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知識労働者とは新種の資本家である．なぜならば，知識こそが知識社会と
知識経済における主たる生産手段，
すなわち資本だからである．
今日では，
主たる生産手段の所有者は知識労働者である． ―『ネクスト・ソサエティ』
今日の組織では，自らの知識あるいは地位のゆえに，組織の活動や業績に
対し，実質的な貢献を行うべき知識労働者は，
すべてエグゼクティブである．

―『経営者の条件』
若い知識労働者は，早い時期に「自分は自分の強みがものをいうような
適した仕事や職務についているか」を自問しなければならない．


―『経営者の条件』
知識労働者は，自らのためにも，貢献，集中，目的的な企業家精神に
コミットしなければならない．
―『創造する経営者』
知識労働者は，真の意味での資本家であるとともに，組織に生計の資を
依存する存在である．
―『断絶の時代』
知識労働者は，
いかなる年齢においても退職したくないという気持ちから，
四〇代ないしは五〇代で第二の仕事を探すようになる．


―『乱気流時代の経営』
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第 8 回年報刊行に寄せて

果たすべき役割

th

Greetings for 8 Annual Report

Riconfirming Our Mission

三浦一郎

谷崎敏昭

Ichiro Miura

Toshiaki Tanizaki

（本会代表，立命館大学経営学部）

8 回目の年報となる．刊行に尽力された各位，執筆者，そして会員のみなさ
まに感謝したい．

（本会理事，上武大学）

リーマン・ショック以降，世界同時不況ともいうべき経済停滞のなか，国内
では東日本大震災以降，日本人が社会に対する見方や考え方を大きく変えよう

ドラッカーについての批評的言説に関していうならば，正しい意味での研究

としている．かつてドラッカーは，日本に対してさまざまなアドバイスをして

は本誌の創刊をもってはじまるのではないかと考えてきた．もちろん 1950 年

きたことはよく知られたことであり，デフレ，円高による輸出の低迷，その結

代から経営学説を中心とする研究活動は散発的ながらなされてきた経緯があ

果として製造業の海外進出，長引く日本の停滞について大きな改革が必要であ

る．しかし，ドラッカーを一つの知的総体として多様な角度から光を当て，そ

ると述べてきた．最近になってようやく各方面で，ドラッカーのアドバイスを

れまでの専門的知見をフルに活用してなされる研究ほどに，後世にあって意味

受け入れようとする機運が本格化してきた．日本の社会は明治維新に匹敵する

あるものはない．そこに深化と継承という価値がある．

ような大改革を必要とすると述べてきたドラッカーの指摘を政治や経済の世界

しばしば「それぞれのドラッカー」と言う．もちろん都合のいいドラッカー

で積極的に取り込もうとしているし，世論も人口の減少や国力の低下を自覚す

像をそれぞれ個人の中で勝手に捏造・構築することを意味しない．それは危険

るようになって，社会のイノベーションを受け入れ，本気で変わらなければい

な解釈である．「それぞれのドラッカー」とは自由の思想家として自由に彼を

けないと考え始めている．

捉える知的営為である．自由とはドラッカーにあって責任と同義である．それ

変化の理由は日本国内の問題だけではなく，EU・アメリカの停滞，アジア

ぞれの専門性や知見から責任とともに選びとったドラッカー解釈，それが「そ

の台頭が世界の力関係に大きな影響を与え，新しい秩序が必要となったこと，

れぞれのドラッカー」の真意であろう．この研究年報がその方向を推進するも

そしてグローバル化の進展によって生じた格差社会は，世界中で成功者と多数

のとして進化しつつあるのをうれしく思う．

の貧困層を生み出し，社会を不安定にしていることにもある．このような社会

「文明とマネジメント」という壮大さとささやかさをともに冠する本誌は，小な

の中でドラッカー学会にできることの一つは，学問と実践的な組織経営を統合

りといえども世界的に持つ意味は小さくない．今次の日本のみならず世界の知的

し，より有効で社会に貢献できる経営学を構築することである．ドラッカーは

潮流の変化を考えるならば，想像以上の大命を帯びるものと思う．そこにドラッ

社会生態学者としての研究と，コンサルタントの仕事もこなす実践的な研究者

カーの残した種子が最も純度の高い形で結晶し，継承されるのを感じる．

で，社会の変化を鋭く分析し，
その変化が誰よりもよく見えていた．ドラッカー

奇しくも 2011 年から明治大学文明とマネジメント研究所との協働のなかで，

学会の会員には実践的な活動を行っている方が多く，日常の業務の中で激変す

会の事務局の設置をはじめ，学術連携活動など多様な知的活動が立ち上げられ

る現代社会の状況を最もよく知っている．こうした会員の方々の力と頭脳を結

ている．それはドラッカーの実践と研究の世界的ハブとなる可能性を秘めてい

集した時に，
いまこの社会で何が起こっているのかよく見えてくるはずである．

るし，現にそのような方向性に自己展開しつつある．
会員のみなさま及び関係各位の深甚なる努力に深い敬意を表するとともに，
さらなるご指導を期する次第である．

ドラッカーの著作が今までこれほどたくさん読まれたのは，社会科学という
わかりにくい分野の理論を，明解な言葉で誰にでも理解できるように教えてく
れたからである．もしいま，ドラッカーが生きていたなら混沌としたこの日本

4

巻頭

にどのようなアドバイスをしてくれたのだろうかという期待が，ドラッカー・
ブームを巻き起こした．ドラッカーは社会を俯瞰し，すでに起こった未来を考
えることで，この社会で何が起こっているのか，どのような事が起こるのか，
伝えてくれた．私たちは，ドラッカーの視点に立ち，ドラッカー的考察方法を

5

文明とマネジメント研究所との
協働に寄せて

Collaborating with Civilization and Management Institute

継承し，これから始まる社会の大きな変化を受けとめ，私たちは何を行えばよ

阪井和男

いのか考えなければならない．

Kazuo Sakai

各地で行われているドラッカー学会会員が中心になって開催される研究会や

（本会理事，明治大学法学部・明治大学文明とマネジメント研究所所長）

読書会で，いま起こっている社会の変化という事象と向き合い，日々変化する
社会・経済活動の現状，自分の働く職場での変化などが報告されている．本誌

明治大学文明とマネジメント研究所は，明治大学国際総合研究所における特

に掲載された，これらの成果を集めた貴重な情報の宝庫である報告や論文を社

定課題研究ユニットとして 2011 年 6 月 1 日に設立されました．日本におけるド

会のために生かすこと，
それこそ私たちが果たすべき大きな役割なのであろう．

ラッカー研究を中心とする本格的な研究グループとして，人・思想・学問の観
点からの総合的な研究・実践を企図した学術機関となるべく活動をはじめてい
ます．
「文明とマネジメント」という名称は，マネジメントが文明を拓くという未
来志向の言葉であり，強いメッセージ性が込められています．この名称は，
2007 年に創刊したドラッカー学会年報で，本格的なドラッカー研究誌である
『文明とマネジメント』
，すなわち本誌に由来します．このことからおわかりの
ように，本研究所は，2005 年 11 月 19 日に設立されたドラッカー学会との緊密
な連携のもとに設立されたものです．この日はくしくも，クレアモントの自宅
においてドラッカー博士が逝去された 8 日後のことであり，96 歳の誕生日にな
るはずだった日のことを思うと，ドラッカーとドラッカー学会との深い縁を感
じずにはいられません．
マネジメントの発明者として名高いドラッカーは，自分のことを社会生態学
者と名乗っていました．そして，社会生態学としてのドラッカーは，社会に寄
り添って社会の実相を見極めながら，来るべき知識社会のビジョンを明らかに
してきたといえるでしょう．
初期の著作である『経済人の終わり』
（1939 年）から，
『現代の経営』
（1954 年）
，
『断絶の時代』
（1969 年），『マネジメント』
（1973 年）を経て，最晩年の『ネクス
ト・ソサエティ』
（2001 年）にいたるまで，ドラッカーが一貫して主張している
ことがあります．それは，「いかなる組織であれ権力には正統性が伴わなけれ
ばならない」ということ，そして「継続を志向するには日々の変革が不可避で
ある」ことなどです．
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本研究所のミッションは，これらのドラッカーのマネジメント及びその思想
にもとづいて，研究の深化・継続・発展に寄与するとともに，国内外の学術研
究・教育機関，産業界，ソーシャルセクターなどと連携して各界のマネジメン
ト人材を育成し，知識社会の基盤となる新たな教育研究システムの構築を図る
ことです．
この実現に向けて，明治大学文明とマネジメント研究所とドラッカー学会が
互いの人材・知財を持ち寄り，広く国内外の学術研究機関や産業界，非営利組
織等のソーシャルセクターなどとも連携しながら，研究・教育・社会・世界の
各方面において，次の 4 つの活動（1）
「研究」
（ドラッカー思想研究の深化と研
究人材の育成）
，（2）
「教育」
（社会と連携する次世代型教育プログラムの開発）
，
（3）
「社会」
（非営利組織および社会起業家へのマネジメント支援）
，
（4）
「世界」
（世界の日本研究者に対する支援と人材育成）を推し進めています．
本研究所の活動は，社会にたいして常にオープンなものであり，ドラッカー
的な知の実践を同時多発的かつ複合的に展開していこうとするものです．今後
の活動において，みなさまのご理解とともに，ご指導・ご協力をお願い申し上
げます．
［参考・引用 URL］
明治大学文明とマネジメント研究所 http://www.kisc.meiji.ac.jp/ ～ pfd/（2012 年 9 月 28 日アク
セス）

研究論文
Research Papers
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ドラッカーとバーナード―両者に通底するもの

ドラッカーとバーナード

9

ラッカー選書）に収録されているが，2006 年版邦訳（ドラッカー名著集）には，

―両者に通底するもの

要約的にのみ収録されている）
．

Drucker and Barnerd: The Common Ideas of Both

駆的業績，1911 年刊行の，フレデリック・W・テイラーの『科学的管理法』
，

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

坂本和一

Kazuichi Sakamoto

（本会学術顧問，立命館大名誉教授）

1914 年刊行の，メアリー・パーカー・フォレットの『組織的行動―動態的管
理』
，1916 年刊行の，アンリ・ファヨールの『産業ならびに一般の管理』，1938
年刊行の，チェスター・I・バーナードの『経営者の役割』，1945 刊行の，エル

Summary

トン・メイヨーの『産業文明の人間問題』を上げつつ，それらが企業のマネジ

Peter F. Drucker has not left so much a note of the theoretical relations with
predecessors of management researchers. A rare case is a brief comment on several
precedent management researchers in Introduction in 1986 edition of Practice of
Management, 1954. One of influential researchers whom Drucker showed high
estimation there was Chester I. Barnard, author of The Functions of the Executive,
1938. To be sure, Drucker and Barnard hold in common on the philosophy of
organization. My interest here is to certify a common view between Drucker and
Barnard on corporation or organization, profit, and morality of leadership.

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讃えた．それらの
中でもとくに，テイラー，フォレット，バーナードの業績を高く評価した．ち
なみにそれらの先駆的業績の一つに，1946 年刊行の，自身の『企業とは何か』
もあげた．
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，次のようにのべた．
「
（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
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

はじめに

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．」
（Drucker, 1954：1998 年版邦訳「はじめに」iv ページ）

マネジメントにおける顧客指向性やリーダーシップの人間性や道徳性など，
ドラッカーマネジメント学のエッセンスと独自性は今も輝きを失わず，むしろ
今日ますます輝きを増している．

こうして，バーナードとの関係も，その先駆的成果としての価値を認めつつ
も，それ以上立ち入った言及は残されていない．
しかし，ドラッカーとバーナードの関係について関心をもった論者がこれま

同時に，私は常々ドラッカーとマネジメント学の先人たちとの関係がどのよ

でいなかったわけではない．その一人は三戸公氏であろう．同氏は 1971 年に

うなものであったのかに関心を持ってきた．特に「近代組織論の開祖」といわ

刊行された『ドラッカー―自由・社会・管理』
（未来社）以来，一貫してドラッ

れてきたチェスター・I・バーナードとの関連が気になっていた．バーナード

カーとバーナードのつながりに言及してきた．最近では同氏著『管理とは何か

もまたリーダーシップの人間性や道徳性を強調したことで組織論の歴史に独特

―テイラー，フォレット，バーナード，ドラッカーを超えて』
（2002 年，未来社）

の地歩を占めているからである．

にそのことが示されている．

しかし，ドラッカー自身はこのようなマネジメント学の先人たちとの関係に
ついて多くのことを書き残していない．
この点でほとんど唯一参考になるのは，

また宮田矢八郎氏は『経営学 100 年の思想―マネジメントの本質を読む』
（2001 年，ダイヤモンド社）の中で，バーナードの「ドラッカーへの影響」に言

『現代の経営』
（1954 年）の 1986 年版に付された「はじめに」であろう．この文

及している．「ドラッカーが企業の目的を顧客の創造にありとし，利潤を事業

章は，簡潔な叙述の中に，ドラッカーが『現代の経営』を著した当時に自身の

における行動や意思決定の妥当性の尺度というとき，あるいは『マネジメント

研究の背景や，マネ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

の責任』に言及するとき，そこにはバーナードの影響が色濃く見られる」と述

自負を興味深く伝えている（この「はじめに」は，同上書，1998 年版邦訳（ド

べている．
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しかしこれらの論者も，両者のつながりを組織思想，経営思想の根底にまで
立ち入って検討しているわけではない．
本稿はこれらの先人の貴重な指摘を踏まえつつ，その根底にある両者の組織
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徹底した「顧客ニーズ基本の企業観」である．この企業観はドラッカーのマネ
ジメント学の根幹をなしており，実践的にもとくに企業が困難に直面した時，
必ずといっていいほど引き合いに出される企業活動の原点である．

思想，経営思想の共鳴要素とその背景を探ってみたい．
※	三戸氏は，バーナードと合わせて，ドラッカーとフォレットの繋がりを問題にしておられる．
ドラッカーと先人研究者との関係では，本稿でもフォレットとの関連を論ずることが必要で
あろうが，これは改めての機会とする．

「利潤」の定義
ドラッカーはこの企業の目的の定義に先立って，利益（利潤）の定義の大転
換を提案している．
「事業体とは何かと問われると，たいていの企業人は利益を得るための組織

1. ドラッカーの企業観，利潤観，リーダーシップ観

と答える．たいていの経済学者も同じように答える．その答えは間違いなだ
けではなく，的外れである．同じように，企業とその行動に関する一般に流

ドラッカーの企業観，利潤観，リーダーシップ観については，長きにわたり
すでに多くの論者がいろいろな局面でその特徴を確認してきた．ここで改めて
それを繰り返す必要もないと思いつつも，後の展開に必要なので，必要な限り
で同様のことを再確認する．
ドラッカーの企業観，利潤観，リーダーシップ観は周知のように，ドラッカー
をして「マネジメントの発明者」として名を成さしめた 1954 年の『現代の経営』
ではじめて体系的に示されたものであり，またここに集約されている．

布されたある経済理論，すなわち利益最大化の理論も完全に破綻している．」
（Drucker, 1954：邦訳・上，43 ページ）
「利潤動機やそこから派生する利益最大化の概念は，企業の機能，目的 , マネ
ジメントとは無関係である．いや，そのような概念は無関係であるよりも，さ
らに悪い．害を与えている．それは利益の本質に対する社会の誤解と，利益に
対する根強い反感の主たる原因となっている．
」
（同上，45 ページ）
それでは，利益（利潤）とは何か．ドラッカーは，利益には 3 つの役割があ
るとしている．

「企業とは何か」
ドラッカーは同上書，第 5 章「事業とは何か」で，
「企業とは何か」について
周知の定義を開陳している．
「企業とは何かを理解するには，企業の目的から考えなければならない．企
業の目的は，それぞれの企業の外にある．事実，企業は社会の機関であり，そ
の目的は社会にある．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）

「第一に，利益は事業活動の有効性と健全性を測定する．……
第二に，利益は陳腐化，更新，リスク，不確実性をカバーする．……
第三に，利益は，直接的には社内留保による自己金融の道を開き，間接的に
は事業に適した形での外部資金の導入誘因となることによって，事業のイノ
ベーションと拡大に必要な資金の調達を確実にする．
これらの 3 つの機能のいずれも，経済学者のいう利益の最大化とは何ら関係
がない．」
（同上，104 ページ）

「企業が何かを決定するのは顧客である．財やサービスへの支払いを行うこ

こうして，利益は企業の存続に関係する，利益は企業としての能力を維持す

とによって，経済的な資源を富に変え，ものを商品に変えるのは顧客だけであ

るための余剰である，というのがドラッカーの利潤の定義である．企業活動の

る．」
（同上，46 ページ）

目的動機は「利潤の最大化」であるとうのが経済学と経済界の常識である中で，

「企業の目的が顧客の創造であることから，企業には二つの基本的な機能が
存在する．すなわち，マーケティングとイノベーションである．この二つの機
能こそ起業家的機能である．
」
（同上，47 ページ）
ここに示されているのは，いうまでもなくドラッカー企業観の真髄である，

「利潤は将来への必要コスト」であるという認識は，利潤観念の大きな転換を
意味した．
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リーダーシップの道徳性
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表作である．

このような企業の目的を達成させ，企業存続のための資源である利潤を実

彼は組織を「協働システム」
，すなわち「二人以上の人びとの，意識的に調整

現していくことに責任をもつのが経営管理者の仕事であり，そのために発揮

された活動のシステム」として捉える（第 6 章）
．彼はこの「協働システム」と

する最も要の機能がリーダーシップである．リーダーシップとは，
「人の視線

しての組織の存続の条件，管理と意思決定のあり方を問う．

を高め，成果の基準を上げ，通常の制約を超えさせるものである」
（Drucker,
1954：邦訳・上，222 ページ）とドラッカーはいう．
「しかしリーダーシップは，創造できるものではない」
（同上，220 ページ）
という．したがって，
「マネジメントのなかにリーダーの資質をもつ者がいる

彼は，「組織は，
（1）相互に意思を伝達できる人々がおり，
（2）それらの人々
は行為を貢献しようとする意欲を持って，（3）共通の目的の達成をめざすとき
に，成立する．したがって，
組織の要素は，
（1）伝達（コミュニケーション）
，
（2）
貢献意欲，（3）共通目的である」
（Bernard, 1938：邦訳 ,85 ページ）という．

ならば，仕事のうちにおいて，それを見出し，認め，発現させなければならな
い」
（同上，222 ページ）という．
それではドラッカーが求める，リーダーの資質をもつ人材とはどのようなも
のか．彼がこの点について『現代の経営』の第 13 章「組織の文化」や第 29 章「明
日の経営管理者」などで繰り返し述べていることがある．そのエッセンスは次
のような点である．
「知識がなく，仕事も大したことがなく，判断力や能力が不足していても，

組織の存続の条件―「有効性」と「能率」の実現
バーナードの組織論の特徴は，まずこの組織の存続の条件の理解である．彼
は次のように述べる．
「協働の永続性は，協働の（a）有効性と（b）能率，という二つの条件に依存
する．有効性は社会的，非人格的な性格の協働目的の達成に関連する．能率は
個人的動機の満足に関連し，本質的に人格的なものである．有効性のテストは

害をもたらさないことはある．しかし真摯さに欠けるものは，いかに知識があ

共通目的の達成であり，したがってそれは測定される．能率のテストは協働す

り，才気があり，仕事ができようとも，組織を腐敗させる．企業にとって最も

るに足る個人的意思を引き出すことである．それゆえ協働の存続は，つぎのよ

価値ある資産たる人材を台無しにする．組織の文化を破壊する．業績を低下さ

うな相互に関連する二種の過程にかかっている．（a）環境との関連における協

せる．
」
（同上，219 ページ）

働体系全体に関する過程，（b）個人間に満足を創造したり分配したりすること

「士気の高い組織はトップの士気が高い組織である．組織の文化が腐るのは
トップが腐るからである．木は梢から枯れる．したがって，特にトップマネジ
メントへの昇進においては真摯さを重視すべきである．要するに，部下となる

に関する過程．
」
（Bernard, 1938：邦訳 , 62 ～ 63 ページ）
したがって，「管理者の諸職能はこれらの過程の有効な適応を確保するとい
う職能である」
（同上 ,63 ページ）と，彼は言う．

者すべての模範となりうる人格をもつ者だけを昇格させるべきである．」
（同上，
220 ページ）
ここには，リーダーシップを担う人材に求められる高い道徳性が問われてい
る．

「権威は受容されてはじめて成立する」
バーナードの組織論のもう一つの大きな特徴は，組織の第 3 の要素，伝達（コ
ミュニケーション）に関わる．伝達（コミュニケーション）の要諦は，伝達の
権威（オーソリティ）がいかにして有効に発揮，実現できるかということであ

2. バーナードの組織観，利潤観，リーダーシップ観

る．
この点でバーナードは，権威についてのそれまでの一般的理解を覆す考え

バーナードは，企業を含めて広く組織一般の構造と機能を問題とした．

方を示す．それは，「権威は受容されてはじめて成立する」という考えである．

バーナードの組織論は，1938 年に刊行された『経営者の役割』に集約されて

彼はこのことを以下のように述べている．

いる．同上書はバーナードを近代組織論の開拓者として名を成さしめた彼の代

「もし命令的な伝達がその受令者に受け入れられるならば，その人に対する
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伝達の権威が確認あるいは確定される．それは行為の基礎と認められる．かか
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リーダーシップの道徳性

る伝達の不服従は，彼に対する伝達の権威の否定である．それゆえこの定義で

バーナード組織理論の大きな特徴は，組織の存続におけるリーダーシップの

は，一つの命令が権威を持つかどうかの意思決定は受令者の側にあり，
『権威

役割を重視すると同時に，
その道徳性の高さを厳しく問うたということである．

者』すなわち発令者の側にあるのではない．
（Bernard, 1938：邦訳，171 ページ）
」

この点を問う彼の立場は次の言葉に凝縮されている．

「権威はやはり個人の受容ないし同意にもとづいているということである．
」
（同上，172 ページ）

「人間協働における最も一般的な戦略的要因は管理能力である．……組織の
存続は，それを支配している道徳性の高さに比例する．すなわち，予見，長期

さらに，そのような権威の受容が確立するための条件を以下のようにいう．

目的，高遠な理想こそ協働が持続する基礎なのである．かように，組織の存続

「個人に対する権威を確立するためには，どうしてもその個人の同意が必要

はリーダーシップの良否に依存し，その良否はそれの基礎にある道徳性の高さ

である．人はつぎの四条件が同時に満足されたときにはじめて伝達を権威ある

から生ずるのである．最も低級で最も非道徳的な組織においても，高度の責任

ものとして受容でき，また受容するであろう．すなわち，
（a）伝達を理解でき，

が存在するに違いないが，責任が関係する道徳性が低ければ，組織は短命であ

また理解すること，（b）意思決定に当たり，伝達が組織目的と矛盾しないと信

る．道徳性が低ければリーダーシップが永続せず，その影響力がすみやかに消

ずること，（c）意思決定に当たり，伝達が自己の個人的利害全体と両立しうる

滅し，これを継ぐものも出てこない．
」
（Bernard, 1938：邦訳，295 ページ）

と信ずること，
（d）その人は精神的にも肉体的にも伝達に従いうること，がこ
れである．
」
（同上，173 ページ）

こうして組織の管理を担うものの人格の高さ，道徳性を厳しく問う組織論の
展開は，バーナード理論の大きな特徴である．

それまで伝統的に，権威は組織上の上位者に当然備わったものであるという
「権威上位説」や，職務遂行上必要な権威として法によって保証されたもので

3. バーナードとドラッカーに通底するもの

あるという「権威法定説」などの考え方が通念であった．これに対して，バー
ナードの新しい考え方は「権威受容説」と呼ばれた．

以上，ドラッカーとバーナードの著書に即して，彼らの企業・組織観，利潤
観のエッセンスを抽出してみた．

「利潤」の定義
バーナードの『経営者の役割』は組織一般の理論であり，直接に企業組織の

ここから見えてきたことは，いずれの点でも両者の間に存在している興味深
い発想の親近性である．

あり方を論じたものではない．しかし組織における経済的誘因を論ずる際，
「利
潤」をどのように理解するか重要な課題となる．バーナードはこの「利潤」に

企業観・組織観について

ついて次のように述べている．

まず企業観・組織観についてみると，両者に「受容」という共通の発想があ

「実業家，経済学者，牧師，政治家，労働組合などがしつように目的と見誤っ

るということである．

ているが，利潤は目的ではない．利潤は，普通，所有者，投資家と呼ばれる貢

ドラッカーは「企業が何かを決定するのは顧客である」という．これはいう

献者層の動機をみたす誘いを供給するために必要であり，また，彼らの貢献は

までもなく，企業の行う事業（製品やサービスの提供）は顧客に「受容」されて

他の貢献者層に対する誘因を供給するのに必須である．利潤の可能性とそのあ

はじめて社会的に意味をもつのであり，
「受容」されなければ徒労に帰すると

る程度の実現は，ある〔組織〕経済では継続的に誘因が供給される条件として

いうことである．すなわち，企業の活動する市場社会では，供給者としての企

必要である．しかしいかなる組織の客観的目的も利潤ではなく，サービスであ

業自身の意図ではなく，その提供を受ける顧客がそれを受け入れてはじめて企

る．産業人のうちでは，
このことはフォード氏および若干の公益事業会社によっ

業活動の存在意義を決定することになる．ドラッカーはこのことを繰り返し強

て最も強調されてきた．
」
（Bernard, 1938：邦訳，161 ページ）

調した．その意味で彼の企業論は，いわば「顧客ニーズ基本の企業論」といえ
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るものである．
他方，先立つバーナードは組織存続の条件である伝達（コミュニケーション）
について，「権威は受容されてはじめて成立する」という．これは，
「権威受容
説」ともいわれるバーナード独特の権威理論である．
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バーナードがとのような親近性をもっていたかをみてみる．
結論的にいえば，両者は，利潤を「目的ではなく，結果である」と理解する
点で共通している．
周知のように経済学の世界では，理論体系は企業が「利潤の最大化」を目的

ドラッカーが念頭におく企業活動における「事業」と，バーナードが対象と

動機とすることを前提として構築されている．そのこともあり，現実の経済界

する組織における「権威」とは組織活動における異なる局面であり，同一次元

でも企業は「利潤の最大化」を追求するものとして理解することが通念とされ

では論じられないところがある．しかし，それらはいずれもその受け手との関

てきた．そのことは，いまも基本的には変わっていないと思われる．

係が問題になる点では，同じ次元の社会関係に置かれている．

しかし，1930 年代，50 年代の早い時期から，組織論，マネジメント学の二

問題をそのように整理してみると，ドラッカーとバーナードとの間にある発

大改革者がこぞって，企業の目的動機を「利潤の最大化」とすることに赤カー

想の共通性を理解することができる．キーワードは，
「受容」である．すなわち，

ドを上げ，むしろ利潤を「将来への必要コスト」とした．両者に共通するのは，

「事業」も「権威」も受け手が受け入れなければ有効性を持ち得ないという認識
である．
これは一見当たり前のことをいっているように聞こえるかもしれない．しか

企業は「利潤の最大化」を目的動機とするという通念に対して，まず事業組織
体としての企業は永続性が最大の目的であり，利潤はそのための必要コスト，
「将来コスト」と理解したことである．

し，
「事業」についても「権威」についても，これとは対称的な常識的理解が存

先に掲げた両者からの引用が示すように，この点では両者に見事な認識の一

在する．「事業」は直接の実施主体としての企業の責任で実施されるもの，
「権

致が確認される．
時代的にはバーナードが先行したことを念頭におけば，
ドラッ

威」は組織上上位の立場のものに本来的に付与された力能として発揮されるも

カーはバーナードの利潤理解を引き継ぎ，それを彼の「顧客ニーズ基本の企業

のという理解である．

論」とマネジメント学構築の骨格に位置づけたと読み取ることができる．

これに対して，ドラッカーの「顧客ニーズ基本の企業論」，バーナードの「権
威受容説」は，特異な組織理解である．
バーナードが『経営者の役割』で「権威受容説」を打ち出したのが 1938 年，

リーダーシップの道徳性について
ドラッカーとバーナードのリーダーシップについての理解は，上に引用で示

ドラッカーが『現代の経営』で「顧客ニーズ基本の企業論」を打ち出したのが

したエッセンスからわかるように，きわめて親近性の高いものとなっている．

1954 年であるが，それまではこれと対称的な組織論と企業論，いわば「権威

両者に共通しているのは，表現はそれぞれ異なるが，管理能力とリーダーシッ

上位説」ないし「権威法定説」と「供給者基本の企業論」とが当然のものとされ

プにおける「道徳性」の決定的な重要性である．

ていた．したがって，
『経営者の役割』と『現代の経営』はそれまでの組織と企

ドラッカーが「つまるところ，いかなる一般的教養を有し，マネジメント

業に関する通念を大きく逆転させるものとなった．バーナードは「近代組織論

についていかなる専門的教育を受けていようとも，経営管理者にとって決定

の開祖」
，ドラッカーは「マネジメントの発明者」とされるようになったが，両

的に重要なものは，教育やスキルではない．それは真摯さである」
（Drucker,

者はそれらの理論のエッセンスにおいて，
「権威」と「事業」の受け手の「受容」

1954：邦訳・上，262 ページ）と，経営管理能力における「真摯さ」の大切さ

を発想の基本に置いたという点で見事な共通性を持っていたということができ

を説いたことは有名であるが，それと同趣旨の経営管理能力についての理解を

る．

時期的にはそれに先立って提起したのがバーナードであった．
バーナードは，上記の引用の中身をさらに次のような別の言葉で表現してい

利潤観について
さらに組織活動，企業活動にともなう「利潤」の理解についてドラッカーと

る．
「管理機能に伴う道徳的な複雑性は，それに対応した能力を持つものだけが
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これに耐えることができる．……地位の高低を区別する重要な点は，地位が高
くなればなるほどそれに含まれる道徳性がますます複雑になり，責任を果たす
ため，すなわちその職位に内在する道徳的な対立を解決するために，ますます
高い能力が要求されるということである．
」
（Bernard, 1938：邦訳 , 288 ～ 289
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惇生・野中郁次郎（対談）
，2006 を参照）
．
※冒頭で紹介したように，ドラッカーはバーナードを含めて先人からの理論的な継がりなどにつ
いて一切叙述を残していない．したがって，上記の論述も客観的に残された両者の著述を通
しての筆者の一つの解釈である．

ページ）
こうしてバーナードは，管理機能における「道徳性」の重要性をくどいほど
説いた．
周知のようにバーナードは，1927 年から約 20 年間，米国ベル電話システム
傘下のニュージャージー・ベル電話会社の社長を務め，またロックフェラー財
団理事長を務めた実業家であった．学者研究者や社会評論家ではない企業家，
実業家が自らの管理活動の実践についてこのような「道徳性」の重要性を説い
たことはきわめて異例のことであり，格別に貴重なことであった．
しかもこの時代は，1929 年大恐慌後の長引く経済不況の時期であり，さら
に 40 年代に入って第二次世界大戦に突入していく時代であった．20 世紀の歴
史のうちでも時代の大きな転換期とされるこの波乱の時代に，組織の存続を問
題にし，しかもその決定的な重要条件として管理能力の「道徳性」を問うたこ
とは，その思慮の深さを感じさせるものである．
同じこの時期に，ヨーロッパはナチズム，ファッシズムが吹き荒れる自由抑
圧の時代であった．この時代のさなかにドラッカーは「自由で機能する産業社
会」の到来を見通し，
「すでに起こった未来」の最初の書として『経済人の終わ
り』
（1939 年）と『産業人の未来』
（1942 年）の連作を世に問うた．
世代的には幾分違いがあったが，人間のあり方，人間協働についての深い洞
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Drucker, P. F., 1939 , The End of Economic Man: 上田惇生訳『経済人の終わり』ダイヤモンド社 ,
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2008 年
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2006 年
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三戸公，1971，『ドラッカー―自由・社会・管理』未来社

察力をもったこの時代の二つの才能は，組織の管理について同じ知見に到達し

三戸公，2002，『管理とは何か―テイラー，フォレット，バーナード，ドラッカーを超えて』
未来社

ていたのである．

宮田矢八郎，2001，『経営学 100 年の思想』ダイヤモンド社

時代はめぐって 21 世紀の今日，社会のすべての局面でグローバル化が進む

野中郁次郎，紺野登，2007，『美徳の経営』NTT 出版

大きく転換した．そして社会の仕組みは新しい困難に直面している．この中で

Ikujirou Nonaka/ Hirotaka Takeuchi, 2011, The Wise Leader, Harvard Business Review, May 2011：
野中郁次郎，竹内弘高「賢慮のリーダー」
『DIAMOND』ハーバード・ビジネス・レヴュー』
2011 年 11 月号

改めて企業や社会の管理能力やリーダーシップについて，新しい時代の「道徳

坂本和一，2011，『ドラッカーの警鐘を超えて』東信堂

ような状況の中で，企業をめぐる環境も，さらに人間関係のあり方，考え方も

性」が問われてきているように思われる．近年，野中郁次郎氏はじめ何人かの
論者が提起しておられる「美徳の経営」
「実践知としての賢慮（フロネシス）」
「賢
慮型リーダーシップ」というコンセプトは，
この点から大いに注目に値する（野
中郁次郎，紺野登，2007, Ikujirou Nonaka/ Hirotaka Takeuchi, 2011 ,

上田

上田惇生 , 2006 ,『ドラッカー入門』ダイヤモンド社
上田惇生・野中郁次郎（対談），2006，「誰が企業の未来を創造するのか」
『致知』2006 年 12 月
号
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【略歴】 本会学術顧問，前立命館アジア太平洋大学学長，立命館大学名誉教授 . 京都大学
大学院修了（経済学博士）．著書に『技術革新と企業構造』ミネルヴァ書房，『ド
ラッカー再発見』法律文化社，『ドラッカーの警鐘を超えて』
（東信堂）等．
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イノベーションの7つの機会の利用に
ついて―缶コーヒーを事例として
On Making Use of the Seven Sources for Innovation
Opportunities: Canned Coffee Case Study

岸本秀一

Shuichi Kishimoto

（金沢星稜大学）

Summary
Peter Drucker suggested Seven Sources for Innovation Opportunities. The purpose
of this paper is to investigate how Seven Sources are used in successful innovations.
This time, I focused Canned Coffee which is a Japanese unique product and has
formed a big market in Japan.

はじめに
ドラッカーのイノベーションについては多くの研究がされてきている．例え
ば，坂本は『イノベーションと企業家精神』において，ドラッカーのイノベー
ションの発明という点に触れてその歴史的意義を述べている ．また，三浦は
（1）

ドラッカーにおけるマーケティングとイノベーションの関係について述べ，そ
の連結や『イノベーションと企業家精神』の 19 章に触れて顧客価値論という新
しい視点を示唆している ．
（2）

私もドラッカーの言うイノベーションに長年興味をもち，イノベーションと
用途開発について等

様々な側面から検討を行ってきた．今回は更にイノベー

（3）

ションの 7 つの機会について検討を加えたい．
ドラッカーのイノベーションの 7 つの機会とは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
（デモ
グラフィックス）
，⑥ Changes in perception
（知覚の変化）
，⑦ New knowledge
（新しい知識）である ．そしてドラッカーはこの 7 つの機会それぞれを丁寧に
（4）

解説し事例を対応させ解説している．たとえば「予期せぬこと」の事例として
IBM のコンピューターの話が紹介されている．コンピューターは当初，科学
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計算用であったが，企業が給与の計算などに使い始めた．予想外の使用であり

23

ションの 7 つの機会について検討を加えることにする．

ながらも IBM は対応して成功をおさめた．また産業構造の変化として自動車
産業の例が取り上げられている．20 世紀はじめに，アメリカで自動車のユー

1. 缶コーヒーの市場形成

ザーが一部の富裕層から大衆化するという変化をとらえ T 型フォードが成功

1 . 1 缶コーヒーの市場

をおさめた．更に 1960 年代頃から自国市場中心の戦略からグローバル戦略に

われわれが缶コーヒーと一般に呼んでいるものにはコーヒー含有量と乳固形

切り替えた各国の自動車メーカーの成功が例示されている ．
（5）

このようにドラッカーは丁寧に 7 つの機会それぞれに具体的な例示をしてく

脂肪分の含量によりコーヒー，コーヒー飲料，コーヒー入り清涼飲料，コーヒー
入り乳飲料に分けられており，それらを併せて「コーヒー飲料等」と呼ぶ．

れているが，私の問題意識は結実したイノベーションでは，実際どのようにこ

2011 年（平成 23 年）の我が国における清涼飲料水の全生産量のうち，ウー

の 7 つの機会が利用されているかという点であり，その事例を通じてイノベー

ロン茶，麦茶，ブレンド茶などを含む茶飲料は 27.6%，コーラ飲料が含まれる

ション 7 つの機会の意味を考えてみたいということにある．そこで本稿では一

炭酸飲料 18 . 7％に次いでコーヒー飲料等はそれに次いで 15 . 2 % を占め，出荷

つの成功したイノベーションを事例として取り上げて検証していく．

価格は 8474 億 4200 万円に及ぶ大きな市場を形成している．コーヒー飲料等は

ここで取り上げたのは缶コーヒーで，その誕生から市場形成後 1990 年頃ま

一般に呼ばれる缶コーヒーの名が示すとおり容器として缶が使用されている．

での事例である．ここでは企業の一つの製品・サービスとしてではなく，カテ

清涼飲料水全体で使われる容器のうち PET は 63 . 4％に及び缶は 21 . 2％にしか

ゴリーあるいは市場という観点でイノベーションを捉えている．

すぎないが，コーヒー飲料等では 70.7% に未だに缶が使われている ．
（7）

缶コーヒーを取り上げた理由は次のとおりである．ドラッカーは日本に対し
てかなり高い評価をしている．
『イノベーションと企業家精神』のなかでも社

1 . 2 コーヒーの文化とコーヒー牛乳

会的イノベーションの成功例として日本の明治維新，各国との戦争での勝利，

日本にコーヒーが伝わったのは，
江戸時代初頭の長崎出島であり，
一般の人々

経済大国としての輸出大国になったことを称賛している．その一方で技術は模

に認識されるようになるのは明治時代になってからである．欧米諸国から外国

倣し輸入し応用する決断を下して成功したとしている．日本に好意的なドラッ

人が来日し，
日本人も海外への視察や留学などで洋風の食事を経験し，
コーヒー

カーでさえこのような見方である ．

を味わう機会が増えコーヒーも輸入されるようになってきた．
しかし，
コーヒー

（6）

しかし外国の模倣でなく日本独自に技術の種から培い成功したイノベーショ
ンもあり，その一部は市場規模的にも無視できないほどの大きさに成長してい

は一部の上流階級の飲み物であった．
大正時代に入り，コーヒーショップ，カフェによりコーヒーは人気を得て，

るものや世界へ発信され世界に定着しているものもある．例えば，新幹線シス

昭和になってその需要を伸ばしていくが，第二次世界大戦により輸入禁止とな

テム，青色発光ダイオード，コンビニエンスシステム，乾電池などの例を挙げ

り，戦後，輸入が再開した．

ることができるであろう．缶コーヒーはそのような日本独自のイノベーション
の一つである．

昭和に入ってコーヒーを飲むという習慣は定着していったが，コーヒーは
コーヒー店や喫茶店で飲むということが普通であり，家庭でコーヒーを入れて

缶コーヒーはわれわれの生活の中には既に定着し当たり前の製品となってい

楽しむということはもっと後であった．西欧諸国では次々とコーヒーハウスが

るが，冷たいコーヒーを飲むという習慣自体も大手のコーヒーショップがグ

開店していた頃，日本は江戸時代の鎖国政策をとっていたのでその普及は遅れ

ローバル化するまでは海外では珍しく，加えて缶入のコーヒーを飲むことが日

ていた ．

常に定着している国は珍しい．

（8）

缶コーヒーに先立つ飲料は，コーヒー牛乳である．1920 年（大正 9 年）神奈

本稿ではまず缶コーヒーの市場形のプロセスの事例を検討し，その中でド

川県の守山商会で瓶入りの珈琲牛乳を開発販売した．酪農を営み乳製品を製造

ラッカーの 7 つの機会がいかに利用されているかをみていき，その後イノベー

していた創業者が納品にいった商店でコーヒーと出会う．飲んでみてその苦さ
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に驚きコーヒー豆を持ち帰り，コーヒーとミルクを 2 分の 1 の割合で更に砂糖
を混ぜときにおいしさが増すことを発見した．
牛乳は殺菌なしでは 1 日で腐ってしまうため，煮沸消毒しコーヒー牛乳を完
成させた．当時はコーヒーだけでなく牛乳も一般に飲む習慣がなく病人が飲む
ような栄養食のイメージであったが，東海道線の駅で駅弁と一緒に売ることに
成功し，日本中の駅で販売されるようになった ．
（9）

25

色に変色を起こす．
この問題には時間を要したが，缶の内部を特殊なコーティングをすることで
化学反応を抑え解決した．
これらの技術的な問題をクリアして，
世界初の缶コー
ヒーとして発売する．
飛躍的な売上げにつながると社内のだれもが確信していたが，現実は厳しく
売れなかった．そればかりか「缶コーヒーは邪道だ」と酷評された．この缶コー
ヒーが売れ出すのはもう少し先のこととなる

．

（10）

1 . 3 缶コーヒー黎明期
缶コーヒーのはじまりは UCC 上島珈琲が 1969 年（昭和 44 年）に発売した
「缶入ミルクコーヒー」に遡らなければならない．この製品の開発契機は，創

1 . 4 万国博覧会の開催
そのような状況の中で 1970 年（昭和 45 年）に日本万国博覧会が開催される．

業者上島が旅先で瓶入りのミルクコーヒーを飲んでいたことに始まる．列車の

アジアで初めて開催された国際博覧会である．77 カ国の参加のもと 183 日間の

発車時刻が来て，すべて飲みきらないうちにその瓶を返却して慌てて列車に

うちに 6400 万人を超え，1 日の平均入場者は 35 万人を超える入場者が来場し

駆け込んだ．倹約家として知られていた上島は飲み残したことが頭から離れず

た．

ミルクコーヒーについて考えるようになっていた．そこで思いついたのが，場

当初，このイベントについて，UCC 社内でも 10 万人ぐらいの見本市との認

所の制約を受けることなくどこにでも持ち運びができる缶に入ったミルクコー

識しかなかった．しかし海外で万国博覧会を経験したことのある経営幹部から

ヒーである．

の助言で見本市の 100 倍ぐらいの人間が集まるという認識に改めた．

しかしミルクコーヒーを実際に缶に詰め込んでみると様々な課題があること

この世紀の大イベントを UCC は機会と捉え，社内の様々な部門より精鋭を

がわかった．最も根本的な問題はミルクとコーヒーが分離することであった．

集めて「万博出展準備室」というプロジェクトチームを設置して臨んだ．プロ

ミルク入りコーヒーはコーヒーを抽出した液とミルクを混合した液体である．

ジェクトではこのイベントに 2000 万人の入場者があると予測し準備を進めた．

普通に飲用するときにコーヒー液とミルクをかき混ぜて直ぐに飲む場合は何の

まずこの大きなマーケットに缶コーヒーを迅速に搬送するシステムを整備し

問題もないが，製品として長期間放っておくと，水と油のようにコーヒー液の

た．万博は大阪北部が会場であったが，UCC はその近隣に工場を稼働させて

部分とミルクの部分の二層に分離してしまう．この問題には乳飲料の技術を駆

いた．万博開幕の数カ月前から，
工場横に支店を開設した．また 2 トンのトラッ

使して解決した．

クを 5 台購入するなど，セントラルキッチン方式で冷やした缶コーヒーを夜間

次は殺菌による香りの変化の問題である．飲料を含む缶入の食品は，安全性
を確保するために高温・高圧で殺菌することが義務づけられている．しかし高

に搬送できる態勢を整えた．
会場内の各パビリオンや飲食店へのセールス活動にも早くから取り組んだ．

温・高圧で殺菌することにより，コーヒー本来の楽しむべき味や香りがとんで

元々の主力製品であるコーヒーだけでなく缶コーヒーも一緒に売り込んだ．た

しまいその良さがなくなってしまう．コーヒーのエキスの濃度やあるいはミル

だし，UCC はコーヒーや缶コーヒーという製品だけ売り込んだのではない．

クの量を何度となく変えながら試飲を続けた．そしてミルク・砂糖とコーヒー

それまで培った UCC の喫茶店経営のノウハウ，外国のパビリオンのなかに設

の最適な比率を得て解決した．

けるコーヒーショップの機械や働くスタッフまでも準備し提案した．
その結果，

更に缶の問題もあった．当時の缶はアルミニウム缶ではなく，スチール缶で

日本のパビリオン・飲食店の 80％，海外パビリオンの 100％を取引先にした．

あった．スチール缶は鉄を材質としている．一方コーヒーにはその苦み・渋み

開幕後パビリオンだけでなく，どの飲食店も長蛇の列ができた．開催期間中

のもととなるタンニンという成分が含まれており，タンニンは鉄と反応して黒

の夏の万博会場では，並ばなくても飲める冷えた缶コーヒーは人気を獲得し，
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缶コーヒーの知名度は一気に広がった

．

27

そして自動販売機を普及させたのは，1967 年の新 100 円・50 円硬貨の発行

（11）

である．流通通貨としての 100 円硬貨は既に 1957 年に発行されていた．しか
1 . 5 コーラ飲料の定着とモータリゼーション

し材料となる銀の供給量が国際的に不足しており大量製造が困難であるなどの

日本経済が飛躍的に成長を遂げた高度成長時代に人々の所得は増え，休日は

理由から，100 円通貨のコイン化は 3 割以下に留まっていた．この新硬貨はア
メリカの硬貨にならい白銅貨に切り替えられた

労働の休息からそれ自体を楽しむということに変化していく．

．100 円・50 円の改鋳で 100

（14）

缶コーヒー定着の素地をつくったのは高度成長時代におけるコーラ飲料と
モータリゼーションの浸透に深い関わりがある．

円以下の全硬貨が実現したことになり，急速に自動販売機が普及していく．こ
の頃を機に瓶の自動販売機に代わり缶用の自動販売機が開発販売されていき清

コーラ飲料はアメリカ市場から持ち込まれた製品である．日本では既に明治

涼飲料水は更に売上げを伸ばす．

時代からラムネやサイダーで清涼飲料水の市場が形成されていた．しかし清涼

更に缶コーヒーにとって大きな出来事が起こる．自動販売機は冷たい飲み物

飲料水の市場を急速に伸ばしたのが，
コーラ飲料の販売開始である．1961 年（昭

を販売するものであった．しかし 1971 年にポッカが保冷と保温を切り替える

和 36 年）に原液輸入完全自由化となり，販売箇所，宣伝活動の制限が撤廃され

ことが可能な自販機メーカーであるホット・コールド型切替式自動販売機を開

コカ・コーラ，ペプシコーラはフランチャイズ方式で全国にボトラー展開を進

発する．そして 1976 年には併用が可能なホット・コールド併売式自動販売機

めコーラ飲料の販売は伸長しつづけた．炭酸飲料の生産量が 100 万 kl を超えた

が開発された．

1968 年にはコーラ飲料生産量はその約半分近くを占めるまでに至っている

．

（12）

清涼飲料水業界にとって夏季には需要が伸び，秋から冬にかけての寒冷期の

一方，わが国においてモータリゼーションが急速に進展したのは，第二次世

需要が減る傾向は現在でさえも同じである．しかしそれまでなかった保温機能

界大戦後の荒廃から立ち直り，高度経済成長時代とよばれる 1960 年代であっ

を自動販売機に持たせることにより，加温してもおいしく飲める缶コーヒーは

た．

他にはない非常に魅力的な製品となっていった．

1961 年の池田内閣において策定された所得倍増計画は 10 年間で国民総生産

1969 年（昭和 44 年）に UCC が発売を始めた後，1975 年では 12 万 7500kl だっ

を倍増させる計画であった．その計画により国民の所得が増える中，家電製品

た缶コーヒー類の生産量は，1976 年に保温機能の自販機が導入されて市場が

のテレビ・洗濯機・冷蔵庫は三種の神器と呼ばれ，急速に家庭に普及していき，

拡大し，清涼飲料総生産量は 1000 万 kl の大台を突破した．そして 1990 年（平

自家用車も国民の生活に浸透していった．1960 年には 229 万 8000 台だった保

成 2 年）には 2270 万 kl を生産し，わずか 15 年間で生産量は急速に拡大した

有台数は 1970 年には 1816 万 4000 台（1 世帯当たり 0 . 7 台）に達した

．

（13）

この高度成長時代におけるコーラ飲料とモータリゼーションの浸透により，
戸外での清涼飲料水の飲用習慣ができあがり，この習慣が缶コーヒーの定着に
も大きく影響を及ぼしている．

．

（15）

缶コーヒーの市場は様々な機会を経て大きな市場へと成長してきた．日本に
はコーヒーが海外から入ってきており，瓶入りではあるがミルクと砂糖を合わ
せた飲み物コーヒー牛乳という飲み物が既に定着しはじめていた．
そして缶入りコーヒーを志すアントレプレナーが出現し，技術的な問題を解
決して製品を完成させた．時代は高度成長を迎え，モータリゼーションが進行

1 . 6 自動販売機の普及

しアメリカからもたらされたコーラ飲料により屋外で手軽に飲料を口にする習

缶コーヒーの定着について切り離せない存在は自動販売機である．日本にお

慣が出来上がっていた．そして，万国博覧会という世界規模のイベントを利用

ける清涼飲料水についての自動販売機はコカ・コーラの日本への本格的な進出

し知名度をあげた．更に硬貨が新しく鋳造されることにより普及していった自

に関連する．1962 年（昭和 37 年）に日本コカ・コーラ社が導入したボトル（ビ

動販売機により成長する．その後，
自動販売機の改良により，
季節を問わず人々

ン）で全国に 880 万台が設置された．更に 1964 年にコカ・コーラにより缶入清

に受け入れられるものへと変化していった．

涼飲料水用の自動販売機が導入される．
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1 . 7 イノベーションの 7 つの機会との関係

している．普及しなければそれは単なるアイデア等にしかすぎず，普及してこ

先述した缶コーヒーの事例をイノベーション 7 つの機会を通して整理してみ

そイノベーションとして成立する．

る．缶コーヒーの浮上の契機となって捉えた大きな万博博覧会は①予期せぬこ
とと関わっている．
缶コーヒーを完成させる課題として存在していた混合方法，

2 . 2 イノベーションの普及とその要因

殺菌方法，缶の腐食予防の解決は③プロセスニーズに関わる．また自動販売機

イノベーションが成立するということはイノベーションが普及していくとい

の保温対応も同じようにこのプロセスニーズに対応したものと考えることがで
きる．

うことに関連する．そこでイノベーションの普及について考えてみる．
ロジャーズは，「イノベーションの普及とはあるイノベーションが，ある社

清涼飲料水が対面販売でなく自動販売機で売るようになったということは④

会システムの構成員の間で何らかのチャネルを通じて経時的に伝達されていく

産業と市場の構造に関わっている．また高度成長時代のモータリゼーションの

過程を意味する」 としている．このイノベーションの普及には 2 つの側面が

浸透は広く捉えれば，所得の増加による自動車が大衆化するという意味におい

あり，購入する個人や組織が増え続けるかという側面と，イノベーションを提

て⑤デモグラフィックスと関わり，また⑥飲料の習慣の変化は人々の知覚の変

供する主体が増えるという側面がある．

化と捉えることができる．

（18）

ここでは前者の購入する側の側面を中心に考えてみる．その普及の要因を考

ドラッカーは 7 つの機会は区別がはっきりしているわけではなく，相互に重
複していることを述べているが

，ここでみてきた事例では 7 つの機会のうち

（16）

えれば，
「イノベーションそのものの特性」
「受け入れる社会システムの特性」
の 2 つがある

．

（19）

1）イノベーションそのものの特性

の 1 つだけでなく，いくつかが利用されている．

製品・サービス自体の特性としては，便益と互換性，補完性が重要となる．

2. イノヘーションの 7 つの機会とイノベーションの普及

新しい製品・サービスは提供を受け入れる側の便益が大きいほど普及する．便
益の大きさは客観的なものではなく判断する主体の主観で決定され客観的なも

ここで改めてドラッカーのイノベーションの 7 つの機会について考えてみた

のではない．

い．まずその前提となるシュムペーターの理論とそれに関連するイノベーショ

更に補完性に着目してみればその製品・サービスでなく他分野の製品・サー

ンの普及について考えていき，その後イノベーションの 7 つの機会について再

ビスが提供されてある種の製品・サービスがほかのシステムと結びつき，補わ

考していく．

れてはじめて価値を生む場合もある．
2）受け入れる社会システムの特性

2 . 1 シュムペーターのイノベーション

製品・サービス自体の特性と同時に，受け入れる社会システムの特性も重要

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な変化

である．同じイノベーションをより積極的に受け入れる社会と受け入れない社
会がある．社会の習慣や構造などが影響を及ぼす．

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

ロジャーズはこのことについて次のような事例を紹介している．ペルーのあ

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新し

る村で衛生管理のため飲み水を煮沸するキャンペーンが実施された．しかし，

い財貨の生産，②新しい生産方式の導入，③新しい販路の開拓，④新しい供給

このキャンペーンは低調におわった．200 家族の中で煮沸の習慣を受け入れた

源の獲得，⑤新しい組織の実現の 5 つを新結合としてあげている

のはわずか 11 家族であった．それは，村には病人だけが煮沸した水を用いる

．

（17）

シュムペーターが示した 5 つの場合はいずれも，イノベーションとは新しい
製品やサービスが市場に受け入れられ経済的成果を実現して成立したものを示

という伝統的習慣があったが，外部の人間がそのような習慣を理解せず，また
村の実力者の協力を得なかったためである

．

（20）
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様々な条件が整わなければ結実することが困難であり，リスクも高くリードタ
イムが長いことも問題になる．
このように考えれば自らに距離が近く関わりの強いものは，失敗リスクが低
く実現の信頼性と確立性が高いこということになり，7 つの機会の順序につい
てのドラッカーの示唆が改めて理解できる

．実際に検討してきた缶コーヒー

（21）

品の特性そのものとともに，それを受け入れる社会的システムの特性が大きな

の事例においても予期せぬ変化をはじめとする信頼性と確立性の高い機会が利

影響を与えている．

用されている．

ドラッカーのイノベーションの 7 つの機会は，シュムペーターの示すような
結実し普及したものを表すものではない．ドラッカーは企業家の特有の道具と

おわりに

してイノベーションを紹介し，イノベーションを起こしうる典型的な変化をみ
つける方法論としてわれわれに 7 つの機会を与えてくれている．そのような意
味においては先述したイノベーションの普及の要因は結実した結果からの考察

ここまでドラッカーの 7 つの機会を通して，実際の結実したイノベーション
をみてきた．

したものであり，ドラッカーの 7 つの機会は成功する前にそのキーポイントと

ドラッカーの 7 つの機会はイノベーションが成し遂げられるまでにそのうち

なる変化を教えてくれるものであるので，同じものではないが全く異質のもの

のいくつかが利用されていることが示唆された．今回検討した事例ではイノ

でもない．

ベーションの 7 つの機会のうち，信頼性と確立性の高いいくつかが利用されて
いた．また，ドラッカーの 7 つの機会の順序についての重要性を確認すること

2 . 3 イノベーション 7 つの機会の再考
ドラッカーはこの 7 つの機会の順序について意味があり，信頼性と確立性の
高い順序に，①予期せぬこと，②不調和，③プロセスニーズ，④産業と市場の
構造，⑤デモグラフィックス，⑥知覚の変化，⑦新しい知識，と記していると
しているが，これはどのような意味があるのであろうか．
最初に登場する予期せぬことは，日常の業務に携わる，あるいは自らのマネ
ジメントする組織の中で注意を最も気づきやすい変化であり，自らがマネジメ
ントしやすい変化である．そして自分や所属する組織を最内層として，不調和，

ができた．
今回取り上げたのは一つの事例にすぎないが，今後更に様々な結実したイノ
ベーションの事例を重ねて検討したいと考えている．
［注］
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うになさねばならないことは楽しいことではありえず，不愉快なものであると
自明のことようにとらえている．一方，遊びやゲームはその活動の楽しさ，つ
まりその活動をすること自体が報酬となり，それが動機となる自己目的的な活
動である．チクセントミハイ

は遊びの中で経験する「楽しい経験への没入」

（9）

森村正博

Masahiro Morimura

「全人的に行為に没入している時に感じる包括的感覚」を「フロー（Flow）
」と
呼び，それは遊びに典型的に現れるが仕事を含む日常生活の中でもフローを経
験すると述べている

．仕事においてもフローを経験すること，楽しい経験

（10）

Summary
Drucker teaches us that motivation for knowledge work has to be grounded
on satisfaction came from working like as volunteer and the satisfaction of
knowledge worker is considered as flow experiences in his working advocated by
Csikszentmihalyi. And Drucker’s management for knowledge worker leads him into
flow experiences.

を感ずることが動機付けとなると論じている．そして人はフローの状態にある
とき自分の持つ能力を最大限に発揮し，その状態に内発的な報酬（動機付け）
を感じるという

．

（11）

『論語』のよく知られたくだりである「これを知る者これを好む者にしかず，
これを好む者これを楽しむ者にしかず」 は，ただ物事を理解し知っているだ
（12）

けの人は好きで対処している人には及ばず，楽しんで物事に臨む人が最も優れ

はじめに

ていることを教えている．つまり，楽しんで物事に対応する知識労働者が最も
生産性が高いと示唆している．

ドラッカーは 1968 年に著した『断絶の時代』で知識の時代の到来と知識労働

ここではドラッカーが教える知識労働者に対するマネジメント及び知識労働

者の誕生を告げた．とりわけ，知識が技能の基盤となり，知識を基盤として技

者自身のマネジメントと仕事におけるフロー経験（楽しさ）について考察して

能を身につけ，道具を使いこなす知識労働者としての高度技能者，テクノロジ

みたい．

ストの誕生を述べている ．このテクノロジストは知識労働と肉体労働の両方
（1）

を行い知識労働者の中で最も多い．働く者のますます多くがテクノロジスト

1. 知識労働者のマネジメント

なっていく先進国では彼らの生産性が一層重要性を増し，今日最大の課題であ
り最も難しい課題であると論じた．その後，繰り返し知識労働者の生産性向上

ドラッカーは知識労働者のマネジメントとして，まず知識労働者自身が考え

が企業の競争力の源泉となることを説き『未来企業』
（1992）『ポスト資本主義

るべき問題として次の 6 つの課題を教えている ．①仕事の目的を考える ②働

社会』
（1993）『実践する経営者』
（2002） においては知識労働者の生産性向上

く者自身が生産性向上の責任を負い，
自らをマネジメントする．自律性を持つ．

をマネジメントの課題として教え，また『明日を支配するもの』
（1999）におい

③継続してイノベーションを行う．④自ら継続して学び，人に教える．⑤知識

ては知識労働者自身が考えねばならない課題として教えている ．そして彼ら

労働の生産性は量よりも質の問題であることを理解する．⑥知識労働者は，組

の動機づけに関して，知識労働者の動機づけは知識労働者から生まれなければ

織にとってのコストではなく資本財であることを理解する．知識労働者自身が

ならない．衛生要因 を取り除いても満足や動機付けにならず，仕事そのもの

組織のために働くことを欲するという 6 つである．
また，
経営者（マネジメント）

から満足を得られなければならない．そして動機づけに必要なものは成果であ

が考えるべき課題として次の 4 つを教えている．①知識労働者に責任を持たせ

り，自らの貢献を意識できなければならないと論じている

る．②知識労働者が自らの貢献を評価できるようにする．③知識労働者に本来

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

．

（7）
（8）

（5）

しかしながら，知識労働者といえども仕事は人生の重要な要素であることは

の仕事をさせる．④知識が高級な資源であることを認識し，配置こそが生産性

知っているがどちらかといえば仕事をしたくないと思いながらする．仕事のよ

向上の鍵である．また，彼ら自身の動機づけに関して，貢献の意欲を持たせる
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方法はわかっていないが，知識労働者の動機づけは知識労働者から生まれなけ

の分類を「友情とくつろぎ」
「危険と運」
「問題解決」
「競争」
「創造」といったカイ

ればならならず，仕事そのものから満足を得られなければならない．そして動

ヨワが構成した分類とある程度重なり合う 5 つの大きな集合に分類できること

機づけに必要なものは成果であり，自らの貢献を意識できなければならないと

を明らかにした

論じている

（18）

．

．

（7）
（8）

そしてドラッカーは知識労働者の生産性向上と自己実現は別の問題であるも

3. フローの特徴と条件

のの，知識労働者のマネジメントという 1 つの方法で同時に満たすことができ
ると述べている

．

フロー状態の特徴として，①その瞬間にしていることへの強い，焦点の絞ら

（13）

れた集中，②行為と意識の融合，③内省的自意識（つまり社会的行為者として

2. フロー

の意識）の喪失，④自分の行為を統御できているという感覚．つまり，次に何
が起ころうともそれへの対処方法がわかっているので，その状況に原則的に対

チクセントミハイは 1960 年代に創造の過程について研究しているときに，

応できるという感覚，⑤時間的経験のゆがみ（とくに時間が実際より早く過ぎ

絵画の制作が順調に進んでいるときには様々な不快感を無視して制作活動に没

るように感じること）
，⑥活動を行う経験自体が内発的な報酬となるので活動

頭するが，作品が完成するとその制作活動については急速に興味を失うことと

の最終的目標がしばしばその活動を行うことの単なる理由付けとなることがあ

いった事実から，それをすること事態が報酬となる自己目的的な活動の研究を

げられている．

始めた．そして人がその活動を行う主な理由はその活動の「楽しさ」にあるこ

また，フローが生じる条件として①現在の能力を伸長させる（現在の能力よ

とを指摘した．その後，
「楽しさ」それ自体を研究対象とし，バスケットボー

りも高すぎも低すぎもしない）と知覚された挑戦あるいは行為の機会であり，

ル，ロック・クライミング，ジャズ・ダンス，チェスやゲームといった遊びや

自分の能力に適合した水準で挑戦しているという感覚がもてる．②明瞭で手ご

芸術や科学を含む創造的活動を対象とした研究から，人はそれらの行為そのも

ろな目標，及び進行中の事柄についてのフィードバックを受け取ることである．

のの中から何らかの満足を引き出しており，その満足自体が報酬（内発的報酬）

一連の目標に取り組み，活動の進展についてのフィードバックを受け取り，

となり，それらの活動の追求へと動機付けられていると論じ，
「楽しい経験へ

そのフィードバックに基づいて挑戦への対応を調整することによって，ちょう

の没入」
「全人的に行為に没入している時に人が感ずる包括的感覚」を「フロー」

ど手ごろな条件の下で経験はある瞬間から次の瞬間へと切れ目なく広がりを見

と名づけた．優れてフローをもたらす経験として遊びがある．

せ，フローの状態へ入るとされる

ホイジンガ

は人間は遊ぶ存在であり，遊びが社会の制度，法律，知識，

（14）

芸術などあらゆる文化現象の起源であると論じた

．さらにカイヨワ

（15）

．このフローの状態に入れるかどうかは，

（19）

は遊

（16）

知覚された行為能力と知覚された行為の機会との均衡を確立するかどうかにか
かっている（客観的な能力と挑戦ではなく，主観的に認知された能力と挑戦で

びを「アゴン（競争）
」
「アレア（運）
」
「ミミクリ（模擬）」
「イリンクス（眩暈）」の

ある）．その均衡は本質的に崩れやすく，
挑戦水準が能力水準を上回り始めると，

4 つに分類し，楽しさを伴う活動はこの 4 つの欲求を充足する手段であると論

人は警戒心をもち，不安になる．能力水準が挑戦水準を上回り始めると人はリ

じた．
「アゴン（競争）
」は競争の欲求であり，
「アレア（運）」は予知不能のもの

ラックスし始め，やがて退屈を感ずるようになる．

を統御しようとする欲求であり，運にかけるゲームや賭けである．
「ミミクリ

しかし，フローを生み出すどの体験も楽しめるようになる前に，最初に注意

（模擬）
」は幻想，見せかけ，偽装によって限界を超越しようとする欲求であり，

力の投資が必要である．複雑な活動を楽しむためには「活性化エネルギー」が

人形遊びや，ダンス，演劇などである．
「イリンクス（眩暈）
」は酩酊状態や危

必要となる．もしひどく疲れていたり，不安だったり，あるいはその最初の障

険や意識の喪失で，ブランコやメリー・ゴー・ラウンドなどであり，登山やス

害を克服する訓練が不足していると，楽しみのより少ないより到達しやすいも

キーもここに分類している

ので妥協しなければならない

．チクセントミハイは自らの調査・研究からそ

（17）

．

（20）
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そして，天賦の肉体的，精神的な能力を十分に活かしているとき，最高の幸
福を感じさせてくれ，これこそ心理学者のアブラハム・マズローが論じた自己

チクセントミハイは，ESM

とよばれる調査方法よって人は高いチャレンジ

（21）

実現

であると述べている

（25）

．

（26）

と高いスキルの状況において，集中し，創造的であり，満足している瞬間は家
にいるよりも職場で仕事をしている時により頻繁に報告しており，生活の中で

5. 仕事におけるフローの阻害要因

自由時間より仕事上において，より多くのフローの機会を見出していることを
発見している．そして彼は「仕事が一日にするほかの大部分のことよりもゲー

仕事では監督者の評価を通してフィードバックを与える．監督者は集中を助

ムに似ているということである．仕事には，ふつう明確な目標と行動のルール

け，気を散らすことを防ぎ，変化に富んだコントロールの量を与える．しかし，

がある．営業成績を測って仕事をうまく終えたということを知る形で，または

過剰管理（マイクロマネジメント）は集中を中断し，気を散らし，自分の行為

監督者の評価を通して，仕事はフィードバックを与える．仕事は，ふつう集中

を統御しているという感覚をなくさせ，フロー状態を中断させるか没入するこ

を助け，気を散らすことを防ぐ．仕事は，また変化に富んだコントロールの量

とを阻害する．石川はマイクロマネジャーの存在が生産性を低下させる要因と

を与える．そして少なくとも理想をいえば，その難しさはワーカーのスキルに

なっていることを指摘している

釣り合う．このようにして仕事には，フローを与えるほかの本質的にやりがい
のある活動―ゲームやスポーツ，音楽，芸術―の構造がある」と論じ

．

（27）

個人としてフロー体験に容易に入り込めないパーソナリティが指摘されてい

，
「第

る．1 つは自意識過剰である．人に悪い印象を与えはしないか，何かまずいこ

一に考察し直されるべき点は，
仕事と遊びというかたくなな二分法である．『仕

とをしたのではないかなど，たえず他者が自分をどのように感じているかを気

事』と『遊び』が二つの分離した，相反する状態ですらあるということは，こ

に病む人である．2 つ目は極端に自己中心的な人も同様であるという．自己中

れ以上の証明を要しない自明のこととされているようである．社会科学者でさ

心的な人は一般に自意識をもたない代わりに，どんな些細な情報でも自分の欲

えこの区分が正しいと単純に仮定しており，それを所与のものとしている．心

望に関してのみ評価するというもので，双方とも活動それ自体に関連付けるの

理学者や社会学者が遊びについて著述する時，彼らは遊びを，遊び以外の生活

に必要な注意の柔軟性が欠落している．あまりのも多くの注意が自己に閉じ込

とはほとんど関係しない過程として取り扱っている．しかし，われわれの調査

められており，自由な注意が自己の欲求によって強く方向付けられている．こ

から得られた事実はすべて根本的な相違は文化的に規定された活動としての

れらの状況の下では内発的な目標に関心を持つようになることや，対象との相

『遊び』と『仕事』との間にあるのではなく，
『フロー』経験（それは遊びに典型

互作用自体以外の報酬をもたらさない活動に我を忘れることは困難であるとチ

（22）

的に現れるが，仕事にも同様に存在する）と，不安や退屈の経験（それはいつ

クセントミハイは論じている

．

（28）

でもどこにでも生ずるが，行為への挑戦の機会があまりの少なすぎるか，あま
りにも多すぎる活動に現れるようである）との間にあることを示唆している」

（23）

6. AT&T の電話工事技能者における生産性向上に対する考察

と論じている．そして「客観的な仕事環境と，仕事に対してわれわれが身につ
けている主観的な態度が相まって，多くの人は，仕事が楽しめるものになりう

『明日を支配するもの』においてドラッカーはテクノロジストの生産性向上

るのだということを，自分の場合に当てはめても認めにくくなるのである．し

に以下の事例をあげ，解説している．
「1920 年代はじめ，AT&T では電話工

かし，非常に多くの文化的先入観なしに仕事を個人的に意義のあるものにする

事のための技能者が大きなコスト要因であるとともに，大きな苦情の種になっ

ために形づくる決意をもって取り組んだとき，最も平凡な仕事でさえ人生の質

ていた．AT&T は，問題は電話の架設や修理，取り替え方などの特定の原因

を減じさせるというよりも向上させる」 と職場や仕事が「友情とくつろぎ」

ではなく，利用者の満足にあることを明らかにした．
電話工事士に利用者のニー

（24）

「危険と運」
「問題解決」
「競争」
「創造」を満たしうると論じている．

ズを理解させ，また，あらゆる苦情を 48 時間以内で解決するようにした．さ

40

研究論文

知識労働者のマネジメントとフロー

41

らに架設と修理を分けるべきか，一人でなんでもやるべきかを考えさせ，一人

体労働の部分が重要であり，時間がかかろうとも，知識労働者としての知

で何でもやるべきだと彼らに決めさせた．次に理論と知識を持たせ，どのよう

識，責任，生産性を身につけさせることに焦点を合わせなければならない

な問題についても原因を究明し，対処できるようにした．その上，テイラーの

とドラッカーは説いている．この事例では電話工は知識，責任そして生産

科学的管理法による反復訓練し動作を正しく行えるようにした．彼ら自身に仕

性といった点に，自らから責任を負っていたのではと考えられる．

事の質を定義させ，彼ら自身を工事の後，顧客所へ派遣し，顧客が満足してい
るか，さらに何をして欲しいかを尋ねさせた」

（29）

以上のようにマネジメントが電話工自身に架設と修理を分けるのではなく，

この事例を 6 つの課題に即して考えてみる．

なんでも一人でやるべきであると決めさせ，理論と知識を学習させ，テイラー

①仕事の目的を考える．

の科学的管理法による反復訓練により，
動作を正しく行えるようにしたことで，

仕事は何かという問うことであり，その答えを知りうるものはテクノロジ

仕事が所与でいやなものではなく仕事が能力を必要とする挑戦的な活動へ変換

スト自身である．電話工事の技能者に問うことで，彼ら自身，顧客満足と

されている．自分の能力に適合した水準で挑戦しているという感覚が芽生え，

いう答えを明らかにした．

彼らの技能と仕事（挑戦）がバランスの取れた活動となり，自分の能力に適合

②働く者自身が生産性向上の責任を負う．自らをマネジメントする．自律性

した水準で仕事が進められることとなる．フローが生じる条件である現在の能

を持つ．

力を伸長させる（現在の能力よりも高すぎも低すぎもしない）と知覚された挑

知識労働者の生産性は量ではなく質の問題である．そして彼ら自身が仕事

戦あるいは行為の機会が形成されている．

の質を担保することである．ここでは電話工自身が顧客満足をもたらす責
任を負った．
③自ら継続して学び，人に教える ．

また，目標が顧客満足であることを自ら明らかにさせており，工事や修理
後，自らが顧客を訪問し顧客が満足しているかを尋ね，自らの行動へ明らかな
フィードバックを得ている．このフィードバックによって，さらなる知識の習

電話工自身が顧客満足をもたらす責任を負うという認識から，彼らが手に

得，技能の向上の場と時間が準備され，自ら進んでその習得を図り（継続的学

すべき体系的な知識も明らかになり，知識・理論を学び，訓練を繰り返し

習により），次の挑戦（さらに質の高い仕事）に取り組んでいる．

受けている．彼らの仕事のうち，肉体労働の部分の生産性向上に必要な仕
事の組み立て方も明らかになった．
④継続してイノベーションを行う．

知識労働者の動機付けはボランティアの動機付けと同じで仕事そのものから
満足を得られなければならない．必要なものは成果であり，自らの貢献を意識
できなければならないとドラッカーは論じているが，電気工たちは自らの貢献

彼らは目標の設定を自身で行い，何が貢献であるかを学習することによっ

を目標にし，仕事に成果を感じ，自己満足を感じ，仕事に楽しさ，幸福（自己

て，仕事に対する自らの意識・認識がイノベーションされたであろうし，

実現）に達していたと考えられる．また，さらにドラッカーは知識労働者の生

学習と訓練から組み立て方，作業方法に改善が進められたと考えられる．

産性にとってチームの重要性について述べているが

⑤知識労働の生産性は，量よりも質の問題であることを理解する．

，彼らは成果が見え出

（30）

した職場のチームワークの中に「友情とくつろぎ」と「仕事の質への競争」を感

彼ら自身が仕事の目的を顧客満足とし，その質を顧客が満足しているかど

じて，仕事に集中し，仕事と行動を制御し，時間の経過を忘れ，行為と意識の

うかではかることとした．自ら顧客を訪ね，電話工自身が仕事の質を管理

融合を感じ，そこでも仕事に「楽しみ」
「喜び」
，つまりフローを感じていたと

した．

考えられる．

⑥知識労働者は，組織にとってのコストではなく，資本財であることを理解

看護婦やデパートの店員，
販売店の責任者の例を上げ，
知識労働を実際に行っ

する．知識労働者自身が組織のために働くことを欲する．

ている人々はほとんど，本来の彼らの目的とは関係のない意味のない余分な仕

テクノロジストは知識労働者であることを認識することである，いかに肉

事を課せられていることによって著しく彼らの動機づけを落とし，仕事の生産
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性を低下させていることを指摘している

．この事例では「顧客満足」との目

（31）

標に焦点を合わせたマネジメントが行われ，不必要な仕事を排除し本来の仕事

43

与えてくれている．
チクセントミハイは，一旦，競争環境等で最高位に到達すると，習慣化して

をさせていたと考えられる．そして，顧客の満足を電気工自身が尋ねており，

いた挑戦の機会が奪われ倦怠することを指摘している．そしてその解決策とし

マイクロマネジメントが行われることもなくフローを阻害することはなかった

て人は様々な環境の中でフローを経験できるために，人はいくつかの異なった

のであろうと考えられる．

領域で技能を磨くことを薦めている

また，チクセントミハイが指摘するフロー体験に容易に入り込めない 2 つの
パーソナリティ，自意識過剰と自己中心的な人も，成果が見え出した職場の雰

．ドラッカーもまた，長い知識労働者

（33）

人生おいて，
年齢とともに倦怠を起こし生産性が低下してくると指摘している．
「多くの知識労働者はたとえ仕事に満足していても，中年の初めには飽きてく

囲気とチームワークの中に，
「友情とくつろぎ」と「仕事の質への競争」を感じ，

る．定年のはるか前に，興奮，意欲，情熱を失う．知識労働には習慣性がある．

フローを感じていったのではないかと考えられる．

20 年以上続けていると止められなくなる．そのくせ同じ仕事では，情熱を持っ
て働き続けることができない」 と指摘している．そして，この倦怠の解決策
（34）

7. おわりに

としてドラッカーは転職と仕事と同時に仕事以外でのコミュティへの参加と
いった，環境，場の変更を薦める．「中年に達した知識労働者が，第二の人生

ドラッカーが教える知識労働者のマネジメントは，仕事そのものから満足を

を始められるようにする必要がある

．有能であり，今日病気でないならば，

（35）

得なければならないという動機付けを基礎としている．その満足は仕事でフ

仕事さえ変えれば再び成長するようになる」 また，「知識労働者たるものは，

ロー（楽しさ，喜び，幸福）を得ることと考えられる．フロー体験にいたる①

若いうちに非競争的な生活とコミュニティをつくりあげておかなければならな

現在の能力を伸長させると知覚された挑戦あるいは行為の機会．自分の能力に

い．コミュニティでのボランティア活動，地元のオーケストラへの参加，小さ

適合した水準で挑戦しているという感覚．②明瞭で手ごろな目標，及び進行中

な町での公職など仕事以外の関心事を育てておく必要がある．やがてそれらの

の事柄についてのフィードバックという条件はドラッカーの知識労働者へのマ

関心事が，万が一にも仕事に燃え尽きたとき，貢献と自己実現の場を与えてく

ネジメントである目標設定，自律性，継続的学習，継続的イノベーション，仕

れることになる」

事の質といったことと重なり合っている．
仕事そのものから満足を得る，つまり満足，楽しさ，喜びを感じるために職
場や仕事において「友情とくつろぎ」
「問題解決」
「競争」
「創造」を充足する満た
しうる視点を加えてマネジメントを行うことで仕事にフローを体験し，個人と
して生産性の高い状態に至ると考えられる．「これを知る者これを好む者にし
かず，これを好む者これを楽しむ者にしかず」と『論語』の指し示すこととな
る．

（36）

（37）
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はじめに，一般的に行われている TMO および「まちづくり会社」といわれ
る NPO 組織の活動を整理してみる．各地域の商工会や商工会議所を受け皿に
しながら，まちづくりの担い手として活動している NPO 組織が何を行ってい
るか，また 2006 年のまちづくり 3 法の一部改正を踏まえて，その活動内容の
問題点を経済産業省の資料から検討する．
次に，多くのまちづくりを担う NPO 組織があまり成果を出していないとい
う実態を踏まえて，成功事例を取り上げる．滋賀県長浜市における株式会社黒
壁という組織の活動事例がそれである．株式会社という組織形態が NPO 組織

Summary

と矛盾するようにみえるが，内容を精査すると決してそうではないことが分か

In recent years, in Japan, there have been various activities at regional development
such as town management. So we picked up the case study in Nagahama city, Shiga
prefecture. What is the factor that the town management is great success.？ In this
paper, we focus on a method of the town management while applying Drucker’s
thought.．

る．株式会社という組織形態は，まちづくりに関わる構成員から幅広く出資を
集めることができ，また利益の配分を可能にすると同時に，企業家的経営管理
方法で多様な組織を横断的に統合しているのである．
つづいて 3 項から 5 項までは，まちづくりのマネジメントに関わりのあるい
くつかのキーワードから，ドラッカーの思想を取り上げ，マネジメントの在り
方を考察した．第 1 のキーワードは，
「公的サービス機関」である．ドラッカー

はじめに

は公的サービス機関の組織としての問題点を指摘するとともに，企業家的経営
管理の重要性を示している．まちづくりに関わる多くの組織が公的サービス

「まちづくり」は，1998 年以降施行された「まちづくり 3 法」のころから，一

機関としての性格を有し，その性格がイノベーションを阻害しているのではな

般的によく使われるようになった用語といえる．まちづくり 3 法は，中心市街

いかと考え，課題と可能性を考察する．第 2 のキーワードは，「コミュニティ

地活性化法（1998 年施行）
・改正都市計画法（1998 年施行）・大規模小売店立

の概念と知識労働者の時代」である．知識労働者の時代を迎えて登場してきた

地法（2000 年施行）からなり，中心市街地における各種行政の施策を包括的に

社会的セクターとしての NPO といった新たなコミュニティの担い手について，

実施する意図を持っていた．したがって，市町村や認定事業者，民間事業者が

ドラッカーの概念を理解する．第 3 のキーワードは，「非営利組織のマネジメ

主体的に中心市街地の空洞化に取り組み，環境に配慮した暮らし易い「まちづ

ント」である．新たなコミュニティの担い手たる非営利組織にはどのようなマ

くり」という概念の登場をみたわけである．また，このころから基本計画の策

ネジメントの仕組みが必要なのか，主に『非営利組織の経営』に依拠しながら，

定等を担う組織として TMO
（Town Management Organization）が全国的に設

そのマネジメントの在り方を整理する．

置されることとなり，まちづくりをマネジメントするという課題が議論されて
きた ．
（1）

最後に，まちづくりの成功事例で取り上げた滋賀県長浜市における株式会社
黒壁のマネジメントとドラッカー思想の接点について考察する．

では，「まちづくりをマネジメントする」とはどういうことなのか．それを
担う組織の果たすべき役割と成功にはどのような因果関係があるのか．ドラッ

1. TMO と「まちづくり会社」の活動領域

カーの提唱したマネジメントの思想を応用しながら，まちづくりにおけるマネ
ジメントの在り方を示すことができないのか．本稿の問題意識はこれらの点に
ある．

2006 年，まちづくり 3 法は見直しが議論され，一部改正がなされた．改正の
ポイントは以下のとおりである．
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2. 滋賀県長浜市における「まちづくり」の成功事例の検証

都市機能集約の視点を付加
①中心市街地活性化基本計画への地域ニーズの反映
②商業活性化に偏った取り組みを改善

滋賀県長浜市は 1980 年代初めまで，とりたてて産業や観光資源が注目され

③容易な郊外開発と広域的観点の反映されにくい都市計画の見直し

る地域ではなかった．しかし，1983 年長浜城歴史博物館の開館をきっかけに，

こうした改正を経て，都市機能の市街地集約とにぎわいの回復の一体的推進

多くの観光客を集客することで注目されてきた地方都市のひとつである ．

が図られたとされる．また，多様かつ複雑な TMO（商工会または商工会議所

（4）

成功要因のひとつとして注目に値するのは，株式会社黒壁という「まちづく

単体で構成される組織）とは別に「まちづくり会社」が各地で組織されている ．

り企業」
（特定企業）の存在である．角谷は活性化した長浜市の経緯を『株式会

そこで，今日まちづくりに関係している TMO とまちづくり会社の活動領域

社黒壁の起源とまちづくりの精神』の中で，次のように整理している．第 1 に，

（2）

を経済産業省のアンケート調査・研究事業から確認しておく ．
（3）

株式会社黒壁がタウンマネジメント組織としての機能を有している点に着目し

①関連団体・組織との意見調整

ている．第 2 章では長浜市という行政サイドの商業政策を取り上げ，
第 3 章では，

②空き店舗・空き地対策

株式会社黒壁が展開したガラス事業を中心に，地域資源の保全と観光集客の両

③販売促進・地域活性化イベント企画・実施

立について考察を行っている．ここで非常にユニークな点は，株式会社黒壁が

④広報・情報発信

株式会社という組織形態にもかかわらず TMO の機能を有していると指摘した

⑤観光振興・文化振興

点である．全国に 400 を超える TMO が組織され，様々な活性化の提案を行う

⑥商業設備の整備・運営

とともに，利害関係の調整役として中心市街地を一体的にマネジメントしよう

⑦地権者の調整

としてきたが，多くの TMO がその役割を十分に果たしていないといわれる．

⑧個店に対する経営指導

その中で，株式会社黒壁は TMO が組織化されるよりも早い時期から，TMO

⑨再開発事業

としての役割を果たしていたということである．また，当初地域資源としての

⑩資金調達

「黒壁の保存」というテーマに始まりながら，観光産業振興として導入された

⑪駐車場等の商業関連施設の整備・運営

ガラス事業

⑫まちなみ整備

守るべき歴史や伝統と新たに開発するものを同時に実現するという活性化モデ

⑬人材教育

ルを確立したのである．言い換えるならば，強力な経営理念やミッションを有

⑭地域ブランド創出

しながらまちづくりにおけるイノベーションを実現してきたといえる．

⑮文化・コミュニティの整備運営

を活性化事業として成功させており，小樽の北一ガラスと同様，

（5）

かつて「まちづくり」といえば，商店街の活性化が最も重要なテーマであっ

⑯その他

た．そこでは，大規模小売業者と中小小売商の対立や依存という問題のとらえ

特徴としては，資金の調達から商業関連の支援事業，イベント，人材育成と

方が一般的であったといえる．しかし，長浜市では商店街にだけ注目するので

いった多様かつ高度な活動を内包しており，
「まちづくり」がいかに組織横断

はなく，株式会社黒壁を中心とする多様な組織と組織間関係を重視している．

的かつ包括的に行われなくてはならないかを見てとることができる．したがっ

事業ごとに異なる主従関係をもつ各種組織間の関係には，近江商人の精神にも

て，
「まちづくり」における組織運営にはマネジメントに対する正しい理解と，

通じる信仰や思想に近いもので結ばれた信頼が大きな影響を与えている ．地

それを実行できる人材の存在が不可欠であり，仮にマネジメントのしくみを持

域の歴史と文化，信仰や思想を醸成した組織関係こそ，長浜のまちづくりの精

たない場合，組織間の利害のねじれや非建設的なコンフリクトによって成果を

神の核となっているのである．

望めないことは容易に想像がつく．

（6）

最後に，株式会社黒壁が「株式会社」という組織形態であり，出資を通じて
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多くの利害関係者を一つに結合させる性格を有していたことを指摘する．これ

択し，イノベーションにとって大きな障害となるのである．ここでは，「イノ

までのまちづくりが行政をはじめとする公的サービス機関を中心としてきたの

ベーションにとっての障害」として整理されているが，これ以前にドラッカー

に対して，長浜では株式会社というまちづくり会社が明確なミッションと権限

は同様の問題をすでに指摘している（
『イノベーションと企業家精神』訳 304 -

とそして責任をもったリーダーのもとで，マネジメントされていたといえるの

307 頁）
．それは『マネジメント』における「第 12 章

である ．まちづくりの活動にかかる財源も含めて，これまでの公的サービス

不振の原因」として登場している．また，『断絶の時代』においても「官僚は手

機関によるそれとは一線を画するまちづくりのマネジメントのしくみである

続きによって仕事を続けている．人の常として，何が正しいかよりも，何が自

（7）

．

（8）

公的サービス組織機関が

らの省庁にとって利益かを重視し，何が成果をもたらすかよりも何が行政上都

3. ドラッカーによる「公的サービス機関の企業家精神」の問題

合がよいかを重視する」
（『断絶の時代』訳 225 頁）として，公的機関の問題点を
指摘している．ただし，いずれの場合も組織の性格として公的機関を問題視し

ドラッカーによる公的機関とは「政府機関，労働組合，教会，学校，地域団

ながらも，任務を明確に定義し，目的に焦点を合わせ，経済的目標を提示して，

体や慈善団体，専門家団体，業界団体等」
（
『イノベーションと企業家精神』訳

変化をもって機会と考えるならば，公的サービス機関におけるイノベーション

301 頁） を指し，
その多くがサービスを提供している機関となる．したがって，

は可能であるとしている点が重要である（『イノベーションと企業家精神』訳

今日日本におけるまちづくりの主体者たる自治体，NPO 法人やボランティア

310 - 312 頁）．そして，公的サービス機関の中に，企業家的経営管理を組み込

団体，商工会議所といった各種組織のほとんどがそこに含まれるといえる．

むことで，生産性を高め，イノベーションを行うことが重要であり，技術的イ

（9）

ここでドラッカーの企業家精神，あるいはイノベーションの議論を整理した
上で，公的サービス機関による「まちづくりのマネジメント」の特徴を明らか

ノベーション以上に社会的イノベーションの必要性は高まっていると主張して
いるのである．

にしておきたいと思う．

4. ドラッカーによるコミュニティの概念と知識労働者の時代
ドラッカーは著書『イノベーションと企業家精神』の中で，イノベーション
と企業家精神は体系的なものであり，努力して身につけ，実践することのでき

まちづくりのマネジメントを考える上で，重要な概念となるのがコミュニ

るものであるとした上で，イノベーションを行うべき主体としての組織体とし

ティである．滋賀県長浜市での成功事例でも明らかなように，まちづくりを支

て，「既存の企業」
「公的サービス機関」
「ベンチャービジネス」の 3 つを提示し

えるのは地域のコミュニティであり，多種多様なコミュニティの存在とそれら

ている（
『イノベーションと企業家精神』訳 8-12 頁）．それぞれの組織体におい

を組織横断的に統合する仕組みが必要不可欠といえる．
したがって，
ドラッカー

て，企業家精神を発揮するためには，いかなる戦略と実践が必要となるのか．

によるコミュニティの概念を『新しい社会と新しい経営』
『現代の経営』
『ポスト

まちづくりのマネジメントを考える上で，大きな視座を提供している．特に，

資本主義社会』
『ネクスト・ソサエティ』から抽出し，まちづくりのマネジメン

公的機関であるがゆえに起こりうる問題点を整理してみることとする．

トへの応用を検討するための基礎とする．

既存の公的サービス機関がイノベーションの障害となる理由としてドラッ

4 . 1 産業社会の発展とコミュニティの概念

カーは 3 つあげている．第 1 に，公的機関は支出をもとにした予算を基礎とす

では，コミュニティとは何か．辞書（『大辞林』
）によれば，コミュニティと

る組織であり，第 2 に数多くの利害関係者に依存しているがゆえに様々な反対

は「人々が共同体意識をもって共同生活を営む一定の地域，およびその人々の

を受ける．さらに公的機関が道徳的あるいは善を行うために存在すると考えら

集団．地域社会．共同体」とされている．ただし，コミュニティを形成する要

れていて，目標の設定上，費用対効果の発想が欠如しているということがあげ

件は多様であり，したがってコミュニティと称される種類のものは実に広範囲

られている．したがって，公的機関は最適化の努力ではなく，極大化の道を選

に存在する．
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5. ドラッカーによる非営利組織のマネジメント

いる．一つは，『新しい社会と新しい経営』で，現代社会における企業体ある
いは工場共同体が，
「過去 500 年においてわれわれの社会に最初に出現した自

まちづくりの主体者としての構成員は行政や市民という組織や個人である

律的な地方（ローカル）的制度である」
（
『新しい社会と新しい経営』訳 39 頁）と

が，成功の鍵を握っているのは TMO をはじめとする非営利組織である．地域

し，コミュニティとしての企業体の重要性が指摘されている．付け加えて現代

全体をまちづくりというテーマでまとめるという点において，彼らの働きによ

社会における企業体は，
「本質的に国家の統御を超えたもの」であり，
「産業社

るところは大きい．では，まちづくりを支援し，主体的に関わっている非営利

会は資本主義と社会主義を超えたもので，両者を超克した新しい社会なのであ

組織はどのようにマネジメントされるべきなのか．この問題についてもドラッ

る」
（『新しい社会と新しい経営』訳 397 頁）と締めくくっている．

カーは多くの示唆を提供している．ここでは，NPO 特有のマーケティングや

4 . 2 知識労働者の時代におけるコミュニティ

仕事を行うスタッフの人事と人間関係，自己開発を取り上げ，使命や目標と成

『現代の経営』では，
「職場コミュニティ」という企業体におけるコミュニ
ティが，従業員に対して経営者的視野を養わせる効果があるとしている．さら

果の関係に注目する．
5 . 1 使命が第一

に，
「高い基準をめざすときに，人間は真に生きがいに感じ，自ら進んで自己

非営利機関は，人と社会の変革を目的としている（『非営利組織の経営』訳 5

の能力を最大限に発揮する」として，従業員の動機づけにも言及している（『現

頁）
．コミュニティの概念で検証したとおり，われわれの市民性を回復させる

代の経営』訳（下）170 - 173 頁）
．しかし，知識社会の到来を取り上げた『ポス

社会的領域におけるコミュニティの担い手は，もはや職場コミュニティだけで

ト資本主義社会』では，企業体内の職場コミュニティは消滅し，それに代わっ

はなく，その多くが社会セクターすなわち非営利機関である．しかも「非営利

て「意味ある社会生活，人間関係，貢献」を可能とする「社会的セクターが市

機関が取り扱う市場は急速に変化し，混乱している社会であり．大きく成長し

民性の回復の担い手」となることが述べられている（
『ポスト資本主義社会』訳

ている市場」でもある（
『非営利組織の経営』訳 序文 xi-xii 頁）
．したがって，非

290-296 頁）
．さらに，
『ネクスト・ソサエティ』においては 「
, 都市社会のコミュ

営利機関を支えるものは，人々の理念や信念を満たす「使命」ということにな

ニティ」の創造として，
「社会的セクター」すなわち NPO の存在の重要性が主

る．そして，ドラッカーは使命を定義し，行動する真のリーダーが必要である

張されるに至るのである（
『ネクスト・ソサエティ』訳 267 - 273 頁）．

と述べている．さらに『イノベーションと企業家精神』でも言及しているとお
り，リーダーはイノベーションを起こす機会を知る必要がある

．

（11）

ここまでのドラッカーによるコミュニティの概念を整理すると，はじめに産

ここで示される非営利組織のリーダーの概念として特筆すべきことは，サー

業社会の発展は，企業体（職場・工場）というコミュニティを生み，経済的領

ビス機関を通じて市民社会をつくろうとしている時，「そこにいる一人一人が

域における知識労働者の責任と自己規律や忠誠心をある程度獲得することがで

リーダーであり，責任を負い，行動する」
（
『非営利組織の経営』訳 62- 63 頁）と

きたとしている．次に，知識労働者の時代を迎え，新たなコミュニティの担い

いう点である．前出の「真のリーダー」の存在と一見矛盾しているように思え

手について議論は展開された．
「知識労働者は，仕事を超え，組織を超え，さ

るが，そうではない．企業体コミュニティは，従業員に対して経営者的視野を

らには，自らの専門を超えた意味ある社会生活，人間関係，貢献」を必要とす

養わせる効果があるとしている点を再度想起しなくてはならない（
『現代の経

る段階を迎え，「職場コミュニティ」は必要ではあるが，社会的領域における

営』訳（下）170 - 173 頁）
．つまり，生きがいを感じ，自ら進んで自己の能力を

十分な役割を果たすことができなくなったとされる．そして，社会的領域にお

発揮する知識労働者は，その非営利組織において特別に階級や権限を持たなく

けるコミュニティの担い手が「社会的セクター」
，すなわち非政府であり非営

とも，それぞれがリーダーとして行動することが可能であるということである．

利でもある NPO に関するコミュニティの概念が登場するのである

言い換えるならば，一人一人の知識労働者が，組織の使命を正しく理解し，長

．

（10）

期的なビジョンと短期的な行動目標を実行できるということにほかならない．
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た STP マーケティング
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が必要であると主張している．
「外の世界のニーズや

（12）

使命が第一」において，目標の設定について

欲求と，組織の目的，資源，目標を調和させること」
（『非営利組織の経営』訳

言及している．ここでは，全米ガールスカウト連盟の専務理事を務めたフラン

107 頁）がマーケティングに対する正しい理解であり，マーケティングによっ

シス・ヘッセルバインとの対話という形で触れている．要点は，以下のとおり

てはじめて，非営利組織の使命は成果につながるということである．

である．

さらにドラッカーはもう一つ重要な戦略として資金源開拓のマーケティング

• 長年の伝統を打ち破り，新たな顧客を創造する

をあげている．ここでのドラッカーの考察では，寄付という金銭を集める戦略

• 市場のニーズをくみ取り，各組織に成功事例をみせる

が実は人々を開拓することであり，寄付行為を通じて「人間としての満足感を

• 新しい使命を理解する組織を育てる

築く」
（『非営利組織の経営』訳 109-123 頁）こととされている点が興味深い．つ

• 新規のトレーニングプログラム（ツール）を提供し，組織能力の向上を図

まり，人や資金を集めるという活動そのものがもうひとつのマーケティングで

る

あり，そのためには成果のフィードバックも含めて，長期的視野で戦略を検討

• 新たなボランティアを巻き込む（新たな顧客を創造する）ためには，まず

する必要があるといえる．標的市場という視点からみて，非営利機関において

賛同し，活動を担ってくれるボランティアが必要であり，それが最初の目

は，サービスの受け手としての顧客とボランティア等のスタッフ，そして資金

標となる

提供者という 3 つの顧客がいるということになる．いずれも組織マネジメント

• 人口の将来予測から，マイノリティ市場にイノベーションの機会を見つける

上重要な要素であり，それぞれに戦略と成果が必要となるのである．

• ガールスカウトの創設者の言葉を踏襲し続ける

5 . 4 成果をあげるためのマネジメント

• マーケティング戦略を練り，目標の変化に対して適時修正する

では，非営利機関が，成果を上げるにはどうしたらよいのか．ドラッカー

非営利組織において，使命を徹底し，目標を一つ所に集中させるには，おの

は，一般的な営利企業とは異なり，非営利機関は「成果に対して報酬が支払わ

ずとそのためのマネジメントの仕組みが必要となる．政府や企業組織と全く同

れるわけではない」ので，第一に「各関係者の関心を長期的な視点で捉え，計

じというわけにはいかないことをこの対話から理解することができる．しかし，

画すること」が重要であると述べている．報酬以外の関心に注視する必要があ

非営利組織のリーダーシップやマネジメントのために開発されたものは少ない

るということである．報酬以外の関心とは，たとえばその非営利機関が提供し

（『非営利組織の経営』訳 序文 ix 頁）
．特に，
「顧客は誰か」と考えたとき，非営

ているサービスの価値等であり，単なる機関の倫理的存在価値ではなく，より

利組織においてはボランティア等のスタッフも重要な顧客であり，またそこに

具体的に目標設定が可能であると主張する．最大の報酬は成果であるともいえ

目標設定の難しさがあると同時にイノベーションの機会があるといえる．

る（『非営利組織の経営』訳 133-140 頁）
．

5 . 3 使命から成果へ
非営利機関が成果をあげるためには，成果とは何かを明確にしなくてはなら

次に，成果をあげるために「なすべきでないこと」として公的サービス機関
の問題で取り上げた点と同様，「官僚主義的になってはならない」としている．

ない．非営利機関が顧客にもたらすのは，抽象的なコンセプトであり，いかに

一方，
「なすべきこと」としては，情報を一元管理し，組織横断的に責任と成

それを届けるかという問題である．したがって，非営利機関にとってサービス

果が共有されることがあげられる（『非営利組織の経営』訳 141-151 頁）．また，

の受け手側に立ったマーケティング戦略が極めて重要である．
『非営利組織の
経営』の「第 3 章

市場を定義する」では，マーケティング論の大家であるフィ

「なすべきこと」が見えなくならないために，外部の視点や現場主義の重要性
も付け加えられている．

リップ・コトラーとの対話という形で，マーケティング戦略の重要性を指摘し

成果をあげるためのマネジメントのあり方として最後に取り上げるのは，意

ている．コトラーは，自らの『非営利組織の戦略的マーケティング』を引用し

思決定の問題である．意思決定は，些細な点の予見ではなく，それによって

ながら，
非営利組織にこそ正しく細分化され，
標的市場や位置づけが明確になっ

もたらされる「機会とリスク」の問題であるとされている．そして，その判断
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のよりどころとなるのが「反対意見」の存在である．ここで，ドラッカーはメ

一般的な企業における仕事としての経歴とは異なり，非営利機関での経歴に

アリー・パーカー・フォレットの言葉を引用している．
「誰が正しいかと考え

は別の意味がある．つまり，経済的な経歴は経済的欲求の成果であるが，非営

てはならない．何が正しいかさえ考えてはいけない．どの意見も正しい．それ

利機関での経歴は社会的な意味を持つ．経済活動としての仕事以外に社会的関

ぞれが違う質問に対して答えていると捉えるべきなのである．」
（『非営利組織

心を持ち，企業家として培った能力を全く異なる種類の大義のために使うこと

の経営』訳 157 頁）組織内の発生するコンフリクトが個人と個人の欲求に基づ

は，天命に奉仕することであり，人として意義のある新たな経歴を人生に付加

くものであり，それらはやがて建設的に統合され，新しいものを組織内に生

するのである．
（
『非営利組織の経営』訳 247-255 頁）
．

み出すというフォレットのリーダーシップと紛争解決の理論は，フォレットが
NPO 活動に長く携わった実務家であった点からみて大変興味深い

．

（13）

おわりに

5 . 5 人事と人間関係
人のマネジメント，そして人間関係のマネジメントという分野において，一

本稿は，まちづくりのマネジメントに対する問題意識から，それに関連する

般の企業と非営利企業とでは決定的に異なる．非営利機関には給与や待遇，昇

と思われるドラッカーの思想を考察してきた．滋賀県の長浜市におけるまちづ

進以外に人を動機付けるものが必要である．ドラッカーによるとそれは，自ら

くり組織の成功事例が，どのような理由で成功に導かれたのか，ドラッカーの

の任務に内在し，情報の共有・報告や学び，教えあうことを通じて成果として

思想が実に多くの示唆を提供しているといえる．検証できた項目は以下のとお

見えることで動機となる．また，同時にその過程を「楽しむこと」が重要であ

りである．

ると指摘している（
『非営利組織の経営』訳 223-228 頁）．
5 . 6 自己開発

①「公的サービス機関の限界」からみえるまちづくり組織のあるべき形態
ドラッカーによると，公的サービス機関には，イノベーションを阻害する特

ドラッカーは，非営利機関の活動を通じて得られるものとして重要なことは

徴があった．しかし，長浜市の株式会社黒壁というまちづくり企業は，公的予

「自分自身の開発」であるとしている（
『非営利組織の経営』訳 231 - 233 頁）． 卓

算に頼ることなく，任務を明確にし，目的に焦点を合わせ，経済的目標をしっ

越した能力の発揮を通じて満足と自尊が生ずるということである．自分を信じ

かり提示しながら，自律した企業家的経営管理を実現していた．結果として，

させ，支持させるには，最高の成果を上げさせるしかない．もしそれが非営利

中心市街地の活性化と新しい観光集客の実現という 2 つのイノベーションを可

組織の役員という立場なら，
なおのこと「責任者なのだ」という自負と範をもっ

能にしたといえる．

て組織を動かさなくてはならないのである（
『非営利組織の経営』訳 234 - 236
頁）．また，「他の人間の成長についてリーダーシップをとること」
（
『非営利組
織の経営』訳 259 - 268 頁）も要求されるであろう．
さらにドラッカーは，
自分自身を開発するという考え方を実践するためには，

②知識労働者の時代における「社会セクター」というコミュニティの新たな
担い手
ドラッカーによるコミュニティの概念によれば，産業社会の発展から職場コ
ミュニティが育ち，さらに知識労働者の時代を迎え，NPO という新たな社会

「何をもって記憶されたいか」
（
『非営利組織の経営』訳 243 - 244 頁）という質問

セクターがコミュニティの担い手として登場する．知識労働者は「意味ある社

に答えなければならないと述べている．人はえてして自分の強みに気づいてい

会生活，人間関係，貢献」を必要とする段階を迎えたといえる．したがって，

ないのであって，自分が何に向いているかを計るためにも自分のもっているも

そこで重視されるのは「人間関係」であり「自己開発」といったものになる．長

のを効果的なものにする必要がある．また，常に挑戦を仕事に組み込み，変化

浜市においても，まちづくりの主体者組織は実に多様であり，一見複雑であっ

を与える必要があるとされる．変革は一度で終わるのではなく，継続して自己

たが，それぞれが自律し，参加する市民が各々の関心や立場から積極的に参加

刷新を提示し続ける必要があるということである（
『非営利組織の経営』訳 247

し，自己開発に努めていた．最初は，通称黒壁銀行という地域の文化的遺産や

頁）．

町並み保存として始まったが，やがてガラス製品事業や地域の祭り組織，各種
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自治会組織，商店街組織等，様々な組織を横断的に束ね，大きなうねりとなっ

［注］

ていったのである．

（1）経済産業省「中心市街地活性化法の概要と支援策について」
（平成 18 年 6 月）より引用加
筆.

③非営利組織のマネジメントの実現
ドラッカーによると，
非営利組織のリーダーに求められる最も重要な役割は，
使命の明確化であった．また，成果を上げるためには組織内のコンフリクトを
統合の起爆剤とすることも述べられていた．この点についても長浜市では共通
するマネジメントをみることができる．そもそも株式会社黒壁は，地域の文化
や歴史を勉強し，価値観を共有するところからスタートしていた．最初から時
間を十分にかけて，組織の使命を共有化していたといえるのである．こうした
勉強会は，地域内で「学び」
「教え合う」組織であるともいえる．市民の主体的
参加意識は非営利機関での活動を通じて，仕事とは異なる社会的経歴を提供し
ているのである．また，北一ガラスをはじめ，外部の知識や組織の活用にも積
極的に取り組んでいた．使命を実現するための成果と，スタッフに対するやり

（2）
「まちづくり会社」とは，地域の関係者で設立された , 中心市街地の活性化に関する事業目
的を有する会社形式の組織を指す（経済産業省商務グループ中心市街地活性化室
.
「タウン
マネージャーに関する調査研究事業」平成 22 年 3 月 3 頁より）
（3）経済産業省商務グループ中心市街地活性化室「タウンマネージャーに関する調査研究事
業」平成 22 年 3 月報告書 12 頁より．
（4）2010 年度で年間 280 万人の観光客を受け入れている（長浜市観光振興課「観光施策概
要 」ホ ー ム ペ ー ジ よ り． HYPERLINK "http://www.city.nagahama.shiga.jp" http://www.city.
nagahama.shiga.jp）
.
（5）粟島［2010］を参照．ガラス事業は , 本来小樽や長浜に存在した伝統産業ではない．
（6）角谷［2009］115 - 116 頁．角谷は , これを商店街の変化のきっかけとなった「主従関係」と
している．
（7）角谷［2009］189 - 202 頁．まちづくりの起源といわれるアート・イン・ナガハマという組
織において , 石井英夫というリーダーの存在を重視している．

がいや生きがいと社会的経歴の提供，市民や各種組織からの資金の確保と参加

（8）角谷［2009］123 - 128 頁．同様のマネジメントの仕組みは , 同時期に成功したと評価され
ている高知市や新庄市でもみられるとしている．

意識の高揚．まさにサービスの受け手としての顧客と運営スタッフ，そして資

（9）ドラッカーの文献からの文中引用の表記は，（和訳書名，頁）で示した．

金提供者という 3 つの顧客に対するマーケティングの成功であり，顧客の創造
といえる．
日本におけるまちづくりの担い手としての TMO をはじめとする各種の組織
の多くが，ドラッカーの言う「社会的セクター」としての非営利機関である．
社会的変化に対応してコミュニティの概念は多様化したが，知識社会の時代を
迎えて新たな都市社会のコミュニティ（NPO）に進化してきたといえる．むし
ろ，そうした進化を遂げず，旧態依然とした組織運営でまちづくりにかかわろ
うとするならば，地域社会横断的な意味のあるまちづくりはできないことにな
るといえる．本稿では，ドラッカーのいくつかの思想を取り上げ，まちづくり
のマネジメントへの応用を試みた．言い換えるならば，まちづくりのマネジメ
ントへの応用を通じて，ドラッカー思想の汎用性と有用性の一端を示したとも
いえる．ただし，非営利組織における人間関係のマネジメントや参加する市民
の自己開発に関しては十分検証できていない点も多い．今後の研究の課題であ
る．最後になるが，今後のまちづくりのマネジメントの在り方に対して，本稿
が一定の指針を示すことができたとすれば幸いである．

（10）小沢［2012］．小沢は，ドラッカーによるコミュニティの概念をテンニエスのゲマイン
シャフトとゲゼルシャフトを手掛かりに整理し，ゲゼルシャフトすなわち契約と利害関
係に基づく人為的社会的共同体からコミュニティが社会的に排除されていく問題を論じ
ている．
（11）ドラッカー［1991］16 - 19 頁．予期せぬ成功，人口構造，思考様式，精神様式の変化等を
あげており，マイノリティの増加やの女性の活躍する時代の到来をとらえた事例が紹介
されている．
（12）STP マ ー ケ テ ィ ン グ と は，セ グ メ ン テ ー シ ョ ン（Segmentation），タ ー ゲ テ ィ ン グ
（Targeting）
，ポジショニング（Positioning）の頭文字をとったマーケティング戦略のこと
であり，市場の細分化と標的市場の決定を通じて，競合との差別化を明確にすることを
戦略の柱としている．
（13）フォレットの理論は，三戸［2002］を参照．また，フォレットはたびたびドラッカーに
よって引用される．その一つは，『傍観者の時代』
［2008］である．『会社という概念』を
出版した 1946 年当時を回顧して，「当時マネジメントに関する著作物はほとんどなかっ
た．」という箇所において，チェスター・バーナードと併記で，「先駆的な論文」であると
紹介している．
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「書評：角谷嘉則著『株式会社黒壁の起源とまちづくりの精神』」
（日本流通学
会編『流通』
No. 25，17 - 20 頁）
小沢道紀［2012］
「現代地域コミュニティと社会的排除についての一視点」
（ドラッカー学会編
『文明のマネジメント』ドラッカー学会年報 Vol.7，58 - 70 頁）
角谷嘉則［2009］
『株式会社黒壁の起源とまちづくりの精神』創成社
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『管理とは何か』文眞堂

【略歴】 県立広島大学経営情報学部准教授，広島地域連携センター長兼務．博士（経営
学）．関心領域は「大学における地域連携」で，現在広島県内にてまちづくり組
織等と産官学共同研究を推進．共著書に『ドラッカー思想と現代経営』晃洋書房
（2010 年），他．

Summary
The social workers are the professionals of social welfare. Social work supervision
are one of the core components to social work training. It is provided for the purpose
of management, education, and support. However, they are not combined well. And
often social workers pay little attention to the mission of the organization. Then
in this paper I try to propose the importance of making the organic total picture of
social work supervision, referring to Drucker’s “MBO and Self-Control.”

Ⅰ はじめに
ソーシャルワーカー（社会福祉の援助専門職）が，支援活動を展開していく
上で，組織との関係でジレンマに陥るときがある．前線のソーシャルワーカー
は，常に自分の職種の専門性と組織の使命にのっとって矛盾なく活動できるわ
けではない．実際に支援する現場では，専門職の立場，利用者や家族という
当事者間での思いや価値観の相違，さらに同僚や上司等のさまざまな関係者
や関係機関の思いや価値観が一致せず，それぞれが対立する場合も多い ．そ
［1］

のような場合，ソーシャルワーカーは何を優先して支援を行えばよいのか迷
い，様々な葛藤を感じながらも最終的に自分で判断しなければならない．しか
しワーカーとその所属する機関との関係はどのように考えるべきなのであろう
か．ソーシャルワーカーの専門職のみの視点からのみ考えてよいのだろうか．
筆者は別稿

で，日本を含む 7 カ国のソーシャルワーカーの倫理綱領

（1）

を取

［2］

り上げた．そして，所属する組織との関係に言及した記述を抽出した．それに
より，ソーシャルワーク実践をワーカー個人の専門性という視点からのみ考え
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Ⅱ カドゥシンの定義の整理

ることを，そこで論じた．
①ソーシャルワーカー個人が専門職として倫理綱領に対して誠実に遵守する
ように努めること．

ソーシャルワークのスーパービジョンに関して，国際的に権威ある定義につ
いて触れたい．カドゥシンはスーパービジョンの概念を整理したことで有名で

②所属する機関の使命を認識し，その具現化に向けて貢献するように努める
こと

ある．彼によれば，スーパービジョンの最終的な目標達成には管理・教育・支
持の 3 機能が全て必要であること，その 3 機能間には相補的で，重なり合うが，

③所属する機関の同僚たちと目的を共有し，お互いに高め合うこと．

それぞれの課題と目標は異なったものであると述べつつ，それぞれの機能の課

むろん，これらが常に軌を一にするとは限らない．そして，ジレンマとして

題と目標について次のように要約している ．
（3）

の緊張が生じることもあるだろう．そのような時にこそ，組織の使命・理念を

管理的スーパービジョンの主要な課題は，機関の政策と手続きの正確で，効

十分に理解したうえで，倫理に照らして是正すべきところについては，機関や

果的で，かつ適切な履行である．その第一の目標は，政策と手続きをあくまで

社会に提言する方法を模索していくという緊張関係を，もっと明確にする必要

実行に移すことである．

があり，その点においてわが国の倫理綱領は他国 との比較したところ，十分

教育的スーパービジョンの主要な課題は，ワーカーが自分の仕事をするに際

に明記されていないと論じた ．これまでの専門教育の中では，ややもすると

して要求される知識，態度，スキルについての無知，あるいは不適切の克服で

ソーシャルワーカーが一人で組織とは無関係に育っているかのような錯覚を与

あり，その目標とすべきは，無知を払拭し，スキルを高めることである．

［3］

［4］

えてきたとも言える ．
（2）

以上の倫理綱領を所属する機関の使命と照らし合わせて検討する必要があ

支持的スーパービジョンの主要な課題は，ワーカーの志気と仕事上の満足感
であり，その目標は志気と仕事の満足感を高めることである．

る，という問題提起を踏まえ，同趣旨にて本稿ではスーパービジョンを取り上

しかし，スーパービジョンが上記の 3 要素があり，相補的であるとされつつ

げて論じていきたい．スーパービジョンは，組織内で援助・支援業務を実施す

も，必ずしもそれらを適切に統合した全体像として構築がなされていないとい

る上でのバックアップ体制であり，具体的には上司や先輩が後輩や部下に寄り

う感もある．というのは，一方では，スーパービジョンが個々人のソーシャル

添って様々な指導や支援をしていくことである．これは，専門職の育成と指導

ワークの専門的価値，知識，技術を磨く手段として，強調されて認識されてい

に重要な意義を持つと言われている．ただし別の見方をすれば，これは上記の

る ．他方で，スーパービジョンというと，職場の上司・先輩による職務上の

倫理綱領で見られた組織の使命との関係性という側面の議論が，具体的・現実

指導・監督・教育・管理・という意味合いが強くなり，業務上の管理と効率が

的なレベルで反映されることになると考えられる．即ち，ソーシャルワーカー

優先され，仕事の悩みや苦しみを聴くということで部下や新人を支え，援助す

個人の専門性という視点からのみ論じるのではなく，もっと所属機関の使命と

るという意識が不足している側面もある ．

（4）

（5）

の関係性をどのように考えるのかということを視野に入れた上での，議論をす

上記の課題に対して，ソーシャルワークにマネジメントのコンセプトを導入

べきではないかということである．
その問題を建設的に検討するために，ドラッ

する必要性を説いたクールシェッドは，スーパービジョンの総合的な目標を次

カーの自己目標管理という視点を取り入れて再検討する必要があるのではない

のように述べている ．

か．本稿はドラッカーの貴重な示唆を踏まえて，スーパービジョンの意義と可
能性を再確認することを目的としている．

（6）

「仕事に対しての処遇の水準を高めることである．それは，社会的弱者が生
活の質を高めるためである．これを効果的に行うために，スーパービジョンさ
れている人が機会を最大にできるように保障しつつ，スーパービジョンは反抑
圧と最高の実践の原理に基づくべきである」
そして次のようにくくっている．
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岡本民夫

（12）

している．特にここで管理ではなく，マネジメントとしているところに着目し

「スーパービジョンの四側面は，①管理，②技術訓練，③自己覚知，④自己

たい．ただし，どのように教育・支援・マネジメントを結びつけるかについて

の発達，にある．
スーパービジョンの目的は個々人の専門職としてのスーパー

は明確に述べていない．

バイジーのレベルを向上させることにある」
黒川昭登

（13）

Ⅲ わが国におけるスーパービジョンの定義

「スーパービジョンは支持的援助方法であり，ソーシャルワーカーやカウン
セラーが業務遂行能力を向上させるための教育訓練の一方法である」

視点を変えて，日本でスーパービジョンがどのように定義されているのかを

上述したように，ソーシャルワークのスーパービジョンは一般的に，管理・

検討するために，ソーシャルワーク教育で権威があると考えられる定義を，い

教育・支持の側面があるといわれている．以上を見て理解できるように，管

くつか以下に示す．重要と思われるところに下線を引いた．

理・支持という視点から定義する者もいるものの，多くのソーシャルワークの

D・デッソー

（8）

「スーパービジョンとは実践力という専門職としての能力を養成するための
訓練である」
「ケースワーカーとして望ましい性質や能力とか，またその人たちが専門家

研究・教育者たちは専門職としての教育課程として捉えている．これは，定義
した者が全て社会福祉教育を担ってきた大学教員であるという点もあるかもし
れないが，これでは前述したようにソーシャルワーカーが組織の使命とは別の
ところで成長するという認識につながってしまわないであろうか．

として鍛えられていく過程で，一番大切なのがスーパービジョンである」
大塚達雄

（9）

Ⅳ 福祉現場が陥る危険性

「ケースワークのような対人援助の専門職は複雑で，社会的関係の脈絡の中
では予測しがたい問題に直面し，それを解決することが期待される．そのた
めにソーシャルワーカーは能力の限界や，能力と人格の相互作用にさらされ
るので，スーパーバイザーはソーシャルワーカーが限界を乗り越え，クライ

福祉の現場に今どのようなスーパービジョンが求められるのか．それを考え
るために，ここで，福祉の現場の状況に目を向けてみたい．
久田

は，時代が「介護や支援を必要とするかわいそうな人という温情や同

（14）

エントの問題解決に効果を引き出させるように，指導や助言を与えて支援す

情の対象とした古い利用者観から当然の権利としてサービスを利用する人とい

る」

うポジティブな利用者観に」変換しつつあると述べている．そして，「使命の

福山和女

（10）

把握は利用者に必要とされる人材となるための初めの一歩であり，職員個人も

「スーパービジョンとは教育指導の過程である．
スーパーバイザーはスーパー

しくは職場全体が，使命感は持ち合わせているつもりでも，具体的にどんな使

バイジーとの契約関係に基づいて，スーパーバイジーの学習ニーズを熱意と

命を果たすために働いているか，説明を求められても説明できないとすれば極

サポートで充足する」

めて危うい状態にある．日々の業務がマンネリあるいは低レベルなケアに陥っ

仲村優一

ている公算が大きい」 と述べている．福祉サービスの提供において，組織の

（11）

「スーパービジョンはスーパーバイジーの専門職としての成長と成熟を促す

（15）

使命に鑑み，当事者の声を真摯に受け止め，そして個々の職員を支援・成長さ

教育的援助の過程である．これは，
社会福祉分野の仕事の管理的枠組み内で，

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

日常のソーシャルワーク活動を通じて行なわれる．スーパービジョンは対人

ビスの原点が本来「顧客の満足」であるにもかかわらず，現場ではそれが遵守

援助の専門職にとって，自己統制の重要な方策である」

されていないと述べている．

は福祉サー

（16）

以上は福祉現場がともすると，本来の使命が浸透していないということを示
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唆するものではないだろうか．そして本来の使命とは何かを再認識する必要が

を評価し続けなければならない．成果は共通して顧客の満足とすべきであり，

あるのではないだろうか．

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．

Ⅴ ドラッカーの自己目標管理

さらに，ドラッカーの自己目標管理の定義について論及する前に，田中のド
ラッカーに対する批判について触れておきたい．

これまで，ソーシャルワークのスーパービジョンが抱えている課題を述べて

田中はミッションマネジメントを「経営理念を組織の隅々に浸透させ，それ

きた．即ち，スーパービジョンに 3 要素があり，相補的であるとされつつも，

を従業員のやる気と組織の発展につなげる，経営理念を体現化する経営」 と

必ずしもそれらを適切に統合した全体像として構築がなされていない．特に，

定義づけている．そして，ドラッカーが具体的な次元では十分な議論をしてい

大学の専門職教育に当たるものは，スーパービジョンを専門性の向上という視

ないとしている

点に注目しがちとなる．さらに，現実的には福祉サービスの原点が本来「顧客

とで，個人がミッションに気づき，それを個人の働きがいや成長，組織の競争

の満足」であるにもかかわらず，現場ではそれが遵守されていないという批判

力につなげることである．そのためには，組織運営を行う場合に，展望＝目的

がある，ということである．即ち，組織の使命への認識が軽んじられてしまっ

を明確に定め，目的を達成するために果たすべき組織の役割＝使命と，それを

ているのである．

果たすための価値観・行動規範＝価値を明確にして，組織運営を行うことが求

（19）

．ミッションマネジメントは，組織の理念に沿って働くこ

（20）

以上の課題に，解決の示唆を投げかけてくれるのがドラッカーの Manage

められる．ここで特に重要となるのは，
「理念浸透」である．理念浸透にとっ

ment by Objectives and Self-Control
（以下，自己目標管理と記す）であるので

て大切なことは，働く一人一人が，どれだけ個人のミッションを高めて働くこ

はないだろうか．
自己目標管理を取り上げる前に，
改めてその前提となるドラッ

とができるか，であろう．しかし，組織のなかで，つねに個人のミッションを

カー理論に目を戻したい．マネジメントが自らの組織が社会に貢献する上で果

持ち続け，高め続けるということは，むずかしい．理念の意識調査に関する結

たすべき役割としてドラッカーは 3 つ挙げている

果からは，経営者・管理者は，経営理念を重要である，あるいは役立っている

．

（17）

①組織に特有の使命あるいは目的を果たすこと

と感じているものの，経営者側と従業員との間には，経営理念に対する受けと

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

め方に大きなギャップがあることや，末端層までの浸透の度合いは，芳しくな
い結果も多く報告されている

うにする

．

（21）

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

田中の批判に対して，筆者は実はドラッカーが具体的に対応方法を示唆して
いるものと考えている．それが自己目標管理である．ドラッカーは，次のよう

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

に述べている．

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，

「今日必要とされているものは，一人ひとりの人の強みと責任を最大限に発

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

揮させ，彼らのビジョンと行動に共通の方向性を与え，チームワークを発揮さ

に責任を持たせる」必要性を述べている．

せるためのマネジメントの原理，すなわち一人ひとりの目標と全体の利益を調

筆者なりに整理すると

，ドラッカーのマネジメントは「人」に関わるもの

（18）

であり，人間とは何かを踏まえ，しかもそれぞれの組織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とともに，個々のメン

和させるためのマネジメントの原理である」

（22）

ドラッカーの自己目標管理について言えば，ポイントとして以下の 3 点を挙
げたい．

バーが自身の責任を認識しなければならない．そして組織は組織としての使命

第一は，個々の職員が，自分にどのような組織の使命が期待されているのか

を目標として設定する必要があり，それを実現しているか否かについては成果

を理解するようにしなければならないということである．ドラッカーは次のよ
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Ⅵ スーパービジョンの全体像の再構築

．

（23）

「組織に働く者は，事業の目標が自らにもとめているものを知り，理解しな
ければならない．上司もまた，彼らに求め期待すべき貢献を知らなければなら

スーパービジョンには，管理・教育・支持の側面があることを述べた．現実

ない．そして彼らを評価しなければならない．このことが行われなければ，組

的には中間管理職がスーパーバイザーである．そのために，施設運営を目的と

織に働く者は方向付けを誤る．目標管理には特別な手法と非常な努力が必要で

した管理的機能に傾く傾向にあり，実際の場面でこの管理的スーパービジョン

ある」

が率先して行われるのであれば，職場の上司・先輩等による職務上の指導・監

同時に上司も自分に期待されている貢献を知らなければならないということ

督・管理的なスーパービジョンが主流となり，そこで業務上の管理と効率が優

である．それは組織の使命を常に自省的に考え続けなければならないというこ

先されがちである．そうなれば，仕事上の悩みや苦しみを聴くことも，それを

とである．そしてこの対話は極めて努力を要するということである．

通して部下や新人の志気を支え，対人援助専門職としての成長を促すという視

第二は，目標の設定は，誰かの強制によるものではなく，自らの意志に基づ
くということである．

点は育ちにくいであろう．それが燃え尽き症候群や離職の増大を促進し，専
門性が蓄積されないという悪循環を生み出しかねない．このように考えると，

「この原理だけが，指示や命令ではなく，仕事のニーズによる行動への意欲

スーパービジョンの 3 機能を並列的に列挙したのでは現実の問題解決に限界が

を起こさせる．誰かの意思によってではなく，自ら行動しなければならないと

ある．個々の機能がどのように全体像につながっていくのかということが見え

いう自らの決定によって行動させるようになる．
」

ないのである．

（24）

最近目標管理制度を導入する企業が増えているが，その実態は目標管理では

前節でドラッカーの自己目標管理について紹介した．スーパービジョンに関

なく，ノルマ管理に近いものになっているとの批判もある．多くの場合，組織

する上記の課題を克服するために，全体像の再構築をすることに重要な示唆を

の都合で達成不可能な目標を押し付け，何の支援や仕組み作りもしないで社員

してくれるものと思われる．ドラッカーの洞察を参考にして，スーパービジョ

を苦しめる，というノルマ管理になっている．ドラッカーの自己目標管理は

ンの全体像の再構築を試みたら，以下のような構造をなすのではないか．

それとは根本的な異なるのである．原文では Management by Objectives and

第一に，組織の本来的使命を明らかにすることである．前述したように日本

Self-Control
（下線は筆者）とある．われわれは通常自己目標管理として看過し

のソーシャルワークの倫理綱領ではこの点が十分に述べられてこなかった．そ

がちであるが，原文に and Self-Control と記されており，objectives（ 目標）と

れに対して，スウェーデンなどはきちんと明記している．ドラッカーの表現で

のバランスを個々にとることを求めている所に着目したい

は，まさにマネジメントは組織に特有の使命あるいは目的を果たすことである．

．余儀なく組織

（25）

の方針を受け入れるというのではなく，むしろと自らの意欲で突き動かされ，

ここでは，職員自身や組織の利益追求を第一義とすべきではない．そして，自

自分で考え，決定していくのである．上述した「特別な手法と非常な努力」と

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

あるのはまさに，本人が自分なりに考えるということを尊重するためである．

る．そして組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

第三は，技術を否定しているものではない，ということである．

実現している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

「もちろん機能別の専門家が，そのスキルにおいて高度の技術に達し全力を

通して顧客の満足とすべきである．以上を踏まえて，個々のメンバーは自身の

つくすことは絶対に必要である．スキルにおいて高度の水準にない仕事は真摯

責任を認識しなければならないし，
また認識するように具体的に促すのが，
スー

さに欠ける．そのようなものは人を堕落させる．その下で働く人を堕落させ

パービジョンではないだろうか．まさにマネジメントの具体的な方策として機

る」 ，とドラッカーは明確に述べている．

能しているわけである．個々のソーシャルワーカーは，自らの貢献を振り返る

（26）

技術の向上を否定せず，さらにそれを踏まえた上で，組織の本来の使命を果
たそうというところに意味がある．

にあたって，安易な妥協は許されないのである．個人の立場としてどのような
貢献ができるか，
何をなしえたのかを厳粛に振り返るという作業が求められる．
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第二に，人の自律性を尊重することである．スーパービジョンが一方的な管

したように，専門性の向上を怠ったところで，組織は衰退する危険性が生じる

理で終始しない可能性がある，それを適切に言語化し，具現化してくれるのが

のである．但し，専門職としての立場のみを主張してしまうことで，本来の自

ドラッカーの自己目標管理なのではないか．つまり，人は自律的な存在であり，

分が社会や組織に対してなしうる貢献が阻害されてしまう可能性があることも

自分で考え，自分で決定していくことができる存在であるという信念である．

認識しておくべきなのである．

管理という言葉により，従来サービスを提供する組織・機関の運営に重点を置

第四に，前提として，組織にかかわりのある人たちが生産的な仕事を通じて

き，ワーカーへの命令，監督，管理，指導，評価，状況の把握というイメージ

いきいきと働けるようにする，という視点である．組織の政策と手続きを正確

が持たれがちである．しかし別の視点でスーパービジョンを論じる者もいる．

に実行することを管理するという以前に，人が仕事を通じて自己実現をする存

川田

在であるという，人間中心の発想に着目したい．

は次のように述べている．

（27）

「従来はスーパービジョンといえば，管理的機能が主であると考えられがち

第五に，スーパーバイザー自身が高度な力量を求められるということである．

であった．しかし，今日では管理的機能も，管理する−されるの関係ではなく，

前述したようにドラッカーは，目標によるマネジメントを行い，要求水準を高

スーパーバイザーとスーパーバイジーが共に仕事の機能を高めていけるように

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に責任を持た

情報や意見を提供し合うというスーパービジョンの相互性が重視されつつあ

せる，と述べている．人材を的確に配置するというマネジメントの力も必要で

る」

ある．同時に，自分が部下などに課している要求内容が果たして適切なのか自

そして，若林

省的でなければならない，ということである．スーパーバイザー自身も上から

は次のように述べている．

（28）

「官僚機構のもとで上司が下僚を監督することであると思われているが，そ

言われたことを単に伝達するだけではなく，自分自身で組織の本来の使命は何

れはスーパービジョンを形式的にのみ解釈したもので，その真の意味内容は

なのか，それに向けて自分は何をなしうるのかを懸命に考えなければならない

まったく失われている．
上司下僚の関係ではなく，
スーパーバイザーはスーパー

であろう．これはまさにソーシャルワーカーがドラッカーの述べるところの知

バイジーが自ら進んで自発的にするように側面から援助するのである．主体は

識労働者であるがゆえに，スーパーバイザーのあり方も一方的なマニュアル的

どこまでもスーパーバイジーにある．
」

指示ではないものを求められるということではないだろうか．

むろん，マズロー

の批判

（29）

により，ドラッカーが「これに従って，私自身

［5］

以上で述べてきたものは，
スーパービジョンの全体像の一つのモデルである．

は直ちに考えを改めた．彼の立論には圧倒的な説得力があった」 と，自ら修

言ってみれば，専門性の向上は欠かせないものではあるが，組織の本来の使命

正したように，人は機会さえ与えられれば，成果を上げるべく働くなどと仮定

を第一に捉えて，同時に人間を大切にするという発想を踏まえると，以上の 5

することはできない

点を有機的に統合していくことが求められるのではないだろうか．逆にこれら

（30）

，ということも，踏まえておく必要はあろう．

（31）

しかし，組織が何を使命として存在し，その中で自分は社会や組織に対して

のうちいずれも欠くことができないと思われる．その上で，適宜状況に応じて

どのような貢献ができるのか考える権利があり，同時に義務があるということ

スーパービジョンを展開していく必要があるのではないか．あくまでこれは

である．業務上の管理と効率性を優先するのではなく，対話のプロセスに重点

スーパービジョンの一つのモデルの提示である．しかし，ドラッカーの自己目

を置いた，ソーシャルワーカーに対する支援・成長を促すというものである．

標管理のコンセプトは，組織で活躍するソーシャルワーカーのスーパービジョ

第三に，継続して学習を施して，専門性を高めることは当然前提となるとい

ンの再構築する上で，極めて有意義であるように思われる．

うことである．決して否定されるものではない．現実的にソーシャルワーカー
が勤務する組織（児童相談所・学校・病院など）では，ソーシャルワーカー以

Ⅶ おわりに

外の多くの職種が働いている．そこでソーシャルワーカーが自分の専門性を高
めつつ，組織の使命遂行に貢献することは極めて意義のあることである．前述

ソーシャルワークのスーパービジョンを議論する際に，組織の使命がともす
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るとおざなりにされているのではないかという違和感が，本稿の問題意識の出
発点である．そしてスーパービジョンを技術論に矮小化することなく，組織の
使命と有機的につなげていくスーパービジョンのあり方が求められることを述
べてきた．その検討の際に，ドラッカーの自己目標管理のコンセプトが有意義
であることを述べた．
ただし，ドラッカーが指摘したように「人は機会さえ与えられれば，成果を
上げるべく働くなどと仮定することはできない」という個別性に対して，スー
パーバイザーがどのような具体的な行動が求められるのかについて，本稿では

「Ⅱ−4

73

ソーシャルワーカーは，常に業務を点検し評価を行い，業務改善を推進する」

なお，倫理原則Ⅲでは，ソーシャル・インクルージョン，社会への働きかけ，国際社会へ
の働きかけが記載されている．
上記の記載内容を見たときに，最良の業務を遂行するために専門的知識や技術を発揮す
ることや，ワーカーを雇用する機関に対して同綱領を優先することや，業務改善すること
については明記されている．しかし，機関に対する責任，その使命に貢献すること，同僚と
機関の使命を共有していくことについては必ずしも明記されていない，ということにな
（35）
る．なお，倫理綱領のガイドブックとして，旧綱領に関するハンドブック では「所属す
る機関や組織の運営規則，基本方針，理念などをじっくりと読み，どのような目的を持ち，
どのような理念で利用者と対応する機関なのかを確認することが大切である」と述べて
（36）
いる．しかし新綱領に関するハンドブック ではそのような記載はない．

十分に議論できなかった．今後の課題としたい．
［注］
［1］川村

は，支援場面で起こる倫理ジレンマとして以下の六点を挙げている．

（32）

（1）星野晴彦『もしソーシャルワーカーがドラッカーを読んだら』久美出版，2011
（2）副田あけみ「ソーシャルワークの視点・目標・価値・倫理」
『ソーシャルワーク実践の基
礎理論』北島英治他編，有斐閣，2006，p. 50 - 51

自分の価値観とソーシャルワーク倫理ジレンマ
自分の価値観とクライエントの価値観のジレンマ
自分の価値観と同僚・他の専門職との価値観のジレンマ
自分の価値観と所属する組織の価値観のジレンマ

th
（3）Kadushin A. & Harkness D.（2 0 0 2）: Supervision in social work: 4 ed., New York, Columbia
University Press, p. 20

（4）福山和女『ソーシャルワークのスーパービジョン』，ミネルヴァ書房，2005，p. 192

ソーシャルワーク倫理同士のジレンマ

（5）村田久行『援助者の援助』川島書店，2010，p. 3

社会環境によって生じるジレンマ
［2］ソーシャルワークの価値は，各国のソーシャルワーカーの団体が専門的アイデンティ
（33）
ティーの核として，ソーシャルワーカーの倫理綱領の中に具現化し，保持している
［3］スウェーデンのソーシャルワーカーの倫理綱領

を例に挙げる．

（34）

同綱領では，「同僚と職場」という項目を設定している．そして下記の通り，規定してい
る．日本との差異は歴然としている．
「11 専門職としてのソーシャルワーカーは，所属組織の基本理念を理解し，これを遵守
しなければならない」
「12 専門職としてのソーシャルワーカーは，職場内でふさわしい職責を果たすことはも
ちろん，同僚およびあらゆる地位の従事者に対して，忠誠と尊重を持ち続けなければなら
ない．」
「13 専門職としてのソーシャルワーカーは，仕事の方法，同僚，クライエントの違反を正
す行為が求められる．この必要条件は他の忠誠を求める要求に優先する」
［4］我が国の倫理綱領では，まず前提として，同綱領を遵守することを誓約する者により，専
門職団体を組織すると明記されている．そして所属機関との関係では，次の倫理原則が述
べられている．

（6）V. クールシェッド『今求められるソーシャルワーク・マネジメント』久美出版，星野晴彦
他訳，2009，p. 188
（7）同上，p. 185
（8）D. デッソー『ケースワーク・スーパービジョン』上野久子訳，ミネルヴァ書房，1970，p 2
（9）大塚達雄 「スーパービジョン」
『社会福祉辞典』仲村優一他編，誠信書房，1974，p 209
（10）福山和女「スーパービジョン」
『ケースワーク教室』仲村優一編著，有斐閣，1980
（11）仲村優一他編著『社会福祉方法論

講座Ⅱ』誠信書房，1985

（12）岡本民夫『福祉職員研修の進め方』全国社会福祉協議会，1985
（13）黒川昭登『スーパービジョンの理論と方法』岩崎学術出版，1992
（14）久田則夫『デキる福祉のプロになる現状打破の仕事術』医歯薬出版，2007，p. 2
（15）同上，p. 10
（16）遠藤正一『究極の介護福祉サービスを創る』日本医療企画，2006，p. 16
（17）P. F. ドラッカー『現代の経営』上田惇生訳，ダイヤモンド社，2006，p. 187
（18）P. F. ドラッカー『チェンジ・リーダーの条件』上田惇生訳，ダイヤモンド社，2001，p. 17

「Ⅱ−1 ソーシャルワーカーは実践現場において，最良の業務を遂行するために，自らの
専門知識・技術を惜しみなく発揮する」

（19）田中雅子『ミッションマネジメントの理論と実践―経営理念の実現に向けて』中央経
済社，2006，p. 20

「Ⅱ−3 ソーシャルワーカーは，実践現場との間で倫理上のジレンマが生じるような場
合，実践現場が本綱領の原則を尊重し，その基本精神を遵守するように働きかける．」

（20）同上，p42
（21）同上，p. 79
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（22）P. F. ドラッカー『現代の経営』上田惇生訳，ダイヤモンド社，2006，p. 187，p. 23
（23）同上，p. 166
（24）同上
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（25）福山穣「ドラッカーとマネジメントの哲学としての自己目標管理」ドラッカー学会編集
委員会，『文明とマネジメント』vol 6，p. 194

肖栄

XIAO RONG

（26）前掲，22

（立命館大学経営学研究科博士後期課程）

（27）川田誉音『社会福祉実習』中央法規，2002，p p. 184 -186
（28）若林龍夫『社会福祉講座 2』新日本法規出版，1973，p. 176

Summary

（29）A.H. マズロー .『自己実現の経営』原年廣訳産業能率短期大学出版部，1967，p. 34

Elizabeth Haas Edersheim described the case of P&G to explain the meaning of
“Customer focus” what quoted from Drucker. The research of this paper is “How
is Lafley developing the enterprise on the basis of customer focus.” As a result of
the consideration, Lafley created the customer by the redefinition of business, core
competence and innovation.

（30）P. F. ドラッカー，『明日を支配するもの』上田惇生訳，ダイヤモンド社，1999 p. 19
（31）P. F. ドラッカー『マネジメント―エッセンシャル版』上田惇生編訳，2001，p. 64
（32）川村隆彦『価値と倫理を根底に置いたソーシャルワーク演習』中央法規，2002
（33）北島英治「北米・ヨーロッパのソーシャルワークの歴史」
『ソーシャルワーク実践の基礎
理論』北島英治他編，有斐閣，2006，p. 317
（34）秦康宏「スウェーデン版ソーシャルワーカー倫理綱領」
『発達人間学論叢』7，2004，p 126
（35）仲村優一監修『ソーシャルワーク倫理ハンドブック』中央法規 1999，p. 161
（36）日本社会福祉士会倫理委員会編集 『社会福祉士の倫理』中央法規出版，2007

1. イーダスハイムよる問題提起
ドラッカーの友人，協力者だったバウワーの経営思想とその実践を紹介した

【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博士課程後期満期退学．
横浜市福祉職を経て現職．主たる著書『もしソーシャルワーカーがドラッカーを
読んだら』久美出版，2012．

本『マッキンゼーをつくった男マービン・バウワー』の著者として知られてい
るイーダスハイムは，最晩年のドラッカーの経営思想をまとめて The Definitive
Drucker を 2007 年に出版している．この本は「ドラッカーの経営思想の真髄を
抽出して，新しい時代における理想企業の手引きを作りたかった」 という目
（1）

的で書かれた．
この The Definitive Drucker において構成上，
「今日において顧客中心の意味と
は何か（what customer focus is）
」を例証する代表的な事例として P&G 社が登
場する．つまりダーク・ジェイガーと A・G・ラフリーの 2 人の経営者を中心と
して，P&G 社の事例を展開している ．
（2）

ジェイガーとラフリーについて，イーダスハイムは，以下のように対照的に
記述している．
「ジェイガーの狙いは，革新的な新製品を導入によって，グローバル市場で
はコモディティ化を防ぐとともにプレミアム価格を維持しようとしている．そ
のため膨大な研究開発費を投じた．研究開発費の水準は，それまでの売上高
の 3 .8％から 2000 年の 4.8％に増えた．同時に，広告費は 1998 年の 10.2％から
2001 年の 9 . 2％に落ちた．しかもイノベーション・プロセスは外部の消費者の
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ニーズやアイデアより内部の科学技術によって主導されていた．その結果，新

では，ラフリーの講演を引用され，「ジェイガーが新製品導入とグローバル化

製品の成功率はわずか 20％にとどまっていた．

の戦略に向かった目的は，同社の抱える根源的な問題の解決だった」 と述べ
（6）

プレミアム価格戦略は，急成長まだ低所得水準の発展途上国市場では失敗し
た．P&G は高品質商品ならばどの市場でもその価値を認めると考えて，グロー

られている．ジェイガーの失敗は彼が引き継いだ問題に深く関わっていたので
ある．

バル市場に同一の商品を導入した．これに対して，多くの低所得者がまったく

P&G が従来からどのような経営課題を踏まえながら，ジェイガー以前の問

受け入れなかった．そのため，世界人口の 80％を占める発展途上国市場での

題を明らかにしたうえで，ジェイガーとラフリー時代の P&G を比較考察する．

売上高は，全体の 15％から 20％にとどまっていた．しかもキラーブランド戦

そした最後にラフリーが「消費者がボス」という標語がよく知られているが，

略は，既存の主力ブランドを犠牲にしただけだった．」

それによって示されている経営思想について言及することにしたい．

（3）

ラフリーのもとで「P&G は研究開発に対するアプローチを根本的に変えた．
その結果ライバル（の商品）より顧客の満足を獲得できるかどうかというリト

2. ジェイガー以前の P&G

マス試験紙によって 75％の開発プロジェクトを中止した．同時に，広告につ
いても見直した．従来の 30 秒コマーシャルによるじゅうたん爆撃はすでに時

P&G は 1980 年代に入り，食品部門の拡充と並行して付加価値の高いパーソ

代に遅れになっていた．先進国では，録画再生機能によってコマーシャルを飛

ナルケア部門での買収を相次いで行った．1982 年にはモートン・ノウィッチ・

ばしてテレビを見るようになっていた．これを受けて P&G は，消費者への情

プロダクツ社を買収し，医薬品事業への足掛かりを得た．1985 年には世界的

報伝達について多様なシステムを構築する．すでに双方向のコミュニケーショ

な医薬・パーソナルケア製品のメーカーであるリチャードソン・ヴィックスを

ンを強化するために，世界中 20 か国語で妊娠中や子育て中の女性向けのサイ

買収し，さらに G. D. サール社の大衆薬部門をモンサント社から獲得すること

ド，パンパース・ドット・コムを立ち上げた．また，発展途上国市場を獲得す

によって，P&G はアメリカで最大の店頭販売医薬品メーカーとなった．

るために，文化の多様性にも配慮した．

やがて，パーソナルケア部門の拡大は医薬品から化粧品へと移行した．

成長の目標を達成するために，P&G は自社の顧客の定義を従来自社製品に

1989 年には，アメリカ化粧品市場のマス・マーケット分野でトップ・シェアを

手を出せなかった低所得者層まで拡大した．それまでの考え方を根本から変

誇る「カバーガール」やスキンケア「ノグゼマ」を持つノクセル社を，1991 年

えた．まず“この国でグローバル商品をどう売るか”ではなく，“この国の消費

には日本でも有名な「マックスファクター」とドイツのトップ・ブランド「ベー

者がいくら払いたいか”と考えなければならない．次は顧客ニーズに合わせて

トリックス」をレブロン社から買い取った．

製品の仕様やサプライチェーンをつくる．すなわちアウトサイド・インの考え

一連のパーソナルケア企業の買収により，P&G の売上高や人員規模は 1980

方で事業を組み立てる．それはしばしば製品を基本的機能に絞り，神聖不可侵

年代後半から拡大の一途をたどった．売上高 は 1987 年から 1992 年まで 5 年間

の最小マージン率を諦め，現地の製造業者に委託するという意味である．こう

にわたり毎年 20 億ドル以上，順調に増加した．1994 年の売上高は若干減少し

して 2005 年には，P&G の売上高上位 16 カ国のうち 8 カ国が発展途上国となっ

たものの，アーツトは果敢に経営の再構築を進めて，減収という事態のなか

た．」

で 22 億ドルの純利益をあげた．1993 年のアニュアルレポートには，世界的規

（4）

以上の記述からイーダスハイムは，ラフリーを成功に大きく貢献した経営者

模での事業再編の費用として 15 億ドルをあて，147 製造工場のうち 30 工場と

として描いているのに対し，ジェイガーを完全な失敗者と見なし，その根本的

全従業員の 12％にあたる 1 万 3000 人を削減することによって，1996 年には年

な原因といえば，顧客に注意を払っていなかったことであると強調している．

間 5 億ドルの節約が可能になると述べられていた ．この経過をみるとアーツ

そして，イーダスハイムは P&G 物語のなかで「問題はすでに長い間潜んでい

トの経営は，顧客の創造ではなくリストラによって利益を出そうとするもので

たものである」 と書いている．またティシー & ベニスの著書『決断力の構造』

あったことは明らかである．

（5）

（7）
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3. ジェイガー時代の P&G

なものとなっていた．このことは，P&G に流通改革を迫った．1987 年，P&G
はウォルマートとの間に戦略的同盟を締結した ．各分野の担当者の交流，

1999 年 1 月，ジェイガーが CEO に昇進したが，これは 1985 年 7 月に開始し

販売・在庫データの把握，本部を通さない各店舗への自動在庫補充（CRP：

た日本市場での 3 ヵ年計画「一大飛躍」 を成功に導いた功績が高く評価され

Continuous Replenishment Program）システムの開発などを実施した．

た結果の，異例の昇進であった．

（8）

（14）

1991 年，P&G はウォルマートの主張する EDLP
（エブリディ・ロー・プライ

ジェイガーは「オーガニゼーション 2005」と名づけた計画を策定し，P&G の

ス）というコンセプトを導入した ．EDLP によって特売によるブランド価値

成長を図った．この計画では，2004 年にかけて年間増収率を 6 〜 8％，また 1

の毀損を回避し，ブランド価値を維持することができる．消費者の選択を容易

株当たりの利益成長率を年率 13 〜 15％という高い目標を掲げた

かつ合理的にするためのブランドを絞り込み，広告費の削減と同時に，複雑化，

は，P&G の技術をフル活用し革新的な新製品を継続的に投入し，また製品販

肥大化する各種トレードディール（メーカーが一定期間，製品の販売価格を割

売までの時間を短縮し，複数のブランドをテコ入れすることで，販売数量と収

り引いて販売する商慣行＝特売）を段階的に削減，廃止し，年間取引量に基

益性を拡大し，それによって P&G が新たな事業機会をつかむことを目指した

づく取引価格の事前設定などが実施された

ものである

（9）

．また，P&G は 1992 年に BDF

（10）

（Brand Development Fund） を設け，業績に応じたアローアンスを提供し，
（11）

．この計画

（15）

．その内容は（1）から（4）に要約できる

（16）

．

（17）

（1）製品供給の合理化

当初トレードディール廃止に反対した小売店に対応した． 1993 年 2 月にはパ

今回のリストラ計画は，世界的な製品ラインの簡素化と標準化により柔軟性

ンパース，タイドなどの主力ブランドを含む全体の 70％に EDLP が適用され

を高め，製造ラインを新製品向けに転換する時間を短縮することを目標として

た．そして 1994 年には EDLP の適用は 100％となった

いる．グローバル経営の担当体制をこれまでの北米，欧州・中東・アフリカ，

．

（12）

アーツトは 1990 年から 1994 年の任期中に，利益を任期直前の 12 億ドルか

アジア，ラテンアメリカの「地域別」から，洗剤・クリーニング製品，化粧品，

ら 22 億ドルにほぼ倍増させた．しかし前にふれたように，収益力向上のほと

医薬品，食品・軽飲料，ベビー用品，生理用品，ティッシュ・タオルの「製品

んどは，コスト削減がもたらしたものであり，結局アーツトは次の成長源を作

別」のグローバル事業単位（GBUs）に転換するため，約 11 億ドル（リストラ費

り出さずに退任した．後任の CEO に就任したのがペッパーである．

用全体の半分強）を投じ，これによって製品販売までの時間とコストの低減を

ペッパーは成長の柱として健康食品部門に期待していた

．そして唯一の

（13）

狙っている．

画期的な技術革新の成果として期待されたのが，脂肪代替効果のあるオレステ

従来，同社は製品ごとに複数の製造プラットフォームを採用していたが，こ

ラであった．オレステラを食べても分子が大きいので体内に吸収されず肥満に

れを世界的に標準化にすることで，税引き後ベースで 5 億ドルのコスト削減を

ならない．しかし，実際の製品化の段階で，腹痛，下痢，軟便になる副作用が

見込む．同社は世界で 2 万 5000 件の特許を有し，また研究開発の 40％はアメ

あることがわかり，結局販売を断念した．食品部門は P&G の売上高の約 1 割

リカ外で行われているから，製品供給の合理化は経営資源を製品開発の初期段

を占めていたが，成長の見込みが立たないため，縮小の方向をたどり，1997

階で統合し，製品を効果的かつ速やかに市場に投入する上で不可欠である．

年 12 月にはケーキミックスの「ダンカン・ハインツ」を売却した．また，1980

（2）グローバル事業サービス（GBS）の実施

年代後半から相次いで化粧品メーカーの買収により規模拡大を図ってきた化

GBS は，現在分散している事業活動を各地域のセンターに集約し，（経理，

粧品部門も業績が不透明であった．こうして，2005 年までに売上高倍増目標

給与支払い，旅費と社内向けサービスなどの）事務処理を標準化することで，

を達成するには年 7％の成長を必要としたが，現実にはわずか 2 〜 3％の成長

処理時間の短縮化と管理業務の削減を可能にする．GBS の実施に必要なコス

にとどまっていた．業績が連続的に低迷した結果，ペッパーは早めに退任し，

トは，4 億 9900 ドルが見込まれているが，2004 年までに税引き後ベースで 2 億

CEO をジェイガーに譲った．

ドルの経費節減が予想されている．
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一方，長期的に事業ドメインを，従来の洗剤などの家庭用品から，収益力と

これまで各地域の事業はそれぞれがプロフィット・センター（独立採算性）で

成長性が高いヘルスケアへ移すことで，事業の成長を目指した．特に，世界的

あり，研究開発は国ごとに管理されていた．しかし，今後は（a）現在 100 ヵ所

な巨大市場であり，
巨額の利益が見込める医薬品の分野へ参入することにより，

あるプロフィット・センターを 7 つのグローバル事業単位，すなわち世界的な

売り上げ・利益をともにかさ上げすることを狙った．2000 年 3 月，P&G は第 4

プロフィット・センターに集約し，
（b）各グローバル事業単位のトップは利益

四半期の決算予測を発表したが，4 カ月間で 3 回目の下方修正であった．起死

に対し責任を負い，
（c）また各グローバル事業単位は世界的な研究開発の責任

回生を図って，ジェイガーは，医薬品大手のワーナー・ランバートとアメリカ

を分担し，
（d）グローバルな計画を各市場にあわせて作り替え，市場戦略を生

ン・ホーム・プロダクツを買収しようと画策した．しかし，買収交渉が事前に

み出す市場開発組織（MDO）を新設する．グローバル事業単位と市場開発組織

マスコミへ漏れてしまい，それが災いして株価が大暴落した

の創設ならびに作業工程の合理化によるコスト節減額は税引き後ベースで 2 億

86 ドルから 60 ドルへ，30％も下落した．当時 P&G 最大の危機は，時価総額が

ドルに及ぶ．

850 億ドルに下がったことではなく，それ以上に深刻だったのは，P&G 経営陣

（4）企業文化の変革

．株価は 1 日で

（21）

に対する信頼感が崩壊しかけたことであった

．

（22）

同社経営陣の上位 3000 人の報酬はこれまで以上に業績連動型となる．具体

2000 年 6 月には急遽，任期途中にあったジェイガーの辞任が決まった．ジェ

的には，バイス・プレジデントの報酬の変動幅は，現在の 10％から 40％へ拡

イガーは在任期間わずか 18 カ月，P&G 史上最も短命の CEO という記録をつ

大する．社員は「いかに達成すべき目標を甘めに設定するか」ではなく，「いか

くった．

にチャレンジするか」によって評価されるようになる．

4. ラフリー改革の成果について
さらにジェイガーは，①収益基盤である先進国市場における年間売上げ成長
率を 2 〜 3％と想定，②新規ブランドと新カテゴリーの年間成長率を 1 〜 2％
と予想，③プロダクトミックスと値上げによる年間成長率を 1 〜 2％と予想，
そして④買収により売上高はさらに 1 〜 2％拡大すると説明した

ジェイガーに代わり，CEO に就任したラフリーは，2000 年度を振り返り，
P&G の経営問題点について以下の 4 点

にわたり指摘している．

（23）

①売上高の伸び率に比べ，利益の伸び率が極めて低かった．

．

（18）

ジェイガーは有力ブランドが成長の限界にきたと判断し，新製品で成長を

②新規ブランドの投入数は過去最高だが，重要なコア・ブランドが伸び悩んだ．

図ろうとした．こうして中核ブランドのマーケティング予算を削り，新商品

③新規事業や市場開拓等の先行投資で，費用が収益を上回った．

の開発とマーケティングに惜しみなく資源を投じた結果を生み出されたもの

④組織改革の一環として大規模な人事異動を行っているが，あまり連続性へ

は，モップ掃除のスウィファー，ホームドライクリーニングのドライエル，衣

の配慮に欠けた．

服や布製家具などから嫌な臭いを消すファブリーズ，そして野菜洗い専用洗剤

ラフリーはこうした反省に立った上で，いわゆるラフリー改革を行った．

のフィットなどである．これらの新製品は消費者の要求する内容，価格に十分

ここではまず，ラフリー改革の成果を図表 1 によって見ておくことにしよう．

に応え切れていなかった．結局 P&G の売上高を大きく伸ばす力はなかった

．

（19）

売上高は 2000 年の 399.51 億ドルから CEO を退任した 2008 年の 835.03 億ドルに

それだけではなく，P&G は新商品への優先的なマーケティング投資配分によ

倍増し，利益は 2000 年の 35.42 億ドルから 2008 年の 120.75 億ドルになった．の

り，既存ブランドに高い価格を設定せざるを得ない状況にまで追い込まれてい

ちに見るように，ラフリーの時代に積極的な M&A によるウエラやジレットの

た．その結果，歯磨きの「クレスト」はトップの座をコルゲートに奪われ，「パ

買収も行われたので，売上高の増加のかなりの部分がそのことによって説明で

ンパース」はキンバリー・クラークの「バギーズ」にシェアを奪われた．その

きるが，そうした部分を除いて本業の売上高を見ると，年率平均 6％で成長した

ほかの既存ブランドも軒並みシェアが低下した

といわれている．そして 10 億ドル規模のブランド数は 10 から 24 に増加した（図

．

（20）
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図表 1 P&G の売上高と利益推移（2000 ～ 2008）
（単位：億ドル）
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るということができる．
（1）選択と集中

1000
売上高

ラフリーは会社再建の第一歩として事業構造の見直しから始めた．2000 年

利益

800

以降，P&G は一方ビューティー事業とパーソナル事業の強化と他方食品事業

600

の整理を行った（図表 3 参照）
．
ビューティー事業の強化を決断したのは以下の 3 つの理由

による．

（24）

400

① P&G の事業基準：あまり資本集約的ではなく，また利益率が高く，相対
的に成長率が高いこと．

200

② P&G の強み：消費者に利用されることでブランドが成長し，イノベーショ

0
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

出所：P&G annual report（2001〜2008）より筆者作成．

ビューティー
ヘルス＆ウエ
ルビーイング
ハウスホール
ドケア

セグメント

ストア，雑貨店などのあらゆるチャネルで販売できること．
③ブランド・ロイヤルティ：統計データによれば，若い時から化粧品やパー

図表 2 ビリオンダラーブランド（2008 年度）
事業部門
（GBU）

ンが生まれてくるチャンスがあり，またディスカント・ストア，ドラッグ・

ソナルケア製品を使っている消費者が増えており，それゆえこれらの製品
ブランド

ビューティー

ヘッド＆ショルダーズ，オレイ，パンテーン，ウエラ

グルーミング

ブラウン，フュージョン，ジレット，マッハ 3

の消費量が増加しており，しかも同じ製品をその後も使い続ける傾向が示
されていること．
こうして，2000 年ビューティー・ケアは 73 . 9 億ドルの事業だったが，2008

ヘルスケア

アクトネル，オールウェイズ，クレスト，オーラルB

年では P&G 全体の売上高の 33％を占める 278 億ドルの規模に成長した．事業

スナック，コーヒー，ペットケア

フォルジャーズ，アイムス，プリングルズ

構造の改革と規模の大型化のため，2001 年のブリストル・マイヤーズスクイブ

ファブリックケア＆ホームケア

アリエール，ドーン，ダウニー，デュラセル，ゲイ
ン，タイド

ベビーケア＆ファミリーケア

バウンティ，シャーミン，パンパース

注：フォルジャーズが 2008 年，プリングルズが 2011 年に売却された．
出所：P&G，Annual Report 2008 , p. 29 より筆者整理．

表2）
．また，1株あたり利益は年率平均13％，さらに，フリーキャッシュフロー
生産性は2001年以来，年間118％となった．また，時価総額はジェイガーがCEO
であった時の850億ドルから2008年には2236億ドルと約3倍になっている．
このような成果がいかにして生まれたのか．
ラフリー改革について事業構造，
研究開発および市場展開の 3 つの側面から検討してみよう．

5 . ラフリーの行ったこと
結論的に言えば，ラフリー改革は消費者起点のイノベーションの具体化であ

からの「クレイロール」，2003 年のウエラ，さらに 2005 年のジレットを買収し
た．特に，ジレットの買収が P&G に大きなインパクトを与えた．
なお，2005 年にジレットを 570 億ドルで買収したが，その買収金額は P&G
の前年の年間売上げに匹敵する，史上最大の買収になった．この画期的な買収
図表 3

2000 年以降 P&G の M&A 活動
年

事業

金額

20 01

クレイロールを買収

20 02

ジフとクリスコを売却

20 03

ウエラを買収

20 05

ジレットを買収

20 08

フォルジャーズを売却

20 09

医薬品事業を売却

2011

プリングルズを売却

49 . 5 億ドル
10 億ドル
70 億ドル
570 億ドル
約 30 億ドル
31億ドル
23．5 億ドル

出所：P&G annual report（2001〜2011）より筆者整理．
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については，投資家や証券アナリストからも，P&G の将来的な企業価値を高

（2）外部資源の活用

めることができるという観点から，好感をもって受け止められた．
ジレットの買収により，P&G の成長の勢いはさらに加速した

2000 年，ラフリーは収穫が逓減する一方の R&D にいくら資金を投入しても

．この買収

成長目標を達成できないことに気付いた．
また，
当時実用化されたイノベーショ

と同時に，新た

ンを調べてみると，その多くは P&G 組織の枠を超えて開発されていたことが

（25）

によるコスト効率の改善など，多くの面で収益性を高める

（26）

な価値が生み出された
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．ジレット最大の魅力は，
男性用の髭剃りのブランド・

（27）

明らかになった．さらに，数少ないが，社外開発の製品について調べた結果，

ロイヤルティの高さにあった．P&G がジレットを買収していちばん驚き感心

社外との連携を通じて，収益性の高いイノベーションを生み出せることが判明

したことは，男性用カミソリの市場の収益性が高いことであった．それは，男

した

．

（32）

性消費者が一度ホルダー付きの剃刀製品を買うと，必ず数年間にわたってロイ

こうした結果を受け，ラフリーは今後イノベーションの半分は外部調達する

ヤル・ユーザーになる点である．しかも，次回に必ず購入する替刃の利益性は

という目標を掲げた

さらに高い．何よりも，この製品群は継続使用が基本になっている．カミソリ

ノベーション・モデルは，
「コネクト・アンド・ディペロップ（C&D）
」 と名付

のマーケット世界シェアで 7 割以上獲得しているジレットの強さについては，

けられた．

．この社外技術を積極的に取り入れる P&G の新たなイ

（33）

（34）

経営統合してみて，P&G 側でも初めて実感がわいた．このようにホルダーを

ラフリーは，経営改革の一環として外部の研究開発の成果を受け入れること

まず売って，その後は替刃を売り続ける形で続くというブランドロイヤルティ

にした．新しいイノベーション戦略は，あらゆる技術・研究開発機関とネット

が高いビジネスモデルを，P&G はジレットから学んだ．P&G のマーケティン

ワークを結んで，製品開発を進める．その結果，自前主義にこだわり，「NIH」

グや営業組織の力を投入することで，ジレット・ブランドをさらに強化するこ

（Not Invented Here：自社開発ではないイノベーション）に反発しがちな社風

とができる．その目的に向けて，中長期的にはイノベーションの向上が最大の

は，「PFE」
（Proudly found elsewhere：社外で発掘されたイノベーション）に

武器になる．

劇的に変わった．これにより，P&G 社内にいる 7500 人の研究開発者と，外部

合併により，P&G の成長率は年率 4 〜 6％から 5 〜 7％に引き上げられた

．

（28）

ジレットも P&G と同じく，コア事業にイノベーションを積みかさねることで

に存在する 150 万人の研究開発者とが，初めて有機的に結合されることとなっ
た

．

（35）

成長した会社である．ジレットは，P&G がこれまで弱かったメカニズムの面

また，バーチャル世界でもイノベーションを多く行い，その有効性を現実の

の開発強化に貢献した．これにより，消費者がこれまで見たこともない素晴ら

世界で確認することができた．過去には，試作品の製作から入り，消費者の使

しい新規事業開発が実現する可能性が高くなった

用テストまでに 2 カ月を要して，調査費用の負担も大きかった．それが，今で

．

（29）

一方，成長率 1 〜 2％

しかない食品事業に対して，P&G は徐々に撤退した．

（30）

は 1 日から 2 日かけたテストで確認ができるようになっている．

例えば，J・M・スマッカーは 2002 年にピーナツバターのジフとショートニン

すでに完成している技術が投入できれば，自社開発と比べて，イノベーショ

グのクリスコを 10 億ドルで買収し，引き続き 2008 年に年間売上高 17 億ドルの

ン・コストは半分以下に抑えることができる．R&D 投資の生産性も，外部依

コーヒーブランドフォルジャーズを約 30 億ドルで取得した．2011 年，ポテト

存が増えたことで投資効率は 20％向上した

チップスのプリングルズを 23.5 億ドルでダイヤモンド・フーズに売却したこと

資の割合は，2000 年の 4.8％から，2008 年には 2.67％まで下げられた．

によって，P&G は非中核の食品事業からの撤退を完了した．
この選択と集中によって，今日の P&G の事業構造はバランスのとれた健全
なポートフォリオに変わり，成長率・利益率の高いビューティー事業と競争優
位があるホームケア事業からなっている

．

（31）

．また，売上高に占める R&D 投

（36）

このように，新しいイノベーション・モデルの戦略優位性は，P&G の優れた
消費者理解の把握から発見したアイデアを，消費者ニーズに即した優れた製品
として，迅速に製品化して，しかも安価で市場導入できた点に見られる．
（3）途上国市場の開拓
P&G のようなグローバル企業にとって，急速な経済発展を遂げつつある途
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上国市場の開拓は今日もっとも重要な課題となっている．ラフリーは，P&G

る商品を育てて，継続的に売上と利益を伸ばす」 という基本原則へ立ち返っ

の戦略的な焦点として途上国市場を重視する．2000 年の時点で，P&G は 20 億

た．それが「消費者がボス（consumer is boss）
」という経営思想である．いう

人の消費者に商品を提供していた．この数字は 2008 年には 40 億人に増加して

までもなく，これはドラッカーの「顧客の創造」をラフリー流に言い換えたも

いる．この新たに加わった消費者の大半は，アメリカ，ヨーロッパ，日本以外

のである．企業は，消費者を深く理解することを基本にそこから得られた知識

の国の人である

を生かすことで，消費者に新しい価値を提供することをめざすのである．

．特に P&G 製品の対象が 16％の最上層から 50％の中間層に

（37）

拡大した結果，売上高規模が 2000 年に 10 番目の市場から 2 番目の市場へと躍
進した

（40）

ラフリー自ら「消費者がボス」を唱えて，P&G が原点回帰する動きを全社に
徹底させた

中国によるところが大きかった．

（38）

．消費者を中心に置けば，「消費者は誰ですか」
「何を求めている

（41）

これまで P&G の中国市場へのアプローチは，アメリカ市場で行っていたの
と同じ方式をとっていた．それは，技術革新を通して高品質製品を開発して市

のか」を自問自答することができる．そして消費者が望んでいるものを探り，
それをつくり，提供することができる．

場に導入し，その後改良を重ねて価格を少しずつ引き上げるというものであっ

レビット（1960）は『マーケティング・マイオピア』のなかで，事業定義の方

た．しかし，消費者層の拡大に基づいて，P&G はこれまでのマーケティング

法として，一般によく用いられる製品による定義ではなく，顧客ニーズによる

や生産方法について，根本的に再検討を行った．同時に，生産コストを削減

定義の重要性を説いた

し，流通チャネルをスムーズにし，更なる消費者を獲得するために，北京に

映画事業を「娯楽事業」，ガソリン事業を「エネルギー事業」と定義することで

R&D センターを設立した．消費者との直接的接触を通じてわかったのは，従

ある．そしてここから導き出される仮説は，「事業を顧客ニーズにより適切に

来のやり方ですべての人を満足させることができないということである．そこ

定義し直すことで，企業は生き残り成長し続けることが可能となる」というも

で P&G は，グローバルブランドの価値を守りつつ，安価なローカルブランド

のである．

と競争できる価格帯の製品を開発した．

．顧客ニーズによる定義とは，
鉄道事業を「輸送事業」
，

（42）

レビットの見解はドラッカーの『現代の経営』なかで展開された「顧客創造」

たとえば洗濯用洗剤「タイド」は，従来の 33 セントで販売された 350 グラム

理論を下敷きにして展開したのであった．ドラッカーはこのときすでに①顧客

製品に代えて，新たに 23 セントで 320 グラムの製品を市場に導入した．これ

ニーズによる事業活動，
②顧客には顕在ニーズと潜在ニーズがある，
③顧客ニー

はこれまでのタイドのような 3 倍洗浄効果は備えず，漂白・しみ取り効果やよ

ズを満たそうとする企業の意図と実際顧客の考える価値との間にギャップが存

い香りもしない．この新製品には，かなり以前から使われた洗濯酵素を採用す

在することが多いと指摘した．そして，さらに④事業の定義と再定義に関わる

ることでコストを抑えた．この製品導入結果，売上高は劇的に伸びた．

5 つの問いを提示した．

このように中国の大半を占める所得者層が求める商品の品質レベルを，消費
者理解から探り当て，その期待に見合った価格帯の商品を供給することは，中
国市場での急成長を後押した．

ラフリーはこのドラッカーの「顧客創造」理論を「消費者中心のイノベー
ションは，P&G のゲームを変えた」によって実践・具体化した

．

（43）

P&G の目的は，優れた品質と価値をもつブランドやサービスの提供するこ

以上中国の例を述べてきたが，世界各地でそのような戦略展開によって，

とによって，世界の消費者の生活を向上させることである．従来の P&G は，

2008 年の途上国市場の売上は，2000 年の約 80 億ドルから 250 億ドルに跳ね上

アメリカ，カナダ，西ヨーロッパなどの先進国の大衆をターゲットにしたが，

がり，売上げ全体の 30％を占めるようになった

ラフリーは「消費者がボス」という考え方によって，発展途上国市場に拡大し

．

（39）

た．これは成熟事業となりつつある本業に新たな事業機会を与えた．そして

6. ラフリーの経営思想

顧客の創造を進めるために，本業の強化に繋がる M&A を進めている．これ
は，ラフリー以前の CEO たちが売上高目標の達成するために行った M&A と

2000 年ラフリー改革がスタートするとともに，P&G は「消費者を満足させ

は違って消費者ニーズを重視する観点から M&A を決めたものである．
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消費者ニーズを重視しそれに応える事業活動は，従来からの組織内部または
業界の決まった枠組みを超えて，自らの強みを最大限に生かし企業を成長させ
ることを可能にした．
［注］
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.
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Hitoshi Sato
【略歴】 立命館大学経営学研究科博士後期課程に在学中である．「顧客創造」には興味
をもっている．このテーマに関わっている論文「上海家化のマーケティング」や
「トイレタリー市場における顧客創造」が『立命館経営学』に投稿済み．

（本会理事，佐藤等公認会計士事務所）

Summary
Over the last few decades, “Relevance Lost” has been the subject of controversy.
The purpose of this paper is to answer the question of “Management accounting”
in confusion. The question is to give definition of a new concept of “Management
accounting.” The core of the question is to create the new “Management accounting”
for knowledge worker.

1. 背景と問題意識
ドラッカーは，『マネジメント』で「マネジメント・ブーム（1920 年代〜
1930 年代）の基礎となったコンセプトは 7 つだった」（カッコ内筆者補足）と
（1）

述べ，その中に“Management accounting”がある．日本語では管理会計と訳
されてきた．
「理論が現実に先行することはない」とのドラッカーの言葉に従
えば，実務の要請として発達してきた“Management accounting”
（以下管理会
計という）がまさに理論に先行する現実そのものである．
本考察では，まず先行する現実を振り返り，いかに管理会計を理論として成
立させ，これまで発展しきたかを確認する．次いで 1987 年，R. S. Kaplan らが，
『レレバンス・ロスト』
（有用性の喪失）で管理会計システムの陳腐化

を表明

（2）

し，管理会計に大きな影響を与えた事実を確認する．その後，理論と実務の乖
離を埋めるべく様々な活動が始まった．Kaplan らの進める活動基準原価計算
（Activity Based Costing：以下 ABC）や Balanced Scorecard
（以下 BSC）など
で失われた有用性の回復を図ろうとする代表的な動きをみる．
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筆者は，学部時代管理会計のゼミに属し，その際 1970 年代までの管理会計
の歴史を概観しており，Kaplan らが管理会計の衰退を総括する直前に卒業し
た（1984 年）．その後，職業会計人として管理会計の推移を傍観しながらこれ
まで過ごしてきた．

93

トローラーシップに割かれ，コンセプトを提示した．その後，Gregory および
H. V.Hayesによって標準原価計算と財務諸表分析などの技法が発展させられた ．
（7）

②成長期〈1930 － 1945 年〉1929 年の世界恐慌は，標準思考による管理の限
界を露呈させ，C. E. Knoeppel らにより，CVP 分析，直接原価計算，差額原価

管理会計はなぜ迷走を続けているのか．ドラッカーが「マネジメント」成立
以前に存在していたと指摘する 7 つのコンセプトの一つである管理会計はマネ
ジメントの中に位置づけられたのだろうか．どうすれば有用性を回復すること
ができるのか．これらの疑問に答えることが，本考察のテーマである．

収益分析などの利益計画および意思決定のための技法の研究が進展した．この
時期の特徴に「異なる目的に異なる原価」という思考の浸透がある ．
（8）

③確立期〈1946 年－ 1966 年〉この時代は，「異なる目的に異なる原価」の思
考を指導原理とする管理会計論が再構築され，現在の管理会計の基礎を形成し
ている．1955 年 AAA
（アメリカ会計協会）原価委員会は，計画会計と統制会計

2. 管理会計の迷走― 現状認識

の体系を提唱した．さらに 1960 年代には，
R. N. Anthony と C. T. Horngren が，
相前後して，意思決定会計と業績管理会計の体系を提唱した．1966 年発表の

ここでは，考察の対象である管理会計の歴史を振り返ることで現状を認識する．
（1）管理会計の起源

マックファーランド報告書は，経営管理目的に適切な原価・利益概念を会計単
位および会計期間に関連づけて明確にした点で，
「異なる目的には異なる原価」

管理会計の起源は，諸説あるが 19 世紀にまでさかのぼることができる．た
とえば田中隆雄（1982）は Frederick W. Taylor によるジョンソン社の会計シ

の思考を指導原理とする伝統的管理会計論の確立を象徴する文献だった ．
（9）

④展開期〈1966 年以降〉この時代は，学際的に研究展開がなされたこと，会

ステムの改善（1893 年〜）の実績（連結損益，セグメント情報，予算制度など）

計を情報システムとしてとらえること，意思決定モデルを基礎とした分析的研

が，同社社長であった Pierre Dupont を介し，経営権を取得（1930 年）した E. I.

究が展開されたことなどを特徴とする．1966 年に発表された ASOBAT

デュポン・ド・ヌムース社に持ち込まれ，さらに発展させたと指摘する ．

れらの流れを促進した．
「異なる目的には異なる原価」の思考は「異なる目的に

（3）

がこ

（10）

さらに，
「トップ・マネジメントは 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけてアメリ

は異なるシステム」として発展された．具体的には OR と管理会計の関係が強

カで起こったトラスト・ムーブメントの申し子である．合併によって誕生した

調され，同時に行動科学と管理会計の関係も注目された．経済，数学，統計学

巨大企業を集約的に管理するためには，それ以前のワンマン・コントロールに

などを基礎とするモデル分析が盛んになる一方で，
管理会計研究および理論は，

代わって，複数の人間によって構成されるトップ・マネジメントが必要になっ

実務から大きく乖離する事態に陥り，従来の研究・教育のあり方を模索するこ

た」 とし，時代の要請が管理会計の誕生を促した．

とになった

（4）

その後，デュポン社は，設置した財務部（Treasurer）の規模を 200 名以上に

．

（11）

⑤『レレバンス・ロスト』―有用性の喪失〈1987 年〉理論と実務の乖離を解

拡張させ ，工場会計などのミドル・マネジメントの仕組みとともに，投資収

決するため Kaplan は，企業の中で起こっている現実の調査研究をはじめた．

益率（ROI：Return On Investment）というコンセプトを核としたデュポン・

そこで見たものは，国際競争力の低下に苦しむアメリカ企業の経営管理者たち

チャート・システム（1919 年開発）でトップ・マネジメントの統制会計を充実

が新しい製品・製造技術を強調し，従来の組織や生産方法を懸命に改善してい

させていった ．

る姿であった．そして管理会計研究者が従来そのような問題に取り組んでこな

（5）

（6）

（2）管理会計論の成立
①生成期〈1919 － 1929 年〉このような実務が先行する中，J. O. McKinsey
（マッキンゼーの創設）により『管理会計（Managerial Accounting）
』
（1929）が著
され，米国管理会計論が成立した．同書の 3 分の 1 はコントローラー職，コン

かったという現実に気づかされたのである

．

（12）

そして Kaplan と H. T. Johnson は，
『レレバンス・ロスト』
〔1987〕を刊行し，
その実態を世に問い，管理会計システムの再構築を求め，に大きな衝撃をもっ
て問題提起した．
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その原因を Kaplan らは，
「われわれ筆者が考えるに，企業行動の単純化され

95

本的機能はマーケティングとイノベーションであるとして体系づけられた

．

（18）

たモデルによって学究者達が惑わされてしまったのであろう．経済学者の単一

そして現代マーケティングの祖，Philip Kotler の「人は私をマーケティングの

製品の単一工程という企業モデルに強く影響されて，管理会計学究者は，財務

父という．ありがたいことだが，もしそうならば，ドラッカーはマーケティン

会計手続きによって企業に強制された原価配賦にはほとんど価値を見出さな

グの祖父である」 といった．

かった」とした

（19）

その著書『マーケティング原理』でドラッカーの「マーケティングの目的は

．

（13）

⑥ポスト・
『レレバンス・ロスト』の動き―有用性の回復を目指して〈1987

販売を不要にすることである」 との言葉を引用した．この一事をもってド
（20）

年以降〉
『レレバンス・ロスト』は，
「管理会計研究に対して痛烈な批判ととも

ラッカーは，マーケティングのコンセプトを再定義したといわれ，これを受け，

に，企業に潜む優れた実務の発掘や理論化といった，管理会計研究の新たな指

現代マーケティングの祖といわれる Kotler が生成発展させたのである．

針を示した」 ．そしてそれは，90 年代以降，Kaplan らが自ら ABC，BSC といっ
（14）

た新たな管理会計技法を開発し，実務への導入と蓄積を行い「実務家と研究者

4. 仮説の提示

間で相互のインターラクションを伴いながら，より精緻な理論化を追求してい
くという方法」へとシフトしていった

．

このようなマーケティングの成功の原因は，どこにあるのか．筆者は，その

（15）

以上のように，管理会計は 20 世紀初頭に誕生し，1 世紀にわたり発展してき

鍵が「コンセプト」にあると考える．
「顧客創造という事業目的がドラッカーに

たが，
『レレバンス・ロスト』による告白によって理論と実務の乖離が明らかに

よって提起された．マーケティング・コンセプトの誕生がこれであった」 と

なり，有用性を求めて今も迷走が続いていると総括することができる．

は後世のドラッカーに対する評価の一つである．それは，マネジメント体系化

（21）

以前からあったマーケティングという言葉のもつ意味を変え（コンセプトの再

3. マーケティングの成功

定義），同時にマーケティングをマネジメントの体系に取り込んだことを意味
する．

ドラッカーが挙げたマネジメントの体系化前にすでに存在していた基礎と

これに対する管理会計もマーケティングに劣らない歴史をもち，マネジメン

なった 7 つのコンセプトは，①科学的管理法，②連邦分権組織，③人事管理，

トの体系化前から実績を積み上げてきた．ドラッカーがマネジメントを体系化

④マネジメント教育，⑤管理会計，⑥マーケティング，⑦プランニングである．

した以降，管理会計は何らかのコンセプトの再定義を行ったのであろうか．も

そして管理会計とマーケティングという 2 つのコンセプトのその後は対照的で

しくはその必要がなかったのか．そして現代マネジメントの中にどのように位

ある．すなわち，前者の迷走状態と比べ，後者は順調に発展しているように見

置づけられたのであろうか．
古くから多くの論者が「管理会計は，経営管理者の経営管理に役立つ会計情

えるからである．
マーケティングという用語は，1900 年と 1910 年の間に，たとえば 1905 年

報の提供を目的とする計算であるとすれば，それは，それぞれの経営管理の要

ペンシルベニア大学で「The Marketing of Product」の科目が開講されるなど

請に即したものでなければならない」 とし，経営管理（マネジメント）の要

教育の現場で生まれた．この時期を〈発見時代〉と名づけ起源とし，その後 10

請が上位にあるとこを指摘した．つまりそれは，管理会計をマネジメントの下

年ごとに〈概念化時代〉
，
〈統合時代〉
，
〈発展機会〉
，
〈再評価時代〉と区分し，

位コンセプトとしてどのように位置づけられるかという問題である．

1950 年から 1960 年を〈再概念化時代〉とした研究がある

（22）

．この〈再概念化

筆者は，管理会計迷走の原因をマネジメント体系化後に管理会計の諸分野の

時代〉の立役者こそ，これまでの販売からマーケティングへとコンセプトの転

コンセプトの再定義が行われておらず，その結果マネジメントの体系の中に取

換を行ったドラッカーである

り込むことに失敗し，迷走状態を続けていると考える．以上から新しい知見を

（16）

．

（17）

「マーケティング」は，ドラッカーの「マネジメント」の中に，企業家の基

得るための仮説を次のように定める．
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【仮説】

97

た．1955 年『管理の諸原則』
（Principles of Management: An Analysis of Managerial

管理会計の迷走原因は，管理会計の諸分野のコンセプトの再定義がな
されていないためである．

Functions）は，その後，4 年ごとに改定され，管理過程論の教科書的存在になっ
た．いずれの論者も，計画・組織・資源調達（配員）・指揮・統制と，その機
能を指摘している．

この仮説を検証するため，以下では管理会計の主要なコンセプトから，
〈計

戦後体系化論が起きた管理会計においても，管理会計における伝統的なコン

画会計と統制会計〉，
〈活動基準原価計算：ABC〉の 2 つを選び出し仮説の検証

トローラーシップと上位コンセプトである初期マネジメント経営管理過程に属

を行なう．前者は『レレバンス・ロスト』以前の管理会計の体系の基本となる

する諸機能に着目して，体系化が図られた．具体的には，1955 年 AAA が〈計

コンセプトであり，後者は『レレバンス・ロスト』以降の代表的なコンセプト

画会計と統制会計〉の体系を提唱したのは前述のとおりである．
1960 年代に〈意思決定会計と業績評価会計〉として R. N. Anthony，C. T.

である．

Horngren らが発展させるが，ベースは〈計画と統制〉にあった

．

（28）

5. 仮説の検証〈検証 1〉

Horngren は会計の目的を次のように記した．

（1）伝統的な管理論からのコンセプト〈計画と統制〉に関する検証

①主として外部の利害関係者のために，経常的な財務報告

「2．管理会計の迷走－現状認識」でみてきたように，管理会計確立の歴史

②主として現在の業務活動を計画し統制するために，経常的な経営管理報告

は，デュポン・チャートによる統制会計という成立期の頂点の現実に対し，確

③主として長期計画および非反復的な意思決定のために，特別な経営管理報告

立期（1946 年－ 1966 年）に〈計画と統制〉というコンセプトを導入したことで

この区分をもって②を業績管理会計，③を意思決定会計と呼ばれるように

ある．前述の McKinsey の『管理会計』には，コントローラーシップのコンセ

なった．この記述からもわかるように業績管理会計の基本は〈計画と統制〉で

プトがあり，「能率的な経営管理のための標準と記録が必要である」
，
「標準と

あることがわかる．

記録の構築，
および経営管理問題の解決におけるそれらの利用について論じる」

ここで起きたことはコンセプトの借用である．経営における現実が先行し，

．同書によって管理会計が生まれたといわれており，それ

経営管理論が追随し，その流れを管理会計が受けるのは当然の流れである．問

までの実務でコントローラー部門が担当部門として地位を確立し，この頃原初

題は，マネジメント成立前のコンセプトを借用し，現在でも体系の軸として用

的な職能別組織が生まれた．

いられていることである．

との記述がある

（23）

一方アメリカにおけるマネジメントの先駆者は Taylor である

．Taylor の

（24）

（2）ドラッカーの「マネジメント」からの批判

仕事のマネジメントのコンセプトは，業務執行から計画を分離したことだっ

〈計画〉に始まり〈統制〉で終わる管理過程論のアプローチは計画通りに資源

た．前述のように Taylor は，会計においても大きな業績を残し，後のデュポン・

を配置し，計画通りに統制することである．〈計画－統制〉という基本コンセ

チャートによる統制まで系譜をたどることができる．

プトにすでに「命令」や「統制」という機能が埋め込まれ，上位者が管理すると

ときを同じくしてフランスで Henri Fayol が職能別組織を生み出し，
『産業
ならびに一般の管理』
〔1925〕を出版した．米国での出版が遅れ，同書の普及は

いう意識が潜在している．
管理会計が基礎としている〈計画－統制〉というパラダイムは，いまだ肉体

〉は，
〈計

労働（manual worker）が多数を占める時代には有効であったものであり，今

画と執行〉という Taylor のコンセプトと親和性があり，普及した． Fayol の管

後もこれに依拠することは管理会計の衰退を加速させる可能性がある．それは

理過程論によれば，管理（administration）するとは，予測し，計画し，組織し，

〈計画－統制〉を〈意思決定－業績評価〉と言い換えても同じことである．業績

1950 年代になってからであるが，そのコンセプト〈計画

と統制

（25）

命令し，調整し，統制することである

（26）

．

（27）

戦 後， 米 国 で，H.Koontz と C. O’Donnell ら に よ っ て 管 理 過 程 論 が 発 展 し

管理自体，統制概念の後継だからである．
ドラッカーは，これに代わるコンセプトとして目標管理（MBO）を提示して
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いる．しかも自己管理を志向し，
「命令」や「統制」によらないマネジメント・

99

6. 仮説の検証〈検証 2〉

プロセスを重視した．それは知識労働者中心の組織運営を先取りする方法でも

①ドラッカーのマネジメントからのコンセプト〈ABC〉に関する検証

あった

上記では，すでに古典派と呼ばれる管理過程派から管理会計がコンセプトを

．真の組織の生産性向上には，これらの者の生産性向上が欠かせな

（29）

借用し続けている現状を考察した．次に過去にドラッカーのマネジメントから

いからである．
ドラッカーは，「評価とは上からの管理ではなく，自己管理を可能にするた
めのものである．この大原則を破っていることが，マネジメントの仕事のうち

管理会計がコンセプトを借用したケースはあるのかを検討する．最も影響を及
ぼしたと思われるのは，ABC である．

評価測定が最も貧弱な分野になっている原因である」 と指摘した．業績評価

Kaplan は，『レレバンス・ロスト』において次の指摘をした．「原価の発生原

が組織だけのためのものである現状からは，いくら動機づけ理論を導入しよう

因となる取引の割合は，25 年も前に，ピーター・ドラッカー（Peter Drucker）

とも限界がある．それは管理過程論という旧い時代のマネジメントの仕方だか

の赫々と洞察に満ちた論文においてすでに認識されていた」 とし，次の引用

らである．知識労働者の存在を前提とした場合，
「管理手段を用いた方向づけ

を行った．

（30）

は，一人ひとりの人間の動機づけにつながらなければならない」 のである．
（31）

（34）

「成果の 90％が最初の 10％の事象によって生じるのに対して，原価の 90％

業績管理は，統制のためではなく自己管理のツールである．自己管理の目的

は残りの成果のない 90％の事象によって増加させられる．経済事象は概して，

は，仕事をとおしていかに自己実現を図るかである．しかし多くの業績管理は，

収益に直接比例しているが，一方で，原価は取引数に直接比例しているのであ

組織のためだけの道具となり，自己実現というもう一つの側面を忘れている．

る．さらに……実際に成果を生み出さない 90％の事象に原価を配賦しようと

その結果，業績管理を短期的な報酬制度と直結させることなどによって様々な

努力するであろう．……事実，最も高価で潜在的に生産的な経営資源（すなわ

コンフリクトを招いている．

ち，熟練工）を用いれば，ひどく不適当な配賦をすることになるだろう」
．

たとえば管理会計に「目標設定研究」という領域がある．簡単に述べると「難

Kaplan は，このような実態を踏まえ「ドラッカーが注意を促した点は，企業

易度が高い予算目標を設定する方が高業績につながるという定説と，予算ス

の会計システムを利用していては，管理者達は全品取り揃えの生産施設を運営

ラッグ

していく原価を見ることができないということである」 と踏み込み，さらに

がよりおおく含まれる比較的達成が容易な予算目標を設定する方が

（32）

組織にとってもマネジャーにとっても望ましいという主張との対立」 がみら
（33）

（35）

次の引用を行った．

れるなどの研究を積み重ねている．この議論の前提には，予算を業績管理ツー

「今のところ，会計担当者が原価を配賦できる唯一の方法は，取引数に比例

ルとし，報酬に連動させた制度がある．自己管理が原則である目標管理に他者

させるよりもむしろ，
営業量に比例させる方法である．従って，
1 回の注文で（も

管理の原則を用いているのである．このような経営現場の例は珍しいのではな

しくは 1 つの製品で）100 万ドルの売上高は，100 万回の個々の注文による（も

く，大半がそうである．
「評価測定が最も貧弱な分野になっている原因」と喝

しくは 50 の異なる製品での）100 万ドルの売上高と同一の原価を発生させる．

破したのである．

……会計担当者が関心をもっているのは，製品原価よりもむしろアウトプット

管理会計迷走の原因の一つは，陳腐化した〈統制〉というコンセプトを〈業

の単位あたり原価なのである」 ．
（36）

績管理〉と言い直し，動機づけ理論やエンパワーメントの手法などを持ち込み

この点に関し Kaplan は，「ドラッカーが警告したのは，個々の製品原価を正

ながら取り繕いの中で方法の模索に明け暮れていることである．知識労働者の

確に跡付けない原価計算システムでもって全品取り揃えマーケティング戦略を

時代においては，すでに陳腐化した〈統制〉という借用したコンセプトの返還

奉ずることの機能障害的結果であった」 と指摘し，不正確な原価計算がマー

を行わなければならない．新たに導入すべきコンセプトは「自己目標管理」で

ケティング戦略の実行を不全ならしめていると警鐘を鳴らした．その結果下記

ある．それは「管理手段」のコンセプトの再定義でもある．

のドラッカーの引用を用いて不幸な事態を招来している現実を描写した．

（37）

「大半の大企業は製品品種のなかに何千もの品目をもつことになる―そし
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て本当に“売れる”のが 20 以下であるのも珍しいことではない．しかしながら，

みたものの，コスト増と従業員のストレスの前に，あえなく頓挫している例が

この 20 以下の品目は 9,999 もの売れ行きの悪い品目の原価を支えるために，収

まことに多い」 とし，「その原因を『実践とメンテナンスのややこしさ』にあ

益獲得に貢献しなくてはならないのである」 ．

ることを Kaplan 自身がその実態と原因を指摘している．日本企業に限定され

（38）

Kaplan は，「ドラッカーは非常に先見の明のある結論を次のように出してい

（45）

た調査結果であるが，ABC の利用の目的の第 1 位は「正確な製品原価の算定」

（46）

るが，20 年以上も前にそれを述べている点に注目すべきである」 と，次のド

にあるとされている点が注目される．つまり ABC は，従来からある課題，「間

ラッカーの引用をもって一連の記述を終えている．

接費の配賦」の精緻化として利用されているということである．

（39）

「実際，今日の世界経済における米国競争力低下の基本的問題は，製品の散

②ドラッカーの「マネジメント」からの批判

乱（product clutter）と言ってよい．もし適切に原価が計算されれば，大半の

『レレバンス・ロスト』における Kaplan の一連の引用の基となったドラッ

米国産業の主要製品は，高賃率と高税金負担にもかかわらず，十分に競争的状

カーの論文が“Managing for Business Effectiveness”
〔1963〕である．この論

態であることが分かるであろう．しかし，ほんのわずかなものだけが真の原価

文でドラッカーは，
「われわれが求めているものは，数々のツールや優れたツー

を回収しているにすぎない．おびただしい数の“特別品”を助成することによ

ルではない．すでに，一経営者は言うまでもなく，一企業として使い切れる

り，大量製品における競争的長所はこなごなに砕かれているのである．……（鉄

数以上のツールが存在している．われわれに必要なのは，単純明快な概念であ

鋼，アルミニウムおよび電子工学における）日本の競争上の長所は，少量モデ

る」 とし，単純なコンセプトを得るための次の 3 つの問いを挙げている．
（47）

ルの単品種に日本企業が集中化していることにつきると言ってよいほどである

①経営者の「職務」とは何か

―対する米国製造業の製品品種の方は，ほとんどが分化されていない大量の

②経営者の職務における「主要な問題」は何か

モデルが統制されずに存在しているのである」 ．

③この問題の本質を明らかにし，分析をするための「原則」が何か

（40）

Kaplan らは，1960 年代から 80 年代前半の日本の成功とアメリカの低迷を選
択と集中の度合いの違いであるとし，その原因を不適切な原価計算にあるとの
ドラッカーの指摘を支持したのである．ここにドラッカー・マネジメントのコ
ンセプト「集中」と管理会計の接点を求めることができる．これを受け活動基

①企業の資源と労力を有意義な経済的成果にあずかる機会に適切に配分する
ことである．
②基本的な問題は，効果と効率をはき違えているために，「正しいことに取
り組む」ことと「物事を適正に処理する」ことの区別がつかなくなってき

準による原価計算の議論が盛んになった．
上記の理論のベースとなった現実は，1963 年マッキンゼー・アンド・カンパ
ニーが，アメリカ最大の加工食品メーカー，ゼネラル・フーヅのために行った
分析の記述

以下は，ドラッカーの答えの要旨である．

や同年「GE が間接費を引き起こす作業に『活動』という用語を

（41）

初めて当てた」 などの時期先駆的な取り組みであった．次にこうした起点を
（42）

ている点にある．もともとやるべきではないことをいくら効率的に処理し
たところで，これほど無益なことはない．
われわれに与えられたツール，特に会計データといったツールは，効率
を重視している．
われわれが必要としているのはまず，大きな成果が予想される，有効性

もった ABC の実務への展開を振り返る．
Kaplan は，1989 年アメリカ会計学会（AAA）大会で「ABC 手法が，世界中
の企業が個々に開発したものであり，ABC という名称も，ジョン・ディア・コ
ンポーネント・ワークス社で使用していたもので，大学の研究者が発案したも
のではないと主張している」 ．しかし ABC 発展のベースが 1987 年に出版さ
（43）

れた『レレバンス・ロスト』であることは間違いない

．

（44）

その後，ABC は 1990 年代に研究が進められたが，
「大々的に ABC 分析を試

の高い分野を特定する方法であり，次に，このように特定した分野に集中
する手法なのだ．
③この問題の本質を明らかにし，分析をするための「原則」が何か
企業体とは自然現象ではなく社会現象である．社会的環境においては，
事象の分布は自然界の「正規分布」には従わない．（中略）社会的環境の下
では，数のうえでせいぜい 10％から 20％にすぎない事象が，結果の 90％
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Kaplan らは，後にかかる反省のもと「ささいなミスならば無視することが肝
要である．目指すところは，完璧な正確さではなく，おおむね正しいことであ
り，5 〜 10％以内の誤差は許容範囲とする」 手法を提唱したが，上位のコン
（52）

ここには，ABC の原理（③）が書かれ，目的（①）と主要な問題（②）が挙げ

セプト（目的）を提示したとはいえない．

られている．ドラッカーが示した ABC の目的は，
「企業の資源と労力を有意義
な経済的成果にあずかる機会に適切に配分することである」
．具体的には「正

7．まとめ ― 知見と課題

しいことに取り組む」
，つまりは何に資源を集中させるかの答えを得ることで
ある．このことは精緻さのためのコストをある程度に抑え，所期の目的を達成
しなければならないことを意味する．

管理会計はなぜ迷走を続けているのか．ドラッカーが「マネジメント」成立
以前に存在したと指摘する 7 つのコンセプトの一つである管理会計はマネジメ

しかし実務界は，この目的の確認を怠り，手法の導入に走り，そして疲弊し

ントの中に位置づけられたのだろうか．どうすれば有用性を回復することがで

た．ドラッカーが活動基準を用いることで入手したかった具体的な情報は何で

きるのか．これらの疑問から本考察はスタートした．その答えを得るべく考察

あろうか．その答えは『創造する経営者』にある．ドラッカーが活動基準を導

のために下記の仮説を置いた．

入し計算した例が「ユニバーサル・プロダクト社の製品分析」 である．この
（48）

分析の第 1 表は作業量，つまり活動基準の考え方を取り入れ，製品別配分コス
トを算定している．

仮説：管理会計の迷走原因は，コンセプトの再定義がなされていない
ためである．

「しかし，われわれは市場におけるリーダーシップという企業の外部におけ

2 つのテーマの検証の結果，マーケティングという専門分野でドラッカーが

る評価，
および製品の将来性という未来における評価について分析しなければ，

行ったようなコンセプトの再定義は，行われていないということが分かった．

製品について知ったことにはならない」 とし，ABC による製品原価は把握

この結果から考察しうる知見をまとめる．

（49）

もプロセスにすぎないことを明示した．意思決定に必要な情報は，製品ごとの

検証 1 の結果『レレバンス・ロスト』以前の，つまり伝統的な管理会計全体

「市場におけるリーダーシップ」
，
「将来見通し」である．その分析結果と資源

の底流をなす〈計画と統制〉というコンセプトは，業績管理会計という形で現

の配分結果の妥当性を検証することが目的である

．はじめて「企業の資源と

在の管理会計に基本的に引継がれており，隣接する学際領域の研究を取り込み

労力を有意義な経済的成果にあずかる機会に適切に配分すること」が可能とな

研究と実践を積み重ねているが，成果はいまひとつである．その理由は，〈計

る．

画と統制〉という肉体労働者（manual worker）の時代のコンセプトを土台に

（50）

ドラッカーの ABC は，より実態に近い原価を把握するという動機について

していることである．現代社会は知識労働者の時代である．他者による統制で

軌を一にしているが，管理会計の分野に取り入れられるや目的が原価の精緻さ

はなく自己管理が求められているのである．管理会計低迷の原因は，旧いコン

におかれ，またもや迷走が始まった．事業を分析する際には「分析の精緻さと

セプトの借用にある．統制から自己管理へと前提が変わったのである．

分析の有用性の間にはむしろ逆の相関関係がある」 とのドラッカーの指摘を
（51）

思い出さなければならない．
以上の結果は，Kaplan が，
『レレバンス・ロスト』でドラッカーの引用を用

したがって有用性回復には，知識労働者一人ひとり自己管理を前提とした管
理会計の構築が必要である．自己管理の目的は，個人の成長である．それはド
ラッカーがマネジメントの役割の一つとしたものである．

い，新たな方向性を示したが，上位のコンセプト，この場合は ABC の目的や

ちなみに〈計画と統制〉は，ドラッカーが組織存続の条件とした利益をあげ

問題領域を示さず，実務家や研究者は手法の精緻さ追求に邁進し，自らの立ち

るための方法である．利益をあげることは条件であり，組織の目的ではない．

位置を見失ったことを意味する．

組織は社会にあって使命を果たすため，資源を効果的に用いて，同時に組織の
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成員個々の自己実現と成長を果たすことを目的としている．この位置づけの理

た手法等は発展させればいい．そうでないものは廃棄しなければならない．そ

解なしに，もし管理会計を単に利益を極大化させるための情報提供の道具とし

の際のポイントは，
「知識労働者の時代に妥当する単純明快なコンセプト」に

て位置づけているのであれば現状を打破しなければならない．

跡付けられていることである．

検証 2 の結果『レレバンス・ロスト』以降，新たな動きが胎動してきた．管

今回の考察に BSC を含めなかった．それは「ツールなのかコンセプトなのか」

理会計新時代ともいうべき動きである．その中にあって ABC は，ドラッカー

との問いを発するとき，それはツールであると思えるからである．この考察は

が 50 年も前に指摘してきた一つのコンセプトである．その本質は，
「資源が機

機会をあらためたい．

会に適正に投下されているか」である．そこには精緻さは必要ない．少なくと
も目的を達成できる限りにおいて最低限が担保されていれば十分である．とこ
ろが ABC の研究と実務は，
「正しい原価」探しという悪しき因習にとらわれた．
精緻さを求め，膨大な事務量により破綻した．
「正しい原価」というサブ・コンセプトも〈計画と統制〉というコンセプトが
生み出したものである．計画と統制から生まれた「正しい原価」というサブ・
コンセプトは，規範値（原価標準と予算額） と言い換えることができる．正
（53）

しい規範値との乖離をより少なくすることが〈計画と統制〉という手法の核と
なる思考と行動である．
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多才人間」の浅さがなく，多くの領域についてこれまでにない新しい切り口を
示し得るのだと思う．「深い」というより「ユニークで本質的な切り口」といた
方がしっくりする．私はこれを「ドラッカーめがね」と名付けている．

大 木 英男
Hideo Oki

（本会理事，㈱ CPP）

こうした状況であるから，ドラッカーはいろいろな領域に「公理」を提供し
ている．マーケティングにおいても然りである．そこで本稿では，ドラッカー
がどのようなマーケティング公理を提供し，それがどのような「定理」や「実
践」となっているかをみてみたい．そしてそれは，体系的．学問的なスタンス

はじめに

でなく，多分に「ドラッカー・マーケティング推測隊」といった軽い感じで考
えていきたい．

周知のように，ドラッカーは多くの分野に精通している．通常，多くの分野
に精通している人は，領域は多様でもその深さはさほどではない．それは当然

マルチブランド化の薦め―ブランドとは何かを問いかける

だろう．人間の能力の限界と時間的制約を考えれば，普通の人にとっては「広
く，深く」は至難の業だ．だから，多くの場合，せいぜい「マルチ人間」
，一

ドラッカーは『ネクスト・ソサエティ』で，マルチブランドの重要性を指摘

昔前のことばでいえば「複眼の思想」といった程度で，
「雑学王」
「何でも屋」と

している ．具体的には，自動車メーカーに対し他社メーカーの部品などを使

いった，むしろマイナスの呼称が多いといえるだろう．

いマルチブランド化することによって，流通チャネルの幅を広くすることがで

ところで，よく知られているように，ドラッカーの場合，通暁する領域は驚

（1）

きるとしている．E コマースがそれを可能にしたとする．

くほど多様だ．自らが「発明」したとされるマネジメント以外に，経済．歴史．

これは，ブランドというものに対する本質的な問題提起をしている．なぜな

哲学．社会学．文学．芸術．統計学など常人では考えられない幅の広さである．

ら，ブランドとは単一であるべきことが従来の大前提であったからである．ブ

すると，「ドラッカーとはいったい何者か」という議論が当然でてくる．筆者

ランドの基本機能は「識別」であり，「○○ブランドは他商品とこの点が異な

は当年報の創刊号に「ドラッカーの顔」と題して，調査結果を交えてこの問題

る」という差別性の象徴がブランドなのである．そしてユーザーは，ブランド

を検討した．しかし，何者なのかわからない．ドラッカーの「顔」が固定され

を購入行動の軸とすることが多い．だから，企業にとってブランディングが非

ていない．その一方，ドラッカー自身は涼しい表情で（？）
，私は社会生態学

常に重要なマーケティング．テーマとなり，ブランド・エクイティ形成に血道

者だといっている．では，社会生態学者とは何か．これがまた問題で，
「社会

をあげる．そしてブランド価値が金額換算され，M&A の時に重要な要素となる．

生態学作法」的な考え方は，その著書のあちこちに現れる．だが，社会生態学

ところが，マルチブランドになれば話が違う．「エンジンは GM で，車体は

の全体像や体系については，明らかではない．

フォードで……」ということになれば，全体としてのブランドが消失する．こ

だがドラッカーの「顔」がどうであれ，その膨大な知識とそれを基に現象を

れはブランド論的には，ブランド価値を分散することになり不利益だ，という

読み解く発想は，ユニークで本質的である．年報の他の号で記したことである

見方が一般的であった．だがドラッカーのマルチブランド化戦略は，単一ブラ

が，ドラッカーは「公理」を提供し，研究者がそれから「定理」を導き出し，企

ンド崩壊の可能性を示唆している．

業はそれを「実践」するという図式がみてとれる．

実は，この問題は日本において数十年前から存在していた．特に電器製品に

つまりドラッカーには，彼独特の「事象診断眼」があり，いろいろな事象を

おいて顕著であった．たとえばテレビセット．当時から，テレビの部品の多く

その診断眼を通してみることによって，これまでその領域の専門家が思いいた

は当該メーカー製ではなく，海外製か国内部品メーカー製であった．その方が

さなかった深い考察を得ることができるのではないか．だから，一般の「博学

コストが安いからだ．だが完成テレビセットは，たとえば「サンヨー」といっ
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市場地位の下限と上限はともに危険

が高いブランド・エクイティとなっていたからだ．したがって消費者は，
「サ
ンヨーというブランド名の他社商品を買っていた」といえなくもない．

同じ『現代の経営』でドラッカーは次のように記述している．
「事業の売上げ

しかしドラッカーは，単一ブランドの崩壊を示唆した．これは，ブランドと

の数字だけでは意味がない……本質的に重要なものは市場地位である．シェア

いうものを根本的に考え直すひとつの方向性を示したといえないだろうか．つ

が一定水準以下になった事業は限界的な供給者となる．価格さえ，より大きな

まり，ブランドというものが無意味になる可能性を示唆しているのではないか .

供給者の決定に左右される．限界的な供給者は，いかなる景気後退，ごくわず
かの軽度の景気後退によってさえ，市場から駆逐されるおそれがある……流通

マーケティングのポジションを規定する

業者は動きの少ない商品を削減する．顧客は人気のある商品だけを求めるよう
になる」 ．
（3）

ドラッカーは，「1900 年以降のアメリカ経済の革命とは，マーケティング革

これは納得できると同時に当然の考え方だろう．当時（1950 年代）はアメリ

命である」としている ．当時，
マーケティングは「販売」という意味であった．

カ市場の成長期であり，シェアが基本的な市場ポジションの指標であった．し

すなわち，事業活動の中枢は「生産」であって，それを「販売」するマーケティ

たがって，シェアのきわめて低い企業は，ちょっとした不景気に直面すると振

ングは，最後に登場する一機能にすぎなかった．ところがドラッカーは，
「生

り落とされてしまう．シェアが重要な所以である．そして成長市場が成熟化す

産」の段階からマーケティングがはじまるとしている．『現代の経営』ではこの

ると，シェアより収益という発想が出てくる．

（2）

点を明確に指摘している．
そして日本の企業活動のプロセスをみると，
「つくったものを売る時代から，

日本の状況をみても，1960 年代．70 年代は多くの市場が成長期であり，激
甚なシェア争いが展開された．そして 80 年代後半以降になると，多くの市場

売れるものをつくる時代へ」といわれだしたのが 1970 年代であると記憶して

が成熟化されシェアより利益という考えが主力となっていった．つまり，シェ

いる．『現代の経営』は 1954 年の刊行であるから，ドラッカーの指摘から 20 年

アか収益かという考え方は，市場の成熟度によって異なるということだ．

経過してその考え方が日本企業に浸透しだした，ということになる．

この点についてもドラッカーは考慮しており，上記の言及のはじめに「市場

「売れるものをつくる」ということは「顧客のニーズに合致したものをつく

のすう勢や潜在的な市場を見る必要がある」という条件を設定している．すな

る」ということで，いかに顧客ニーズを抽出するかが重要になる．そこで市場

わち，今後伸びる市場であるかどうかによってシェアを考える，ということだ

調査の重要性が指摘され，アメリカでは市場調査が脚光をあびた．日本で市場

ろう．このように，シェアが一定水準以下の事業は危険であると述べている．

調査会社が出現したのは 1960 年代であり，当時はいわゆる「アンケート調査」

他方，シェアが一定水準以上（極端に高い）の場合も危険であるとドラッカー

の域を超えておらず，マーケティング情報収集の基本的手法であるとはいえな

はいう．その理由として，圧倒的なシェアの企業は慢心してイノベーションが

かった．

生み出されにくい環境を誘発するというのである．つまり，変化への適応がな

このようにドラッカーは，マーケティングは企業の全領域にかかわるもので

されにくくなるという．この例は日本企業でもみられる．たとえば 1970 年代

あるとし，それが現代の企業において基本的な考え方として定着しつつある．

はビール市場におけるキリンのシェアはきわめて高く，70％という水準に迫っ

イノベーションとともに，マーケティングの重要性とそのポジションを明確に

ていた．これは独占禁止法に触れるのではないかという論議が出たほどだ．当

したという点で，ドラッカーの示唆はきわめて大きいといえるだろう．

時キリンビールの CM で「どういうわけかキリンです」というのがあった．キ
リン自身にも，なぜキリンがこれほど好まれているのかわからない，といった
風である .
だがその後，アサヒスーパードライが登場してみるみるシェアを拡大しキリ
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ンを抜いてしまった．これにはブランド．流通などいろいろな要因があろうが，

向けるが，肝心の市場規模の変化にはさほどの関心は示さないともいえる（ド

商品カテゴリーとしてのビールは嗜好品であったが，ブランドの品質差はあま

ラッカーの「この数字の増減を追っている企業は皆無である」という言いよう

りなかったということが大きいのではないか．スーパードライが圧倒的な味の

は極端であるが）
．いくらカテゴリー内で良好なポジションをとったとしても，

優位性をもっていたとは思わない．事実，当時ブラインド・テスト（ブランド

肝心の市場規模が縮小しているのであれば，
これほど危険な兆候はない．事実，

を隠して試飲テストをする）では，スーパードライは「圧倒的な優位性」など

「市場の潜在性」を軸にしたマーケティング・モデルは少なくない．

みられなかった．そもそも，
成熟社会（当時は成熟社会に突入したところであっ

これに加えていうならば，当該カテゴリーの顧客年代層の変化だ．若年層と

た）における嗜好品に対しては，消費者は多様な嗜好を示し，あるブランドが

年配層の比率に注目すべきだと考える．もし，若年層の流入が増加傾向にある

「圧倒的に支持される」ことはほとんどない．それなのに，当時，アサヒスーパー

ならば，そのカテゴリーは伸長していると考えてよい．だが，顧客構成が年配

ドライは消費者の圧倒的な支持を受けて，キリン帝国を追い詰めた．これは逆

層になるほど高いのであれば，それは危険な兆候である．年配層はゆくゆくは

にいえば，ビールのブランドにおける品質差がほとんどなかったということで

市場から退場する．それに見合う若年層の流入がないから市場はシュリンクす

はないか．消費者のホンネとしては，
「ビールを飲みたいのであって，A ブラ

る．シェアを論議する以前の重要な問題である．これはブランドにもいえるこ

ンドのビールが飲みたいわけではない」ということなのだろう．だから，コミュ

とで，年配層になるほど使用率が高いブランドはシュリンクせざるを得ない．

ニケーション戦略や流通戦略などで簡単にブランドスイッチをしたのではない

私はこれを「滅びゆくブランド」と称している．

か「
. 辛口ドライ」という新しいコンセプトのもとに，
“コクがあるのにキレが
ある”というキャッチフレーズに消費者が「気軽に応じた」ということではな

いずれにしてもドラッカーは，カテゴリー内での競争ばかりに熱をあげない
で，カテゴリー・ボリュームの変化にも目を向けよと主張する．

いか．
このようにドラッカーは，市場地位が極端に低い場合も，あるいは極端に高

「企業規模」の価値が変化した

い場合も危険な状態であるとし，それは実際の状況をみると，確かにいい得る
ことなのである．

『実践する経営者』でドラッカーは次のように述べている．
「
（企業が）大規模
であるということそれ自体は，
望ましいことではなくなる．規模は機能に従う．

カテゴリー・ポジションの変化を把握せよ

これまで 100 年にわたって，優れた仕事ぶりとは，それぞれの産業において最
大であることを意味した．これからは適切な規模であることを意味するように

『明日を支配するもの』で，ドラッカーは次のような要旨を記述している ．
（4）

重要であるのに企業に関心をもたれていないのが，支出配分の変化である．

なる．ほとんどの産業において，アメリカの製品輸出におけるリーダー企業
のように，中規模であることを意味する．経済の重心が大企業から中堅企業や

具体的には「ほとんどの企業が本当に重要な数字を知らない．すなわち，顧客

中小企業に移ることは，1 世紀以上にわたって先進国を支配してきた潮流の逆

の全支出のうち，自社の提供するカテゴリーの製品やサービスに使ってもらっ

転である．この潮流の逆転は……ほとんど無視されている．だが，この逆転の

ている割合についての数字である．この数字の増減を追っている企業は，事実

意味するところは，大規模であるにもかかわらず競争力を維持することが，マ

上皆無といってよい」
．

ネジメント上の新しい課題として急速に台頭してきたということにほかならな

これは前項の「市場の趨勢」にも関連することで，当該事業の市場規模が伸
長しているのか，停滞しているのか，それとも縮小しているのかを見きわめよ，
すなわち変化の方向を絶えずモニタリングせよということだろう．
確かに企業は，カテゴリー内におけるシェアや収益の変化には強い関心を

い．
」

（5）

ここでドラッカーは，
「企業規模」という，これまでは絶対的な尺度である
と思われたものを否定している．だが，「大規模」ということをすべて否定し
ているわけでない．ひとつは，当該業種における「適切な規模」ということで
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あり，大規模企業の存在が不要（不適切）な業種もあるということである．多

ても資金のかかることであり，中小企業の手に負えない．だが，インターネッ

くは中規模がよいとしている．

トがそれを可能にした．つまり，
インターネットは「企業規模の壁」を取り払っ

これまでは，それぞれの業種で最大規模であることが望まれたが，今後は，

たのである．

規模が必要な業種と規模が不必要な業種がある，それぞれに見合った規模が望
まれるということだろう．たとえば，企業規模がさほど必要でない業界では，

おわりに

「適切な規模」の企業が機能的だということである．たとえていえば，
「蟷螂に
対して大斧をもってする」ということだろう．
もうひとつ，
必ずしも大規模を全面的に否定するのではない例として，ドラッ

ドラッカーの発想を源泉とするマーケティング理論は，まだまだたくさんあ
る . ここで示したのは文字通り氷山の一角にすぎない . 本稿はその氷山のほんの

カーは環境問題や大規模ブラントなどのケースをあげている．特に，環境問題

一部に軽く触れたにすぎない . マーケィングは，社会科学である . 社会科学は，

のようにグローバルに関わるプロジェクトは，大規模企業であることが必要だ

社会の変化や人間の意識・行動の変化の意味を明らかにすることが重要だ . そ

としている．

の過程で，「ドラッカーめがね」は大きな示唆を与えてくれる .

要は，ドラッカーの真意は，業界やプロジェクトによって企業の最適規模と

これは，ひとりマーケティングだけではない . いろいろな領域に重要なヒン

いうものがあり，当然「大規模であることが最適」である業種もあるというこ

トを提供する . それはドラッカーの博識と知見によるところも大きいが，ドラッ

とだろう．つまり，企業規模が大きいことは，従来は絶対条件であったがこれ

カーが「公理」の段階でとどめた点が大きく作用している . それが，多くの領

からは異なる，ということで，これはこれで大きな価値観の転換といえるだろう．

域に示唆を与えた大きな原因であると思う 「
. ドラッカーは何でも屋」
「ドラッ

これらの議論の延長として，多様な事業を展開する大企業は分権化では不十

カーには本籍（学問領域）がない」という批判がある . 逆説的にいえば，それだ

分で，各事業を「分離」すべきだとしている．これは大企業が中規模企業のゆ

からドラッカーは偉大なのだと思う . ドラッカーめがねたる所以である . そして

るやかな連合体となることだろう．昨今のホールディングス・システムやカン

この「ドラッカーめがね」は，
「公理」だから，時が経過しても褪せないであろう .

パニー・システムは，この議論の延長と考えていいのではないか．
このように，ドラッカーは「
（企業規模が）大きいことはいいことだ」という
従来の考え方を否定した．これはドラッカーのいうように，業種別最適規模と
いうことでも説明できるが，インターネットの定着も大きく作用しているので
はないか．
私の知るある中小企業（長野県にある精密機械工業の下請け会社で従業員十

【注】
（1）
『ネクスト・ソサエティ』
（上田惇生訳，ダイヤモンド社，以下同様）126 頁．
（2）
『現代の経営・上』48 頁
（3）同上 49 頁
（4）
『明日を支配するもの』57 頁
（5）
『実践する経営者』45 頁．なおこのパートは 1991 年に発表された．

数人）の例がある．その会社は，他の下請け会社と同じように，親会社の決め
た仕様の部品をできるだけコストカットして生産するということに全注力して
いた．あるとき，偶然に今までにない技術を開発した．しかしその技術は親会
社にとっては不要な技術であり，親会社は全く関心を示さなかった．そこで，
その下請け企業はインターネットで「当社にこんな技術があります」というこ
とを世界に発信した．そうしたらヨーロッパやアメリカの会社から問い合わせ
がきてビジネスとなった．
．これがインターネットのない時代であれば，商社
に頼むか，業界展に出品するか，などの方法しかなかっただろう．いずれにし

【略歴】 ㈱クリエイティブ・アンド・プロモーション（CPP）プロジェクト・アドバイザ
ー．本会理事．京都大学文学部哲学科卒業．㈱ CPP 代表取締役，早稲田大学大学
院客員教授，秋田県庁ディレクターなどを経る．専門はマーケティング．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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ASTDに見るドラッカーの
「知識労働者」の育成の潮流について
A New Trend on Educating “Knowledge Worker” in ASTD

中野羊彦

Yoshihiko Nakano

1. 問題意識
（1）問題意識の背景

119

「目標管理」の導入を主張しているが，「知識労働者」は自ら目標を立て，これ
を達成するように行動する．そして，それを組織や社会の貢献につなげる責任
を負っている．
②専門的知識（体系的な知識）をもとに仕事をしている
第二に，上記のような自らの判断は，体系的な専門知識により行われる．ド
ラッカーは，これを正真正銘のナレッジワーカーと呼んでいる．現在は事業や
技術が複雑になり，予め体系的な専門知識を学んでいなければ，仕事ができな
い．「知識労働者」は専門知識という生産手段を持っているので，会社や組織
から独立的になり得る．また，専門知識は他の専門知識と組み合わせなければ

現在，世界では金融危機や新興国の台頭，IT 化，環境意識の進展など，様々

活用できないので，組織やチームなどで，他の人とコラボレーションをしなけ

な変化が起きている．そのような中で，日本の製造業は従来ほどの力が出せる

ればならないことになる．ここのキーワードは「専門性」と「コラボレーショ

状況ではなくなっている．先般も，日本の家電 3 社が大きな赤字を出した記事

ン」である．

が報ぜられた．

③持続的な学習が求められる

グローバル化した変化の激しい社会の中では，従来の製造業モデルでは，一

第三に，「知識労働者」は継続的な学習が求められる．これは第二の条件か

般的な新製品を開発しても，あっという間にコモディティ化してしまい，収益

ら派生してくるものだ．最近は環境の変化が加速化し，学んだ知識の陳腐化も

は上げられない．各企業は，それぞれの強み・個性を活かした，新規性のある

速くなってきている．その為には，
知識を絶えず更新し続けなければならない．

商品，一味違う差別化した商品を，継続的に生み出していかないと，利益は出

経験から内省しながら，変化を察知し，自律的に学習する．ここでのキーワー

ないのである．

ドは「内省」と「変化」である．

これらを担うのがドラッカーの言う「知識労働者」であり，
「知識労働者」が

私の問題意識は，このような条件を持つ「知識労働者」を，いかに育成・強

マーケティングやイノベーションをしながら，
「顧客の創造」をしていかなけ

化し，
「マーケティング」や「イノベーション」
「顧客の創造」につなげていくか

ればならない．

にある．

私は，ある製造業の企業で人財育成を担当している者である．そこで，上記
のような「知識労働者」を育成していくにはどうしたら良いかと言う問題意識
を持っている．
（2）ドラッカーの言う「知識労働者」とは
ドラッカーの言う「知識労働者」とは，どのような人たちを言うのだろうか．
私なりに考えると，次の 3 つ条件を備えた人ではないかと思う．

（3）ASTD での議論の紹介と議論の活用
先般 5 月初旬に，ASTD
（アメリカの教育関係者の団体）のコンファレンスが
あったので，これに参加した．それは，グローバルに「知識労働者」の育成に
ついてどのような議論が行われているかを知りたかったからである．
本稿では，
ここでどのような議論があったのかを，ドラッカーの考えとの関連も交えなが
ら報告したい．その上で，
私なりに今後どうしたら良いかの意見を述べてみたい．

①己の判断で貢献への責任が求められる
第一に，自らが業務上の判断や工夫をしながら，組織や社会への貢献の責任
が求められる人である．ドラッカーは，これをエグゼクティブと呼んでおり，

2. ASTD に見る知識労働者の育成の潮流
（1）ASTD とは

必ずしもナレッジワーカーとは呼んでいないようであるが，
「知識労働者」の

ASTD（American Society for Training & Development）は，1943 年 に 設

一つの条件になると思う．ここのキーワードは「自律」である．ドラッカーは

立された非営利団体で，訓練・開発・パフォーマンスに関する，世界第一の会
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させる」等の必要性を訴えていた．

材料やサービスを提供し，職場における学習促進を援助し，世界中の政府・企

また，トニー・ビンガム氏以外の別の ASTD の講演者からも，3 つのトレンド

業等，各種組織に属する従業員や役員たちのパフォーマンスを支援することを

①コンピューティングの増加（PC，タブレット，スマートフォン）

使命としている．

②クラウドコンピューティング

そ の 2012 年 の International Conference & EXPO が，5 月 6 日 〜 5 月 9 日 の
期間，米国コロラド州デンバー，コロラド・コンベンション・センターにて開
催された．
そこでは，300 以上のセッションが開催され，各セッションでは，人材育成
に関する様々なテーマの講義が行われた．また，
これに付随して，本大会のメッ
セージを示す基調講演やエキスポ（展示会）も開催された．
今年の参加者の人数は 9000 名，そのうち 2100 名が海外からの参加者であり，
日本からも 146 名が参加した．
（2）ASTD の基調講演

③ナチュラル・ユーザー・インターフェース（利用者に優しいインター
フェース）
の話があり，大学での遠隔者教育での利用や自閉症治療に活用する話があった．
（2）ドラッカーの考えとの関連
私は，この話を聞いて，ドラッカーが「コンピューターとインターネットと
の関係は，蒸気機関と鉄道との関係と対応する」という話を思い出した．「蒸
気機関よりも鉄道の方がはるかに大きな社会的影響を及ぼした．同じようにコ
ンピューターよりもインターネットの方がはるかに大きな社会的な影響を及ぼ
す」といった内容だが，これが学習の世界でもいよいよ来るのではないかと感

ASTD では，4 日間に 300 以上のセッションが開かれ，様々なテーマ・内容

じた．例えば，
「新興国の人達に，
種々の教育機関が，
無料に近い形で遠隔コミュ

で講義がなされているので，とてもその全貌は伝えられない．そこで，今年の

ニケーションの高度な教育を提供する」
「ソーシャルメディアを使ってグロー

大会の基本的なメッセージが込められている基調講演をもとに説明し，その上

バルに知識労働者のコミュニティを作る」
「タブレット PC を使っていつでもど

で自分が聞いた他のセッションも関連付けて話したい．

こでも情報を引っ張って学ぶことができる」といったことが行われれば，
「知

今年は，次のような 3 つの基調講演が行われた

識労働者のコラボレーション」
「継続的学習」などでも革命的な変化が起きる可

①ジム・コリンズ氏（偉大なリーダーについて）

能性がある．まだ，私自身にもよく見えていない所もあるが，これらの活用を

②ジョン・カオ氏（イノベーションについて）

よく考えていく必要性を感じた．

③ハイディ・ハルバーソン氏（人生や学びに対する姿勢について）
また，基調講演の会場では，この講演に先立ち，ASTD の CEO であるトニー・
ビンガム氏のオープニングが行われた．そこで，まず，このオープニングに触
れ，その上で 3 つの基調講演の内容を紹介したい．

4. ジム・コリンズ氏の基調講演
（1）ジム・コリンズ氏のプロフィール
ジム・コリンズ氏は，全世界で 1000 万部を越える発刊部数を記録した Built
to Last
（邦題：『ビジョナリー・カンパニー―時代を超える生存の原則』）の著

3. トニー・ビンガム氏のオープニング
（1）内容
トニー・ビンガム氏は，ASTD の CEO であり，The New Social Learning（邦題：
『ソーシャルラーニング入門』ソーシャルメディアがもたらす人と組織の知識
革命）』という本も出版している．それだけに，オープニングでも，モーバイ

者である．ドラッカーを尊敬し，ドラッカーによって自分の使命を見出したこ
とでも知られている．本講演でも実際にその話が，出てきた．
（2）内容
ジム・コリンズの講演は，偉大なリーダーと通常の良好なリーダーの違いは
何かということであった．

ル・ラーニングやソーシャルラーニングの重要性を訴えていた．モーバイルを

組織をバスにたとえた時，そのバスに誰が乗るべきなのか，誰が降りるべき

学習・研修に生かし，
「社内のプログラムと結合させる」
「現地にいながら学習

なのか，どこに誰を座らせるのかを見極めて，行き先を決めるのが偉大なリー
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（第 5 水準）と第 4 水準のリーダーの差とは，
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役割は第 5 水準の世代を育てることである」というのは的を得ていると考える．

自分自身を内省すること，本当に強い意志を持ち，現実をありのままに見る力，
謙虚さ，不屈の精神である．今，一番大きな危機は第 5 水準のリーダーが少な
いことであり，人財育成担当者の役割はそれを育てることである，それだけで
はなく，第 5 水準の世代を育てることである．

5. ジョン・カオ氏の基調講演
（1）ジョン・カオ氏のプロフィール
ジョン・カオ氏は，過去 20 年にわたり革新戦略と実践企画のアドバイザー

また，第 5 水準のリーダーには，次の 3 つの特徴がある

として政府・民間組織幹部の間に高い信頼を得てきた．
「イノベーション

①一貫した規律を持って自らを律し行動する

シェルパ」のニックネームも持つ．Jamming : The art and Discipline of Business

②クリエイティビティを持つ（ただし，規律とのバランスを持ち実証しなが

Creativity
（ 邦題：
『知識創造の経営法則―ジャミング理論が企業を元気にす

ら進む）

る』著者）．
（2）内容

③生産的なパラノイア（たえず危機を持ち準備して進む）
ジム・コリンズは，この特徴の有無を，南極探検のヒーロー，ロバート・F・
スコットとロアルド・アムンゼンの対比で説明した．

ジョン・カオ氏の講演は，ピアノの演奏をしながら，ジャズの即興演奏とイ
ノベーションの対比をするという面白いものであった．
講演の要旨は次の通り．

（3）ドラッカーの考えとの関連

イノベーションを実行することは難しく，ピアノの演奏と同様にかなりの努

ジム・コリンズの第 5 水準のリーダーの考え方は，ドラッカーのインテグリ

力と練習をしなければならない．
クラシック音楽は譜面に比較的忠実であるが，

ティ（真摯さ）の考え方と非常によく似ている．実際，ジム・コリンズは，ドラッ

ジャズは即興演奏をするので，自由が求められる．しかし，まったく自由に鍵

カーからこう言われたという所で，講演を結んでいる．「『あなたは，自分の成

盤を叩くのでは何も生まれない．ジャズには，即興・自由だけではなく，ディ

功ばかり気にしているが，何故社会に役に立つことを考えないのか』とドラッ

シプリン（譜面を弾く能力）や，ストラクチャーが必要．これはイノベーショ

カーから言われた」と．私は，ドラッカーのこの言葉で，ジム・コリンズ自身

ンでも同じである．

が第 5 水準の人間になったのではないかと思う．

また，ジャズミュージシャンはリスクをとる．絶対にうまくいくというのは

今回の ASTD のセッションでは，ジム・コリンズの講演以外でも，リーダー

良くない．ただ，リスクを意識してばかりいるとうまくいかない．リスクがあ

の条件として，
「内省する力」
「人のあり様」を言っているものが多かったよう

ることを受け入れ無心になることが必要であり，これはイノベーションでも同

に感じる．多様な価値観が渦巻いているグローバル組織の運営や，変化の激し

じである．

い所の事業の運営では，状況に気づく能力，メンタルパラダイムを打破する力

うまくいくジャズバンドを組むには，人の組み合わせが重要である．有能な

が重要になる．このとき，基軸になるのが，インテグリティと言うことではな

ジャズバンドのリーダーはメンバーを何人も入れ替えてチームを作った．
また，

いだろうか．これはリベラルアートの必要性の議論にもつながる．

有能なジャズバンドのメンバーは，各人が状況のコンテクストを作るのが得

しかし，このことは，経営者だけではなく，
「知識労働者」にも言えるので

意である（コレボレーション）．これらのことはイノベーションも同じである．

はないだろうか．
「知識労働者」の条件が「社会や組織への貢献を自律的に考え

しかし，コラボレーションをする一方で，イノベーションでは，一人で木の小

る」
「他の人達とのコラボレーションによって成果が出せる」
「内省と変化の継

屋にこもる（ひとりでいる時間を持つ）ことも必要である．

続学習が求められる」ということであれば，内省する力，状況に気づく力，イ
ンテグリティが求められる．また，第 5 水準リーダーの 3 つの特徴
②クリエイティビティ

①自律

（3）ドラッカーの考えとの関連
本稿の冒頭でも述べたとおり，各企業は，それぞれの強み・個性を活かした，

③生産的なパラノイアは，イノベーティブな知識労働

新規性のある商品，一味違う差別化した商品を，継続的に生み出していかない

者にもあてはまるのではないだろうか．ジム・コリンズが，
「人財育成担当者の

と，収益は上げられない．その意味では，イノベーションは益々重要になって
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例が多いと言っていた．そのためには，直観から離れて科学的に観察する必要

ジョン・カオ氏の，ディシプリン（譜面を弾く能力）や，ストラクチャーが

がある．彼女は，その観察の結果として，キャリアを自分で構築しながら成功

必要」という考え方は，ドラッカーの「知識労働者は体系的な専門知識が必要」

していく 9 つの戦略を考えたという．講演では，そのうち重要な 2 つについて

という考え方に対応するものだろう．ドラッカーは，
「イノベーションと企業

紹介した．1 つは戦略の準備段階のマインドセットであり，2 つめは実行する

家精神」の中で，「イノベーションを通常の業務とすべきであり，それは閃き

場合の方法論である．

といったものではなく，体系的に行うべきものだ」と言っている．これも，
「ディ

第一のマインドセットについてであるが，もともとゴールを設定する時の

シプリン（譜面を弾く能力）や，ストラクチャーが必要」という考え方と符合する．

マインドセットには，Be Good
（ 自分は優秀でありこれを証明したい）と Get

イノベーションの組織について考えるとどうだろうか．ドラッカーは，
『ポ

Better（ 自分をより良くしたい）という 2 つがある．そして，実際に成功する

スト資本主義社会』の中で，
「知識労働者」の組織として「テニスのダブルス型」

確率が高いのは，Get Better のマインドを持った人である．Be Good と Get

「サッカー型」
「野球型」を挙げている．
「テニスのダブルス型」は別名「ジャズ

Better のマインドの差が特に出てくるのは，ゴールを追求するプロセスの中で，

バンド」とも言っている．そして，どれが理想型というわけではなく，状況に

何か障害が起きた時である．Be Good のマインドの人はここであきらめてしま

よって変わると言っている．ただ，変化が激しくイノベーションのスピードを

うが，Get Better のマインドの人はあきらめずに障害を乗り越えようとする．

上げざるを得ない状況になれば，
「ジャズバンド型が適合する」と言えるので

従って，Get Better のマインドを持つことが重要である．

はないだろうか．

第二に，戦略を実行する場合の方法論であるが，何を実行するかという To

ASTD では，通常のセッションでも，イノベーションを扱ったものがいくつ

Do リストだけではだめである．実行すべきものに「いつ・どこで」という日付・

かあり，「イノベーションを常態とする雰囲気を作るには，イノベーション事

場所を入れるスーパー To Do リストが必要である．これに本気になって取り

例の共有化が重要」との指摘があった．WEB に事例をアップしたり，互いに

組めば，実行すべき時に無意識にこれを実行するようになる．従って，このこ

発表し合ったりする．本来，
イノベーターを研修で作ることは難しい．しかし，

とに是非取り組んでほしい．

自律的でイノベーターの素養を持った「知識労働者」がイノベーションを推進

（3）ドラッカーの考えとの関連

し易い環境を作ることは重要だ．ドラッカーの『イノベーションと企業家精神』

ハルバーソン氏は，キャリアを構築するためのマインドセットや方法論につ

の中で，いかに企業家精神を発揮させ，イノベーションを通常の業務にする環

いて言っているが，私は，これを自己を向上させる学習の方法論としてとらえた．

境を作るかという章があり，
そこで情報の共有化活動の指摘や事例があったが，
これと符合するものと思う．

ドラッカーは，学習する方法論については通常はあまり語っていないが，ド
ラッカーの自伝的書物である『傍観者の時代』を見ると，子供の時にどのよう
に学習したか，若い時にどのように仕事の改善をしたかが書いてある．これを

6. ハイディ・ハルバーソン氏の基調講演
（1）ハイディ・ハルバーソン氏のプロフィール
ハイディ・ハルバーソン氏は，リーハイ大学心理学准教授であり，社会心理
学者，
教育コンサルタントである．
「動機付け」や「アチーブメント（目的意識）」
の第一人者と言われている．
（2）内容

見ると，目標を設定する重要性，そのための計画を立てる重要性，一定の期間
を取って自分の仕事がうまくできたかできなかったかを内省する重要性が書い
てある．
目標を設定する重要性，そのための計画を立てる重要性は，スーパー To
Do リストに対応するものであろう．また，内省する重要性は，Get Better の
マインドに通ずるものであろう．Be Good
（自分は優秀でありこれを証明した

ハルバーソン氏は，自分の人生やキャリアを築いていくには，自分のことが

い）には，内省する要素は少ないが，Get Better
（自分をより良くしたい）には，

よく分かっていなければならないが，往々にして，自分のことを誤解している

内省しながら向上していきたいという要素があるように思う．それは，ジム・
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コリンズの「内省が重要」ということやドラッカーのインテグリティにもつな

はイノベーションによって達成される．研修だけでイノベーションを推進する

がるものだし，
「知識労働者」の「継続学習」にもつながる．

人財ができるとは思わないが，もともと知識労働者が「内省」と「変化」で自律

ASTD では，学びの方法論については，他にも様々なセッションで議論され

的に「継続学習」をすること自体が，自分の「イノベーション」である．仕事の

ている．私が特に印象を持ったのは，二つの考え方．一つはアジャイル・ラー

基本的な心構えである内省や内発的な動機の教育，ディシプリンに相当する知

ニング（俊敏な学習）であり，もう一つは，
「学習者が主役」というラーニング

識やスキルの教育，ジャズバンドを組むのにも相当するチームビルディングの

3.0 である．アジャイル・ラーニングは学習のスピードを上げていくというもの

教育などは，教育として役に立つと思われる．また，ASTD で言っていた「事

で，知識の陳腐化が速くなっていることや継続学習のスピードを上げていく必

例の提示や共有化」などで，教育の果たす役割もあるだろう．

要性が出てきていることが背景にある．あるセッションでは，グーグルの「ト

いずれにしても，今回の ASTD に行ったことは，人財育成担当者として刺

イレテスト」という紹介があり，それは新しい知識を 10 分で覚えるというもの

激になった．今後も，ドラッカーについての学習を深め，世の中の潮流をみな

であった．ラーニング 3.0 は，講師ではなく，学習者が主体になってテーマやカ

がら，人財育成のやり方を改善していきたい．

リキュラムに要望を出して変えていくというものであり，
「知識労働者」が主体
性をもって自己を改善しようとすれば，このような考え方になると思われる．

7. まとめ
以上，ドラッカーの考えもからめながら，ASTD の基調講演で話されている
ことを紹介してきたが，これを聞いての私の考えを 3 つにまとめてみたい．
第一は，ドラッカーの考えを切り口にすると，
「知識労働者」の育成の潮流
の理解が深まるということである．ドラッカーの「知識労働者」の役割や，育
成・活用方法について抽象的なところはあるが，今回の ASTD の基調講演の
内容を見ても，同じ方向を向いていると思う．従って，
「知識労働者のマイン
ドセットのあり方」
「イノベーションの推進の仕方」
「知識労働者の育成の仕方」
などにおいても，ドラッカーをより深く学べば，より深く理解できると感じた．
第二は，学習方法論における新たな試みの重要性である．最近は，タブレッ
ト PC やスマートフォンなどのようにモーバイルの学習機器が出てきている．
ソーシャルメディアなどを使ったインフォーマル学習の動きも出てきている．
また，アジャイル・ラーニングやラーニング 3.0 などの動きもある．これらは，
ドラッカーの「すでに起こった未来」であり，これらを研究し，良いと思うも
のは取り入れていかなければならない．
第三は，
イノベーションを加速するための人財育成の重要性である．イノベー
ションは，ある意味で，
「知識労働者」のアウトプットの成果と言えるもので
ある．企業が利益を上げていくためには，新規性や差別化が重要であり，これ

【略歴】 一橋大学社会学部卒業．日立総合経営研修所研修主幹．関心領域は人的資源管
理，組織論等．
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まず政治における正統性の概念はどういうものだったのか確認しておきたい．

Social Existence of the Organizations

政治の近代化は近代立憲主義がもたらしたものであった．
「近代立憲主義は，

丸山有彦

Naohiko Maruyama

前産業社会の専制的な絶対主義に代わるもので，法治主義と国民を代表するも
のとしての議会の権限に正統性を付与し，
旧体制の下での『朕は法なり』といっ
た支配者の大権を制限する国家の構成原理である」 ．この構成原理に基づく
（6）

1. 形式的な正統性

「立憲主義国家は，『同一化』，『参加』，『浸透』といった政治機能をもつもので
あり，次第に正統性を獲得していったのである」 ．
（7）

坂本和一は『ドラッカーの警鐘を超えて』において，1954 年に刊行された『現

ところが，こうした体制は崩壊した．

代の経営』をマネジメント分野の金字塔であると評価した上で，
「ドラッカー

ドラッカーは言う．「政治に煩わされたくないためにヨーロッパのヒューマ

の企業観のこのような転換がどうして起こったのか，その展開機軸は何だった

ニストが画いた“法治国”のように，独裁政治と個人の自由と保障を心地よく

のかについては，これまで必ずしも十分に取り上げられてきているようには思

結びつけるのはもはやできなくなっている」 ．

われない」と記す．ここにいう「このような転換」とは，経営者支配に「権力の

なぜ法治主義・法治国家は破綻したのか．

（8）

正統性」を認める立場への転換である ．
（1）

ドラッカーのマネジメントは，企業および経営者の権力の正統性を認めるこ

第二次大戦前のドイツの「法治主義」ないし「法治国家」の観念は，「法の

とを前提にして形成されてきた．
『現代の経営』以降，マネジメントの発展が

支配」とは異なる．
「法の支配」は，英米法の根幹として発展してきた，民主

はじまる．

的な政治制度と結びついた原理であるのに対し，
「戦前のドイツの法治国家

ジョン・J・タラントは，1946 年刊行の『会社という概念』に言及して，
「こ

（Rechtsstaat）の観念は，そのような民主的な政治制度と結びついて構成され

の著作は，
『マネジャーの正当でない支配』という問題を解決してはいない」
「ド

たものではない．もっぱら，国家作用が行われる形式または手続を示すものに

ラッカーは，そのことを承知している」と書いた ．

すぎない．したがって，それは，いかなる政治体制とも結合しうる形式的な観

（2）

さらに，1950 年刊行の『新しい社会と新しい経営』でも，ドラッカーは「社

念であった」 ．
（9）

会に対する経営者の正統性と，つまり彼らの経済的権力の正統性は，“資本家”

さらに，「
『法治国家』に言う『法』は，内容とは関係のない（その中に何でも

の問題をどう解決するかによって定まる」と記すが，しかし，その立場は必ず

入れることができる容器のような）形式的な法律に過ぎなかった．そこでは，

しも明確になっていない ．

議会の制定する法律の中身の合理性は問題とされなかった」 ．

（3）

（10）

それが，
『現代の経営』に至り，
「社会は」
「企業に」
「第一に，永久とまでは行
かなくとも，永続的な免許を『法人』に与え，第二に，企業のニーズに調和す

こうした欠陥があったため“法治国”はナチズムを生むことになった．

る範囲内において，経営管理者に権限を与えた」と記して，権力の正統性を認

その反省から，戦後のドイツでは，「法律の内容の正当性を要求し，不当な

める立場を明確にした ．

内容の法律を憲法に照らして排除するという違憲審査制が採用」された

（4）

．こ

（11）

ここにいう「第一」とは，第二次大戦後，自然人に限らず「法人もまた人権
享有の主体であると解されるようになった」ということであり ，「第二」は，
（5）

それに伴った商法とくに会社法の制定がなされたということであろう．
では，
こうした変革はなぜ起こったのか．法的な革命が起きたためであろう．

れは戦後のドイツのみならず，自由主義・民主主義国家の共通の原理となって
いる．
こうした法的な革命を背景に，企業をはじめとした社会的権力たる組織に，
法的な正統性が付与されることになった．
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険なタブーになり，しばしば，それを避けることだけが関心事になっている」
程の大きさであった

．

（16）

らない．ドラッカーがマネジメントを構築する際にも，実質的正統性の根拠を
基礎づける必要があった．
そこには価値判断の問題が関係するように思われる．

法実証主義が実定法の論理的解明のみを任務としたのも，同じ方向である．
経済学にも価値判断の問題は大きな影響を与えている．1970 年にオックス

2. 価値判断

フォード大学で講義を行った R・ハロッドは，「価値判断について問題とせね
ばならないのは，それが真か偽かという性質をもっているか否か，という単純

第二次大戦後の法的革命は，法実証主義（legal positivism）からの決別をも

な点なのです．この性質をもっていなければ，厳密に言って，それを判断と呼

意味した．法実証主義とは，
「法学の対象を実定法に限定し，自然法的なもの

ぶのは正しくありません」と語った上で，
「経済学への価値判断の進入を撃退

政治的なものを排除し，実定法の論理的解明のみを法学の任務と考える」建前

することは成功しているようですが」と言い添えている

である

は，主にケインズ主義的経済学を対象にしたものだと思われる．

．「外見的人権に代わって，人間が人間であることに基づいて論理必

（12）

．ここにいう経済学

（17）

然的に享有する権利という人権の観念が一般的になったのである」 ．
（13）

第二次大戦終結までの経験から，法を形式的に検証するだけでは不十分であ
り，法内容を問う必要があることが明らかになった．

しかし，ミュルダールは，第二次大戦後，社会科学に価値評価を導入する立
場へと変わった．かつて価値判断を追放すれば客観的な実証的な研究になると

この経験は法学の分野に限らない大きな影響を与えたとみるべきだろう．第

思っていたことを認めた上で，『経済学説における政治的要素』1953 年英語版

二次大戦後，価値判断をめぐる風向きが変わった．マックス・ウェーバーの主

に付した序文で，価値評価を排除することができないことを明確に宣言してい

張する事実判断と価値判断を峻別すべきだとする「社会科学方法論」を否定す

る．
「すべての科学的仕事には，不可避的に先見的な要素がある．答を与える

る主張がみられるようになった．

ことができるためにはその前に質問がなされねばならない．質問は，世界にお

この問題を論じた『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』は 1904
年に出版されている．

けるわれわれの関心の全面的な表明であり，その底には価値評価がある」 ．
（18）

またシュンペーターは，それ以前から価値評価の導入を考えていたものと思

ウェーバーは言う．
「実在を，論理的な意味における理念型と論理的に比較

われる．遺著となった『経済分析の歴史』の冒頭で「分析的努力に当然先行す

しながら関係づけることと，実在を理想から評価し価値判断をくだすことと

るものとして，分析的努力に原材料を提供する分析以前の認知活動がなければ

を，峻別することである」 ．こうした考えからすると，「価値判断を外に向

ならない．本書においてはこの分析以前の認知活動をヴィジョン（Vision）と

かって主張する企ては，当の価値への信仰を前提とする場合のみ，意味をもつ．

名づける」と明示している

（14）

．

（19）

しかし，そうした価値の妥当を評価することは，信仰の問題であ」ることにな
る

．

（15）

価値評価に対するドラッカーの立場は明らかである．価値評価の導入なくし

与えられた目的に対する手段の適合性を検証することはできる．客観的な事

てマネジメントは成り立たない．形式的な正統性をもった組織が，実質的な正

実判断は可能なのである．しかし，主観の入り込む価値について，その妥当性

統性を持つためにはどうしたらいいのか．そのためには，マネジメントを基礎

を評価することはできない．したがって，客観的事実判断と主観的価値判断を

づける根本的な価値を明らかにすることが必要である．それに答えた最初の著

峻別する必要があるとウェーバーは主張したのであった．

書が『現代の経営』だった．この書物において，マネジメントを構成する根本

この「社会科学方法論」の影響は，清水幾太郎が『倫理学ノート』で書いた表
現を記すなら，「ヴェーバー以後の社会科学者にとって，価値や価値判断が危

的な価値に言及している．
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法的地位を得た「企業とその経営管理者に対し，私有財産に伴う伝統的な責

さらに時代とともに知識が重要な要素となってきた．「一般的知識から専門

任をはるかに超える全く異質の新しい責任を課すことになった」ことをドラッ

的知識への転換が，知識に対し，新しい社会を創造する力を与えた」ためであ

カーは強調する

る

．ここにいう新しい責任とは，企業が社会の一員として認

（20）

．

（26）

知されたことに伴う社会的責任である．

ここでも，知識をめぐって，知識人と管理者と組織とが相互的な関係に立つ

ドラッカーは，「企業は，明日の経営管理者が彼ら自身に課すものに対応で

ことになる．組織があるから「知識人」は「その専門化された知識を適用する

きるだけの高度の社会的責任を自らものもとして受け入れる必要がある」と

ことが可能となる」のであり，「他方，『管理者』は，知識をもって組織の目的

し，また「マネジメントのあらゆる行動が，社会的責任に根ざしたものである

を実現」することが可能となる．こうした「両者が均衡してはじめて，創造と

ことが必要である．
基本的にこの社会的責任こそがマネジメントの倫理である」

秩序，自己実現と任務達成が可能となる」 ．しかし，それに先立って組織の

ことを確認する

．その上で，社会的責任における価値評価を提示している．

（21）

（27）

「『使命』が明確であることが必要である」 ．
（28）

マンデヴィルのいう「私人の悪徳が公益となる」という考えでは「社会は永
続しない」のであって，それとは反対に「公共の利益はつねに個人の美徳の上

では組織の実質的な正統性を確保するために，ドラッカーが求めた検証はど
ういうものであったか．

に実現されなければならない」という価値観が必要である．
「公共の利益が企
業の利益となるようマネジメントせよ」という思想の実現が求められる

ドラッカーの基本的な思考法は，演繹法ではなく，帰納法にある．「理論は

．

（22）

ただ，
『現代の経営』を刊行した 1954 年時点では，まだ今後の課題とされる
面が多くあった．こうした価値を具体的にどう展開していったらいいのか，そ

現実に従う．われわれにできることは，すでに起こったことを体系化するだけ
である」 ．
（29）

の答を提示するには，しばらく時間が必要であった．

しかし，帰納法には落とし穴がある．帰納法をいかに正当化するかという問
題である．ハロッドによれば，帰納法の妥当性の証明を不要と考える人は「敗

3. 実質的な正統性とその検証

北主義者」ということになる．
「私は，どんな形態でも，プラグマティズムは
認めません」と語る

．ハロッドのいうプラグマティズムを奉ずるプラグマ

（30）

企業をはじめとした組織が，社会において実質的な正統性をもつための根拠
は，上田惇生が何度か語っているように

，
1973 年刊行の『マネジメント 課題，

（23）

責任，実践』の最後に置かれた「マネジメントの正統性」で論じられている．
組織が正統性を持つために必要なことは，
「人の強みを生産的なものにする

ティストは，帰納法の有効性は諸科学の発展によってすでに立証されていると
いう考えを持つ人々である．そこでハロッドは，帰納法の妥当性の論理的な証
明，つまり「経験による推論の妥当性」を証明しようとする．そして，証明し
たと主張するが，しかし，受け入れられることはなかった．

ことである．組織とは，個としての人間一人ひとり，および社会的存在として

帰納法の妥当性の論理的証明は，ジョン・スチュアート・ミルをはじめとし

の人間一人ひとりに貢献を行わせ，自己実現させるため手段であって，組織の

た人々が試みて失敗してきたものである．経験による推論が弱い論証だからで

基盤となる原理は，
『私的な強みは公益となる』である」 ．『現代の経営』で

ある．客観的根拠を補強する必要があるのだ．

（24）

ドラッカーの提示した考えは，「今や，知識とされるべきものは，それが

示された「個人の美徳」が，ここではさらに具体的され，
「私的な強み」と明示

知識であることを行動によって証明しなければならない」というものであっ

されることになった．
そして組織は，「一人ひとりの人間の強みを生産的なものとし，成果をあげ
させるという責任を負う」ことによって，
「社会を自由なものにしておく」こと
ができ，
「社会を社会として機能させる」ことができる

．こうして，個人と

（25）

組織と社会との関係が相互的になる．

た

．実際の行動によって，原点を確認しなくてはならない．すなわち，「私

（31）

的な強みは公益となっているか」を問うことである．
ドラッカーは言う，「強みを知る方法は一つしかない．フィードバック分析
である」
．ここでは，書くことを通じて客観性を補強し，書かれた「期待と実
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際の結果を照合」することによって行動の検証が行われる

．

（32）

組織の社会的存立を維持するためには，組織の正統性を実質的なものにする
「私的な強みは公益となっているか」を継続的に問う必要があるのだ．
［注］
（1）坂本和一『ドラッカーの警鐘を超えて』東信堂，2011 年，p. 49
（2）ジョン・J・タラント『ドラッカー 企業社会を発明した思想家』風間禎三郎訳，ダイヤモン
ド社，1977 年，p. 57
（3）ドラッカー『ドラッカー全集 2』所収『新しい社会と新しい経営』村上恒夫訳，ダイヤモン
ド社，1972 年，pp.394-395
（4）ドラッカー『ドラッカー選書 4 現代の経営（下）』上田惇生訳，ダイヤモンド社，1996 年，
p. 301
（5）芦部信喜『憲法 新版』岩波書店，1997 年，p. 87
（6）犬童一男『西欧政治史』日本放送出版協会，1989 年，p. 10
（7）同上，p. 11 「政治的近代化とは，産業革命による工業化された社会の成立を背景にし
て，被治者が政治システムに統合されて一体感を持つようになること（これを「同一
化 」identification と い う ），そ し て 正 統 性（legitimacy）を 有 す る 国 民 国 家 が 成 立 す る こ
とで成し遂げられる．しかしこの『同一化』と正統性の付与は，国民の政治への『参加』
（participation）の広がりと国家による資源ないし価値の国民への配分，つまり政治の社会
への『浸透』
（penetration）を伴って確実なものとなるのである」p. 9
（8）ドラッカー『ドラッカー全集 2』所収『新しい社会と新しい経営』1972 年，p. 392
（9）前記，芦部信喜，1997 年，p. 14
（10）同上，p. 15
（11）同上，p. 15
（12）同上，p. 75
（13）同上，p. 76
（14）マックス・ウェーバー『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』富永祐治・立
野保男訳・折原浩補訳，岩波文庫，1998 年，p.132
（15）同上，p. 37
（16）清水幾太郎『倫理学ノート』講談社学術文庫，2000 年，p. 77
（17）R・ハロッド『社会科学とは何か』清水幾太郎訳，岩波新書，1975 年，pp.174 - 176
（18）ミュルダール『社会科学と価値判断』丸尾直美訳，竹内書店，1971 年，p. 18 この本で
ミュルダールは『経済学説における政治的要素』の 1953 年版への序文を引用して，自ら
の原点を確認している．その前にかつてを回想した文章を添える．「すべての価値評価か
ら独立に得られる科学的知識の本体が存在するとのこの暗黙の信念が，純朴な経験主義
であることをまもなく私は知った」．
（19）シュムペーター『経済分析の歴史 1』東畑精一訳，岩波書店，1955 年，pp. 79 - 82 最終巻
7 のエリザベス・ブーディー・シュムペーターの「編集者の附録」によると 1941 年ないし
1942 年に執筆を始めているとのこと．
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（20）前記，『現代の経営（下）』1996 年，p.301
（21）同上，p.302
（22）同上，pp.316 - 317
（23）たとえば，2012. 5. 26「ドラッカー学会第 7 回総会・講演会」
（24）ドラッカー『ドラッカー名著集 15 マネジメント 課題，責任，実践（下）
』上田惇生訳，ダ
イヤモンド社，2008 年，p.302
（25）同上，p.301
（26）ドラッカー『ポスト資本主義社会』上田惇生・佐々木実智男・田代正美訳，ダイヤモン
ド社，1993 年，p.95
（27）同上，p.354
（28）同上，p.106
（29）前記，『マネジメント（下）』2008 年，p. 201
（30）R・ハロッド，1975 年，p.13
（31）前記，『ポスト資本主義社会』1993 年，p. 94
（32）ドラッカー『明日を支配するもの』上田惇生訳，ダイヤモンド社，1999 年，p. 194

【略歴】 文書コンサルタント・渋谷油絵教室代表．早稲田大学中退．専門学校講師を経て，
企業の文書作成に関するコンサルティング，企業研修・セミナー講師．関心領域
はドラッカーの思考法．
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2. 反省と理解と

The Effective Executive by P. F. Drucker and a Traditional
Japanese Carpenter

根岸正名

Masana Negishi

こう考えると，自分自身を振り返った時に，何のためにこの一冊を読んで勉
強していたのか分からなくなる．
私自身は理工系の学校で勉強して，大工を目指した．しかも結果的に見習い
の段階のくせに転々と渡り歩いた．雇用とか愛社精神とか会社のために，とい
うことを考えると話にならない．確かにそうだ．最低だ．

1. はじめに

しかし学生時代の私は，そこまで頭が回らなかった．
「どうしたら自分は成長できるのか，最も良い方法は何か」を考えて，イン

学生の頃，大好きで暇さえあれば読んでいた一冊である．当時は，セルフ・

ターンシップやアルバイトの機会を利用して，木造建築の現場に行っては，自

マネジメントにおいての最高の一冊だと考えていて，これを読んで，日々の勉

分自身をぶつけて試した．そこからフィードバックを取って必要なこと，でき

強に，将来の仕事に，成果をあげていこうと，繰り返し，向き合っていたこと

そうなことの欠片を探しては，少しずつ取り組み，丁寧に磨いた．

が懐かしい．
読み方と内容の理解は，人によって色々だろうし，その時々によって変わっ
ていくものだ．
働き出して，仕事と人生の経験を積むほどに理解の仕方も変わっていく．何
も，この一冊だけではなくて，違う本にもいえることだし，同じことは，映画
を見ることについてもいえる．
久しぶりに紐解いてみて驚いたのは，経営者を目指す方のためだけに書かれ
ているわけではないということだ．
新入社員が成果をあげる条件とも捉えることができるし，中堅の方やベテラ
ンの方が成果をあげるための条件としても読んでいくことができる．
実際，世の中は組織社会になっているのだから，独立して一人で働く御方の

自分の指，手先の感覚，腕，技能，それから目，舌，耳，鼻，肌で感じて得
る情報，そこから次の一手をいかに的確に素早く出せるか，指示された仕事を
適切にこなすための判断力，夏場の暑い時期や冬の寒い時期を乗り切る体力，
身体能力，現場の空気を瞬時に捉えて掴み，行動するための思考回路，そして
機会や状況に素早く反応して，ものにするための機動力．
仕事をするうえで，大切なことは山ほどある．この仕事のいいところの一つ
は，自分のすべてをぶつけていけるところにある．もっているもののすべてを．
思考回路や頭のみということではなく，手，足，身体，そして道具も．
才能，学校で勉強してきたこと，あの頃の自分が持っていたものだけでは，
とても対応できなかったから，何かにぶつかる度にこの一冊を開いては，答え
を探し求めていたことが懐かしい．

ためというよりは（もちろん役に立つと思うけど）
，学校を卒業して真面目に
コツコツと愛社精神を持って働いて，定年を迎えるまで会社に貢献する立派な

「自らをマネジメントすることは常に可能である」
（まえがき）

方々のために書かれているという感じさえする．随分，ユニークなタイトルだ．

「物事をなすべき者が成果をあげるには，いくつか簡単なことを行うだけで

ちょっと前の話になるが，この不況期においてバリバリ結果を出している会
社は，社長さんから新入社員さんまでトップであるかのように働いているとい
う話を聞いて感動したが，その視点で見ていくと合点がいく．
現代社会が機能を続けるために，存続していくためには成果をあげる組織が
必要である．その成果をあげる組織に必要な，成果をあげる人材をつくり出す
ために書かれた一冊なのだ．

よい」
（まえがき）
「いかに自分の時間をコントロールできるか，成果をあげることを損なうこ
となく時間を整理できるか」
（p. 64）
「その気があるかぎり，汝の時間を知れとの処方には誰でも従うことができ
る．その結果，誰でも貢献と成果への道を歩むことができる」
（p. 76）
「成果をあげるには，自らの果たすべき貢献を考えなければならない．手元
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る」
（p. 227）

を問う．そして責任を中心に据える」
（p. 78）
「人の卓越性は，一つの分野，あるいはわずかの分野において実現されるの
みである」
（p. 105）

あの頃は，今のように頼れる強い自分自身ではなかったし，仕事をして，実
際にこの世界に入って，開いてみないと分からない怖さと面白さ，自らの貢献

「自分は自分の強みがものをいう適した仕事についているか」
（p. 115）

と活躍への大きな期待，まだ知らない世界を切り開いていくドキドキ感とギリ

「自らの仕事においても，まず強みからスタートしなければならない．すな

ギリ感があった．

わち自らのできることの生産性をあげなければならない」
（p. 130）
「成果をあげるエグゼクティブも自らに対する制約条件は気にしている．し
かし彼らは，してよいことで，かつ，する値打ちのあることを簡単に探してし
まう．させてもらえないことに不満をいう代わりに，してよいことを次から次
へと行う．その結果，同僚たちには重くのしかかっている制約が彼らの場合は
消えてしまう」
（p. 131）
「何よりも成果をあげるエグゼクティブは，自分自身であろうとする．ほか

何もピーター・F・ドラッカー教授を崇拝していたわけではない．修行が思
いのほかハードだっただけのこと．彼のおっしゃる通りに物事をこなせたこと
なんて一度もない．そんなに優秀な人間ではない．
「君の書くもの，これは宗教だ」
（とある中堅の研究者から言われた言葉）
．
馬鹿言っちゃいけない．下手に出ているからといって，いい気になって調子
に乗らないで頂きたい．自分の持っている方法論の中の最高のもので勝負して
いただけの話．

の誰かであろうとはしない．自らの仕事ぶりと成果を見て，自らのパターンを

分からないからこそ頑張れるし，挑戦できるし，無茶もできるということは

知ろうとする．『ほかの人には難しいが自分には簡単にやれることは何か』を

あると思う．少なくとも私にはそういう時期があった．学校出たてで 20 代前

考える」
（p. 133）

半ということもあって，どれだけ働いても疲れているのが分からなかった．ま

「成果をあげるための秘訣を一つだけ挙げるならば，それは集中である．成
果をあげる人は最も重要なことから始め，しかも一度に一つのことしかしない
（p.138）
」
「集中とは，『真に意味あることは何か』
『最も重要なことは何か』という観点
から時間と仕事について自ら意思決定をする勇気のことである」
（p. 152）
「意思決定においては，決定の目的は何か，達成すべき目標は何か，満足さ
せるべき必要条件は何かを明らかにしなければならない」
（p. 174）
「現代社会は，存続するためとまでいわなくとも，機能を続けるためには，
組織の成果をあげる能力，その活動と成果，その価値と水準，そしてその自己
規律に大きく依存する」
（p. 223）
「肉体労働者の欲求と，拡大する産業の役割との経済的対立が，一九世紀の
発展しつつある国にとっての社会問題であったように，知識労働者の地位と機
能と自己実現が 20 世紀の発展した国にとっての問題である」
（p. 226）
「エグゼクティブの成果をあげる能力によってのみ，現代社会は 2 つのニー
ズ，すなわち個人からの貢献を得るという組織のニーズと，自らの目的の達成
のための道具として組織を使うという個人のニーズを調和させることができ

だまだやれるし，いけると思っていた（何も楽な仕事をしているわけではない．
バリバリの肉体労働に入ると思うし，大怪我の危険も伴う）
．
週に一度の休みは日曜日，一日 15 時間，時給に換算すると 400 円位という
時期が長かった．
それでも仕事が自分自身にとって価値あることで得意なこと，
大好きなことだったから満足していた．人生を賭ける値打ちがあると判断して
いたし，今でもそう考えている．
私の感覚は，おそらく麻痺していたから 1 日 18 時間，年間 350 日は働けると
勝手に考えていた．頑張って走っている状態が大好きだ．しかし，乗っている
時ほど怖いのもまた事実である．それはコケてみないと分からないものだ．
今になって，落ち着いて考えてみると，自分の意見，主張，俗っぽさは，か
なり早い段階で殺しておくべきだったと後悔することが多い．できれば学生の
うちに．
親方や先輩達には自分自身を生かしてもらうことばかり考えていたが，単な
る甘えだったと苦い気持ちになる．殺してしまった方が，その後の展開がはる
かに面白い．
仕事自体は面白く，どんどん面白くなっていく．「絶対，無理だ，こんなの
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できっこない」と思っていたことでも，続けて追求していけば何とかなってし
まうから驚いてしまう．
仕事におけるやりがい，面白さという点においては，とどまるところを知ら

『経営者の条件』から学ぶこと

141

「どうしたら，あのような判断力が持てるのか」しかも，よく見ている．仕事
をしながら，すべてお見通しだ．
あれほど，爽やかで気持ちの良い方々も珍しいと思う．同時に，怒らせたら，

ない．このまま，怪我なく，事故なく数年経てば，今よりも面白くなることを

恐ろしくて打つ手がなく，白旗をあげて避難して，嵐が過ぎ去るのをじっと待

信じて疑わない．今よりも経験値は上がるし，技も磨かれるし，判断力も身に

つしかないというのも現実だ．

ついていく．自らの采配で家一棟つくれるような能力が身についてるという期
待がある．まずはそこからだ．その後の展開は越えた時点で考えて現実に描い
ていけばいい．
自らの成功ということについても望んじゃいない．人並みの生活ができてい
ることに満足している．
学校では，主に勉強したことが日本の伝統的な木造建築についての理論，技
能技術と上田惇生教授のマネジメント論，および社会論だった．

誰もが，あそこまでいけるわけじゃない．ああはなれない．限られた方々だ
と思う．
文化的な教養，
知的な資質もきわめて高い．分けても日本文化におけるもの，
たとえば華道，盆栽，菊，庭，畑，田んぼ，山菜などなど，挙げたらきりがない．
仕事，暮らしに生きてきそうなものは何でも手を出されているようだ．専門
書はもちろんのこと，文化的なもの，趣味，興味のある偉人伝など本もたくさ
ん読まれている．

「これ以上，もう俺にはできない」と感じるところまで追い込んで勉強して

学生の頃，一般教養という科目の授業はカリキュラムの中になかったのでは

みても分からないことばかりだった．むしろ，勉強すればするほどに，自分の

ないかということを思い出す．そんなものは図書館に行って自分自身で身につ

無知が明らかになっていく．

けろというのが理由だったと思う．

あの時点で自分が持っているもの，考えていたことを全力で追い込んで突き
詰めて行った結果，ああいう感じになっただけの話だ．

3. 優れた親方衆

4. 刃物の切れ味と刃先の精度
仕事を追求すればするほど，道具が増えていく．鑿，玄能，鉋，鋸など大工
道具も始める前は，それぞれ何丁かずつ持っていればいいと考えていた．しか

今，親方衆について仕事をさせて頂いていて実感するのは，彼らが若い頃，
どれだけ優秀で格好良かったのだろうということだ．メチャクチャ勢いがあっ
て恐ろしいくらい仕事ができたのだと思う．
男前で，男気に溢れていたのも間違いない．今でも男前だからだ．バリバリ
の 40 代の頃，どれだけ仕事ができていたのか想像すると恐ろしい．その親方
衆に今，ガンガン引き上げてもらって育成して頂いている実感がある．
古の昔から，知恵があって賢いとされている方々は変わらない．もちろん，
皆とはいわないけど，お年寄り，仕事では棟梁，親方衆．
今の不景気において私が仕事をさせて頂けるのは，現場の親方衆の能力が高
くて，メチャクチャ賢いからだ．若い衆の中の一人である私は，言われるまま
に仕事をしているにすぎない．頭が良い．とにかく賢い．
親方衆の思考回路はクリアで綺麗だ．とくに感動するのが判断力．超すごい．

し，今ではいちいち数えるのが嫌になる．どんどん増えていく．
くわえて，昔と今の違いは電動工具の存在だ．丸ノコ，電気鉋，釘打ち機な
ど，持っていないと仕事にならないものがある．手道具と電動工具の両方が使
えないといけないということも難しくおもしろいところだ．
鑿，鉋の刃物については刃先の精度を 3 ミクロン（1000 分の 3 ミリ）までもっ
ていくことができると習った．私の知る範囲では，刃物の刃先を顕微鏡で拡大
して見た時に，鋸の歯というよりは，直線になっていることがよく研げている
状態だ．
良い仕事をしていくには，刃物が切れることが大切で，その状態をいかに保
ち続けていくかが問題になってくる．
これは自分自身にもいえることで，使ったら研ぐというのは習慣にして，よ
く切れる状態を保ち続けなければならない．
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「私は，成果をあげる人間のタイプなどというものは存在しないことをかな
り前に気づいた．私が知っている成果をあげる人たちは，その気性や能力，仕
事や仕事の方法，性格や知識や関心において千差万別だった．共通点は，なす
べきことを成し遂げる能力を持っていたことだけだった」
（まえがき）
というように真面目な話，大切なことは，才能ではなく姿勢と習慣で，それ
はつくりあげていけるものだ．仕事は並みの能力があれば，成果をあげていけ
るという事実に安心している．
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経済社会シミュレーターの意義と
問題解決能力そして実現への道
―見えてくる未来社会の構造

Meaning and Problem-Solving Abilities of Economical Social
Simulator, and Way to its Realization

山縣俊夫

Toshio Yamagata

【略歴】 ものつくり大学技能工芸学部建設技能工芸学科卒業，現職は建築大工．

Summary
Using the desires and the works of many intellectual pioneers, we can deepen our
understanding of economical social simulator. Pierre Teilhard de Chardin tells us
the evolution in thinking ability of human. Buddhist philosophy, the importance to
observe the change in the world and life. Karl R. Popper, the importance of testing
for productive discussion. Peter F. Drucker, the reformation of social system with
orthodox conservative method. Carl Menger, the essence of economic system.
R. Buckminster Fuller, the usefulness of the world-game with the geo-scope.
Constructing economic social simulator connected to the Internet, we can realize
their desires, and satisfy the conditions showed by them. We can get great problemsolving abilities in politics, establish the World Government. We can systematize
and harmonize many academic activities on social field, and religious activities
in the world. We can have a view of the framework of next society and the way to
realization.

はじめに
人類は科学技術および経済制度の進歩によって大きな力を持ったゆえに，豊
かな物質的生活を享受できたが，地球規模での環境破壊，エネルギーや資源の
枯渇，経済制度のあり方など，文明の存亡にかかわる危機に直面している．自
由主義・民主主義の政治が発展したゆえに，さまざまな考え方，利害の対立が
あり，自分たちの活動を制御できずにいる．
前回の論考

で，これから最も必要なものは，人類全体の平和・幸福，環境・

（1）

資源・エネルギーの調和，持続的な繁栄などを目指した政治経済であり，その
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ための政策の立案，合意，実施のための「知的生産性の向上」が重要課題であ
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（3）
「宇宙船地球号」からの手掛かり

るとした．その有力な解決手段として経済社会シミュレーターの構想と運用方

かつて「宇宙船地球号」という言葉を聞いたことがあった．何か有益な考え

法について論じた．それは，社会の動向を，一人ひとりの価値観や欲求にまで

があるにちがいないと考え，その提唱者 R. バックミンスター・フラー（1895 -

遡って模擬し，社会の推移を長期間にわたり観察可能にするもので，地球上の

1983）の著書『宇宙船地球号操縦マニュアル』 と『クリティカル・パス』 を読

全活動を対象にしたものであった．

み解きながら意義と可能性を探究することにした．

今回，経済社会シミュレーターの意義および可能性を多面的に検討すること
にした．われわれの社会には，将来を憂慮し人生をかけて情熱的に取り組んで

（5）

（6）

（4）経済学および哲学からの手掛かり
経済学者 F. A. ハイエク（1899- 1992）の著書

を通して知った二人の先覚

（7）
（8）

きた多くの先覚者がおり，彼らの願いと優れた業績が多数残されている．若き

者の著書，すなわち経済学者カール・メンガー（1840 - 1921）の著書『一般理論

ピーター・F・ドラッカー（1909-2005）は著書『産業人の未来』 で，社会につ

経済学』

いての一般理論として，社会が機能しかつ正統性をもつための条件を明らかに

の論理」 を読み解きながら意義と可能性を探究することにした．

（2）

および哲学者カール・R・ポパー（1902-1994）の著書「科学的発見

（9）
（10）

（11）

している．
世間が忘れかけている先覚者たちの願いを，経済社会シミュレーター
で一挙に実現できるかもしれない．彼らが残してくれた研究成果は，その開発

2 . 生物進化からみた経済社会シミュレーター

や運用に大きな指針を与えてくれるかもしれない．本論考では，それらの検討

2 . 1 人類にとっての進化の意義

の概要を述べる．

テイヤール・ド・シャルダンは，古生物学者，イエズス会の司祭，また哲学
者であった．彼は，地球は誕生以来その表層に，前生命圏

，生物圏

（3 - 1）

Ⅰ . 経済社会シミュレーターの意義

神圏

，精

（3 - 2）

を生み出しながら進化してきたという．われわれの未来は，この進化

（3 - 3）

1 . 研究の進め方の基本方針

がたどった延長線上に発見されるという．

（3 - 4）

「生きるために食わねばならない宿命の中で，精神的に生き，仲間と協力し

生物の生存競争は確率の闘争であり，生命は不運を避けるために惜しみなく

て生き，進歩向上を目指して努力し続ける道を，生き残りの戦略に選んだ人

繁殖し，全てを試みるために全ての空間に広がり，全てのものを見出すために

類．このときから，
人間は広義の経済活動と政治活動を開始した．」こう考えて，

全てを試みるという．

生物の進化を出発点として，先覚者たちの願いと業績を今に生かすことを基本
方針とした．ドラッカー以外に，次の先覚者たちを手掛かりにした．
（1）生物進化からの考察

（3 - 5）

動物の進化のうえで，思考能力を獲得した人類の登場の意義は大きい．思考
能力を持たない動物の体を使った試みと比較して，
人類は頭の中の精神世界で，
多くの試みを時間的にもエネルギー的にも効率よく，生命へのリスクも少なく

人間の本質を生物進化から考察するため，生物学者ピエール・テイヤール・
ド・シャルダン（1881 - 1955）の著書『現象としての人間』 を読み解きながら
（3）

行うことができる．生き残る確率が飛躍的に高まった．
同時に，本能は精神化されて柔軟性をもち，進化の内容は文化として伝播し

手掛かりをつかむことにした．

継承される．人類の進化は，肉体的な変化ではなく精神的な変化でのみ評価可

（2）仏教思想からの手掛かり

能である．肉体的な能力が数万年かけてゆっくり進化するのに対し，精神的な

仏教思想には深い意義をもつものが多数ある．経済社会シミュレーターの参

能力はずっと早く進歩する．

考になると考えていた無量義経，それと内容的につながりのある法華経（妙法

2 . 2 新石器時代に起きた大きな転換期

蓮華経）および観普賢経（仏説観普賢菩薩行法経）を，宗教家庭野日敬（1906 -

人類は，石器を使って狩猟採集生活する中で，人口の増加に伴い未開地に進

1999）の著書「新釈法華三部経」 の解説に従って読み解きながら意義と可能性

出していった．やがて獲物の豊富な未開地もなくなり，狩猟採集地の支配をめ

を探究することにした．

ぐって部族間の争いや飢餓が多発した．ここで人類は大きな転換期を迎える．

（4）
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より狭い支配地域でも十分な食料の確保を可能にする農耕や牧畜への道を見出

想により何らかの直感を得，それを実践して確かめた．そして何らかの悟りを

し，新たな歩みを開始した． その初期には，多大な努力と苦しみ，忍耐があっ

得た人びとは，その内容を経典として著し，教義を発展させて行った．大乗仏

たに違いない．そして，定住化と灌漑による多量の穀物生産によって，人類は

教経典は約 5000 点（大蔵経）といわれる．

（3 - 6）

文明を発達させ今日に至った．

仏教での仏とは，人間が真理を求めて，生まれ変わりを繰り返しながら長年

2. 3 人類の弛まぬ二つの努力

修行を続けて到達する究極的存在と考えられている．仏とは，人間が進化した

人類は，二つの大きな努力，すなわち精神的な暗黒部を減らす努力と，自己

究極的な存在といえる．仏教で最も大切なことは，人々に対する慈悲と真理を
見極める智慧，そして応用力としての方便であるとされる．仏は，正しい道を

実現の努力を絶えず続けている．
人類には知覚や思考の及ばない精神的な暗黒部があり，その存在が好奇心や

人々の理解力や境遇に応じてやさしく説き，自主的に行動させる指導者として

不安の原因となっている．この暗黒部を減らすために，人類は二つの方向から

の存在である．仏は，10 種類の能力

思考能力を発達させてきた．すなわち，
眼前の現象についての具体的な理解と，

ものがある．いろいろな行為が将来どのような結果に到るかこれから先をたど

社会の理想に対する直感的抽象的な理解である．前者は科学技術として集団で

る道を見通す能力．行為とその結果の影響を過去・現在・未来にわたり見通す

の発展的な思考力の発揮に成功し，17 世紀以降急速に発達して今日に至って

能力．その結果，いろいろな状況において適当な行為と不適当な行為を誤りな

いる．後者は宗教や道徳として紀元前 5 世紀ごろからある時期偉大な聖者や思

く知る能力をもつという．

を備えているとされ，その中には次の

（4 - 1）

想家の出現によって急速に発達したが，その後大きな進歩はみられない．
一方人類は，肉体的および精神的な能力の限界を，道具を作ることによって
拡張してきた．
すなわち道具によって人類は自己実現の能力を向上させてきた．
2. 4 人類の新たな発展への道

3 . 2 無量義経から学ぶ
3 . 2 . 1 無量義経の概要と最高の悟りを得るための修行方法
無量義経

は，一人の菩薩が「菩薩が真直ぐに最高の悟りを得るための修

（4 - 2）

科学技術および産業経済の発展によって，人類は大きな力をもった．物質的

行方法」を仏に質問し，仏がそれを教える内容になっている．菩薩とは，仏の

な生活が豊かになったが，資源と市場を求めて植民地支配や，近代兵器による

悟りを求めるとともに衆生を教え導く修行者である．仏の教えは次の通りであ

大量殺戮が大小さまざまに起こった．冷戦の終結後も，民族紛争とテロの蔓延，

る．

金融市場の暴走と混乱が続く．これに対して宗教は無力化している．最近のグ
ローバル化も，生物進化からみれば生命体の本性の一つの表れである．
人類は，問題解決の道を未だ見いだせずに，身動きの取れない状況にいる．

「この世の多くの人びとは，世の中の真理を知らず，目の前に現れた現象だ
けを見て，是非，損得を勝手に計り，邪な心を起こし悪い行をして，いろいろ
な境遇をグルグルまわり苦しみを受けるばかりで，いつまでもその境界から抜

いまや，
物質文明の進化速度が，
生物学的な人類の思考能力の進化速度を上回っ

け出ることができない．菩薩は，この状況を見極め，憐みの心を起こし，この

たため，自分たちの文明社会を制御する力を失いつつあることを，われわれが

人びとを苦しみから完全に救い出そうと決心しなさい．
その目的を果たすには，

潔く認めなければ先へは進めない． 生物進化から眺めた経済社会シミュレー

深く一切のものごとの実相を見極める修行が大切である．

（3 - 7）

ターの意義は，「社会の統合性と調和を確保するため，人類の思考能力の限界
を拡大する道具」といえよう．

世の中には，新たな現象の発生，状態の継続，異なった状態への変化，現象
の消滅の 4 つの相があることを知り，世の中のすべてのことがらは，一瞬一瞬
に生じかつ滅し，4 つの相の変化も即時に常に起きていること．その中からど

3 . 仏教からみた経済社会シミュレーター

のように善あるいは悪が生じるか，その善悪がどのように 4 つの相で変化する

3. 1 仏教の概要と仏

ことをよく知っておくこと．

仏教では，多くの修行者が真理を求め人格を磨くため，世の中を観察し，瞑

このように，世の中の現象の原因・結果を見通し未来を洞察できる人は，何
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が起ころうとあわてない．それらをよく知ったうえで，人びとの理解力，性質，

用いれば，普通の人間でも仏の能力の半面を持てそうである．だとすれば，残

欲望を知って，適切な導き方をすれば，間違いない．」

りの半面，人びとの能力，境遇，欲望を見抜いて適切な方法で教えを説く能力

（4-3）

3. 2 . 2 その修行方法による効果

を身に付ければ，経典で説かれた状態を実現できることになる．

さらに仏はこの修行には 10 の功徳（効果）があると説く．そのうちの二つは
4 . テスト可能性と経済社会シミュレーター

次のものである．
（1）世の中をより高い視点から全体的に理解できるので，人びとの考え方が
変わるという．すなわち，
「相手に対する愛情や同情が起こり，驕りや

4 . 1 テスト可能性の意義
カール・R. ポパーは，諸科学ならびに哲学を狭い専門主義，個人的な権威

怒りが抑えられ，諦めないで努力や工夫をすることができるようになり，

による信仰から救うことを願った．

現象面の幸福だけを追い求めて苦しむことから脱する．」という．

豊かな議論の方法は，問題をできるだけはっきり述べ，その解決を批判的に討

（4-4）

（2）
「1 日が何万年分もの修行に相当し，何万年分もの修行の成果を 1 日にし
て悟ることもできる．その尊い教えに触れた人びとは，深い喜びを覚え，

そして，両者に共通する合理的で実り

（11 - 1）

議しうるかたちで提示する場合のみとする．

そして，より多くのテストに

（11 - 2）

耐えることができる理論ほど真実に近いとする．

（11 - 3）

心からその教えに服するようになる．
」という． この教えは，生物の進

経済社会シミュレーターは，どの程度彼の願いを実現できるであろうか．

化から考えると，何万年も思考錯誤してようやく見つけられる道を，短

4 . 2 合理的で実り豊かな議論と経済社会シミュレーター

時間で見つけることができるという意味に解釈できる．

合理的で実り豊かな議論を可能にするためには，多くの人々が客観性のある

（4-5）

最後に仏は，この尊い教えを世の中に広めよと言って説法を終える．
3. 3 法華経と観普賢経から学ぶ

実験を数多く行いその結果に基づいて議論をする必要がある．
経済社会シミュレーターを使用した社会的な実験は，実社会での実験にくら

法華経では，この世ではものの性質や作用力と原因・条件・結果・影響の連
環関係が，終始繰り返していることを仏は見極めている

べて時間的・エネルギー的な効率を高めリスクを低減できる．特に，人間社会

と説かれるととも

特有の制約，すなわち国家主権や個人権利などの諸権利・権限および社会的通

に，法華経を繰り返し読んで心を浄めれば眼・耳・鼻・舌・身・意などの知覚

念，人々の生活や環境への影響，失敗ややり直しが許されないなどの束縛から

能力や認識能力が向上し，世の中で起こっていること，人々の心の中で起こっ

も自由で，全世界を対象にあらゆる可能性を探るために何度でも実験を行うこ

ていることを隅々まで正しく認識できる

とが可能である．一度モデルを作れば，
少ないコストで何度でも実験ができる．

（4 - 6）

と説かれる．さらに，観普賢経では，

（4-7）

「世の中で人間が引き起こす災いは，どれも人々の自分勝手で実際とは異なっ
た認識から起こっている．もし，それらの間違いを改めようとするなら，落ち
着いてこの世の真実の姿を想い起こしなさい．そうすれば，智慧の力で災いを
消し去ることができる． 」と説かれる．
（4 - 8）

3. 4 これらの経典の内容と経済社会シミュレーターとの関係
われわれは，仏になることはできないが，経済社会シミュレーターを実現で

ソフトウエアはコピーを配布すれば，世界中の研究者が単独あるいは共同で実
験可能となり，その結果にもとづく豊かな議論の場が形成できる．
経済社会シミュレーターによって，理念や政治経済制度をテスト可能にする
ことは，かつて科学技術がそれによって発達したと同様に，集団的な発展的思
考を可能にすることであり，今後の政治の発達に大きな意義をもつ．
4 . 3 コンピュータープログラムのテストとの類似性

きれば，世の中の動きを因果の理法にしたがって見通すことが可能になる．特

ポパーの「より多くのテストに耐えることができる」とする考え方は，コン

に，コンピューターは，怠けたり手抜きをしない，恣意的に損得勘定をしたり

ピュータープログラムのテストにも共通する考え方である．複雑なシステムで

差別をしないなど，
仏の性質に近い部分がある．インターネットを活用すれば，

は，設計通りにプログラムが作動するかどうかだけでなく，隠れている危険性

映像や対話を通して世の中の出来事や人々の思いを居ながらに知ることができる．

を事前に徹底的にテストして洗いだす．不具合を発見したら，その原因を究明

これらのことから，経済社会シミュレーターとインターネットを連動させて

し，対応策を立て，再度テストして，動作を確認する．手直しによって，今ま
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していると考える．

異なった立場の多くの専門家が多面的な評価と検討を行う．ここでは，異を唱

特に「どこに最終的な問題があるか知らないという前提からスタートし，不

える人は，妨害者ではなく，気づかなかった問題の指摘者として，貴重な存在

統一，多様性，妥協，矛盾を受け入れる」との条件は． いろいろな制度を経

である．

済社会シミュレーターによって試験し改良した結果，まだ多くの不満や矛盾が

（2 - 6）

残るがこれ以上に良い制度は現時点では見つからないとする，人びとの間での

Ⅱ . 政治経済における新たな可能性

諦めと納得，譲り合い分かち合いの精神による合意，そして協力してその制度

5 . ドラッカーからみた新たな政治の可能性

を施行することであろう．

5. 1 保守主義による改革の原理

「長い時間をかけた細心かつ徹底的な準備と実用の観点からのテストを行

ドラッカーは，改革の原理としての保守主義の方法論として未来志向，問題
解決志向，それに人間が未来を予見できないことに対処するための政治的な方
法である実証志向の 3 本の柱を示した． 経済社会シミュレーターはこの 3 本
（2 - 1）

う．
」との条件は． 経済社会シミュレーターによって多くの人びとの価値観
（2 - 7）

や立場で長期的な推移をみながら制度案を試験し改良を行うことであろう．
電力機器の故障は人口何十万人もの都市を長時間停電にする恐れがある．電
力機器メーカに勤務したことのある筆者には，ドラッカーの「計画」の必要条

柱の実現ための道具といえる．
5. 2 グローバル化社会に対応した包括的な理念

件が，信頼性を重視する電力機器の製品開発の手法と類似していることに驚か

ドラッカーは，「新しい社会を実現し成功させるためには，人間の本質およ

された．

び社会の目的についての新しい理念を明確にし，それを基盤にした政治や制度

5 . 4 政府とその意思決定への責任ある参画の実現

を作りあげ，自由で機能する社会を実現しなければならない．」という．

ドラッカーは，人間が不完全であることを認めるがゆえに，個人の選択の自

（2-2）

現在のグローバル化した社会の理念は，次のようなものの実現であろう．

由，選択に伴う自己責任が必要になるとする． しかし，「政府とその意思決
（2 - 8）

（1）自由と平等を基盤とした人類全体の平和と幸福．

定に市民一人ひとりの責任ある参画を実現しなければならないが． 現代社会

（2）物質面および精神面が調和した豊かさ．地球環境および資源・エネルギー

においては，市民が政治的な責任と意思決定の重圧から逃れ，政治家，専門家，

の有限性に配慮した持続的な社会．
（3）一人ひとりが責任をもって政治に参加し，一人ひとりが社会的な位置と
役割をもち機能する社会．
5. 3「計画」の必要条件と経済社会シミュレーター

（2 - 9）

官僚に一切の責任を任せてしまっている」という．

（2 - 10）

本来，人びとは，自分や身近な人々の将来が最大の関心事であり，幸福にな
ることに一番熱心である．各人は自分の周囲の状況をもっとも知りうる立場に
ある．満足の度合いは，各人の価値観やおかれた状況，認識力によって異なる．

ドラッカーは，未来社会を保守主義の方法で「計画」するための必要条件を

もし，市民一人ひとりが経済社会シミュレーションに参加できれば，責任あ

示した． 経済社会シミュレーターを使った社会改革は，
「計画」の必要条件

る意思決定が可能になる．政治家が示した政策案によって，自分がどのような

をどの程度満たしているであろうか．

影響を受け，どのような結果になるかを，自分で事前に確かめることができる．

（2 - 3）

ドラッカーは，
できるだけ手慣れた道具を使用せよというが，経済社会シミュ

健全な世論の形成を通して，多くの人々が共通の認識を持つことができる．問

レーターは人間の思考能力の限界と社会的な制約とから，どうしても頼らざる

題があれば具体的に指摘し，改善を求めることができる．いろいろな政策案の

をえない特例の道具といえよう．

うち，一番良い政策案を選択することができる．これは直接民主制政治を適切

（2 - 4）

経済社会シミュレーターは，大きな理念の実現を目指して種々の制度を評価

に効率よく行うことができる制度ともいえる．

し，その中から，機能する制度，問題を解決できる制度を見つけるための道具

5 . 5 意思決定の援助と個人情報の開示

である． このことから，ドラッカーが示した「計画」の必要条件を全て満た

一般の人びとは，経済社会シミュレーターの使用に慣れていない．そこで，

（2 - 5）
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そのような人々に対して，一緒に経済社会シミュレーターを使って，意思決定

相を究めることができないし，相手政府も自国がどうしたらよいかを明確に把

を助け問題解決の助言を行う援助者が必要である．これらの援助者は菩薩とも

握できない．経済社会シミュレーターを使えば，各国の政府は世界的な動向，

呼べよう．

自国の動向についてより精度の高い情報が得られ，適切に判断できる．もし，

経済社会シミュレーターの正確なモデルを作には，人びとの価値観，家族情

国際社会に対して閉鎖的な態度をとる国があっても，周囲の国々が入手してい

報，資産など多くの個人情報の入手が不可欠になる．これはプライバシーの侵

る多様な情報を貼り合わせていけば，低精度ではあるがモデルを構成できるの

害や悪用の恐れがあるが，互いに自分の情報を開示することによって，誰もが

で大きな支障はない．

全体を客観的に精度よく理解することができ，よりよい選択が可能になる．こ

6 . 2 . 2 正統な権力をもつ国際統治機構の設立

れは，自分の情報をできるだけ相手に知らさないことを良しとする勝ち負けの

正統な権力を持つ世界政府が設立され，経済社会シミュレーターを利用して

思考法から，情報を共有し互いに利益を享受することを良しとする思考法への

国際統治を行えば，国際社会における二つの権力の分離と均衡が可能になり，

パラダイム転換を意味する．だがこの考え方は特許制度の理念としてすでに社

国際問題の解決が促進される．世界議会での審議の方法は，世界政府が作成し

会に定着している．

た政策案を，利害関係の当事者同士，すなわち良識ある市民代表と産業経済界
の代表とが経済社会シミュレーターを用いて評価し改善を要求し，合意するこ

6 . 新たな経済の可能性

とになろう．

6. 1 見えてくる社会問題の根本原因

企業や個人がどこを拠点に活動しようとも，
世界政府が一定の課税を行えば，

ドラッカーは「正義の理念を基盤とする政治的な統治と，実体的な社会目的

タスクヘブンの解消と世界政府の財政的な自立を可能にする．

の実現を約束することを基盤とする社会的な支配が分離し並置され，それら二

6 . 2 . 3 解決が見込まれる現状の国際問題

つの権力は，同一の社会目的に仕えるよう，基盤とする制度が均衡し，互いに

（1）国際経済のルール作りと国際公共事業

他方を制御し合わねばならない．
」という．

現在の国際社会およびわが国社

巨額の投機的資金に対して，世界政府と金融機関が協力してトービン税など

会の政治的混乱の根本原因は，この二つの権力と制度を分離し均衡させること

を課税して，極端な流動性を抑制することが可能になろう．余剰資金を，世界

ができないことにある．

政府が債権を発行して吸収し，自然エネルギー開発や砂漠緑化など国際公共事

（2 - 11）

国際社会においては，社会支配権力である産業経済が国際化し，その活動が

業へ投資し活用する．より公平な貿易摩擦問題の解決，経済活動の規制による

地球環境や人類社会全体に重大な影響を及ぼしているにもかかわらず，各国の

地球環境破壊の防止，希少資源配分に対するルール作りなども可能になると考

国益維持の場になってしまった国際政治は，正義の理念を基盤としてそれに均

える．

衡しうるべき力を未だもたない．

（2）世界経済の安定化

わが国の社会においては，社会が複雑化し情勢が変化して戦後社会の発展を

電力系統は，多数の発電所と需要家が送電網で結合され，電力の需給の均衡

支えてきた各種制度が破たんを見せはじめているにもかかわらず，政治家も官

と，電圧・周波数を維持するよう運転されている．電力系統では，需給の急激

僚も社会全体が既得権や既成概念にとらわれて明確な将来ビジョンを示すこと

な不均衡や一部の故障発生が系統全体の停止に波及しないように系統の安定制

ができない．

御を行っている．われわれの世界経済にもこのような安定運用の制御システム

6. 2 国際統治の可能性

が必要と考える．世界経済には巨大な慣性力と時間遅れがあるため，この制

6. 2 . 1 国家主権の壁と経済社会シミュレーター

御システムは予測制御機能を持たなければ安定には制御できない．経済社会シ

国際問題の解決を困難にしている原因として，秘密主義による相互不信，あ

ミュレーターは予測機能を持つので，世界経済の安定化制御が可能になるかも

るいは内政干渉の原則による問題放置などがある．誰も相手国に立ち入って真

しれない．
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6. 3 日本国内経済問題への対応

とするならば，その期間は，一人ひとりが位置と役割をもち，生き生きと機能

6. 3 . 1 国内問題の対応方針

する社会になるかもしれない．

戦後発展の基礎は，米国の占領政策であったにせよ，憲法・民法の改正，財

6 . 4 新たな経済活動の可能性

閥解体，農地解放や労働政策などの抜本的な社会制度改革にあった．また，産

6 . 4 . 1 経済活動の転換

業構造の変化を指導した通産省の貢献も大きかった．国が豊かになるにつれて

われわれは，地球環境の保護，資源・エネルギーの節約のために，つぎのよ

社会福祉政策も充実した．しかし戦後 65 年余が経過して国内外の情勢が変化

うな経済活動に転換せざるをえない．

し，社会，経済，政治など全ての見直しと抜本的な制度改革が必要になってい

（1）リユース，リサイクル，レデュースの比重を高めた活動．

る．現代の政治は問題を分野別に細分化して対応を検討しようとして矛盾や限

（2）人・ものの移動を中心にした活動から，エネルギー消費の少ない情報の

界を露呈している．
抜本的な制度改革を検討するためには，経済社会シミュレー
ターを使用した総合的な検討が不可欠である．
6. 3 . 2 コミュニティを基点にした国全体の検討

移動や知識の活用による活動．
（3）自然エネルギーで賄われる活動．化石エネルギーは，転換期のつなぎと
して利用する．

経済活動とコミュニティの維持は，共にわれわれが生きて行くために不可欠

そのためには，大量生産大量消費によってしか機能しない硬直した経済の仕

である．それゆえ総合的に検討しなければならない．コミュニティを考えるう

組みを，より柔軟な仕組みに切り替えることと，精神活動によってより大きな

えで明確かつ重要なことは，今住んでいる人々の年齢別人口構成と長期的な将

富を得ること，さらに経済活動を通して得る精神的な満足をより高いものにす

来動向である．この人数枠の中で，一人ひとりの人が生まれ養育され，さまざ

る必要がある．このとき経済社会シミュレーターを使うことによって，この条

まな社会的役割を果たしてコミュニティを支え，やがて看取られ死んでいく．

件のもとでどのような経済制度や運用にすれば機能する社会を作りだせるかを

この視点から国全体の制度改革を総合的に検討すべきであろう．経済社会シ

検討することができる．

ミュレーターは，一人ひとりの人間と家族やコミュニティとの関係を基点にし

6 . 4 . 2 新しい経済の糸口

ているので，この検討には適当といえる．

メンガーの著書『一般理論経済学』をもとに，筆者なりに解釈して新しい経

税制，財政，年金制度，医療・社会福祉政策，社会的インフラ整備，産業政

済の糸口を探ってみたい．

策，賃金政策，失業・労働政策，土地政策，教育，環境などの分野で，いろい

「欲望はあらゆる人間経済の究極的な根拠であり，欲望の満足の意義が究極

ろな案を出し合い，社会全体にどのような効果や悪影響が起こるかを総合的に

の尺度であり，欲望の満足の確保が究極の目標である． われわれが生きるた

評価検討する．これら個々の課題については多くの研究者が実態や政策を研究

めには種々の物資あるいはサービスを必要とするが，その使用価値には優先順

してきた．それらの方々の研究業績を経済社会シミュレーターで総合的に評価

位があり，それは生命の維持，健康の維持，福祉の増進あるいは自己実現の順

し，政策に反映すべきである．

位だという．そして，経済活動は，各人の要望を満たすには全体の財の数量が

（9 - 1）

6. 3 . 3 国民総力戦と機能する社会

足らないという前提に立ち，その合理的な配分を行う仕組みとして行われてい

戦争は最大の罪悪であるが，肯定的な面もドラッカーは冷静にみている．国

る．」という．

民総力戦の戦時下社会では，一人ひとりが位置と役割をもち，機能する社会と
なっていることである．

戦争に勝利し自らの社会を守ろうとする人々の共

（2 - 12）

通意識，犠牲や忍耐が一時的なもので再び平和な生活が享受できるという希望

一方，フラーによると，「富とは必要なことにはいつでも対応できる能力の
蓄積である．」とする． われわれは，この富を必要に応じて使用し，社会が
（5 - 1）

必要とする財貨やサービスを作り出している．

などが，そのようにさせるのであろう．もし，日本社会が，将来のビジョンと

富は物質的なものと精神的なものとに分けられる．精神的活動は，物質的活

制度改革の内容を示し，その実現のために一時的に全国民による総力戦を行う

動や他の精神的活動に対して付加価値を増加させるためのものである．知識や
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ナリオを作ることが難しいこと．

能減損はなく，むしろ富が増加する．したがって，物質的活動と精神的活動を

経済社会シミュレーターを利用すれば，多くの解決の道を探ることが可能で

合わせた広義の経済活動にすることによって，より機能し，より高い付加価値

ある．問題で苦しんでいる当事国の人々に代わって，
国連機関や NGO の人々が，

を生み出すことができる社会が実現できそうである．

経済社会シミュレーターを使って問題解決の方法を検討し，適切なシナリオを

6. 4 . 3 無形財の交換による双方の価値の増大

作成し，当事国の指導者と国民の双方に直接提示し判断してもらうことができ

メンガーの財の交換についての考えは次のようになる．
「互いに自己のもつ

る．そのシナリオが適切であり，当事国の一般国民が理解し受け入れやすいも

価値の低いものと相手がもつ価値の高いものとを交換して，双方にとって所有

のであれば，外部から強制しなくても当事者によって実行に移され広まってい

財の全体の使用価値が，交換前よりも増すこと．必要なものを手早く簡単に入

くであろう．

手でき，欲していた目的が実現できるようになったこと，それに伴う喜びが経
済の原動力となる．

」

（10 - 1）

先進国社会では，高学歴化と産業の生産性の向上の結果，高度な知的能力を

Ⅲ . 経済社会シミュレーターを用いた政策評価
8 . 経済社会シミュレーターの仕様と操作

持った人々が多数存在するうえ，余暇の時間が多量にある．そして彼らが真に

8 . 1 フラーのジオスコープとワールドゲーム

求めているものは人間としての生きがいであることが多い．

フラーは，生涯を通してエネルギー・資源面での持続可能な社会を探究続け

一方，社会内には，特に発展途上国では，それらの人々の能力を必要とする
分野が多数存在していると思われる．経済社会シミュレーターとインターネッ

た多才な技術者であり哲学者である．
不可視のままに進行していく難題と将来の出来事を，人類に予期させ対処さ

トによって，
広い範囲でのこの種の機会の発見と交易を増加できる．このとき，

せる装置として，フラーはジオスコープを開発した． それは，巨大な地球全

金銭の授受を伴わない交換が可能になると思われる．すなわち，相手の願望の

体図の上に，世界の状況，資源などに関するさまざまなデーターをコンピュー

実現に伴う喜びの共有であり，感謝の言葉の返礼である．グラミン銀行のよう

ターで時々刻々表示する装置である．同時に，それを使用したワールドゲーム

に簡単な手続きで小額資金の貸付を受けられる制度も一方では必要である．社

を提案した．それは，人類という家族の誰もが全地球を享受できるような方法

会経済の活性化政策や発展途上国の援助方法も有効な新たな道が見つかるかも

を切り開くために，人々の行動や傾向，生命維持に不可欠な欲求，望ましい発

知れない．

展の方向に基づいて，個人またはチームが取り組むゲームである．

（6 - 1）

（6 - 2）

フラーのジオスコープとワールドゲームは，経済社会シミュレーターの機能
7 . 世界での大きな問題の解決を目指して
世界には，多くの人々の願いに反して，いまだに解決の道筋の見えない多く
の難問がある．世界平和の不安定要因となっている独裁国家，パレスチナ難民
問題をはじめ，多民族国家内の部族間抗争，開発途上国での貧困や人権侵害，
宗教紛争，地球環境問題，人口問題など限りがない．
これらの問題の根本的な解決を遅らせている共通の要因が幾つかある．
（1）経済の問題，宗教やイデオロギー上の問題などが複雑に絡み合っており，

と運用に貴重なヒントを与えてくれた．
8 . 2 経済社会シミュレーターの仕様
（1）地球の全情報をモデル化
地球を 3 次元の球体としてデジタルマップ化し，その上にすべての自然情報，
人びとの全ての活動情報を関連付けする．すなわち，既知の知識，さまざまな
精神的そして物質的な資源の分布，また人間のもつ傾向，既知の欲求，そして
基本的な行動の特徴など多くの項目の情報を入力して，地球規模の生産流通

その解決には理念だけでなく根源的で現実的でかつ総合的な対応策が必

ゲームを行えるようにする．また，世界中の人々が互いに顔や居住環境，日常

要であること．

生活，生活信条などを見れるようにし，人類が一体性を保ち，感情的な絆を深

（2）当事国の政府だけでなく，誰にとっても，根源的で総合的な対応策のシ

められるようにする．
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（2）状態・活動の階層化と地域別セグメント化

159

ることによって，複雑な関係のパターンを知覚しやすくする．時間の進

モデルの中で生じる現象を指定する基本的なパラメターは，個人・組織，場
所・地域，状態や活動の階層，そして時間軸とする．

行方向は，正逆両方向を可能とする．
（2）模擬過程で発生した問題を発見するための自動監視機能と原因究明機

自然状態や人間の活動を階層化し，処理を容易にする．各階層は，それぞれ
独自の性質があり，各活動は階層を通じて相互に連携している．

能．
（3）よりよい道を探るため，適当な時点に戻ってやり直しを可能にする機能．

自然環境に関する分野では，地形や海・河川，動植物の分布，気候や海流な

（4）多くの人びとによる検証を行ううえで必要な再現性を可能にする機能．

どの環境，
資源の状態などの階層化が考えられる．人間社会に関する分野では，
個々人の存在と，人工構造物としての住居・社会的インフラ・産業経済施設・

9 . 経済社会シミュレーターを用いた政治活動の一案

耕地，経済的関係としての産業・商業・サービス，経済的流れとしての物資・

9 . 1 次期政策テスト評価の定期的な実施

エネルギー・情報・お金などの階層化が考えられる．

経済社会シミュレーターを使った次期政策案のテスト評価は，オリンピック

また，各階層は他の階層と影響を及ぼし合う．CO 2 排出量と地球温暖化のシ
ミュレーターなどの専門分野シミュレーターとは，産業活動の階層を通じて連

のような人類の祭典として，世界同時に定期的に実施することが望ましい．
（1）政策のテスト評価および議論を同時に行い，一定期間内で皆の合意を取
り付けることが可能になる．

結する．
地域を主体にした運営，モデルのメンテナンスを容易にするため，地域ごと

（2）テスト評価の実施時期に合わせて準備を行うことができる．
一斉テスト評価は，地方の地域レベル，国家・大規模経済圏レベル，世界レ

に全ての階層を含めて，セグメント化してモデル化する．
経済社会シミュレーターを構築するうえで，大規模で複雑な地球環境に対す
る計算科学の取り組みは先行分野として大変参考になると考える．

（12）

8. 3 政策のテスト評価と操作機能
経済シミュレーターによって，いろいろな制度や政策，人々の価値観や欲求

ベルの 3 区分に分けて実施する．実施時期は，国政および地方自治は，2 年に 1
回実施．国際政治は，4 年に 1 回，国政の時期に合わせて行う．
各国政府，地方自治体，産業業種別団体は，経済社会シミュレーターの社会
的経済的な動向のデーターを定期的に更新する．

が，目標理念にどの程度近づけられるかを模擬し評価する．制度は処理メカニ
ズムとして登録し，その他の事項はパラメターで設定する．評価は，それらの
変更前と変更後での付加価値の増減を比較しておこなう．

9 . 2 次期政策テスト評価の実施ステップ
【第 1 ステップ】市民・企業経営者による現在実施中の政策の評価

フラーが指摘した世の中の出来事の可視化，総合化，長期的な変化のパター

市民および各企業経営者は，現時点での個人情報あるいは企業業績情報を入

ンの読み取りに工夫し，人類社会の今後の動向を人々の感覚と頭脳で見抜くこ

力するとともに，政策選定時点で行った予測値と比較し，差の原因を自己分析

とを可能にする． また，ポパーのいうテスト可能性のための機能も設ける．

する．

（6-3）

経済社会シミュレーターの操作方法を簡単化して，専門家だけでなく一般市

【第 2 ステップ】政府および政府議会での次期政策の検討と市民・企業経営者

民や企業経営者も利用できるようにする．一般市民は，自分自身および身近な

への提示

人々，自分の住む地域についての推移をみることができる．主な機能を次に示

政府あるいは各政党は，市民および企業経営者による評価をもとに，政策選
定時点で行った予測値と現時点との差異を総合的に評価し原因を分析する．そ

す．
（1）地球全体，特定の国，特定の地域，特定の業種，個人などの状況を時系
列的に表示する機能．
複数の項目を同時にかつ人間が知覚するのに適した速度で視覚表示す

の結果にもとづき次期政策の原案を作成する．
各原案は政府議会で，市民代表および産業経済の代表が経済社会シミュレー
ターを使用して確認され，互いに比較され，改良を加えられる．最終的に二，

160

論考

経済社会シミュレーターの意義と問題解決能力そして実現への道―見えてくる未来社会の構造

三の次期政策案に纏められて，市民および企業経営者に提示される．特に，抜
本的な改革に関係する重要政策であれば，事前に十分に検討しておく．

161

当者などの共同研究は，政治経済の問題解決を促進する．
10 . 2 宗教

【第 3 ステップ】市民・企業経営者による提示次期政策のテスト評価

いかなる宗教であれ，人間の心の平和や幸福や救済，そして社会の平和を願

市民および企業経営者は，全体シミュレーションに参加して提示された次期

わないものはない． ただ，その願いに基づいて教えを説いたそれぞれの聖者

政策案の満足度を評価する．この過程で，市民，企業経営者，政治関係者の間

の時代，民族，その置かれた自然的・社会的・文化的環境などによって，具体

で，インターネットを通してさまざまな意見表明や討論が行われ，世論が形成

的な表現が違ってくるのは当然である．諸宗教の教義や教法にとらわれずに，

される．一定期間経過後，市民および企業経営者は，それぞれ最も良い案に投

それらの奥深に秘められている真理の理法を洞観すれば，真理は一つであると

票する．

いうことに気づき，精神的な連帯感も生まれるであろう．また，他宗教の教義

【第 4 ステップ】政府議会での次期政策の決定

（13）

や教法を互いに謙虚に学ぶことによって，より多面的で豊かな価値や智慧にも

政府議会では，市民および企業経営者の評価をもとに，政策を決定，あるい
は改良・再提案を行う．一定期限内に決定できない場合は，その時点での最良
案をもって合意し，決定し，実施に移す．

気付くであろう．
教義が現代に合わなくなった部分は，現代社会の情勢に合わせて適切に再解
釈すべきであろう．
現代社会の不幸の原因は，価値観や喜びをあまりに物質や金銭的裕福に置き

Ⅳ . よりよい社会の実現
10．社会をよくするための活動を世界的に組織化する

過ぎていることであろう．生きることの喜びには，多様な価値観や喜びがある
ことを啓蒙することも宗教の役割として求められる．

10 . 1 国際的な総合学会の設立
ここ 150 年の間に，医学界は組織的な活動を行い，全世界で大きな成果を上

11 . 経済社会シミュレーターの開発と運用

げた．ヒポクラテスの誓詞という医師の倫理を掲げ，学会による基礎および臨

11 . 1 実現にむけて最初に着手すべきこと

床医学の研究，病院運営，医師や看護師の養成，行政による公衆衛生や医療保

最初にすべきことは，目的，運用，技術に関する概略の見極めであろう．し
かし政治家や政府が自ら動くとは考え難い．経済社会シミュレーターによる政

険制度，製薬や医療機器の産業など広範囲な活動を進めてきた．
そこで崇高な理念を掲げて宗教および諸学問の研究者・活動家が参加する国
際的な総合学会を設立し，そのもとで経済社会シミュレーターを開発して共同

治で，恩恵を被るのは多くの一般市民以外の何ものでもない．したがって，市
民や民間団体の活動から開始しなければならない．

利用すれば，組織的な活動が可能になり，大きなシナジー効果や次の効果が期

11 . 2 本格的な開発と運用

待できる．それはテイヤールが今後の進路として示した，研究の組織化，人間

国連が本来の責任を果たすために世界政府へと発展するためには，経済社会

という対象の発見，科学と宗教の結合の三つの課題の同時推進でもある．

（3-8）

（1）発見や提唱は，誰のものであるかではなく，それが社会の問題や発展に
対して，どういう意味をもつかで評価され受け入れられる．
（2）研究機関としての大学の役割は重要性を増す．政治経済分野での根本的
な問題の解決を研究することが期待される．
（3）同一の社会問題に対して，各宗教の学者がよりよい解決方法を求めて共
同研究することは，宗教間の相互理解をもたらす．
（4）政治経済学者と政治家・行政官，あるいは国政担当者と地方自治体の担

シミュレーターの開発と運用を自らの役割として自発的にせねばならないであ
ろう．事務総長が最高責任者となりユネスコをはじめ主要機関が参加すること
になろう．計画案は，国連総会で審議され承認されたならば，加盟国も協力し
て開発に入る．
実施計画は，最初の開発運用を行う第 1 期計画と，さらなる発展を目指す第
2 期計画とに分ける．第 1 期計画の達成目標は，人類初の月面着陸計画にちな
んで，10 年以内ではどうであろうか．短期間に目標を達成するには，幅広い
力の結集と何をなすべきかの意見統一によって，初期の立ちあがりを早くする
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ない．
われわれは現在，文明の暴走による破滅が刻々と迫っている中で，幸いにも
その暴走を制御するために必要な知識や技術が十分成熟しつつあるという，ま
さに臨界点に立っている．われわれには，生理的な思考能力や知覚能力の限界
を拡大し，社会の統合性，調和を確保するための道具が必要であり，それが経

11 . 3 開発財源確保の方法と協力の呼びかけ

済社会シミュレーターである．経済社会シミュレーターをインターネットで結

開発財源は加盟国の拠出金には過度に依存しないようにする．財源確保の方

合した仕組みによって，直接民主政治を可能にし，現在直面する重要問題の解

法は，一般市民，宗教団体，企業，各種 NGO・NPO などから広く寄付を集め

決や文明の新たな発展へと導かれよう．それは，
市民が政治にもとめる卓越性，

るのがよい．特に，コンピューターや通信の関連企業からは開発や運営での協

公平性，信頼性を備えた方法といえよう．

力を期待したい．支援企業には，ロゴマークの使用を認める．大学研究機関，
学術団体，世界的な宗教団体は，開発と運営での重要な役割が期待される．
賛同者の数は，本計画に期待する世界の人びとや団体の数を表している．多
くの市民による国際世論の健全な形成も可能となろう．
11 . 4 透明性の確保と進歩への開放

人類共通の福利のために，世界政府を設立して正統な権力を託すことが可能
になる．国際政治および国内政治とも政策の質が高まる．市民は，政治的な意
思決定への参加だけでなく，自己の進む道の発見と自己トレーニングが可能に
なる．自己の情報は，相手に隠すものではなく，互いに開示して全体を見渡せ
るようにし，その中から各々よりよい道を探せるようになる．思い通りにはで

（1）経済社会シミュレーターをブラックボックス化したり，特定の人々の占

きない限界を全員が認識し，分かち合いの精神で共栄の道を見出す．諸学問や

有にしてはならない．処理仕様は単純化し明示するとともに，それを実

宗教は，人類社会をよりよくするために互いに連携し，組織的な活動が可能に

証するためのテストの方法も明示し，だれでも容易に確認できるように

なる．特に宗教は，人類の絆を強化するとともに，人類の進化の方向付けを行

する．

う役割をもつ．

（2）経済シミュレーターの機能改善のために，いろいろな研究機関が自由に

人類の進化からみれば，現在われわれは，テイヤールがいうように，
「中心部，

テストし改良研究を行えるようにする．ただし，実際の変更は，提案に

感度の高い地点，盛んに活動している地点などの在りかをつきとめ，これらの

もとづき国連機関での審議と機能検証を経て，システムを更新する．

地点を征服」 しようとする，農耕開始以来の大転換期のまさに臨界点にいる

（3）多様な目的，すなわち，政策研究，経営戦略，マーケティングなどのた

（3 - 9）

のかも知れない．

（3 - 10）

めに，研究機関，政府，自治体，企業，個人が簡単な手続きで利用でき
るようにする．

Ⅴ . まとめ

おわりに
日本社会は，先進国に共通する問題を一番深刻な状態で抱えて突き進んでい

12 . われわれの文明の未来

る．他国の解決策は待てない．解決策は自ら見つけなければならない．しかも，

われわれは，個々の問題に直接立ち向かう戦術的な対応ではなく，まず各問

経済的社会的な活力が十分に残っているうちに．

題の共通原因を取り除くことに注力し，その後に個々の問題解決に取り組む二

多くの困難な課題があるにせよ経済社会シミュレーターは，われわれが手に

段構えの戦略的な対応に転換する時期を迎えている．今やわれわれは，文明の

している技術と知識を利用して構築し運用可能なものと思える．全体概要を示

進化速度が，生物学的な人類の思考能力の進化速度を上回ったため，自分たち

す青写真がある程度できたので，それを参考に多くの方面から準備作業を進め

の文明社会を制御する力を失いつつあることを，潔く認めなければ先へは進め

ても大きな問題は起こらないであろう．作業が進むにつれ，全体像も鮮明にな
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り作業も次第に組織的なものになろう．
政府や政治家が直ちに行動するとは考えにくい．直ちに行動を開始できそう
な社会的勢力は，大学の研究者集団と仏教教団やキリスト教教団の研究者集団
であろう．当然ドラッカー学会も重要な役割を担う一員である．

観察法の観察

Dialogue: Observing How He Observes

上田惇生

【注】

Atsuo Ueda

（本会学術顧問，ものつくり大学名誉教授）

（1）山縣俊夫〔2011〕
「経済社会シミュレーターによる政治経済分野での『知的生産性向上』の
可能性」ドラッカー学会年報 Vol.6 pp.215-236
（2）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔2008〕
『産業人の未来』ダイヤモンド社 （2 -1）pp.243 - 252,
（2 - 2）pp. 2 7 0 - 2 7 2，（2 - 3）pp. 2 7 2 - 2 8 0，（2 - 4）p. 2 8 0，（2 - 5）pp. 2 7 2 - 2 7 3，（2 - 6）pp. 2 7 7 278，（2 - 7）pp. 275 - 277，（2 - 8）pp. 140 - 141，（2 - 9）p. 163，（2 - 10）pp. 253 - 254，（2 - 11）
pp.263 -264，（2 -12）pp.282-283
（3）P. テイヤール・ド・シャルダン（美田稔訳）
〔2011〕
『現象としての人間』みすず書房 （3 -1）
pp.71-74，
（3-2）p.79，
（3-3）p.212，
（3-4）p.277，
（3-5）pp.118-119，
（3-6）pp.240-242，
（3-7）
p.301，（3 - 8）pp.334 -345，（3- 9）p.339，（3 -10）p.252
（4）庭野日敬〔1989〕
『新釈法華三部経』佼成出版社 （4 - 1）第 1 巻 pp. 127 - 129，（4 - 2）第 1 巻
pp. 59 - 396，（4 - 3）第 1 巻 pp. 164 - 189，（4 - 4）第 1 巻 pp. 264 - 300，（4 - 5）第 1 巻 pp. 330 334，（4 -6）第 2 巻 pp. 203-214，（4 -7）第 7 巻 pp. 307- 383，（4- 8）第 10 巻 pp. 197- 199
（5）R.B. フラー（東野芳明訳）
〔1985〕
『宇宙船「地球号」操縦マニュアル』西北社 （5 -1）pp. 98 110
（6）R.B. フラー（梶川泰司訳）
〔2007〕
『クリティカル・パス』白揚社 （6 -1）pp. 268 -278，（6 - 2）
pp. 278-280，（6 -3）
pp. 268- 270
（7）F.A. ハイエク（田中真晴他編訳）
〔1986〕
『市場・知識・自由』ミネルヴァ書房
（8）F.A. ハイエク（嶋津格監訳）
〔2010〕
『ハイエク全集

Ⅱ

哲学論集』春秋社

pp. 165- 186
pp. 3- 24

（9）C. メンガー（八木紀一郎他訳）
〔1971〕
『一般理論経済学 1』みすず書房 （9 -1）p. 27
（10）C. メンガー（八木紀一郎他訳）
〔1971〕
『一般理論経済学 2』みすず書房 （10 - 1）pp. 289 292
（11）K.R. ポパー（大内義一・森博訳）
〔1971〕
『科学的発見の論理（上）』恒星社厚生閣 （11 -1）
p. 24，（11 -2）pp.14-15，（11 -3）pp. 30-58
（12）住明正他〔2012〕
『計算科学

計算と地球環境』岩波書店

（13）眞田芳憲〔2005〕
『日本人のためのイスラーム入門』佼成出版社

pp. 20 -21

井坂康志
Yasushi Isaka

（東洋経済新報社）

論じきれない原因
井坂

まりの多さに正確な数さえ知られていない．その旺盛な活動の根源は何だろう
か．何が知の巨人の活動に尽きせぬエネルギーを備給していたのか．
上田

あらゆることについて，瞬時に本質が見えてしまうからだろう．考える

ほどにドラッカーはとらえどころのない論者だ．彼の著作をほとんど翻訳した
今でも，謎は尽きない．彼について書かれたものは決して少なくない．1950
年代の初来日以来，ドラッカー論は一つの経営学上の潮流を形成してきた．そ
のなかで「マネジメントの父」
「マネジメントの発明者」などといった称号を与
えられてきた．
しかし，マネジメントとドラッカーを一対のものとして扱うのに，その世界
の広がりはあまりに無辺だ．たぶんその広がりの様態が，かえってマネジメン
トというややもすれば安易な独房に彼を閉じこめるのに手を貸してきたと感じ
られなくもない．
井坂

【略歴】 1948 年茨城県生まれ．茨城大学工学部機械工学科卒（生産工学専攻）．㈱日立製
作所入社，重電機工場の生産技術部門にて蒸気タービン・水車の羽根曲面数値
制御加工用自動プログラミングシステム，コンピューター制御式生産設備シス
テム等の開発に従事，情報システム部門の技術管理（設計事務管理，研究開発管
理，技術教育）等に従事．関連会社にて変電システム訓練施設の運営・管理に従
事．2008 年，定年退職．

ドラッカーが生涯に刊行した書物は 39 冊，論文や記事にいたってはあ

実際に彼がマネジメントの自己規定に窮屈さを感じていたのは間違いな

い．1970 年のニューヨーク大学時代に行われたインタビューで，「自分はマネ
ジメントには少々飽きた」と述べていたのが表れだ．むしろ，マネジメントの
枠組みを外したところに彼の実像があると考えてよいだろう．
上田

だが，これがなかなかに難しい．そこに何かあるのは確かながら，あた

かも太陽を直視できないように，相貌をとらえることができないためだ．彼に
ついて語ることの難しさは，今なおきちんとしたドラッカー論がさほど見あた
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視覚を観察する

手持ちの道具を使って語ることはできそうもない．せいぜいのところ，社会生
態学といった未来の知的領域くらいしか彼を語るにふさわしい語彙は今なお存

井坂

在しない．

れないほどの関心を持っていた，博学者であった，そのような評価はすでにい

ある程度知的に洗練された書物にあっても事情は変わらない．きちんとみご

彼はあまりに多彩であった，異常な視野を持っていた，一つに収まりき

くたびも出ている．むしろ，彼を評する際の枕詞と化しているふしさえある．

とに論じている先行例というのはさほどあるわけではない．多くはたとえよく

しかし，私はそのような評言はあまり正確ではないと思う．たぶん彼自身が一

できたものでも，ドラッカーの一部分に照射したものに過ぎない．

つの領域の仕事だけでは，どうしても自分が行いたいことをうまくとらえきれ

井坂

では，なぜ歴代の篤学者でさえ，彼を論じきれないのか．努力や能力の

なかった．だから，知的領域を少しずつ，時に大胆にずらしながら，結果とし

不足が原因ではないと思う．むしろこれまで多くの人たちがしかるべき熱意と

て多様な領域を横断するような知的探索形態をとらざるをえなかった．ドラッ

真摯さをもってドラッカーの全貌をとらえようと努めてきた．にもかかわらず，

カー自らが自分の表現活動を通して，
「何を自分は見たいのか」を探っていた

その全体の把握に成功してこなかったのは，能力や熱意を超えたドラッカーに

のではないかと思えてくる．

内在する本質に原因があるのではないだろうか．

その一つに彼が 60 歳の時のインタビューでの象徴的な発言がある．これか

それは次のような問いにも置き換えられる．
「なぜ定型的な語彙でドラッ

らの人生をどうしたいかとの記者の質問に対し，「今もって大きくなったら何

カーを語ることができないのか．
」これは今までなされてきたドラッカーは何

になりたいかがわからない」と答えている．これは決して冗談めかして言われ

者かとの問いの次数を一次元上げたものといってよい．実はまさに「定型的な

たものではなく，
彼の本音であったと思う．60 歳にして明示化しえないほどに，

説明を拒否する」
，そこが彼の本質的な領域を構成するのではないか．

彼が目指したものはわかりやすいものではなかった．ひょっとすると本人さえ

事実，約 100 年近くもの長きにわたり活躍し，世界的に知られた人にもかか
わらず，まとまった批評的言説が存在しない．これは驚くべきことと言わなけ

正確なところはわからなかったのかもしれない．結果として，95 歳で亡くな
るまで，「自分探しの旅」は続いたのだと思う．

ればならない．かりに標準的なドラッカー論がすでに存在するのであれば，人

そのように多分に「未完の可能性」を言論でもってその都度実現していく生

はそれを手がかりにすることができる．批判するにせよ，まるごと受け入れる

き方を彼は選んだ．自分自身がわからなかった自分の正体を第三者が簡単に

にせよ，
とりあえず手がかりがある．しかし，
現在のところはそのようにはなっ

レッテル貼りできるはずがない．そこがドラッカーについての定型的説明が今

ていない．定説と言えるものはいまだない．

なお現れない理由の一つだろう．

上田

上田

彼については「20 世紀に身を置きながら 21 世紀を支配する思想家」とい

う言い方がなされている．恐らく，その志を考える上では正確な論評のように

しかし，一つキーワード，あるいは補助線がある．彼が観察者であった，

そこにヒントが隠されていると思う．

思われる．というのも，人間はいかに多面的な活動に手を染めようとも，その

確かに彼は特有の雄弁さをもってこの世界を描いた．
では，
その雄弁さをもっ

目指すところは一つに違いない．どんなに複雑なプリズムにも光源が一つある

て彼が描こうとしているのは，いったいどのようなものだったのか．それは一

ように，そこには明確な目標があったと思われる．

言でいうならば，観察者ドラッカーの眼によって切り取られていく世界そのも

彼の目標は一つの手段では達成できないために，さまざまな方法を試すこと
で表現されたのだと思えてくる．その多面的な活動の核に一つの戦略目標が
あったに違いない．
そのようなことが可能だったのは，彼自身に，ものごとを分解せずに全体を
全体として理解し，かつ表現する能力があったためだ．

のだ．それはきわめて正確にスキャンされた光景であり，綿密かつ正確であり
ながらも，ほぼプロセスを受けていない光景だった．
わけても特徴的なのは眼だ．その眼は精巧無比なカメラのレンズのように微
妙な細部にいたるまで丹念に手が入れられており，およそ凡俗な類型にはまる
ことがない．それでいて，感覚と生命に躍動している．頭で考えられた人間や
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社会ではなく，眼で見取られた人間や社会を扱っている．

彼の眼は世界の一片一片を切り取っていく．語られる細部の一つ一つが，等し

井坂

く魅力的な触感を持っている．そして読み手は，そのカラフルな報告に耳を傾

ドラッカーはイギリスの作家ディケンズを生前愛読したという．例えば，

次のようなディケンズ評（
「イギリスの目」
）がそのままドラッカーを評するも

けながら，それが行きつくであろう新たな地点への思いを馳せる．

ののように思えてくる．

上田

今なお『傍観者の時代』に根強い愛好者が絶えない理由もそこにあるだ

「ディケンズは視覚の天才であった．若いときのものでも，
（なるべくは）壮

ろう．欧州からアメリカという 20 世紀文明の中心を突き抜けるようにさまざ

年時代のものでもよい．その肖像は一種独特の目に支配されている．美しい虚

まな光景が車窓に現れ，さまざまな人が登場し，さまざまな出来事が持ち上が

妄を追う，あるいは哀調をおびてかげる詩人の目ではない．やさしさも甘さも

る．私たちは頁をめくりながら，ドラッカーの一対の眼を通して 20 世紀の展

なく，熱っぽい夢幻性もない．冷たく，灰色をして，鋼鉄のごとくきらめく，

開を眺める．それはある面で陳腐な客観性などものともしない強い説得力を持

あくまでもイギリスの目だ．
」
（シュテファン・ツヴァイク／柴田翔・小川超・

つ．

神品芳夫・渡辺健訳『三人の巨匠』みすず書房）

そのようなことが可能になるのも，何より彼の筆力の確かさ，そして彼の

ディケンズにも似た視覚の作用は，彼が自らの来し方を描いた自伝的書物

視線の一貫性によることは間違いない．彼はビジネスにおいても，真摯さ

『傍観者の時代』にいかんなく表れている．そのなかでドラッカーは自らが目

（integrity）を重く見たが，真摯さとは言い換えれば，目指すべき理念と現実

にした光景，出会った人々の多くについて，何らかの個人的反応を示すことに

的所作の一貫性を意味する．東洋的に言えば知行合一だ．そのような視線の一

なる．しかしそのような彼の反応や交流といったものは，本人の個人的な意識

貫性のなかに，逆説的な形で普遍性が立ち現れてくる．そこにドラッカーの思

とは直結していないように見える．そこには一貫性があるものの，彼の個人的

想の形態が存するように思われる．

な視覚がほとんど時代が据え付けたカメラのように平明に読み手の心に迫って

井坂

くる．

のその所見の様態を知るようになる．そして，彼の生きる姿勢に対して，共感

上田

もする．ところが，そのような共感によって，彼の人間的本質をとらえきれる

そのなかで彼がもたらしたものは，真にオリジナルな情報であり，大き

確かに彼の視線を見ることによって，読む者はさまざまな事象について

な意味を持つニュースだった．そしてマネジメントの討究にいたっては，掛け

かというと，そんなことはない．私たちがそこで理解しうるのは，あくまでも，

値なしに新世界の発見にも等しいことであったと思う．しかも書き手としての

彼の視線を通して切り取られた世界に過ぎないためだ．

卓越性が彼には備わっていた．マネジメントをはじめとする著作の雄弁性は，
読み手の無意識な理解力を喚起する．

いずれも高度に具象的であり，触知可能であるものの，それによってドラッ
カーがいかなる思想の持ち主で，どのような人間なのかについてはほぼ知りよ

彼は彼にしか書くことのできない作品をマネジメントなどの領域で真摯な姿

うがない．にもかかわらず，不思議なことに，その視覚は読む者の内側に潜む

勢で書き続けることによって，文学を含む言語の世界全般に対して，鮮烈で広

何かを刺戟し，異なる風景を見させるようになる．恐らくドラッカーを知るに

汎な影響を与えることになった．その影響力は『もしドラ』の成功からも明ら

は，間接的ながら，彼の視線を観察することが迂遠ながらも最も近道なのでは

かなように，半世紀近くを経てもまったく弱まっていない．これは驚くべきこ

ないかと考える理由がそこにある．

とだ．
井坂 『傍観者の時代』のなかで，彼は一人称の語り手としての役割を果たす．

断絶とゼロ体験

彼は 20 世紀という物語の声となる．彼は周囲を深く観察する人間であり，生
き生きと報告する人間である．彼は自らの身体を物理的に動かし，自らの視覚

井坂

を刻々と移動させながら，時代の紡ぐ物語を逐次報告する．

流の結果形成された存在だ．ドラッカーの言説には，互いに矛盾する要因が無

対象に密着し，あるいはまったく離れながら，時代とともに前に進んでいく．

他方，ドラッカーもまた時代の子である．さまざまな時代環境や人的交

数にある．互いに弾き合う性質が，多くの場合共存している．そのようなスタ
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イルはもちろん彼一人の専売特許ではなかったし，彼が自力で打ち立てたルー

特に第一次世界大戦だ．彼はどこかで書いている．新聞の戦死者欄で知る者

トでもない．
その前には先達としてエドマンド・バークやウォルター・バジョッ

の名を探すのが日課となっていたし，「大きくなったら」というのは，子供心

トその他の保守主義系統の思想があった．

にも兵士となって戦場に行くのと同義と考えられていた，そんな少年時代だっ

同時に，そのような視覚の動きがどのような環境の中で育まれたのか，どん
な人から影響を受けたのか，などを引証しながら，その実像に迫っていくアプ

た．
マルクス主義もキリスト教も戦争を止められなかった．そのなかで，イデオ

ローチがある．

ロギーが実は無内容な空語なのを市民の実感として，あるいは生活者のリアリ

上田

それともう一つ，個人的な体験としての「断絶」があっただろう．彼が

ズムとして知っていた．世界戦争には大義がないこと，いずれ瓦解するだろう

マネジメント，イノベーション，マーケティングとか知識社会，高度産業社会

ことまで予測していた人たちも当時いた．中でも当時のウィーンの知的な人た

の記号を先取りしたせいで，私たちは何となく彼が同時代人だと思っている．

ち，例えば「言葉の狩人」の異名を持つ言語学者で若きドラッカーにとっての

しかも，彼がマネジメントの書き手として活躍したのがアメリカだったという

憧れだったカール・クラウスなどがそれにあたる．

だけで，彼が生粋のアメリカ人のように感じてしまっている．しかし，そうで

井坂

はない．彼は本来ヨーロッパ人だ．しかも，1909 年生まれである．時々彼は

活を再建しようと考えていたに違いない．そのような人たちにとって世界大戦

「僕は明治人だ」とユーモアを交えて語っていた．日本で言えば明治 42 年の生

はリアルな経験ながら，さまざまな苦労のうちの一つに過ぎない．そんな世代

まれの人だ．これは盲点かもしれない．
言い換えると，第一次世界大戦（1914 年）
，世界恐慌（1929 年），第二次世界

彼も戦争，恐慌の嵐をともかく生き残って，荒廃した欧州でもう一度生

の人たちが懐疑的な精神の持ち主になるのは，歴史的事情からすれば当然だ．
しかし，それは単なる虚無的な懐疑主義とは趣を異にする．

大戦（1944 年）がほぼ前半生に重なってくる．マネジメントについての最初の

ドラッカーは 5 歳まで一つの帝国のなかで育てられ，その世界しか知らな

書物を『現代の経営』
（1954 年）とすると，すでに刊行時に彼は 44 歳，立派な

かった．そのような世界しか知らないのに，ある日突然，帝国が崩壊し，現実

中年の域に達した後の著作だ．こう考えると，その前半生たる戦争，恐慌，革

と思っていた世界は無効だと宣告された．いわばゼロ体験である．このゼロ体

命の海を泳ぎに泳いでマネジメントの島嶼に到達したことがわかる．

験は個の人生の中でとてつもない意味を持つと思う．その社会で価値ありとさ

井坂

確かに指摘の点は深い意味を持つと思う．その一つの表れとして，特に

れていたものを自らの価値として血肉化していた少年が，ある日それを捨てろ

初期の作品では，ナチズム体制とそれに無力な社会への怒りがほとばしる箇所

と言われた．晩年になっても，彼はその時の精神的衝撃を折に触れて口にして

が見られる．もちろん図式的なプロパガンダではなく，一方通行のステートメ

いた．

ントでもない．そこには彼の眼によって切り取られた生きた世界観がある．し

そのような断絶経験を経てその知的・感性的深みは決定されたのではない

かしそのような種類の厚く鋭い視線は 1950 年代，『現代の経営』によるマネジ

か．その後も彼は驚くほど似たパターンをいくたびも実人生で行っている．一

メントへの傾斜以降，彼の言語世界から徐々に失われていくことになる．たぶ

言で言えば，
「成功体験の体系的廃棄」とも呼べるものだ．

んそれが彼自身のマネジメントへの倦怠の遠因ともなったと思う．

上田

上田

事実，20 世紀の激動は彼の人生そのものだった．特に少年時代はいま

がらも，世相との価値観のずれを感知するや即座にイギリスに移住する．イギ

だ故郷のウィーンはハプスブルグ帝国の首都だ．これは他の世代に見ることの

リスでも経済的にはそれなりの成果を手にしながらも，金に興味のない自分を

できない，きわだった特徴だろう．その世代は戦争の展開とともに成長してき

翻然として悟り大不況の中仕事を辞めてしまう．ようやくたどり着いたニュー

た．物心ついたときからずっと世界は潜在的に戦争状態だった．
「戦争をして

ヨークで超有名コンサルタントにして大学教授の地位と肩書を得るも，さほど

いない欧州」を知らない．そのきなくささを日常的に呼吸し，迷走する世界を

名の知られていない西部の大学に移籍したりしている．プロセスを見れば，成

自己同一性の基本に据えていた．

功を捨てていく過程と同じだ．

確かにそのような側面はある．1930 年代ドイツで一定の成功を収めな

172

井坂

論考

しかし，少年時代に経験した断絶を考えれば，何か急激な変化が自分の

［対話］観察法の観察

173

浸かっていた人のなかには見出しえなかったはずだ．その仕事の模範はヴァル

身や社会に訪れたとしても，
天蓋が崩れるような衝撃を感じることはなかった．

ター・ラーテナウをはじめ，いくたりかしかいなかったと思う．国と社会は違

それは彼個人の断絶体験の追体験だったと見ることもできる．むしろある時点

えども，渋沢栄一はその重要な人物の一人だ．切断された社会の半身を奪還し

から以前の自分を切り離し，訣別して，今日から新しい自分が始まるといった

て別の原理を持つ社会に縫合してみせた成功事例を語れるものはほかになかっ

アクロバティックな生き方を死ぬまで続けた．そこに喜びさえ見出した．

た．しかし残念ながら同時代人ラーテナウはドラッカーが少年時代に暗殺され
てしまう．だから，彼は独力で，可能な知識をフル動員して方法を発見しなけ

批評性の淵源

ればならなかった．
上田

上田

確かにそういうふうに考えたのが，
あの文明の断絶を経た世代の特徴だ．

冒頭の問題意識に戻る．彼の著作は，マネジメントに関わるかどうかに

その使命感は，先行世代にも後続世代とも共有されていない．そして，彼のい

関係なく，
いまだに胸を衝かれる鋭利な批評性がある．1930 年代に書かれた『経

ささかわかりにくい特性の多くは，この世代的な条件づけによって解釈可能だ

済人の終わり』や 1940 年代の『産業人の未来』など初期著作に漂う圧倒的なま

と思う．

でのリアリティにわれわれはもっと驚いていい．
井坂

それにマネジメント，文明批評，技術論あるいは美術など個別的な彼の仕事

前著はチャーチルをはじめ，当時の知識人にいち早く認められたと言う

については，きちんとした批評の言葉が存在する．それらがきわめて質の高い

が，当時の編集者や批評家たちの中には，低めに評価した者もいたと思う．そ

ものであり，それまでの常識を打ち破るものであるということは，繰り返し言

れを一時の奇抜な論者として高をくくり，いずれ消えてしまうだろうと思って

及されている．しかし，その全てに通底する根本的な志向性，あえていえば「ド

いた人は少なくなかっただろう．戦後の日本においても，やはり彼をただのビ

ラッカーはどこからきて，どこに向かおうとしていたのか」について問いかけ

ジネス書ライターとしてしか見ず，いずれ消えるだろうと思った人々が少なく

た論者はあまりいない．

なかったのに似ている．

井坂

彼がめざしていたのは，途方もなく素朴なものだったと思う．それは社

だが，ドラッカーは消えなかった．他の多くの論者が消えても，本人が此の

会のなかの高質な存在，あえていえば「美質」に対して敬意を払い，次の世代

世を去った後さえ，消えなかった．なぜ消えなかったのか．それはリアルタイ

に継承することだった．彼は保守主義者である．日本に限らず世界のどの社会

ムでの読者たちが，見落としていたものがあったからではないか．

についても，父祖から受け継いできた伝承や技芸に対する配慮と敬意がある．

やはりそこでも少年時代の断絶を避けて通ることはできない．彼は第一次大
戦前に己の半身を取り残している．少年期の経験も，心の動きも，全て帝国以

彼が日本美術や技術に関心を寄せたのはそれらが凝縮的に表現されていたため
だろう．

前の記憶に貼り付いている．少年期に吸った空気，概念や審美観や価値は，自

そのために彼は多くの敵と闘った．青年期彼はナチスと闘った．彼は当時ふ

らに受肉してしまっている．それを捨てるならば自分が立ちゆかなくなる．そ

つうなら踏み込んではいけないところにさえ踏み込んだ．ゲッベルスをはじめ

れは彼の精神構造のみでなく，文明の構造そのものでもあったからだ．

ナチス幹部にインタビューさえした．そこにまっすぐ踏み込む市民は，ふつう

第一次大戦後にもなお生き延びるに足るものは何か．人間社会が維持しうる
ぎりぎりのものは何か．それを探し出して，何とかして，それを戦後の半身に

はいない．それだけのリスクを冒すことはしない．でも，彼はそれを恐れては
いけないと思っている．

縫合しなければならない．たぶんマネジメントというのは縫合のための最も有

社会を保守に値するまともなものにしようと思ったら，ふつうの市民が勇気

効なのりしろというか，より糸だったのではないか．彼が日本の明治維新に同

を持つべきと考えていた．真摯さとはそのようなことだと思う．孤立無援のな

質のものを見出し，そこに自らの志操を仮託したのはそのためだろう．

かでも，なすべき仕事は果たさなければならない．彼にはその覚悟があった．

では他に誰かいないかと思っても，少なくともハプスブルグ帝国にどっぷり

侍や騎士のエトスに近いものが感じられる．
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そのようなものを安易なあやうさや品性の下劣さ，卑しさに委ねない決意が
彼にはあった．この社会は自らのかけがえのない資産なのだから，引き継いで
いかなければならない．そのような志が今にいたってことさら感じられる．
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ポスト
「もしドラ」時代の
ドラッカーマネジメント

Drucker Management in the Time of “Post” Moshi-Dora

【略歴】 上田惇生 1938 年埼玉県生まれ．慶應義塾大学経済学部卒業．本会学術顧問，
ものつくり大学名誉教授．ドラッカー著書のほぼすべてを翻訳．著書
（ダイヤモン
に『ドラッカー入門―万人のための帝王学を求めて』
ド社）等．
井坂康志 1972 年埼玉県生まれ．早稲田大学政治経済学部卒業．東京大学大学
院人文社会系研究科社会情報学専攻博士過程単位取得退学．現在東
洋経済新報社勤務．

岩崎夏海

Natsumi Iwasaki

『もしドラ』こと『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』は，おかげさまで本当に大きなヒットを記録した．アニ
メや映画にもなり，社会的ブームを巻き起こした．
しかし，ブームというものはいつか必ず終わる．そしてブームというものの
宿命で，それが一旦終わってしまうと，かえって古びるのも早い．
「
『もしドラ』
ブーム」も，多くの人にとっては，今や「過ぎ去ったブーム」のように映って，
古いものと見なされている向きがないわけではない．
しかしながら，実は『もしドラ』は今でも読まれ続けている．書籍は，2011
年に入ってからも月間 3000 冊ペースで売れているし，各地の図書館でも，読
むには順番待ちが必要だ．さらには，
「上司が部下に読ませたい本ベスト 10」
などといったアンケートを取ると，ドラッカーの『マネジメント』とともに必
ず上位に顔を出す．
このことは，とりもなおさず『もしドラ』が，また，それがテーマとした「マ
ネジメント」が，単なるブームで終わったのではなく，広く社会に定着した証
と見ることもできるだろう．
『もしドラ』は「ベストセラー」なだけではなく，
「ロングセラー」にもなったのだ．
このような現象を，ドラッカーの『マネジメント』の中にある「社会に受け
入れられるものというのは，こちらが売りたいものではなく，顧客が求めてい
るもの」―という考え方に当てはめてみると，
『もしドラ』が受け入れられ
たのは，こちらが売りたかったからではなく，多くの顧客が求めていたから
―と捉えることができる．そしてそれは，取りも直さず「社会がドラッカー
の『マネジメント』を求めていた」ということに他ならない．そのことが，『も
しドラ』ブームが去った今，ますます強く実感されるようになった．
そこでここでは，そんな「ポスト『もしドラ』時代」だからこそ見えてきた，
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「社会がドラッカーの『マネジメント』を必要としていた理由」について，考え
てみたい．

177

こされたのが，フランス革命やアメリカ独立戦争なのだ．
すると，これに勝利したブルジョワジーが，今度は世の中を牛耳るようにな

＊

＊

＊

「ポスト『もしドラ』時代」にあっては，
「
『もしドラ』ブーム」というものは
『もしドラ』自体が引き起こしたものではなく，もともと社会にドラッカーを
求める機運があったからこそ起こった―と考える．

る．ところが，産業革命がさらに進むと，そこに再び新たな知識層が現れる．
それは，大学や研究施設などで学問を修めていたインテリゲンチャたちであっ
た．
このインテリゲンチャは，頭は良いものの貧しい出の者が多く，社会的には
虐げられた存在だった．そのため，長じるに従って社会のありように矛盾を感

では，なぜドラッカーは社会から求められていたのだろうか？

じるようになり，やがては労働者を苦しめているブルジョワジーの打倒を目指

その答えを探るべく，ここではドラッカーの過去の著作に当たってみること

すようになった．そうして再び戦争が引き起こされ，今度はインテリゲンチャ

にした．特に，ドラッカー自身がマネジメントへと本格的な関心を向かわせる

が勝利するのだが，それがソ連の社会主義革命なのである．

前の二作，
『経済人の終わり』と『産業人の未来』に注目した．
すると，そこで興味深い事実に突き当たった．それは，ドラッカーがマネジ

このように，産業革命以降，世の中は知識社会化が進んで，どんどんと新知

メントに注目するようになった背景には，社会構造の変化―特に，産業革命

識人が勃興してきたのだが，その度に既得権益層がそれを押さえつけようとす

による知識労働者の増加―があるということだった．

るため，両者の間に争いが生まれ，戦争が引き起こされた．ドラッカーは，ナ

ドラッカーは，この現象を「知識社会化」と呼び，今後もますます進行して

チスが台頭したり，第二次世界大戦が引き起こされたのも，この「既得権益層

いくだろうと述べている．さらには，この知識社会化によって引き起こされた

と新知識人との争い」に理由があると考えていた．だから，この両者の争いを

社会のひずみが，20 世紀に起きた様々な厄災の原因にもなっているというの

解決しない限りは，たとえナチスが滅んだとしても，再びこのような悲劇がく

だ．

り返されると危惧していたのである．

ドラッカーの述べる「知識社会化によるひずみ」というのは，概要を簡単に
説明すると，以下のようになる．
まず，産業革命以前のヨーロッパ社会は，
「知識」を有している者は貴族や
教会関係者など，
ほんの少数に限られていた．この頃のヨーロッパの識字率は，

だからドラッカーは，第二次大戦中でさえ，ナチスの存亡自体をあまり問題
視していななかった．それよりも，その原因となった既得権益層と新知識人と
の争いをなくすことの方に，関心を向かわせたのだ．
そんな折，たまたま渡ったアメリカで，ドラッカーは両者の争いをなくすヒ

たったの 3％に過ぎなかった．当時の社会は，この数パーセントの限られた知

ントを見つけるのである．それは，
アメリカの企業―それも大企業の中でだっ

識人たちが牛耳っていた．富も権力も，この知識層―貴族と教会とに独占さ

た．アメリカの大企業を経営する「経営者」たちの中に，ドラッカーはそのヒ

れていたのである．

ントを見つけるのである．

ところが，産業革命が起きたことによって，この構造に変化が起こる．新た

＊

な知識層が誕生したのだ．それは「ブルジョワジー」と呼ばれた．彼らは，産

＊

＊

業革命によって得た富を元手に，今度は知識を蓄えていった．そうして，やが

ドラッカーが，アメリカ大企業の経営者たちの中にそれを見つけたのは，実

て富だけでは飽きたらなくなり，社会的な権力をも手に入れたいと考えるよう

は偶然ではなかった．というのも，当時のアメリカ大企業の経営者たちという

になった．

のは，既得権益層と新知識人との間を取り持つ，「橋渡し役」を担っていたか

ところが，それを手放したくない旧勢力は，当然のように抵抗した．そうし
て，両者の間に争いが生まれ，それはやがて戦争へと発展した．そこで引き起

らだ．
これをもう少し詳しく見てみよう．アメリカのさまざまな会社が「大企業化」
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いかなければならなくなったのだ．

したのを契機とされている．これによって再び「産業革命」とも呼ぶべき社会

そこで経営者たちには，それを果たすための―既得権益層と新知識人との

構造の大きな変革が起き，企業は競争力をつけるため合併をくり返して，どん

融和を図るための―道具が必要となった．そして，そこにおいて注目された

どんと大きくなっていった．その結果，人類がこれまで経験したことのない，

のが，マネジメントであった．彼らは，この道具を駆使することによって，そ

数万人，数十万人規模の「超巨大企業」とも言うべき会社が世に出現したので

れを果たそうとしたのである．

ある．
これによって，企業は勢力を増したが，その一方で，さまざまな問題も起こっ

すると，彼らの駆使したマネジメントは，やがて目覚ましい成果を上げ始め
る．1940 年代，アメリカは，世界に先駆けて不況を脱することに成功すると，

た．中でも大きかったのは，マネジメント―つまり経営の問題であった．と

第二次世界大戦にも勝利するのだ．その背景には，大企業の経営者たちの活躍

いうのも，合併をくり返すことによって株主の数が膨大になったおかげで，ど

と，彼らが道具として駆使したマネジメントの貢献とがあった．

の株主が経営者に就いても，必ず確執を生んだのである．おかげで喧嘩が絶え

ドラッカーは，まさに現場でそれを目撃していた．そして，そこで使われた

なくなり，
折角合併して巨大化したにもかかわらず，かえって競争力を失うケー

マネジメントという道具こそが，産業革命以来続いている「既得権益層と新知

スさえあった．

識人との争い」をなくす，最も効果的なソリューションであると確信するので

そうした状況がしばらく続いた後，やがて画期的な解決策が編み出される．
それは，「全ての株主が公平に経営からは手を引き，代わりにリーダーシップ
のある人間を金で雇って，その人間を経営者に据える」というものだった．こ
れは，さまざまな問題を一挙に解決する妙案だったので，瞬く間に広まって，
アメリカ企業の間に定着した．そうして，世に初めて「オーナー社長」ならぬ
「雇われ社長」と呼ばれる存在が誕生したのである．

ある．そうして，その学習と研究とをスタートさせたのだ．
＊

＊

＊

ドラッカーの見立てはこうであった．
「この争いは，今後も生まれ続けるだろう．事実，戦後が一段落した 1950 年
代に入ると，今度はかつて活躍した大企業の経営者たちが既得権益層化して，
さまざまな問題を引き起こした．しかしながら，我々は今やマネジメントを手

だから，当時のアメリカ大企業の経営者には「雇われ社長」が多かった．彼

に入れている．これを使えば，こうした争いも，20 世紀前半のような悲劇的

らは，もともとは「新知識人」の側の人間だった．しかし，そうした出自であ

な結末を招く以前に解決できる．実際，大企業の経営者たちが引き起こした

りながら大企業の経営に入ったので，同時に「既得権益層」である株主の利益

50 年代の問題は，60 年代に入るとさらなる新知識人―非営利組織が現れて，

にも配慮しなければならなくなった．その意味で，彼らは簡単に言えば「中間

これをマネジメントという道具の力を借りて解決していった．

管理職」だったのである．上にも下にも気を遣わなければならない，非常に難
しい立場に立たされていたのだ．
しかも，そんな彼らには社長就任直後に，立て続けに難問が降りかかった．

そうしてドラッカーは，この流れは「世の必然」と考える．すなわち，
「知識
社会化」は，やがて全人類にそれが行き渡るまで続くだろう．そしてそれが行

一つは，世界恐慌によって引き起こされた長い不況，もう一つは，第二次世界

き渡る過程においては，必ずまた「既得権益層と新知識人との争い」が起きる

大戦であった．

が，しかしそれはマネジメントを使うことで解決できる．それを使って解決を

この未曾有の危機が連続するという状況に際して，大企業の経営者たちには，
株主（既得権益層）と社員（新知識人）との争いを，一刻も早く収束させる必要

図る「マネージャー層」というものが，その時々で現れるはずだ．
であるならば，自分にできることはそうした「マネージャー層」のための「教

が生まれた．つまり，
そんなことに時間を割いている暇がなくなったのである．

科書」を作ることではないだろうか．というのも，既得権益層と新知識人とを

それよりも，もっと大きな問題（恐慌や大戦）を，両者一丸となって解決して

取り結ぶマネージャー層は，いつだって新知識人の側から現れる．だから，彼
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らは基本的にマネジメントの知識を初めは有していない．そのため，マネー
ジャー層になった時に，それを習得する必要に迫られるのだが，その際，教科
書がないと苦労する．だから，そんな彼らのための教科書を作って，彼らの助
けになることはできないだろうか．
そうして書かれたのが，1973 年に出た『マネジメント』だったのである．
ドラッカーの読み解いたこの傾向は，そのさらに 40 年後，つまり現代（2010
年代）の日本において，顕著となっていた．すなわち，「知識社会化」がほぼ完
遂し，多くの人がマネージャー層となっていたのだ．彼らのほとんどが，「新」
マネージャーだった．だから，マネジメントの知識を欲し，その教科書を必要
としていたのである．
そして，そこに現れたのが，実は『もしドラ』だったのではないだろうか．
だからこそ，これだけ多くの人がそれを読んだ．だからこそ，水が砂に染みこ
むように社会に一気に浸透し，しかも一過性のブームで終わることなく，広く
着実に根づいたのではないだろうか．
＊

＊

＊

以上のことから分かるのは，ドラッカーが若き日に考えた「知識社会化」と
いうものが，今こそ，ほぼ実現しつつある―ということだ．つまり，人類史
上初めて，世の全ての人に知識があまねく行き渡る時代が到来したのである．
この社会においては，
既得権益層と新知識人との境目はもはや曖昧になって，
両者は渾然一体となっている．それは言い変えるなら，社会を構成する全ての
人が，その中間の層―つまり「マネージャー層」になったということだ．そ
うして，社会を構成する全ての人が，等しくマネージャーとしての役割を求め
られるようになったのである．
であるならば，
「ポスト『もしドラ』時代」に必要とされるのは，そうした「全
員がマネージャー」という社会において，今度は何が求められ，何をすべきか
―そのことを，見つけ，考えていくことではないだろうか．ドラッカーの「マ
ネジメント」を礎に，この知識社会をどう生きていくか，その指針と道筋を模
索していくことではないだろうか．
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【略歴】 1968 年生まれ．東京都日野市出身．東京芸術大学建築科卒．大学卒業後，作詞家
の秋元康氏に師事．放送作家として『とんねるずのみなさんのおかげです』
『ダウ
ンタウンのごっつええ感じ』等，テレビ番組の制作に参加．その後，アイドルグ
ループ AKB48 のプロデュースなどにも携わる．現在は，作家として株式会社吉
田正樹事務所に所属．2009 年 12 月，初めての作品となる『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』を著す．近著として
『エースの系譜』
（講談社），『小説の読み方の教科書』
（潮出版社），『チャボとウ
サギの事件』
（文藝春秋），『宇宙って面白いの？』
（講談社）等がある。
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おそらく，扉を破る鍵は別のところにある．現在までのところ，それは仕事
の外部世界に探し求められてきた．だがまさしくドラッカー自身の言にもある
ように，知識経済の真の資産が知識労働者たちの「耳の間」にあるものとすれ
ば，鍵は張本人たる知識労働者一人ひとりの心の中にひっそりと眠るものなの
かもしれない．

（クレアモント大学院大学ドラッカー・スクール）
「知識労働者たる者は，何よりも自らをマネジメントできるようにならなければならない」
．
─ P・F・ドラッカー

先進諸国における第一の存続条件

内面を考える
生産性の問題を人間の内面に踏み込んで探求していくのはいいとして，他方
でそれをどう最大限まで高めうるかという別の問いが現れる．そのときには，
知識労働者における心の現実にいかに対処したか，あるいはそれにしくじった

「知識労働者を実りあるものとする．それこそが 21世紀最大のマネジメント
上の課題である」─ドラッカーはこう喝破した．同様の見解を表した研究者
に知識労働者の代表的理論家トム・ダベンポートなどがいた．ダベンポートは
次のように述べる．
「企業が収益性を高め，戦略が絶妙に奏効し，社会そのものが進歩する．そ
のためには知識労働者が自らの仕事をより生産的かつ適切な作法をもって行う
ことが条件となる」
．課題そのものの大きさもさることながら，失敗したとき

とき，外面の行動がいかに変化したかを検討する必要がある．まず次のように
問うてみよう．
• 知識労働者は，いかにして自らの注意力を仕事そのものや組織内の関係に
用いるのだろうか．
•「頭の固さ」は，いかにすればイノベーションや問題解決の核となる学び
や変革にシフトさせうるのであろうか．
• 否定的な感情傾向は，いかにして仕事や職場の意欲を損なうのか．

のつけも巨大なものとなる．というのも，ドラッカー自らがかかる課題を名指

生産性低下の一端は人の内面における感情のざわめきにある．人の感情と

して先進諸国における「第一の存続条件」としたからだ．もし失敗するならば，

いうものは，存外目に見えるものである．あえて言えば，誰の目にも見え

一国の経済社会にとって凄惨な結末をもたらすことになる．

る反応とは，相手が心に宿すブラックボックスの中の感情プロセスの結果

むろんこれまでも少なからぬ力が傾けられ，しかるべき成果ももたらされて
きた．まずはきわめて合理的な側面に目が向けられた．作業工程，管理者実務，

に過ぎない．次の例を見てみよう．
• 気の荒い上司を相手にすれば部下はたいてい縮み上がって報告しづらくな

組織構造，情報技術，職場人間工学などがそれに相当する．だが，努力のわり

るものだ．結果，悪い報告は個々の手でひっそりと握りつぶされ，意思決

には，さほどの生産性向上は見られなかった．先のダベンポートは自らのブロ

定の精度は落ちる．組織にも変化が出はじめる．鬱積した感情から内面的

グで，何ゆえ思うように進まないのか，あるいは一歩踏み込んで「ドラッカー

葛藤が生じ，
動揺が組織に伝わる．その結果周囲の人々の接し方も変化する．

の見立て違いか」とまで問うている．ドラッカーが提起してくれた 21世紀の課
題が，実はとんでもない難物であることが明らかとなりつつある．

• リーダーの言うことがやたらにとげとげしかったり皮肉っぽかったりする
と，全体の意欲や成果が損なわれる．個々の力こそが知的資本として企業
の存続にとってなくてはならないものである．口は禍いの元と知り，みん

＊ 本論はCraig L. Pearce, Joseph A. Maciariello, Hideki Yamawaki eds, The Drucker Difference: What
the World's Greatest Management Thinker Means to Today’s Business Leaders, McGraw-Hill, 2009中の1章
であり，原権利者の許諾を得て掲載するものである．許諾をくださったジェレミー・ハンター
氏に感謝する．

ながやる気になるよう温かく見守ることがリーダーには求められる．
• できる上司ほど携帯メール中毒になりがちである．そうなると，会議中で
もそわそわして注意散漫になる．大事なことは上の空だし，周囲は何かい
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い加減にあしらわれているのに嫌気がさしてきて，結果として時間は浪費

中こそが人をして自己認識，管理，変革を促す意識形成の方法的支柱をなすも

される．昇進にもさしつかえる．注意力をきちんとしておけば，意思決定

のであることがわかった．

はスムーズなものとなり，他のメンバーも自らが敬意を払われていると実
感できる．

近年，集中とは学界でも注目されるものとなっている．先行研究でもそれに
よってよき精神状態がもたらされるとし，心の健康や自己管理，人間関係にお
いても意味を持つとされる．

マネジメントの責務

むろん学界のみの話ではない．仕事でも顕著な成果を生む．たとえば，集
中の方法論にもとづくストレス・マネジメントのプログラムはすでに世界の 26

いずれも問題行動とは心の反映であることがわかる．では，マネジャーが肝
に銘ずるべきこととはどのようなことであろうか．
よくよく考えてみれば，かかる問いへの回答ははっきりしている．
「知識労働
者は資源と考えられなければならない」
．ドラッカーが述べたことを思い出そう．

カ国以上の医療機関で取り入れられている．
司法研修でも活用されるばかりか，
プロ・スポーツでも一定の成果を出している．NBA シカゴ・ブルズの監督を務
め，現在はロサンゼルス・レイカーズ監督のフィル・ジャクソン氏も取り入れた．
他に私が話を聞いた専門家には，フォーチュン 500 の CEO，建築家，投資家，

組織が生産的たらんとし，同時にそのことが知識労働者の心と関係するのなら

会社役員，医療研究者，映画監督，その他押しも押されもせぬ知識労働者群だっ

ば，一人ひとりの心にあるよきものを引き出すことがマネジメントの責務とな

た．少なからざる人と直に会って話をした．みな例外なしに，人をそらすとこ

らざるをえない．それが語彙の正確な意味での「資源のマネジメント」である．

ろがなく，しかも繊細だった．どこかいらついたようなところはなく，うまく，

心の状態がいかに行動に影響力を持ちうるかについて知るならば，次なる課
題はいかにして心を正しく保ち，
生長させるかにある．
『現代の経営』において，
ドラッカーは「マネジメントの暗黒大陸」と称して，組織内部の働きを意識せ
よと説いた．同様に，
「現代の『自分』経営」なるものがあるとするならば（む
ろんこれは私の造語）
，働き手をして自らの心に何が起こりつつあるかを知る
と共に，心の働きを充実させる必要がある．

きちんと物事を運ぶ人々だった．
おおむね彼らの口から出る語句は同じようなものだった．
「あくせくした生活でした．意識の鍛錬をしていなければ，まず間違いなく
今頃あの世行きだったでしょうね」
．
実際，一語一句たがわぬこの通りの発言があったのだ．彼らの中には血圧の
最高値を更新していたり，心臓に疾患を抱えていたり，肥満に悩んでいる人が

実はこの問題は最先端の神経科学，医学，心理学と直接関係してくる．その

いた．離婚など大事な人間関係の破綻を話してくれる人もいた．共通していた

モデルとはドラッカーが初期より説き続けた「継続と変化」をともなう．そこ

のは自らの成功や健康の理由を日ごろの集中の習慣に帰していたことだ．その

での自己変革とは現代の人間形成観による．知識労働者自らが，仕事や人間関

ような絶えざる心の鍛練こそが，本当の意味で自分を変えたのだ．

係で高次のマネジメントをなしうるだけの体系的な理論と実践の枠組みを提示
するものである必要がある．そのなかで，働き手は個と組織を実り多きものと

私の経験

し，ひいては組織の資本となる．
私自身もまた一人の人間として，試練の中でこの原則を用いざるをえない局

集中が人を変える

面にぶち当たった．二〇歳の頃私は末期疾患と診断され，五年内生存率 10％
と宣告された．だが，その後 10 年以上を生き延び，今もって集中の力という

筆者がセルフ・マネジメントの概念に入れ込むようになったのは，自らを心
の研ぎ澄まされた状態に仕向けてきた人々への調査研究を行って後のことであ
る．その調査は著名人や各領域での成功者への聞き取りも含まれる．そこで集

ものを実感している．
あるとき，
同僚のリップマンブルーメン教授との何気ないやりとりがあった．
教授がふとこぼした．
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「マネジャーの自己管理研修というのはやったことがないわね—」
．
はっとさせられた．管理者の心の世界がすっかり置き去りにされていたこと
に気づかされた．結果，後の私の研究によって，心のマネジメントが成果を分
けることが示されることとなった．
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感情を知覚する．まずもって，いかに自らを形成し，管理し，変えるか．いか
に他者とかかわるかの最初のステップは，
意識を自らのものとすることにある．
一世紀以上前に活躍したアメリカの心理学者ウィリアム・ジェームズは，セ
ルフ・マネジメントで意識が心をコントロールする上で枢要な役を果たすのに

むろんセルフ・マネジメントの概念はすでにドラッカーの著作でもきちんと

気づいていた．彼はそれを「判断，人格，意志における根」と位置づけ，意識

触れられている．私も，集中がセルフ・マネジメント体系の要諦を成すことは

のマネジメントなくして自らの主人たりえないとさえした．そればかりではな

知らないわけではなかった．

い．意識を高次に引き上げる教育こそが，
「教育の中の教育」と断じた．

だが，知識労働に携わる読者層が激増するやそれを科学的手法へ体系化する
気運はいやがおうにも高まらざるをえなくなった．近年の神経科学の知見に
よって，なぜ集中が意味を持つかきちんと説明されつつあると共に，一見神秘

だが，読者の中には眉間に皺を寄せてこんな風にいぶかる向きもあろう．
「意識？ そんなにだいじなものなら，何で今まで聞いたことがなかったのだ
ろう」．

のヴェールをまとう世界に生物学的説明がなされつつある．まずは，神経シス

いい質問だ．お答えしよう．二つある．まず近代教育は知覚以上に概念化や

テムの機能から把握することが，仕事や人生を上首尾に運ぶ体系への第一ス

抽象化に重きを置いてきた．
それが意識に親しみを感じない一つの原因である．

テップとなる．

また，ジェームズが認知と感情の形成に関する体系を創造した後，西洋心理学
は意識形成の体系化に失敗してきた．意識を意識できない—．そんなところ

脳—知識労働の司令塔

に大きな死角があったわけである．
近代西洋は危険なまでに意識の形成と発展の意義を見過ごしてきた．他方，

セルフ・マネジメントとは神経系，わけても脳からはじまる．脳は知識労働

日本などは意識形成の文化的遺産の厚い国といってよい．たとえば，茶道，書

の司令塔である．集中し，意思決定し，行動させるのはすべて脳である．だが，

道，華道，武道，弓術などがそれにあたろう．それらの最終的な目的は，精神

脳の働きをきちんと理解する知識労働者はお世辞にも多いとは言えない．セル

や感情の鍛練，そして集中と意識にある．人はそのようなものを身に付けては

フ・マネジメントは，脳や神経系の働きと限界，そしてそれらをしかるべき形

じめて一人前と見なされる．

でマネジメントし，変革に結びつける方法にかかわるものである．知識労働を
実りあるものとすることと，脳を正しく上手に使うのは同義である．

なぜドラッカーは日本画を愛したのか

かかる観点から，セルフ・マネジメントの内面的プロセスを見ていこう．出発
点は，
「意識」である．意識によって，人は現実を知る．それのみではない．意識
が成果を生む．そこで，意識を道具として活用する方法に軸足を移していこう．
そこでは，いかにして意味のない習慣を克服するか，情緒をいかにマネジメント
するか，この二つが仕事における成果と表裏一体であることを示したいと思う．

ところで，ドラッカーは米国で第一級の日本画収集家としても知られる．彼
は日本画鑑賞を通して，知覚の鍛練を行っていた．
ドラッカーは西洋で知覚がなおざりにされていることを知っていた．次のよ
うに言う．
「デカルトは，我思うゆえに我あり，と言った．しかし，次のように言わな

意識を「意識」する

ければならない．我見る，ゆえに我あり，と」
．
彼は近代マネジメントにおいてさえ分析偏重の他方で知覚が過小評価されて

意識と現実との間には浅からぬ関係がある．人は何に意識を払うかによって

いることを知っていた．彼の言う知覚とは意識とほぼ同義である．彼はジェー

決まる．それによって人は外界への知覚を促され，同時に自らの行動や思考，

ムズが一世紀も前に述べたことを繰り返す．「知覚こそが要だ．それは鍛練し
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うるものだし，されなければならない」
．
ではなぜ，かくも知覚が重要なのか．知覚の働きを高めるほどに，視覚の繊
細さが増す．知覚を鍛練するほどに，
人は見えざる条件や可能性に気づく．『イ
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ている．
「なんでこんなことになっているのだろう．本当に必要なことなのか
な？」．
幸いなことに，もちろん答えは「ノー」だ．同時に複数の仕事を行うことで，

ノベーションと企業家精神』で彼は言う．
「認識が変化する時，事実が変わる

成果が出ない上にミスも多くなるのは調査からも明らかだ．そのことで注意力

のではない．意味が変わる」
．ものの見方が変われば，理解，そして反応が変

がそがれる．他方で，恐れや不安といったいらいら要因は増す．脳は萎縮して

わる．

しまう．コントロール不能となり，いずれパニックにまでなる．日が暮れるあ
たりには何もしていないのに徒労感しかない．

集中は力

そのような仕事の仕方をしていると人間関係も損なう．こんな状況を考えて
みればわかるはずだ．あなたが上司に昇格について相談しようとしている．な

知識労働者にとって何に意識を合わせるかが仕事をこなす上での命である．

のに，こっちが話しているそのそばから上司はパソコンのキーボードをカチャ

いわば中枢機関である．複雑きわまりない精神作用において，意識の集中なく

カチャやっている．果たして話をきちんと聞いてもらっている，あるいは敬意

して何もなし遂げられない．ミハイル・チクセントミハイの恍惚体験の研究に

を払われていると感じられるだろうか．

よれば，人が限界を超えるときに持つ，フローなる心の意識状態には，集中こ
そが基本条件という．

意識とは人間関係のブリッジでもあって，人間関係の質を担保する．意識が
乱れれば，つながりの質も低下し，組織の生産性も合わせて減ずることになる．

反対に，注意散漫ほどに意欲をそぐものはない．フロー状態は一度途切れた

さらに悪いことにもなる．学習に悪影響を持つ．UCLA の研究によれば，いら

ならば，取り戻すのに時間がかかる．それは繊細なものである．何よりも人か

いらした意識で複雑なものを習得することはできないし，意思決定など知識労

らエネルギーを奪い，実り多き仕事などおぼつかなくなる．そのためにも，マ

働に不可欠のスキルに致命的な負の影響を及ぼす．

ネジメントは知識労働者の集中を促すよう仕事をデザインしなければならな

しかも，物事について実に浅薄な理解しか得られることがない．人は脳の中

い．脳構造の観点からすれば，意識は前頭前皮質なる部位と関係しており，
「内

のきわめて古い部分を使用するのに慣れている．
脳幹神経節と呼ばれる部分で，

なる CEO」とも称される．意識鍛錬の司令官である．その部分は身体が運動に

決まりごとについての記憶を創造する．結論として言えるのは，複数の物事を

よって鍛えられるのと同様に，体系的に鍛錬できる．鍛えるほどに，集中力，

同時に行うと自らがかつて学びとった記憶を利用しづらくなる．

人間関係力，学習力，意思決定力も高まっていく．
だが大敵もある．前頭前皮質の働きを弱める活動がある．一度に複数のこと
を行うのがそれにあたる．

同研究では，他方で意識というものが海馬と呼ばれる別の脳構造にも依存す
ることに注目した．海馬とは柔軟な記憶をつくり出すと共に，深く浸み込んだ
知識を生かす．一つに集中した被験者の学生は問題に直面し，詳細に理解でき
た．ここからも，複数の仕事を同時に追求するのは神経系にとっても進化に逆

脳の大敵
一時に複数のことをして注意力をまき散らす．ありがちなことである．とも

行することなのだ．生産性にとってもよくないのは言うまでもない．

負のサイクルを断ち切る

すれば，人はそのほうがうまくいくとさえ錯覚する．パソコンでマルチタスク
が使えるなら，それをやらない手はなかろうというわけだ．
同僚にこんな人はいないだろうか．受話器を片手にキーボードを叩き，しか
も時々サンドイッチをかじっているなんていう図だ．当人はきっとこう思っ

「ながら仕事」を控えるだけで，ぐんとうまくいくようになる．一つ例を挙
げよう．かつて一緒に仕事をしたことのある金融機関の幹部は，そんな方法に
見切りをつけてみたらとの私の助言を実行した後，次のように述べている．

192

関連論考

「実際にやってみたらびっくりするくらいうまく行くようになった．一気に
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はじめて「見える」ようになる

仕事を片づけてしまった．優先順位も付けられるようになったし，いらいらも
なくなった．何より集中できるようになった．何が次に待っているのかもうび

集中力を付けることで意識が鍛練されるのならば，知られざるものの気づき

くびくしなくなり，堂々巡りの浪費がなくなった．対象をきちんと見定められ

にも意味あるものとなる．一日も早く集中を取り入れれば，その分，内なる感

る．焦りがなくなり，
それまでどうしようもないと諦めていたものがコントロー

情の動きや信念，行動に気づくべく，意識を向けられるようになる．意識とは

ルできるようになった」
．

選択可能性の増大でもある．選択肢を手にすることで，人は次なる行動に対し

意識的にそうすることで多くの人々が仕事や生活の質が劇的に向上したと述
べている．また，そうすることで，同僚や友人，家族とより深いレベルでかか

文字通り意識的な力を持てるようになる．その意味でも意識に方向を与えるこ
とは，ドラッカーのいう体系的廃棄ともつながってくる．

わることができ，人の話にもきちんと耳を傾けられるとしている．
「ながら仕

組織たるものは，常にいかなる差別もなく，習慣的に行われる事業，あるい

事」がどれほど高くつくかに気づき，徐々にそこから離れることで，人は意識

は事業全体さえをも，価値と必要の観点から検討し直すべきことをドラッカー

や集中力を取り戻し，仕事を実り多くできる．さらによいことに，集中力を向

は説いた．成果を生まない事業は，新たな領域にその創造性を振り向けるため

上させるのに他にもとっておきの方法がある．

に，体系的に廃棄される必要があった．
知識労働についても完全に当てはまる．脳の働きの大部分は意識されること

集中のための瞑想法

がない．人は自ら知らずまずい習慣にとらわれる．たとえば，私の同僚に会議
などで何かと嫌みを言う癖のある人がいて，
それがみんなの顰蹙を買っていた．

精神を集中させるにはまだまだ実に多くの方法がある．瞑想は折り紙付きの
方法の一つだ．
そういうと，かつて世を風靡したニューエイジのお香やろうそくの類を想像

私がやんわりとたしなめたとき知って驚いたことがある．本人には自分が四六
時中嫌みを言っているという自覚が毛頭ないことだった．日課のごとくそうし
ているにもかかわらずである．

してしまう人も少なくないだろう．だが，そもそも長い年月にわたって，あの

意識の鍛練で気づきの範囲もまた広がる．大事なことだからもう一度言お

鼻っ柱の強い日本の侍が精神修養の要としたのが瞑想だった．侍はいくさの前

う．意識することによって気づけるようになる．意識を上手に方向づけること

に心を落ち着け，
魂を集中させるために瞑想を用いた．現代の企業戦士にもしっ

で，意識されざるものが意識に上るようになる．
はじめて「見える」ようになる．

かり役立つ手法である．

そして，見えもせず気づきもしなかった不適切な言動が体系的廃棄の対象とし

瞑想が精神集中に利くのには科学的証拠がある．まず，血圧が下がり，スト

て意識的に選び取られ，より実り多い仕事に力が振り向けられるようになる．

レスを緩和させ，感情の乱れを解く．瞑想する者の前頭前皮質の働きは，して
いない者と比してきわめて活発であることがハーバード・メディカル・スクー

条件反射する脳

ルの研究でも明らかにされている．通常，前頭前皮質とは加齢に伴い衰えてい
くものだが，その研究によれば瞑想する者の前頭前皮質は瞑想しない者と比す

体系的廃棄がなぜ，かほどに大切なのかを理解するために，いかにして意識

ると明らかに活発という．前頭前皮質の活動とはつまるところ集中力である．

的な行動や前提が無意識の習慣や信念の虜になるのか，その背後にある神経科

瞑想によって脳の集中力が鍛えられ，
同時に無益ないらいらの防波堤たりうる．

学的側面について考えてみよう．体系的廃棄を要する神経系とは，脳の中の海
馬にある．物事をよくしたいとか，すでにある記憶を守りたいという時，脳の
比較的歴史の浅くて複雑な前頭前皮質から，古い本能的な部分たる海馬へと意
識司令が移る．
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その移転により意識的なふるまいは次第に無意識かつ自動的なものとなる．
習い性となる．新たに獲得された習慣で，
頭は働いていない．意識もされない．
一度立ち上がると，きちんと，自動的に，しかも頭脳はストップした状態で行
動に置き換えられる．しかも，時としてそれによって現れるものは不毛以外の
何者でもない．
海馬による条件反射を見ることで，なぜ人というものが昨日の成功に頼りが
ちなのか，そして習い性というものがいかに根絶困難かが理解できる．それら
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た．だが，近代経済学の祖が意識開発を推奨したことはご存じだろうか．ほか
ならぬアダム・スミスである．
『道徳感情論』でスミスはこう述べている．「自らの性格と行動にあって自ら
公平なる観察者たらねばならない」
．
公平なる観察とは何か．あたかも他人を見るがごとく落ち着いて自らの振る
舞いを見ることである．それを意識と呼ぶ．実に簡単だ．
では，たとえ話を一つ—．心が土石流のように滅茶苦茶になったとする．

思考なき習慣は海馬の働きによる．だが，それも意識的な鍛練を経ることで，

理性も感情もごちゃ混ぜになって荒波にさらわれている．そこで公平な観察と

呪縛から脱し，かえって実りある努力の可能性を広げることができる．

は何か．一歩退いて岸から川の流れを眺めるのに似ている．
知覚の立ち位置を変え，自らの思考を客体として見る力を養うことだ．

神経回路は変えられる

そのとき人は思考と一体ではない．意識の鍛練で知識労働者は自らの考えや
感じるものと，それにいかに反応するかとの間に鋭い一線を引くことができる

海馬への司令の移行を思考停止状態の原因とするならば，その解毒剤はまた

ようになる．公平に見ることで，破壊的衝動を外にぶちまけることなく，内な

別のよくしつらえられた神経作用のなかに見出される．それを神経の可塑性と

る思考や感情のマグマを一歩引いて見るようになる．この違いは知識労働に

いう．この語彙は脳の再配線についての能力を語るものである．それまで科学

とって決定的である．

者は成人を迎えた後の脳が急激に変わることはないと考えてきた．しかし，そ

内的衝動をたびたび感じても，
ぶちまけたり無理に抑え込んだりしなければ，

れが間違いなのをわれわれは知っている．脳には変革能力がある．のみならず

衝動と感情の間にあるもつれあった神経系のだんご結びもゆっくりとほどけて

その変革は意識的な方向づけが可能である．それを自律的変革と呼ぶ．神経回

いく．やがては衝動そのものが意味を失う．最終的には破壊的衝動は思慮分別

路を変えることで，世界との向き合い方も大きく変えられる．海馬の自動作用

に引き込まれ，仕事もうまくいく．

は恒久的なものではない．鍛練次第で作動を止めることもできる．
あるいは意外に思われるだろうか．だが，意識こそが神経の電子回路だ．過

思考の働き

去の行動パターンを捨てて新たな行動に意識の照準を合わせれば，古いものは
いつしか溶解していく．神経の可塑性とは，変革や生産性における生物的基礎
でもある．意識して鍛練すればきっとできるようになる．

スミスのいう公平な観察者は，ドラッカーの知識労働の生産性との対応にお
いても，力強い味方になってくれる．では，より詳しく使い方を見てみよう．
手はじめに仕事をするうえでの思考，それから内的衝動を考える．

アダム・スミスの「公平なる観察者」

内的現実というものは，経てきた事象に対して個々が持つ印象や物語，解釈
からなる．それらを総称して「思考」という．思考は何をいかにして見るかを

意識のプロセスはドラッカーの言う体系的廃棄によく似ている．それは意識
の光を内側に当てて，何がうまくいっており，何がそうでないかを調べるもの
である．内なるブラックボックスの中に光を当ててやることで，望ましからざ
る行動を廃棄できる．
少し前に，自己形成，自己管理，自己変革の手法としての意識について述べ

規定する濾過器の役を果たす．
いわば潜在意識の下層で働くメタ・レベルのソフトウェアであって，知覚と
反応を予め織り込んだシステムと考えればよい．
実り多い仕事にとってそれが何を意味するかは火を見るより明らかだ．たと
えば，「ベンチャー起業」と耳にして，ある人はさしたる考えもなく失敗する
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を創造する．
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とスイッチを切り替える方法をも手にすることができる．
銀行幹部のジャックの例を見てみよう．心の修養を経た後の本人の談話であ
る．

公平な観察者ならば，そのような思考を明るみに出し，それを一段高いとこ

「閉じた思考が間違いなく私の心性に影を落としていた．職場でもいざこざ

ろに持ち上げようとする．だが，その前に思考の働きをもう少しきちんと押さ

の種になっていた．同僚にも常に何ごとかを決めてかかっていて，それでいて

えておこう．

現実の根拠というものは何もなく，単なる自分の思い込みだった．もう少しき

スタンフォード大学の心理学者キャロル・デュウェックは 30 年にわたる研
究の末，二つの思考パターンの存在を明らかにした．固定型思考と成長型思考
である．ただし，一人のなかに両者が共存しうる．環境によっていずれが活性
化するかだけの問題である．

ちんと知っておこうとさえすれば，たぶん『どうして彼はあんな風に振る舞う
のだろう』と自問してみたと思う．
しかし，私は現実から意味ある情報を引き出そうとはせず，人へのネガティ
ブな思い込みを強めるだけで，いつも不毛な口論に終わるのだった」
．
固定型思考は学ぶということがない．自分が知っていることにしがみつくだ

二つの思考パターン—固定型と成長型

けである．それだけに，緊張や恐怖が離れない．常に防御か攻撃かという姿勢
がストレスにならないわけがないし，それによってますます周囲との壁は厚く

固定型思考は柔軟性を欠き裁断的である．生まれつきか否かはともかくその
ような人がいる．かなりの程度自我に対し防衛的であって，過ちというものを
許さない．過ちと敗北が完全にイコールで結ばれてしまっている．完全を期す
意識が学びやリスク適応を妨げる．ネットワークが命の知識労働の世界で，成
長のための芽を無意識のうちに摘み，実りは少なくなる．

なる．
他方で，成長型思考はといえば，ゆったりと開放的である．会計担当役員シア
リーの談話に耳を傾けてみよう．どうすれば心を成長に向けられるかがわかる．
「クライアントと仕事で一緒の折には，相手が身勝手で嫌な奴と決めてかかる
のではなく，どんな風に何を学ばせてくれるのかなという姿勢で問いを中心に

他方，成長型思考は打って変わって柔軟かつ包容力がある．がんばればがん

するように心がけました．するとまず，心の波風が収まってきます．いらいら

ばるほど伸びていくものとする．人に何かを印象づけるより，自らを高めるほ

が次第になくなってきます．そうすると最初は固かった相手の態度まで変わっ

うを選ぶ．きょろきょろと何にでも関心を示し，間違えたからといって自分も

てきます．相手が言わんとすることを繊細なところまでキャッチしたいと思う

他人も責めない．単に次なる成長のための情報と考える．知識社会で協力関係

ようになります．次第に打ち解けていって，
誠実で率直な関係になっていきます．

を発展させていくのに，そのような思考ならば新たなものの考え方が涵養され

そうして今まで知りもしなかった同じ場を共有できるようになります」
．

るし，リスクにも前向きとなり，チームの間に強い絆が生まれる機縁たりうる．

意識に注意を向けることで，二つの思考というものがあり，それらがいかに

この成長型思考とはドラッカーの説く継続学習を具現化するものでもある．

現実に作用するかがわかるようになる．また，ちょっとした心がけが劇的な成

世界への目が見開かれることで，人は明るく開けた視野を手にし，可能性や機

果を生むのに一驚を禁じえなくなる．意識して気持ちを成長軌道に乗せること

会にきちんと対処できるようにもなる．
知識社会における必須の姿勢といえる．

で，見えざる可能性に気づき，悩みの解決にもつながってくる．固定型思考で
は，何がよくて何が悪いかといった出口のない自己本位の論争に終始せざるを

思考を仕事に生かす

えない．意識を変えることで多くの実りを得る機会は確実に広がる．
では次に，アダム・スミスの公平なる観察者についての二つ目，感情の条件

心に余裕が生まれれば，これらの思考がいかに現実に作用するか冷静に判断
できるだろう．同時に，固く閉ざされた意識から，開かれて包容力ある意識へ

反射を見てみることにしよう．
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るかをも認識するようになった．鍛錬と観察によって，自らの悪癖というのは
自らも意識することのなかった働きのあくまで結果として起こっていることを

感情の条件反射は文字通り自動的に起こる．意識も努力も関係ない．ほとん

突き止めた．新たなものの手応えをつかんだのだ．

どの場合は自己防衛か執着に端を発する怒りや恐れ，欲望などによって引き起

すなわち，その前に必ず胸のあたりにマグマのようなものがざわざわとたま

こされる．感情の条件反射は一般的には自我にしがみつく作用である．しかし，

るのがわかる．それが暴言という形で噴出してしまう．この発見を手がかりに，

感情が乗っ取られ，突発的な行動に連動し，よからぬ結果を招くことも少なく

マーヴは急な動悸に気がつくようになった．そのような状態が突発的に起こる

ない．

と，時間をとって深呼吸せよとの合図となった．動悸が高まり，それが一気に

強烈なものにいたっては実りある活動に甚大な悪影響を及ぼす．脳から理性

頂点に達しそうになると，すかさず休憩をとる．練習を重ねるにつれ，上手に

や能動性，適応性を奪う．認識能力を鈍痺させ，感情を極端に不安定にする．

衝動を捕まえてしまうことができるようになった．彼は自らの状況把握に意識

知識労働者でそれにとらわれたら，まずもって自らの思いや考えに反する情報

を向けることで，異なる選択ができるようになった．そしてよい人間関係と高

はいっさい受け付けなくなる．

い成果を手にできるようになった．

公平なる観察者のごとき意識とは，感情の条件反射が暴れ出して悪さをする

マーヴが行ったこととは，神経可塑性の原則のなかの「内的衝動と言語の分

前に捕まえて閉じ込めてしまうのに役に立つ．この分野の権威ポール・エクマ

離」にあたる．意識すればするほどに，ますます自らをコントロールできるよ

ンは言う．

うになる．もう以前のようにならないよう自らを制御できるだけの自信が出て

「自らの意識に気をつけていれば，感情的な場面にあっても，自らを客観的
に観察できる．自らの感情的混乱をきちんと認識し，それにともなう反応が正

きたと彼は言う．感情の条件反射の足かせを解かれたことで，自らの心的能力
を仕事に向けられるようになったのである．

しいものかを考えることもできる．自らのありようを省みて，完全にうまくは
いかないにしても，自らの言動を抑制できる．そのようなことが可能となるの

ドラッカー─ 偉大なる解放者

は，その感情が立ち現れるのとほぼ同時に，自らの内面と行動にはっきりと意
識を向けられるときである」
．
では，実例を使って感情の条件反射に処する方法を見てみよう．

知識労働者の仕事ぶりにおいていかにセルフ・マネジメントが意味を持つか
についてざっと見てきた．だが，
探求すべきことはまだまだある．そのなかで，
いかに認識能力や意識の向上が致命的に重要か，そして知識労働者の意識と感

いらいらが止まらない

情のマネジメントや集中によって鍛錬する方法を見てきた．
ドラッカーは卓抜な認識能力に恵まれていた．すでにありながらも，誰にも

かつてよくできるエンジニアと仕事をしたことがある．防衛設備の会社で働
く人だった．さしあたり，彼をマーヴとしておこう．みなから一目置かれる存

気づかれることのない何かを見る力があった．
39 冊の著書に加え，数え切れないほどの論文を著した．木綿商社の見習い，

在だったのだが，他方で何か都合の悪い話を耳にするや急に爆発して暴言を吐

ジャーナリスト，大学教授，売れっ子コンサルタント等々，彼自身が知識労働

き散らすという悪癖で知られてもいた．報告する部下などはいつも内心ひやひ

者の偉大な垂範者だった．知識労働者の生産性が，彼の半世紀にわたる仕事の

やものだった．さらにまずいのは，そんな爆発がたいてい間の悪いことに上司

中心を占めたのは当然といえば当然だった．

同席の会議などで起こったものだから，昇進の望みもかなり薄くなっていた．

エリザベス・イーダスハイムの著書に『P・F・ドラッカー—理想企業を求

そこで私に助言を求めてきたのだった．結果として，彼は自らの心に住む公

めて』がある．彼女はドラッカーの特徴の一つに，人を隷属から解き放つ力を

平なる観察者を鍛錬しうることを学び，ついにはいかにして暴言装置が作動す

挙げる．正しい問いを発すること，思い込みにふとした疑問を投げかけ，当人
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にも見えざる何かに気づかせる．そうして自縄自縛から人を解放する．ちょっ
と見方を変えるだけで，
そこには限りない可能性の世界が広がるのを知らせる．
すでにドラッカー本人はこの世にはいない．ならば，彼の作品を手がかりに，
自らの殻を打ち破る新たな手法を学びつつ開発しなくてはならない．

ドラッカーに学ぶ自分の可能性を
＊
最大限に引き出す方法
Living in More than One World

ブルース・ローゼンステイン

訳／井坂康志

Bruce Rosenstein

（ドラッカー・インスティテュート）

—原題は「人生を多面化する」といった意味ですね．どのような思いで付け
たものですか．
ローゼンステイン

ドラッカーさん自身の言葉からとりました．ドラッカー・

スクール（クレアモント大学院大学）でビデオ・インタビューをさせていただ
いたときのものです．2005 年の 4 月でしたから，ドラッカーさんが亡くなる半
年あまり前のことでした．
そこでドラッカーさんが言われたのが，自分が今まで会った方々で心底人生
に満足できた人たちには共通したものがあると．「二つ以上の世界を生きてい
る」がそれでした．要するに一つの世界でよしとしない広範かつ豊かな精神の
持ち主だったということでしょう．
まずは今まで経験のない活動に挑戦するとか，いまだ知ることのない人たち
と出会うことをイメージしてもらえるといいと思います．そうすることで，新
たな強みが発揮できる場を手にできたり，思いがけないサポートが得られたり
するでしょう．
—本書を書こうと思われたのはどうしてですか．どんな思いに突き動かされ
てのことでしょうか．
ローゼンステイン

ずっと前から胸に温めていたのです．
組織向けというより，

一人ひとりの人に役立つ啓発書を書きたいと思ってきました．せっかくなら，
ドラッカーさんがあえて書きそうもない種類の本を書ければと思いました．
そこで，個の成長について書かれたドラッカーさんの関連書籍，論文，講演
＊ 本 論 は Bruce Rosenstein, Living in More Than One World: How Peter Druckers Wisdom Can
Inspire and Transform Your Life, Berrett-Koehler, 2009 の執筆に際しての創作記録をインタ
ビュー形式で著者が発表したものである．生前のドラッカーを知る資料として掲載する．
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録を調べはじめました．そのうち，ご本人はもとよりご家族，コンサルティン

ラッカーさんにはそこで基調講演をしていただく予定になっていました．全米

グ先の人たちや，大学の同僚，昔の学生さんにまで話を聞く機会に恵まれまし

専門図書館協会とは産業界を中心に設立された団体で，創立は 1909 年，ドラッ

た．

カーさんの生年と同じです．

何より僕自身がドラッカーさんからはかりしれない学びをいただいてきまし

初インタビューでは 4 時間ほど話を伺いました．同じホテルに宿を取ってい

たので，その人生流儀を世界中の一人ひとりの方々と分かち合えればとの思い

たので，最初は部屋にお邪魔し，その後ジャパニーズ・レストランに場を移し

からでした．

たのを覚えています．

—執筆で苦労されたことはあますか．
ローゼンステイン

一番大変だったのは，目次立てをどうするか，そこにどん

柔の中に剛を秘めたドラッカーさんの姿勢に感銘を受けました．一つひとつ
ゆったり間をとりながら，細かいところまで，時に広範な歴史知識を交えて，

な材料を盛り込むかでした．それともう一つ，果たして書き上げたところで出

適確に僕の質問に答えてくれました．もう一つ心動かされたのは，長丁場のイ

版してくれるところがあるか，かりに出ても読んでくれる人がいるかも不安で

ンタビューの翌朝行われた基調講演です．これが本当にすばらしかった．当時

した．それでも，きっと読んでもらえるという堅い信念がありましたので，そ

にして 92 歳だったということを考えると本当に驚きです．

の甲斐あってすぐに出版社も見つかり，多くの読者を得ることができたのは幸

—あなたにとって，どんな方でしたか．

いでした．

ローゼンステイン

—執筆のなかで人生を変える経験はありましたか．

みなく，同時に世界の人々に深い感化を与えた人でした．「知識労働者」の語

ローゼンステイン

書き始めの頃，数人に原稿の素案を読んでもらったのです

を最初に使った方としても知られていますが，ご本人が知識労働者の最高のお

が，とにかく酷評に次ぐ酷評でした．それもまた学びだったと思います．批判

手本でした．何にでも関心を持ち，その知識が相互に連関しつつ，同時に人生

や試練に耐えることも，今となっては人生を変える経験の大切な一部でした．

のあらゆる領域に適用され成果をあげてこられました．新聞社で仕事を始めた

もしあきらめて投げ出していたら，こんなふうに本を出してインタビューを受

ばかりの頃から，僕にとって人生に処する方法を教えてくれるありがたい先生

けることもなかったでしょう．

でした．

さらにもう一つ，本書はおかげさまで世界で読者を得ています．そのことが

ロールモデルでした．自ら最良のものを引き出すのにたゆ

—ドラッカーさんの言葉で人生を変えたものは何ですか．

僕の人生を変えてくれています．何よりももっと大きな舞台で自分がやれるの

ローゼンステイン 2005 年クレアモントでのことです．ドラッカーさんはこ

だということを本書の執筆が教えてくれました．

ういわれました．「私の会ってきた方で，成功後も幸福であり続けられた人々

—どんな人たちに読んでほしいですか．

を思い起こすと，みな後世に何かを残そうとした人たちだったように思う．病

ローゼンステイン

院，会社，何でもいい．彼らにとってだいじなのは金ではなく，成果だった．

二つあると思います．第一はドラッカーさんに関心をお持

ちの方々です．第二には，意味ある人生を生きるヒントがほしいという方々で

成果は本人が瞑目した後も残る」と．
人生を変えた言葉として僕はこれを挙げたいと思います．成果に目を向ける

す．
—ドラッカーさんに会いに行こうと思った最初のきっかけは何でしたか．

ことで，運命の手綱をも握れる．大切なのは二つです．まず，できないことで

ローゼンステイン

はなく，できることに目を向けること，そして，弱みにではなく強みの上に人

最初にインタビューしたのが 2002 年のロサンゼルスで

した．当時勤務していた『USA トゥデイ』の特集記事のためでした．事前に

生を築き上げることです．

FAX で質問を送っておき，それに答えていただく形で話を聞かせていただき

—忘れがたい素敵な思い出などはありましたか．

ました．

ローゼンステイン

実はその日は僕の関係する全米専門図書館協会の年次総会の前日で，翌朝ド

インタビューでは，プロとして最高の話を聞かせてくだ

さったこと，同時に品格と優美さを兼備されていたことです．そこには人とし
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てのやさしさ，ゆったりとした心の余裕がありました．最後のインタビューは
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りできるということです．

2005 年の亡くなる 7 カ月前に映像に収められたものです．本書を執筆している

—トータル・ライフを通して何を感じてほしいと思いますか．

ことはドラッカーさんにはお話ししておりました．それもあって，かなり体調

ローゼンステイン

がすぐれなかったにもかかわらず，僕のために何度もわざわざ貴重な時間を割

からデザインしてほしいと思います．同時に，現在の自らのあり方，そして未

いてくださいました．本当に感激しました．

来どんな自分になりたいかをきちんと考え抜く機縁としていただきたいとも思

もう一つ，膝を交えて話をするなかで，本当の意味での学びとはこういうこ
となのかと素直に実感できたことがあります．特にご自宅でお話を伺った折な

自らの人生全体を，職場の中からも外からも，あらゆる面

います．さらには自らの人生に関わりを持つすべての人たちの人生にも思いを
寄せてほしいと思います．

どがそうでした．そのときは謦咳に接ししつつ，ご本人の本を書けるなどとい

そして将来どんな人と人生を共にしたいかも考えてほしい．今すぐに成果は

う，ふつうならありえない状況にいるわが身の幸福を実感しました．同時に人

望めないかもしれません．それでも，この人生という旅そのものに深く思いを

生の残された時間を僕のために割いてくれているやさしさに心からの喜びを覚

寄せることは誰にとっても大切と思います．

えたのでした．

—個としてはどんなふうにトータルライフ・リストを使っていますか．

—ど うしてドラッカーさんはかくまで日本で人気があるのだと思われます

ローゼンステイン

か．
ローゼンステイン

人生を体系的に理解し行動するために使っています．実際

に，自ら挙げた項目の一つひとつにさまざまな目標や人々が関係しているのを
日本の方々は，ドラッカーさんが自らの国を真に理解して

くれていることをご存じだからだと思います．事実，ドラッカーさんは日本画
に通暁し，
そのことを通じて日本の文化を学ばれています．しかしそれ以上に，

知ることができました．努力が必要なことを思い起こさせ，同時に自らが日々
何に向かって歩んでいるのかを意識させてくれます．
実は，僕が一次稿を書き上げたばかりのとき，トータルライフ・リストを本

本や論文などでことあるごとに日本人がいかに真摯かつ勤勉であるか，そのこ

書の中心にしようとまでは思っていませんでした．ちらっと出ているだけのも

とでいかに個や組織が卓越した成果を生んでいるかを強調してやまなかったこ

のでした．僕の編集者が原稿を読んで，リスト全体を貫く中心に打ち出してみ

ともあると思います．

るといいよと素敵な助言をくれたのです．そこで，僕はこのような形にして本

—いくつもの世界を生きるとはどんな意味ですか．その際のポイントは何で

書を出すことになったわけです．

すか．
ローゼンステイン

—パラレルキャリアを勧めておられますね．同じことを考えている日本の読
人生の多様な側面にあえて目を向けることです．意識して

者もたくさんいると思います．

会社の外の世界，未知の世界に自らの世界を見出すことです．仕事にはしかる

ローゼンステイン

べき時間を使えるでしょう．ならばそこから進んで，音楽や絵画といったもう

んの第二の人生論の鍵といっていいと思います．日本の皆さんも，本業で活躍

一つの世界にも時間を振り向けてみればいい．
フルタイムの必要はありません．

しつつ，他方で教えたり書いたり組織を立ち上げたりと，もう一つの活動を見

何か別の世界の活動に最初はほんの少しでいいから時間を費やしてみることで

出されるとよいと思います．

す．そこを起点に違う世界の人たちと接することです．そうすることで，一つ
の世界にしがみつかずに自由に生きられるようになります．

実りある生を送る上で，パラレルキャリアはドラッカーさ

その場合，
真っ先に頭を悩ませるのが時間の問題です．しかし，
パラレルキャ
リアとはいずれ本業に転化する可能性を常に秘めたものです．とりあえず何と

仕事で得られない満足も得られます．音楽とか絵の世界でもいいし，外で誰

か時間を捻出して，まずは小さくはじめてみることです．そこで自分が何をし

かに教えてみるのもいい．パラレルキャリア（もう一つの仕事）を展開してみ

たいか，何に向いているかなどを見てみればいい．かりに気に入らなかったり

ることです．挫折なき人生などありません．パラレルキャリアを持つことで，

しっくりこなくても，失うものなど何もありません．むしろ，自分でも知るこ

人生のある局面で挫折しても，それ以外の領域で強みを発揮したり支援を得た

とのなかった自分に出会うまたとない機会となるのは請け合いです．
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—ドラッカーさんは「教えることで人は学ぶ」といわれていました．ご自身

後 3 年後にも改訂版が出て，そこでは個とセルフ・マネジメントの章が大幅に

も大学で教鞭を執られているとのことですが，どのようにして機会を得ま

加筆されています．ドラッカーさんの作品中でもバイブル的位置付けのもので

したか．

す．

ローゼンステイン

人に教えてみることで自らがいかに学ぶか．これはすさま

特に『マネジメント』には僕自身格別の思い入れがあります．1986 年母校の

じいものがあります．実際に教えてみればわかることですが，資料のまとめ方，

アメリカ・カトリック大学図書館情報大学の「マネジメント」の授業では，本

どうすれば伝わるかを必死で考えるようになります．新しい知識も仕入れざる

書が教科書として使われていました．僕がドラッカーさんの名を最初に目にし

をえなくなります．

たのがまさにそのときでした．本を読んだのもはじめてでした．

教えるチャンスを探す前に，まずは何を教えてみたいか，教えられるかを考

『マネジメント』のおかげで僕はビジネスや経営関係のものを読んだり書い

えてみることです．ボランティアなら，教会とか職場の研修講師などもありま

たりする道に入り，ついには本書を上梓するにいたりました．四半世紀前のド

す．地元大学で非常勤講師をするのも有力な選択肢です．後者の場合，大学関

ラッカーさんとの出会いが真の意味で僕の人生を変える経験だったことになり

係者に連絡を取って可能性を探るのが現実的です．

ます．

僕の場合，記者時代にささやかな研究会で講演をさせてもらったのがはじま
りでした．以来教える魅力に取り憑かれて，母校カトリック大学図書館情報学
部時代の指導教授に教えられる場はないか相談してみたのです．その後，その
方が授業のゲスト講師として僕を呼んでくださり，それ後に非常勤講師として
半期の授業を持つ道を開いてくれました．
方法などは今回の僕の本でも触れています．大学で教える機会を手にするの
にかなり有力な方法の一つと思います．
—ご自身には，トータル・ライフをはじめるうえで，強く背中を押してくれ
る本や経験はありましたか．
ローゼンステイン

僕自身がいくつもの世界で生きてきました．
『USA トゥデ

イ』記者としてビジネス書評記事などを執筆しながら，調査司書の業務も同時
にこなしていました．さらには記者活動のかたわら母校アメリカ・カトリック
大学の図書館情報学部で講義も持っていました．
それに加えて，
この本を執筆したことが僕の人生の大きな転機となりました．
それは間違いのないことです．執筆を開始したのは 2002 年の末あたり，脱稿
したのは 7 年後の 2009 年はじめでした．直後に 21 年勤めた新聞社を退社し，
フリーになりました．
人生を変えた本と言えば，やはりドラッカーさんによるものがあります．半
自伝『傍観者の時代』はお勧めです．とてつもない感化力を秘めた作品だと思
います．それと『経営者の条件』
．最高の仕事をする方法を教えてくれる本です．
さらに経営学の最高峰ともいえる『マネジメント』ですね．ドラッカーさん没

訳／井坂康志
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に乗り切れず苦闘していた．新社長には何より片腕となる人が必要だった．新

An Interview with Drucker in the Role of a Consultant

ピーター・F・ドラッカー／
ジョン・F・ギボンズ（聞き手）
Peter F. Drucker /
John F. Gibbons

はじめに

旧人材の混成チームで新市場に着手しようとしていた．それを称して「計画」
と呼んでいたが，なぜかうまくいかない．手詰まり感があった．老舗の大企業
だ．砂浜に打ち上げられた鯨だ．腐臭さえ漂いはじめていた．
私を指名してきたのは 1 年ほど前だ．幹部の話を聞いた．何ら手ごたえがな
かった．彼らの発想は，昨日までの仕事を幾分ましに行う程度のものだった．
半世紀以上前の 1906 年，東部オクラホマの工場新設断念を今もってくよくよ
していた．未知のリスクを何より恐れていた．慎重なのは結構だが，いささか
慎重過ぎるのではないかと釘を刺して，
すぐ戻ると言い残してその場を後にし，

経営コンサルタントとしてドラッカーが世界をリードしてきたのは誰もが

別室で検討した．確かに問題は山ほどあった．だが，
きちんと見れば機会もあっ

知っている．その世界的影響は他を圧している．その認識がインタビューのス

た．覚悟さえあれば誰にでも見える種類の機会だった．だが，同社は主戦場を

タートである．まずはコンサルタントとは何なのか．いかなる役を果たすもの

限定していた．機会も問題も見方一つだ．この商売をしているとしょっちゅう

か．足かけ数十年にわたるコンサルタント人生でとられた方法はいかなるもの

である．

か．そこから聞いてみることにしたい．

私は小企業と仕事するのも嫌いではない．成果が見える．人も動きやすい．

なお，ドラッカーの知的世界はあまりに広大であって，その頭脳の働きに思

ある急成長企業の仕事を引き受けた．成長企業の多くは，財務的制約をわずか

いを馳せるならば，いつしか主旨からの脱線もやむをえない．だが，そのほう

でも超えるとたちまちにして破綻に瀕する．そこも同じだった．社長は自分に

がかえって読者の興味を引くものとなりうるし，何より彼の真実の姿と独自の

代わって私に経営してくれないかとまで言ってきた．もちろんお断りだ．経営

思考法を浮かび上がらせうるものと期する次第である．

の代打はしない．確かに，
経営者にも代打がありうると最初にいったのは私だ．
だが，できない．第三者あっての代打である．打撃は得意に決まっている．だ

私は代打ではない

が自らの立ち位置は別の誰かに判断してもらわなければならない．
もう一つ例をあげよう．ある企業と良好な関係にあった．異常なほどの急成

― はじめに経営コンサルタントという仕事について聞きたい．あなたは世界

長を遂げていた．そこはかなりの大企業で，海外にも進出していた．新任社長

屈指の名声をすでにお持ちだ．仕事の依頼を受けて実際にとりかかるまで

は会社の成長と共に昇進してきた人だった．5 年，遅くとも 8 年内には再編し

どう進めるか．生じがちな問題はどのようなものか．顧客の頭はどのよう

うると考えていた．その姿はもはや小企業ではなかった．だが，四半世紀前の

な問題で占められているか．

創業時の姿勢が捨て切れずにいた．何より内向きだった．結果，社員は目の前

ドラッカー

ここ 2 年ほどの経験に徴するのがよいだろう．ある老舗の大手企

業と仕事をした．経営陣が刷新され業績回復を目指していた．だが今一つ軌道
＊ 1970 年になされたこのインタビューではその基本コンセプトが明瞭となっている．インタ
ビュアーのギボンズは自らコンサルタントに従事しつつ，
ペース大学で教鞭を執った．ドラッ
カーと似た立ち位置なだけに，飄々としたなかにも質問は本質を突いている．ドラッカー
がニューヨーク市立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., 1 9 7 0 , New York
University Press）の一章として収載されたものである．初出は『現代思想』2010 年 8 月号．

の仕事に忙殺されるだけになっていた．
それでも 15 億ドルもの売上げがあった．決して悪くなかったが国内事業と
国外事業の間の深刻な断裂があった．ごく限られた市場からスタートした．成
長市場だったため，新製品をどんどん投入していった．その後他社が続々と参
入してきた．本来の市場から離れたとたんにうまくいかなくなった．本来の市
場に強みがあるのは財務数字からも明らかだった．だが少しでもそこを離れる
と成果は惨憺たるものとなった．
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そんななか社長が言った．
「私にコンサルタントは必要ない．耳を傾けてく
れる人がほしい」
．
そこで私に白羽の矢が立った．
私は個人営業で生身の人間だ．
耳がついている．コンサルティング会社も選択肢にあったようだが，残念なこ
とに会社には耳がついていない．

211

どうするか．財務責任者を呼びつけて事実関係を調査するか．だが，それでも
本質は見えないし，後で火種になる．
私ならまず人事担当者と会う．税務のことは知らないし，
ストック・オプショ
ンのことも知らない．ただ人の問題を聞く．何をしているかを見る．それに 1
月かける．

顧客が必要とするものは何か

役員報酬の泣き所は人材にある．できる人間が他社に引き抜かれるのは問題
ではない．真の問題は二流の吹きだまりになることだ．そうなると，有能な人

― なぜそうなったか．

材を明日の成長分野に投入できなくなる．人事の新陳代謝も悪くする．いわゆ

ドラッカー

る大企業病である．外科手術さえ必要になる．数字で偽装されただけのいんち

会社にはそれなりにコスト観念がある．なるべく若手のコンサル

タントをということになっていた．実際，若者でもこなせる．それにあまりに

きな役員報酬プランはやめてしまうのが賢明だ．

報酬が高いと売上げが食いつぶされてしまう．
コンサルティング会社などではすでにベテランが顧客と信頼関係を結んでい

「経営者の先生」

る．継続的な関係がある．だが，あなたや私のような個人営業では必ずしもそ
うではない．
それでもクライアントにはきちんと聞いてくれる部外者が必要だ．

― あなたのコンサルティングは，ある種在野の精神科医のごときものと言わ

トップにいる者にとって耳の痛いことをずけずけと言ってくれる人はどうして

れたことがある．自らコンサルティングに携わった研究者リンドール・F・

もなければならない．できる人でなくてもかまわない．むしろ長期にわたり経

アーウィック（1891–1983 年）などはあなたを称して「経営者の先生」

営者のそばにいて，付きそうだけでもいい．

とした．精神科医と教師という 2 つの顔を持つと理解してよいか．

それだけで一つの仕事たりうる．だが，それだけではコンサルタントの高給

ドラッカー

冗談として聞いてほしい．私は「もぐり」の精神科医と思ってい

は稼げない．会計士や弁護士，かかりつけ医などに近い専門機能もなくてはな

る．まず，コンサルタントは職業柄クライアントの来歴から問題関心まで山ほ

らない．

ど聞く．つい右から左に流れてしまうものもなくはないが，一般にクライアン

私の場合はまず耳を傾ける．その後で助言する．「マネジメントには最低限
の情報収集の仕組みが必要だ．いくら集めても体系性がなければごみの山だ．

トの語る内容の多くは傾聴に値する．経営者が孤独というのも一面の真理であ
る．だがそれだけではない．

まともな情報一つ得られない」
．そんなふうに諭したりする．相手が必要とす

むしろ人間の問題である．クライアント一人ひとりと親密な関係を育んでき

るものは何か．経営者が求めるものは何か．その問いからメモをしたためる．

たと言いたいわけではない．しかし，
関係のまずい人と一緒に仕事はできない．

30 から 40 ページにまとめる．そこから仕事に入る．現在手にしうる戦略，課題，

そんな人間的次元の問題が時として仕事とも深く関係して来る．

前提条件を示す．何をなすべきか，その礎を明らかにする．

一見複雑な構造問題が，単に感情に発する場合さえある．別段悪気はない．

― あえて言えば診断医だ．

ただ理解が足りない．同じことを話しているのに，何かいつもかみ合わない．

ドラッカー

20 年一緒に働いてわかり合えたためしがない．そんなものは精神分析の仕事

確かに．指にとげが刺さったくらいのものなら専門医に見せるま

でもない．その場で私が抜く．
現状見る限り，役員報酬制度が害をなすことがあまりに多い．本当にまとも
なものがない．「御社のものは報酬制度の体をなしていない」とはっきり言わ
ないとわかってもらえない．数字でごまかすことはない．もしあなただったら

である．だが，われわれが用いる方法は本職の精神分析医はまず受け入れてく
れないだろう．
ところで，あのアーウィックが私を「経営者の先生」というのか．今ひとつ
よくわからないが―．漠然としたものに聞こえる．
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― それはたぶん……．
ドラッカー

ちょっと説明してくれないだろうか．

213

なかにはすぐれたマネジメントが行われる企業もないとはいわない．だが例
外とする意見を変えるつもりはない．
― 現在は多少ましになりつつあると言えるか．

組織はマネジメントされていない

ドラッカー

― 少し考える時間がほしい．その間別のことを聞きたい．確か半ば冗談であ

コンサルタントは教育者か

まったくだめだ．見た目ばかり立派で中身が伴わない．

なたが言ったことだと思うのだが，きちんとマネジメントされるアメリカ
企業はせいぜい 3 パーセントから 5 パーセント程度だと．
ドラッカー

そんなに高いと言ったか．そのときはいくぶん気分がよかったの

だろう．だが，きちんとマネジメントされていないのは一般に企業だけではな

― アーウィックに戻りたい．あなたを経営者の先生とした件だ．個で活動す
るコンサルタントは教育者でもあるか．言わんとしたところはそこだろう
と思う．

い．医療機関，政府，大学も同じくらいにマネジメントされていない．人間の

ドラッカー

本来持つ力を体系化するのはそもそもが容易な仕事ではない．摩擦も生じる．

役立ててくれたかは一つの尺度だ．業績への直接的貢献以上の価値を持つ．と

エネルギーの浪費はきわめて大きい．

はいえ，私にできるのは働きかけることだけだ．

まず，すぐれたマネジメントとは何かを問わなければならない．名は伏せる

たぶんそんなところだろう．確かにクライアントが何を持ち帰り

― 次に聞きたいこととつながってくる．成果の尺度は何か．独自のものはあ

が，昨日ある大企業の幹部と会ってきた．業績不振部門の新任幹部と話をして

るか．

ほしいと言われた．部門売上げは 1 億ドルに満たないのに，50 もの製造ライン

ドラッカー

がある．
ほとんどは 1 製品あたり 100 万ドル程度しかない計算になる．それでも，

なかそうもいかないのだが，3 週間ほど確保してそれ以外の予定は入れないよ

陣容は立派で，さらに製品を出そうとしている．

うにする．

なくはない．私は年に一度あらゆる仕事を振り返る．現実はなか

加えて，小規模ロットのものがあった．木靴だった．11 種もあって，全売

しばらく前に GE で分権化等の組織改革プロジェクトを指揮したハロルド・

上げは 1100 万ドル，間接費の項目は 200 もある．とても手に負えない．しか

スミディから教えてもらった尺度がある．あるクライアントにいたくがっかり

も間接費の大半はそのまま売り値に転嫁され利幅が大きいだけでまったく売れ

させられた話をスミディにした．そのクライアントは私が何を言っても「すば

ていなかった．今どき誰がクロム貼りの木靴を好き好んで買うだろうか．

らしい，いいですね」しか返してくれない．そのくせ何も変わらない．スミディ

次のように助言した．
「こんなにごちゃごちゃしたなかでちゃんと利益が出

が教えてくれた．「何もがっかりしなくていい．尺度は相手の反応だけではな

ているのは 2 つか 3 つだ．思い切ってやめてもいいものは何か．1 年で売上げ

い．実際の意思決定も見てみるとよい．いくばくかなりともあなたの考えが反

が 5 倍になるものは何か．聞かせてほしい」
．相手は馬鹿ではなかった．現状

映されていれば，役立ったことになる．そうでなければ手を引くことだ」．結

認識と行動力に問題があることを知っていた．それでも，50 の製品をやめる

局 1 年経たずに私は手を引いた．確かにその尺度は役立つと思った．

ふんぎりがつかなかった．なお全製造ラインに執着さえした．
消費者も流通業者も名も知らない製品ばかりだった．テンソルランプがある
かと思えば，コーヒー沸かし器がある．いずれも金属板を使用するくらいしか
共通点がない．すべて同部門で製造されていた．全製造ラインなど幻想だった．

もう一つはクライアントの目線の変化を観察するようにしている．何を中心
に仕事を見ているかだ．目線は人が能力を発揮する上での鍵となる．主観を伴
う尺度だ．
例を挙げよう．ニューヨークの大銀行だ．私の仕事を評価してくれていた．

さらには上位を占める優等生さえ不振になっていた．誰も自ら知るところを実

だが，何の貢献もなしていないのは誰よりも私が知っていた．すぐに手を引い

行に移すだけの勇気がなかった．

た．以来その仕事は受けていない．今も彼らは私のファンといっている．他社
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にも私を推薦してくれる．それでも，私は何も貢献していない．彼らが自尊心

言いたいのかわからない．あなたは事業を手にしたが，他の者を全員放置して

を満たしただけだ．

いるという以外にない．それでうまくいったか．事業はいかにして手にしたの

なぜそうまで断言できるか．そこにいた誰一人私の言うことに耳を傾けな

か．なぜ社員がそこに来てくれたのか」
．

かった．それだけではない．私ならそういうだろうという思い込みでしか聞い

相手は答える．
「私たちは現状にふさわしい事業をしている」
．私は続けて言

ていなかった．実績と名声ある人としか思っていなかった．お墨付きがほしい

う．
「なぜ社員がここにいると思うか．ほかに行くところがないからだ．そん

だけでコンサルを雇う会社も決して少なくない．だが，この銀行はそうではな

な彼らを放置し続けたら，約束の履行を怠ることになる」
．

かった．みなが真面目だった．人間関係には非の打ち所がなかった．それでも，

同社の幹部は憮然としていた．現在どうなったか知らない．このようなもの

私には役に立てる手ごたえがなかった．原因を見極める時間をとるのさえ無駄

をコンサルティングと呼んでよいか．ひたすら耳を傾け，結果相手が意味を手

な場合もあるのを私は知った．

にする種類のものだ．

私の仕事は人の代わりに考え抜くことにない．何をなすべきかを引き出す助
力のみである．

引き受ける尺度

最近の例である．ある企業から依頼があった．やはり成長企業だった．自分
たちが思うほどではないにせよ，かなりのスピードで伸びてはいた．実質的に

― 教育とは本来そのようなものではないか．

単独の経営者が支配していた．私が助言したのは，まず本来なすべきなのにな

ドラッカー

されずにしまった事業を考え抜くこと，そしてそのなかでの自らの果たす役割

ことに心惹かれてきた．そこにコンサルタントとしての隠れた資質があるよう

を徹底的に理解すべきことだった．
そのためだけに数日をかけよとまで言った．

にも思う．

同社幹部はシンプルなマネジメントを都合よく考えていた．その証拠に，全

だが私は教師業のみにどっぷり浸かったことはない．むしろ学ぶ

― 実際各方面から引っ張りだこだ．

権限を事業部から単独管理体制に移行させようとしていた．それ自体は決して

ドラッカー

珍しくない．だが，
誰にも責任を持たせなかった．社員はメッセンジャー・ボー

―仕事はどう選別するか．何を進んで引き受けるか．

イではない．それをマネジメントとは呼べない．現在裏目に出ているのはみな

ドラッカー

それが原因である．決して悪気はなかった．むしろ人間的にはよい人たちだっ

る．公私ともに親しいクライアントがあったが，遠慮させてもらったことがあ

た．だが，事態は容赦なく悪い方に向かった．

る．実際私はどんな大企業でも断るべき時は断ってきた．同社経営会議の席で，

そのように見えるのも無理はない．
まず，昔なじみの義理がある．基本的には引き受ける．例外もあ

人に信を置くことをしなかった．生き生きと人に成果を上げることを許さな

副社長が私を全員に紹介した．
「ドラッカー先生を改めて紹介するまでもない．

かった．それが成長への足かせとなった．同社幹部はその結果が自ら招いたも

もはや家族同然，
わが社の一員だ」
．その日が最後となった．役立てなくなった．

のとは考えなかった．急遽新体制への移行がはかられた．そこで私が助言した

ただのお世辞ならばよかった．だがそこには，私が次期社長候補として暗に彼

のは次のことだった．まず現状ではいけない．本来なすべきことを考え抜くこ

を推挙し，それを他の役員に印象づけるかのごとき含みがあった．

とだ．そこから展開の道筋が開ける．むろん一般論だ．私個人の意見など意味
がない．
そこでもう一度腰を据えて月末までの 3 日間話し合いに費やした．ようやく
次の展開が始まった．そのときは拙速を避けるだけの時間的ゆとりがあった．
基本的な考え方を討議できたのは幸いだった．
そんな場面は私はひたすら耳を傾ける．そして問う．
「理解できない．何が

有名な「ヒポクラテスの誓い」に，「知りながら害悪を及ぼしてはならぬ」と
いう．コンサルタントもクライアントを常に益すると保証はできない．だが，
知りつつ相手を損なうのは職業倫理に反する．私は同社を去った．
むろん多忙というのも時に断らざるをえない理由の一つだ．
だが義理もある．
友人もいる．これが個人営業の醍醐味だ．常に人が相手だ．野菜や果物を相手
にするのと違う．
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それと，仕事とそうでないものをなるべく区別しないようにしている．報酬

それを知りたいと思っている．道具箱のものすべてを完璧に使いこなせる人は

のないものもある．実際のところ，意識して私は無償の仕事もしてきた．人と

いない．だが，何があるか知っておくのは必要だ．会計やマーケティングはさ

いうものは年齢を経るほどに金銭を超えた何かを求めるようになる．ここしば

して難しいものではない．誰もが修得すべきものだ．そのためには講義，書物

らくその割合はかなりものになっている．バランスよく進めていきたいといつ

いろいろある．大切なのはいかに学ぶかだ．書物から学べない人がいる．講義

も思うのだが，いかんせん計画というものがさほど得意でない．

から学べない人もいる．私の知る中には講義，
書物ともに学べない人さえいる．

そんなこともあって，なるべく小さな組織と付き合うようにしている．新た

実は私もそうだ．私は教えることによってしか学べない．

な課題に挑戦できる．現実世界が見える．私は学ぶことを中心に世界を見てき

次に人は自らが何者か，強みは何かを知っておかなければならない．若いマ

た．まがりなりにも事業の発展のお役に立てたのはそのおかげと思う．だが，

ネジャーに私がまず聞くのはそのことだ．
「問題に焦点を合わせてはいけない．

マネジメントがここのところさほど関心を引かなくなった．学ぶべきことがな

ここ数年で最もうまくいった仕事は何か」と問う．多くはそんなことさえ意識

くなったからではない．むしろ近年私の関心は政治学的なものに回帰しつつあ

せずにいるのは質問してみるとわかる．質問自体が相手を驚かせる．次に言う．

る．15 年ほど前などは，トップマネジメント関係の仕事に意識して取り組ん
でいた．学ぶ必要があったからだ．現在さほどの関心はない．来年になればま
た変わるかもしれない．

「それでは一週間前を思い出してみよう．いつもよりうまくできたことはない
か．なぜうまくできたのか．何を学んだか．強みは何か―」．
そうすると，人を観察し行動様式を分析するのに強みがある，人に生き生き

いずれにせよ自分を役立てられるもの，強みが発揮できるものを探す．私の

と働いてもらうのに強みあるといったことがわかってくる．若いマネジャーの

強みは，基本戦略の所在を探り当てることにある．意味ある意思決定を徹底的

みの問題ではない．強みを知るとは，誰もが人としての成長を手にするプロセ

に考え抜くことにある．現実の物事を前に進めるのは，正直言えば私以外の誰

スそのものである．同時に，いかにして強みを現実に適用しうるかをも知らな

かがやってくれればいい．強みもないし関心もない．

ければならない．弱みが克服可能とは考えない．

たとえば，瀕死の企業を再浮上させるのに関心がある．野心的だ．死んだは

第 3 はコミュニケーション・スキルと言いたいところだ．だが，巷で言われ

ずの人が 1 年後元気にぴんぴんしていたら，誰でも驚く．どんな沈没寸前の船

る意味とはだいぶ違う．人には自分が何者かを他者に理解してもらう責任があ

も浮上できる策はある．そこを探り当てるのが心を奮い立たせる．

る．私の言うのはそれだ．スキル以前である．知るべきことに進んで目を向け

もちろん衰退企業ばかりと付き合っているわけではない．正しい行動は事態

ることだ．そのことを若いマネジャーに伝える．組織の理解はそこからはじまる．

を不安定なものとする．人種も文化も違う多国籍企業のトップマネジメント

組織の真の姿は何か．人間集団だ．コミュニケーション・スキルなどではな

チームにここしばらく関心を寄せてきた．役立てるか，学べるか．そこが尺度

い．そこには英語を手足のごとく使いこなせる者は一人もいないかもしれない．

である．今まで 5 回もやってきたことをまた頼まれたら正直うんざりである．

そんなことは問題ではない．

役に立てない可能性もある．そんなときは，深く考えずに決めてしまう．

英語を教えても意味はない．誰が何を知るべきか，そのほうがよほど大切で
ある．その点を若きマネジャーには理解してもらう必要がある．組織の責任は

若いマネジャーに必要な姿勢

そこに尽きる．コミュニケーション・スキルなど必要ない．私自身そのような
ものに心動かされたことはない．

― なるほど．興味深い．
ドラッカー

理屈がないものもある．

全世界が図書館

― 若いマネジャーに教育を行うときなどはどうか．
ドラッカー

彼らが何を求めているか．簡単だ．道具箱にどんな道具があるか，

―コミュニケーション・スキルは成果ではないと．
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そのとおりだ．そこで少なからずスキルが生きてくる．ゼネラリ

ストとジャーナリストを同じ人種と思う人が多い．間違いだ．広く浅い知識を

私は物事を理解しながら前に進めていく．それがなしうるかは私の働きぶり
いかんにかかっている．少なくとも理解を伴わずに前に進むことはできない．
相手も不安になる．場合によってはいつもと異なる方法をとることもある．

持つからゼネラリストなのではない．
広く浅い知識はジャーナリストの特性だ．
この分け方はかなり役立つ．両者を混同しないことだ．
ジャーナリストは話せるし書ける．そこに長けているほどに有能である．だ

私はクライアントの想像を遙かに超える数のアイデアや分析を出すことにし

が話し書けることを実行できない．冗談と受け取ってほしいのだが，口先だけ

ている．それを理解する者はいない．その間半年ただぼんやりする私をみなが

なら私は自分がさる医学の権威であるとその筋の専門家にさえ信じさせること

遠巻きに眺めている．

もできなくはない．だが，いざ執刀してみろといわれればできるはずがない．

そこで私は彼らのところに行って話す．何か言いたいからではない．教えて

では専門家のほうはどうか．ジャーナリストの知ることを知らない．ジャー

もらうためだ．さりげなく教えてもらう．組織の感性はそうして知ることがで

ナリストは電話三本であらゆる情報を仕入れ，そこから必要なものを探し当て

きる．そもそも組織は理解と信頼の上に成り立つものであって，職階図の上に

る．だが専門家は何をすれば必要な情報が手に入るのか知らないし，必要性を

はない．理解のないところに信頼はない．若い人ほどそんな基本を知らない．

評価できない．口先だけの人と信頼に足る人の見分け方さえ知らない．

そんなとき純粋さほど始末に負えないものはない．ある種の純粋さ，熱血は扇

若いマネジャーは人に教える方法を習得しなければならない．世界全体を情

動政治家や独裁者の証だった．
今世紀最大の純粋な人物を上げろと問われれば，

報システムとして利用できるようにならなければならない．彼らは人に聞けな

私は「ヒトラー」と答えるのに躊躇しないだろう．だが，若者がそれを理解す

い．砲兵学校の射撃の授業では，一発目と二発目はわざと外せと教わる．一発

るのはなかなかに難しい．

目は上に外し，二発目は下に外す．三発目で初めて的を射抜けと教わる．無駄

少し別の視角をとってみよう．すぐれたサッカー指導者とそうでない者と何
が本質的に異なるか．すぐれたコーチは，フォーメーションの数以前に，なさ
れるべきプレーが何かを徹底的に考え抜く．もちろん，フォーメーションはあ

がなければ当てられない．彼らが知らずにいるのはそのような種類の知識であ
る．
ただ闇雲に情報を探し回っている．
きちんと手順を踏むべきことを知らない．

る程度なくてはならない．そうでなければ選手は何をすればいいかわからなく

ジャーナリストという人種は，たいした腕のない者でも，その技法を早く身に

なる．だが，必要を超えたプレーは誰も求めない．すぐれた指導者は試合の状

付ける．決して難しくはない．明日には知らなければならないことなど山ほど

況を見て，そこからシナリオを組み立てる．学習能力の高い選手なら一を聞い

あるのだから，今は一呼吸置いて考えてみる．今日の午後には数時間，中心人

て十を知るだろう．さらに自己流に応用もしてみるはずだ．要は新しい課題に

物と話してみる．そんなことからどこに行けばいい情報が得られるかがわかる

はそれまでと違う方法で考え抜くことが避けて通れない．それは容易ではない．

ようになる．ゼネラリストはその方法を知らずにいる．

だが人が学ぶべき姿勢である．

― 学校でもそこまで教えない．

― 経営教育の一環としてマネジメント・ゲームなどは役立つか．

ドラッカー

ドラッカー

のほうがいい情報が速く集まる．

そのようなものは知らない．学校ではおよそ現実を反映しないも

ちなみに私は図書館に調べにも行かない．人に聞いてしまう．そ

のばかりが教えられている．取組みとしてはそれなりにおもしろいものかもし

― 確かに．

れないが，事業の現実こそが教えられなければならない．今あるものは見かけ

ドラッカー

倒しだ．すぐれた意思決定が自動的に促成栽培できるかのように考えられる．

リストのいい加減な習性だ．やってみると悪くない．いわば全世界が図書館だ．

すぐれた事例の基礎は意思決定にはない．学ぶことにある．

若者が学ぶべきはこの発想である．昇進するほどに知らないことも増える．人

― 同じことは自己啓発にも言えるのでは．

に理解してもらわなければならないことも増える．少なくとも，自分の言いた

人がこんな本があると教えてくれる．それを見てみる．ジャーナ
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いことくらいは知っておかなければならない．所詮すべてに通暁するなどかな

あって人は資源であるとともにメンバーでもある．クオリティ・コントロール

わない．ならば，情報収集法を早いうちに知っておかなければならない．

による管理は万能ではない．
私はなぜ神が世界を創造したのかは知らない．だが，
少なくともクオリティ・

専門家の責任

コントロールのためでないことくらいは知っている．経営幹部は「なぜクオリ
ティ・コントロールなのか」と問わなければならない．そこが始まりである．

― 若いマネジャーのことを聞いたが，もう少し突っ込んでみたい．組織で働

私がこじんまりしたリベラル・アーツの女子大で教えていた頃のことだ．学

く大勢の若き専門職だ．彼らには専門知識がある．しかるべき肩書きもあ

生には常々複数の専攻を同時履修するよう言っていた．新入生に希望する課程

る．その際，責任はどう考えられるべきか．専門職はいかに動くべきか．

を尋ねる．語学専攻を希望するなどと言うと，
私は美術専攻を勧めたりもした．

ドラッカー

現状やや問題だと思う．すでに今日専門職の役割が行き過ぎてい

もともと絵心はないわけだから，多少でも上達すれば儲けものだ．画家になれ

るように感じる．専門知識を思考の代用物としている．間違いだ．ハンマーを

るはずはない．むしろ学ぶことに意味がある．得意でないことをやってみる．

片手に家を建てようとしている．はじめから用途が違う．

自分自身を知る．結局向いていなかったと知るだけかもしれない．それでいい．

若者が学校で学びうるのはスキルである．理解力は学べない．そもそも学校
は理解する力を学ぶようにはできていない．何より他者への共感を学ぶように
はできていない．
私はゲーテによる次の章句が好きだ．
「才能は孤独の内にのみ育まれ，人格

せめて愉しみくらいはわかるようになる．
30 歳になるまでにそんな経験を持っておくことだ．それより前に一つに限
定するのは早過ぎる．人は自らの上げうる成果とそのもたらす喜びを知らなけ
ればならない．一度でも経験があれば一生手ごたえは残る．若いうち何かに真

は試練の内にのみ育まれる」
．きわめて深い人生への洞察がある．学校は閉鎖

剣に取り組めば，望む成果は手にできなくとも，心の高揚感は忘れることがない．

空間である．同世代の人間しかいない．実社会ではそんな場所はありえない．

30 歳前が肝心だ．自分のできないことを知るのも無駄ではない．限界もわ

不自然である．あまりに均質であって，異質な経験のもたらす交流がない．17

かる．実は今も私はそれがうまくできない．人に何か新しいことをやるようい

の少年は自分同様に世の全員が同じように異性を知らないと考えがちだ．もち

われると，やってはみるが失敗は火を見るよりも明らかだとつい言い訳してし

ろんそんな馬鹿な話はない．だが，同質的な集団ではそんな非常識が常識とな

まう．守るものの少ないうちに経験しておくのがよい．

りうる．要は似た者同士が同じ場所をぐるぐる回っているだけだ．どこにも行
けない．

私は高度な知識を持つ専門職の人々ほど外に連れ出すようにしている．マー
ケティング・プランの達人のところにその人をつれていくといい．専門知識が

専門職教育も同じだ．若くて優秀で意欲ある者には，数学で博士の学位をと

自分が思うよりはるかに広範な用途を持つことを知ってもらうためだ．私など

らせるより先にオペレーションズ・リサーチを教える方がずっといい．多少の

は 16 歳の女の子が一本のヘアピンをいくつもの用途に巧みに使うのにいたく

例外がないわけではないが，私なら専門家が自分の専門知識にあぐらをかくの

感動させられる．きわめて独創的である．むろん専門知識はコンピュータのよ

は許さない．

うに何にでも応用できるものではない．用途を絞るほどに役に立つ．そうする

熱電灯の技術についてその道一筋で行こうとする者がいるとする．その人が
45 歳になるあたりには，確実に自分をもてあますようになる．家族や同僚の

ことで，道具がいかに人を新たな世界に誘うか，そして，そのために人として
の真摯さ，責任を伴わなければならないかを知る．

厄介者にさえなる．しかもそのあたりには後生大事にしてきた専門知識が別の
知識に取って代わられるなど十分にありうる．

奏者と指揮者

私もその問題には取り組んできた．置かれた状況は実にさまざまだった．医
療機関などでは，企業よりはるかに極端な形で問題が噴出していた．チームに

さらに物事を関連づけて理解することを学ばなければならない．私はマーケ
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ティング・プランナーがそのままビジネスマンになるべきとは思わない．そう

彼がその後銀行に行ったかは知らない．何より本人が銀行を望んでいなかっ

ならないほうが本人のためだ．何より専門知識にコントロールされてはいけな

たのではないか．少なくとも私の目には銀行向きでないように見えた．彼の意

い．自ら専門知識をコントロールできるようであってほしい．現在何より必要

識は組織内部に向けられていた．

とされながら，ないがしろにされているのがその姿勢である．

銀行員は組織の外に意識が行くのがふつうだ．持って生まれた気質を変える

しばしば私は専門家から常識を疑われることがある．彼らが苦労して手にし

ことはできない．それでも，すぐれた分析ができるようになった．他の専門職

た専門知識を私は粗雑に扱い過ぎるとされる．だが，私はあえてこう言いたい．

も事情は変わらない．プロは担当する楽器演奏で一流なのは当然である．オー

「確かにあなたは世界最高のマーケティング・プランナーかもしれない．だか

ケストラでは，テューバ奏者の仕事はテューバを演奏することである．さしあ

らどうした」と．彼らは専門知識自体を目的と見がちである．だが，どこまで

たり他の楽器の演奏は考えない．テューバ奏者は一つの作品をテューバのパー

いっても道具だ．目的あっての手段である．道具の召使いになるほど愚かなこ

トで判断する．その意味ではモーツァルトの作品にテューバが登場するものは

とはない．道具を人の召使いとしなければならない．そのために人は成長しな

少ない．テューバ奏者にとっては自分の出る幕がなく，モーツァルトはつまら

ければならない．

ないということになる．

そのようなことはあまり世間では言われない．というよりまったく知られて

他方で，作曲家が演奏家として一流とは限らない．一歩引いて卓越した音楽

いない．専門職は今後も減少する兆しはない．すべての知識に通じるゼネラリ

を追求しつつも，自ら卓越した演奏をなしうるわけではない．では指揮者はど

ストなど存在しない．だが，知識の持つ意味を広い世界の文脈で理解する者は

うか．テューバ奏者に他の楽器の音を聴くように言う．それに難渋する．

なくてはならない．誰もができることではない．しかし今日学びうる知識は増

― 確かにその通りだ．

える一方である．道具に支配されるのではなく，道具を支配すべきということだ．

ドラッカー

音は自分でつくるものだ．そのために，聴けなくなる．何も耳に

残念な例もある．おおむねビジネス・スクールがなすことは私はどうも好き

入らなくなる．だが，すぐれた指揮者はホルン奏者のところに行って，この最

になれない．人は数字をいじくり回す方法を覚えた．しかも複雑で広大なこの

終部はどう聞こえたかと問う．聴くよう促す．そうしてはじめてホルン奏者は

世界を単純な方程式に従わせるなど無謀である．それほど私の気質に合わない

居場所を持つ．ヴァイオリンが走り過ぎるときには，それについて行って，よ

ものはない．見てみればほとんどが初級の数学であって，ただの道具以上のも

く耳を澄ませる．そうでなければ全体が早過ぎるか遅過ぎるかのいずれかにな

のではない．

る．テンポをきちんとはかる．ヴァイオリンが遅過ぎるなら，耳を傾ける．そ

私は一通り学んだ学生をチームに入れて，実務体験をさせることがある．あ

うしないと適切な指示が出せなくなる．

る銀行になかなか優秀なマネジメント・サイエンスの使い手を送り込んだ．彼
はあらゆる見解は仮説であって，
答えなどないの一点張りだった．私は言った．

マーシャルとスローン

「自分がいかに不合理なことを言っているかわかっていない．ないのは問いの
方だ」
．
仕事は実際はかばかしいものではなかった．それは彼自身の問題だった．彼

― なるほど．少し話は変わる．あなたほどの方ならコンサルティング企業を
自ら設立して大成功できたはずだと誰もが思う．

はオペレーション分析以外に何ら関心を持たなかった．ドライバーを手にして

ドラッカー

いるのに，どのナットを固定すべきなのかもわかっていなかった．

― なぜやってみなかったか．

次第に自らの専門知識を仕事の一部とすべきことを彼は学んでいった．自ら

ドラッカー

疑問だ．できなかったと思う．強みがない．
やろうとも思わなかった．
私は自らマネジメントする者ではない．

が崇め奉る手法のほぼすべてはどこかで誰かがでっち上げたものと知った．現

実践には向いていない．人のマネジメントにことのほか強みがない．自ら話し

在はすぐれた分析が行えるようになっている．

たり書いたりすることを実行できない．人に任せられない．みな自分でやって
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しまう．そうしないと気が済まないたちだ．秘書はみな口をそろえて，飛行機

く思い出す．
「友を持つ者は敵も持つ．どちらか一方というのはない」
．だが私

の予約一つさせてくれない，信用していないと文句を言う．信頼していないの

自身は友敵いずれでもなかったと思う．

ではない．自分でするのが嫌いでないだけだ．そのことさえわかってもらえな
い．私はマネジメントの実践者ではない．
企業を自ら立ち上げることもなかった．売り込む強みがなければならない．
私にはなかった．今まで数え切れないほど同じ質問を受けた．いつも答は同じ

マッカーサーとの間にさえ友情はなかった．そのマッカーサーを支えたのが
マーシャルだった．だが，パットン将軍には耐えられなかった．マーシャルは
誇り高き謙遜家だった．がさつなタイプには虫酸が走った．それも苦労した理
由の一つである．

だった．
「したくなかったのではない．できなかった」．私が誰よりよく知って

もう一人はまったく異なる．GM のアルフレッド・スローンである．マーシャ

いる．私がマネジメントの地位にいるときは，それは惨めなものだ．同僚から

ルは自らの観念に縛られはしなかった．だが，スローンは結局自らの観念から

は冷たい視線を浴びる．指示がいつも違うと文句を言われる．

逃れられることができなかった．あまりに権力を掌中に収め過ぎた．マーシャ

― マネジメントの世界で影響を受けた人はいるか．

ルが権力の座にあったのはたかだか 5 年に過ぎない．おそらく 5 年というのが

ドラッカー

失敗から少なからず学んできた．だが，ご質問の趣旨が私にマネ

最高位にある者の理想的な在位期間だ．スローンが自らの成功に溺れたのは否

ジメントの何たるかを教えてくれたのは誰かという意味ならば，二人いる．と

定できない．築き上げた帝国の防衛にあけくれた．30 年もの間権力の座に居

もに異なるタイプだった．それでも多くを教えてくれた．存命の方は除外する

続けたためと思う．

ことにする．まずジョージ・マーシャル（1880−1959 年．第二次世界大戦の陸

それでも，ものごとをじっくり考え抜くことの大切さを知っていた．真の理

軍参謀総長，マーシャル・プランの立案者）だ．アメリカの強みの一つに，公

解には意見の対立が不可欠なのを知っていた．意思決定には十分な時間と情報

私の区別なき忠誠心がある．マーシャルは卓越した垂範者だった．同時に比類

のフィードバックがなければならないのを知っていた．
強みを見るべき一方で，

なき指揮官だった．方針はシンプルだった．人に要求する人だった．要求する

弱みを見てはいけないのを知っていた．

のに，徹底的に考え抜いた．その人に何ができるか，それが最重要の問いだっ
た．それについてきわめて有能だった．

マーシャルは有徳だった．スローンは有能だった．スローンに徳があったと
は思わない．もちろん私個人の意見だ．いずれがいいということではない．だ

人を育てる天才だった．第二次世界大戦に突入したとき，マーシャルを筆

が，私がスローンから学んだのは間違いない．人間的にはどちらかというと偏

頭に司令官はみな 60 を越えていた．一人とて実戦経験がなかった．それでも，

屈だった．マーシャルとは異なるタイプだった．二人は見ているものが違った．

ほぼすべてに成功した．第二次世界大戦は知識こそが力たることを証明した戦

マーシャルは広大無辺の世界を意識し続けた．だが，ことマネジメントにつ

争だった．司令官はみなマーシャルによってその地位に引き上げられた．30

いて言えば，スローンからのほうが学びは多い．マネジメントなるものの存在

代に陸軍幼年学校での指揮官補佐時代に知遇を得ていた人々だった．彼らがな

を知るにいたったのはスローンのおかげだ．

しうることをマーシャルは考え抜いた．人間的な欠点も，指揮官としての強み

― 職業としてのマネジメントの発明者はスローンか．

を発揮する妨げとはなりえなかった．しかもマーシャルは功績をことごとく本

ドラッカー

人に帰した．

だがスローンは法律を編纂するのには向いていたかもしれないが，発明者では

他方完璧主義の一面もあった．だからといって，即時に人を切り捨てはしな

特許を申請していたら，あるいは受理されていたかもしれない．

なかった．

かった．マーシャルは任命した者の過誤を自らの過誤とした．そんなところか

それにマネジメントには先覚者が存在した．アンリ・ファヨールがいた．彼

ら私は学んだ．要求水準はありえないほどに高いものだった．そんなところか

はマネジメントを一つの仕事とした．他方，スローンはリーダーシップという

ら温順でありながら，軍に一人の友人もなかった．自伝にも書かれている．孤

ものを企業の地位と権力に伴うものというより，一つの機能と見た最初の人

独の人だった．だが，孤独さえ仕事の一部だった．マーシャルの発言を私はよ

だった．
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スローンは心に潜む地位や権力への意志にはあきれるほど鈍感だった．人間
としては慎み深い好人物といってよかったが，地位のもたらす名声に執着が
あった．むしろその被害者だった．
マネジメントについて私に影響を与えたのはこの二人である．実際に親しい
間柄でもあったし，多くを学んだ．
訳／井坂康志
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ませんでした．研究対象としての意欲が出たのは，当学会が創立された 2005
年あたりと思います．会の成立とほぼ同時に刊行された上田先生のインタ

The Future of Drucker Studies

ビュー冊子『マネジメントとは何か』や年報『文明とマネジメント』が定期的に

三浦一郎
Ichiro Miura

（本会代表，立命館大学経営学部）

刊行されるなかで，ドラッカーそのものの研究活動が着実に展開されていくの
を見て，私も付き合っていこうという気持ちになりました．そして付き合って
いるうちに気づけばドラッカー研究者としての自己認識がささやかながら形成
され，現在にいたっているわけです．

研究対象として
多様化の様相
ドラッカーの名を意識したのは学生だった 1970 年あたりと記憶しています．
もちろん名前はかねてより知っていました．そのわずか前に『断絶の時代』が

日本に紹介されて後の 60 年代から 70 年代の始めあたりに，
研究の一つのピー

ベストセラーになっていました．本当の意味で親しみが出てきたのは，79 年『傍

クがあった．ドラッカーの日本への紹介が経営学ブームを触発し，読み継がれ

観者の時代』だったと思います．出会いが『マネジメント』以外のものだった

てきたと考えられます．そのように見るならば，60 年代から 70 年代の始めま

わけですが，凄い書き手と実感させられました．

では，「ドラッカーを研究する」ことが，特に経営学分野の主たる潮流のなか

それからしばらくして，90 年代初めから，本務校の経営学部でさまざまな
機構改革などもあり，ドラッカーを改めて読もうとの雰囲気が高まりました．

でも位置付けがなされていたわけです．
その後状況が変わり，散発的にブームが生起するようになる．社会が変わる

そのなかで大学院の私の講義でも，教材としてドラッカー論文を扱ったことが

中で，彼の新著や既刊書の新装などがブームを作り出すようになります．さら

あります．しかし，その時点ではいまだ教材として扱うものであり，研究の域

に 90 年代後半から上田惇生先生の翻訳と研究が同時的に始められ，そこから

には達していませんでした．
一つの転換点は 1997 年でした．その年に翻訳家としても著名だった上田惇
生先生に講演をいただく機会がありました．タイトルは「ドラッカーの手法」
というものでした．前半は「すでに起こった未来」という当時『ハーバード・ビ
ジネス・レヴュー』収載の論文紹介，後半は『産業人の未来』が中心でした．
それまで私は主著の一部と論文を見る程度でした．しかし，上田先生の講演
に触れて，その社会生態学的な手法に加えて，ドラッカーの初期政治思想に表
れる「ルソーからヒトラーへ」の独裁の系譜論にいたく衝撃を受けたわけです．

『すでに起こった未来』や『産業人の未来』といった政治社会思想的な著作がマ
ネジメント論と地続きのものとして理解されるようになりました．この発想・
理解方法がおそらく今日のドラッカー研究の礎を形成したと考えられます．
上田先生の『ドラッカー入門』が出た年（2006 年）の前年，『テクノロジスト
の条件』が編訳で刊行されています．そこでは『変貌する産業社会』が抄録さ
れているのですが，そこからポストモダン的方法論が前面に出てくる，さらに
その意識を堅持しながら『ドラッカー入門』が世に出たと理解しています．
そして，年報『文明とマネジメント』が，上田先生の問題意識を具現化する

この 2 つのテーマに触れて，マネジメントのみでなく，ドラッカーの複雑か

形でドラッカー研究の大きな潮流を作り出してきていると感じます．その間 7

つ多層的・立体的な思想構造を実感するようになりました．それを一つの契機

号が刊行されていますが，多面的にさまざまなテーマが議論されています．複

に，以前にも増して強い関心を持つようになりました．

数回寄稿される方は，それら論文をもとに近い将来に何か系統的なドラッカー

しかし，その時点でもまだドラッカー研究者との自己認識にはいたっており
＊ 本講はドラッカー学会大会（2012 年 5 月 26 日．於・早稲田大学小野梓記念講堂）で行われ
た基調講演の抄録である．

研究をまとめられるのではないかと期待いたします．おそらくこのような年報
をベースにしながらドラッカーについてのさまざまな研究がまとめられてい
く，そしてさらに大きな流れが起きてくるのだろうと想像いたします．そして，
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その研究とは，今まで経営学者を中心になされてきたディシプリンに収まらな

売れた経営書のライターであり，コンサルタントの立場を捨て，70 年代の初

い形で展開されていくのではないか．その初期思想から始まり，そこを踏まえ

めにはロサンゼルスの郊外にある誰も知ることのない大学に移る．ある意味，

ながらドラッカーのマネジメント思想がある一貫した志を持ちながら，現実に

行動上は信じ難いことですけれども，
自身の成功を捨てるに等しい行動をとる．

はさまざまな局面に刺激され発展していきます．

そういう行動を取りながら，今度は書くものの中で，ドラッカー自身もある意

彼の思想は，ある意味初期に基本形が出来上がるものの，具体的には螺旋的

味で進化を表現していく．

に発展し，
事実死ぬまで発展し続けたのだろうと思います．それを一般性をベー

ドラッカー自身の選択と決断によって，自らの生き方が決まっていく．その

スに研究するスタイルもあるし，変化や機微をもとに解き明かそうとする論文

ようななかで一貫してライターあるいはコンサルタントとして，組織に属さな

も出ています．ともあれドラッカー研究は，ドラッカー学会あるいは年報を通

いけれども，しかし組織に関わる人間として生きていく．そういうスタイルを

じ，確実に多面的な展開を遂げつつある．

一生を通じてある意味追求された．言わばその人生を見ると，ドラッカーの言
う知識労働者の典型的な生き方が見事に例証されている．そのような目で改め

あえて成功を捨てる生き方
ドラッカーはオーストリア・ハンガリー帝国の中産階級の出身ですが，その

て読んでみると，面白いことが見えてくると思う次第です．

ずれの問題

メリットを活かした生き方を選ぼうとしなかった．
ギムナジウム出身ですから，
エリートです．常識的に何の抵抗もなく自然にウィーン大学に進むべきところ

実はドラッカーの視点は変わっていると思います．『すでに起こった未来』

です．しかしそうせずに働きながら学ぶ道を選びます．変わっていると思う．

という論文集の中に収載されている日本画論があります．日本画を通して日本

若くして，子供の頃から優秀で感じやすく，しかもへそ曲がりな人間だった．

あるいは日本人の知覚を論じるものです．しかしそこで扱うテーマに，ドラッ

行動上の選択に特徴がある．しかもそのような特徴ある行動を幾たびもとって

カーが生まれる前ヨーロッパで大流行したはずの浮世絵が出てきません．奇妙

いる．ハンブルグ行きもそうでした．それからすかさずフランクフルトに移っ

だと思います．日本画は知られていなかったと彼は言うのですが，それは条件

て仕事に就く．仕事に就くと言いながら併せて学位はとる．そのような変化に

付きです．19 世紀から 20 世紀の初めにかけて，フランスの印象派に日本のジャ

対応するだけではなく，
その中でチャンスを活かす生き方は魅力的なものです．

ポニスムが決定的な影響を持ったのは誰もが知っている．ドラッカーはあえて

そうしたすばらしいセンスを元に行動し，イギリスに渡りました．イギリス

無視して，日本画の中でも異なる側面を取り上げるわけです．マーケティング

もナチスとの関係では，当時政権が宥和政策を取っていましたので，イギリス

的に言いますと，差別化でしょう．何事かを例として取り上げて物事を論じて

社会に対するある種の批判を持っていました．それからドラッカーが語るのは

いくスタイルが経営学ではよくあります．ドラッカーは何事かを取り上げる場

結婚で，その際，奥さんが仕事を出来るかどうかを重視しています．そのよう

合，その取り上げ方がユニークです．感性と言うか，知覚と言うか，そこがユ

なさまざまな事情からアメリカに移る．アメリカに移っても，どちらかと言え

ニークで面白いと思います．

ば田舎のしかもリベラルアーツ・カレッジの教員になります．ドラッカーは元

すでにマネジメントにおけるモダン，
ポストモダンなどが論じられています．

来は政治学の専門家としてよいレベルに達しておりましたので，自らの学者と

経営学でもモダンを利用するのは当たり前ですから，そうでない側面を強調し

しての専門性を活かす方向性があったはずです．しかしそうではなく，むしろ

たところにドラッカーの特徴があると思います．
『現代の経営』では「事業の目

リベラル・アーツ的な大学を選んだところが彼らしいと思います．

的は顧客の創造」とされます．そこで「顧客の創造とは何か」に伴い顧客ニー

そんなところから始まり，数年のうちに今度はニューヨーク大学の経営学部
で文字通りマネジメントの教授に就きます．次には世界中で最も著名な，最も

ズの話が出てきます．
意識した顧客ニーズと意識していない顧客ニーズがある．
その上に企業家は思惑を持って行動するわけです．その思惑はたいてい顧客の
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現実の価値観とずれるという話が出てきます．そのあたりの話の運びは 1 行ご
とに論点が飛躍している．ある意味で今日のさまざまのモダン，ポストモダン
を巡る一つの大きな論点が尽くされている．
しかし，読んだだけでは何も感じない人が多かったかもしれない．同じこと
を踏まえながら，
「ずれ」の問題を意識するように書かれたのが『イノベーショ
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“Beyond Drucker’s Warning”

坂本和一

ンと企業家精神』です．イノベーションの見出し方について論じるところなど

Kazuichi Sakamoto

はまさしくずれに着眼する．ずれをいかにして見つけるのか，しかも見つける

（本会学術顧問，立命館大学名誉教授）

場合それは現実に仕事をしている人間が仕事の中からずれに気付く種類のもの
です．それはすでに起きているのにまったく気付かれることのないものです．

総合的な討究

「すでに起こった未来」
まずドラッカーの残した知的財産を継承し，深化させていくことが私たちの
課題の基本にあります．他方でそれを教条化させてはいけないとの思いが裏に

随分以前から不思議に思っていることがあります．中高生の頃から永井荷風

あるわけです．偉大であればあるほど，その人たちの残した業績を教条化させ

などを耽読してきました．荷風では明治における江戸時代からの断絶が嘆かれ

るのはかつてあった．そうしないためには，どれだけその真髄を理解し，私た

ています．江戸のよいものは全て失われてしまったと繰り返し嘆かれる．それ

ちの時代や未来に対して深めうるかが大事との思いでおります．

もあって，私も江戸と明治というのは切れているはずだのものと思っていまし

「すでに起こった未来」というコンセプトがあります．実はそこにドラッカー

た．しかし，ドラッカーはある意味日本は，西洋を取り入れながらも日本を維

の文筆活動や社会的活動を貫くものがあったとの思いを最近強めております．

持し続けたという．これをどう理解するのかに違和感があったわけです．

言い換えれば「すでに起こった未来」を軸にドラッカーは絶えずわれわれに問

ドラッカーが亡くなる年の NHK の番組『明治』で思想家の加藤周一ととも

題提起してきたのではないか．

に出演したのですが，加藤周一が翻訳主義ということを提起していました．明

初めのドラッカーにとっての「すでに起こった未来」の認識は，私はナチズ

治の日本は外国語，あるいは外国の文化を導入することに関しては，今の日本

ムとの戦いの中から始まったと思います．ナチズムとの戦いの中で自由で機能

に引けを取らないほど熱心であった．にもかかわらず，なぜ日本が日本であり

する産業社会の到来を言った．そのことを訴えて『経済人の終わり』
『産業人の

つづけたのか．そこで言葉の問題を強調していました．恐らく「翻訳主義」の

未来』の連作を書いたわけです．あのナチズム全体主義の吹き荒れる中で，自

概念を導入するとかなりの部分が説明できると思います．

由で機能する産業社会の到来はありうるということに確信をもって突き進ん

例えば「マネジメント」を導入し，日本的に展開しながら，しかもそのこと

だ．そこに原点があったように思います．「すでに起こった未来」をナチズム

によって成功を遂げることがそれです．ただし，今日において外国語，特に英

との戦いの中で新しい産業社会の到来を見た．さらには今の状況にもドラッ

語が重要になる中，その問題を改めてどう考えるべきかはきわめて今日的テー

カーが警告を発するところもありました．『経済人の終わり』1969 年版まえが

マと思うわけです．

きは長文ながら，当時の若者たちに贈られた思いが感じ取れるものとなってい

そのような経営学を超えたドラッカー学として，総合的に研究されていくこ
とが今後の方向ではないかと考えます．

ます．いわば若者への警告でもあった．1969 年とはとっくにナチズムや全体
主義は過去のものと思われていた．しかしドラッカーははたしてそうだろうか
＊ 本講はドラッカー学会大会（2012 年 5 月 26 日．於・早稲田大学小野梓記念講堂）で行われ
た基調講演の抄録である．
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という疑問を投げかけている．本当にナチズムや全体主義は終わったのか，過

事業の目的は何かとの問いかけが，経営者の権力の正統性を考えるキーワード

去のものか．少なくとも自分はそう思わないと言う．

だったのではないか．その意味でも，新しい時代のマネジメントの能力が，決

それなどは今世界中で起こることを評価するのに，大きな意味を持つものと
思います．1969 年と年はプラハの春に始まり，各国で異議申し立て運動が席

して特定の人の能力だけではなく，学ぶことで手にしうる能力であると『現代
の経営』では述べられています．

巻しました．
日本では大学紛争があり，
アメリカではヒッピーなどが大学のキャ

そのように「すでに起こった未来」を発見しながら，それに対しはっきりと

ンパスにあふれ，中国では文化大革命があった．そのような観点からわれわれ

根拠を見いだしていくプロセスはドラマティックなストーリーといえます．

理解の根本を問うた．その意味は大きい．今の日本を考えるうえで，あらため

『企業とは何か』から『現代の経営』を書くまでの間，主要な活動の舞台は GE

て熟読に値するように思います．

（ゼネラル・エレクトリック）でした．当時仕事をともにしていた方にハロル
ド・スミディという人がいました．本来コンサルタントだった方です．スミディ

ハロルド・スミディ

とのやり取りの中で重要なマネジメントのエッセンスについてドラッカー自身
も触発されています．その成果は『現代の経営』として今日に至る一つの金字

私はそこでいくつかのことを感じました．その新しい社会では経営者が主人
公であると．実際に 1930 ～ 1940 年代でも経営者が社会の実権を握ってきた．

塔となったと思われます．
GE の経営とドラッカーの経営思想とは後々も続いているようです．関係者

しかし彼らの権力に正統性があるのかがドラッカーの疑問でした．社会は産業

の話を聞くと，今なおドラッカーのイノベーションの機会についての考え方や

社会として新たに動いていこうとしている．それが自由で機能するものになる

多角化についての考え方が残っているとのことです．また折に触れて GE の会

かならないかが問われている．その産業社会の実権を握るのは経営者である．

長がスピーチするときにドラッカーを引用するともいいます．

経営における所有と経営の分離が問題になった時期です．
初期二作が出された直後，スローンの依頼で GM
（ゼネラル・モーターズ）の

知識の時代が来る

調査が始まった．そしてその結果が，1946 年の戦争直後『企業とは何か』とい
う本で発表されます．GM の組織で何が起こっているかをドラッカーが報告し

さらに 60 年代に入り，もう一つの「すでに起こった未来」を示してくれた．

ているわけですが，まさに執筆でドラッカーは権力の正統性の基盤が変わった

1969 年に書かれた『断絶の時代』です．実際に読んでみると全くスケールが違

との認識を持つにいたったように思う．企業の権力の正統性は，財産に置かれ

う．ある意味で「すでに起こった未来」の第 2 弾をドラッカーは定義したと思

るのが伝統的だった．そこから人間に移らなければならなくなってきていた．

います．日本でも当時は高度成長と呼ばれ，新しい日本の時代が来た，そし

そこが重要な変化です．

てさらに続くと考えられていました．そのときにドラッカーは「もう時代は終

しかし，実はドラッカーは権力の基盤が所有から組織の機能に移る点にあっ
て，ナチズム下で躊躇したふしがある．私はそう感じます．ナチズム支配の下
で，所有から機能へ支配の正統性の根拠が移ると，それはナチズムを正当化す
ることになる．そこに危機感を持っていたと考えられます．
J・バーナムが，すでにこの時代に所有から機能へ権力の基盤は移ったと述
べています．「経営者支配論」として著名です．それに対しドラッカーは冷や
やかな批判をしている．
その中で，1954 年『現代の経営』が刊行されます．とりわけ事業とは何か，

わっている」と言った．今の繁栄は 19 世紀の終わりからの延長上のものを使っ
ているに過ぎない．今や新たなものが登場しようとしているといった．
そのなかで「知識の時代が来る」といったわけです．今日は知識経営論の権
威に野中郁次郎先生がおられますが，野中先生もその点を今も高く評価してい
ます．イノベーションが，それまで以上に強調されています．
さらに体系的に断絶の時代をわれわれが作っていくためのイノベーション能
力をいかに養成するのか．そこに答えてくれたのが『イノベーションと企業家
精神』
（1985 年）であった．私にとっても今なお印象深く衝撃的でした．ドラッ
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カーは「断絶の時代」を自ら作り出し，またその時代に生きていくためのキー
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ワードはイノベーションであるとした．イノベーションを発明したわけです．
その概念はドラッカーの大先輩ジョセフ・シュンペーターが言いました．

ドラッカーの具体的な警鐘がいくつかあります．マネジメント発明に至るプ

シュンペーターはイノベーションの発見者である．有名な『経済発展の理論』

ロセスのバックグラウンドは，GM 調査です．『企業とは何か』を 1946 年に出

はそのことを主たる論点としています．それに対しイノベーションをどうする

した．この本がマネジメントの柱になっている．多分ドラッカーは全体主義や

かを問うたのはドラッカーでした．
『断絶の時代』と『イノベーションと企業家

ナチズムなどの時代にあって，企業という世界の「すでに起こった未来」を発

精神』はある意味でつながっている，一体のものと思います．そこに「すでに

見したと思い，この本に込めたと思う．その中で大きく絞れば 3 点に新しい時

起こった未来」を発見しつつ，そこに対してある種の解決策を提示した．そこ

代の企業像を描いています．

に価値がある．われわれはどう生きていかなければならないかを問うた．そこ
がドラッカーの偉大なところです．

第 1 は事業部制です．組織分権制を言います．第 2 は労使関係や従業員関係
に対する政策です．それから第 3 は企業の社会的責任です．
この 3 つを『企業とは何か』で説明している．これが調査を許可したアルフ

見立てによるイノベーション

レッド・スローンは期待を裏切られたとして，無視してそばにも置かなかった
と言われています．周囲の者には読むことも禁止した．そのくらい嫌悪感を持った．

イノベーションの機会の中で，アイデアによるイノベーションは評価を下げ

やはりドラッカーは，戦前までの企業とは違う新しい企業のありようを問う

ています．7 つの機会には入っていない．アイデアによるイノベーションはリ

たわけです．スローンがリードした GM の改革からそれを読み取ったことは，

スクが高くてあてにならないと言い，意識的に使う機会としては格下げになっ

スローンにとっては予想外のことであり，別の部分を評価してほしかったとい

ているのです．

う思いがあった．他方，スローンの 1964 年の著作に『GM とともに』があり，

アイデアによるイノベーションに情熱をかける方はドラッカー学会にもたく

これは経営史の世界ではバイブルとされた本です．
『企業とは何か』の目次と

さんおられましょうし，現実には少し重視していいと思います．アイデアによ

照合させると，重なる部分もなくはありません．組織分権制のことは両方とも

るイノベーションの一つはアナロジーです．
アナロジーとは，他の世界のパター

書いています．誇らしげに書いています．しかし社会的責任についてスローン

ン，筋書を全く違うところに援用して新しいモデルを作ることです．類似とか

は全く言及しない．

アナロジーによる効用をノーベル賞受賞者の湯川秀樹先生のエッセイ見いだし
まし，我が意を得たりと思いました．

他方経営政策の問題で分権制についてはドラッカーは高く評価しています．
しかし評価していないところがあります．それは製品ポリシーにドラッカーは

最近一つのケースは，生物が持つ人間が人工的には作り出せない機能があり

全く触れていない．GM が復活するバックグラウンドはフルライン制と毎年モ

ます．イルカの皮膚をどう新しい製品開発に使うか，蝶の羽の粉末がイノベー

デルチェンジする経営政策革新だった．20 世紀前半からフォードを追い抜い

ションにつながる，そういった生物が持つ機能を模倣し新しい製品を作る．生

て，GM の地位が築かれる最大のポイントは製品ポリシーでした．このことに

物模倣というのですが，これなども最近の新しい傾向でやはりアナロジーによ

ついてドラッカーは触れていない．ドラッカーは，経営政策は常に陳腐化の恐

るものです．

れがあるといった．製品ポリシーとかモデルチェンジの策は，賞味期限が来る

アナロジーが持つアイデア創出の能力を私たちは大切にしていい．アナロ
ジーや類推の能力を和辻哲郎の「見立て」になぞらえて三浦一郎代表は説明し
ています．見立てとは理屈を超えたものです．

ものである，陳腐化の恐れがある．スローンは愉快でなかったと思う．
ドラッカーは繰り返し，GM に対して警鐘を鳴らしている．もちろん自らが
マネジメントの発明に至る重要な作業のバックグラウンドを GM から得たとの
思いは強かったでしょう．それにスローンから経営学者としてスタートする
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『ドラッカーの警鐘を超えて』―自著を語る

講演録
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きっかけを得たことに対し，感謝の気持ちは終生失われなかったと思う．しか

問題の核心を問うのではないか．今まで欧米中心のガバナンスの価値観から，

しスローン自身からは評価されなかったという複雑な心境があって，スローン

アジアや中東かを含めた広域のアジアの価値観を混合した形で，新しい社会の

が亡くなってからも，GM がイノベーションを重ねていくことを期した．GM

ガバナンスのありようが求められているのではないかと．そのようなことを想

は思うような事業モデルの展開をしていないのはなぜだろうと機会あるごとに

像いたします．

ドラッカーは問うている．
特に 1994 年の「企業永続の理論」
（
『ハーバード・ビジネス・レヴュー』にそれ
が表れている．1994 年は不況の年で，GM が何年間か大赤字を続けて出した年
です．ドラッカーは論文を書くときに，抽象的に書いていない．その時々の状
況の特定の企業や産業を意識しているように思います．このときも不況に陥っ
て赤字が続く GM を例に出して問題提起しています．そこには GM への激励の
メッセージが込められているように思う．他方 IBM の方はスムーズに改革を
した．GM はそれを果たせずに今日まできています．今にしても，果たしてド
ラッカーは今のような形での回復を見て満足するだろうか．今，自動車産業
の変わり目です．ドラッカーはいかなる目で GM の 90 年代当初の不況を眺め，
また戦後の GM の発展の中で自動車産業のありようを見ていただろうか．

現状の課題
現下の日本の国難についてもどう答えたらいいか．ドラッカーだったらどう
答えてくれるだろうか．私は「すでに起こった未来」がキーコンセプトと思い
ます．確かに，「3 . 11」が予想を超えた災難であったことは間違いないと思う．
だが，復興や復旧の中で，今何かが変わろうとしている．そこに気付かなけれ
ばと思う．
社会のガバナンスの問題やあるいは新しい社会組織の可能性の問題，あるい
は産業のイノベーションのあり方などを見なければなりません．特に私は『断
絶の時代』で，多元化の時代として，第三の社会組織として非営利組織の存在
価値をドラッカーが言いました．それに加えて何か新しい社会のこれからの働
きをする組織のありようが生まれているか．私はそれがまだ察知できない．深
く考えるべき問題です．
あるいはガバナンスの問題について，世界中が今，なかなか物事を決められ
ない時代に来ている．物事を決められないのは，単に決断力あるリーダーの不
在以上のことを意味していると思います．ドラッカーだったら違った目でこの
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2012 年 5 月吉日

【第 1 号議案】 第 7 期事業報告及び決算関係書類承認の件

ドラッカー学会 会員各位

事業報告書

平成 23 年 4月 1日から
平成 24 年 3月31日まで

ドラッカー学会
代表理事
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三浦一郎
Ⅰ. 庶務事項

第 7 期通常総会開催のお知らせ
拝啓 会員の皆様には，ひごろの活動にご協力頂き厚く御礼申し上げます．
さて，この度ドラッカー学会規約第 14 条に基づき，ドラッカー学会会員によ
る第 7 期通常総会を下記の通り開催致します．
敬具

記
1．総会日時

平成 24 年 5 月 26 日（土）午前 11 時 40 分〜 12 時 10 分

2．総会会場

東京都新宿区戸塚町 「早稲田大学小野梓記念講堂」

入会者

退会者

休会者

年度末

742 人

93 人

24 人

14 人

835 人

Ⅱ. 運営組織の状況に関する事項
1 . 総会
【第 6 期通常総会・講演会】
開催日時

平成 23 年 5 月 14 日（土）

開催会場

東京都新宿区戸塚町 「早稲田大学小野梓記念講堂」

出席者数

158 人

式次第
「スケジュール報告」 佐々木英明（エクソンモービル，本会理事）

3．総会式次第
① 開会の辞
②議 題
第 1 号議案
第 2 号議案
第 3 号議案
第 4 号議案

会員数

前年度末

第 7 期事業報告及び決算関係書類承認の件
第 8 期事業計画案及び収支予算案承認の件
規約一部改正承認の件
第 8 期役員承認の件

「会員発表」報告

渡邉祐介氏 （PHP 総合研究所，会員）

「会員発表」報告

安嶋明氏 （日本みらいキャピタル，会員）

「会員発表」報告

花松甲貴氏 （日立製作所，会員）

「総会」大平松男
議案及び議決の内容

③ その他
④ 閉会の辞
以上

第 1 号議案

第 6 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 7 期事業計画案及び収支予算承認の件（原案通り承認）

第 3 号議案

第 7 期役員承認の件（原案通り承認）

「講演 1」 「ドラッカー経営思想の真髄」上田惇生氏
「講演 2」 【ビデオ】
「ドラッカーに学ぶ自分の能力を引き出す法」
ブルース・ローゼンステイン

解説

上野周雄

「講演 3」
	
「 われわれがドラッカーに学んだこと」 小林陽太郎（富士ゼ
ロックス）
「
『現代の経営』と私の経営」 茂木友三郎（キッコーマン）
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【懇親会】
開催場所

	土井尚人（本会理事，㈱ヒューマン・キャピタル・マネジメ
東京都新宿区早稲田鶴巻町 538 － 13

「大隈ガーデンハウス

ント 代表取締役）

カフェテリア」

【懇親会】

2. 執行委員会（DWS12）

同ホテルにて開催

原則月 1 回開催

平成 23 年 4 月〜平成 24 年 3 月

開催場所

明治大学

12 回

文明とマネジメント研究所

3. 連絡会議

Ⅳ . 特別講演
■

原則月 1 回開催

平成 23 年 11 月〜平成 24 年 3 月

開催場所

明治大学

記念シンポジウム・プログラム

統一テーマ： 断絶（明治大学との共催）

6回

開催日時

平成 23 年 11 月 19 日

12 月のみ 2 回開催

開催会場

明治大学駿河台キャンパス・リバティータワー

出席者数

114 名

文明とマネジメント研究所

Ⅲ. 年次大会の開催の状況に関する事項

1156 教室

【シンポジウム】
開会挨拶

学術大会

ドラッカー学会第 6 回大会 in 旭川・懇親会

高木直二（明治大学 特任教授，本会会員）

開催日時

平成 23 年 9 月 11 日（日）

講演① 『断絶の時代』の時代

開催会場

旭川ターミナルホテル（北海道旭川市）

出席者数

116 名

藤島秀記（本会 代表代行）
講演②

日本社会の病根
阪井和男（明治大学法学部教授，会員）

【大会】
「DP 活動について」佐藤等（本会監事）

講演③

ドラッカーは何を語り，何を語らなかったのか
三浦一郎（立命館大学経営学部教授，本会理事）

「実際の DP の報告」高塚伸志（会員，プルデンシャル生命エグゼクティブ
ライフプランナー）

基調講演

ドラッカーと世阿弥
土屋恵一郎 （明治大学法学部教授・常勤理事）

「記述者の観点から見た DP 活動」花岡俊吾（会員，独立マーケッター）
開会挨拶
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藤島秀記（本会理事）

「ドラッカープレミアムの実践〜プレゼンで伝える」
瀧野雅一（会員，北海道健誠社 専務取締役）

パネルディスカッション
パネリスト

藤島秀記（本会 代表代行）
三浦一郎（立命館大学 経営学部教授，本会理事）

瀧野誠治（会員，北海道健誠社 常務取締役）

土屋惠一郎（明治大学 法学部教授・常勤理事）

「
『マネジメント』をストーリーで表現するということ」岩崎夏海（会員，

阪井和男 （明治大学 法学部教授，会員）

作家）

大木英男（㈱ CPP プロジェクト・アドバイザー 本会理事）

パネルディスカッション
テーマ：DP とストーリーから学ぶということ
モデレーター 佐藤等（本会監事）
パネリスト

日本―断絶の実相

モデレーター 井坂康志（東洋経済新報社，本会理事）

岩崎夏海（会員，作家）
花岡俊吾（会員，独立マーケッター）

閉会挨拶

高木直二（明治大学 特任教授，会員）

【懇親会】
開催場所

中央大学駿河台記念館
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ピーター・ドラッカーの視点を踏まえて―グローバリゼーションと日本的経

挨拶

営の再生

講演

■

藤島秀記（本会 代表代行）
ドラッカーの警鐘を超えて

（淑徳大学との共催）
開催日時

平成 23 年 12 月 17 日

問題提起

開催会場

淑徳大学池袋サテライトキャンパス

パネルディスカッション「ドラッカーの警鐘を超えて」

出席者数

約 80 名

モデレーター

井坂康志（東洋経済新報社，本会理事）

パネリスト

坂本和一（立命館大学名誉教授，本会理事）

【シンポジウム】
学会代表挨拶

上野周雄（本会理事）

大木英男（CPP

本会理事）

丸山有彦（渋谷油絵教室，会員）

記念講演

花松甲貴（日立製作所，会員）

小仲正久（日本香堂ホールディングス会長）
藤島秀記（本会理事・代表代行）

パネルディスカッション
モデレーター

佐々木英明（本会理事・エクソンモービル人事統括部長）

パネリスト

藤島秀記（本会理事・代表代行）

閉会挨拶

菅野広治（ポリッシュ，会員）

【交流会】
開催会場

同会場内

V. 出版物

松岡幸次郎（淑徳大学大学院教授，会員）

ドラッカー学会年報『文明とマネジメント vol.5』
（A5 全 274 ページ）

中村克海（中央精工㈱代表取締役社長，会員）

発行日 2011 年 5 月 14 日

グローバル経済を勝ち抜くためのハイ・パフォーマンス・チームの創出

（明治大学との共催）

発行部数 1400 部
ドラッカー学会年報『文明とマネジメント vol.6』
（A5 全 304 ページ）

開催日時

平成 23 年 12 月 19 日

発行日 2011 年 11 月 19 日

開催会場

明治大学国際総合研究所内研修室

発行部数 1400 部

出席者数

88 名

【ワークショップ】
講師

Joseph Lee
（クレアモント大学院大学客員教授）

Ⅵ . エッセンスコンテスト
優秀賞

【懇親会】
開催会場
■

井坂康志（東洋経済新報社，本会理事）

淑徳大学代表挨拶 岡田匡令（淑徳大学 国際コミュニケーション学部長）
グローバリゼーションと日本経営の再生

■

坂本和一（立命館大学名誉教授，本会理事）

木之下浩一（大阪市立安立小学校教頭，会員）
同会場内

準優秀賞

開催日時

平成 24 年 3 月 17 日

開催会場

明治大学国際総合研究所内研修室

出席者数

88 名

【シンポジウム】
菅野広治（ポリッシュ，会員）

「ドラッカー博士に教わる PPP
（官民連携）
」
天米一志 （香川県まんのう町教育委員会，会員）

ドラッカーの警鐘を超えて （明治大学との共催）

開会挨拶

「ドラッカーに学ぶ学校マネジメント」

準優秀賞

「私の人生を支える青春の書」
和田勇人（株式会社大塚商会九州支店課長代理，一般）
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Ⅶ . 寄付講座開講
亜細亜大学と連携して寄付講座を開催
開催時期：平成 23 年 5 月〜 7 月

開講大学：亜細亜大学

9回

明治大学大学と連携して寄付講座を開催
開催時期： ドラッカー入門講座

開講大学：明治大学

平成 23 年 9 月〜 11 月

6回

平成 23 年 9 月〜 11 月

6回

台風の為中止
ドラッカー実践講座

一回目は
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【第 2 号議案】 第 8 期事業計画案及び収支予算案承認の件
事業計画案及び収支予算案
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 2 回（印刷物として配布，HP 上随時更新）
• ドラッカー学会第 7 回総会及び講演会
2012 年 5 月 26 日（土） 早稲田大学小野梓記念講堂にて開催
• ドラッカー学会第 7 回大会
2012 年 11 月 23 日（金） 静岡県浜松市にて開催予定
• 寄付講座開講
1. 亜細亜大学と連携して寄付講座を開講する．
		 開催大学：亜細亜大学
		 開催時期：平成 24 年 5 月～ 7 月

6回

2. 明治大学と連携して寄付講座を開催する
		 開催大学：明治大学
		 開催時期：平成 24 年 10 月～平成 25 年 2 月

5回

		 今後は，他の教育機関においても開講を検討予定である .
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【第 3 号議案】 規約一部改訂の件
下記規約変更新旧対照表のとおり変更の承認したく存じます．また，変更点は
二重下線の部分となります．
（規約変更新旧対照表）
変更後の新条文
（平成 24 年 5 月 26 日）

変更前の旧条文
（平成 21 年 5 月 22 日）

（規約変更新旧対照表）
ドラッカー学会規約

ドラッカー学会規約

第1条（名称）
第1条（名称）
本会は，ドラッカー学会と称する．英
本会は，ドラッカー学会と称する．英
文名は，Workshop for Studies of Peter 文名は，Workshop for Studies of Peter
F. Drucker’s Management Philosophy
F. Drucker’s Management Philosophy
（Drucker Workshop）とする．
（Drucker Workshop）とする．
第2条
（設立趣旨）
（新規）
本会は生前のドラッカー教授の意思に
より，ドラッカー・マネジメントの思想
及び業績を研究・啓蒙する，わが国唯
一の学術団体である．
第 3 条（目的）
本会は，ドラッカー教授の思想とその
実践に関し，学界，ジャーナリズム，
産業界の連携に基づき，その深化と発
展を図ることを目的とする．

第 2 条（目的）
本会は，ドラッカー教授の思想とその
実践に関し，学界，ジャーナリズム，
産業界の連携に基づき，その深化と発
展を図ることを目的とする．

第 4 条（事業）
本会は，前条の目的を達成するため以
下の事業を行う．
ドラッカー思想の研究とその促進
ドラッカー思想に関する資料の収集
研究会，学術研究大会，公開セミナー
等の開催
ウェブによる情報交換

第 3 条（事業）
本会は，前条の目的を達成するため以
下の事業を行う．
ドラッカー思想の研究とその促進
ドラッカー思想に関する資料の収集
研究会，学術研究大会，公開セミナー
等の開催
ウェブによる情報交換
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学会誌の発行
（ウェブ掲載を含む）と図
書の出版
支部による活動
教育・研究の発展を目的とした寄附活動
前各号に附帯する事業

学会誌の発行
（ウェブ掲載を含む）と図
書の出版
支部による活動
前各号に附帯する事業

第 5 条（会員の資格）
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．
暴力団等反社会的勢力の構成員及びこ
れに関係する者
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
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ようとする者
その他本会の会員として理事会が不適
当と認めた者

第 4 条（会員の資格）
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．
暴力団等反社会的勢力の構成員及びこ
れに関係する者
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
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ようとする者
その他本会の会員として理事会が不適
当と認めた者

第 6 条（加入）
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．
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

第 5 条（加入）
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．
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

第 7条（会員の権利）
本会の会員は，支部活動を含むすべて
の事業に参加することができる．

第 6 条（会員の権利）
本会の会員は，支部活動を含むすべて
の事業に参加することができる．

第 8 条（会員の義務）
本会の会員は，定められた会費を負担
する．会費は，以下のとおりとする．
入会初年度は，
「入会金 5 , 000 円，年
会費 5 , 000 円」
入会 2 年目以降は，
「年会費 10,000 円」
2 . 会員の資格は振り込み月の翌月か
ら起算して 12 カ月間有効とする．

第 7条（会員の義務）
本会の会員は，定められた会費を負担
する．会費は，以下のとおりとする．
入会初年度は，
「入会金 5 , 000 円，年
会費 5 , 000 円」
入会 2 年目以降は，
「年会費 10,000 円」
2. 会員の資格は振り込み月の翌月か
ら起算して 12 カ月間有効とする．
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3 . 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，勤
務先等の変更について速やかに事務局
に通知しなければならない．

3 . 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，勤
務先等の変更について速やかに事務局
に通知しなければならない．

第 9 条（退会）
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
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，理事会の決
議により退会させることができる．

第 8 条（退会）
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
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，理事会の決
議により退会させることができる．

第 10 条（休会）
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．

第 9 条（休会）
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．

第 11条
（研究グループの組織）
（新規）
研究グループ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自発
的な個人会員で構成され，すべての会
員が組織し，参加することができる．
2 . 研究グループは自発的な研究活動と
して，グループ・リーダーおよび参加者
の責任と自律性によってグループを運営
する．
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3 . 研究グループでは，営利活動・宗
教活動等の会の本務に反する活動を
行ってはならない．
第 12 条（会計）
第 10 条（会計）
本会の会計年度は，毎年 4月1日に始ま 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． り，翌年 3月31日に終わるものとする．
第 13 条（公告方法）
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．

第 11条（公告方法）
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．

第14 条（役員の選任及び任期）
本会に，次の役員を置く．
代表理事 原則1名
理事
若干名
監事
若干名
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．
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．

第12条（役員の選任及び任期）
本会に，次の役員を置く．
代表理事 原則1名
理事
若干名
監事
若干名
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．
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．

第 15 条（役員の役割等）
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．
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．
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
18 条第 1項に定める執行会議に委任す
ることができる．

第 13 条（役員の役割等）
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．
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．
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
18 条第 1項に定める執行会議に委任す
ることができる．
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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．

第 16 条（総会）
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．
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．

第 14 条（総会）
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．
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．

第 17条（学術大会）
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．

第 15 条（学術大会）
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．

第 18 条（執行会議）
本会は，理事会の推薦により，執行委
員を選出し，執行委員から構成される
執行会議を設置する．
2 . 執行会議は，第 15 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．
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，出席する会員は議決権を有
しないものとする．

第 16 条（執行会議）
本会は，理事会の推薦により，執行委
員を選出し，執行委員から構成される
執行会議を設置する．
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．
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．
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，出席する会員は議決権を有
しないものとする．
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5 . 執行委員は，本会の会務の執行を
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．
分担して担当しなければならない．
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】
海外および国内各界との連携に関わる 海外および国内各界との連携に関わる
会務
（渉外）
会務
（渉外）
会員の増強と広報に関わる会務
（広報） 会員の増強と広報に関わる会務
（広報）
新会員の入会受付に関わる会務
（入会） 新会員の入会受付に関わる会務
（入会）
会費の徴収と会計に関わる会務
（会計） 会費の徴収と会計に関わる会務
（会計）
事業の企画に関わる会務
（企画）
事業の企画に関わる会務
（企画）
ウェブの企画と編集に関わる会務
（ウェブ） ウェブの企画と編集に関わる会務
（ウェブ）
学会誌の編集に関わる会務
（学会誌）
学会誌の編集に関わる会務
（学会誌）
学会誌の取材，インタビューに関わる
学会誌の取材，インタビューに関わる
会務
（取材）
会務
（取材）
論文およびコンテスト応募作品の審査
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）
に関わる会務
（論文審査）
図書の企画と出版に関わる会務
（出版） 図書の企画と出版に関わる会務
（出版）
総会，学術研究大会，公開セミナーの 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）
企画に関わる会務
（集会）
研究会の活動に関わる会務
（研究会）
研究会の活動に関わる会務
（研究会）
支部の活動に関わる会務
（支部）
支部の活動に関わる会務
（支部）
資料の収集に関わる会務
（資料）
資料の収集に関わる会務
（資料）
その他必要な会務
その他必要な会務
第 19 条（規約の変更）
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（規約の変更）
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）
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
改定：2010 年 5月22日
改訂：2012 年 5月26日

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．
改定：2006 年 5月 1日
改定：2007年 4月 1日
改定：2009 年 5月17日
改定：2010 年 5月22日
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【第 4 号議案】 第 8 期役員承認の件
第8期

役員候補者名簿

役職

役割（担当）

氏名

研究グループの活動

現職

顧問

顧問

野田一夫

事業構想大学院大学学長

学術顧問

学術

上田惇生

ものつくり大学名誉教授，
立命館大学客員教授

学術顧問

学術

坂本和一

立命館大学名誉教授

Study Groups’ Activities

これまで「支部．研究会」と称していましたが，2012 年より「研究グループ」と呼称

学術顧問

学術

野中郁次郎

一橋大学名誉教授

を変えました．また同時に，研究グループ名の末尾に地域名をつけることになりました．

学術顧問

学術

小林薫

産業能率大学名誉教授

とおりです．

代表理事

代表

三浦一郎

立命館大学教授

理事

学術・企画

藤島秀記

元淑徳大学大学院客員教授

理事

学術

大木英男

㈱ CPP プロジェクト・アドバイザー

理事

学術

谷崎敏昭

上武大学教授

理事

学術

阪井和男

明治大学教授

なお，研究グループの略称を「SG」とします．2012 年 9 月現在，研究グループは以下の

＊ドラッカー・プレミアム研究会：北海道 SG

＊ドラッカー勉強会：京都 SG

＊研究グループ：仙台 SG

＊ドラッカー勉強会：大阪 SG

＊ドラッカーを英語で学ぶ会：東京 SG

＊読書会「ドラッカーのポケット」高松 SG

＊「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」
：東京 SG

＊ドラッカー読書会：高知 SG

＊ドラッカー「マネジメント」研究会：東京 SG

＊ドラッカー読書会：福岡 SG

＊ドラッカー・マネジメント研究会：名古屋 SG

＊ドラッカー研究会：熊本 SG

これら研究グループのうち活動状況をお知らせいただいた研究グループの概況は以下
のとおりです．

理事

財務

佐藤等

佐藤等公認会計士事務所

理事

国際

佐々木英明

東燃ゼネラル石油 ㈱

理事

企画

土井尚人

㈱ヒューマン・キャピタル・マネジメント

◎
「英語でドラッカーを学ぶ会」東京 SG

理事

学術

井坂康志

㈱東洋経済新報社

「ドラッカーを通じて英語の面白さを楽し

きました．本年5月 には，Living in more than

む」ことを目的とした勉強会として， 英語を

one world（日本語版『ドラッカーに学ぶ自分

通してドラッカーを学びたいという会員有志

の可能性を最大限に引き出す方法』ダイヤモ

が，当学会理事で産業能率大学名誉教授・国

ンド社，2011 年）の著者である Mr. Bruce

際経営評論家の小林薫先生に講師をお願いし

Rosenstein と奥様を招き，著書について語

て始まりました．

って頂きました．今後も可能な限り，
「英語

監事

監査

種子田穣

立命館大学教授

2007 年 3 月に第 1 回を開催以来，夏休み・
冬休み等を挟みながら継続的に開催し，本年
8 月で 51 回を数え，延べ 532 名が参加しまし
た（講師の小林先生とゲストを除く）
．
2009年12月のクラスには， Mr. Lawrence
Greenspun（The Drucker Institute, Claremont

Graduate University）をゲスト講師として招

でドラッカーが学べる」ネイティブのゲスト
講師を招きたいと考えています．
会場は，2010 年 2 月から神田小川町のキ
ャリア・コンサルタント協同組合の会議室
を，責任者の風巻融さんのご厚意でお借りし
ています．
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参加資格は，ドラッカー学会員が条件で，

間もなく発足した研究グループです．

「ドラッカーの窓から明日を考える研究
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製薬メーカー勤務）
パネラー：中野羊彦（ドラッカー学会会

英語レベルや使用頻度は不問として始まりま

研究会のメンバーは経営者や会社員，学

会」では月 1 回の定例研究会のほか，大学研

したが，参加者の意識は高く，毎回，興味深

者，コンサルタント，医療従事者，教育機関

究機関と連携したシンポジウムを開催してい

員・メーカー企業内研修所勤務）

い勉強会となっています．

職員など，多種多様な専門分野において活動

ます．

司会：菅野広治（ドラッカー学会会員・淑
徳大学大学院修了）

現在の勉強会への参加登録メンバー数は

するナレッジワーカーで専門知識と門外知識

2012 年 3 月 17 日（土）にはドラッカー学

20 名で，各回平均 11 名程が参加しています．

との連携による，新たな知識の創造に熱心な

会・文明とマネジメント研究所の共催シンポ

3 . 研究会スタッフ

参加者全員が発言できる時間を確保するた

ドラッカリアンの集まりです．

ジウム「ピーター・ドラッカー記念シンポジ

研究会主宰者：藤島秀記（当学会理事）

現代社会の今日的課題をいかに機会とし

ウム／グローバリゼーションと日本的経営の

モデレータ（司会進行）
：丸山有彦（ドラッカ

て見出すのか，あるいは警鐘として問うてい

再生」を明治大学国際総合研究所にて開催し

ー学会会員）
，菅野広治（ドラッカー学会会

参加費は，軽食代とその他費用として各千

くことができるのかをユニークな専門的視座

ました．

員）
，花松甲貴（ドラッカー学会会員）

円をいただいています．The Daily Drucker か

を伴ったドラッカーの窓から探求していま

ら 2 日分をテキストとして，1 時間ほどかけ

す．

会学術顧問の坂本和一先生の基調講演に続

て音読と翻訳を順番に行います．ドラッカー

2. 活動紹介

き，学会理事の井坂康志様のファシリテーシ

の著書も多数翻訳されている小林先生には，

2.1 定例研究会

ョンにより，坂本和一先生，丸山有彦（ドラ

め，欠員が出るまで新たな参加者募集は行っ
ていません．

（紹介者：花松甲貴）

当日は立命館大学名誉教授・ドラッカー学

◎ドラッカー「マネジメント」研究会：東京

SG

英語の知識だけでなく，ドラッカーの哲学に

明治大学国際総合研究所にて毎月 1 回，土

ッカー学会会員）
，花松甲貴（ドラッカー学

ついても多く教えて頂きました．小林先生に

曜日の 15 時～17 時の 2 時間，定例研究会を

会会員）のメンバーでパネルディスカッショ

は 2011 年 10 月までの 4 年以上に亘りお世話

開催しています．現在から将来に向けて，重

ンを行いました．

になりました．2011 年 12 月からは，以前は

要な意味をもつであろう問題に焦点をあわ

次回は 12 月 15 日（土）に淑徳大学池袋キ

世紀の組織運営や「一般教養としてのマネジ

フリーディスカッションであった時間に，チ

せ，ドラッカーの視点と思想から分析，討論，

ャンパスにて「ドラッカーの経営・日本の経

メント」について，互いに学び合うこと，成

ューターとなる深読み者を毎回 2 名決め，テ

まとめを行います．

営再考」を開催します．オーストリアに生ま

果をまとめること，ドラッカー学会の会員の

ファシリテーター：森岡謙仁（学会会員）
［目的・ミッション］
ドラッカー「マネジメント」を適用した 21

キストで取り上げられている内容の解説や意

テーマによっては外部スピーカーを招聘

れたふたりの学者，イノベーションの父シュ

増強に資する活動を行うこと，普及に関する

見を述べてもらいます．その後にディスカッ

してスピーチいただき，ディスカッションを

ンペーターとマネジメントの父ドラッカーに

ことなど，自らそれぞれの立場において率先

ション形式をとっています．

行います．発表内容は学会 HP もしくは刊行

視点を当てます．内容は以下を予定していま

物に掲載する場合があります．2012 年度に

す（詳細は学会 HP にてお知らせします）
．

ラックスした雰囲気の中で意見交換を行いま

実施の発表者とテーマは次の通りです．

・基調講演「シュンペーターとドラッカーは

す．各分野で活躍されている経験豊富な参加

4 月： 藤島秀記「ドラッカーの断絶を超えて

資本主義の未来をどのように見てきたか」

者が多いので，そのディスカッションによっ

―シュンペーターの景気変動サイク

坂本和一氏（立命館大学名誉教授．ドラッ

て更に理解が深まります．

ル論との関連で」

カー学会学術顧問）

ディスカッションは軽食をとりながら，リ

今後は原著の深読みとディスカッション

5 月： 大木英男「消費者の『予期せぬ意識・

・問題提起「日本の経営は巨匠の何をいかに
改革すべきか」

をより充実させて，
「英語とドラッカーを楽

行動』から明日の社会を考える」

しむ会」から「英語とドラッカーの研究グル

6 月： 菅野広治「持続可能な経営とは」

谷崎敏昭氏（上武大学経営学部教授・ドラ

ープ」として展開して行きたいと考えています．

7 月： 吉田海斗「転換期に生まれた若者の価

ッカー学会理事）

（紹介者：上野周雄）

値観」
8 月： 花松甲貴「グローバル資本主義は人を

◎
「ドラッカーの窓から明日を考える研究
会」
：東京 SG
1 . 活動趣旨
「ドラッカーの窓から明日を考える研究
会」は 2005 年にドラッカー学会が誕生して

幸せにするか」

・シンポジウム「グローバリゼーションの深
化と日本経営の可能性」
（敬称略）
パネラー：藤島秀記（ドラッカー学会理

して活動を行います．
［設立時期］
2008 年 1 月 23 日に第 1 回研究会を開催し
たが，現在まで延べ約 600 名が参加している．
［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
またはそのきっかけとなる成果，事例集な
どの作成
・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

9 月： 丸山有彦「組織の社会的存立」について

事・元淑徳大学大学院客員教授）

10月： 畑中和義「医薬品関連企業の職場活性

パネラー：野田茂徳（淑徳大学大学院客員

会員も参加でき，会員増強に寄与する．

教授・筑波大学名誉教授）

3 . 運営方法

パネラー：井上薫（ドラッカー学会会員・

・参加費は 500 円とする．

化とドラッカー思想」実践事例から
2.2 シンポジウム

ドラッカー学会の会員を優先しますが，非
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・貸し会議室（渋谷フォーラム 8）などを利
用して行う．
・2 ヶ月に 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．
・［ミニ読書会］ドラッカーの著書『マネジ
メント』を題材にしたディスカッションを
行う．
・有志による分科会を開催する．
・活動予定および報告は，ドラッカー学会
HP に掲載する．
4．研究会の人数：約 30 名．
5．研究会のスタッフ
・ファシリテーター 森岡謙仁（学会会員）
・推進スタッフ 伊藤年一（学会会員）
，
市川充（学会会員）
，北村和敏（学会会員）他．
［研究会活動報告（2011.7.20 ～ 2012.7.18）
］
・研究発表テーマと発表者：☆印はドラッカ
ー学会 HP
（支部活動）に掲載している．
・研究会活動の場所：渋谷フォーラム 8
〈第 21 回：2011 年 7 月 20 日〉

研究グループの活動

☆
「乱気流，変化，グローバル…未来の企業，
個人の生き方は？」安岡祐二
〈第 25 回：平成 24 年 5 月 15 日〉
☆
「企業の目的である『顧客の創造』の本質
的な意味を考える」和田一男
☆
「ワークライフバランスとドラッカー」奈
良間英樹
〈第 26 回：平成 24 年 7 月 18 日〉
☆
「ドラッカーを通して明治維新を考える」
中村正孝
☆
「ドラッカー視点で考える新世代電気自動
車とイノベーション」和田憲一郎
［分科会活動報告（2008 ～ 2012）
］

・分科会会場は，アーステミア有限会社虎ノ
門オフィス
（1）
「IT
 企業とマネジメント」
期間：2008 - 2009
・リーダー：伊藤年一
・サブリーダー：片貝孝夫

☆
「ドラッカー流『いま，何をすべきか？』乱

・ファシリテーター：森岡謙仁

〈第 22 回：平成 23 年 11 月 15 日〉
・「日本の IT 業界の進路」坪田幹人
☆
「道元禅師の“禅”の思想とマネジメント』
山田博彰
〈第 23 回：平成 24 年 1 月 17 日〉
☆
「ドラッカー流ワークシートの作成と実
践」市川充
※本 発表は，2012 年 5 月 26 日ドラッカー
学会総会（早稲田大学）において研究発
表を行った．
☆
「ドラッカーが考える社会的責任と ISO26000」北村和敏
〈第 24 回：平成 24 年 3 月 21 日〉
☆
「韓国企業は何故，グローバル企業なのか」
元大 振

期間：2009 - 2010

営業本部長としてドラッカー流経営改革
を実行している川口氏の㈱三河屋を見学，

・サブリーダー：陣野壮太郎

Facebook を活用した社内活性手法や人事制

・ファシリテーター：森岡謙仁

度改革の現状について学ぶことができた．

・メンバー数：11 名

2012 年 6 月は浜松のドラッカー学会員で

・成果報告書：A4 版，59 ページ

学．BBQ を活用した社内活性化システムや

期間：2012 - 現在進行中

経営理念等，マネジメントの新しいモデルを

・リーダー：北村和敏
・サブリーダー：奈良間英樹
・メンバー数：14 名

功をしている農業法人である．最近，TV 等
（紹介者：森岡謙仁）

た．経営陣はドラッカーについてほとんど知

「万人のためのドラッカー」の啓蒙．普及活動

らなかったが，実際に行われている人事制度

【活動内容】

や経営手法を聞くと，正にドラッカーのマネ

①奇数月の平日夜開催

ジメントだと分かった．ドラッカーが言うよ

②
『実践するドラッカー［思考編］
』をテキス

うに，マネジメントの基本と原理原則はどこ

トに毎回 1 章ずつ進行
③グループに分かれて各章末に載っている

④2012 年からは偶数月に事業訪問見学会を
スタート

・メンバー数：11 名

研究方法として事業見学会をスタートした．

期間：2009 - 2010

いる組織は，自然とマネジメントの基本と原
理原則を実施していることが理解できた．
参加者に多くの学びを与えている事業見
学会は，今後も業種を変えながら，実施して
いく予定である．
（紹介者：前田紳詞）

従来から続けているグループディスカッ
ションに加え，2012 年からは，新たな学習・

・成果報告書：A 4 版，28 ページ

でも変わらないことが立証できた．成功して

【活動成果】

・ファシリテーター：森岡謙仁

（3）
「アントレプレナーシップ」

分科会

体験にもとづく貴重な話しを聞くことができ

【活動目的】

ットとグループごとの発表

・サブリーダー：丸山有彦

にもよく出演される専務からモクモクファー
ムのマネジメントや新規事業の苦労話等，実

◎ドラッカーマネジメント研究会：名古屋 SG

・成果報告書：A 4 版，27 ページ
期間：2008 - 2009

2012 年 8 月は三重県のモクモクファーム
を訪問．農畜産業において東海地域では大成

実践シートの質問内容についてアウトプ

・リーダー：宗 初末

学ぶことができた．

・ファシリテーター：森岡謙仁

・メンバー数：11 名
（2）
「目標と成果」

分科会

ある蓬台氏が代表をつとめる㈱都田建設を見

（5）
「組織の社会的責任」

分科会

告書は，ドラッカー学会のホームページに
掲載している．

2012 年 4 月はドラッカー学会員であり，

・リーダー：長島基

・下記のうち終了している分科会の成果報

☆
「ドラッカーと経営会計」行本憲治
気流時代の生き方講座事例」渡邉明男

（4）
「マネジメント．スコアカード」

分科会

社会生態学者を自負していてドラッカー
は「見ること，観察すること，人の話を聴く
こと」の重要性を訴えていた．座学だけでな

◎ドラッカー勉強会：京都 SG
〈今後の読書会開催予定〉
第 24 回読書会
日 時 2 012 年 9 月 11 日（火）
19 時 30 分から 21 時 30 分まで

・リーダー：根本雅章

く，優れた組織，改革を実施している組織，

・サブリーダー：丸山有彦

いろいろな業界を見学し，マネジメント運営

・ファシリテーター：森岡謙仁

の話を直接聞くことで，より一層マネジメン

第 25 回読書会【予 定】

・メンバー数：11 名

トの基本原理．原則を感じ取ることができた

日 時 2 012 年 10 月 9 日（火）

・成果報告書：A 4 版，15 ページ
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と思われる．

テーマ 現
 代の経営 12 章（経営管理者は何
をなすべきか）考察

19 時 30 分から 21 時 30 分まで
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研究グループの活動

テーマ 現
 代の経営 13章（組織の文化）考察

りが多くなり新しく参加された方々には読書

を 2 回セットで進めています．また，初めて

第 26 回読書会【予 定】

会参加の目的を確認しなければ進まないとい

参加される方には私がオリエンテーションを

日 時 2 012 年 11 月 13 日（火）

う問題も出てきました．このような状況にお

行っています．
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◎読書会「ドラッカーのポケット」高松 SG
「ドラッカーのポケット」高松 SG では，
2008 年 5 月より読書会をスタートし，月一

いて，今後の読書会は原則第 2 火曜日に開催

勉強会終了後は，語り足りなかったメンバ

テーマ 現
 代 の 経 営 14章（CEOと取締役

し，課題図書である『現代の経営』を読み進

ーが近くの喫茶店に集まり，閉店近くまで熱

の名称は，会員の公募により定めたもので

会）
，15章（経営管理者の育成）考察

め，読書会後半は参加者それぞれの体験を持

く語り合うということも恒例となっています．

「ドラッカーの経営思想やドラッカーが発す

全て長岡京バンビオ内長岡京市中央生涯

ち寄り考察することと，この読書会の進め方

19 時 30 分から 21 時 30 分まで

回のペースで継続しております．この読書会

IT を活用しているメンバーの中には，昨

るマネジメントに対する質問を，常に各人の

年からスカイプを活用して毎週金曜日の早朝

ポケットに入れ，仕事や私生活において方向

今日までに『現代の経営』の 11 章までを終

「ドラッカースカイプ勉強会」を開催し，そ

性が見えないとき，意思決定に迷ったとき，

え，人口ピラミッド，言葉によるコミュニケ

の週の「ドラッカー 365 の金言」を毎回 20 名

また事業が順調なときにも，時折ポケットか

ーションの重要性，
「常に人間的な要因に戻

弱のメンバーで学んでいる人，また，今年に

ら取り出し，正しいことを正しく行おうとし

この 1 年間は，京都研究グループにおい

る」の意味，従業員第一主義とは，ビジネス

入って facebook で「ドラッカーを学ぶグル

ているかをドラッカーさんに聞いていきまし

て非常に重要な時期となりました．2011 年

モデルジェネレーションとは，中堅社員にチ

ープ」を立ち上げ，順調にメンバーを増やし

ょう」との思いが込められております．現在，

9 月より 2 冊目の課題図書である『現代の経

ャレンジさせる目標管理制度について考察を

て，
間もなく400人になろうとする人もいます．

登録会員数は，55 名で，毎月の参加者数は，

営』に取り掛かり，各章を月 1 回の読書会で

深めてまいりました．

昨年も紹介しましたが，職場の活性化施策

10 名～ 20 名となっております．参加者の顔

今後は，
『現代の経営』の下巻に取り組ん

として「プロフェッショナルの原点」を会社

ぶれは，議員，企業の経営者や管理職，一般

でまいります．ドラッカーの教えを通じて，

で学ぶことを提案して，会社から 30 数名全

社員，教師，学生，経営コンサルタント，農

「京都で集う会」として，京の奥座敷亀岡で

それぞれの人が属する組織をして高度の成果

員分の書籍を購入してもらい，会社内での勉

業経営者など多岐に及んでおり，年齢，性別

300 年の歴史を刻む，江戸時代の武家屋敷を

をあげ，責任あるマネジメントを学ぶため

強会を立ち上げたメンバーは，現在も勉強会

ともにいいバランスが保たれています．

守る女将さんのイノベーティブなお話を伺う

に，あくまでも実践を主として取組んでいき

を続けられており，職場の雰囲気も良くなっ

など様々な取組を進めております．

ます．この勉強会では，それぞれの立場で課

てきているとのことです．

学習センター会議室で開催いたします．
なお，
10 月以降の日程，考察テーマは変更する可
能性もございますのでご了承ください．
〈近況活動と今後の抱負〉

考察してまいりました．
また，11 月には第 2 回京都研究グループ

を変更することとしました．

活動の内容は，数名の方に持ち回りでファ
シリテータをして頂き，参加者は，課題本の

題図書を紐解いていきますが，ドラッカー理

また，月 2 回，隔週の水曜日の出勤前に行

指定された章について，気付きや他の参加者

この勉強会の目的，その進め方について参加

論を実践していこうとする方々と語り合うこ

われている勉強会（通称「あさドラ」
）につい

に理解を補ってもらいたい点などを，順次発

者全員で協議したいという要望があり，考察

とで得られる学びから，自らの視座を上げる

ても 2 年目を迎え，少人数ではありますが，

表し，それを基に自由に意見交換をする形式

内容を変更して取り組むこととしました．参

ことのできる読書会にしていきたいと考えて

引き続き『ドラッカー 時代を越える言葉』

を採っています．意見交換では，書籍の内容

加者各人のこの勉強会に参加する目的は様々

おります．また，他の研究グループとは一味

を教材として楽しく学んでいます．

に留まらず，参加者が抱えている経営上の課

で，異なる業界．職種の方からの情報収集，

違う取組として，京都らしさ「京都で集う会」

より実践的なものを学びたい，参加者それぞ

も積極的に取り組んでまいります．

今年 3 月には，最近の勉強会の状況を見て，

れの経験を出し合い，その経験を自分の現場

（紹介者：中村道一）

に持ち帰り，それを生かすなど，どのような
立場であってもその人の立場で読み込み，解

◎ドラッカー勉強会：大阪 SG

個人的には，東日本大震災の直後に勉強会

題や，管理職としての悩みなどに及ぶことも

メンバーが立ち上げたボランティア活動「癒

あります．また，意見が分かれて熱い議論に

しフェア」を支援することにより，マネジメ

なることもありますが，それらのことがドラ

ントの実践に取り組んでいます．また，あり

ッカーの考えに対する理解を深め，実業務に

がたいことにカルチャースクールから依頼が

活かすための糧になっているように感じてい

釈することが出来，それぞれの立場における

大阪 SG の勉強会は 3 年目に入り，最近の

あり，10 月から毎月 1 回，半年間に渡って「今

ます．今年の 4 月からは，読書会後に参加者

解釈が聞ければ勉強になるとのことでした．

参加者は 15 名程度です．今年は 1 年かけて

こそドラッカー」というタイトルで，講座を

の皆さんに簡単な感想を提出して頂くように

担当させていただくことになりました．

しました．これらは，ある程度纏まった段階

ドラッカー理論は，仕事にとどまらず，家

『経営者の条件』を学んでいます．学習パタ

事などにも使える．この勉強会を開催したの

ーンとすれば，何か発表するようなテーマが

まずは自らをマネジメントし，そして，自

は，様々な人が集まり，ドラッカーの教えを

ある場合は，30 〜 40 分程度で発表していた

らが所属する組織をマネジメントすることに

課題本は，今年 3 月，ロングランだった『現

通じて，それぞれの人が属する組織をして高

だき，残りの時間については，4 名程度のグ

よって，ネクスト・ソサエティの水先案内人

代の経営』を終え，4 月から『プロフェッシ

度の成果をあげるためのマネジメントを学ぶ

ループに分かれて 30 分間のグループミーテ

として頑張りたいと思います．

ョナルの条件』をスタートしました．この本

ためです．最近はメンバーも増え，人の出入

ィングと 20 分間のミーティング内容の発表

（紹介者：江木宏志）

で何らかの形で発表したいと考えています．

の選定は，ある会員の方の「若いときにこの
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本に出会っていれば人生が変わっていたかも

近づくと，1 人ずつの発言機会が少なくなる

ところで，会場は高知市役所内の市民活動

しれない」の言葉がきっかけです．その言葉

し，一桁はやはり寂しい．12，3 人くらいが

サポートセンターをお借りしているのだが，

のとおり，この課題本からは毎回多くの示唆

ちょうどいい．

市のトップ，岡﨑誠也高知市長がサプライズ

違う観点からの様々な考え方を知ることが出

ゲストで来られた時は，皆さん驚いた．

来ることです．参加している人の仕事，
性別，

や新たな発見を頂いています．

『経営者の条件』
，
『イノベーションと企業

い等）について，意見交換を行います．
読書会に参加する意義としては，自分とは

2011年度ドラッカー学会エッセイコンテ

家精神』と読み進めて，現在はエリザベス・

夏の懇親会を兼ねたマネジメント視察を

年齢は様々ですが，改めて色んな視点．考え

ストでは，この会の名付けの親である天米一

ハース・イーダスハイム著『P. F. ドラッカー

某店で開いたところ，会の冒頭にわざわざ挨

方があるものだと毎回感じます．まさに「そ

理想企業を求めて』が間もなく終わるとこ

拶しにきていただいた．
「明日から議会なの

れぞれのドラッカー」です．

志氏の「ドラッカー博士に教わるPPP
（官民連
携）
」が準優秀作品に選ばれました．私たちの
研究グループのメンバーが，このような評価

ろである．
仕事を終えて三々五々集まってくるので，

で」とノンアルコールビールで乾杯の音頭．
「市役所のようなところこそ，マネジメント

を頂いたことは，大変誇りに感じております．

最初は当然，雑談．近況報告とか，面白い出

が大切ですよね」などと，しばし「非営利組

今後は，この読書会を活動の基盤としつ

来事とか．職種や年齢，興味などがいろいろ

織の経営」談義に花を咲かせた夜だった．

つ，参加者が自ら取り組まれている実践内容

なので，
「今，高知というローカル地域社会

などについて情報交換を進め，実業務に活か

でどんなことが起きているのか」を知る絶好

すための具体的な研究へと発展させていくこ

の機会でもある．

とができれば，より実り多きものになるので
はと期待しております．
引き続き，各研究グループの皆様のご支援
を宜しくお願い致します．
（紹介者：神原孝行）
◎ドラッカー読書会：高知 SG

本番の読書会では，ドラッカーのマネジメ

（紹介者：小笠原雄次）

熊本 SG では「気づき＆きっかけ」をテー
マにしています．
思いがけない箇所から，参加者の問題提起
があると，考え込んでしまうことがあります
が，各自それが大いに知的刺激になります．
また，今のところ，福岡会場と指定範囲を

◎ドラッカー研究会：福岡 SG
今 年 は 2 月 ま で は『 マ ネ ジ メ ン ト〈 下 〉
』

合わせています．ML で事前投稿等を行い，
限られた時間を有効活用するため，出来る限

ント思想，社会思想に大いに学び，毎回頭が

を，3 月以降は「経営者の条件」を課題図書

り事前に論点を整理するようにしています．

刺激される．参加したメンバーが一行一行の

として読書会を開催しています．1 月から 8

ML には，現在約 100 名以上が登録してい

記述をどう受け止め，どう感じたかを発表し

月までの参加者は延 60 名です .

ます．この中には，読書会には参加できない

合う．それがいつの間にか，本にある実例と

福岡 SG の活動としてはそれほど活発とは

似ていたり関連する実務上の事例や経験につ

言いがたい状況です．読書会のあり方も含め

す．2007 年 11 月から ML を配信しており，

いてシェアする場となっていく．

て議論はしていますが，なかなか妙案はあり

2012 年 8 月末の投稿数は約 2800 件です．

が，ML は読みたいという方も含まれていま

四国では，高松で先行して読書会（
「ドラ

現場の社員，中間管理職，そして社長や取

ッカーのポケット」
）が催されていた．でも

締役たち．大学生，公務員もいる．立場は違

今後，経営者向けとかコース別の研究会も

けでなく，時津さんの「今日の気づき」が投

高知から行くには，ちょっと遠い．そこで高

っても人の問題やイノベーションの必要性な

考えていいのかもしれません．今後の検討課

稿されています．これは，ドラッカーの名言

松の会に参加していた，筆者の先輩である武

ど，課題は同じであることが多い．じっくり

題です．

を紹介するとともに，そのポイントを簡潔に

田茂氏と「高知でもやりたいですね」という

互いのマネジメント経験を聴き合う．

ことになり，高知大学人文学部の中川香代

筆者は中小企業のミドルマネジャーだが，

教授にも発起人になってもらい，2011 年の 1

トップが経営について，どういう局面でどう

月から読書会活動をスタート．今の「四国研

考え，
行動しているのかを知ることができて，

究グループ高知ドラッカー読書会」へとつな

とても有意義だ．

ML では，読書会関連の事前．事後投稿だ

ません．

以上簡単ですが，福岡 SG の報告に代えさ
（紹介者：時津薫）

九州では，福岡と熊本で読書会を開催して

プレ読書会でドラッカーを紹介する DVD

メント視察」
．今まで一回も欠かしたことが

おり，熊本 SG は 2010 年 1 月から活動してい

を上映して，
「一緒に読んでみませんか」と

ないのが自慢だ．こちらをメーンにしている

ます．

呼び掛けた．翌 2 月から月 1 回最終月曜日の

メンバーさんもいるかも．悩みは，行き尽く

開催で，読書会を続けてきている．

して新規店開拓が難しいことか．

ことし 2012 年は 2 年目．口コミやフェイ

武田茂氏が高松のメンバーでもあるので，

また，私も時々 Daily Drucker から，その
ポイントとなる英文を抜粋し，日本語訳と若

◎ドラッカー研究会：熊本 SG

読書会後は第二部の「近辺の居酒屋マネジ

がっている．

解説されており，日常業務の参考にされてい
る方も多数います．

せていただきます．

干のコメントを付けて投稿しています．和訳
だけでは，ニュアンスが伝わりにくい英語独
特の表現についても解説をしています．
読書会は月 1 回，平日の夜に 2 時間弱開催

活動内容は，他の SG とほぼ同じで，課題

していますが，年に 2 回程度は懇親会も併せ

図書の指定範囲（2011 . 3 ～ 9 は『マネジメン

て開催しています．7 月及び 12 月には，土曜

ト 』中，2011 . 10 ～ 2012 . 2 は『 マ ネ ジ メ ン

日の午後 1 ～ 5 時の間，通常の指定範囲の他，

スブックなどを通じて徐々に広がり，現在，

「高松と高知でコラボ合宿をやりたいね」と

ト』下，
2012 .3 ～ 9 は「経営者の条件」
）から，

数ヶ月分の復習も併せて実施しました．長時

登録上の会員は約 50 人．うち，毎月十数人

楽しい企画も温めているが，こちらはまだ実

各自気になった箇所（感銘を受けた，今ひと

間の読書会でしたが，全員最後まで緊張感を

が参加している．2 時間あまりの会．20 人に

現には至っていない．

つしっくり来ない，どういう意味か分からな

持って，熱心に意見交換を行いました．改め
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て，参加メンバーのモチベーションの高さを

ある読書会を継続して開催していきたいと考

感じた次第です．

えています．

今後も，参加者のニーズを踏まえて，実り

（紹介者：春日潤一）
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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
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Vol. 3 2009 年
■巻頭

回想のピーター・ドラッカー............................................................................................ 野田一夫
Drucker’s Foresight................................................................................................. Doris Drucker
【インタビュー】文化と文明の懸け橋としてのマネジメント―次なる百年のためのフレーム
ワーク................................................................................................................................. 上田惇生

【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
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私のなかの夢と志.................................................................................................................. 時津薫
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
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

「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

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
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

【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

■講演録

【研究ノート】ドラッカーの世界に見る TOC（制約条件の理論）........................................ 桂利治

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

【研究ノート】科学者のためのドラッカー............................................................................ 脇秀徳

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

【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

2 つのグローバリゼーションの光と影............................................................................ 藤島秀記

【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

■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

ドラッカーから得た学びと実践............................................................................................ 酒巻久

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

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

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

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

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

私のメンター，ドラッカー............................................................................................... 高塚伸志

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
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「強みを活かす」ということ.............................................................................................. 瀧野雅一
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
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

The Question: Drucker’s Tool for the Pursuit of Leadership Truths.......... Anthony Shapella

『文明とマネジメント』バックナンバー目次

知識労働の生産性に関する検討―ドラッカーの宿題.................................................. 大木英男

ネクスト・ソサエティはトップマネジメントから何を期待するか？................................ 安井猛
物質精神両面の豊かさと人類全体の幸福を目指した「知的付加価値の生産性向上」について
－東洋的陰原理による文明の新たな進歩へ向けての試論........................................... 山縣俊夫
■研究ノート

【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............... 星野晴彦
【研究ノート】ドラッカーと西田幾多郎........................................................................... 疋田秀裕
■関連論考

“合併の大波”が意味するもの.......................................................................................... 藤島秀記
ドラッカーの思想枠組み.......................................................................... トニー・H・ボナパルト
教師としてのドラッカー........................................................................... ジョン・E・フラハティ

Tomorrow’s Tomorrow: Millennials and the Self-Knowledge Imperative
............................................................................................................ Joanna K. B. Balda
What I Learned from Peter Drucker................................................................ Bruce Rosenstein

■講演録

What I’ve Learned from Peter Drucker............................................................. Rick Wartzman
th
The 100 Anniversary of Peter Drucker’s Birth................................................. Ira A. Jackson

■追悼・南尚鎮氏

A Lesson from Drucker: No One is Born to Leadership................................ William A. Cohen

How I Remember Peter Drucker................................................ Cornelis A.“Kees” de Kluyver
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

■活動報告
会計報告等
支部・研究会の活動
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ドラッカー先生の思い出................................................................................................... 伊藤雅俊
知識労働者とその組織.......................................................................................................... 柳井正

■活動報告
会計報告等
支部・研究会の活動
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 5 2011 年Ⅰ
■巻頭

発刊の辞............................................................................................................................. 藤島秀記
『文明とマネジメント 2011 年Ⅰ』刊行にあたって.......................................................... 上田惇生
■総会・講演会資料（5 月 14 日）

Vol. 4 2010 年
■巻頭

【インタビュー】ドラッカー・スタディーズの未来......................................................... 上田惇生
■論文―知識社会

P. F. ドラッカー―「マネジメントの発明」への道程................................................. 坂本和一
ジェイン・オースティンを読むドラッカー..................................................................... 三浦一郎

イノベーションの 7 つの機会と用途開発.......................................................................... 岸本秀一
「定性的変化を評価するプロセス」に関する一考察― 観察，認識，評価の厳密化の検討
.............................................................................................................................. 佐藤等

第 6 回 総会・講演会プログラム

ドラッカーと松下幸之助―その共通の視座から学ぶべきこと................................... 渡邊祐介
事業再生とドラッカー.......................................................................................................... 安嶋明
「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」でのある風景
―すでに起こった未来と日本企業としての備え.......................................................... 花松甲貴
われわれがドラッカーに学んだもの............................................................................ 小林陽太郎
『現代の経営』と私の経営.............................................................................................. 茂木友三郎
■論文―イノベーションの新展開
P. F. ドラッカーによる「イノベーションの発明」
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―『イノベーションと企業家精神』
（1985 年）の歴史的意義...................................... 坂本和一

ドラッカーにおける「マーケティング」と「イノベーション」........................................ 三浦一郎
社内企業家とイノベーション............................................................................................... 肥塚浩

「経済の暗黒大陸“流通”」再考.............................................................................................. 白珍尚
ドラッカー「シアーズ物語」におけるリチャード・シアーズの評価をめぐって.......... 西川英臣
接着剤のマーケティング................................................................................................... 森村正博
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ドラッカーの「知覚」概念への心理学的アプローチ

—社会生態学への心理学の導入可能性の検討................................................................. 佐藤等
非定住的思考の起源—ツヴァイク，ラーゲルレーブ，ムージルをめぐって............ 井坂康志
■論考
ドラッカーの社会生態学手法で太平洋戦争終結直前における民衆の価値観変化を探る
......................................................... 大木英男

■一般投稿論文

ドラッカーとマネジメントの哲学としての「自己目標管理」............................................. 福山穣

第 2 回グローバル・ドラッカー・フォーラム・ヴィエンナ 2010 における
イノベーション概念の展開とその意義................................................................................ 安井猛

ドラッカーと実業人渋沢栄一に関する一考察
—渋沢栄一の企業要領を中心として............................................................................. 伊藤末高

ドラッカー・プレミアムとドラッカー・スタディーズ関係性の考察................................ 佐藤等

知識イノベーションとドラッカー「教育革新論」の周辺............................................... 宮内拓智
コンプライアンス再考...................................................................................................... 伊藤末高

経済社会シミュレーターによる政治経済分野での「知的生産性向上」の可能性
—東洋思想からのアプローチ........................................................................................ 山縣俊夫
専制とマネジメント........................................................................................................... 丸山有彦

産業人ヴァルター・ラーテナウ―P. F. ドラッカー初期著作（1933 − 1942 年）の
政治的射程.......................................................................................................................... 井坂康志

........................... 中野羊彦
［書評］
『経験からの学習—プロフェッショナルへの成長プロセス』

■論考―思索と実践

［講演］われわれがドラッカーに学んだもの............................................................... 小林陽太郎
［講演］
『現代の経営』と私の経営.................................................................................. 茂木友三郎

ドラッカーの経営戦略論にもとづいた新たな戦略マップの提案.................................. 浅沼宏和

ドラッカー・マネジメントにおける知覚......................................................................... 丸山有彦
マネジメントに織り込まれた「自由の条件」................................................................... 和光良一

ドラッカー思想の革新...................................................................................................... 疋田秀裕
■活動報告

■講演録

■活動報告
会員へのお知らせ
会計報告等
支部・研究会の活動
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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

Vol. 6 2011 年Ⅱ
■巻頭

巻頭の辞............................................................................................................................. 藤島秀記
［インタビュー］第二の船出に向けて—ドラッカー学会代表退任の挨拶を兼ねて.... 上田惇生
■研究論文

パラダイム転換迫られる日本の経営—ドラッカーが見てきた可能性と限界............ 藤島秀記
NFL タンパベイ・バッカニアーズにみるプロスポーツ組織の社会的責任
—社会貢献活動を通じた戦略的なビジネス基盤の構築........................... 福田拓哉・種子田穣

ドラッカーの科学的管理法の評価をめぐって................................................................. 岸本秀一
「サービスの工業化」とドラッカー................................................................................... 田中浩子
マスキー法に見る企業の社会的責任................................................................................ 石川敦夫

ドラッカー思想の実践例としての CKI

—ホワイトカラーの生産性向上を目指して................................ 桑江曜子・北川聡・前島克好

ピーター・F・ドラッカーに学んだ三人のコーチング・マスターの
コーチング原理と彼らのエグゼクティブの実践に対する意義........................................... 安井猛

Vol. 7 2012 年Ⅰ
■巻頭

ドラッカー研究の意味...................................................................................................... 三浦一郎
学会使命の再認識.............................................................................................................. 藤島秀記
■総会・講演会資料（2012 年 5 月 26 日）
第 7 回 総会・講演会プログラム

【会員研究発表①】今後の医療について............................................................................... 井上薫
【会員研究発表②】人事に生かす「実践するドラッカー」................................................ 川口博己

【会員研究発表③】アミュレット事業戦略検討シートについて.......................................... 市川充
ドラッカー研究の未来...................................................................................................... 三浦一郎

『ドラッカーの警鐘を超えて』—自著を語る............................................................... 坂本和一
Living in More Than One World: A Different Way of Looking at Your Life
................................. Featuring Bruce Rosenstein in a Conversation with Joseph Lee
■研究論文

技術官僚批判の意味するもの—
『現代の経営』から『マネジメント』へ..................... 三浦一郎
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生協経営に学ぶガバナンスと社会的責任......................................................................... 奧村陽一

現代地域コミュニティと社会的排除についての一視点.................................................. 小沢道紀
知識労働者のマネジメント再考........................................................................................ 石川敦夫
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『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 2013Ⅰ

市場のグローバリゼーションと流通小売業.................................................................... 田中浩子
“Management Accounting”の迷走に関する要因の考察
—ドラッカーのマネジメントからのアプローチ.............................................................. 佐藤等
ドラッカーによるマークス＆スペンサーの評価をめぐって
—ミッションとしての「社会革命」を中心に............................................................... 西川英臣
Peter Drucker, the Down-to-Earth Management Thinker......................... Winfried W. Weber
■論考

ドラッカーのマーケティング発想.................................................................................... 大木英男
［実践レポート］山城屋おんな経営記........................................................................... 真田千奈美
［対話］ポストモダンの作法としてのマネジメント...................................... 上田惇生・井坂康志

◇本誌は年 2 回（毎年 5 月，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．
◇論稿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，5 カ月前を締切り
に原稿を提出していただきます．予定される方は，6 カ月前を目安に学会事務局
までメールで投稿の意思を表示し題目を届ける必要があります．
◇なお，本誌は刊行からしかるべき時期を経過した後に，学会ホームページで公表します．

■関連論考

ドラッカー思想の起源..................................................................... ベルトホルト・フライベルク
教養としてのマネジメントの起源........................................................ ジョゼフ・A・マチャレロ
技術史家としてのドラッカー.......................................................... メルヴィン・クランツバーグ
■講演録

ドラッカーは何を語り，何を語らなかったのか............................................................. 三浦一郎
『断絶の時代』と現代—旧訳と新訳の間で何が起きていたか...................................... 藤島秀記
日本社会の病根—
「劣化する知性」を打破するには？.................................................. 阪井和男
ドラッカーと世阿弥—新しさのマネジメント......................................................... 土屋惠一郎
■活動報告
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

【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，
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．
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◇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
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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．
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編集委員会に送付するものとする．
⑦以上，投稿され，掲載を可とされた論稿はいずれも原稿の提出をもって編集委
員の責任校了とする．
（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．
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知識労働者は，仕事を超え，組織を超え，さらには，自らの専門を超えた
意味ある社会生活，人間関係，貢献を必要とする．


―『ポスト資本主義社会』
組織と知識労働者は，互いを必要とする．
いずれも一方だけでは，

生産することができない．換言するならば，
いずれも
「独立」せず，

いずれも
「従属」しない．彼らは，相互依存的である．


―『ポスト資本主義社会』
新しい多数派たる知識労働者はいかなる政治勢力の概念ともなじまない．


―『新しい現実』
今日の知識労働者は昨日の知識専門家の後継ではない．昨日の熟練労働者
の後継である．
―『マネジメント』
知識労働者は，自らがなすべきことは，上司ではなく知識によって，

人によってではなく目的によって規定されるべきことを要求する．


―『断絶の時代』
知識労働者は，
生計の資だけの仕事では満足できない．彼らの意欲と自負は，
知識人としての専門職のものである．彼らは，知識をもって何ごとかを成し
とげることを欲する．
―『断絶の時代』

