことがど

しかし，会社が大きくなると，次第に勘違いが出てくる．相手が頭を下げて

こかで起こるのではと感じるのです．ですから，一歩一歩着実に歩を進めてい

くるものと思うようになるのです．これは恐ろしいことです．昔などは資生堂

かなければなりません．また，日本の現下の不景気は正直なところ私が商売を

さんやカネボウさんとお取引させていただくのに 10 年もかかったことがあり

はじめて一番のひどさだと思います．そんななかだからこそ，堅実に前に進む

ました．ところが，最近はそんなことは忘れて，
「ヨーカ堂さんらしくない」

ことがこれまで以上に大切なのです．

と言われることもしばしばあるようです．恥ずかしいことです．もう一度基本

ドラッカー先生には，歴史体験を通した切実な問題意識が常にありました．

的なものをきちんと考え直さなければなりません．感謝の気持ちがなくなった

ヒトラーが出現して第 2 次大戦が勃発し，実際想像もできない数の人々が死に

とき，それが会社の危機と考えています．

ました．終戦時，私は二十歳でした．私の 2 年前に生まれた大正生まれの方々

ドラッカー先生の考え方を感じたエピソードがあります．あるカリフォルニ
アのスーパーマーケットを次々に買収したやり手が大学に寄付したというので
す．その方が来校した折り，学長などは寄付をいただいたと滔々と演説した．

は，かなりの数が戦争で亡くなっています．私の年代で 1 割が戦死しています
が，その前では何割もの人々が亡くなったわけです．
ドラッカー先生の父アドルフさんは当時の国王に戦争反対を申し上げたそう

でも，ドラッカー先生は，私と 2 時間半もお話してくださった後で，その人に

です．先日奥様のドリスさんが来日されたとき，アドルフさんがナイトの称号

は挨拶一つしない．そのときに思いました．どんなに寄付してくれても，買収

を得たときの証書をプレゼントされ，大変驚きました．見ると，オーストリア

に手を染める人はドラッカー先生は大嫌いなのだなと．そのような人とは目も

が第 1 次大戦で敗北した 2 年前のものです．ドラッカー先生はその後の共産主

合わせなかったのです．

義，全体主義の吹き荒れるなかを生きてきたわけです．だからこそ，大きな視
点でものをとらえることができたのではないかと思います．
ユダヤ人迫害の中，

歴史家としての顔

イギリスへ向かい，大恐慌の最中にアメリカに移住し，やがてクレアモントの
生活で天職を得た．それが先生の一生だったのだろうという感じがします．

ドラッカー先生は 90 歳を超えてもスタンフォード大学などの一流校から招

大変地味で堅実な生活だったと拝察します．あのような清貧と呼べる生活態

待されましたが，カリフォルニアを動こうとしませんでした．ニューヨークと

度は，アメリカ人ではかなりめずらしいと思います．私の知る昔のウォール街

違ってこの温暖な気候がいいんだとよく言われていました．それとドリス夫人

は堅実さ，節倹で知られていました．今はその面影もありません．アメリカ全

がそばにいることが幸福だと言っていました．ドリスさんといえば，先日もお

体が変質したように見えます．すべてがマネー中心になってしまった．さらに

目にかかりました．98 歳でまだ毎週 2 回 1 時間半ずつテニスをしているそうで

その傾向が強まっているように思います．

す．夫は運動をしないから早く亡くなったのですと冗談を言っていました．
そんなアメリカもこれから大きな問題が起こると思います．ブラックマン

経験から感じること

デーが起こった 1987 年，私はニューヨークに行きました．高速道路は落ちて
いるし，ダウンタウンはひどい状態でした．街全体が疲弊していました．
「ベ

この高度な知識社会が今後どう進展していくのか，
私にもよくわかりません．

トナム戦争で心が壊れたんだな」と感じたものでした．今はカリフォルニアの

ドラッカー先生の『わが軌跡』には，
「論理ばかりではいけない．経験も大事
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にしなくてはいけない」という趣旨のことが書かれています．それからドラッ
カー先生は「顧客と市場を知っているのは，ただ一人顧客のみ」といったこと
もおっしゃっています．私も長い現場経験のなかで，まったくその通りと感ず
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る次第です．

柳井

他にも，「人はコストではなく，資源」
「事業の目的は顧客の創造」
「問題では

正

Tadashi Yanai

（㈱ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長）

なくて，機会中心」
「イノベーションの欠如こそ，組織がだめになる証拠」といっ
たことも言われています．常々参照するようにしています．
ドラッカー先生は東洋美術に並々ならぬ関心をお持ちでした．特に室町時代

実社会に出てわかったこと

の墨絵がお好きだった．室町時代は日本歴史の巨大な転換期としても知られて
います．そのあたりも関係があったのかもしれません．京都の人は今なお「あ

私どもファーストリテイリングの今期の売上高は，約 8150 億円，経常利益

の応仁の乱以来」という話を好んでするそうです．一つの転換期を象徴する事

は約 1270 億円を見込んでいます．店舗が全世界に約 2200，うちユニクロが約

件，時代だったのだと思います．転換期こそ経験と歴史観がものを言う時代で

900 です．世界中にフラグシップ・ストアを作ろうとニューヨーク，パリ，ロ

す．ドラッカー先生がなおいっそう評価されるのもわかる気がいたします．

ンドン，最近では上海にも出店したところです．世界中にユニクロを代表する

最後にみなさまにお願いしたいことがあります．日本では勉強というとどう
もこう窮屈で，
理屈ばかり言って現実を見ない傾向が強過ぎるように感じます．
やたらに細分化していて，小さくまとまってしまう．

店舗を作りつつあります．
日本以外で本格的に事業を展開しつつあるのは，中国と韓国，東南アジアで
す．まずはアジアでナンバーワンを目指しております．

だが，やはりドラッカー先生は歴史，社会学，その他何でも貪欲に自らの領

先日はロシアにも出店しました．ロシアはなかなか難しかった．通関に阻ま

域に引き込んでいく総合の学を実践したのだと思います．そうでないと，何よ

れて 2 月にオープンする予定が 4 月になってしまった．そんな思うとおりにい

り現実というものが把握しきれないからです．是非，幅広く現実問題をとらえ

かないところもみな貴重な経験です．さまざまなことに挑戦していきたいと

ていくような，そんな学問を志していただきたいと願う次第です．ご清聴あり

思っています．

がとうございました．

私が大学時代にもドラッカーはよく読まれていました．私も読んでみたので
すが，当時は正直なところあまりピンと来なかった．単純に教養として読んで

【略歴】横浜市立商業専門学校（現・横浜市立大学）卒業．現在，セブン＆アイ・ホール
ディングス名誉会長．著書に『伊藤雅俊の商いのこころ』等．

いたからではないかと思います．
実社会に出て，経営という仕事を実際に行ってみて，時々ドラッカーが言っ
ていたことを思い出しました．再読してみて，本当にすんなり頭の中に入って
くるのに驚きました．平易にして簡明，物事の本質を突いてくる．自分のため
に書いてくれたように感じたものです．
『イノベーションと企業家精神』は特
にそうでした．
わが社のために書いてくれたのではないかと本気で思いました．
そんな錯覚を催すほど参考になったわけです．
では，なぜドラッカーか．根本の問題を意識させてくれるからです．何のた
＊本講演は第 5 回総会・講演会（2010 年 5 月 22 日．於・早稲田大学小野梓記念講堂）の抄録
である．
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めにわれわれの会社があるのか．なぜ自分は経営しているのか．会社はなぜ事

われわれはそんな観念を打ち破ろうと考えた．安くていい商品をあらゆる人に

業を行わなければならないのか．社員は会社組織でどのような仕事をなすべき

提供したいと思いました．しかも服の価値を考え抜いた手抜きない服を作って

か，社会における個人とは何か．そういった誰もが前提として疑わないこと，

みたいというおもいがありました．カジュアルというと，一昔前まではニッチ

本質的な問題に問いを投げかけ，答えてくれている．ドラッカーの書いたもの

な市場と考えられていました．でも本当はそうではない．巨大なニーズがあっ

を読むと，自分がぼんやり考えていたことはこういうことだったのではと得心

て世界中で売れる大市場と考えたのです．

がいくのです．

それと大事なことをもう一つ．服自体に個性は必要なのか疑問だった．通常

本来は 20 代あたりの若者が読むといいと思います．問題意識の鋭敏な人ほ

服と個性はイコールと考えられます．しかし本当にそうなのだろうかと．個性

どいい．ドラッカーの言う通りに経営を行えたら，成功するのではないか．そ

とはむしろ着る人自身が組み合わせて表現されるものなのではないかと考え

う思います．私自身はドラッカーにも影響を受けたのですが，日本の経営者か

た．それならむしろ組み合わせが利く服，どんなブランドとも合う服がいいの

らも影響を受けています．松下幸之助や本田宗一郎がそうです．しかし，改め

だろうと思いました．

て考えてみるとこの三人は似ています．

ドラッカーが『イノベーションと企業家精神』を書いた頃，アメリカ西海岸

どのように似ているか．経営は単に経済的成果だけではありません．個人も

ではベンチャーが盛んでした．そんな動きに刺激されて，これが新しい世界に

会社も成長し，同時に社会に貢献しなければならない存在です．それらの総体

なるとした．イノベーションとは何をどのようにすることなのか．企業家精神

が経営だと思う．そのことを三人の方々に教えてもらいました．だから，よい

とはどのような行動なのかを克明に描いた．IBM や P&G が出てきます．新し

経営というものは普遍的なのです．普遍的なものたらざるをえないのです．世

い大企業になるとはどのようなことなのかが書いてある．

界に通用するものなのです．古今東西，よい経営というものは本質的に変わら
ないと感じます．

われわれもアメリカのベンチャーが達成したことを実現したいと思います．
日本でもできるのではないか．日本は規制が多いと言われる．しかし，規制が
あっても，そんなものは気にしなければいい．日本ほど資源・人・モノ・カネ・

われわれの「おもい」

情報がそろっている国は少ないと思います．また，日本ほどあらゆる国に行け
る国はない．中国にもヨーロッパにもアフリカにも中南米にも行ける．そこで

次に，どのようなおもいで仕事をしているのかをお話したいと思います．カ
ジュアルというものは若い人の服と思われる方々が多いのですが，本当は違う．

企業を作るのも自由です．
年率 2 倍 3 倍で成長する，そんな企業が日本でもできないだろうか．そんな

日常を快適に過ごせる，そんな服こそが，真の意味でのカジュアルと呼ぶにふ

おもいで 1984 年にユニクロの 1 号店を出しました．10 年後の 94 年に広島証券

さわしいものではないかと考えるのです．

取引所に上場しました．10 年間で上場できたわけですが，実際そうしようと

服の業界は，すぐにセグメント化しようとします．例えばこのブランドはア

思ったのは，上場の 3 年前です．上場するなら最短でやろうと思った．20 店舗

ダルトのコンテンポラリー・ウーマン向けとか，かなり自己満足に近い感覚で

しかない時に，毎年 30 店舗ずつ増やして 3 年間で上場してやろうと思ったの

勝手に分けてしまう．他方お客様にとってはほとんど意味がわからない．

です．日本でも可能だったということです．上場時に思った．当時のハイテク

そこでそんな無意味な区分けは一切やめてしまおうと思いました．
「あらゆ
る人がよいカジュアルを着られるようにする」これだけにしたのです．これが

企業同様に，われわれの産業でもイノベーションができる，国境を越えられる
ことを証明しようと．

ユニクロのやり方と決めたのです．そんな単純なことから出発したわけです．

表面的には順風満帆に見えるようですが，実際には毎日が試行錯誤，悪戦苦

服というのはブランド品の高額なものとノーブランドの安価なものがありま

闘の連続です．
経営をしている人なら誰でも，
順調なことばかりでないのは知っ

す．前者は高品質，
後者はそれほどでもないと一般的には考えられてきました．

ています．毎期毎期ジェットコースターのようなアップ・ダウンでした．その
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世界中で売る

通用すると信じているからです．ドラッカーのいう原理原則，使命感がある限
り，成長していけるのではと信じています．

とはいいつつも，ピンチの時は本当はチャンスなのです．日本は世界の成長
センターたるアジアのなかにいる．われわれも今後アジアでのナンバーワンに

バックミラーを見ていても経営できない

なっていきたいと思います．
21 世紀前半はアジアでナンバーワンになった者が世界でナンバーワンにな

アメリカに『インク』というベンチャー専門誌があります．そこで世界で最
もイノベーティブな会社 50 の 1 社に当社が選ばれました．31 位でした．しか

る．以前はヨーロッパのナンバーワンが世界のナンバーワンでした．次がアメ
リカ，さらにその次がアジアだと思うのです．

し日本企業でランクインしたのはわれわれ 1 社だけでした．本当に残念に思い

そのためには国境がないのを前提に事業を展開しなければいけない．何が価

ました．ドラッカーが絶賛した当時の日本企業などは世界で一番イノベーティ

値を生むのかを本気で考えていかなければいけない．日本企業の行うビジネス

ブだったと思います．みんなどこに行ってしまったのでしょう．

はほぼ制度疲労している．われわれは繊維産業，あるいは小売業です．古い産

現在の経営者を見ていると，バックミラーを見て経営しているように感じら

業です．電気産業や自動車産業もさほど古さでは違わない．ならば企業を作る

れます．
前を見ていない．
本田宗一郎は自分の会社は「希望の集団・未来の集団」

前に，産業を作らなければなりません．いま世界を席巻するアップルやマイク

と口癖のように言っていた．経営するとは，未来の会社を作るということなの

ロソフトもそうだと思う．彼らは無から新産業を作った．電気産業や自動車産

です．今の日本企業は，昔の会社をもう一回作ろうとしているかのようです．

業が再生するとしたら，新しい産業の創造を避けては通れないと思います．

それでは決して成功しない．お金を配ることばかりで．稼ぐことがない．稼が
ない限り，配れないのは明らかです．
それともう一つ，まだ国境があると思っている．現下の日本経済の体たらく
の原因はそこではないかと思います．
本当は国境などもう消滅しているのです．

例えばアップルの iPod，iPhone，iPad などは 2 つの世界を変えた．まず音楽
産業を変えた．CD を買いにレコード屋に行く人はもうほとんどいない．ほぼ
i-Tunes 経由でダウンロードする．
iPhone などは，その実態を見るとモバイルのコンピュータです．iPad が，

日本企業も外国企業も，自由にどこでもビジネスが可能なのです．日本経済自

それに代わる可能性もある．約 20 年前，ハイテク産業の黎明期，「指先にコン

体，日本政府がどうこうできることなどほぼ残っていない．つまるところ，世

ピュータを」という標語がありました．いま本当にそんな時代が到来していま

界経済の一員なのです．

す．いずれも「世界中で売る」という志のなせるわざでしょう．アメリカのハ

さらにもう一つ残念なのは，日本が倫理観なき無責任な国になっていること

イテク企業ほど早くグローバル・スタンダード，あるいは，グローバル・ワン

です．常に内向きで，付加価値を創造するのではなく，どう借金して配るかば

志向で全世界を制覇したものはない．それぞれの企業は，歴史は浅いのです．

かりに頭を巡らせている．1991 年にバブルが崩壊して以来，何も変わってい

せいぜい何十年しかない．それでも世界一になれる，そういう世界なのです．

ない．自民党時代も今も，お金がないのに国民や企業の資産を担保に国債を発

それには何が必要か．やはり成果の理想形を掲げ，どこに行きたいか，最終

行し，ついにそれも使い切ろうとしている．もはや悲劇的です．最終的に行き

的に何を実現したいか，それらを深く考えなければならない．しかも，実現に

着く先は国の破綻でしょう．破綻すれば大半の国民はアメリカと同じように年

あたっては経営者一人ではできない，特にわれわれのような小売業，繊維業の

収 2 ～ 3 万ドルの低所得家庭になると思う．以前の日本人は生活保護の受給に

ような労働集約的な産業では組織の力がなくては何もできません．全員が知識

精神的な抵抗感がありました．現在は，努力せずに生活保護を受けるのが当然

労働者にならなければならないのです．

といった風潮さえあると聞きます．努力してそれなら仕方ない．しかし努力も
勉強もすることなく第三者に依存するのは倫理的な危機のように思われます．
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ぼ同じです．BBC，CNN で言われることは，日本で報道されるものと本質的
には変わらない．そんななかで世界一の企業を作るには，どんな設計図で，ど

付加価値を生むのは会社ではありません．知識労働者が価値を創造するので
す．知識労働者と言うと，知識が先行するイメージがあるのですが，実像にお

んなポジション取って，どういう企業を作ったらいいのか，どんな人たちと，
何を実現をすべきかをしっかり考えなければなりません．

いては知識を利用して成果を生み出す人たちを指します．オーケストラやジャ

日本は島国です．国際化には向いていない．ただし，古くから日本は多様な

ズのように，多くの人々が組織的に知識を活用して成果を生み出していく．そ

文物を受け入れてきました．表面的には国際化に向いていないながらも，文化

ういう世界になったのです．

に対する包容力，理解力については実に卓越した能力を持っています．

しかも，そのようなことが十分可能な現実があります．例えば現在．世界の

反対にアメリカ人のほうが，実はグローバル経済には向かないのではないと

情報に誰でもアクセスできる．すごいことです．でも情報が多ければ多いほど，

思うところもあります．アメリカ人はみなアメリカが最高と思っている．特に

何が正解なのか，自分たちがどこに行くのか，一人ひとりの社員が何をすべき

一般大衆にその傾向が強い．他方われわれは日本人には，自らの弱点が理解で

なのかがわかりづらくなる．だからこそ，本当の意味での情報が必要になりま

き，かつ他者を理解できる能力があります．

す．情報は向こうからやってこないものです．向こうからやってくる情報はま
ずもってろくなものでないと決めつけていい．自分から取りにいってはじめて

経営者しかいらない

真の情報が得られます．それを何万人という社員が全社最適でやっていく，そ
れが今の企業のあるべき姿なのではないでしょうか．

今後日本の店長以上の社員は全員海外経験をするようにしていくことを考え

さらにもう一つ．情報社会では，以前に比べ何百万倍もの情報が世界中を飛

ています．必ず外国を経験する．反対に，海外の店長以上の社員には日本に来

び交っている．その中で，自社のブランド・ポジションを取らなければなりま

てもらう．その中で，新しいスタイルのグローバル企業にしていきたいと思い

せん．ポジションを取ろうと思えば普通にやっていてはだめです．誰もが感動

ます．

する世界最高のものを作る志が必要です．同時にイノベーティブでなければだ
めなのです．
ドラッカーが『イノベーションと企業家精神』で説いたのは発明やアイディ
ア創造以上に，新しい産業を作る志であったように私には読めます．だから，

ハイテク産業やコンサルティング業界ではすでにグローバル化が進んでいる
ところは少なからずあります．彼らが売るものは情報です．しかし，ものの製
造・販売を行う企業はまだどこもグローバル企業になりきっていない．われわ
れは，日本で最初にグローバル企業になりたいと考えています．

われわれとしては，新しい産業を作りたい．世界中のお客様に本当に喜ばれる

先ほど日本の先行きについてやや悲観的なことを申し上げましたが，それも

ものを提供したい．現在，ニューヨーク，パリ，ロンドン，上海，ソウル，シ

考え方一つで変わります．世界がホームグラウンドなのだと思えばちょうどい

ンガポールなど世界中でビジネスを行っています．実感するのは，世界中で売

い．現在のように世界中が成長するのは人類が経験したことのない状況です．

れるものはほとんど同じということです．これは情報化の恩恵です．よく小売

ちょっとした国にもなると，5％以上成長している．2 桁成長する国さえある．

りの世界では，
「その地域に合わせないといけない」といいます．しかしグロー

世界が成長しているのです．だったら，われわれもそこに行って，ビジネスを

バル経済のほうが地域経済より先行している今，知識，情報，イメージは簡単

グローバル企業としてやっていこうと思います．

に国を超えるのです．

われわれは労働集約的な企業です．全員経営を実践しています．全員が経営

世界中の嗜好がフラット化している．そのいい例が，ニューヨーク五番街，

者のごとく考え，実行する．知識労働者たることを全員に要求します．20 世

パリのシャンゼリゼ，ロンドンのオックスフォード・ストリート，そして銀座，

紀の企業は知識労働者たることを全員に要求はしませんでした．しかし今後成

それらを見れば出店するブランドはほぼ同じです．手にする情報も，世界中ほ

長する企業は，新入社員，アルバイト，パートの方にも知識労働者たることを
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要求せざるをえない．すなわち，知識を利用して付加価値を生むことを要求す
る．知識が価値を生むのにふさわしい集団にする．
そのためには学校の勉強だけではとても足りません．仕事，社会等多面的に
勉強していかなければならない．戦後，ソニーやホンダが世界中に出て行った
ように，われわれも世界中に出て行きます．今の時代はそんなチャンスに溢れ
ています．世界中で経営者を育成したいと考えています．
そのためにわれわれはマネジメント・アンド・イノベーション・センターと
いう教育機関を自ら設立し，社員を経営者にしていきます．
「経営者しかいら
ない」という発想です．組織・実行を実務として行う人間の集まりです．各自
得意技を生かし，
一つの成果を目指す．そんな組織にしていきたいと思います．
「ユニクロは，あらゆる人がよいカジュアルを着られるようにする新しい日

追悼・南尚鎮氏
As a Memorial to Mr. Nam Sangjin

本の企業」です．これがわれわれのブランドアイデンティティです．会社とい
うものは自社の何たるかを定義してそこに向かって経営していくことが大切で
す．ファーストリテイリングは，
「服を変え，常識を変え，世界を変えていく」，
その方向で進んでいきます．
「店は客のためにあり，店員と共に栄える．店主と共に滅びる」．最も好きな
言葉です．ドラッカーが教えてくれたように，経営の原理原則を実践し，そし
て知識労働者を育て活躍の場を与えられればどんな会社でも成功できるのでは
ないかと思います．

【略歴】1949（昭和 24）年 2 月，山口県宇部市生まれ．早稲田大学政治経済学部経済学
科卒業．ジャスコを経て，1972 年，父親の経営する小郡商事に入社．1984 年，
カジュアルウェアの小売店「ユニクロ」の第 1 号店を広島市に出店し，同年社長
に就任する．1991 年に社名をファーストリテイリングに変更．1994 年広島証
券取引所に上場し，1997 年東証第 2 部に上場．1999 年 2 月には東証第 1 部に
上場を果たした．2002 年 11 月に一旦は代表取締役会長となるも，2005 年 9 月，
再び社長に復帰する．現在，代表取締役会長兼社長．
2010 年 3月に亡くなられた本会設立中心メンバーの一人，
南尚鎮さんのご冥福を祈り，誌面をもって追悼する．
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セプトと形を与えるのが南さんの仕事でした．
私たち日本のドラッカー学会も，
南さんの数ある作品の一つです．

小林 薫

Kaoru Kobayashi

（産業能率大学名誉教授，本会理事）

日本との関係は深く，産業能率大学で小林薫先生に師事され，北陸先端技術
大学院大学で修士号を取得されました．ほぼ半々で韓日の架橋役を担われまし
た．同様に重要な業績はドラッカー著書の韓国への翻訳でした．今なお，南さ
んの名は，李在奎先生と共に，ドラッカーの韓国語版翻訳者として知られてい

突然のご逝去の報に接し，
心からお悔やみ申し上げます．大学および大学院，
そして社会人となってからも親しくお付き合いしてきましたが，何事にも真剣

ます．韓国との関係では研究の交流でも常に前面に立って導いてくださいまし
た．
ソウルの街を案内していただいたこと，幼いお嬢さんの手を引きながら空港

に取り組む南さんの姿勢にはいつも心を打たれていました．
最後にお目にかかったときも，今年の 1 月 1 日にソウルへ帰られる直前でし
たが，いつものように意欲的でした．そのときの元気な様子からは，とても亡
くなられたことが信じられません．私にとって，最も近く最も若い友人が亡く

で見送っていただいたこと，神田の南さんの事務所で打ち合わせをしたことな
どが昨日のことのように思い出されます．
まだまだこれからという時期に若くして逝かれたことに，言葉に尽くせぬ悲
しみを覚えます．かけがえのない同志にして友であった南尚鎮さんのご冥福を

なられたことは悲しみに堪えません．

衷心よりお祈りいたします．

心からご冥福をお祈りいたします．

南尚鎮さんを衷心より追悼する
上 田 惇生
Atsuo Ueda

（本会代表）

南尚鎮さんを悼む
李在奎

井 坂 康志

Jae Kyoo Lee

Yasushi Isaka

（前・大邱大学校総長）

（本誌編集委員）

最初に会ったのは 2005 年の 4 月 27 日，大宮のパレスホテルでした．3 人で
学会設立について簡単な意見交換をしたのが始まりでした．
南さんは日本のドラッカー学会の礎を固めた方でした．南さんのアイデアで，

2010 年 3 月 28 日のことでした．私は朝方の徽慶洞三育医療院ソウル病院に
沈痛な心持ちで赴くことになりました．ソウル大学を卒業後，社会人経験を経
て，私は故郷の大邱大学校に勤務しておりましたので，徽慶洞がソウル市のど

この学会はウェブを中心とするものとなり，南さん自らがその中核を担われま

のあたりなのかもよく知らずにおりましたし，
そこに行かねばならない理由が，

した．単に企業家というにとどまらず，ドラッカーとも直接面識を持ち，何よ

何より私の心をしめつけました．

りマネジメントへの深い見識と真摯さをお持ちでした．

その前日，南さんが亡くなったとの携帯メールを見た時，信じられない気持

会の設立準備から軌道に乗せるまでの最も重要なこの時期において，今にし

ちでいっぱいでした．日本のドラッカー学会が昨年刊行した年報『文明とマネ

て考えると南さんの存在はあまりに奇跡的で，かつこの上なく頼もしい存在で

ジメント』生誕百年記念号に私も寄稿させていただいたのですが，その冊子を

した．篤実かつ温厚な人格者で，かつ情報技術やシステムの専門家でした．し

南さんは一月ほど前に私宛に郵送してくれていました．日本語訳してくださっ

かも，高邁な理想を持つ実業家でした．茫漠とした現実の変化に高い志でコン

たのもむろん南さんでした．年報を手にして，無事に受け取ったこと，ソウル
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に戻る際には必ず連絡してほしいとお伝えしたばかりでした．それから数日し
て，現在釜山にいて，もうじき日本に行く必要があるとの電話を南さんは私に
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南尚鎮さんを忘れない

下さいました．そんな事情で，私は年報をいただいたお礼を直接お伝えするこ

朱徳奎

ともできませんでした．

Joo Duck-Kyu

（図書出版智評社長）

病院に到着した時，讃美歌が耳に入りました．私はそこにあった椅子に腰掛
け，それが終わるのを待ちながら南さんの思い出に浸りました．やはりきっか
けはドラッカー先生でした．私は主に原書からドラッカーを訳し，韓国経済新

2010 年 3 月 27 日があなたとの別れの日となりました．

聞や青林出版社を通じて韓国に著作を紹介してまいりました．南さんは日本版
を主に使用し，やはり青林出版社を通じて韓国にその著作を紹介してこられま
した．
2001 年，青林出版社からの要請もあり，私は上田惇生先生編のエッセンシャ
ル版『マネジメント』を翻訳することになりました．ふだんから私はしばしば

ドラッカー研究と実業にその情熱を傾け走り続けるなか，しかも二人のお子
さんを残して逝かれることとなったのはさぞ無念だったでしょう．いざこれか
らと意気込んでおられた夢や理想を道半ばで終えられるのはさぞ悔しかったこ
とでしょう．

日本版を参照してはいました．どれも上田先生の翻訳でした．そのようなこと
もあり，常々上田先生にお目にかかりたいと私は考えていました．
2006 年ごろ，私は青林出版社の紹介で南さんを知り，ソウルではじめてお
会いしました．その時，南さんが日本のドラッカー学会の存在を教えてくれた

すべてを忘れてください．
でも，あなたが生前示してくださった心の気高さ美しさ，優しく謙抑で，配
慮に満ちたお人柄を私たちは永遠に記憶にとどめるでしょう．

のでした．2007 年東京で開催された大会で，私は「ドラッカーの洞察眼―先
天か，後天か」との題で講演を行いました．その日の懇親会で，はじめて上田
先生にお目にかかることができ，念願を果たすことができました．
讃美歌の声がやみました．私は歩み寄り，故人の遺影に衷心からの敬礼をし

あなたの成し遂げた仕事のなかでは，わけても記憶に残るのは韓国と日本と
のドラッカー研究の懸け橋となられたことです．それが私たちにとってかけが
えのない希望となりました．

ました．喪服姿の奥様がおられました．そばには何が起こったのかまだよく理
解しきれないといった風の息子さん，娘さんがおられ，私をぼんやり眺めてい
ました．私は正視に耐えませんでした．まだまだこれからという 45 歳という
若さでした．心からのお悔やみを申し上げましたけれども，何の慰めにもなら
なかったでしょう．思わず，
涙がこぼれました．遺族に涙を見られたくなくて，
逃げるようにその場を後にしました．病院を出る足取りはさらに重いものとな
りました．人生のご縁というものが，かくもはかなく終わるものなのかと思わ
れました．
ご冥福をお祈りいたします．天国でまたお会いしましょう．南さん，Requiescat
In Pace
（安らかにお眠りください）
．

安らかにお眠り下さい．
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（2）推進会議
自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

Ⅰ 庶務事項
会員数
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原則月 1 回開催・計 10 回開催
開催場所：ドラッカー学会事務局会議室
Ⅲ 年次大会の開催の状況に関する事項

前年度末

入会者

退会者

休会者

年度末

※

197 人

70 人

79 人

596 人

Ⅱ 運営組織の状況に関する事項

学術大会
・ ドラッカー学会第 4 回大会・懇親会
・ 開催日時：平成 21 年 10 月 25 日（日）

（1）総会

・ 開催会場：五島軒本店

［第 4 期通常総会・講演会］

・ 出席者数：152 名

・ 開催日時：平成 21 年 5 月 17 日（日）
・ 開催会場：東京都新宿区戸塚町
「早稲田大学小野記念講堂」
・ 出席者数：137 人
・ 式次第
「スケジュール報告」事務局
「支部活動の成果報告」各支部代表者
「総会」事務局
・ 議案及び議決の内容
第 1 号議案 第 4 期事業報告及び決算関係書類承認の件（原案通り承認）
第 2 号議案 第 5 期事業計画案及び収支予算案承認の件（原案通り承認）
第 3 号議案 規約一部改正承認の件（原案通り承認）
第 4 号議案 第 5 期役員承認の件（原案通り承認）
「ごあいさつ」ドラッカー学会理事・藤島秀記氏
講演 1「ドラッカー生誕 100 年に寄せて」
ドラッカー学会代表理事・上田惇生氏
講演 2「明日をデザインする」
多摩美術大学教授・岩倉信弥氏
講演 3「ファルスタッフの教え」
社団法人日本経済研究センター特別顧問・小島明氏
［懇親会］
開催場所：東京都新宿区戸塚町 1-104-19「リーガロイヤルホテル東京」

・ 大会内容
［ドラッカー哲学実践報告会］
ドラッカー哲学実践例の紹介
（土井尚人氏，東出憲明氏，瀧野雅一氏，川島眞一氏）
［大会］
1 「開会の挨拶」ドラッカー学会理事・土井尚人氏
2 講演「ドラッカー生誕 100 年にあたって」ドラッカー学会代表理事・上田
惇生氏
3 講演「お客様満足第一主義経営の実践」ラッキーピエログループ代表取締
役・王一郎氏
4 基調スピーチ「ドラッカー哲学の実践方法について」ドラッカー学会監
事・佐藤等氏
5 パネルディスカッション「ドラッカー哲学の実践方法について」
（モデ
レータ：佐藤等氏／パネリスト：土井尚人氏，東出憲明氏，瀧野雅一氏，
川島眞一氏，上田惇生氏）
［懇親会］
Ⅳ 特別講演
（1）ピーター ･ ドラッカー生誕 100 年記念シンポジウムⅠ（淑徳大学との共催）
・ 開催日時：平成 21 年 7 月 4 日（日）
・ 開催会場：東京都豊島区南池袋 1-26-9「淑徳大学池袋サテライト・キャン
パス」
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・ 出席者数：92 名
［シンポジウム］
1 「学会代表挨拶」ドラッカー学会理事・上野周雄氏
2 「淑徳大学代表挨拶」淑徳大学学長・長谷川匡俊氏
3 記念講演「進化するグローバル化とポスト ･ モダニズム」ドラッカー学会
代表理事・上田惇生氏
4 記念講演「2 つのグローバリゼーションの光と陰」ドラッカー学会理事・
藤島秀記氏
5 シンポジウム「グローバル化とマネジメントの革新」
（モデレータ：アー
ステミア有限会社代表取締役・森岡謙仁氏／パネリスト：淑徳大学国際
コミュニケーション学部学部長・岡田匡令氏，富国生命保険互助会社 監
査部課長・長島基氏，㈱ R&S 顧問・大木英男氏，エクソンモービル有限
会社人事統括部長・佐々木英明氏）
［懇親会］
（2）ピーター ･ ドラッカー生誕 100 年記念シンポジウムⅡ（淑徳大学との共催）
・ 開催日時：平成 21 年 11 月 14 日（土）
・ 開催会場：埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1「淑徳大学みずほ台キャンパス」
・ 出席者数：181 名
［シンポジウム］
1 「学会代表挨拶」ドラッカー学会理事・上野周雄氏
2 「淑徳大学代表挨拶」淑徳大学国際コミュ二ケーション学部学部長・岡田
匡令氏
3 記念講演「経営革新に終わりはない―ドラッカーの一言を目標に」㈱日
本香堂代表取締役会長・小仲正久氏
4 記念講演「21 世紀とネクスト日本型経営―ドラッカーの GM 経営批判
を通して」法政大学名誉教授・下川浩一氏
5 座談会「ドラッカー生誕 100 年―ドラッカーが期待していた日本とは」
（司会：㈱ R ＆ S 顧問・大木英男氏／登壇者：ドラッカー学会代表理事・
上田惇生氏，ドラッカー学会理事・藤島秀記氏，淑徳大学国際コミュニ
ケーション学部教授・松岡幸次郎氏，東洋経済新報社・井坂康志氏）
6 フォーラム「ドラッカーと私」
（総合司会：アーステミア有限会社代表取締
役・森岡謙仁氏，淑徳大学国際コミュニケーション学部教授・松岡幸次郎氏）

事業報告書
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・ 発表者①「グローバル企業とネクスト日本型経営」エクソンモービル有限
会社人事統括部長・佐々木英明氏
・ 発表者②「ドラッカー教授が学生たちに語りかけたもの―クレアモントの
教壇より」クレアモント大学院大学ドラッカー・スクール卒・八木澤智正氏
・ 発表者③「わが社の Management Optimization―ドラッカーから得た経
営のヒント」㈱三技協代表取締役・仙石通泰氏
・ 発表者④「人生を変えたドラッカー教授の言葉」エンプレックス㈱執行役
員・藤田勝利氏
・ 発表者⑤「職場におけるドラッカー『マネジメント』実践の具体例」富国
生命保険相互会社監査部課長・長島基氏
・ 発表者⑥「ドラッカーと私」クレアモント大学院大学ドラッカー・スクー
ル卒・河野隆史氏
・ 発表者⑦「ぶれない経営―ドラッカーからの贈り物」ドラッカー学会理
事・大平松男氏
［懇親会］
（3）P. F. ドラッカー生誕百年記念講演会（早稲田大学との共催）
・ 開催日時：平成 21 年 12 月 13 日（日）
・ 開催会場：東京都新宿区西早稲田 1-6-1「早稲田大学早稲田キャンパス 11
号館 505 教室」
・ 出席者数：266 名
［講演会］
1 「主催者挨拶（1）
」早稲田大学常任理事・太田正孝氏
2 「主催者挨拶（2）
」ドラッカー学会代表理事・上田惇生氏
3 「グローバル時代の新型ナレッジワーカーにどう向き合うか？―日米を
代表する企業の人事担当者からの報告」
（ドラッカー学会理事・藤島秀記
氏，会員・佐々木英明氏，田中純氏，花松甲貴氏）
4 「クレアモントの活動」ドラッカー・インスティテュート ローレンス ･ グ
リーンスパン氏
5 講演「知識創造と現場力」早稲田大学ビジネススクール教授・遠藤功氏
6 講演「錯綜する世界で広がる「責任格差」クレアモント大学院大学ドラッ
カー＆イトウ・スクール学長 アイラ ･ ジャクソン氏
7 講演「ドラッカー先生の思い出」㈱セブン＆アイ ･ ホールディングス名誉
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財産目録

会長・伊藤雅俊氏

平成 22 年 3 月 31 日
（単位：円）

8 「閉会の辞」早稲田大学理事・谷口邦生氏
［懇親会］
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【資産の部】

Ⅴ 出版物

Ⅰ流動資産

・ ドラッカー学会年報『文明とマネジメント Vol. 3 生誕 100 年記念特別号』
（A 5，全 542 ページ）

現金及び預金

6,373,004
6,373,004

資産合計

・ 発行日：平成 21 年 11 月 19 日

【負債の部】

・ 発行部数：2000 部
Ⅵ 書籍寄付事業

Ⅰ流動負債

・『プロフェッショナルの条件』
（P. F．ドラッカー／上田惇生編訳，ダイヤモ
ンド社）を 100 冊寄付．

前受金

1口

10,000
10, 000

負債合計

・『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読ん
だら』
（岩崎夏海，ダイヤモンド社）を 100 冊寄付．

6, 373, 004

差引正味財産

貸借対照表
一
Ⅰ

資産の部

二

流動資産

現金及び預金

平成 22 年 3 月 31 日
（単位：円）

Ⅰ
6, 373, 004

負債の部

流動負債

前受金

10,000

負債合計
三

資産合計

6, 373, 004

10, 000
正味財産の部

1. 前期繰越正味差額

6,801,577

2. 当期繰越正味差額

△ 438,573

正味財産合計

6, 363, 004

負債及び

資産の部合計
6, 373, 004

正味財産の部合計

6, 363, 004
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正味財産増減の部

収支計算書
自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

（単位：円）

【Ⅳ 正味財産減少の部】

資金収支の部
（単位：円）

【Ⅱ 経常支出の部】

減少額合計

1．入会金・会費
収入

①総会・講演会

1 , 158 , 747

②大会費

1 , 085 , 305

①入会金収入

985 ,000

③特別講演費

1 , 013 , 960

②年会費収入

985 ,000

④印刷製本費

1 , 527 , 050

③継続年会費収入

3 ,360 ,000

⑤コンテスト費

0

④前期前受け年会費

35 ,000

⑥書籍寄付事業費

337 , 240

小計

5 ,365 ,000

0

⑦旅費交通費
小計

5 ,122 ,302

2．管理費
①通信・管理費

47 , 064

③広告・宣伝費

458 , 400

④通信運搬費

394 , 834

⑤諸謝金

80 , 000

⑥支払手数料

35 , 009

⑦雑費

0
小計

経常支出の部合計

1．資産増加額
△ 438, 573

①当期収支差額

0

△ 438, 573

増加額合計

0

当期正味財産減少額

△ 438, 573

前期繰越正味財産額

6, 801, 577

当期正味財産合計

6, 383, 004

以上のとおり，第 5 期事業報告書，貸借対照表及び収支計算書を提出いたし

2．事業収入
①総会・講演会収入

1 ,045 ,720

②大会収入

666 ,000

③特別講演収入

340 ,000

小計

2 , 047 , 555

②会議費

【Ⅲ 正味財産増加の部】

1．資産減少額

【Ⅰ 経常収入の部】

1．事業費
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ます．
平成 22 年 5 月 17 日

2 ,051 ,720
ドラッカー学会

3．雑収入
①受取手数料
②雑収入

319 ,871

③過入金

10 ,000
小計

代表理事

0

329 ,871

上田 惇生

監査報告書

3 ,062 ,862
8 ,185 ,164

経常収入の部合計

7 ,746 ,591

経常収支差額

△ 438 ,573

前期繰越収支差額

6 ,801 ,577

次期繰越収支差額

6 ,363 ,004

私は，平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日までの第 5 期の財産目録，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 22 年 5 月 17 日
ドラッカー学会
監事

佐藤

等
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事業計画案及び収支予算案
自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日

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 5 回総会及び講演会
2010 年 5 月 22 日（土）早稲田大学小野記念講堂にて開催
• ドラッカー学会第 5 回大会
11 月 14 日（日）愛知県名古屋市にて開催予定
• 寄付講座開講
2010 年 4 月 15 日（木）から亜細亜大学と提携して寄付講座を開催する．
開講大学：亜細亜大学
今後は，他の教育機関においても開講を検討予定である．
• 2010 年度〈エッセイ〉コンテスト
テーマ：
「ドラッカーと私― My Drucker; Why I Like Him」
募集締め切り 2010 年 7 月 31 日（土）
• 書籍寄付事業
ドラッカーの著書，年報等を高等学校，公共団体等へ寄付

収入の部
科目
総会収入
大会収入
特別講演収入
入会金
年会費
継続年会費
受取手数料
雑収入
過入金
収入合計
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収支予算案
（単位：円）

前期実績
1,045,720
666,000
340,000
985,000
985,000
3,395,000
0
319,871
10,000
7,746,591

予算額
1,600,000
1,200,000
0
1,000,000
1,000,000
4,000,000
35,000
50,000

前期実績
1,158,747
1,085,305
1,013,960
0
1,527,050
0
337,240
0
2,047,555
47,064
458,400
394,834
80,000
35,009
△ 438,573
7,746,591

予算額
1,200,000
1,000,000
0
250,000
1,750,000
50,000
500,000
500,000
2,000,000
50,000
500,000
500,000
0
50,000
535,000
8,885,000

備考
＠ 8,000 × 200 名
@ 8,000 × 150 名
＠ 5,000 × 200 名
＠ 5,000 × 200 名
＠ 10,000 × 400 名

8,885,000

支出の部
科目
総会・講演会費
大会費
特別講演費
特別講座費
印刷製本費
コンテスト経費
書籍寄付事業費
旅費交通費
通信・管理費
会議費
広告・宣伝費
通信運搬費
諸謝金
支払手数料
予備費
支出合計

備考

亜細亜大学と提携

@ 250,000 × 2 回分
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下記規約変更新旧対照表のとおり変更しました．変更点は，下線の部分となり
ます．

新
（会員の資格）

（規約変更新旧対照表）
変更後の新条文
（平成 22 年 5 月 22 日）

変更前の旧条文
（平成 21 年 5 月 17 日）

ドラッカー学会規約

ドラッカー学会規約

（名称）
第 1 条 本会は，ドラッカー学会と
称する．英文名は，Workshop
for Studies of Peter F. Drucker’s
Management Philosophy
（Drucker
Workshop）とする．
（目的）

（名称）
第 1 条 本会は，ドラッカー学会と
称する．英文名は，Workshop
for Studies of Peter F. Drucker’s
Management Philosophy（Drucker
Workshop）とする．
（目的）

第 2 条 本会は，ドラッカー教授の思 第 2 条 本会は，ドラッカー教授の思
想とその実践に関し，学界，ジャー
想とその実践に関し，学界，ジャー
ナリズム及び産業界の連携に基づ
ナリズム及び産業界の連携に基づ
き，その深化と発展を図ることを
き，その深化と発展を図ることを
目的とする．
目的とする．
（事業）
第 3 条 本会は，前条の目的を達成する
ため以下の事業を行う．
（1）ドラッカー思想の研究とその促
進
（2）ドラッカー思想に関する資料の
収集
（3）研究会，学術研究大会，公開セ
ミナー等の開催
（4）ウェブによる情報交換
（5）学会誌の発行（ウェブ掲載を含
む）と図書の出版
（6）支部による活動
（7）前各号に附帯する事業

（事業）
第 3 条 本会は，前条の目的を達成する
ため以下の事業を行う．
（1）ドラッカー思想の研究とその促
進
（2）ドラッカー思想に関する資料の
収集
（3）研究会，学術研究大会，公開セ
ミナー等の開催
（4）ウェブによる情報交換
（5）学会誌の発行（ウェブ掲載を含
む）と図書の出版
（6）支部による活動
（7）前各号に附帯する事業

第 4 条 本会の会員は，公益の増進とド
ラッカー思想の深化，発展に関心を
有する個人で構成する．ただし，以
下の者は本会の会員となることがで
きない．
（1）暴力団等反社会的勢力の構成員
及びこれに関係する者
（2）他人の著作権侵害等違法な行為
をする目的で本会に加入しよう
とする者
（3）特定の政治的活動・宗教的活動
をする目的で本会に加入しょう
とする者
（4）その他本会の会員として理事会
が不適当と認めた者
（加入）
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（会員の資格）
第 4 条 本会の会員は，公益の増進とド
ラッカー思想の深化，発展に関心を
有する個人で構成する．ただし，以
下の者は本会の会員となることがで
きない．
（1）暴力団等反社会的勢力の構成員
及びこれに関係する者
（2）他人の著作権侵害等違法な行為
をする目的で本会に加入しよう
とする者
（3）特定の政治的活動・宗教的活動
をする目的で本会に加入しょう
とする者
（4）その他本会の会員として理事会
が不適当と認めた者
（加入）

第 5 条 前条の会員の資格を有するもの
は，理事会の承諾を得て，会員とな
ることができる．

第 5 条 前条の会員の資格を有するもの
は，本会の承諾を得て，会員となる
ことができる．

2 加入の申込みがあったときは，理事
会においてその諾否を決する．

2 加入の申込みがあったときは，理事
会においてその諾否を決する．

（会員の権利）
第 6 条 本会の会員は，第 3 条に規定す
るすべての事業に参加することがで
きる．
（会員の義務）

（会員の権利）
第 6 条 本会の会員は，第 3 条に規定す
るすべての事業に参加することがで
きる．
（会員の義務）

第 7 条 本会の会員は，定められた会費 第 7 条 本会の会員は，定められた会費
を負担する．会費は，以下のとおり
を負担する．会費は，以下のとおり
とする．
とする．
（1）入会初年度は，
「入会金 5,000 円， （1）入会初年度は，
「入会金 5,000 円，
年会費 5 , 000 円」
年会費 5 , 000 円」
（2）入会 2 年目以降は，
「年会費
（2）入会 2 年目以降は，
「年会費
10 , 000 円」
10,000 円」
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2 会員の資格は振り込み日を含む月の初 2 会員の資格は振り込み日を含む月の初
日から起算して12カ月間有効とする．
日から起算して12カ月間有効とする．
3 本会の会員となった者は，前項の期
間の経過後も自動的に会員資格が 12
カ月間更新され，第 1 項第 2 号に定
める年会費を納めるものとする．事
後同様とする．ただし，前項に定め
る期間中に第 8 条（退会）及び第 9 条
（休会）に定める手続きをとった場合
は，この限りではない．

3 本会の会員となった者は，前項の期
間の経過後も自動的に会員資格が 12
カ月間更新され，第 1 項第 2 号に定
める年会費を納めるものとする．事
後同様とする．ただし，前項に定め
る期間中に第 8 条（退会）及び第 9 条
（休会）に定める手続きをとった場合
は，この限りではない．

4 本会の会員は，住所，連絡先及び勤
務先等の変更があった場合には，速
やかに事務局に通知しなければなら
ない．

4 本会の会員は，住所，連絡先及び勤
務先等の変更があった場合には，速
やかに事務局に通知しなければなら
ない．

（退会）
第 8 条 本会を退会しようとする会員
は，書面により理事会に届け出なけ
ればならない．

（退会）
第 8 条 本会を退会しようとする会員
は，書面により理事会に届け出なけ
ればならない．

2 本会は，第 4 条（会員の資格）の規定 2 本会は，第 4 条（会員の資格）の規定
のいずれか若しくはその趣旨に該当
のいずれか若しくはその趣旨に該当
する者，前条に定める規定を履行し
する者，前条に定める規定を履行し
ない者又はその他理事会において不
ない者又はその他理事会において不
適当と認める者について，理事会の
適当と認める者について，理事会の
決議により退会させることができる．
決議により退会させることができる．
（休会）

（休会）

第 9 条 本会を休会しようとする会員
は，書面により理事会に届け出なけ
ればならない．

第 9 条 本会を休会しようとする会員
は，書面により理事会に届け出なけ
ればならない．

2 前項の規定による届出を行った会員
については，第 6 条（会員の権利），
第 7 条第 1 項第 2 号（2 年目以降の会
費納入義務）の規定は適用されない
ものとする．

2 前項の規定による届出を行った会員
については，第 6 条（会員の権利），
第 7 条第 1 項第 2 号（2 年目以降の会
費納入義務）の規定は適用されない
ものとする．

（会計）
第 10 条 本会の会計年度は，毎年 4 月 1
日に始まり翌年 3 月 31 日に終わるも
のとする．

（会計）
第 10 条 本会の会計年度は，毎年 4 月 1
日に始まり翌年 3 月 31 日に終わるも
のとする．

新
（公告方法）
第 11 条 本会は，会員に対して，総会
の開催，学術大会の開催及び活動報
告等について，ホームページ等理事
会が適当と認める方法により公告す
るものとする．
（役員の選任及び任期）
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（公告方法）
第 11 条 本会は，会員に対して，総会
の開催，学術大会の開催及び活動報
告等について，ホームページ等理事
会が適当と認める方法により公告す
るものとする．
（役員の選任及び任期）

第 12 条 本会に，次の役員を置く．
（1）代表理事 原則 1 名
（2）理事 若干名
（3）監事 若干名
（4）顧問 若干名

第 12 条 本会に，次の役員を置く．
（1）代表理事 原則 1 名
（2）理事 若干名
（3）監事 若干名
（4）顧問 若干名

2 理事，監事及び顧問は，総会におい
て選任する．

2 理事，監事及び顧問は，総会におい
て選任する．

3 代表理事は，理事会で互選する．

3 代表理事は，理事会で互選する．

4 役員の任期はいずれも1年間とする．

4 役員の任期はいずれも1年間とする．

（役員の役割等）

（役員の役割等）

第 13 条 代表理事は，本会を代表する． 第 13 条 代表理事は，本会を代表する．
2 理事は，理事会を組織し，本会の会
務の方針を定め，執行する．

2 理事は，理事会を組織し，本会の会
務の方針を定め，執行する．

3 理事会は，代表理事がこれを招集す
る．

3 理事会は，代表理事がこれを招集す
る．

4 理事会の議事は，議長を除く出席し
た理事の半数以上の賛成をもって決
するものとし，可否同数のときは，
議長の決するところによる．

4 理事会の議事は，議長を除く出席し
た理事の半数以上の賛成をもって決
するものとし，可否同数のときは，
議長の決するところによる．

5 理事会は，総会の議決によって禁止
されないときに限り，第 2 項の行為
を第 16 条第 1 項に定める執行会議に
委任することができる

5 理事会は，総会の議決によって禁止
されないときに限り第 2 項の行為を
第 16 条第 1 項に定める推進会議に委
任することができる．

6 監事は，本会の会計を監査し，その
結果を年度終了後に開催される総会
にて報告する．

6 監事は，本会の会計を監査し，その
結果を年度終了後に開催される総会
にて報告する．
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（総会）

旧
（総会）

第 14 条 総会は，通常総会及び臨時総
会とする．

第 14 条 総会は，通常総会及び臨時総
会とする．

2 通常総会は，本会の運営の基本を定
め，毎年 5 月に開催する．

2 通常総会は，本会の運営の基本を定
め，毎年 5 月に開催する．

3 第 1 項で定める通常総会以外に総会
を開催する必要があるときは，理事
会の決議を経て代表理事が招集する
ことができる．

3 第 1 項で定める通常総会以外に総会
を開催する必要があるときは，理事
会の決議を経て代表理事が招集する
ことができる．

4 総会の議事は，出席した会員の半
数以上の賛成をもって決するものと
し，可否同数のときは，議長の決す
るところによる．

4 総会の議事は，出席した会員の半
数以上の賛成をもって決するものと
し，可否同数のときは，議長の決す
るところによる．

（学術大会）
第 15 条 本会の学術大会は，毎年 11 月
19 日あるいはこれに近い日に開催す
る．
（執行会議）

（学術大会）
第 15 条 本会の学術大会は，毎年 11 月
19 日あるいはこれに近い日に開催す
る．
（事務局）

第 16 条 本会は，理事会の推薦により， 第 16 条 本会は，本人の希望及び理事
執行委員を選出し，執行委員から構
会の推薦により，推進委員を選出し，
成される執行会議を設置する．
推進委員から構成される事務局（以
下「推進会議」という．）を設置する．
2 執行会議は，第 13 条第 5 項の規定に
よる理事会の委任に基づき本会の会
務にかかる方針を定め，又は会務を
執行するものとする．

2 推進会議は，第 13 条第 5 項の規定に
よる理事会の委任に基づき本会の会
務にかかる方針を定め，又は会務を
執行するものとする．

3 執行会議の議事は，出席した執行委
員の半数以上の賛成をもって決する
ものとし，可否同数のときは，議長
の決するところによる．

3 推進会議の議事は，出席した推進委
員の半数以上の賛成をもって決する
ものとし，可否同数のときは，議長
の決するところによる．

4 執行会議には，執行委員以外の会員
も執行会議の承認を得て，出席する
ことができる．ただし，執行会議の
承認を得て出席をする会員は議決権
を有しないものとする．

4 推進会議には，推進委員以外の会員
も推進会議の承認を得て，出席する
ことができる．

5 執行委員は，本会の会務の執行を分
担して担当しなければならない．

5 推進委員は，本会の会務の執行を分
担して担当しなければならない．

新
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6 本会の会務は，以下のとおりとする． 6 本会の会務は，以下のとおりとする．
［本会の会務］
［本会の会務］
（1）海外および国内各界との連携に
（1）海外および国内各界との連携に
関わる会務（渉外）
関わる会務（渉外）
（2）会員の増強と広報に関わる会務
（2）会員の増強と広報に関わる会務
（広報）
（広報）
（3）新会員の入会受付に関わる会務
（3）新会員の入会受付に関わる会務
（入会）
（入会）
（4）会費の徴収と会計に関わる会務
（4）会費の徴収と会計に関わる会務
（会計）
（会計）
（5）事業の企画に関わる会務（企画）
（5）事業の企画に関わる会務（企画）
（6）ウェブの企画と編集に関わる会
（6）ウェブの企画と編集に関わる会
務（ウェブ）
務（ウェブ）
（7）学会誌の編集に関わる会務（学会誌） （7）学会誌の編集に関わる会務（学会誌）
（8）学会誌の取材，インタビューに
（8）学会誌の取材，インタビューに
関わる会務（取材）
関わる会務（取材）
（9）論文およびコンテスト応募作品の
（9）論文およびコンテスト応募作品の
審査に関わる会務（論文審査）
審査に関わる会務（論文審査）
（10）図書の企画と出版に関わる会務
（10）図書の企画と出版に関わる会務
（出版）
（出版）
（11）総会，学術研究大会，公開セミ
（11）総会，学術研究大会，公開セミ
ナーの企画に関わる会務（集会）
ナーの企画に関わる会務（集会）
（12）研究会の活動に関わる会務（研究会） （12）研究会の活動に関わる会務（研究会）
（13）支部の活動に関わる会務（支部）
（13）支部の活動に関わる会務（支部）
（14）
資料の収集に関わる会務（資料）
（14）
資料の収集に関わる会務（資料）
（15）その他必要な会務
（15）その他必要な会務
（規約の変更）

（規約の変更）

第 17 条 この規約の変更については，
総会の議決によって変更することが
できる．

第 17 条 この規約の変更については，
総会の議決によって変更することが
できる．

附則（規約の発効）

附則（規約の発効）

本規約は，2005 年 11 月 19 日をもって
発効するものとする．

本規約は，2005 年 11 月 19 日をもって
発効するものとする．

改定：2006 年 5 月 1 日
改定：2007 年 4 月 1 日
改定：2009 年 5 月 17 日
改訂：2010 年 5 月 22 日

改定：2006 年 5 月 1 日
改定：2007 年 4 月 1 日
改定：2009 年 5 月 17 日
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役員
第5期

役員名簿

役職

役割
（担当）

顧問

氏名

支部・研究会の活動

現職

野田一夫

多摩大学名誉学長

代表理事

代表

上田惇生

ものつくり大学名誉教授，
立命館大学客員教授

理事

学術

小林薫

産業能率大学名誉教授

理事

学術

野中郁次郎

一橋大学名誉教授

理事

学術

坂本和一

理事

学術・企画

理事

Branch Groups’ Study Activities

◇北海道支部

◇京都支部

◇仙台支部

◇大阪支部

立命館大学教授

「英語でドラッカーを学ぶ会」
◇東京支部：

◇四国支部

藤島秀記

淑徳大学大学院客員教授

◇東京支部：ドラッカー「マネジメント」
研究会

◇九州支部：福岡

総務

大平松男

（株）
代表取締役
ダイヤモンド住宅

◇東京支部：「ドラッカーの窓から明日を
考える研究会」

理事

広報・ウェブ

上野周雄

理事

学術

井坂康志

㈱東洋経済新報社

理事

学術

大木英男

㈱クロス･マーケティング顧問

理事

企画

土井尚人

（株）
ヒューマン・キャピタル・マネ
ジメント代表取締役

監事

佐藤等

（株）
エイジア常勤監査役

公認会計士

◇九州支部：熊本
◇ドラッカー学会研究部会

◇名古屋支部

◎北海道支部：札幌「ドラッカー・プレミア

この記述に注目し，具体的に DP ケースブ

ムの追求」

ックを作ろうという試みが「ドラッカー・プ

北海道支部では，今年から「ドラッカー・

レミアムの追求」という活動です．以下その

プレミアム（DP）の追求」というテーマに取
り組んでいます．本年の 5 月に筆者が早稲田
大学で行われた本会講演会でも報告しました
が，改めて誌面を借りてその活動につき報告
します．

活動の概要を記します．
• 2 月 27 日 キックオフ・ミーティング 上
田代表をお招きして（参加 47 名）
「DP

とは何か」を参加者でセッション．こ
のセッションにより DP の対象について

本会年報 2009 年『文明とマネジメント』の

「ドラッカーの考え方を頭に置きつつ経営

p. 24 に DP の原点とも言うべき次の記述があ

やビジネスをしている経営者およびビジ

ります．

ネスパーソン」との共通認識を形成しまし

「日々ささやかな領域で活動する方々のな

た．

かで，そういったドラッカー・プレミアム

• 4 月 14 日 Case 1 高塚伸志氏（プルデンシ

（DP）を追求し，公表していく，DP ケース

ャル生命保険エグゼクティブ・ライフプラ

ブックである．想像を絶するほどのささやか

ンナー）
（参加 34 名）
「実践するドラッカー」

な奇跡が日々進展しているのがわかるはず

を実践する

だ．その一つ一つが文明を確実に前に進めて
いる」
．

• 6 月 26 日 Case 2 東出憲明氏（㈱補償セミ
ナリー常務取締役）
（参加 22 名）
「ゼロから
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ここ1年間の課題図書は『現代の経営（下）
』

のイノベーション」
• Case 3 瀧野誠治氏（㈱北海道健誠社常務
取締役）
「人の強みを生かす法」
• 8 月 28 日 Case 4 瀧野雅一氏（㈱北海道健
誠社専務取締役）
（参加 14 名）
「成果をあげ

（平成 21 年 8 月〜）
，
『ネクスト・ソサエティ』
（平成 22 年 3 月〜）
，
『実践する経営者』
（平成
22 年 8 月〜）です．
ホームページから情報発信を継続的に行
っています（URL http://drucker-toc.com/）

る経営」
• Case 5 佐藤等氏（佐藤等公認会計士事務
所所長）
「成果をあげる能力の実践」

く，その成果をフィードバックできるように，

数も，参加者全員が発言できる時間を確保す

成果の文書化に努めたいと思います．

るため，人数を制限しております．口コミに

それによって，全国的なドラッカー・プレ
ミアムの追求活動にも貢献したいと考えてい


よる中途参加希望者も多く，空席待ちをお願
いする状況もしばしばです．
参加費は，軽食代とその他費用として各

ます．
（紹介者 桂利治）

◇活動成果
さまざまなバックグランドを持った人た
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1000 円をいただいています．
現在の勉強会の時間構成は，1時間のThe

◎関東支部：東京「英語でドラッカーを学ぶ
会」

Daily Drucker，その後45分間のフリーディス
カッションとなっています．The Daily Drucker

ケースの発表は，30 〜 40 分程度の自己プ

ちが相互に影響を及ぼし合って，議論が毎回

レゼンの後，ファシリテーターや会場参加者

盛り上がっています．以下では，読書会を通

「ドラッカーを通じて英語の面白さを楽し

から 2 日分をテキストとして使用，1 時間か

から質問をいただき，さらに詳細に現実を描

じて人の変化を実感した事例を 2 つ紹介しま

む」ことを目的とした会で， 英語を通してド

けて音読と翻訳を順番に行います．英語に精

写することを心がけています．

す．

ラッカーを学びたいという会員有志が，当学

通された小林先生から，発音や読み方のリズ

事例 1：顧客を創造する

会理事で産業能率大学名誉教授・国際経営評

ム，こなれた翻訳について指導をいただきま

論家の小林薫先生に講師をお願いして始まり

す．ドラッカーの英語は，一読して分かった

ました．

ような気がしても，学んでいくうちに別の意

今年のケースの発表は以上で終了です．現
在は，花岡俊吾氏編集長の下，DP の記述に

「顧客を創造する」という言葉から新規顧

取りかかっています．年内には，小冊子にし

客の開拓が重要だと考え，ジレンマに陥った

て希望者に頒布予定です．

経営者がいました．そのジレンマとは，限ら

2007 年 3 月に第 1 回を開催以来，夏休み・

れた資源（時間）を既存顧客へのサービスに

冬休み等を挟みながら継続的に開催し，本年

使うか，新規顧客の開拓に使うかの意思決定

7 月で 32 回を数え，延べ 310 名が参加しまし

の対立でした．読書会参加者との議論から，

た．



（紹介者 佐藤等）

◎仙台支部

味であることを気づかされたりと，単語の一
つ一つに気が抜けません．
フリーディスカッションは懇親を兼ね，軽
食をとりながら行われます．テキストから学

「顧客を創造するために最も重要なことは，

昨年12月のクラスには，Mr. Lawrence

んだこと，そこから派生する歴史や文化につ

既存の顧客を完全に満足させることである」

Greenspun（The Drucker Institute: Claremont

いて，各人の仕事状況から感じたこと等，話

との新たな視点を得，集中すべきことに集中

Graduate University）を特別ゲスト講師として

題は尽きません．小林先生は参加者の自由な

業振興事業団，JST イノベーションプラザ宮

できるようになりました．

招き，Drucker’
s Conceptions of Leadershipに

発言を歓迎してくださり，さまざまな分野の

城を母体とする「せんだいコーディネーター

事例 2：事業は何か？

ついて学びました．今後も可能な限り，
「英

教えを示唆くださいます．ドラッカーと長い

語でドラッカーが学べる」ネイティブのゲス

親交をもたれた小林先生と参加者の斉藤勝義

ト講師も招きたいと考えています．

さんからは，私たちの知り得ないドラッカー

仙台支部では毎月一回「ドラッカー仙台読
書会」を開催しています．
平成 22 年 4 月からは，仙台市・仙台市産

協議会（ドラッカーマネジメント分科会 代
表者：桂利治）
」との共催としています．

「事業における自分の役割が変わっていく
中で，自分自身のゴールや目標をどのように

についてお聞きできるのも魅力です．

仙台読書会の登録者は 33 名で，そのうち 4

設定すべきだろうか？」という悩みを打ち明

会場は本年 1 月まで，上武大学と谷崎教授

名がドラッカー学会会員です（平成 22 年 9 月

けた経営者がいました．読書会参加者との議

のご尽力で，同大学東京サテライト大学院の

各分野で活躍されている経験豊富な参加

現在）
．読書会一回あたりの平均参加人数は

論から，
「社会（顧客）が必要としていること

教室を無料でお借りしていましたが，教室の

者も多くおられますが，皆さん，肩書き抜き

10 名程度です．

に応えられなければ，いくら自分勝手にミッ

閉鎖に伴い，2 月からは，当会参加の風巻融

の和やかな雰囲気を盛り上げてくださり，こ

仙台市内での開催のため参加者の多くは

ションを定義したところで意味がない．社会

さんのご協力を得て，キャリア・コンサルタ

の素晴らしい学びと交流の時が，今後も継続

仙台市内在住ですが，これまでに新潟市，山

が必要としていることの中で，自らの強みに

ント協同組合の会議室で行っています．

されますことを願っております．

形市，福島県相馬市，福島県矢祭町からも参

よって貢献できることは何かを考え抜くこと

加いただいています．

が重要である」との視点を得，事業と自分自

英語レベルや使用頻度は不問として始まりま

身の役割について問い直す機会となりまし

したが，参加者の意識は高く，毎回，興味深

理士等専門家含む）
，中小企業経営者，企業

た．

い勉強会となっています．

内マネージャーが中心ですが，少数ながらロ

◇今後の活動予定

参加者の職業は，経営コンサルタント（税

ゴセラピスト，研究者，公務員がいます．参
加者の年齢は 20 代後半から 60 代半ばです．

参加資格は，ドラッカー学会員が条件で，

各期ごとの参加希望を確認しております

今後も読書会を継続的に開催していきます

が，継続参加の会員がほとんどで，新たな参

が，読書会を開催して終わりにするのではな

加者の募集はしておりません．各回の参加者



（紹介者 上野鈴江）

◎関東支部東京：ドラッカー「マネジメント」
研究会


ファシリテーター：森岡謙仁

［目的・ミッション］
ドラッカー「マネジメント」を適用した 21
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世紀の組織運営や「一般教養としてのマネジ

Ⅰ．研究会活動状況（発表テーマと発表者：

メント」について，互いに学び合うこと，成

☆印はドラッカー学会 HP
（支部活動）に掲

果をまとめること，ドラッカー学会の会員の

載）

増強に資する活動を行うこと，普及に関する

・ 研究会活動の場所：渋谷区立勤労福祉会館

ことなど，自ら率先して活動を行います．

〈第 11 回：2009 年 9 月 16 日〉

［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」に関する論文

☆・
「使命と繁栄は企業の一貫したビジョン
になりうるか」陣野壮太郎
☆・
「情報が仕事を変える（新情報革命）
」北
村和敏
・
「ドラッカーとマネジメント」上田惇生
〈第 12 回：2009 年 11 月 17 日〉

またはそのきっかけとなる成果，事例集な

☆・
「ドラッカーとコミュニティ」今井孝

どの作成．

☆・
「トヨタウェイと知識労働者としての職

・上記に関する出版企画やセミナー運営な
ど，ドラッカー「マネジメント」の普及に
関する活動．
2．研究会メンバー
・ドラッカー学会の会員を優先しますが，非
会員も参加でき，会員増強に寄与する．
3．運営方法
・会費は無料とする．
・貸し会議室などを利用して行う．
・2 カ月に 1 回開催する．
・毎回当番を決め発表，その後，討議する．
一定期間経過したら成果物としてまとめ
る．

場リーダー」高部茂
☆・
「ドラッカーとミドルマネジメント教育」
浦崎道教
〈第 13 回：2010 年 1 月 19 日〉
☆・
「職場おけるドラッカー『マネジメント』
実践の具体例」長島基
☆・
「人はなぜ働くのか？」友渕将樹
〈第 14 回：2010 年 3 月 16 日〉
☆・
「ドラッカーと掃除道」大林茂樹
・
「何故ドラッカーは日本絵画に魅せられ
たか―ドラッカーの精神性の形成」石
丸政之
〈第 15 回：2010 年 5 月 18 日〉

・［ミニ読書会］ドラッカーの著書「マネジ

☆・
「研究組織における成果創出のメカニズ

メント」を題材にしたディスカッションを

ムに関する考察―慶応義塾大学先端生

行う．
・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．
4．研究会の人数：約 30 名
5．研究会のスタッフ

命科学研究所の場合」新川雅之
☆・
「なぜ日本の野菜はパック詰めされてい
るのか」河野隆史
〈第 16 回：2010 年 7 月 21 日〉
☆・宗初末「ドラッカーに学ぶ，実践行動学」
☆・升岡勝友「イノベーション理論の展開と
実践」

リ
 ーダー：根本雅章（学会会員）
，サブリ
ーダー：丸山有彦（学会会員）

（10）これまでの主要な発表テーマ
＊
「企業は誰のもの―問われる企業の株

2）
「マネジメント・スコアカード」

分科会：
10 名
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主重視経営」
＊
「ドラッカーのマーケティング発想」

リーダー：長島 基（学会会員）
，サブリ

＊
「CSR：企業の社会的責任」

ーダー：陣野壮太郎（学会会員）

＊
「実践経営モデルとしてのマネジメン

2009 年 8 月より 2010 年 7 月まで上記の分科

ト・スコアカード―2 つのスコアカー

会活動を行った．分科会の活動成果報告は，
ドラッカー学会 HP
（支部活動ページ）に掲載

ド論への旅」
＊グローバル企業における諸問題の考察

している．


―ドラッカーの視点でグローバル経済
（紹介者 森岡謙仁）

下のミクロ行動を考察する．
＊ドラッカーの眼はコングロマリット・プ

◎関東支部東京：
「ドラッカーの窓から明日
を考える研究会」
（1）目的と趣旨：ドラッカーの窓すなわちド

レミアムをどうみるのか．
＊ドラッカー経営に関する一考察．
＊
「明日への指針」などドラッカー論文を

ラッカーの思考形態から日本や世界の明
を見たらどうなるかを考える．
（2）主宰者：藤島秀記／事務局：大木英男・
丸山育彦
（3）開始：第Ⅰ期第 1 回は 2007 年 9 月 8 日に
開催．
（4）開催時期：毎月 1 回，土曜日に開催．2
時間 30 分．
（5）場所：淑徳大学池袋サテライト・キャン
パス / 日立製作所本郷研修所
（6）形式：問題提起者が発表を行いその後全
員でディスカッションを行う．
（7）会員：会員はドラッカー学会の会員であ
ることを条件とする．2010 年 8 月時点で

読んでのディスカッション．
＊会員による特別更改講座
早稲田大学とドラッカー学会の共催で行
われた「ドラッカー生誕記念講演会」で，当
研究会代表者の藤島秀記理事のナビゲートの
下に，
「グローバル時代の新型ナレッジワー
カーにどう向きあうか―日米を代表する
企業の人事担当者からの報告」というパネル
ディスカッションが行われた．パネリストは
当研究会の佐々木英明氏と花松甲貴氏，司会
は田中純氏．このパネルディスカッションは
大変好評だったので，時間を多くとり当研究
会の特別公開講座として再び取りあげた．


（紹介者 大木英男）

の登録会員は 30 数名．
（8）現状：2010 年 9 月で第Ⅳ期を終了予定．
同 10 月から第Ⅴ期に入る．第Ⅴ期からは，
一定の統一テーマの下に，問題提起→ディ
スカッション形式で進める予定．
（9）公開講座：各期に 1 回程度ずつ外部の識

◎東海支部：HS 名古屋「アウトプット マネ
ジメント研究会」
［活動目的］
ドラッカーの啓蒙活動として開催
［活動内容］

・ファシリテーター 森岡謙仁（学会会員）

Ⅱ．分科会活動報告

者を招いて公開講座を実施．これまでの外

①毎月 1 回，平日夜開催．

・推進スタッフ 伊藤年一（学会会員）
，宗

・分科会活動の場所：アーステミア有限会社

部講師は以下のとおり．

②前半は『ドラッカー 365 の金言』の該当月

初末（学会会員）
，他
［活動報告（2009. 9. 16 ～ 2010. 7. 21）
］

虎ノ門オフィス，渋谷区立勤労福祉会館
1）
「アントレプレナー」分科会：14 名

＊小林規威氏（慶応義塾大学名誉教授）
＊近藤健彦氏（明星大学教授）

に関する内容のポイント解説．
③後半はマネジメント 5 つの質問を毎月 1 つ
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参加者全員に投げかけ，発表とディスカッ

◎京都支部：
「ドラッカー勉強会」

・課題図書は決めず，テーマを中心として進

本年 7 月より，京都にて「ドラッカー勉強

ション．

める方法もある．

233

◎大阪支部
ドラッカー学会大阪支部は，平成 20 年の

2010 年 8 月〜 10 月はドラッカー学会名古

会」を開始いたしました．現在，月 1 回定期

屋大会に向けてより多くの人への啓蒙活動と

とし，第 1 火曜日 19 時より勉強会を開催し

と何でもよい．

第 3 回大会で知り合った友人と意気投合した

して開催．

ています．

第一回準備会で協議した目標は抽象的な

ことがきっかけで，平成 21 年の 1 月から月 1

ものであり，以降の準備会にて，より具体的

回のペースで友人の会社の事務所で『プロフ

京都では，立命館大学を中心とするアカデ

な上位目標の抽出を行いました．また，進め

ェッショナルの条件』を学ぶことからはじめ

ミックな学会はありましたが，経営・経済を

方においても，既存支部の勉強会内容や先輩

ました．そして，人数が増えることを考え 4

②各章ごとのポイントの説明．

専門に学んだ方だけではなく，学び始めの初

学会員の方々にご意見を伺いながら，テーマ

月から中之島中央公会堂の会議室にて 5 名で

③グループに分かれて 1 章ずつ共通の質問内

心者でも集えるような実践中心の会はありま

の決定方法，課題図書など詳細な内容を決定

再スタートしました．

せんでした．

しました．

①『もし高校野球の女子マネージャーがドラ
ッカーの『マネジメント』を読んだら』を
テキストに．

容についてディスカッションとグループ

〈発足経緯〉

さまざまな見解と学びを持つドラッカー

毎の発表．
［活動成果］

理論は，すべての事象に当てはまるといって

・なお，テーマは勉強したこと，実践したこ

秋に立命館大学で開催されたドラッカー学会

その後，個人的には 100 人近くの方々にド

第 2 回準備会・決定事項
〈設立趣意〉

ラッカー思考の素晴らしさについて語りまし
たが，興味は持っていただけるものの，なか

質問を投げかけ，発表することで各自責任

も過言ではありません．それゆえ，実践にあ

「社会的存在としての人間が幸福であるこ

なか勉強会にまで来ていただける人はなく，

が生まれ真摯な態度をもって中身を真剣に考

たっては，多くの方々の見識が真の学びにな

とを目的に，それぞれの人が属する組織をし

ひどい時には，会議室にたった一人で自学自

えることができました．他者の経験談に基づ

るものと考えておりました．

て高度の成果をあげさせるため，ドラッカー

習したこともありました．

いた話を聞くことで関心が高まり内容の吸収

本年 4 月大阪講演会にて，佐藤先生を中心

の教えを通じて責任あるマネジメントを学

勉強会を開始して一周年を迎えるという

とした北海道支部の方々にお会いし，東京開

ぶ．さらに，
『千年の都 京都』である強みを

のに，いまだ 2 〜 3 名の勉強会ではどうしよ

8 月からスタートした『もしドラ』をテキ

催の総会では，京都や大阪の学会員の方々と

活かした学びを通じて，自己を高めるもので

うもないということで，腹を決めて今年 1 月

ストにした研究会では高校生など幅広い層か

再会し，背中を押される形で，いよいよ学び

ある．
」

の勉強会から，ドラッカー学会の公式ホーム

らの参加があり，初学者含め，より深く本の

への気持ちが高まりました．

■

度も上がりました．

中身を読みながらマネジメントについて考え

課題図書

ページに大阪支部の勉強会の案内を掲載して

その後，学会員中村氏を中心とする京都

課題図書は，
『P. F. ドラッカー―理想企

いただくことにしました．その頃世間では，

の学会員の方々に協力を仰ぎ，4 名の小規模

業を求めて』エリザベス・ハース・イーダス

去年の暮れに発行された『もしドラ』がドラ

当日，初めて会った人たちがチームを組

な会からはじめることになり，以下のような

ハイム著とする．

ッカーブームを起こしつつありました．

んでディスカッションと発表を実施すること

内容で打ち合わせ会を数回行い，目標，方向

このような準備会を経て，第 1 回開催の勉

そのような状況の中で，2 月には 9 名，3

で，知識労働者としてのチーム・マネジメン

性，運営方法などを決定していきました．
（2

強会内容は，課題図書の序章をテーマとして

月には NHK のクローズアップ現代でドラッ

トを擬似体験できたことが「予期せぬ成功」

回に集約して表記）
．

読書会を行い，何のためのマネジメントか，

カーの特集が組まれたこともあり，15 名の

でした．

第 1 回準備会・決定事項

ドラッカー哲学を中心に意見交換からスター

参加となりました．そして 4 月の勉強会には，

トし，回を重ねています．

24 名という過去最高の人数で関西テレビの

学んでいます．

参加者は毎月 20 名〜 30 名で，多くはドラ
ッカーの著書は読んだことがない人が半数近
く，残りは 1 冊〜 2 冊ぐらい読んだ方が大半
です．リピート率は 60 〜 70％ぐらいです．
9 月までに 5 名の学会入会がありました．入

〈目標設定〉
・この会は，自身が何を実現したいのか，そ
の目的をもって集う．
・各々の組織（家族，会社，その他の組織）
の生産性をあげ，成果を得る．

対象者は，職業人に限らず，共に学ぼうと

取材を受け，4 月 22 日，関西テレビ『スーパ

する意欲を持つ方であることを条件としてい

ーニュースアンカー』にて，
「ドラッカー

ますので，気軽に参加してください．

そのブームの背景に迫る」として放送されま

京都という「強み」を活かし，数ヶ月に 1

した．大阪支部の勉強会の模様は 20 秒ほど

会者の中には，起業家として新規事業を立ち

・社会的存在価値としての成果をあげる．

回，ドラッカー理論に加え「京都らしい企画」

でしたが，今後の支部活動の励みになりまし

上げ実践に活かしています．

・成果とは「何をもって覚えられたいか」個

を盛り込んでいきます．
「日々学び」という

た．



（紹介者 前田紳詞）

人で見つめなおすこと．
〈進め方〉
・この会はアカデミックな内容を取扱うも
のではなく，実践を主として取り組む．

ことを意識し，志高く共に学び，実践できる
会を目指したいと思います．


（紹介者 向井弘美・中村道一）

学習方法は，現在も教材は『プロフェッシ
ョナルの条件』を使用しており，30 分間のグ
ループミーティングと 20 分間の発表を 3 回
セットで行っています．最初のグループミー
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ティングでは，前回の学習範囲の復習をしま

それを取り出し，正しいことを正しく行おう

グループ，高松だけでなく四国各地で同じよ

④事業における期待と成果を対比することに

す．その間，初めて参加される方にはオリエ

としているかをドラッカーさんに聞いていき

うな活動のグループが生まれることも大切で

よって，間違った決定や不十分な決定を早

ンテーリングを行います．2，3 セット目に

ましょう．
」

しょう．松山や高知，徳島で読書会や研究会

期に是正する機会をもつことができるこ

が開かれるのを楽しみにしています．

と．

ついては，初めて参加された方にも加わって

「ドラッカーのポケット」は発足して 2 年

いただき，グループ単位（4 〜 6 名）で学習

数カ月が経過し，8 月で 27 回の読書会を実施

そのためにも今高松で行っている「ポケッ

範囲を学びます．次回の学習範囲は，参加者

したことになります．8 月 24 日には 2 周年に

ト」の活動が，
「全員参加で，和気あいあい

①マネジメントの普及を通じて，人間と社会

の希望により章単位（概ね 10 〜 20 ページ）

ちなんで納涼会を行いました．

と」を忘れることなく続けていくことが大切

に希望と活力をもたらすことに貢献する

現在，名簿上登録いただいている方は 50

です．これからも「ポケット」のような小さ

語り足りなかったメンバーが近くの喫茶店に

数名になります．年齢，性別，職業はバラエ

な集まりが，四国の活性化と参加者の自己啓

集まり，閉店まで熱く語り合うということも

ティに富んでいます．6 月から徳島の山間地

発に役立つよう，
全員で取り組んでいきます．

恒例となりました．

区で農業を営む方も参加されました．農業関

本部の皆様，他支部の皆様のご支援をお願

で順不同で決めています．勉強会終了後は，

参加者の中には英語塾の経営者で，塾の生
徒さん達に対して勉強会を開催される方も現

係の方の参加は初めてで，他の方々に新たな
刺激を与えていただいています．

れました．また，最近ではコンサルティング

高松地区の参加者が多いのですが，遠くは

を職業にされている人達による勉強会も行わ

高知，松山，徳島，岡山からの参加もありま

れるようになり，ホームページで紹介してい

す．毎月 1 回の参加者は平均して 10 名です．

る勉強会の他に，毎月 2 カ所で少人数の勉強

参加は，各人の都合，各人のその時の状態
がドラッカーを必要としているか否かにより

会が行われています．

こと．
②人間一人ひとりが生き生きと働き，人生が
意味あるものになるようにすることに貢
献すること．
③顧客が直面する課題に取り組むための原理

いする次第です．


Ⅵ われわれにとっての成果とは何か

（紹介者 畑中和義）

原則を見つけ出すこと←技法は課題によ
って規定されること．

◎九州福岡支部
ドラッカリアンセンター九州の 2010 年事
業計画
Ⅰ 事業のテーマ
地域社会は，いかにして「経済的な能力と

④顧客が正しい決定をするための知識と理解
を得るために支援すること←その次に仕
組みを考えること．
⑤顧客がマネジメントの概念を正しく理解す
るために正しい質問をすること←用具を

毎月新しい方が数人参加され，最近ではコ

ます．しばらく欠席された方が 6 カ月ぶりに

ンスタントに 20 名程度での勉強会となって

参加されるということもあります．また新し

政治的，社会的な結合」を創造するか．

います．1 年前に 2 〜 3 人で勉強していたこ

い人が毎月のように「ポケット」に訪れます．

Ⅱ われわれのミッションは何か

とが嘘のようで，大変楽しく有意義な勉強会

常連の方を中核として，参加者は常に新陳代

われわれは，マネジメントを社会的資源と

となっています．これからも各人の自己実現

謝しています．この新陳代謝がある限り「ポ

して活用し，地域社会の自律と活性化に取り

とネクスト・ソサエティの実現に向けて，さ

ケット」は新鮮味を保ち継続できるのではと

組む．

Ⅶ われわれの計画は何か

らなる発展を目指して活動してまいります．

期待しています．

Ⅲ 事業の運営主体

①社会的事業を行うにあたって，マネジメン



（紹介者 江木宏志）

◎四国支部

読書会のテキストは今まで，
『ネクスト・

本センターは，福岡ドラッカー・マンジメ

ソサエティ』
『経営者の条件』
『明日を支配す

ント研究会が主体となって経営する

るもの』を取り上げ，現在は『現代の経営』

Ⅳ われわれの顧客は誰か

正しく使うために．
⑥顧客に全体の業績に焦点を合わせる大切さ
の認識を高めることに貢献する←部分最
適化の弊害を知ること．

トの概念が不可欠であるとの認識を高め
るために貢献する．
②ドラッカー・マネジメントに触れる機会を

四国支部でのドラッカー学会活動は「ドラ

に取り組んでいます．ドラッカー経営から新

①経済セクター，社会セクター，公共セクタ

つくるために，前年に引き続き読書会を開

ッカーのポケット」と名付けられた読書会で

しいトレンドを学べるようなテキストと，ド

ーにおいて事業に取り組む個人または組織．

催し，
「野菜ジュース」を発信し，その成

す．

ラッカーの経営の原点といえるテキストを交

②仕事で成果をあげるために目的と目標をも

「ドラッカーのポケット」における「ポケ
ット」の意味するところは次のようなことに
なります．
「ドラッカーの経営思想やドラッカーが発
するマネジメントに対する質問を，常に各人

互に採用しています．
読書会の進め方は，和気あいあいと，自由
に，全員発言で行っています．相互啓発によ
り参加者のポケットに新しいドラッカーが詰
まっていけばそれでいいと考えています．

って仕事に取り組む個人．
Ⅴ 顧客にとっての価値は何か
①働く者のエネルギーを発生させ組織の成果
に貢献する仕組みを手にすること．
②マンジメント上の意思決定について，もろ
もろの知識と理解力を得ること．

果をメールマガジンに反映する．
③「読書会」については，ドラッカー学会九
州支部の読書会を積極的に推進し，熊本読
書会にも参画する．
④ブログ「トッキノート」は，マネジメント
の課題と実践を「5 つの質問」と「8 つの
事業目標」の 2 つの窓から紹介すると同時

のポケットに入れ，仕事や私生活において方

今後，四国でドラッカー経営を学ぶ人の集

向性が見えないとき，意思決定に迷った時，

まりがより盛んになるためには，
「ポケット」

③事業の所望の成果を生むために，必要な資

に，その都度入手したテーマをドラッカ

から発展してもっと経営の専門的な研究する

源や努力とは何かが明らかになること．

ー・マネジメントからの知見としてまと

また事業が順調な時にも，時折ポケットから
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め，情報発信を行うため，本年 3 月までに

事後投稿でお互いに議論を深めることができ

いう言葉をつい想起します．参加者の数を追

コンセプトを確立して情報を発信し，読者

るようにしました．

うのが目的ではありませんが，他支部での運

平成 22 年 8 月現在では，参加者は延べ 30

営方法についても，今後意見交換等ができる

⑤メールマガジンは，ドラッカー・マネジメ

名です．1 回ごとの参加人員は 2 〜 8 名と月

ようになれば，さらによくなるのではないか

ントを体系的な知識としてわかりやすく

によって，かなりばらつきがありますが，活

と思っています．

解説し，
「マネジメントノート」として情

発な意見交換がされています．

を獲得する．

報発信するために，有料サイトとしてのコ
ンセプトを本年 3 月までに確立する．
⑥ドラッカーの思想と哲学を広く普及する
ためにドラッカーセミナーを 9 月に開催す
る．
⑦マネジメントのイノベーションに取り組む



ント』
（上）
（名著集）です．
また，私は ML の管理も行っており，2007

（紹介者 春日潤一）

ドラッカー学会研究部会は，ドラッカー研
究の学術レベルの向上とその深化・発展を目

年 10 月から読書会の案内だけではなく，時

的に，研究者が中心となって発足しました．

津さんによる「野菜ジュース」の名称で，
『デ

今年度の活動状況は，以下の通りです．

イリー・ドラッカー』の解説も配信されてお

（1）部会研究会報告者とテーマの一覧

り，読者からは大変好評です．私も時々，原

・第 2 回部会研究会

ー・マネジメントの思想と哲学を基礎とし

書（The Daily Drucker）での英語表現のされ

てカテゴリー別，ジャンル別に分類し，情

方等の補足を行っています．ML の利点は，

報発信を行う．

会場という物理的な制限を受けることなく，

⑨社会的事業を支援するため，必要な知識を

自由に意見交換できる点です．

システマティックに供給することを目的に

ML には，8 月末で 80 アドレスの登録があ

ドラッカリアンセンター・ネットワークを

り（1 個人の複数登録あり）
，これまでの投稿

構築するために，その基本構想に着手する．

数は約 1500 になりました．時には，用語や



概念について，深く突っ込んだ議論も行わ

（紹介者 時津薫）

れています．ML に登録されている人は，遠
◎九州熊本支部（熊本会場）
熊本会場での読書会は，2010 年 1 月から
開始しました．まず，その立ち上げからの経
緯から説明します．

方のため実際の読書会には参加できないが，
ML を通じてともに学びたいという方も登録
されています．
まだこの読書会自体が広く知られていな

私は，福岡で開催されていたドラッカーの

いということもあり，参加者は月によって変

読書会に 2 回目から参加していましたが，熊

動がありますが，ドラッカー学会 HP で広報

本への転勤を機に読書会にはなかなか参加で

していただいているお陰で，徐々に参加者数

きなくなり，ML
（メーリングリスト）でコメ

が増えてきています．特段の広報手段を持っ

ントをするだけになりました．

ていないため，大変助かっています．

しかしながら，福岡会場の読書会に熊本か

しかしながら，折角ドラッカー学会 HP を

ら参加される人がいたり，福岡・熊本の両県

通じて読書会に参加されても，その後継続し

で活躍されている人がいる等，熊本会場開催

て参加されていない方も何人かいます．読書

の気運が高まり，平成 22 年 1 月から熊本で

会の運営者として，ドラッカーの魅力や面白

も読書会を立ち上げることになりました．

さをうまく伝え切れていないのではないかと

運営方法は，福岡会場と基本的に同じで，
課題図書及び範囲も統一して，ML での事前・

自問自答しています．
こんな時は，
「現在の顧客以外を知れ」と

ラッカー」
②宮内拓智氏（成美大学）
「ドラッカー『教育革新論』の周辺」
「Landmarks of Tomorrow: A Report from the
New “Post-Modern World” の論点」

◎ドラッカー学会研究部会

⑧マネジメントの事例を収集し，ドラッカ

ために研究の方向性を明確にする．

「ウィーンとドイツの知識社会，そしてド

③井坂康志氏（東洋経済新報社）

読書会開始時の課題図書は，
『ネクスト・
ソサエティ』でしたが，現在は，
『マネジメ
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（2009 年 12 月 19 日）開催校；立命館大学
朱雀キャンパス参加者：10 名
①三浦一郎氏（立命館大学）
「ドラッカーの家族観について」
②岸本秀一氏（立命館大学）
「用途開発のイノベーション」
③宮内拓智氏（京都創成大学）
「ドラッカーの知識観と知識イノベーション」
④坂本和一氏（立命館アジア太平洋大学）
「ドラッカーは，いかにして『マネジメント』
を発明したのか」
・第 3 回部会研究会
（2010 年 5 月 21 日開催校 亜細亜大学 参
加者：20 名）
①三浦一郎氏（立命館大学）

④白珍尚氏（亜細亜大学）
「経済の暗黒大陸‘流通’再考」
⑤岸本秀一氏（金沢星稜大学）
「用途開発のイノベーション その 2」
（2）研究成果の公表と学術出版活動
これまでの研究活動の成果を集大成し，研
究成果をより広く社会に還元することも学術
研究者の社会的責任であるという認識から，
ドラッカー思想に関する基本的な内容を，新
な視角から，多角的・多面的に取り上げ，わ
かりやすくまとめたものとして，
『ドラッカ
ー思想と現代経営（2010 年 1 月）
』を，晃洋
書房から出版しました．
（3）結語
今後も，半年ごとに関西・関東交互で研究
会を開催していく予定です．参加費は無料で
す．会員資格は査読付き研究論文 2 本以上の
執筆者です．研究者の皆様のご参加をお待ち
しております．
（紹介者：宮内拓智
研究部会部会長：三浦一郎
事務局：白珍尚・井坂康志）
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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

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

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

問われる企業の株主偏重経営........................................................................................... 藤島秀記
近代社会認識の到達点とドラッカー思想......................................................................... 宮内拓智

知識と知識社会に関する一考察........................................................................................ 小沢道紀
情報化と労働..................................................................................................................... 谷崎敏昭

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

プロシア軍に何が起こったか........................................................................................... 井坂康志

ドラッカーから学ぶ「情報化」の基本.............................................................................. 谷島宣之
「ドラッカーの顔」研究..................................................................................................... 大木英男

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

【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

■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，


藤島秀記，坂本和一，佐藤等

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
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

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

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
【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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事業家の本分......................................................................................................................... 東英弥
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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
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Drucker’s Foresight................................................................................................. Doris Drucker
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.......................................................................................................................... 藤田勝利
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卓越したパートナーシップに向けて.............................................................. アイラ・ジャクソン
ドラッカー・スクール

【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
ドラッカー先生と中小企業コンサルティング................................................................. 國貞克則

【インタビュー】実践知―時代を挑発してやまぬ方法論........................................ 野中郁次郎
■研究論文・研究ノート

P. F. ドラッカー「企業永続の理論」の警鐘................................................................... 坂本和一

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.................................................................................... 山縣俊夫
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.... 工藤秀雄

「未知なるものの体系化」という方法論に関する一考察―未刊の書の下絵として.......... 佐藤等
ドラッカーと新産業創出....................................................................................................... 瀬戸篤

革新概念の理論的系譜と「伝統」の多相性...................................................................... 宮内拓智
P. F. ドラッカーにおける文明と技術―メディア論的接近........................................ 井坂康志
ドラッカーとフランクルは相乗効果を発揮する................................................................. 安井猛
ドラッカーの周辺.............................................................................................................. 三浦一郎
日本における P. F. ドラッカー研究 60 年の軌跡................................................................. 白珍尚

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

【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.................................................................................... 佐々木英明

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

....................................... 桂利治
【研究ノート】ドラッカーの世界に見る TOC（制約条件の理論）

■エッセイ

【研究ノート】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............................................................................................................................. 星野晴彦

革新こそ新たな伝統を生む............................................................................................... 小仲正久

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

【研究ノート】科学者のためのドラッカー.......................................................................... 脇秀徳

【研究ノート】ドラッカー思想研究の方法論................................................................... 疋田秀裕
【研究ノート】ドラッカーとカール・ポランニー―「経済人」仮定，制度，グローバリゼー
ションについて.................................................................................................................. 石川正宏
■実践レポート

ドラッカーから得た学びと実践............................................................................................ 酒巻久

小さな企業における放牧型経営........................................................................................ 加藤聖隆
Drucker Taught Me How to Focus.......................................................................... Minglo Shao

ドラッカー的視点による IT 組織変革の道―7 つの指針...................................................... 林衛
今でも問いかけてくるドラッカー博士........................................................................ 田舞徳太郎
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
............................................................................................................................. 東出憲明
未来にヒントをくれたドラッカー.................................................................................... 菅野広治
支部活動 HS 三河「フィードバック分析」研究会の学習成果―「自らの貢献は何か」
............................................................................................................................. 鈴木幸治

ドラッカーに学ぶ子どもの教育........................................................................................ 向井弘美
私のなかの夢と志.................................................................................................................. 時津薫
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あの夏，人生を変えた 1 冊との出会い............................................................................. 友渕将樹

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........................... 八木澤智正
ドラッカー教授へ―経営の父からの学びは，仕事と人生をどう変えたのか............ 藤田勝利

親愛なるドラッカー博士............................................................................................... 杉下智歩子
■評論

50 年前の小さな発見......................................................................................................... 藤島秀記

ドラッカーはなぜ，かくも日本人に人気があるのか―「ドラッカーの説得力考察」試論
............................................................................................................................. 大木英男
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ブログ更新による継続学習―意思決定に補助線を引く.............................................. 松本知宏

『経営者の条件』と出会って.............................................................................................. 熱田二朗
真のリーダーとは？―彼が自らの生きざまを通じて伝えようとしたもの.................... 田中純
いかにして強みを発見するか―情報処理力・共感力・戦略構築力........................... 市川和臣
5 年を経て得たドラッカーの一文への解釈..................................................................... 河野隆史
ドラッカー教授のエピソード....................................................................................... 山下結加奈
■海外からの論考

私のドラッカー博士の思い出........................................................................................... 斉藤勝義
P. F. ドラッカーの知的後継者は誰か？.............................................................................. 李在奎

What I’ve Learned from Peter Drucker: the Need to Reinvent Our Enterprises
................................................................................................................ Jack Bergstrand
Peter F. Drucker Taught a Discipline of Reading...................................................... Lee H. Igel

ドラッカーと二宮尊徳―二人の社会生態学者から学ぶ.......................................... 山縣基与志
企業存続のためになすべきこと........................................................................................ 伊藤末高

Tomorrow’s Tomorrow: Millennials and the Self-Knowledge Imperative
............................................................................................................ Joanna K. B. Balda
What I Learned from Peter Drucker................................................................ Bruce Rosenstein

「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................................. 岸野孝彦
ドラッカーの中道.............................................................................................................. 丸山有彦

自ら未来を創り出すために「何を為すべきか」................................................................ 深谷一枝

The Life, Work and Legacy of Peter F. Drucker...................................... Joseph A. Maciariello
Drucker on Leadership................................................................................ Jean Lipman-Blumen
What Peter F. Drucker Continues to Give Us................................. Elizabeth Haas Edersheim
■講演録

非営利組織の運営―日本の現状とミスマッチ................................................................. 堀田力
ピーター・ドラッカー経営理論と山崎製パン................................................................. 飯島延浩
使命とともに歩む経営...................................................................................................... 国永秀男
ファルスタッフの教え.......................................................................................................... 小島明
2 つのグローバリゼーションの光と影............................................................................ 藤島秀記

■エッセイ―百周年特集・私の中のドラッカー
ドラッカーならどう考えるか............................................................................................... 小林薫
私の「ドラッカー先生の一冊」.......................................................................................... 猪狩誠也
私の中のドラッカー............................................................................................................... 宗初末

声が聞こえる......................................................................................................................... 長島基
永遠に“KNOW WHAT”を教えてくれる人.................................................................. 田海威彦
私のメンター，ドラッカー............................................................................................... 高塚伸志

目的意識のない組織から目的意識のある組織への変化...................................................... 舘野聡
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............................... 川島眞一

習慣的な能力を身に付ける................................................................................................... 槇殿肇

時間の使われ方の性質別時間マネジメント手法の着想.................................................. 宮脇博嗣
強みの上に築く.............................................................................................................. 大塚三紀子
ドラッカーの教えただ今実践中.................................................................................... 山谷恵美子

ドラッカーの 7 つの経験を模倣する................................................................................. 花岡俊吾
読書会と素晴らしき仲間たち........................................................................................... 佐藤正徳

「強みを活かす」ということ.............................................................................................. 瀧野雅一

The Question: Drucker’s Tool for the Pursuit of Leadership Truths.......... Anthony Shapella

A Lesson from Drucker: No One is Born to Leadership................................ William A. Cohen
What I’ve Learned from Peter Drucker............................................................. Rick Wartzman

The 100 Anniversary of Peter Drucker’s Birth................................................. Ira A. Jackson
How I Remember Peter Drucker................................................ Cornelis A.“Kees” de Kluyver
th

The POSE Strategy Framework................................................................................ Vijay Sathe
What I Have Learned from Drucker: Ask the Right Questions That Can Change People’s Life
........................................................................................................................... Henry To
Drucker’s Solutions for Functioning Government............................................. Pyeong Jun Yu

Life Lessons from Peter Drucker: The Value of Humility, Curiosity and Humor
................................................................................................. Melinda Moers Harriman
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会計報告等
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『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

『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 2011
◇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．
◇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．
◇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．

【投稿規定および編集方針】
（1）投稿資格

※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．

◇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
（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，
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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．
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．
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．
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
氏名（ふりがな）
，年齢，住所，職業（所属会社・機関・大学学部名，役職名等）
，
電話番号，Fax 番号，E メールアドレス，論稿の種別を本文から独立の表紙に
明記．なお，これらは本文中に含めない．
⑥送付方法，送付先，問い合わせ先
原稿ファイル（WORD 等一般的なソフト）を E メールに添付し，下記または，
編集委員会に送付するものとする．
（4）専門と実務を架橋しうる質の確保・充実
本誌の執筆者・読者は，研究者，学生，経営者，コンサルタント，ジャーナリ
スト等，多様な領域における実践の場で活躍している．また，近年の研究傾向
を見るならば，若手・中堅世代の会員の増加も期待される．このような会員の
特性を踏まえ，各領域，各世代の読者の知的欲求に応えつつ，同時に専門誌と
しての質の充実を図る観点から編集活動を行う．
（5）論稿の対象分野
P. F. ドラッカーの知的業績全般を対象とし，その分野での理論と実践の架け
橋を指向する．
「ドラッカーによる知的体系に関する理論面での研究」と「その実践面への応用な
いし手法の研究」を編集の主軸とする．いずれも，実務家の会員に配慮し，実務
の遂行にあたり，有用な指針を提供するものとなるべく指向する．ウェブ事業と
の相互補完を図るとともに，
会員との情報共有の手段としても有効活用していく．
ドラッカー学会編集委員会
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未来は，
「脱西洋」
かもしれない．
「反西洋」
かもしれない．しかし，
「非西洋」
ではない．―『ポスト資本主義社会』
簒奪した王座にある善人による統治は，権力さえ手にすれば正統性は一顧
だにしない悪人による統治よりも短命である．
―『産業人の未来』

非合理的な顧客なるものは存在しない．顧客は，顧客にとっての現実にも
とづいて合理的に行動している．―『マネジメント』
未来において何かを起こすには，特に創造性は必要ない．必要なものは，
天才の業ではなく仕事である．―『創造する経営者』
市場と流通チャネルは，事業の外部にあってコントロールできない．製品の
変更は命令できても，市場や流通チャネルの変更は命令できない．
―『創造する経営者』

すでに起こった未来を見つけ，その影響を見ることによって，新しい知覚が
もたらされる．新しい現実が見える．まず必要なことは，見えるようにする
ことである．―『創造する経営者』
自由な社会は，人間というものが，基本的に完全ならざる存在，完全たり
えぬ存在であって，しかも完全ならざるがゆえに責任を伴う存在であるとの
認識によってはじめて可能となる．―『産業人の未来』
組織の責任に関する原則は，自らのもたらす影響を事前に知り，予防するこ
とである．好ましからざる影響を自ら防がなければ，問題のほうからやって
くる．―『断絶の時代』
働く人たちの姿勢は，何にもまして経営管理者の行動を反映する．彼らの
姿勢は，経営管理者の能力と構造を映す．―『現代の経営』
正しい組織構造が成果をあげることを約束するわけではない．しかし間違
った構造は成果をあげられないことを約束する．―『マネジメント』

