つねに必要とされるのは，学びつづけ，粘り強く働き，自らを律し，適応する
意志である．正しい原理と方法を適用する意志である．


―『イノベーションと企業家精神』
「正しい結果を与えてくれる最も簡単な分析は何か．最も簡単な道具は何か」
を問わなければならない．アインシュタインは，黒板よりも複雑なものは，
何も使わなかった．
―『創造する経営者』
新しいくせに大きく見えるものこそ怪しむべきである．成功の確率はごく
小さい．イノベーションに成功するものは小さくしかもシンプルにスタートする．

―『イノベーションと企業家精神』
予期せぬ成功に気づかないのは，今日の報告システム，注意を喚起する
どころか報告することさえしないからである． ―『イノベーションと企業家精神』
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もう一つの世界―ドラッカー・コレクション
The Vison for the Next Drucker Studies and Practices

三浦一郎
Ichiro Miura

（立命館大学経営学部，本会代表）

今年はドラッカー没後 10 年にあたり，ドラッカーを記念するいろいろな催
しが開かれている．その中に，ドラッカー・コレクション展があった．ドラッ
カーが日本の水墨画・文人画のコレクターであることは，よく知られている．
ドラッカーにこのことを論じるいくつかの文章があり，私が最初にふれたの
は，1979 年の『傍観者の時代』につけられた付録の小冊子である．その後，前回
1986 年の展覧会の時の図録を古本で買って見ていたりしたので一応の知識は
あるつもりでいた．
5 月末に，妻と二人で京都から千葉に出かけた．展覧会では，コレクション
の質と量に圧倒された．200 点に及ぶ作品の中には，私でも知っている著名な
作家の作品も数多くあった．そしてコレクションが体系的なものであることを
感じた．20 代のときロンドンの展覧会で偶然知り日本画に対する愛が生まれ，
この愛は，その後人生の全期間にわたって続いたと，ドラッカーは折にふれて
語っているが，そのことを実感した．
それにしても，このようなコレクションがいかにして可能であったのかと思
わざるを得ない．数点の好みの絵画を手に入れ愛好するのとは，まったく事情が
異なる．骨董は高価でもあるし，日本の水墨画・文人画は贋作の多さでも知られ
る．このことについて，展覧会にはドラッカーに助言した専門家たちについての
資料がいろいろと出品され，日本の専門家たちとドラッカーの親密な交流のあ
りさまが示されていた．そしてドリス夫人の協力についての資料もあった．
ドラッカー・コレクションの世界は，仕事と趣味，家族，人間関係，知覚，文
化理解，時間管理，継続学習などについて，多くの示唆を与えてくれるように
思う．
ドラッカー・コレクションの世界は，もう 1 つのドラッカーの世界を示して
いる．ドラッカーの世界は，広く深く多様である．ドラッカー・マネジメント
の世界がドラッカーの世界を代表するものであるとしても，ドラッカーの多様
な世界はそれぞれ深く理解される価値と必要があると思われる．ドラッカーの
人・思想から生み出された全体としてのドラッカーの世界を理解しようとする
試みが，われわれに，激しい環境変化の現在を生きる手がかりを与えてくれる
ように思えてならない．

新任理事に寄せて

―ドラッカー学会の次の 10 年に思う
Forward the Next 10 Years’ Drucker Workshop

森岡謙仁
Kenji Morioka

（アーステミア，本会理事）
ドラッカー学会は新しい 10 年に向けて歩み出そうとしています．私のドラッ
カー学会との関係も，早いもので 10 年目を迎えています．今，ドラッカー学会
では，
「次の 10 年についての 5 つの重要な質問」を自ら問う活動をしています．
ドラッカー学会の次の 10 年を展望するに当たって，各自がこれまでの 10 年を
振り返ることは意味のあることだと思います．
私の場合，ドラッカー学会との最初の出会いは，第 1 回総会，ドラッカー先生
追悼懇親会（2006 年 5 月 13 日）でした．会場に入ると先生の遺影が飾られてい
ました．その会場で，野田一夫先生，上田惇生先生，藤島秀記先生と，お名刺を
交換させていただき感激したことを昨日のように思い出します．
それからの私のドラッカー学会の活動としては，学会初期の推進委員であっ
たことと，ドラッカー「マネジメント」研究会（以降，研究会）の設立と運営で
す．研究会の設立については，特別の思いがあります．2007 年当時，上田先生
には，私が講師を務める CIO
（最高情報責任者）養成講座（日経ビジネススクー
ル）でゲスト講師をお願いしていました．講座終了後の懇親会の席で，マネジ
メント・スコアカード（MSC）を広めたいとお話したところ，上田先生から「森
岡さん是非」との一言があり，ドラッカー「マネジメント」研究会の設立を決
意したことです．その後，研究会の運営を今も支える伊藤年一氏はじめ発起人
を募り，2008 年 1 月 23 日に第 1 回研究会を 18 名でスタートしました．
この研究会の設立に当たっては，上田先生と約束したことが 3 つあります．1
つは，ドラッカー学会会員以外の参加者も含めること，2 つは，研究会の毎回の
活動報告をドラッカー学会 HP に掲載すること，3 つは，ドラッカー学会の会員
の増強に寄与することです．この 3 つの約束については，研究会活動 8 年目の
今も継続しています．現在，ドラッカー「マネジメント」研究会は，約 60 名を
超えるメンバーから構成されており，奇数月に開催する研究会・読書会と，偶
数月に開催する「少子高齢社会」と「商品開発とベンチャービジネス」の 2 つの
テーマ別分科会が並行して活動をしています．このような質的な成長の推進力
は，3 つの約束の継続です．例えば，その一つである活動報告書を毎回提出する
ことは，次のようなフィードバック効果があります．まず研究会自体の強みを
知りそれを伸ばすこと，次に顧客（研究会メンバー）の価値に合わないものは
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自然に捨てられること，さらに活動報告書の作成など研究会運営に携わるマネ
ジメントチームが形成されることです．これは研究会活動の継続と成長にとっ
ては不可欠です．幸いなことに研究会の設立前から上田先生のご指導があった

どの意見もありますが，私たちはこれをイノベーションの機会ととらえ，より
良い社会建設の追い風とすることが大切です．
成果は外にあります．マネジメントという言葉を知っている人は，ドラッ

こと，設立後は研究会の運営に貢献して下さっている 15 名のボランティアス
タッフと研究会メンバーの皆様に感謝しています．
今，研究会は 10 年目の節目に向けて活動しています．研究会設立の動機であ

カーを知っている人の何倍もいます．より良い組織とより良い社会づくりに
は，この一般に知れ渡っている「マネジメント」という言葉の中身を「ドラッ
カーのマネジメント」に変えるという，質的な変換を行うことだと思います．

る「マネジメント・スコアカード」の研究成果の一部は，本年 10 月から開講す
るドラッカー学会主催「ドラッカーの小さな学校」
（公開セミナー）の中で紹介
するとともに，さらに研究を進めて行きたいと思っています．実は MSC につい
ても，特別の思いがあります．それは，今回新任理事のお声掛けをいただいた
藤島先生との出会いです．先生の書いた「マネジメント・スコアカード体系化

これはマネジメント改革であり社会イノベーションです．次の 10 年は，マネジ
メント改革の第一期となるよう，ドラッカー「マネジメント」研究会とドラッ
カー学会のマネジメントチームの一員として貢献したいと思っています．私の
主宰するドラッカー「マネジメント」研究会が，マネジメントに「」を付けて
いるのは，マネジメントの質的な改革の推進者でありたいという意味がありま

への試み」
（ドラッカー学会年報 Vol.2）を読み，この分野に大先輩がいることを
知ったのです．2009 年に研究会として「マネジメント・スコアカード」分科会

す．ネクスト・ソサエティのマネジメントは，識字率と同様に「ドラッカーのマ
ネジメント」の周知率が向上するに従い，やがてマネジメントの「」が外れるの

を立ち上げるにあたり，そのアドバイザーを藤島先生（ドラッカーの窓から明
日を考える研究会の主宰者）にお願いしたのが，今も継続している MSC の共同
研究のきっかけとなりました．その後も共同研究を進める中，ドラッカー先生
ご自身が MSC を語っている（2000 年秋にダイヤモンド社がドラッカー先生に
直接行ったインタビュー）映像を視聴することができ，活動の意を強くするこ

です．私たちは，そのイノベーターなのです．
私は新任理事として，ドラッカー学会に貢献したい分野は次の通りです．
・ ドラッカーの小さな学校（ドラッカー学会主催の公開セミナー）の推進
・ マネジメント・スコアカード及びその活用事例の研究と学会内外への発信
・ ドラッカー学会の研究会（スタディー・グループ）運営ノウハウの学会会

とができました．まだ，MSC は完成したものではありませんし，完成させるべ
きものではない，そういう性格のものかも知れません．経営環境の変化の中で
社会貢献を成し得る組織本来の成果をあげる「一つの正解など存在しない」と

員への発信
・ ドラッカー「マネジメント」研究会のさらなる質的な発展
・ その他，理事会，執行会議で承認される事項

思うからです．
私が理解しているドラッカー先生の説いたマネジメントの特徴は，社会貢献
という社会責任を組織の存在意義としていることです．その上での「5 つの重
要な質問」であり「8 つの重点領域目標」であり「マネージャーズ・レター」な

この 10 年間，世界は乱気流の中にいました．これからの 10 年も同じように政
治も経済も自然環境も人間生活も不安定な時期が続き，ネクスト・ソサエティ
への準備がクライマックスを迎えて行くと思います．私たち一人ひとりは，互
いの個性を活かしつつも共通の善と integrity を価値観として，それぞれの役割

ど，自己目標管理を哲学としたマネジメント体系です．それは「自然環境を破
壊することなく顧客と働く人を同時に幸せにできる」可能性を持っていると思
います．ところが，このような考え方や方法論でもあるドラッカー「マネジメ
ント」を理解するには，何十冊ものドラッカーの本を読破した上で実践するこ

と責任を果たすことが望まれます．皆様と一緒に私たちのドラッカー学会を成
長させ，より良い組織とより良い社会づくりに貢献して行きましょう．宜しく
お願いいたします．

とが必要となります．これが，ドラッカー先生の説いたマネジメントを学ぶ生
産的かつ有効な方法の一つとして，MSC とその実践事例の体系化とその紹介
に取り組んでいる理由の一つです．また，MSC は組織の健康診断ツールとして
も活躍が期待されます．それは，ドラッカー先生が『ポスト資本主義社会』で事
業監査の重要性を説いてから 20 年を過ぎた今日，国内外で世界的大企業の不
祥事が相次いでいるのを見ると，会計監査だけではない新たな企業統治の視点
を，人類が手にする時期が到来したと思えるからです．昨年から本年にかけて，
スチュワードシップ・コード，コーポレートガバナンス・コード，会社法改正と
いう企業統治の枠組みが変わりました．未完成だ，実質的な効果は望めないな

【略歴】 ドラッカー学会理事，ドラッカー「マネジメント」研究会主宰・ファシリテータ
ー，経営・情報システムアドバイザー／アーステミア代表取締役社長
・ CIO（最高情報責任者）養成講座（日経 BP 社）講師
・ 日経記事で学ぶドラッカー「マネジメント」実践活用法（日経ビジネススクー
ル）講師
・ ドラッカー「マネジメント」の実践（淑徳大学公開講座）講師
（著書）
「図解 ドラッカー入門」
（KADAKAWA/ 中経出版），
「教えてドラッカー 働く私は IT でどこまで伸びるの？」
（日経 BP 社），
「ドラッカーの実践！
！MOT
（技術経営）リーダーのためのマネジメントスキ
ルアップとテンプレート集」
（新技術開発センター，監修・共編著）他多数．
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明です．
「ささやかな試み」は，やがて私と土井氏を学会設立の発起メンバーへと導
き，今に至ります．一方，自身で実施した読書会は 600 回を超え，現在はファシ

My Points of View about the Next Decade

佐藤 等
Hitoshi Sato

（佐藤等公認会計士事務所，本会理事）

「組織の生成とは人為的でありながら，自然的でもある．ドラッカー学会にも
原型はあった．2003 年 4 月からドラッカー作品の読書会が開かれていた．その
ようなものがあるということが，日本のドラッカー学会設立の契機になってい
た．札幌の地で行われていたささやかな試みが種子だった」
（『文明とマネジメ
ント』2008 年，p. 1）
上田惇生前代表理事への「代表インタビュー」の冒頭の言葉です．当時の「さ
さやかな試み」を学会設立 10 年にあたって振り返ってみたいと思います．
2002 年に小樽商科大学大学院を修了していた私はゼミの後輩である土井尚
人氏（本会理事）とともに上田先生から直接教えを得る機会を札幌に設ける企
てをしました．2003 年 2 月 22 日，念願かなって「ドラッカー経営思想の真髄」
と題したセミナーが実現しました．
講演会終了後，先生を囲みなが皆が熱狂的なドラッカーファンであることを
告げました．上田先生曰く「アメリカでは，ドラッカーファンのことを称して
『ドラッカリアン』と言う」
．さらに「ドラッカリアンを冠したクラブみたいな
ものを立ち上げたらどうか」というお話を頂きました．その場で一同「ドラッ
カリアンの会」を立ち上げることに同意．しかも日本には，そのような会は存
在しないとのことで，いっそ「
“日本”ドラッカリアンの会」にしてしまおうと
いうことになりました．名誉会員上田先生（NO. ゼロ）を筆頭に，僭越ながら私
佐藤等が NO. 1，土井尚人氏が NO. 2 と続々と後の読書会のメンバーが名乗りを
上げました（日本ドラッカリアンの会は現在活動をしていません）．
「読書会」は，当初その会の具体的活動として 2003 年 4 月 18 日から毎月開催
されました．目的は，ドラッカーの著書から経営の実践に何らかのヒントを
得ながら，経営成果をあげていくことです．しかし読書会の活動そのものはド
ラッカーの著書をただただ真剣に読むだけです．この活動は上田先生を通じて
ドラッカーご本人のお耳にも達しており，その事実が時折挫けそうになる皆の
心を奮い立たせたものです．
「ささやかな試み」にも原型があります．
「読書会」という優れた方法は大学
院の指導教官である瀬戸篤先生のゼミで習得しました．2000 年の春に門をた
たき最初に読んだ著作が『経営者の条件』でした．大学院での読書会はドラッ
カーの著作に限定したものではありませんでしたが，その後連続して著作数冊
を読破．経営の実践に足りないものの多くがここにあると感じたことは今も鮮

リテーター約 40 名とともに全国 13 都道府県 19 カ所で「ささやかな試み」が続
いています．
上田先生が「種子」と表現されたドラッカー学会も 10 年を経過し，芽を出し
双葉を付けるときを迎えました．次の 10 年も日々の名もなきささやかな活動
によって創られます．会員皆で知恵を出しあって益々成果のあがる会にしたい
ものです．
【略歴】 本会理事．小樽商科大学大学院商学研究科修士課程修了，佐藤等公認会計士事務
所所長，㈱ヒューマン・キャピタル・マネジメント取締役副社長．
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して私たちも新たな問いを手にすることができ，その問いが新たな挑戦のため
の課題の所在を教えてくれる．

The Vison for the Next Drucker Studies and Practices

井坂康志
Yasushi Isaka

（ものつくり大学，本会理事）

学会のミッションについての検討が，
「五つの質問」を通して各研究グルー
プで積極的に行われている．学会設立後 10 年の今，次の 10 年を見据えてかか
る検討が自発的に行われつつあるのは，やはりこの学会がドラッカーの学会で
あって，その正統な遺伝子を受け継ぐ証と考えてよい．
しかも，実際にミッションと格闘した方なら誰もが知るように，それは簡単
なことではない．そもそもが，すっきりとかつ理路整然と説明できてしまうこ
と，美しく言えてしまうことに私たちは警戒感を持つべきとするのがドラッ
カーの考え方である．学会のミッションも，どことなく収まりが悪く，冗長で
あるほうがふつうである．
というのはミッションを考えることは，葛藤を受け入れることである．葛藤
なくして成長はない．葛藤とは痛みである．何よりドラッカーがそのことを
知っていた．
「私の観察によれば」とは，ドラッカーが好んだ言い回しの一つであった．
「私の観察によれば」とは，あくまで，彼の目にはこう見えるということだっ
た．彼の著作は，自らの観察にもとづいて書かれたものであって，分析や合理
によって書かれたものではない．おそらく，社会生態学という知的アプローチ
は，彼が自らの観察に従って書いていく一つの覚悟を形容したものだ．そこに
は葛藤を受け入れた人の毅然としたいずまいが漂うのに気づかないわけにはい
かない．葛藤を受け入れた者の勇気に気づかないわけにはいかない．
現下，
「私の観察によれば」としっかりと言えている人がいない．誰もが他人
の頭脳やよそのデータで考えたふりをしている．自分の目を信じ，自分の思考
を経ない言説にどれほどの価値があるというのか．
次の 10 年を考えるにあたっても，この葛藤こそが資産である．どんどん格闘
してほしい．レベルの高い問いを投げかけてほしい．偉大な思想家の条件は，
彼がどの次元で問いを発したかで決まる．プラトンやアリストテレスの問いは
2000 年以上経つ現在も有効性をいささかも失わない．一方で存命中はもてはや
されても，亡くなった途端に意味を失う問いもある．
問いを見つけて自ら問いとともに成長するほどに，強靱かつ繊細な知性を要
求する活動はない．ドラッカーの問い，すなわち文明とマネジメントという宏
大な視野に伴う問いは，数世紀有効のはずの問いである．ドラッカーは大きな
問いとともに自らを育てた．問いは私たちを今なお育てつつある．彼の目を通

【略歴】 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修了．ものつく
り大学特別客員教授，本会理事．著書に『ドラッカー入門 新版』
（ダイヤモンド
社，上田惇生氏と共著）等．
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追悼 小林陽太郎氏（元富士ゼロックス会長）
As A Memorial for Late Great Mr. Yotaro Kobayashi

小林陽太郎氏が 2015 年 9 月 5 日瞑目されました．
小林氏はドラッカーのマネジメントへの深い造詣を持たれ，
「企業は誰のた
めに，何のためにあるか」を真摯に問い続けられた希有な経営者でした．
この学会が誕生する 2005 年春，小林氏にお目にかかった折に，いまドラッ
カー学会の設立準備をしている旨をお話したら，
「こんにちの日本ほど，ドラッ
カーの思想とマネジメントを必要としている国はない．頑張りなさい」と励ま
していただきました．
また第 6 回総会・講演会（2011 年 5 月 14 日，於・早稲田大学小野梓記念講堂）
で，小林氏は「特に必要なものはドラッカーの言う『真摯さ』であると思いをい
たした．スキルやハウツーで補うことのできない根本的資質が『真摯さ』であ
るとドラッカーは言う．私はこれに『謙虚さ』を加えたい」と言われていまし
た．
小林氏の経営者として，また人としての姿勢は，ドラッカーのそれに深く通
底するものでした．
ここに，慎んでドラッカー学会を育ててくださったことへの感謝とともに，
深く哀悼の意を表します．
ドラッカー学会

研究論文
Research Papers
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「断絶の時代」― 1969 年から21 世紀へ
坂本和一

Kazuichi Sakamoto

（立命館大学，本会学術顧問）

Summary
Drucker’s famous work “The Age of Discontinuity” was published in 1969, about 45
years ago. This article intends that how the discontinuity which Drucker mentioned
has been evolved in the 21st century. Furthermore, after Drucker’s discontinuity, what
kind of new discontinuity appears. In conclusion, the age of the new industries and
new entrepreneur, the world economy, the new pluralism of organization, and the
knowledge society, that Drucker mentioned as coming new ara, has each has evolved
to as followed: the age of the great divide of society, the age of the Asia-Pacific and
the world after a ‘G-Zero, the age of the organizational alliance, and the age of the
new way of thinking of self-organization. Furthermore, it is the global environmental
problem that has appeared as the new most important problem after Drucker’s
discontinuity.

1. ドラッカーの「断絶」と現在
「継続の時代」は終わった（
『断絶の時代』第 1 章）：「断絶の時代」の到来
ドラッカーの名著『断絶の時代』が刊行されたのは 1969 年である．したがっ
て，21 世紀の今日，それからすでに 45 年近くが経過したことになる．
ドラッカーは，同書で表題どおり，
「断絶の時代」の到来を説き，新しい時代
の到来への発想の転換の必要を訴えた．そしてこの「断絶の時代」を新たな発
展の機会，
「好機の時代」にすることができると説いた．
第 2 次世界大戦後の世界は，政治，経済，社会，文化，世界観など，20 世紀前
半を支配したものが大きく転換した．人々は皆，そう感じていた．とくに経済
は，戦後大きく変化したと感じていた．
しかしドラッカーの見方は，違った．
「政治，科学，世界観，慣習，芸術，戦争
は変化した．しかし最大の変化があったとされている領域が，この 50 年間最も
変化しなかった．それが経済だった．
」
（ドラッカー『断絶の時代』上田惇生訳，
ダイヤモンド社，2 ページ）

13

これが，ドラッカーの時代認識であった．
1960 年代の米国，ヨーロッパ，日本の経済は，1885 年から 1913 年の間の延
長上にある．たしかに，自動車，テレビ，ジェット飛行機，プラスティック，抗
生物質，コンピュータなど，20 世紀初めに馴染みのなかったものたくさん現れ
ている．しかし，産業構造と技術は基本的に 1913 年とさして変わっていない．
このような歴史認識から，ドラッカーは次のようにいう．
「この半世紀は継続の時代だった．17 世紀の後半に貿易と農業が重要な存在
となって以来最も変化のない時代だった．この継続の時代に先進国では経済発
展が見られた．だがそれは，われわれの祖父や曾祖父の時代に敷かれたレール
に沿ったものであった．
」
（同上邦訳，6 ページ）
その上で，ドラッカーは，
「しかし今や，経済も技術も断絶の時代に入ってい
る．われわれはこの時代をさらに偉大な発展の時代にすることができる．ここ
で明らかなことは，技術，経済政策，産業構造，ガバナンス（統治）
，マネジメン
ト，経済問題のすべてが，断絶の時代に入ったということである」といってい
る（同上邦訳，6 〜 7 ページ）
．
ドラッカーの「断絶」
それでは，
『断絶の時代』はどのような時代の「断絶」を説いたであろうか．
ドラッカーが説いたのは，以下の 4 つの分野での「断絶」であった．（以下，
『断絶の時代』の「まえがき」
）
（1）新技術，新産業が生まれる．同時に今日の重要産業や中心事業が陳腐化
する．
（2）世界経済が変わる．すでに世界経済は，グローバル経済になっている．世
界は一つの市場となり，グローバルなショッピングセンターとなる．
（3）社会と政治が変わる．それらは，いずれも多元化する．
（4）知識の性格が変わる．すでに知識が，中心的な資本，費用，資源となっ
た．
ドラッカーはこれらの時代の「断絶」を，―
（1）
「企業家の時代」
（2）
「グローバル化の時代」
（3）
「組織社会の時代」
（4）
「知識の時代」

これがドラッカーの戦後復興を経た 1960 年代の時代状況をみる目であった．
「確かに戦後の経済発展は急速だった．だがそれは，第 1 次大戦前の産業によ
るものだった．それまでの半世紀になされた発明を基礎とし 1913 年頃すでに
確立していた技術に基づいていた．この半世紀は，日曜紙の特集がいう革新の
時代というよりは，ヴィクトリア朝の遺産を実らせた時代である．
」
（同上邦訳，

の到来と要約した．
刊行当時，社会状況は世界的に，第 2 次世界大戦後の復興を契機とした新し
い変化，発展の潮流の最中にあるように感じられていた．特に日本では戦後高
度経済成長の波に乗り，発展の継続は当然のことのように思われていた．
この時現れた，時代の「断絶」を説く『断絶の時代』は，当時の人々の心にい

2 ページ）

くぶんの違和感とともに，鮮烈な衝撃を与えた．
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『断絶の時代』刊行から半世紀
『断絶の時代』が刊行されたのが 1969 年であったから，この本が刊行されて
から，21 世紀の今日，すでに 45 年近くが経過した．

・ コンピュータの出現を契機としつつ，単なるハードウエアとしてのコン
ピュータを超える，ハードウエアとソフトウエアを統合する産業としての情
報産業

ドラッカーは上のような「断絶の時代」はこれから（1969 年から）4 半世紀を
経過して本格化するだろうと見通した．つまり 21 世紀を迎えていよいよ本格
的な「断絶の時代」を迎えるだろうということである．

ドラッカーは述べている．
「1940 年代末にコンピュータが現れたとき情報産業の誕生が確実となった．
だが，今日のところ情報産業はまだ存在していない．作業は進行中である．
（ド
」

実際，21 世紀を迎えてからの地球社会の動向をみてみると，1960 年代，70 年
代頃の状況のなかでは予想もできなかった構造の転換が進んでいる．たしかに
戦後社会は戦後復興を柱に大きく変化した．疲弊した産業基盤の立て直しのな
かで進んだ各種のイノベーションの盛行のなかで，世界的に経済の高度成長が
実現し，社会も大きく変化した．しかし，戦後高度成長までの変化は，いろいろ

ラッカー『断絶の時代』邦訳，15 ページ）
・ 陸上の資源から解放されて進む，資源の宝庫としての海洋開発
ドラッカーは，
「ようやくわれわれは，地球上最大の経済的資源として海洋
の開発に取り組み始めたところである．やがて食料や原料の新たな供給源がも
たらされる．新技術，新産業が生まれる」
（同上邦訳，19 ページ）と述べている．

な新しいイノベーションを含みながらも，基本的には第 2 次大戦によって崩壊
した戦前，20 世紀全般までの蓄積を立て直す作業であったといえる．したがっ

・ 新素材の出現に止まらない，素材のコンセプトそのものが進化する素材産業
ドラッカーは，「巨大技術としての素材技術が急速に進展する．20 世紀の科

てその作業は，自ずから 19 世紀の産業革命から 20 世紀前半までの蓄積に依拠
した，いわば「継続」の作業であった．
そのような復興作業が終わり，これから新しい段階を迎える時期がちょうど
1960 年代であった．ドラッカーはこの時点に立って，これからいよいよ地球社
会は，これまでの蓄積を超える新しい時代を迎えようとしているということを

学にルーツをもつ唯一の産業がプラスチック産業である．……プラスチックは
天然資源の利用ではなく，新素材の創造という新素材産業のはしりだった」
（同
上邦訳，19 ページ）と述べている．
・ これまでの発想の延長ではなく，創造的な解決が必要とされる，巨大都市の
再開発

宣言したのが 1969 年の『断絶の時代』であった．
それから半世紀，実際，ドラッカーのいう「断絶」はますますその的中度を高
めてきているようにみえる．しかしドラッカーはこの「断絶の時代」は 2025 年

「今日のところ，巨大都市は，工業都市の延長としてとらえられているだけで
ある．だが巨大都市のための技術は，まったく異なる観点からもたらされなけ
ればならない」
（同上邦訳，22 ページ）とドラッカーは述べている．

ごろまで続くといっている．その意味では「断絶の時代」は今いよいよその佳
境に入ってきているということでもある．
21 世紀の今日，
『断絶の時代』が書かれた当時には思い届かなかった様々な
社会の様相が展開している．ドラッカー自身はもとよりそのようなことの一

ここでドラッカーは，新産業の出現をもたらす新技術は，科学的に，また社
会的，経済的にこれまでのものとは全く違った種類のものであり，真の意味で
革新的なものであるといっている．そしてそのような技術と産業の革新の方法
として，
「断絶の時代」における「イノベーションと企業家精神」の重要性を説

つひとつをみることはなかったが，
『断絶の時代』を書いた時の思いからすれ
ば，
「そのようなことが起こる時代に入ったのだ」ということを私たちに伝え
たかったのではないかと思われる．
以下，『断絶の時代』のなかの「断絶」を念頭におきながら，21 世紀の今日の

いている．
ドラッカーが新技術，新産業における「断絶」を代表するものとして挙げた
4 つの産業・技術領域は半世紀を経て，今日ますますその存在感を高めている．
何といってもその代表的なものは，情報技術・情報産業（IT 技術・IT 産業）の

「断絶」を考えてみる．

2.「大格差の時代」
―新技術・新産業と企業家の時代（第Ⅱ部）の進化
新産業の誕生（第 2 章）
：20 世紀から 21 世紀へ
ドラッカーが説いた最初の「断絶」は，新技術，新産業の誕生と企業家の時代
の到来であった．ドラッカーは，当時まだはっきりした形をとるに至っていな
いが，姿を現しつつあるものとして，次のような 4 つの新産業に注目した（
『断
絶の時代』第 2 章）
．

発展である．1940 年代末，素朴なトランジスタの発明に始まった IT 技術の進
化は，当時予想もできなかったような IT 世界を創りだしつつある．その中核
は，人工知能が創り出す驚異の世界である．
IT 技術・IT 産業についていえば，さらに重要なことは，それが固有の産業領
域を超えて，私たちの産業活動や生活に関わるあらゆる領域に浸透して，私た
ち「21 世紀人」の産業活動，生活様式を大きく変えつつあることである．また
そこからさらに，私たちの新しい活動領域の展開を大いに予想させるものであ
る．
これからの新技術・新産業という意味では，もう一つ大きな焦点は，半導体

16

研究論文

の開発，IT 産業の展開と並んで，20 世紀後半の最大の発見のとされる遺伝子構
造の解明が創り出しつつある生命科学の世界である．その応用による生理学・
医学領域の発展，それに立脚した医療技術，創薬技術の発展，展開，話題の iPS
細胞技術による再生医療の発展などはその代表的なものである．
またすでに試作が始まっている水素エネルギーの活用による画期的なエネル
ギー革命も社会的に大きな影響をもたらすであろう．
「断絶」の新展開（1）
：新技術・新産業と「大格差」の時代の到来
しかし，今日 21 世紀において新技術，新産業のイノベーションという点での
「断絶」の新局面を考えるに際して，もう一つ見なければならないのは，それが
生み出している社会的な結果についてである．
2013 年にそろって刊行された 2 つの著作が今注目されている．トマ・ピケッ
ト著『21 世紀の資本』
（みすず書房）と，ライラー・コーエン著『大格差』
（NTT
出版）である．これらの著作が主題としているのは，今日の世界諸国・地域で
進む「社会格差」である．一方で画期的なイノベーションが進み，新技術・新産
業が開発されていっているのに，なぜそのようなことが起こるのか．
これまで 20 世紀においては，戦後の高度経済成長の時代に見られたように，
経済成長とともに社会格差は相対的に縮小していくものと考えられてきた．し
かし現実には，特に 1980 年代以降，むしろ格差は拡がり，縮小する気配を示し
ていない．
トマ・ピケット著『21 世紀の資本』はその背景を，1980 年代以降先進諸国で
富裕層に資産が集中する傾向が強まっていることに注目している．株式や債券
を元に得る所得が一般の人が経済成長によって得る所得より大きく伸びる傾向
があるという．
一方，ライラー・コーエン著『大格差』はその背景を，20 世紀後半以降のイノ

「断絶の時代」―1969 年から21世紀へ
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新しい次元でのイノベーションが進み始めているように見える．
その代表的なものは，
「ソーシャル・イノベーション」といわれる新しい領域
のイノベーションである．ソーシャル・イノベーションは，これまでのような
産業と技術の変革・進化を図る，企業活動発展のための前進的なイノベーショ
ンに対して，貧困や失業，健康や介護，破壊される環境保全などの，社会の進歩
に取り残された社会的課題を対象に，人々の生活の質の維持と向上に資する活
動を実現しようとする社会的活動のイノベーションである．しかもそれを，こ
れまでのように収益基準を度外視した，社会奉仕活動で進めるものではなく，
やはり収益基準に立つ企業活動としての仕組みの中で実現しようとするビジネ
スモデルの開発である．このようなソーシャル・イノベーションが新しい「社
会格差」の阻止要因となりうるかどうかが問われるところである．
「断絶」の新展開（3）
：
「確実な仕事などない時代」
一方で華やかな新技術・新産業の話題が溢れるなかで，これまでの花形企業
が突然不調に陥り，凋落し，破たんする事例も枚挙に暇がない．これまでもビ
ジネスの世界では栄枯盛衰は珍しいことではないが，そのスピードや落差はこ
れまでの比ではなくなっている．
このような状況の中で，フィンランドの若い社会学者トイボネン・トゥーッ
カは今日の時代を「確実な仕事などない時代」と特徴づけている．そしてこの
ような時代認識が，社会的解決課題への取り組みに感心の高い今日の若者の価
値観と結びついて，逆に彼らの若者の起業意欲，イノベーションへの刺激を高
めていると述べている．トゥーッカ自身は，携帯電話世界企業ノキアの盛衰か
ら起こったフィンランドでの若者意識の動きからこのことを説明しているが，
このような若者意識の変化と起業への高い関心は世界的に共通のもののように
思われる．

ベーション，新技術，新産業の展開に見ていることが注目される．新しいイノ
ベーションが国民の間につくり出しつつある所得格差，いわゆる「デジタル・
デバイド」
（仕事のデジタル化，高技術化が進むにしたがって，人々の所得に格
差をつくり出す）が今日の先進諸国に進む格差の背景にあるといっている．
とくにコーエンの見方は，ドラッカーが時代の「断絶」として重視したイノ

このような若者の意識変化，行動変化は，新しいソーシャル・イノベーショ
ンの機動力になりうるか，その帰趨が期待されるものである．

ベーションによる新技術，新産業の展開そのものが新しい「社会格差」をつく
りだしてきているというものである．これは，イノベーションの進展とともに
つくりだされる社会の「断絶」として注目されなければならないものである．

経済のグローバル化（第 5 章）
ドラッカーが第 2 に注目した「断絶」は，経済のグローバル化，グローバル経
済の登場であった．それまで経済は主権国家を単位とし，国々は互いに貿易を

これをどうして克服していくかが 21 世紀社会の課題となる．

通して関わりをもつという国際経済を前提として成り立ってきていた．このよ
うな国際経済のもとでは，それぞれの国が固有の慣習や価値観，嗜好，情報を
もつ市場を展開し，それぞれが独立した存在であった．しかし，18 世紀に誕生
し，20 世紀が始まるころには世界を覆うことになったこのような国際経済とは
異質の世界経済が，今や（1969 年当時）世界に広がりつつあるとドラッカーは

「断絶」の新展開（2）
：
「ソーシャル・イノベーション」の時代
しかし，新技術・新産業を創造する企業家化の時代，イノベーションの時代
として見たとき，これまでのような新産業・新技術のイノベーションとは別の，

3.「アジア太平洋時代」と「G ゼロ後の世界」
―グローバル化の時代（第Ⅱ部）の進化

18

研究論文

「断絶の時代」―1969 年から21世紀へ

19

見た．
今日では，各国の人々が持っているもの，欲しがっているものに違いがなく
なっている．違いは，どれだけ多く持っているか，どれだけ多く買えるかであ

「平和と発展をもたらすべきグローバル経済が，貧しい非白人と，豊かな白人
世界との間に戦いの脅威をもたらしつつある．豊かな国と貧しい国との格差が
拡大している．その格差は，情報で結ばれた一つの世界というコミュニティの

る．貧富の差はあっても，世界中が同一のコミュニティに属するようになって
いる．これはまさに世界経済のグローバル化であり，今や世界経済は古い国際
経済からグローバル経済の時代に入りつつあるというのが，ドラッカーの世界

中で拡大している．しかも単なる階級格差ではなく人種格差として顕在化して
いる．」
（同上邦訳，88 ページ）
「原因は何であろうと，この格差を克服しなければならないことは明らかで

経済観であった．
このような経済グローバル化の先導役を果たしていたのがグローバル企業の
台頭であった．21 世紀の今日では当たり前のことになっているが，ドラッカー
はこのような企業が，世界全体を一つの経済単位とみなし，そのなかからより
高い利益と業績を上げられる国を選んでビジネスを展開する実態に注目した．

ある．貧しい者が豊かになれないのであれば，豊かな者もいつまでも豊かでい
ることはできない．
」
（同上邦訳，90 ページ）
さらにドラッカーは，今日の国際政治情勢を予測するような，次のような叙
述を残している．
「（第 1 次世界大戦後，）経済発展は起こらなかった．もし今後ともこれを起こ

IBM や GE はドラッカー自身がコンサルタントなどを通して関係の深い企業で
あったが，それは当時もっとも先進的なグローバル企業であった．

せないならば，しかも人種の問題ではなく政策と努力の問題であることを示せ
るだけの多さで起こせないならば，われわれは 19 世紀から 20 世紀にかけて先

「グローバル経済には欠くことのできない機関がある．その活動と視点にお
いてグローバルな機関，生産と流通のためのグローバルな機関である」
（同上邦
訳，77 ページ）．「実はわれわれはそのような機関をすでに手にしている．戦後
におけるその発展こそ，グローバル経済における最大の変化であり，やがては
最大の貢献を果たすものだった．それがグローバル企業である．」
（同上邦訳，

進国を脅かした階級闘争よりもさらに深刻な人種闘争の脅威にさらされること
になる．われわれは世界的な人種闘争の脅威に直面する．
」
（同上邦訳，91 〜 92
ページ）
この指摘は，21 世紀の今日の国際政治状況を彷彿させるものである．

77 ページ）
とはいえ，これらの企業も未だ，今日見るようなグローバルな発想とグロー
バル化した経営システムを備えたものというには，まだ遠いものであった．当

「断絶」の新展開（1）
：
「アジア太平洋の時代」の到来
ドラッカーが第 2 の「断絶」として注目した経済のグローバル化，グローバル
経済の登場は，21 世紀を迎えて，経済，企業経営，そして社会経済を語る当然

時，このような先進的な企業は「多国籍企業」といわれて，ようやく社会の注目
を引きつつあった．しかしそれは，先進的なものといえども本国を中心に，外
延的に国境を越える経営を拡大していくという，国際化型の企業であった．そ
れはまだ，世界全体を一つの経済単位とみなしたビジネスモデルといえるもの

の前提となった．1960 年代，ドラッカーにとっての「すでに起こった未来」は，
21 世紀に今日では世界経済，世界社会における普通のシーンとなった．世界経
済は今やグローバル企業が支配するグローバル化の時代の最中にある．
しかし今日の経済グローバリゼーションの現実には，一つの大きな特徴があ

ではなかった．しかしドラッカーは，本国中心の国際化型の発想の先に，すで
に今日のグローバル化型の経営モデルが世界経済を支配するという未来，
「す
でに起こった未来」を読んでいた．

る．それは，かつて経済の国際化がいわれたころとはそれを牽引する主役が代
わり，かつては後進地域といわれた「アジア太平洋」地域が今日のグローバリ
ゼーションの先端的牽引力となっているということである．「アジア太平洋の
時代」の到来といわれているものである．

途上国の貧困（第 6 章）
ドラッカーは，経済のグローバル化とともに，国家間，文明間に所得と発展
機会の格差化が進む，富める国々と貧しい国々との深刻な対立が生まれるとい
う，新しい問題の発生も見逃さなかった．そしてそのような問題に対応するた

ところで，この「アジア太平洋時代」の到来という，人類文明進化のいわば地
政学的な変化についてドラッカーは直接正面から言及したことはなかったよう
に思える．
『断絶の時代』が書かれた 1960 年代には，まだ「アジア太平洋の時
代」の到来を確信させるほどにはアジア太平洋地域の経済成長は顕在化してい

めの既存の経済学や経済政策はすでに無力になっており，その革新が必要と
なっていることを指摘した．
このような指摘は，21 世紀の今日では珍しいことではない．しかしこれが，

なかったからかもしれない．
しかし今日，人類文明進化のいわば地政学的な変化と，
「アジア太平洋の時
代」の到来，さらのその中での急速な先端地域の変遷，変化を認識することな

1960 年代，すでに半世紀前に指摘されていたことに価値がある．しかもこの指
摘は，今日至っても解決されているわけではない．

しには，企業も諸組織も個人も生きていけない時代に入っている．
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「断絶」の新展開（2）
：
「G ゼロ後の世界」と，その課題 ：いかにして新しい
国際秩序を構築するか
グローバル化時代の今日を考えるとき，もう一つ見逃せないのは，1990 年代

ドラッカーが第 3 に注目した「断絶」は，組織の多様化と権力の分散という，
社会多元化の現象であった．
20 世紀に入って以降，私たちの社会では政府の巨大化は驚くべきものがあっ

以降の国際秩序の大変動である．
1980 年代末，戦後長らく世界を悩ませた東西（米ソ）冷戦は，東西ドイツを
隔てた「ベルリンの壁」の崩壊，さらにソ連邦の崩壊とともに終焉した．これに

た．
「今日にいたるも一見したところでは，中央政府の権力が，歓迎すべきか否か
は別にして無敵にみえる．だが未来の歴史家は，今日のこの日を中央政府のた

よってある人々は，米国の単独覇権，米国一極集中の時代の到来を予想した．
またある人々は，覇権なき国際平和秩序の時代の到来を期待した．
しかしそれから 20 余年，今日見えてきつつあるのは，そのどちらでもない，
覇権なき混迷の時代の到来である．だれも秩序を取り仕切るもののいない，
リーダー不在の世界である．これまでは，曲がりなりにも，資本主義世界は G 7

そがれの時と見るに違いない．第 1 次世界大戦前には，あらゆる社会がカンザ
スの草原のようであって，目に見える最大の存在が一人ひとりの人間だった．
……だがその後の政府の成長は驚くべきものだった．」
（ドラッカー『断絶の時
代』邦訳，166 ページ）
しかし，巨大化したのは政府だけではなかった．政府の巨大化とともに，あ

といわれる先進諸国の 7 つの国のグループが世界を取り仕切ってきた．しかし
21 世紀を迎えてみると，アジア太平洋地域の急進にともない，G 7 は新興国を

らゆる組織が巨大化した．政府の巨大化に加えて，さらに企業，大学，病院，労
働組合などのような，多様で巨大な組織の存在は当たり前のこととなった．そ

含めた G 20 に衣替えをした．
しかし G 20 は，形のうえでは新しい時代の国際秩序の主役に見えるが，役者
が増えただけで，誰一人として責任をもって新しい時代の国際秩序を取り仕切
ろうとする者がいない，またできない状況を現出している．
イアン・ブレマーのいう『
「G ゼロ」後の世界』
（2013 年）といわれるものであ

してそこでは，国防，行政，教育，医療，知識探求，生産と流通，サービス提供，
労働者の権利擁護など，あらゆる社会的な機能が永続的な存在として組織さ
れ，専門家によってマネジメントされるようになった．
「組織社会」の到来であ
る．ドラッカーはいっている．
「しかし組織の巨大化については，規模や予算の増大が最も重要な変化では

る．さらにそのようなリーダー不在の世界の間隙をぬって，国境を超えたテロ
組織集団が跋扈する状況が生み出されてきている．
「G ゼロ」といわれるこれからの 21 世紀グローバル化社会に，どのような有

ない．最大の変化は今日の社会的機能のすべてが，それら大組織によって果た
されるようになったことである．国防，行政，教育，医療，知識の探求，生産，
流通など，あらゆる社会的な課題が永続的な存在として組織され，専門家に

効な国際秩序を構築していくか，いま人類は新しい大きな課題に直面してい
る．
「G ゼロ後の世界」秩序を構築していく手立ては今のところ明確なものは何
もない．しかし，これからのグローバル社会には，どのような政治的，経済的競

よってマネジメントされる機関に委ねられるようになったことである．」
（同上
邦訳，170 ページ）
こうしてこの半世紀の間に，新種の「多元化社会」が出現したとドラッカー
はいう．

争，対立が絡もうとも，人類社会が存続を維持しようとすればどうしても解決
しなければならないいくつもの共通の解決課題がある．それらは，もはや個別
の国・地域では解決できない課題である．その代表的なものは人類生存のため
の地球環境の問題である．さらに個別の問題では，気象変動，自然災害，感染症

政府の病い（第 10 章）
しかし今（1969 年）起こっているのは，これまでのこのような組織社会に
「断絶」が起こりつつあるというのがドラッカーの認識であった．

などの問題があり，また未だ取り残された貧困の問題がある．
これらの問題に人類はどのように対応していくのか．これらの課題は，個別
国益を超え，政治的，経済的な対立を超えて，等しく人類が存続をかけて解決
を図らなければならないものである．これらの真摯な論議こそが，
「G ゼロ後

それは，これらの大組織がすでにその社会的な機能を十分に果たせなくなっ
ており，さらに組織の多様化と権力の分散化が必要になり，それが進み始めて
いるということである．
その最大の問題は，政府の問題だった．

の世界」を開く契機になるものと思われる．

「政府への幻滅こそ今日の最も深刻な断絶である．われわれの世代と，われわ
れ以前の世代の歴然たる違いをここに見る」
（同上邦訳，217 ページ）とドラッ
カーはいっている．

4.「組織連携の時代」
―組織社会の時代（第Ⅲ部）の進化
多元化した社会（第 8 章，第 9 章）

さらに以下のようなことばも残している．
「政府への幻滅の最大の原因はそれが成果を上げていないことである．この

22

「断絶の時代」―1969 年から21世紀へ

研究論文

30 年から 40 年，政府の実績は不愉快きわまるものだった．」
（同上邦訳，222 ペー
ジ）
「しかし最大の幻滅は福祉国家の失敗だった．
」
（同上邦訳，222 ページ）
今日あらゆる国に，費用ばかりかかり，いかなる成果も上げていない政府活
動が無数にある．その象徴的なものが福祉国家である，とドラッカーは述べて
いる（223 ページ）
それでは，この政府の失敗をどうするか．
「われわれは，成果を評価し，昨日
のものとなった仕事を体系的に放棄する仕組みを必要とする．
」しかしそれで
もなお，政府を行動の主体にすることはできない，という．
そこでドラッカーが持ち出すのは，戦後企業が蓄積してきた経験である．ど
のような経験か．それは「分権化」である．
しかし，政府活動における分権化とは何か．それは，実行の任を地方政府が
担うという「連邦制」のことではない．それは，実施，活動，成果という実行に
関わる部分は政府以外の組織が行うという原則のことである．そして，「この
原則は，再民間化と呼ぶことができよう」と，ドラッカーは述べている．
手を広げすぎて弛緩し，機能不能になった政府を回復させるには，政府が請
け負っている仕事の実行部分，すなわち政府現業部門を「再民間営化」するこ
とであるというのが，ここでのドラッカーの主張である．そしてこれが，それ
ぞれがそれぞれの得意とするものに従事し，その成果によって評価されるとい
う，新しい多元化社会を導くとドラッカーは見通した．
この再民間化のコンセプトは，
『断絶の時代』発刊の 1 年後，ドラッカーの提
案であることを明記して，英国の保守党サッチャー政権の基本施策の一つと
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野組織の間の連携による活動力の高揚と新しい活動分野の開拓であった．ま
た，同業者間での連携による新しい活動スタイルの創出であった．「組織連携
の時代」の到来である．
一つの典型，
「産官地学連携」
「産官地学連携」，つまり産業界（企業），政府行政と大学との活動連携はその
典型的なものである．これまで特に大学は自立主義，自前主義の趣が強く，他
分野の組織，とりわけ営利を旨とする民間企業との連携を，活動原理が相いれ
ないものとして回避する傾向が強くあった．しかし 1990 年代後半以降，そのよ
うな空気は大きく転換し，大学の活力を高めるために積極的に産官学連携を進
めるようになった．
また大学という組織は，自立主義，自前主義の強さから，同じ教育，研究を業
としながらお互いに連携して活動を強めるという発想は希薄であった．そのよ
うな大学が結束して活動を融通したり，対外的アピールを強めたりするという
ように，行動様式が変わってきたのも 1990 年代後半からであった．
21 世紀になると，このような組織連携は普通のことになった．まさに「組織
連携の時代」の到来であった．

5.「生命論的世界観の時代」
―知識の時代（第Ⅳ部）の進化
知識経済への移行（第 12 章）
ドラッカーが「断絶」の第 4 として注目したもの，それは知識の性格の変化で

なって実行されたことは知られているとおりである．（以上，同上邦訳，第 3 章
「政府の病い」を参照）

あった．ドラッカーは，それが「断絶」の最も重要なこととした．「すでに知識
は，中心的な資本，費用，資源を意味するようになった」とドラッカーは見たの
である．その結果，経済は，第 2 次大戦までの財の経済から，知識経済へ移行し

「断絶」の新展開：
「組織連携の時代」
1970 年代以降，環境問題や人間の生存・福祉などをめぐる多様な課題が噴出
するなかで，政府の硬直化した活動様式はますます社会に多様な課題に応える
ことができなくなり，その限界を露呈することになった．他方そのような社会
的な解決課題は，利益を指標とする企業の活動で取り上げられることを期待で

たとドラッカーは認識した．
第 2 次大戦後，情報が果たす社会的，経済的な役割についての関心が急速に
高まってきていた．その一つの重要な背景は，戦後間もなく社会に登場したコ
ンピュータのインパクトであった．実際にそうなったのであるが，この革新的
な情報処理機器はこれからの社会を大きく変化させていくだろうという予感を

きるものではなかった．
こうした政府の機能不全と企業活動の限界を埋める形でその存在を示すこ

多くの人々に感じさせるものであった．
コンピュータの商品化は 1951 年，米国レミントン・ランド社が UNIVAC1 と

とになってきたのは，非営利組織，通称 NPO の活動であった．政府活動からも
企業活動からも漏れる，現代社会の解決課題を担うこの NPO の活動の定着と
拡がりは，ドラッカーのいう社会多元化の流れをさらに裏付けるものとなった
（Salamon and Anheier,1994：邦訳『台頭する非営利セクター』1996 年を参照）．
しかし，これらと同時に，1970 年代以降，巨大化した既存組織の活動の限界

いうコンピュータを世に出し，その先陣を切った，パンチカード・システムの
レンタル会社 IBM が直ちにこれに追随し，たちどころにその主導権を握った．
そして，ドラッカーが『断絶の時代』を準備していたのは，1964 年発売した第
三世代コンピュータといわれた IBM 360 の成功によってコンピュータの革新的
意味が社会的に鮮明に印象付けられていたときであった．

を打破し，活性化を図るために，新しく脚光を浴びるようになったのは，異分

このような雰囲気の中で，ドラッカーは改めて，情報と知識の違いに言及し
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た．
「情報は，何かを行うことのために使われて，初めて知識となる．知識とは，
電気や通貨に似て，機能するとき初めて存在するという，一種のエネルギーで

いう認識のなかにみられるのは，まさに『変貌する産業社会』のなかで示され
ている思考様式の転換，新しい世界観である．そこには，これまでの近代社会
を支配してきた機械的，分析的思考とは異なる，全体観察にもとづく包括主義

ある．したがって，知識経済の出現は，知識の歴史のなかに位置づけるべきで
はない．それは，いかに道具を仕事に適用するかという，技術の歴史のなかに
位置づけるべきである．
」
（ドラッカー『断絶の時代』邦訳，276 ページ）
これに続けてドラッカーは，知識経済の知識は新しさ，古さには関係なく，
実際に適用できるか否かに意味がある，重要なことはそれを使う者の創造力と

的な思考様式である．
「社会生態学」とは何か．この方法はどのようなものか．この点について，ド
ラッカーは 1993 年の『すでに起こった未来』
（邦訳，1994 年）の最終章「ある社

技能にある，と述べている．コンピュータ普及の次元での情報の意味とは別の，
われわれの実際適用レベルでの情報の意味，つまり知識の役割を強調してい
る．
「断絶」の新展開：
「機械論的」世界観から「生命論的」世界観への転換
しかしこのような「知識の時代」の到来と同時に，知の世界におけるもう一
つの変革が起こりつつあった．思考様式，あるいは世界観の転換である．
近代文明においては，デカルトに象徴される「機械論的」な世界観が支配し
てきた．これに対して，これからの 21 世紀文明における思考の世界において大
きな意義をもってくるのは，
「生命論的」な世界観である．
『断絶の時代』が書
かれたころから，このような「生命論的」な世界観への転換，知のパラダイム転
換が進み始めていた．
ドラッカー自身におけるこのような世界観の転換は，1957 年に刊行した『変
貌する産業社会』
（邦訳，1960 年）においてであった．ドラッカーは同書の冒頭
第 1 章を「新しい世界観」と題し，そのなかで，もっぱらデカルトを元祖とする

会生態学者の回想」のなかで，はじめてまとめて述べている．
ドラッカーは，社会生態学者の仕事について，繰り返し，きわめて単純明快
に，
「すでに起こった未来を確認する」ことであること，そしてそれを利用し，
機会として使うことであると述べている．ドラッカーが社会生態学者の仕事と
して述べていることは，このことに尽きるといっても過言ではない．
ドラッカーが社会生態学者の目的として強調していることは，それが単なる
知識の獲得ではなく，正しい行動であるということである．ドラッカーはその
ような意味で，社会生態学は，医学，法学，あるいは自然生態学と同じように実
学であるという．またその目的は，継続や維持と，変革や創造とのバランスを
図ることであり，動的な不均衡状態にある社会をつくることである，という．
ここに示されているのは，機械論的思考様式を超える，新しい思考様式，新
しい世界観の先駆的な示唆である．

6.「地球環境の時代」
―ドラッカーにおける「地球環境問題」
『断絶の時代』刊行から半世紀：「地球環境問題」と新しい「断絶」
ドラッカーは「断絶の時代」で，これから（1969 年から）4 半世紀を経過して

「機械論的世界観」の批判を強烈に展開している．
近代ヨーロッパの世界観は，17 世紀フランスの哲学者ルネ・デカルトの世界
観に立脚している．そのデカルトの世界観とは，ひとことで集約していえば，

本格化するだろうと見通した．実際，ドラッカーのいう「断絶の時代」はこの半
世紀の経過の中でますますその的中度を高めてきているようにみる．それと同
時に，
『断絶の時代』以後の半世紀に，ドラッカーの「断絶」もさらに新しい様

「全体は，その各部分によって構成された結果である」ということである．この
ような見方は，周知のように，宇宙の原理と秩序に関するもっとも基本的な公
理を近代社会に与えることになった．
しかし今日，すべての学問は，自然科学，人文科学，社会科学を問わず，デカ
ルトの公理やそこから派生した世界観とは相容れない考え方を基礎におくよう

相を現してきているように見える．進化する「断絶」の新しい様相については，
これまで概略指摘してきたとおりでる．
しかしここで，もう一つ注目しなければならないのは，この半世紀の間に，
ドラッカーの「断絶」を超えて，新しい「断絶」が進行してきたということであ
る．それは，地球環境をめぐる危機的な状況である．

になってきている．現代の学問の関心は「原因」から「結果」へと移行してきて
いるとドラッカーはいっている．

このいわゆる地球環境問題は，『断絶の時代』刊行直後の 1970 年代から急速
に浮上してきた人類的解決課題であった．

「生命論的」世界観と「社会生態学」の方法
ドラッカー自身は，自らを「社会生態学者」と呼ぶことを好んだ．しかし，ド
ラッカーのいう社会生態学という領域は社会的にはまだ一つの学問領域として
認知されたものとはなっていない．しかし，この社会生態学，社会生態学者と

私たちに「地球環境問題」の所在を認識させた点で，1972 年に出されたロー
マ・クラブの「人類の危機」レポート，
『成長の限界（The Limits to Growth）』ほ
ど大きな衝撃を与えたものはない．もとよりそれまでにも人間の活動と地球環
境の間にある緊張関係について問題にされることがなかったわけではない．し
かし，ローマ・クラブのレポート『成長の限界』は，世界の人々にこの問題の所
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在と緊急性を，明快な論理的枠組みとそれを裏付けるデータによって提示し
た．
MIT の D．L．メドウズ教授らは 2004 年，
『成長の限界』後 30 年をフォロー
アップする研究結果，
『成長の限界―人類の選択（Limits to Growth–The 30-Year
Update）』を発表した．著者たちは，
「結果として，われわれは，地球の将来に関
して 1972 年の時点よりもずっと悲観的である」
，
「かつて，成長の限界は遠い
将来の話だった．ところが，現在では，成長の限界はあちこちで明らかになり
つつある」
（以上，
『成長の限界―人類の選択』邦訳，xx,   xvii,   xxv ページ）と
述べた．
「地球環境問題」とドラッカー

27

に手を拱いてきたわけではない．
1972 年，
『成長の限界』の刊行と時を同じくして，スウェーデンのストック
ホルムで「国連人間環境会議」，通称国連ストックホルム会議が開催された．こ
の会議は，人類が国の壁を超えて地球環境の問題にアクセスする最初のきっか
けとなった．この会議で採択された「人間環境宣言」は，20 年後の地球サミッ
トでの「地球憲章」の端緒となった．
1984 年，ノルウェーのグロ・ハーレム・ブルントラント首相を委員長とする
「環境と開発に関する世界委員会（WCED）が設置された．
WCED は，国連総会からの，
「西暦 2000 年までに持続的開発を達成し，また，
これを永続するための長期戦略を提示すること」をはじめとする 4 項目の諮問
に答え，1987 年，
『地球の未来を守るために（Our Common Future）
』と題するレ

ところで，この「地球環境問題」を語るとき，20 世紀の「知の巨人」といわれ
たドラッカーの果たした役割が語られることは，それほど多くはない．ドラッ

ポートを発表した．
このレポートで，WCED は，「持続可能な開発への移行に向けて各国の行動

カーが「地球環境問題」についての認識がまとまった形で言及したのは，1989
年に出された（邦訳も 1989 年）
『新しい現実』においてで，ローマ・クラブのレ
ポート『成長の限界』に比べてずい分あとのことだった．しかもそれも，「グ
ローバル経済と地球的環境問題」と題された第 9 章の一構成部分においてで
あった．

を導くための法律上の原則を新たな憲章として取りまとめ，それを拡張してい
く必要がある．この憲章は，環境保護と持続可能な開発に関する全ての国家の
主権と相互責任を規定する国際条約の基礎となるものであり，または将来条約
へと拡張していくことができよう」
（
『地球の未来を守るために』邦訳，380 ペー
ジ）と述べた．その上で，「国連総会が世界宣言を準備し，後に環境保護と持続

ドラッカーは同書において，
「世界経済における『新しい現実』として，地球
環境問題が登場している．今後ますます，生態系に対する配慮，つまり危機に
瀕した人類の生存環境を経済政策に織り込むことが必要になってくる．しか

可能な開発に関する条約について検討する」よう，国連に勧告した．
この委員会の活動の画期的な成果の一つは，「持続可能な開発」というコン
セプトを世界に定着させたことだ．「将来の世代の欲求を充たしつつ，現在の

も，生態系に対する問題意識と政策は，国境を越えて地球的性格を帯びてくる．
人類の生存環境に対する危機はますます全地球的なものとなり，人類の生存条
件を守り維持するために必要な政策も，全地球的なものでなければならなくな
る」と述べて，一方で経済のグローバル化が進むなかで，これと裏腹の関係で，

世代の欲求も満足させるような開発」というコンセプトが，以後，地球環境と
開発を考える際のキーワードとなった．
このような社会的要請に応えて，1992 年，ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ
で「環境と開発に関する国連会議（UNCED）
」
，通称「リオ地球サミット」が開

「地球環境問題」がますます重要性を増してきていることを警告している（ド
ラッカー『新しい現実』邦訳，189 〜 190 ページ）
．
ドラッカーのこの問題提起は，先にみたローマ・クラブの問題提起とそれに
続く社会動向と対比すれば，必ずしも先駆的なものではない．そのころには，

催された．この会議は，ただ一つ，地球の将来を明確にする目的のために，有史
以来はじめて全世界の首脳が一堂に会するという画期的な国際会議であった．
2002 年，
「持続可能な開発に関する世界首脳会議」，通称「リオ＋ 10」が南ア
フリカのヨハネスバーグで開催された．1992 年当時，そのような地球サミット

「地球環境問題」の認識は広く常識化していたからである．
しかしドラッカーはもとより「地球環境問題」の無関心であったわけではな
い．そのことは，ローマ・クラブの問題提起からいくぶん遅れたとはいえ，上の
ように『新しい現実』のなかでこの問題の先行きに重大な警告を発しているこ

の開催自体が，国際社会がいよいよ地球環境問題に真剣に取り組む決意した証
左であると思われた．しかし，リオ＋ 10 の会議は 10 年前のリオ地球サミット
に比べて，残念ながら，著しく盛り上がりを欠くものとなった（以上，2002 年
の「リオ＋ 10（ヨハネスバーグ環境サミット）」については，岩波書店『検証・

とからもあきらかである．
「持続可能な開発」を求めて
人類に地球環境の危機を警鐘した，1972 年のローマ・クラブの「人類の危機」
レポート，『成長の限界』以降，人類は，地球環境問題に対してまったく無関心

地球サミットから 10 年』2003 年，を参照）
．
「京都議定書」の成果と帰趨
この間，持続可能な開発をめぐる論議の具体的な焦点は，
「京都議定書」の
成果の帰趨であったといっても過言ではない．「京都議定書」とは，1992 年の
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リオ地球サミットでの具体的な成果の一つである「気象変動に関する国連枠組
み条約」にもとづき，1997 年 12 月 11 日に，京都の国立京都国際会館で開かれ
た「地球温暖化防止京都会議（第 3 回気象変動枠組み条約締結国会議）
」
，通称

そこで，環境問題の解決に向けての現実な一歩前進のために求められるの
は，地域という，地政学的発想である．自然環境，とりわけ大気環境を共有する
近接地域が協力して問題解決を具体的に前進させるという発想である．

COP 3 で議決された議定書である．2005 年 2 月 16 日に発効した議定書は，2008
年から 2012 年の第一約束期間に，地球温暖化の原因となる各種の温室効果ガ
ス 6 種の合計排出量について，先進国における削減率を 1990 年基準で 5％以上

このような発想に立って考えられるのは，日本にとっては中国，韓国を含む
「北東アジア」
「東アジア」という地域設定である．これは，中国，韓国に立場に
立ってみても共通の設定である．これらの北東アジアの 3 国が協力して，自ら

削減することを全体目標にして，先進国に対して国ごとに 8％ないし 10％の削
減目標を定めている．
それは，世界史上はじめて，地球環境を守るという目標に向けて世界が共同
して，具体的，現実的に行動を起こしたものとして，大いに注目されるもので
あった．

の生存という共通利益のために地球温暖化の原因となっているガスの排出を抑
制する体制，
「低炭素共同体」を構築できないかというものである．
今，立命館大学政策科学部の周瑋生教授の研究室では，このような発想か
ら「東アジア低炭素共同体」の構築という構想が考えられている．これまでは，
「地球環境問題」の特性に鑑みて，全地球的な発想でのアプローチが普通であっ

しかし，この議定書は，現実には，中国，インドなどの発展途上国の自発的参
加が見送られ，米国が受入れを拒否，ロシアも受入れの判断を見送ってきたこ

たが，このような地政学的発想は「地球環境問題」の解決に向けての現実的前
進を図るための，新しい発想ではないかと思われる．（周瑋生「環境政策，後発

とのために，2004 年まで発効が行われない状況が続いてきた．2004 年にロシ
アが批准したことにより，2005 年 2 月 16 日発効したが，最大の温室化ガス排出
国である米国は依然として議定書から離脱した状況が続いている．
しかし，最大の地球温室化ガス排出国米国および，21 世紀に入って経済成長
が著しい発展途上国，とりわけ中国，インドの参加なしには，この議定書の実

利益を生かせ」
『朝日新聞』2015 年 3 月 27 日「経済教室」を参照．
）

効性が乏しいことは自明である．
このような状況の中ですでに 2008 年から 2012 年の第一約束期間は経過し，
次のステップが求められるところにきている．
2012 年 12 月，カタールのドーハで開催された COP 8（京都議定書第 8 回締約
国会合）では，2013 年から 2020 年までの 8 年間を第 2 約束期間とすること，排
出量を 1990 年水準から少なくとも 18％削減することなどを内容とする京都議
定書改定案が採択された．改正案が発行するには締約国の 4 分の 3 以上が受諾
する必要があるが，まだそれにはほど遠い状況である．いま京都議定書そのも
のの存続が大きな岐路に立たされているといって過言でない状況である．
（以上，「京都議定書」をめぐる状況については，松橋隆治『京都議定書と地
球の再生』2002 年，石井孝明『京都議定書は実現できるか―CO 2 規制社会の
行方』2004 年，佐和隆光『地球温顔化を防ぐ』2006 年，などを参照．）
「東アジア低炭素共同体」構想の意味
それではこのような環境革命の課題実現に向けてどのような新しい仕組みが
考えられるのか．
環境問題の最大の特徴の一つは，いうまでもなくこれは国境を越え，一国単
位の発想だけではコントロール不可能だということである．とはいっても，い
きなり地球全体を対象にした課題解決にはまだまだ時間がかかり，先進国と発
展途上国との間の利害調整などにに多くの労力を要することは自明である．
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『朝日新聞』2015 年 3 月 27 日「経済教室」

Summary

トイボネン・トゥーッカ「ノキアの衰退と福祉政策が生んだフィンランドの起業革命」
『朝日
新聞 GLOBE』2015 年 3 月 1 〜 14 日号

Eiichi Shibusawa is one of the Japanese whom P．F．Drucker respects. This subject is
a study on the reason why Sibusawa developed the Tohoku district. The economy of
the Tohoku district was behind other districts. I studied how Shibusawa developed
the economy of the Tohoku district. It serves as a reference very much for Japan
aiming as a Great East Japan Earthquake revival.

はじめに
東日本大震災に襲われた東北，関東の太平洋沿岸地域では津波で破壊された
施設の復興が進みさらに新たな交通網の整備や津波対策が施され，東北復興対
策が進められている．一方で被害地域の過疎化も進み，その将来を危惧する声
もある．本稿では明治維新以後，多くの政治家が東北地方の開発に無関心な時，
澁澤栄一は東北開発に力を入れ，困窮していた東北の人々を会社という制度を
利用して，豊かにしていく事業を実践した．明治の初め，澁澤栄一は日本の東
北地方開発に着目した最初の実業人であった．19 歳で徳川慶喜に仕官し，1800
年に将軍慶喜の弟徳川昭武と共に日本政府代表としてパリ万国博に赴き，澁澤
が帰国した明治 2 年には徳川の時代が終わっていた．しかし，澁澤は，生涯にわ
たって徳川慶喜と交流を重ねたことは知られている．少なくとも，長州出身の
大蔵省役人よりは奥羽列藩同盟で徳川方として戦った東北の人間に親近感を抱
いていたことは容易に想像できる．巷間，言われるように戊辰戦争で徳川側と
して長州と戦った東北地方の諸藩は明治以降，新政府から軽視されたために，
その後の発達が遅れたと考える人は多い．その真偽はともかく，長州閥の大蔵
省にあって唯一の武州出身者であった澁澤栄一は，早くから東北開発に力を注
いできた人物のひとりであった．
澁澤は大蔵省入省後間もなく，大蔵大臣井上馨と東北に出向き，各地に点在
する鉱山を視察，その豊富な資源に注目している．第一国立銀行頭取就任後は，
政府の東北開発計画とは別に，澁澤自身の視点で地に足のついた産業育成を実
践し，明治 14 年，日本鉄道株式会社の設立に関わり，明治 24 年には上野から青
森まで鉄道を全通させた．第一国立銀行は東北各地に銀行を設立し，必要に応
じて第一国立銀行の支店を開設した．第一国立銀行八戸出張所の廃止の際，三
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本木原共立開発会社との関わりで，十和田の三本木原開拓事業を支援すること
になり，澁澤自身も三本木に農地を所有して，澁澤農場を設立することになっ
た．澁澤は，東北開発についての重要性を認識していて，東北の資源と北海道

の人々に奮起を要求した．これは決して東北地方の人々を軽蔑しているのでは
なく，澁澤自身が徳川慶喜に仕え，新政府成立後は大蔵省に身を置いていたこ
とからも東北地方が明治政府にどのような扱いを受けていたのか最も良く理解

に匹敵する広大な開発地の可能性に着目していた．
明治政府の東北開発計画は初代総理大臣である大久保利通は天皇行幸に先ん
じて明治 9 年，東北視察に赴いている．大久保が重要視していたのは資源開発

していたことからも知ることが出来る．
晩年の澁澤は，長年の経験から，地域の人々がその気にならなければ何もで
きない事を知っていた．澁澤の演説は，地域にすむ人々に開発の中心に立って

と士族授産についてであった．政府が最も力を注いだ国家プロジェクトは，釜
石の高炉と郡山の安積疎水，野蒜築港，阿武隈川と阿賀野川の開発，鉄道敷設
事業である．しかし東北において積極的に近代企業を設立する動きはみられて
いなかった．
東日本復興を目指す現在の日本にとって，澁澤が東北開発をどのような視点

もらわなければ結局，開発に成功しても，地域の人々の利益にはつながらない
ことを知っていた．現在，進められている東日本大震災の復興についても同じ
ことが言える．

に立って進めたのか，大いに参考になるものと考える（1）．

明治政府の要人は欧米の視察を通してその国力の強大さを認識し，日本の国
力を高めるためにも手つかずの広大な土地を有する北海道・東北において，新

Ⅰ . 東北支援政策
（1）澁澤の東北支援策
澁澤栄一が東北地方をどのように理解していたのか，大正 6 年仙台における
講演で次のように述べている．
「大正三年時局勃発以来東京，大阪その他関西，
九州に於いては実に長足の進歩を遂げて居るのであります．然るに東北は依然
として事業上の好影響は殆どこれを受けずと申しても不可なき有様であるのは
如何したものであるか．かく申せばとて東北に事業がないではない，然し其事
業は何れも他地方人の占領するところとなって，東北人自ら関係するものは甚
だ少ないのであります．例へば福島県に於ける猪苗代水力電気，化学工業，亜
鉛精錬所等皆東京人の経営でありまして，秋田県の石油及鉱山何れも他地方人
の経営であります．以上申しあげましたとほり，戦乱突発以来大に発展すべき
事業も他地方人の為に占領せられましたのは，畢竟東北人に発展すべき根底を
欠いたが為であります．経済に境界なしとは云うものの，東北人自身の事業の
ないと云うことは余り自慢の出来ることでもありませぬ．物事の進歩は第一に
土地に天恵あるを要し，第二に地の利を得ねばなりません．然し其上に肝要な
のは人に在りと申し上げたい．凡て敢為，勤勉，豪毅，忍耐，これ等諸々の美徳
さへあらば総て何事か成らざるものあらんやであります．何卒御奮励ある様祈
（2）
ります．
」
さらに同じく，盛岡における講演でも，次のように述べている．「東北地方の
状態を観察してみまするに，我国の一般の進歩に対し数歩を遅れていると云ふ
ても差し支えはないと信じます．是は天然の関係もありますが，尚外に原因が
あることを看過することは出来ませぬ．此原因は二方面から挙げることが出来
ます，即ち一つは明治維新の敗戦に由つて非常な不利の地位に立ち，海陸運輸
に不便を極めたことで，他の一つは東北人が一体に因循姑息であり対嬰的であ
（3）
ることであります．刻苦勉励の気象を欠くことであります．
」
このように東北

（2）大久保利通の東北支援政策

田開発，鉱山開発，繊維産業の振興は重要な懸案となっていた．1876 年大久保
利通は明治天皇の東北巡幸に先立ち，東北地方を視察し，野蒜築港，新潟築港，
阿武隈川と阿賀野川の治水，安積疎水と鉄道建設の 7 つの重要開発を決定した．
しかし，これらの開発は必ずしも順調に推移したわけではなく，明治 15 年に
野蒜築港は完成したものの 17 年の台風で破壊され，政府の資金不足によって，
以後その開発は中止されてしまった．野蒜の失敗は澁澤に開発の困難さと，多
額の資金を投入しても無駄になる，自然の厳しさを知らしめた．
明治 11 年の明治天皇による東北，北海道の巡幸は未開地であった当該地域
の開発に拍車をかけるものであった．事前調査のために安積疎水の視察を行っ
た大久保は 100 ヘクタールといわれる広大な面積の安積原野に猪苗代湖から水
を引いてくることで，新たな稲作地帯が出現する事を知り，この工事を大いに
奨励し支援した．こうして東北各地で新田開発が始まった．
澁澤による東北開発は，政府の政策を補完すると共に，当時まだ良く知られ
ていなかった株式会社組織を利用することで，継続可能な開発を実行したこと
に大きな意味がある．澁澤は，政府が実行する仕事と，事業家がやるべき仕事
をはっきり区別し，採算の合わない仕事には手を出さなかった．浅野総一郎が
官営釜石製鉄の払い下げを受けようと澁澤に相談した時，澁澤は首を縦に振ら
なかったと言われている．つまり澁澤の東北開発は，会社の経済活動を通して
人々が豊かになっていかなければならないので，採算の合わない事業にはたい
へん厳しかった．
（3）東北の官営事業
政府による殖産興業政策は当初，工部省によって主導されたが，後に内務省
が設立され殖産興業政策も内務省へ移管された．内務省は日本の西欧化を急い
だが，松方正義，井上馨，澁澤栄一によって批判され，特に澁澤は乏しい政府資
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金によって賄わなければならないことをあげ，現実的な政策として農業近代化
を推奨している．
東北地方における主な官営事業は，小坂銀山，阿仁銅山，院内銀山，釜石鉄山

荷物を預かり，宿も提供する．同郷の商人は，荷物の一部を天秤に乗せて，山奥
の家を一軒一軒回って商品を販売する．主要な商品は呉服，古手（古着）
，薬，
茶，畳表，蚊帳，和紙，茶道具等など需要があれば何でも販売していた．東北地

など鉱山関係が主で，資源調達を目的とするものが多く，東北経済の発展に直
接つながるものではなかった．
釜石製鉄は 1857 年，南部藩の大島高任によって日本初の高炉による製鉄技

方から近江商人が購入した商品は古来より，砂金や鉱物資源，生糸，海産物，農
産物，紅花など資源，原材料となるのもが多かった．
東北地方の各地に小京都と呼ばれる街を見ることが出来るが，近江商人を通

術で現在の釜石市大橋で製鉄を始めた．日本には古くから「たたら吹き」によ
る製鉄技術があって，砂鉄埋蔵量の多い，三陸沿岸地域では海岸の松を燃料と
して各地で製鉄が行われていた．当初，この砂鉄を利用した製鉄を模索した
が，鉄鉱石を原料とする高炉でなければ生産できなかった．工部省は明治 13
年（1880 年）官営企業として建設した釜石製鉄ではあったが，大金を投じたけ

して京都との繋がりを持つことによって，京都と同じような町並み，生活習慣
を取り入れようとしたことによる．近江商人は商品だけではなく全国を歩き
回っているので，多くの情報を集めることが出来た．彼らの話は新鮮な驚きを
持って受け入れられ，茶道や華道，都会の流行りもの食文化や各地の様子，生
活の知恵なども彼らによって伝えられた．

れど，その生産量は少なく，経営そのものがうまく機能しなくなり，16 年には
廃業してしまった．政府は東京の金物商，田中長兵衛に財産評価額 73 万 3100

近江商人の経営は典型的な番頭経営で，従業員の中で最も優秀な人物が番頭
として，その経営にあたる．つまり，その組織の中で常に最も優秀な人物が経

円の釜石製鉄所をわずか 1 万 2600 円で払い下げた．田中は番頭の横山久太郎，
官営時代の主任，高橋亦助などに釜石の再建を指示した．高炉に合う原材料を
探し，試行錯誤の結果，明治 19 年になって生産が可能となった．官営時代に釜
石製鉄には 237 万 6 千円の政府資金が投下されたが，経営は失敗し，田中長兵
衛に払い下げられてから経営は軌道に乗った（4）．これによって明治 23 年には

営にあたることで，永続的な発展をめざしたのである．こうした多くの商家に
は家訓あるいは家憲が存在し，質素，倹約，整理，整頓，早寝・早起き，先祖を
大切にする，陰徳，貯金，従業員を大切にする，投機の禁止，本業重視など日常
生活の隅々に渡って規律を求めるものであった一般にこうした家訓は儒教的発
想に基づいていて，組織を潰さず永遠に存続させるための知恵でもあった．こ

4000 トンの銑鉄を生産することが出来，さらに明治 27 年にはコークスを利用
した製鉄にも成功し，生産量を上げることが出来た．釜石の技術は，官営八幡

うした近江商人の儒教的な経営は，澁澤が企業経営者に対して求めてきた経営
理念である「道徳経済合一説」に通じるものである．澁澤の出身地，深谷は中山
道の宿場町で近江商人が定住して造り酒屋を営み，養蚕農家や，たくさんの機

製鉄所にも伝えられ，日本の製鉄産業の発展にも寄与した．
政府の東北での事業は野蒜築港にしても，釜石製鉄にしても失敗すると大金
を使ったにもかかわらず，再興せずに放棄している．

Ⅱ . 地場産業の近代化
（1）近江商人が支配した地域
東北地方は在郷商人の力が弱く，外部から来た商人によって商業活動が支配
されてきた．近世豪商たちは，有力大名から特権的地位を与えられ，近江商人，
伊勢商人たちは藩境を越えて自由に商売を行うことが出来た．東北地方には近
江商人団が多く集まり，彼らは琵琶湖周辺出身の商人で，近江八幡出身の商人
を八幡商人，日野出身者は日野商人，五個荘出身の五個荘商人と，同じ近江商
人でも出身地によってライバル関係になっていた．近江商人は全国の主要都市
に定住し，造り酒屋，金融業等を営み，地域に定着する一方，同郷出身者と協調
し商業活動を行っていた．彼らの強みは清酒の製造技術で，東北の造り酒屋の
多くが近江出身者である．商売のやり方は両面販売で，京都から持ち込んだ衣
類や，日用品を販売すると同時に，その土地の特産品を買っていく．交通手段
は関東地方へは中山道を利用しているが，東北へは北前船である．主要な港に
は近江出身の大商人が定住しているので，同郷の商人が関西からやって来ると

屋が連なる賑やかな町であり，舟運時代の深谷は利根川と広瀬側の合流点で，
積み荷の集積地でもあった．和算の大家，関孝和は深谷の北，群馬県藤岡の出
身と伝えられていて，埼玉県も和算の先進地域であった．澁澤が数字に強いの
も，こうした環境で育ったことによる．澁澤が，このような商人の知恵や知識
を身につけていたのは自然なことである．
南部藩は城下町の建設に際して，商人の存在が重要であると考え，商人に特
権的地位を与え，多くの近江商人を集めた．村井，井筒屋，鍵屋，日野屋など
近江商人が名乗る多くの商家が存在した．尾去沢銅山を経営した小野組は，本
店を京都に置く三井に次ぐ大商人で，近江出身の商人であった．幕末期，新潟
や東北地方で近江商人が多く集まったのは新潟，酒田，米沢，秋田，会津若松，
盛岡，十三湊などである．澁澤が危惧していた東北地方に東北人による事業が
存在しないこと，東北の人々が起業に慎重であるのは，こうした外部の商人に
よって産業が独占されていた歴史と関係している．
（2）東北の地場産業
明治期の東北地方には，一次産業以外の目立った産業は皆無といってよい
ほど存在せず，あるのは生業・家業的な経営で，産業と呼ぶような段階ではな
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かった．澁澤が最初に東北開発を行ったときは，第一次産業中心の開発以外考
えられなかった．それでも東北に古くから存在する，一次産業以外の伝統工芸
として青森には伝統工芸として津軽塗，曲物，裂織，桐製品などある．津軽塗は
全国的に知られた製品であるが，1990 年代をピークに毎年，生産量，売上金額
とも現在では 3 分の 1 程度に減少した．漆器で全国 1 位の輪島塗に比べても 10

とは出来ぬ．そこでその時代の日本の状態を考えて見ますに，商業は振るわず，
工業は甚だしく幼稚でありましたので余儀なく銀行以外の事業に努力して先以
（6）
て此等の興隆を期せねばならぬと決心したのであります．
」

分の 1 ほどである．その原因は中国など途上国製品が急速に売り上げを伸ばし
ていることによる．秋田県も同様に杉木工品，川連漆器，樺細工，などいずれも
原材料の問題と生産者の減少に悩まされている．岩手も同様で，浄法寺漆器，

七十七銀行の創立を指導し株主となった．同年 10 月創立総会を開き 11 月 7 日
に開業免状を下付された（7）．
それまで仙台に置いていた第一国立銀行出張所は閉鎖し，その事業は第

木工製品，岩谷堂箪笥など，現代の生活様式がこれらの製品と合わなくなって
いる．その中で，南部鉄器は製品のデザインを現代的に改良，炊飯器の内釜に
利用するなど新しい利用法を提案し，形や色彩に工夫を重ね，国際化にも熱心
で海外からの評価も高く，生産量，売上額ともに拡大している．
宮城県では仙台箪笥，雄勝硯，人形，こけし，仙台平など，ここも伝統産業は

七十七国立銀行に譲るなど通常あり得ないほどの援助を行った．そこまで第
七十七銀行の設立に熱心で協力的だったのは，栄一が大蔵省に入省するきっか
けを作ってくれたのが，宇和島伊達藩の藩主，伊達宗城であったことと関係し
ている．仙台伊達本家の家臣団は，戊辰戦争敗戦後に北海道に渡り開拓団を結
成したのは敗戦の汚名を濯ぐためである．明治政府は，伊達家臣団のたいへん

停滞している．山形県も同様に人形，和紙，刃物など小規模なものばかりであ
る．福島県は三春駒，会津塗，万古焼，桐製品，家具，相馬焼，こけし，絹織物

な苦労も理解せず，澁澤は苦悶していた．そのような状況下，仙台に銀行を造
りたいとの相談を受け，澁澤は銀行設立の指導をしただけではなく，第一国立

など技術的にも高いレベルの製品を製造しているものの，伝統産業従事者数
は 1980 年代の 3 分の 1 程度まで落ち込んでしまった．地域密着型の地場産業で
あっても，南部鉄器のように昔からの物を造り続けるのではなく，若い人や海
外にも受け入れられる製品を開発することが必要である．
澁澤が述べているように，地元の人間が地元の資本で，地場産業を育て，発
展させていかなければならないのだが，思うように成長していない．イノベー

銀行で働いていた優秀な人物，遠藤敬止を第七十七国立銀行へ派遣した．遠藤
は旧会津藩士で，戊辰戦争では鶴ヶ城に籠城，破れて江戸に出て経済学を学び，
銀行事務講習所講師として働いているときに澁澤に認められ第一国立銀行に就
職した人物である．銀行業務を熟知していた遠藤は，第七十七国立銀行の業務
を軌道に乗せ，東北屈指の銀行に成長させ，やがて二代目頭取として，この銀
行を支えることになった．遠藤は，鶴ヶ城払い下げの際，私財を投じて払い下

ションなくして地場産業の将来はあり得ないのは，現在でも明治時代でも全く
同じことが云える．

げを受け，これを旧藩主松平家へ寄進し鶴ヶ城の保存に成功した功績者として
も知られている．

Ⅲ . 澁澤の東北における起業

第七十七国立銀行と並んで澁澤は，秋田銀行設立にも心血を注いでいる．秋
田銀行は明治 29 年に創立，第一銀行秋田支店を閉鎖しその営業権を秋田銀行
に引き継がせ，澁澤は秋田銀行の相談役に就任している．

（1）東北における銀行の設立
第一国立銀行は東北各地主要都市に第一国立銀行出張所を開設し，東北全域
の経済をその勢力下に置き，澁澤の経営理念に適った地元資本による銀行が設
立されるまで睨みを利かせていた．明治 6 年に第一国立銀行は仙台と石巻に出
張所を開設していた．
大正 6 年仙台において澁澤が行った講演の中で，澁澤の銀行業を経営する上
での理念や澁澤が銀行家になった理由について次のように述べている．
「実業
界の進歩発展ということに付いて考へると，第一に必要なのは金融である，金
融が発達しなければ実業も進歩せぬ，同時に又国家の基礎を造ることが出来
ぬ．これは恰も血液の運行宜しきを得て体内諸機関の活動を促し以て健康を保
つと同様であると考えたからであります．然るに翌七年に有力な同志を失いま
したので一時非常の難境に陥りました（5）．当時思いまするに銀行なるものはそ
れ自身丈で働けるのもではない，一般実業が盛にならねば銀行が隆盛になるこ

明治 11 年 2 月に第七十七銀行創立発起人総代二名が上京して，澁澤栄一に
会見して銀行設立に関し指導を受けた．栄一は喜作と共に仙台へ出向き，第

（2）日本鉄道株式会社の設立
第十五国立銀行は岩倉具視を中心に，徳川，山内，黒田，池田，松平，南部な
ど華族の秩禄公債を集めて設立され，当初の目的は東京・青森間の鉄道敷設で
あった．明治 14 年に設立された日本鉄道株式会社は，土地の取得など政府の徹
底的な支援のもと 16 年に上野・熊谷間が開通し，18 年には大宮・宇都宮間が
開通，24 年には青森まで開通した．
当初政府の支援があったものの次第に政府資金が枯渇し，しかも大蔵省の管
理下に置かれ，この巨大会社の経営はたいへん困難な経営状態だった．日本鉄
道会社は会社設立までは政府の庇護のもとに運営することが出来たが，以後は
株式会社として利益を挙げて運営していかなければならず，華族の経営者たち
は株式会社の組織について理解はしているけれど，その運営を実際に行ってい
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くだけの経験はなかった．明治 17 年に日本鉄道会社が，澁澤を理事に選出した
理由は，澁澤の組織運営についての知識と経験も豊富な人物であり，さらに経
営資金の問題で，澁澤を絶対に必要としたからである（8）．
澁澤は日本鉄道会社の最も困難な時期から明治 39 年，この会社が国有化さ
れるまで一貫して経営に携わってきた．
東京から青森まで鉄道が敷設されたことは，東北の発展にとって大きな出来
事であって，東北地方に点在する鉱山や繊維産業，農業，漁業，林業，にとって
は，新しい市場の開発が可能になり大きなチャンスになるはずだった．東北に
おけるこの鉄道開通は，多くの場合，東北から大量の資源，海産物を都会や海
外へ移送するための鉄道になってしまい，都市部との格差を拡げてしまった．
それでもいくつかの産業が興隆し，明治 23 年，鉄道が盛岡まで伸延すると，馬
の産地だったこの地域に大きな農場建設の機運が生まれ，24 年に日本鉄道副社
長の小野義眞，鉄道庁長官の井上勝，三菱の岩崎彌之助の三人は私費を投じて
農場を造った．3 人の名前を一文字ずつ取って，
「小岩井」農場とした．
本来この鉄道は北海道開発を視野に入れた鉄道で，東北開発の目的と云うよ
りも，北海道からの物資輸送を想定して，明治 41 年には青函連絡船が就航，石
炭などの輸送に利用されてきた．
日本鉄道の開通は，新たな鉄道ブームを呼び起こし，鉄道を東西に結ぶ路線
を建設するようになった．北関東の栃木県，群馬県，埼玉県は古くから養蚕が
盛んで，生産された生糸や絹織物は全国に出荷され，特に京都西陣織の原材料
供給地の役割を果たしてきた．幕末，開港後貿易が始まると日本の絹製品は海
外へ輸出され，需要は急増した．それまで北関東から江戸への物資の輸送は主
に舟運であったが，鉄道開通後は次第に鉄道を利用するようになった．日本鉄
道が上野・青森ルートと上野・高崎ルートを建設することになってこのルート
から外れた絹織物業者たちは，小山と高崎をつなぐ両毛鉄道を建設することに
なった．両毛鉄道は後に日本鉄道と合併し，日本鉄道の経営となった．さらに
八高線が開通すると高崎から八王子までのルートが開発され，横浜線と繋いで
国際貿易港である横浜港へ直接輸送する路線も完成した．澁澤はその後，水戸
鉄道，日光鉄道，北海道炭鉱鉄道，常磐鉄道，等の経営にも参画することになっ
た．
（3）澁澤の鉱山開発
日本には資源が無いと言われてきたが，東北地方には多くの資源が存在して
いる．前述したように下北半島から三陸海岸にかけては砂鉄が大量にあるが，
ほとんど利用されていない．釜石製鉄も砂鉄利用は失敗して，鉄鉱石を利用す
ることで成功した．つまり，砂鉄を使う技術が開発されていないだけの問題で
ある．エネルギー資源も日本にはないと思われているが，石炭は東北の地中深
く大量に眠っている．採算が合わないだけである．金，銀，銅，マンガン，木材
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などもまだたくさん存在する．一般に資源は存在するだけでは全く意味がな
く，利用されて初めて価値を持つのである．日本は必要な資源を，品質が良く
て価格が安いものを世界中から選択して購入しているのは理にかなっている．
当初澁澤も鉱山経営に関わり，明治 17 年には浅野総一郎と共に磐城炭鉱を
設立し，田川採炭，長門無煙炭石炭鉱，藤原炭鉱，茨城炭鉱，石狩石炭など主に
石炭鉱山の経営に関わってきたが利益を上げることは出来なかった．澁澤の事
業活動の特徴として，500 社にも及ぶ企業の設立に際して人材の育成を重視し
ていたことである．会社の持続的成長を可能にするためには，優秀な人材を登
用することが重要であった．鉱山経営に関して言えば，古河市兵衛の経営能力
は突出していて，澁澤が自ら経営するよりも，彼に一任したほうが得策だった．
古河は，小野組時代，南部や会津地方の鉱山で稼業していた経験もあり，
様々な情報を持っていた．小野組は明治 7 年に井上馨によって破綻させられた
が，番頭の古河市兵衛は会社の整理を通して澁澤から，その力量をみとめられ
古河組設立の支援を受けた．澁澤は東北の鉱山開発について，古河市兵衛を起
用して，その任にあたらせた．古河は小野組が稼業していた鉱山を次々と払い
下げられ，さらに官営企業の払い下げも得て，明治 17 年に秋田県鹿角の院内
銀山の官営事業を 10 万 8 , 977 円で払い受け，さらに翌年には阿仁銅山を 33 万
7 , 766 円で払い下げられている．東北地方の官営事業の多くは鉱山に関する事
業で阿仁，院内以外にも大葛鉱山，小坂鉱山，油戸炭鉱などを入手し経営して
いた．院内銀山は，払い下げを受けた年の産銀量 840 貫であったが，24 年には
3 ,800 貫，28 年には 4,100 貫に激増していた（9）．阿仁銅山も払い下げを受けた当
時は経営困難に直面していたが，大量の人員整理を行い，大学卒の優秀な人材
を雇用し，外国製の機械を導入，営業利益を上げることが出来た（10）．
明治 14 年に栃木県の足尾銅山で有望な鉱脈を発見してから古河は，急激に銅
の生産量を増やし，明治政府の期待も高まった．当初，古河は澁澤を顧問とし
て厚遇していたが，鉱毒事件が起こってから社会からの批判も強く，足尾の顧
問から退いている．鉱毒事件については栃木県も国も古河の擁護にまわり，当
時の日本の政策が殖産興業優先で資源開発のために多少の犠牲は黙認するとい
う姿勢であった．当時，日本は電気，通信部門の充実を急いでおり，原材料とし
ての銅を購入する資金が不足していたため，国策として足尾銅山と別子銅山の
稼業は重要な意味があった．

Ⅳ . 澁澤の東北開拓
（1）三本木原開発
三本木原は青森県十和田市郊外の広大な火山灰台地で水路が無く，手つかず
の荒れ地で，水路も無く，農業を行うことは不可能であった．さらに，この地域
は「ヤマセ」地帯で初夏から秋にかけて冷気と霧を伴った風が吹き，頻繁に冷
害にあう地域である．1855 年（安政 2 年）この地域に新田を開発して農民の生
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活を少しでも楽にさせたいとの思いで，新渡戸稲造の父と祖父である，新渡戸
傳，十次郎親子によって十和田湖からの水路を完成させ 300 ha の農地を開拓す
ることに成功した．しかし，新渡戸親子が亡くなると開発は頓挫して荒廃が始
まった．明治 9 年，天皇巡幸で新渡戸親子による遺業を追賞したことから，国に
よる三本木原開拓が行われることになり，明治 17 年，国による三本木開拓を行
うために三本木共同開墾会社が設立された．新渡戸親子が構築した十和田湖の
水を引くための用水路を伸延し，開墾地を拡大 23 年には澁澤が自身の農場を
開設した．さらに，明治 27 年には澁澤が三本木共同開墾会社を株式会社に改組
して開拓事業は順調に進んだ．
大正 6 年水争いが起こり，農民が勝手に水路の水を引いて新田を造り，上流
の地主と諍いが起こった．この時，澁澤が仲裁にあたり解決することが出来た．
三本木共同開墾会社は，昭和 12 年までに 2500 ha もの土地を開墾することに成
功し，新たに移住する人も増え，現在では大きな町が出現し，発展を続けてい
る．
明治 21 年，第一国立銀行八戸出張所を廃止した際，その担保の中に三本木共
立開墾会社の株式があって，澁澤はこれを自ら引き受けて，この会社の事業に
参与することになった（11）．
澁澤はこの事業に参画した理由を「国家経済的意念，即ち試験的に馬匹の改
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地場産業展などを開催したが，あまり効果を挙げていなかった．澁澤は，東北
の振興は東北の人々の問題であり，彼らに努力してもらわなければ何もならな
いと語っている．その意味で，東北振興会についての評価については，その活
動が当時頻繁に起こっていた冷害の被災地に送る義捐金集めであったとして，
必ずしも好評価ではない．さらに日本が軍事態勢に入っていくと東北地方は今
までよりも多くの資源を送り出すための機関と見られるようになった（14）．大
正 6 年に澁澤は東北 6 県を視察し，各地の状況を克明に記録し，特に食糧不足の
問題について早急に対処しなければならないと述べている．東北振興に関して
は「東北の振興は東北の人間を振興するにあり」と，澁澤の持論を展開してい
る（15）．翌年，澁澤は東京三越で第二回東北物産展を開催して東北支援の姿勢を
示した．
大正 7 年に原敬が総理大臣に就任すると，澁澤は東北振興会で，新たに東北
拓殖株式会社を設立して，肥料，苗の購入資金の貸付，生産物販売など，より具
体的な産業振興を準備した．この年は米騒動が起こった年で，農業は不作，米
価急騰，食糧不足の状況であった．澁澤は東北の広大な未開発地に注目し，開

らす開墾の素志を達せんとするにある」と述べている．当時の南部地方は馬の
産地で農業や交通手段として重宝され，また軍馬の育成場としての役割も担っ

墾の重要性と可能性に注目した．
一方，政府の東北振興政策は，同年春に政府の資金によって帝国開墾株式会
社を設立するため，開墾補給法案を提出したが法案は不成立でこの会社は設立
できずに消滅してしまった（16）．この会社の設立についても澁澤は創立準備委員
に挙げられていたが，澁澤の東北開発についての意識の高さと比較して，本来
東北の産業に対して責任を負わなければならないはずの政治家たちは，その認

ていた．昭和 2 年，高齢の栄一は看護婦を同伴して澁澤農場に出かけ，大規模開
墾事業の状況を視察，地元民と水をめぐって対立していた澁澤農場の和解を求
めて交渉している．澁澤農場は 1 , 680 町ほどの広さで，田畑 550 町でその多く

識がたいへんに低かったと言わざるを得ない．帝国開墾会社は設立されなかっ
たが，澁澤はそれで諦めるようなことはなく，その年の秋までに，再び政府の
開墾会社を設立するための準備をしていた．こうして大正 8 年に中央開墾株式

は山林原野であった．そこで働く労働者は大正 9 年には福島からの移住者 169
名をはじめ，総数 456 名を小作人として雇い入れ，運営されていた．
昭和に入ってからも，澁澤農場の農場長である水野陳好は開墾を続けるため
に，新たに十和田湖からの導水を模索し，開拓地を拡げ，防風林を造り，米の品
種改良を通して地元の発展に貢献した．水野は後に十和田市長となり，名誉市

会社が設立された．
昭和恐慌期の東北は，数年におよぶ冷害と重なり人々の生活はたいへん困
窮し，身売りや給料の未払い，小作争議がおこり大混乱の様相であった．さら
に昭和 8 年 3 月には三陸津波で沿岸地域に多大の被害をもたらしてしまった．
経済恐慌のため，当初予定されていた中央開墾株式会社，三千万円の資本金を

民として顕彰された．

七百五十万円に縮小して事業を開始したが，その資金は東北地方には回ってこ
なかった．

（12）
良を主として，傍ら土地の開墾を年々少々ずつやっている．
」
「自己の為ニあ

（2）東北振興会
東北振興会については，大正 2 年盛岡出身の原敬内務大臣の呼びかけで澁澤
の他，大倉喜八郎，根津嘉一郎，益田孝，大橋新太郎，等が集められ，澁澤が会
頭に就任している．さらに元仙台藩士でもある高橋是清や三菱の岩崎久弥，新
渡戸稲造等，当時の財界主要メンバーや東北関係者が協力した（13）こともあっ
て，その後の東北開発に大きな原動力になった．当初，東北振興会は東北につ
いての現状を認識し，理解を深めるための研究が行われ，養蚕などの産業奨励，

（3）杉本行雄と十和田開発
澁澤栄一と，その後継者である渋沢敬三の両者に仕えた秘書の杉本行雄は，
第二次大戦後，財閥解体により，澁澤財閥所有の三本木澁澤農場の処理を任さ
れて青森の十和田に赴任した．農場の処理終了後，杉本は青森に留まり，十和
田湖のホテルや十和田観光鉄道，十和田観光開発会社の経営に携わり，青森に
おける観光開発の基礎を構築し，浅虫温泉，小川原湖，薬研温泉などの開発に
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も尽力した．青森における観光開発は，第一次産業以外の産業資本を持たない
この地域にとって画期的な出来事であった．
杉本は十和田湖観光に力を注ぎ，三沢方面から十和田観光鉄道で十和田市経
由，奥入瀬渓流・十和田湖ルートを開発し，さらに地域の景観保護にも力を入
れ，青森の観光産業に多大の功績を残した．
杉本が昭和 37 年，三沢市に開設した小牧温泉澁澤公園は 72 万平方メートル
の敷地を持つ巨大な温泉施設であると同時に，澁澤家ゆかりの施設でもある．
明治 10 年，栄一が東京深川に自宅として，二代目清水喜助に建築依頼した建築
物が杉本によって，ここに移設され，澁澤公園として整備されている．二代目
清水喜助の建築物は現在これだけしか残されておらず，その建築物としての価
値も高い．平成 15 年に杉本が亡くなると，小牧温泉は衰退し，サービスの低下，
宿泊客の減少で，経営破綻，翌年に民事再生手続きを行っている．現在は星野
リゾートが，全国屈指の人気ホテル「青森屋」として杉本の遺志を引き継ぎ，そ
の再生に成功している．

結論
澁澤栄一が東北地方の産業発展の為に，どのような考えのもと，何を行って
きたのか見てきた．第二次大戦以前，東北地方の産業経済が日本の他地域と比
べて相対的に低かったことは良く知られている．そこで澁澤は，東北開発に消
極的な明治の政治家に代わって，澁澤自身が頻繁に東北へ出掛けて東北開発を
推し進めた．
立場上，東北開発に取り組まざるを得なかった大久保利通も，澁澤に対して
密かに期待し，利用もしていたのではないだろうか．明治期，多くの政治家は
ロシアと対峙していたので，領土的視点から北海道開発に目を向けていた．東
北地方は北海道への通過点であり，資源・原材料の供給地と見なしていた．本
稿で示したように，第七十七国立銀行設立の際，熱心に指導し，現在でも東北
地域で最も秀逸な銀行に育て上げたように，東北に地方銀行を次々と設立し地
域の人々の力で地域経済を活性化できるような仕組みを造ったことは高く評価
出来よう．さらに三本木農場の設立も，東北振興会の会長として東北振興に取
り組んだのも同様であろう．
東日本大震災後，目覚ましい復興を遂げつつある東北地方であるが，澁澤栄
一をはじめ，多くの先人が東北開発の為に払った努力を再認識し，今後の発展
の一助になればと願うものである．
【注】
（1）東北地方との表現が示す地域については，幕末期には使われておらず，奥州，出羽，会津な
ど多少現在とは異なる様であるが，ここでは現在東北と呼ばれる地域について論じた．
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（2）
『澁澤栄一伝記資料』昭和 39 年，第 5 巻 312 ページ．
（3）前掲，『 澁澤栄一伝記資料』第 6 巻，232 ページ．
（4）小林正彬稿「官営払い下げの実施過程と企業業者活動」和洋女子大学紀要，5 ページ．
（5）三井・小野銀行として発足した第一国立銀行は小野組破綻，三井銀行の設立で経営者が不
在になったこと．
（6）前掲，『澁澤栄一伝記資料』第 5 巻，311 ページ．
（7）同上，第 5 巻 294 〜 306 ページ．
（8）前掲，『澁澤栄一伝記資料』8 巻 560 ページ．
（9）五日会編『古河市兵衛翁伝』大正 15 年，163 ページ．
（10）同上，166 ページ．
（11）前掲，『澁澤栄一伝記資料』第 15 巻，609 ページ．
（12）同上，第 54 巻，100 ページ．
（13）同上，第 56 巻，227 ページ．
（14）奥村誠稿「東北地方開発の歴史」東北大学災害科学国債研究所，日本都市計画学会，都市
計画 2012．
（15）前掲，『澁澤栄一伝記資料』第 56 巻，239 ページ．
（16）同上，第 56 巻 206 ページ．

【略歴】 上武大学大学院経営管理研究科教授．本会理事．東洋大学大学院修了．著書に，
『現代日本経営史』ミネルヴァ書房等．
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ドラッカー経営論と日本的経営の再構築
Drucker Management Theory and the Reconstruction of
Japanese Management

島田 恒

Hisashi Shimada
（関西学院大学）

Summary
Once Japanese management was highly appreciated as unique system in the world.
Japanese management contributed for Japan which has no natural resource to build
up economic power after World War. Japanese management has been neglected
as old-fashioned system these 20 years. But it has important advantage to promote
organizations as social institution. We hope to pursue the possibility to improve
Japanese management and realize new management system following Drucker
philosophy.

はじめに
かつて世界から注目された日本的経営は，ユニークなマネジメントとして評
価を受けてきた．現実に，戦後の焼け跡から出発し，資源に極めて乏しいわが
国経済を活性化し，高度経済成長を経て世界の経済大国としての地位を築いて
きたのであった．そして，経済そのものに止まらず，わが国社会を総中流意識
といわれた格差の少ない安全と安定のある社会として評価されるものになっ
た．エズラ・ボーゲル『ジャパン・アズ・ナンバーワン』
（1979）は，「アメリカ
への教訓」を副題としたし，ウイリアム・オオウチ『セオリー Z』
（1981）は「日
本に学び，日本を超える」を副題に掲げた．日本的経営が世界的ブームのよう
になり，『ハーバード・ビジネス・レビュー』も How Japan Works（和訳『ハー
バード・ビジネスの日本診断―対日戦略のシナリオ』
（1983）において，ドラッ
カー以下ボーゲル，オオウチを含む一流学者を動員して日本的経営の特質を紹
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本的経営の反作用として，その特質を時代遅れの不合理なマネジメントとして
位置づけ，アメリカ流の新自由主義に傾き，成果主義や労働流動主義を採用し
ていくことになってきている．いわゆる日本的経営の希薄化が進むことになっ
ていった．
日本的経営の真価はそれほど脆いものであろうか．行き過ぎたアメリカ流成
果主義はわが国には機能せず，その反動として制度を戻す企業など，見直しの
風潮も観察される．
本論文では，ドラッカーの経営哲学・理論と実践論を重ね合わせつつ，日本
的経営の価値と限界を研究することを目指す．幸い，程度の差はあれ，わが国
組織には，企業・行政・非営利組織にわたって日本的経営といわれる特質が温
存されている．その優れた点を確認し，問題点を洗い出し再構築を試みること
によって，グローバルに展開する多元的組織社会における組織のあり方を考察
し，来るべきモデルに迫ることにしたい．

1. ドラッカーの経営論
最近の経営学は，実践的成果を得るための理論・応用に傾きすぎていると著
者は考える．本来経営学は，実践学であるけれども，その根本に哲学といって
よい価値観・規範が組み込まれているべきであると考える．それを欠いては
「学問」と呼ぶことはできないと考える．
ドラッカーは，まさに終生変わらざる哲学に基盤を据えてマネジメント理論
と実践への道を示した稀有といってよい人物であった．
ドラッカーの生涯変わらなかった哲学を概観しよう．
ドラッカーの著作は，ほとんど全部が社会に関するものである．唯一例外と
いってよい論文が，
“The Unfashionable Kierkegaard”
「時流とは異質のキル
ケゴール」
（Sewanee Review, The University of the South, 1949.）である．
ド ラ ッ カ ー は，こ の 論 文 を，後 の 著 作 The Ecological Vision, 1993 . と The
Essential Drucker on Society, 2000 . に加えている．ドラッカー自身が，半世紀を
経ても彼の哲学基盤であるという意識をあらためて表明したものと認めること
ができる．
キルケゴールの思想は，ドラッカーの定義する自由に深く関わることにな

介し，経済大国アメリカがどのように進むべきかを提示しようとしたのであっ
た．

る．自由とは，好きなことを誰にも邪魔されないで実行できること，という次
元ではなく（ドラッカーは，デザートにプリンを選ぶかアイスクリームを選ぶ

わが国もこれらの動向と高度経済成長の実績をみて，自信と，やや行き過ぎ
た自負をもつようになり，やがて過度な経済偏重によって，1990 年代に入り自
ら招いたバブル経済によってブレーキがかかり，
「失われた 10 年」
「失われた
20 年」となって長い経済停滞に落ち込むことになっていった．
あれほどまでに自信をもち，経済成長に誇りをもってきたわが国企業は，日

かは自由とは関係ない次元であると例示している）
，絶対なるもの（神，真理）
に向かい合って，一人一人に与えられた一回だけの人生を申し開きのできる人
生とすること，と理解する．そのような選択をする責任こそ人間だけに与えら
れた実存的立場であり，真の意味での自己実現である．自由をして「責任ある
選択」と定義するドラッカー哲学の核心である．
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そしてドラッカーは，社会であれ個人であれ，機能しなければ発展はないと
指摘する．
自由の定義は奥深く理解に思索を要するが，機能の必要性は容易に理解でき

このようなドラッカーの期待にとっては惨めともいえる現実のなかでも，そ
の経営哲学をぶれさせることはなかった．産業社会で実現できなかった「自由
と機能」の社会をあらためて構想し，多元的組織社会として提示した．1969 年

る．それによって社会も個人も成長・発展することができる．但し，機能が発
揮される方向が自由という選択によって光と影が左右されることになる．
ドラッカーの最初の著書『経済人の終わり』
（1939）は，人間や社会のあり方

『断絶の時代』では，誰もがまだ想像できなかった「断絶」を提示し，グローバ
ル社会，知識中心社会に加えて多元的組織社会の到来を示し，産業社会に変わ
る社会ビジョンを明らかにしたのであった．

を規範的に捉え，当時ドイツに君臨したナチズム批判から出発する．ドイツに
おいて法学博士号を取得，地元の有力紙「フランクフルター・ゲネラル・アン
ツアイガー」の記者としてヒトラーを取材，その危険性を感じ取り批判的論文
を発表した．予想した通り，ナチスによって発禁処分を受けドラッカーはロン
ドンに逃れアメリカに渡る．

多元的組織社会もまた，その行く末は保証できるとは限らない．しかしなが
ら，ドラッカーの哲学に倣い，自らが認知する変わらざる哲学・ビジョンに基
づいて，社会の構想を確認し，その実現に貢献し，同時に自らの人生を豊かに
歩むことがドラッカーから学ぶべき重要な課題であると思われる．

ナチズムがいかにして自由と平等を基本価値とするキリスト教社会に侵入し
てきたかを分析する．冷静にその原因を分析し，人間存在の哲学に降り立ち，

2. 日本的経営の本質

社会の編成原理を深く考察している．ドラッカーはナチズムの批判を発表しつ
つ，それに代わるべきビジョンを明らかにしていく．批判に止まらず，代替す
べき自由にして機能する社会の構想を明らかにしていくところにドラッカーの
真骨頂があった．
彼は『産業人の未来』
（1942）において，移住先のアメリカにおける企業や社

日本的経営を観察してその特徴を紹介したのは，アメリカから来日した
ジェームズ・アベグレンであった．ボストン・コンサルティング日本代表，上智
大学教授等を歴任，日本に帰化している．
『日本の経営』
（1958）を発表，日本的

会の状況に触れ，そこで形成されつつあった産業社会こそ全体主義に代わる新
しいビジョンであると主張したのであった．彼は，産業社会における企業は，
単に経済的制度であるばかりでなく，社会的制度・統治的制度を併せもつこと
によって，社会の中心的役割を担うことができると考えた．社会はもはや財産
中心社会ではなく，組織中心社会に移行し，組織の主役は専門経営者であり，
そのゆえに社会のリーダーとして経営者の責任を重視し，それを可能にするマ
ネジメントを研究・発表・指導していくのであった．
ドラッカーが予想した通り，日・独・伊三国同盟による全体主義は破れ，ア
メリカを盟主とする産業主義国家が世界の覇権を握っていく．ドラッカーはマ
ネジメントの探求に磨きをかけ，その発展に大きく貢献することになっていっ
た．機能を実現するためのマネジメントの技法にも注力し，マーケティングの
手法，イノベーションの手法にも研究成果を発表して産業社会の発展を支援し
ようとした．
しかしながら，歴史の現実はドラッカーの期待した「自由と機能」の社会を
実現することには結実しなかった．資本主義経済における産業は，自らの利潤
をひたすら拡大することに関心を集中し，社会の公器としての役割を看過して
いくことにつながっていった．貪欲（グリード）と言われるまでになった資本
の自己拡大が支配的になれば，健全な社会的制度・統治的制度としての機能は
後退し，産業社会に期待したドラッカーの構想は挫折せざるを得ないことは明
らかである．

経営の特徴を指摘した．終身雇用，年功序列，企業内労働組合である．
アメリカのように，転職が給与や昇進の機会であり，職務業績が処遇を決め，
職種毎に労働組合が結成（自動車産業における溶接工労働組合のように）され
ているシステムとは対照的である．したがって，社員にとって所属する企業の
盛衰が自らの所得や地位を決定づける大きな要因となるのであった．
特に戦後，食べ物にも困っていた日本人にとって，安定的で，年齢と共に必
要費用が増えるのに合わせ給与も上がっていくというシステムは歓迎すべきも
のであった．アメリカには見られない各種手当（家族手当，住宅手当など）も日
本的経営に今も生きている互助ともいえる制度であり，社長と社員平均収入の
格差が少ない「総中流社会」という安定した社会形成にも成功したのであった．
社員にとっては，上から下まで，自らの人生に関わる「わが社」なのであっ
た．大多数の企業において，トップマネジメントを占めるのは，外部からの引
き抜きではなく，社員仲間からの昇進者である．外には閉ざされがちな（この
状況が後に述べるように，問題の原因となりやすいのであるが……）仲間内の
組織となっている．
アメリカなどとは異なって，今もわが国では，学校新卒者の入社式が華やか
に行われる．緊張した顔つきの新入社員を前にして，社長が重々しく訓示を垂
れるのがパターンであり，新入社員代表が決意を述べる．入社式は，組織の仲
間になった，同じ船に乗り込む仲間になったということを象徴する後にも先に
も重要な儀式である．
日本的経営を象徴する一つに居酒屋がある．仲間同士の楽しみであり，一杯
飲みながらの話題は多方面にわたる．仕事の打合せや情報交換，人事異動のう
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わさ，上司の悪口が定番で，ゴルフのこと，野球と J リーグのこと，そして家族
や健康のことと話題は続き，メートルが上がるにつれて，グチやホンネが出て
くる．誰もがそこで居場所を発見する酒場なのである．

居酒屋で象徴されるインフォーマル・グループの存在感も大きな意味をもっ
た．それは個人的居場所であるとともに組織の有効性にも寄与するものとなっ
ていた．近代管理論の始祖ともいわれるバーナードは，その「重要な結果」を強

わが国では居酒屋はビジネス街に密集し，仕事仲間同士の来店を主たるター
ゲットにしている．欧米諸国では居酒屋は少なく，むしろ近郊の住宅地，家族
やプライベートな仲間との懇親の場所となっているはずである．

調している．それは三つの場面で発揮される．
（1）コミュニケーションの機能 ─フォーマル組織が上下のコミュニケー

日本人にとっては，職場は仕事を超える意味をもっている．能力を提供して
貢献に応じ所得を得るだけではなく，そこで生涯の友人が生まれるような場所
ともなっている．いわば，給料を超えて，共同生活のある場所となっていたの
である．
このように観察するならば，日本的経営においては社員や職員を「経済人」

ナナメのコミュニケーションを受け持っている．
（2）一体性を維持する機能─インフォーマルに気の合った仲間同士がホン
ネで触れ合うことは，自然と一体感を高め，組織目的に貢献しようとい

「仕事人」としてのみ律することはできない．
マズローによる欲求五段階説によるならば，低次欲求である生理的欲求・安
全欲求を充たし，帰属欲求・承認欲求を色濃く備え，最高次欲求としての自己
実現欲求をも視野に入れた拡がりを有している．ドラッカーのいう経済的制
度・社会的制度・統治的制度に近いものをもっている．ドラッカーは，自らの
最大の貢献とも自負したことのある「プラント・コミュニティ（工場共同体）」
という概念を提示したが，それに類似するもの，産業社会のモデルとしての特
徴を有するものがあったといえよう．
日本的経営の本質は，企業の場合，経済的機能を超えて仲間としての触れ合
いや絆のある生活共同体としての現場をもっているところにある，と筆者は定

ションが基本であるのに対し，インフォーマル・グループはタテ・ヨコ・

う意欲を増させる．
（3）各人の個性を回復する機能─人間同士のホンネの付き合いを通し，一
人一人の個性を回復させる働きを果たしている．
日本的経営を特徴づけているインフォーマル・グループの存在によって，
「経
済人」の無味乾燥な世界を抜け出し，そこで人生を営む「産業人」の厚みのある
世界が開かれてくるのであり，人間の本性に沿った世界が開けてくる．日本的
経営が産業社会パラダイムに沿った発展をなし，経済成果に貢献していったこ
とは，近代管理論によっても支持されている．
このようにして，社員をコストではなく，全人格を有するものとして発揮さ
せその働きを支える日本的経営は，個人と組織の一体感を育み，個人には充実

義する．したがって，たとえ成果主義が進んだとしても，日本的経営のメリッ
トは引き継げる可能性をもっていると考える．

感を付与し，その意欲を通して事業への貢献をも拡大することができたので
あった．ドラッカーの主唱したプラント・コミュニティに類似するもの，産業
社会のモデルとしての特徴を有するものがあったということができるであろ
う．

3. 日本的経営の有効性

4. 日本的経営の問題点

前項でも記述したように，社員にとって所属企業は自らの所得のみならず，
共同生活を営む現場でもあった．そこで自らの居場所を確保し，人生の多くを
託するものであった．組織の盛衰と自らの盛衰が重なり合い，お互い「わが社」
という船に乗り合わせる仲間であったから，集団的行動に配慮が届き，和の精
神をもって協働する風土が生まれていた．個人の利益を犠牲にしても単身赴

多くの重要な価値を日本的経営に認めるとしても，多くの問題点をも含んで
いることを理解しなければならない．
最大の問題は，和の精神に隠れた主体性の欠如である．土居健郎は，日本社
会に特有の「義理と人情」という心情的世界や，「天皇が親，国民は子」という
戦前の天皇制を，「甘え」というキーワードから説明している．「甘え」の感情

任，サービス残業を辞さないという「わが社」への貢献意欲は企業の事業成果
に結実していった．
わが国特有の QC サークルは同じ職場内で，QC の手法を活用しながら自主
的な協働として行う小集団である．アメリカ生まれの統計的・合理的品質管理
を，わが国独自の人間的要素を加えて発展させ事業成果に貢献した．自らがそ
の成果を実感できる手応えを得ながら，自主的に行動することを通し，事業成
果のみならず，社員の意欲向上にもつながるものであった．

は，独自で主体的な個人というよりは，集団に柔らかく保護された一員になり
たいという方向をとらせる．日本人は，個人よりは集団が優先し，そこに甘え
ることによって心情的安定を得ようとするベクトルが強かった．天皇制国家の
もとに奉公することは，当時の環境においては流れに沿うことであり，主体性
を放棄することの代償として，心情的にも実生活の上においても葛藤を避け安
定に甘える方向であった．
終戦後連合国によって天皇制国家が否定されるや，さしたる抵抗もなく，
「鬼
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日本的経営における会社

畜米英」に代えて「アメリカニズム」を受け入れた．そして天皇制国家に依存
していた「甘え」の感情を，会社という集団に求めることになった．天皇やム
ラ，イエ依存から切り離された日本人に対し，会社が「甘え」の受け皿となって
いった．それが世界でもユニークな日本的経営の確立につながったというのが
筆者の見解である．そして会社という集団優先の下で，世界に冠たる経済成長
をなし遂げたのであった（これらの問題はフロム『自由からの逃走』でも鋭く
分析されている）
．
しかしながら，人間の存在に主体性が不可欠であり，ドラッカーに依るなら
ば「自由」が不可欠である．人間を個人としてみる場合，合理的に行動する存在
ではあるが，同時に，自らの価値観をもって自由に行動する存在である．そこ
に人間存在の基盤がある．
村田晴夫は，個人の存在を物的要因，生物的要因，社会的要因をもちながら，
その中核に位置する人間性によってそれらの要因を統合しつつ，主体的な意思
決定と行動をなすものとして捉えている．それを協働体系における組織と対応
させると，個人と協働体系は共に同じ要因の合成物であり，その活性の場とし
ての人間性と組織によって統合されている（垂直同型と呼ばれる）．このように
考えるならば，個人も組織も合理的側面をもつと同時に，価値的側面をもつ存
在として認識されるのであって，個人の主体性がないところでは，個人にとっ
ての真の豊かさが生じないし，個人が関わっている組織の倫理や信条も活性化
することは期待できない．
「わが社」中心，それ以外は「ソト」と意識されることによって，社会性が欠
如し企業倫理に問題が生じる懸念も増大する．法令や倫理基準を無視しても，
「わが社」の利益のため，仲間のためという意識が企業不祥事を生み出してくる．
グローバルに展開する環境においては，横一線で前進するのではなく，突出

本的経営は変質を余儀なくされる．
このような環境のなかで，自ら陥ったバブ
ル後の低成長によって日本的経営は大きく変
質し，戦後の経済成長や安定した社会を支え
たユニークなシステムは「時代遅れ」として軽
視されていくことになってきた．
しかしながら，われわれは再度日本的経営
を世界に誇るべきマネジメント・システムと
して再構築する価値があるのではないか．知
日 家 と し て 長 年 日 本 的 経 営 を，日 本 社 会 を
評価してきたイギリスの社会学者ロナルド・
ドーアは近著『幻滅』を著し，大切なものを失

人間性
（能動活性）
生物的
要因

社会的
要因

物的
要因
組織
（活性の場）
社会的
要因

人的
要因

協働システム

図表 1. 集団優先の受け皿

み出すとなれば日本的経営の効果性は減殺さ
れることになる．そこに個人業績主義，成果主
義が主流となって，所得格差の少なかった日

人間

戦後

天皇・イエ・ムラ

物的
要因

垂直同型

集団優先・滅私奉公の精神

戦前

した個人の貢献がイノベーションを生み出し
事業成果を上げることにつながりやすい．集
団のパワーではなく，個人の貢献が成果を生
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いつつあるわが国への警告と進路を提示して 図表 2 . 村田晴夫『管理の哲学』
文眞堂，1984 年 . 54 頁
いる．われわれ自身の課題として岐路にある
わが国の経営や社会のあり方を考える必要があるのではないか．没後 10 年の
ドラッカーもまたそれを期待しているのではないであろうか．

5. われわれはどこへ行くべきか
日本的経営における個人にとって，その主体性を確立することが一人の人間
としても組織構成員としても不可欠であることを提示してきた．これはドラッ
カーの「自由」につながる課題でもある．そのような信念のことを「タテ軸」と
呼ぼう．それはわれわれが不可欠なものとして自ら構築し，その基盤にあっ
て「ヨコ軸」としての現場生活（個人で言うならばワークライフ・バランス，仕
事・家庭・社会・趣味生活）を営むことが望まれている．
垂直同型として示した組織にとっては，タテ軸と言えるものは独自の信条で
あり理念である．それが共感を呼び込み，現実に組織に共有され実践されてい
くことが必要である．バーナードは，組織に参加することによって得られる価
値の充足を従業員に誘因として提供し，貢献意欲を獲得していくというマネジ
メントが重要であり，組織にとって「最高の意味でのリーダーシップ」は，道徳
を創造して組織に浸透させそれを守る責任能力である，として理念とその実践
の重要性を強調している．
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ドラッカーにあっては，企業もまた，行政や非営利組織と並んで社会の公器
であり，それ自体存在価値を有する社会の制度である．決して株主の利益追求
の手段ではなく，あらゆるステークホルダーの利益に関わり調整されるべき存
在である．それをリードする経営者・管理者の役割はつとに重要である．従業
員は自由な存在感を味わいつつ成果に貢献するものでなければならない．日本
的経営の改善として個人の主体性を育むための仕事環境や教育が要請されると
ころである．異質な意見が尊重され，参加型に統合されていくリーダーシップ
が求められる．
このような日本的経営に欠けていた要因を充足させることによって，伝統的
な特質が活きてくる．
筆者が日本的経営の定義として挙げた共同生活性の重視は不可欠である．た
とえ，転職が日常になり諸格差が膨らんできたとしても，従業員が機能でのみ
結合しているのではなく，全人格をもって協働することは可能であろう．そこ
に生涯の友人が生まれ，自らの居場所が実感できるはずである．人生の重要な
時間を費やす仕事生活において，人格丸ごとの協働と交流がドラッカーのいう
自由に近い機会となるはずである．
これらは，日本的経営の所産であった長期連帯主義といえるものの重要性に
連結する．現在資本主義が傾く株主主権主義，市場原理主義を離れ，短期では
なく長期，疑惑ではなく信頼を生み出し，よい社会を形成するばかりでなく，
成果にも直結するものとなろう．この関係は，企業でいえば，株主，従業員，取
引先，地域社会，メディア，そして顧客関係にも妥当するであろう．長期にわた
る連帯が，ウィン・ウィンの関係になることは簡単に想像できる．鞘取りを狙
う利益一辺倒の株主ではなく，長期に成長を願う株主の間には相互のコミュニ
ケーションと信頼・バックアップが期待される．信頼に基づく長期連帯関係は，
どのステークホルダーとの関係をとっても，もたれ合いにならぬよう注意する
ならば機能の拡大にもつながり，日本的経営特有の世界に誇るべきマネジメン
トに寄与することができるはずである．
もちろんドラッカーも産業社会の限界を認め，
「大企業共同体は実現したが，
ただ一つの国，日本においてだけだった．しかし，その日本ですら，これが問題
の回答や解決でないことが，すでに明らかになっている（1）」としている．それ
にもかかわらず，企業もまた，限界を自覚しつつ自ら経済的・社会的・統治的
制度を保持することが望まれる．
ドラッカーは産業社会の挫折を感受しつつ，多元的組織社会の構想を提示し
た．それは，企業・行政・非営利組織が独自の機能をもって協働しつつ，独自
の存在をもって牽制し合いながら，自由と機能を充足していく社会観（生涯不
変のもの）であった．筆者はドラッカーとの面談の機会に，このことの見解を
繰り返し質してみた．ドラッカーは何度もうなずきながら，日本的経営への心
配と多元的組織社会への構想を肯定してみせた．今われわれは，岐路に立つ社
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会や経営のあり方について，ドラッカーに学びつつ実践が求められているので
はないであろうか．「明日，あなたは何をするか」，この問いに主体的に積極的
に応えていくものでありたいと考える．
［注］
（1）The Drucker Foundation, The Community of the Future, Jossey-Bass 1998（加納明弘訳
.
『未来社
会への変革』フォレスト出版 , 1999 . 20 頁）
［参考文献］本文中に表記したものを除く
Drucker, P. F., Management, Harper and Row, 1974 .（ 野田一夫・村上恒夫訳『マネジメント』ダ
イヤモンド社 , 1974）
Drucker, P. F., Managing the Nonprofit Organization, Harper Collins, 1990（上田惇生・田代正美訳
.
『非営利組織の経営』ダイヤモンド社 , 1991）
村田晴夫『管理の哲学』
（文眞堂 , 1984）
三戸公『ドラッカー，その思想』
（文眞堂 , 2011）
河野大機編著『ドラッカー』
（文眞堂 , 2011．）
加護野忠雄『経営はだれのものか』
（日本経済新聞出版社 , 2014）
島田恒『日本的経営の再出発』
（同友館 , 1986）
島田恒『フリーダミズムの時代』
（同友館 , 1995）
島田恒『「働き盛り」の NPO ―ドラッカーに学ぶ「真の豊かさ」』
（東洋経済新報社 , 2015）

【略歴】 関西学院大学客員講師 , 島田事務所代表 , 非営利組織役員．神戸大学経済学部卒
業 , 桃山学院大学経営学研究科修了 , 経営学博士 , ㈱クラレ勤務を経て龍谷大学
『非営
経営学部教授 , 大阪商業大学総合経営学部教授．著書に『非営利組織研究』
『「働き盛り」の NPO』など．
利組織のマネジメント』
『NPO という生き方』
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Summary
This paper, as a point of view of the “principles of the strategy”, it will continue
to critically examine various strategic theories. It showed the inheritance potential
as the essence behavioral science. From the position of essence behavioral science
shows the method of utilizing as a meta-theory of “the principles of strategy”, even
in light of the situation of the high-speed changes in the modern environment and
market, it was confirmed that it functions effectively.

1. 問題と目的
1 . 1 本研究における問題提起
「戦略」に関しては古今東西，膨大な知見が積み上げられてきた．古くは文字
通り「戦いのための理論や方法論」として論じられ，紀元前 500 年頃に，中国の
呉で将軍であった孫武が著した『孫子』や Machiavelli の『君主論』など，今も
取り上げられる著名な兵法書，戦略書も少なくない．そして 20 世紀に国家間の
戦争から経済戦争に主戦場が移るとともに，戦略論も経営分野に軸足を移して
様々な戦略論が提起されている．
こうした現状を踏まえ，経営資源論の提唱者であり戦略論の権威である
Barney
（2002）は戦略の定義について，
「多くの異論異説が存在する．戦略につ
いて書かれた本の数だけ戦略の定義は存在すると言っても過言ではない」
（邦
訳，上 p. 28）と論じていることからも，戦略が多くの研究者によって定義され，
統一された定義がないのが現状であることがわかる．すなわち，戦略とは何か
については，多様な議論がなされている一方で，すべての戦略に通底する“戦
略の本質”は，十分に解明されているとは言い難い．
「戦略とは何か」という問いに，誰もが首肯しうるような理路がないことは何
が問題なのだろうか．
「戦略とは何か」について共通了解を得られないという
ことは，「よい戦略」についても共通了解が得られない，ということを意味す
る．「戦略」というコトバが指し示す内実が異なっていれば，何がよい戦略なの
かについて共通了解を計ることも難しくなる．これは換言すれば，様々な戦略
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論を同じ土俵で吟味するための共通基盤となる「戦略のメタ理論」が不在であ
ることを意味する．そのため各論者が素朴に戦略を定義する営みを延々と続け
ていても，こうした現状を打開することは決してできないのだ．
さて，こうした状況を打開するにはどういう方法がありうるだろうか？
まず多くの経営学者が好む「科学的アプローチ」はその解決策となるだろう
か．これについては，たとえば統計をとって経営者，経営学者が好んで使っ
ている戦略の定義を，その使用頻度，分布などを明らかにしたところで，“So
what ？”というものにしかならないだろう．社会は常に変化する．現時点での
使用頻度が多いことが，その普遍性を保証するものにはならない以上，科学的
アプローチは「何がよい戦略なのかについて共通了解を得るためのメタ理論を
構築する」という目的に資するものにはなりえない．
この目的に照らして有効な考え方として「本質行動学」という枠組みがある．
これは西條が，構造構成主義という超メタ理論に基づき提唱したものだ（西條，
2015）
．それによれば，
“本質”とは，
「それをそれたらしめている最も重要な
ポイント」のこととなる．本質が明晰に表現できれば，それを視点として行動
を本質的なものへとナビゲートしていくことが可能になり，それが本質行動学
の実践的意義となっている．
そしてその本質から導出される“原理”は，
「いつでもどこでも論理的に考
える限り，例外なく洞察できる普遍洞察性を備えた理路」
（p. 20）と定義される
ものであり，西條はこの観点から「戦略の原理」を提示している．しかし，そ
こでは「戦略の原理」のエッセンスは示されているものの，学問として十分な
議論が尽くされているとは言えない．したがって，本論文では，まずこの本質
行動学の立場から，様々な戦略をメタ的な視点から概観する立場をとる「戦略
論」を検証素材として，この「戦略の原理」が原理という名に相応しいものにな
りうるかを検討する．さらに「戦略の原理」に様々な戦略論を代入することで，
「戦略のメタ理論」として機能を確認する．
1 . 2 ドラッカーと本質行動学
本論が依拠する本質行動学とドラッカーはどのような関係にあるのだろう
か．入山（2012）が『世界の経営学者はいま何を考えているのか』において，
「ア
メリカのビジネススクールの教授の大半は，ドラッカーの本を『学問としての
経営学の本』とは認識していない」と主張したことに顕著に現れているように，
残念ながら，ドラッカー思想は経営者の間では重宝されても，多くの経営学
者は学問としては認めていないという状況にある．なぜか．それは入山の「ド
ラッカーの言葉は『名言ではあっても，科学ではない』から」
（p.15）という推測
に基づく指摘に現れている．現在の経営学は，社会科学の一端に自らを位置づ
けようとしている発展途上の学問であり，それがゆえに極端な科学主義に走っ
ている段階である．そうした前提に立てば，科学ではないものは学問ではない，
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ということになってしまうのだ．
西條が述べているように，学問の本質とは，他者が批判的に吟味できるとい
う意味での「検証可能性」と，それを継承し，他者がよりよい代案を出すことが

とることで戦況を逆転させていった．この目的達成につながる勝利のことを，
「追いかける指標」と呼ぶ．西條（2015，p. 134）は，鈴木の「追いかける」とい
う表現は，日本軍の強みが，体験的学習から得られる偶然的な発見を，練磨の

できるという意味での「更新可能性」の 2 点にある．批判的に吟味することを許
さないものは，信じるほかなくなり，それを信じることができない人に了解し
てもらうことはできなくなる．またその知見を他者が継承し，よりよい案を出

極限まで目指す文化であるのに対して，一方米軍の強みは，戦闘中に発生した
「指標（戦略）
」を意識的に読み取ることで，その指標を無効化して，凌駕する新
た指標を追求し続ける「自覚的態度」を意味していると述べている．

しあって，学知を更新できなければ学問として発展させることはできない．逆
に言えば，本質行動学というフレームワークにドラッカー思想を位置づけるこ
とによって，ドラッカーが実践してきた経営を巡る様々な事象の本質を捉える
という営みを広い意味での「検証可能性」と「更新可能性」が担保された学問と
して再生させることが可能になるのだ．

2 . 2 西條の戦略の原理
西條は，前項の議論を踏まえて，
「特定の状況において何らかの目的を達成
するための手段は『方法』である」とする自身の「方法の原理」を援用し，戦略
が目的達成の方法であるとするならば，戦略とは，「特定の状況において目的

とはいえ，本質行動学も，構造構成主義というバックグランドはあるにして
も，組織行動のメタ理論としての学の営みは始まったばかりである．学問とし

を達成するために有効な指標を追求すること」，換言すれば，戦略の原理は「状
況と目的を見定めながら有効な指標を追求，選択，創出し続けること」と定義

て位置づけられる以上，
「戦略の原理」も批判的に吟味（検証）されるべきであ
り，精緻化していけなければならない（更新可能性）．したがって，本稿では，
「戦略の原理」を具体例として，本質行動学がどのように学問としての条件を満
たしうるのかを示すこととする．そのことはドラッカー思想を他の研究者に開
かれた言語ゲームとして蘇らせるための基礎を固めることにもつながるだろう．

づけた．本質とは，重要なポイントを捉えたものであるが，それを内包しつつ
も「戦略の原理」にまで昇華した理路は，普遍的に様々な戦略論に妥当するも
のでなければならない．鈴木が論じた戦略の本質と，西條の定式化した戦略の
原理の違いを明確にするために，従来の戦略とは何かについての議論，代表的
な「戦略の定義論」を踏まえつつ，その妥当性を確認していこう．

1 . 3 本研究の目的
本論文では，
「戦略の原理」を視点として，様々な戦略論を素材として批判的
に吟味していくことで，本質行動学の学としての継承可能性を示すことを第一
の目的とする．次に本質行動学の立場から「戦略の原理」のメタ理論としての
活用法を示し，その有効性を確認することを第二に目的とする．

2.「戦略の本質」と「戦略の原理」
2 . 1 鈴木の「戦略の本質」とは？
大東亜戦争時，日本軍が組織的な失敗を犯し，敗戦した原因を研究した名著
（1）
に『失敗の本質』
（戸部良一他，1984）
がある．西條は，その『失敗の本質』を
解説して著した，鈴木博毅（2012）の主著「超入門『失敗の本質』
」の中で記述
（2）
された，戦略とは「追い求める指標である」
という定義を，
「戦略の本質」と
して取り上げていることから，ここでは西條（2015）の議論を踏まえて，検討
してみることとする．
鈴木は，「戦略とは，いかに『目標達成につながる勝利』を選ぶかを考えるこ
（3）
と」
とも述べている（以下「目標」は「目的」に置き換え考察する）．鈴木は，
ミッドウェー海戦における日本軍と米軍の戦況を事例にあげ，日本軍は，戦力
総数で米軍に勝り，島の攻撃にも成功したが，それらは目的達成につながらな
い勝利であったとする．一方で米軍は，目的達成につながる勝利だけをつかみ

3.「戦略の原理」
3 . 1 戦略の本質（定義）の 3 要素
以下，広く受け入れられている代表的な「戦略論」を挙げ，それぞれ吟味して
いく．多くの研究者に取り上げられるものを概説すれば，たとえば，Hofer and
Schendel
（1979）は，
「戦略とは，製品と市場のマッチング，地理的テリトリー
から定義された範囲（スコープ），資源配分と差別化能力の開発，競争優位の構
築，シナジーの発揮という各要素を，コーポレートレベル，事業レベル，機能レ
ベルという 3 つの組織レベルごとに構築していくことである」とし，戦略をそ
の構成要素とレベルから定義した．Rumelt
（1980）は，「戦略とは目的や政策や
計画のセットであり，企業の活動範囲や生き残りや成功への接近方法を定義す
るものである」とし，戦略は方法であることを重視した．競争戦略論の祖とさ
れる Porter
（1980）は，「戦略の中心となるのは，競争の発生する業界において
有利な競争ポジションを探すことである」とし，業界内のポジショニングこそ
戦略であると論じた．Quinn
（1980）は，「戦略とは，組織目標，政策，行動を全
体を通じて統合するパターンないし計画である」とし，戦略はパターン・計画
であるとした．また Teece
（1990）は，「戦略とはエコノミックレントを創り出
し，増大させ，守るため，企業のポジショニングやマネジメントを決める問題
である」とし「レント」の獲得こそ戦略であるとした．また，Mckeown
（2012）
は，「戦略とは，未来を具現化するために，目指す方向に現実を動かしていくこ
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と」とした．そして「良い戦略とは，未来を具現化するという目的地までの，最
短距離を描くもの」と未来に主眼を置いて戦略を定義した．
他方，Minzberg
（1987）は，やや俯瞰した観点から，
「Plan
（ 計画的に策定さ
れる），Pattern：（創発的に形成される）
，Position：
（特定の市場における特定
の製品の位置づけ）
，Perspective：
（企業の基本理念そのもの）
，Ploy：
（策略で
ある，敵あるいは競争相手の裏をかこうとする特別な『計略』のこと）
」と戦略
を 5 つに分類した上で，戦略には優位性と欠点が常に同居するとし，企業の置
かれた状況により変わるべきものであるとした．
（4）
これらの戦略定義は，小林喜一郎（1999）
や Barney の指摘通り，研究者の
目的やスタンスから多くの異論異説が存在していることを示唆している．しか
し定義を詳細に分析していくとある共通した要素が存在することがわかる．た
とえば Hofer and Schendel の定義における，
「地理的テリトリーから定義され
た範囲」や，Porter の「競争の発生する業界」
，Minzberg の「特定の市場」など
の文言は，企業の置かれた「状況」を表している．
また Hofer and Schendel の「競争地位の構築」
，
「シナジーの発揮」，Rumelt
の「 生 き 残 り・ 成 功 」
，Quinn の「 組 織 目 標，政 策，行 動 の 統 合 」
，Minzberg
の「企業の基本理念」
，Teece の「エコノミックレントの創出・増大・堅守」
，
Mckewn の「未来の具現化」などの文言は，企業の目指す「目的・目標」を表し
ている．
そして，Hofer and Schendel の「資源配分・差別化能力の開発」，Porter の
「ポジションを探す」
，Quinn の「全体を通じて統合」，Minzberg の「計画的に策
定・創発的に形成」
，Teece の「ポジショングとマネジメント」などの文言は，
ある状況下におかれた企業が，ある目的を達成するために取るべき「手段・手
法」を表している．
すなわち，様々な論者における戦略の定義は，根底にある基本的な 3 要素で
ある「状況」
，
「目的・目標」
，
「手段・手法」で構成されていることが示唆される．
そして，それぞれの研究者が，
「状況」や「目的・目標」により有効と思われる
「手段・手法」を戦略の定義として提示しているのだ．
このように仔細に検討すると，
「状況」
，
「目的・目標」，「手段・手法」の 3 要
素は，
「特定の“状況”において“目的”を達成するために有効な指標を“手段”
として追求，選択，創出し続ける」という戦略の原理の基本的構えに含まれる
ことがわかる．
3 . 2 古典的「戦略」の定義
次に，前述の研究者との違いを分析するため，戦略の古典的な定義を明らか
にしていく．まず，学術的な分野で先駆的に貢献してきた世界を代表する経営
学者，Chandler，Andrews，Ansoff の 3 氏による「戦略」の定義がどのような
キーワードからなっているか概観していく．
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戦略を初めてアカデミックに定義した経営学者は，Chandler といわれてい
る ．Chandler
（1962）は「組織は戦略に従う」という命題を導出し，戦略と組
織の重要性を提唱する議論の中で，戦略を次のように定義した．すなわち「企
業にとっての基本的な長期目標を決定し，行動計画を選択し，目標を達成する
（5）

ために必要な資源配分を行うこと」である．Chandler の定義におけるキーワー
ドは，「長期目標の設定」
，
「行動指針の選択」
，
「目的達成に必要な資源配分」
といえる．しかし，彼の主張は，企業の成長と成長を支える組織構造に主眼が
置かれており（6），戦略そのものの本質に言及しているとは言い難い．
次に，企業の形態は多種多様であり，経営戦略には定型化されたものはなく，
経営戦略に必要なものは，分析や計画の手順であるとし，
「企業戦略の父」と呼
ばれた Andrews
（1971）を取り上げる．彼は，戦略を次のように定義した．
「企業がどの事業に参画しているか，またするべきか，どんな種類の企業であ
るか，またはあるべきか，という定義で示される，一連の目標，およびその目標
を実現するための主要な方針と計画である．
」
彼の主眼は，企業の目標を決定するための分析であり，戦略は目標実現のた
めの手段とすることにある．
最後に，予算に基づく経営計画が主流であった 1950 年代に，戦略に基づく経
営を推奨したことで「経営戦略の父」と呼ばれた Ansoff
（1965）の定義を検討す
る．経営とは会社内部のヒト・モノ・カネといった経営資源の管理を意味する
ものであったが，彼は，顧客や競合などの「市場における競争」の概念を初めて
経営に取り込んだ研究者であるとされる（7）．そして戦略は，「中期にわたる自
社のあるべき姿と現在の姿のギャップを埋める方針である」と定義した．さら
に Ansoff は，企業が多角化を推進することで，複数の事業を経営する時代とな
り，戦略を，各事業の方針を決定する「事業戦略」と，企業全体を統合・管理す
る「企業戦略」に分類した．「企業戦略とは，事業の全体をどの方向に向かわせ
るのかを決定すること，結果としてどういった事業セットを目指すかを決定す
（8）
ること」
であり，事業のポートフォリオ管理こそが企業戦略であるとした．そ
して，企業戦略を「企業目的を達成するための手段であり，事業活動に広範な
概念を示し，機会を追求する指針・選択を行う意思決定ルールを提供するもの」
と定義した．
これら，Chandler，Andrews，Ansoff の 3 氏による「戦略」の定義を概観し

てきた．Chandler の「基本的な長期目標」
，Ansoff の「あるべき姿」
，Andrews
の「一連の目標」などの文言は，企業の目指す「目標」を表している．また
Chandler の「行動計画の選択・必要な資源配分」，Ansoff の「機会追求の指針・
意思決定のルール」，Andrews の「目標達成の手段」などの文言は，目標を達成
するための「手段・手法」を表している．しかし，前項の研究者において定義
されていた「状況」を表す文言は見受けられない．1960 年代から 1970 年代前半
においては，企業を取り巻く外部環境である市場や競合企業，すなわち「状況」
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は，戦略を定義する上であまり重要ではなく，意識する必要がなかったのかも
しれない．逆説的に言えば，当時の戦略定義は，外部環境よりも企業の内部に
焦点が置かれ，組織の効率性や生産性をいかに向上させるかに論点が置かれて

3 . 4 日本の経営学者による戦略定義
ここで国内に目を向け，日本を代表する経営学者による戦略の定義を考察す
る．そして戦略の根底にある基本的な 3 要素である，
「状況」
，
「目的・目標」
，
「手

いたとも推測される．

段・手法」の観点から吟味してみる．
3 . 4 . 1 伊丹の戦略定義
日本を代表する経営学者，伊丹敬之（1984）は，主著『新・経営戦略の論理』

3 . 3 Drucker による戦略要素
ここで，マネジメントの父と呼ばれ，戦略の本質（定義）をする上で重要と
なる Drucker
（1994）の戦略要素について言及する．Drucker は，事業の定義
（Theory of Business 以下経営理論とする）を構成する要素は，以下の 3 つであ
るとした（9）．
①企業を取り巻く「環境」
（社会，社会構造，市場，顧客，技術）である．
②組織の特定の使命，すなわち企業の掲げる「ミッション」である．
③ミッションを達成するために必要な「中核となる強み，コア・コンピタン
ス」である．
そして，有効な経営理論（Theory of Business）は，以下の 4 つが必要である
とした．
①環境，ミッション，コア・コンピタンスが現実と適合していなければなら
ない．
②環境，ミッション，コア・コンピタンスが相互に適合していなければなら
ない．
③経営理論（Theory of Business）が組織に周知され，理解されていなければ
ならない．
④経営理論（Theory of Business）が恒常的に評価・検証されなければならい．
Drucker は，環境に対応したミッション，またミッションを実現するための
コア・コンピタンスの重要性を指摘しており，各々が適合した 3 要素により策
定された理論の組織への浸透こそが強固な経営理論となることを提唱した（10）．
前述の通り，戦略の定義は，基本的な 3 要素である「状況」，「目的・目標」，
「手段・手法」で構成されていることを提示した．ここで Drucker の戦略要素を
考察すると，「企業のおかれた環境」とは，企業の置かれた「状況」と同義であ
ると捉えられる．また企業の掲げる「ミッション」とは，企業の目指す「目的・
目標」と同義である．そしてミッションを達成するために必要な「コア・コンピ
タンス」とは，企業が実行する「手段・手法」に必要な企業の能力と捉えれば，
「手段・手法」に不可欠な要素と捉えることができる．すなわち，Drucker も，
根底にある基本的な戦略要素は，
「状況」
，
「目的・目標」，「手段・手法」の 3 要
素であると主張しているのである．
このことからも，この 3 要素は，
「特定の“状況”において“目的”を達成する
ために有効な指標を“手段”として追求，選択，創出し続ける」という戦略の原
理の基本的構えに含まれるといえる．

において，戦略を次のように定義した（11）．
「企業の経済活動の枠組みを決定し，活動を調整する基準を提示すること
で，環境の変化に対処し，影響を与えるものである．戦略は企業にとって好ま
しい環境と，到達しようとする組織のあり方を明確に表現するものである．
」
伊丹（1980）は，
『新・経営戦略の論理』の前著『経営戦略の論理』で戦略の
定義を，より詳しく説明している．戦略とは「短期的な決戦のための戦術では
ない．企業の（あるいは国家の）発展の長期経路についての設計図である．発
展の長い「流れ」の設計図と言ってもいい」．そして戦略とは，「将来のありた
い姿」と「そこへ至るための変革のシナリオ」，その二つからなりたつものであ
る．
「ありたい姿」が流れの終着点を示し，「変革のシナリオ」がそこまでの工
程を示す．その二つの流れからの設計が，戦略というものである．「終着点」は
あらかじめ誰かが決めてくれるものでなく，自分が選ぶものである．つまり企
業が主体的な（自覚的な）選択をするものである．「変革のシナリオ」は，事態
の進展と自分の発展に応じて，書き換えていけばよいものであるが，最初の一
歩は，すぐにできる実行できる具体的なものにしなければならない．なぜなら
組織が現実に動きだせないからである．戦略には「終着点」と「どこに一歩を踏
み出すか」両方がそろっている必要がある．
伊丹は，戦略を「将来のありたい姿」＝「終着点」と「そこへ至るための変革
のシナリオ」＝「工程」の 2 つの要素で構成されるものであるとした．図 1 は，
伊丹の戦略定義を図式化したものである．
図 1. 伊丹「戦略」定義図

目標
ありたい姿（終着点）
戦略
変革のシナリオ
どこに一歩を踏み出すか
現状の姿
出所：伊丹（2012）
『経営戦略の論理（第 4 版）』p. 9 より一部筆者追加
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伊丹が定義した戦略の特徴は，Chandler，Andrews による古典的な戦略定義
には言及されていない企業を取り巻く「状況」
（定義内では「環境」と表現され
ているが同義と捉える）が含まれていることである（Ansoff は，市場における

「企業は，自社が保有する資源を動員し，あるいは必要な資源を調達して，市
場環境・社会環境からの課題に応えることによって成長を実現する．その過程
で，企業の方向性，方針を示したもの．なにをどのように行って，企業の目的を

競争として一部「状況」の概念を取り込んでいる）
．
「事態の進展に応じて」，
「環
境の変化に対処し」の概念は，戦略が企業を取り巻く外部環境に対応したもの
であることを示唆している．前述の通り Chandler，Andrews の戦略定義がさ

達成するのかというロジックを示したもので，企業に関与する人々の指針とな
りうるもの．
」

れた，1960・1970 年代においては，企業を取り巻く外部環境を意識する必要が
あまりなかったのかもしれないが，しかし，伊丹が定義した 1980 年代では，戦
略に外部環境の影響を考慮することが不可欠になってきたことを示している．
海外を向ければ，同時期に戦略を定義した Porter
（1980）も「競争の発生する業
界」を戦略定義に加え外部環境の影響を考慮した定義をしている．

淺羽の定義に「あるいは必要な資源を調達して」の表記がある．この表現
は，他の研究者の定義には見られない．資源を調達するという概念は，Coase
（1937）により提起され Williamson
（1975；1985）によって体系化された取引
費用経済学を援用した考え方である．取引費用の概念を戦略に組み込み，必要
な経営資源を内製するだけでなく，市場からの調達も検討する必要性を示唆し

その後，伊丹（2003）は，加護野忠男との共著のなかで，戦略の最も簡潔な定
義を「製品市場との関わり方の基本方針」と述べた．そして戦略とは，
「市場の

た．
近年は，内製か外注かによるコストを意識した，企業と市場との境界を考慮

中の組織としての活動の長期的な基本設計図」であるとした．伊丹・加護野の
戦略定義における変化は，企業のおかれた外部環境を明確に「市場」という言
葉で表現していることである．
この伊丹・加護野の定義をキーワードで分解すると次のようになる．
「市場
の中の」とは，顧客を競争相手から勝ち取ることを前提としており，
「組織と

した経営が重視されている．企業が M&A やアライアンスといった他社との連
携により，外部資源を調達する戦略を選択することも多い．よって戦略定義に
も外部から経営資源を調達するといった概念も組み込むことが重要であること
が示唆される．淺羽は，経済学ディシプリン出身の研究者であり，経営学の概
念に経済学の理論を援用した．

しての」は，人間集団を率いることを前提としている．そして「活動」は，実行
可能なアクションである（実行のための資源配分の裏づけが必要）ことを示し，
「長期的な」は，長い時間的視野を見据えたものであることを示している．最後

淺羽の戦略定義における，
「市場環境」
，
「社会環境」などの文言は，企業の置
かれた「状況」を表し，「企業の方向性，方針」
「成長を実現」などの文言は，企
業の目指す「目的・目標」を表している．
「なにをどのように行って」
，
「自社が

に「基本設計図」は，ディテールでなく大きな何ものかを作り上げるための構
想であること示している．
（伊丹・加護野，2003，pp. 22 - 23）
それを踏まえ伊丹は，現実的な有効性を加味した第二の戦略定義として，
「戦
略とは，企業や事業の将来あるべき姿とそこに至るまでの変革のシナリオを描

保有する資源を動員し，あるいは必要な資源を調達して」などの文言は，目標・
目的を達成するための「手段・手法」を表している．淺羽の定義においても，戦
略定義の 3 要素が使用されていることを確認した．やはり広く受け入れられて
いる戦略に関する議論，
「戦略論」にはこの上記の 3 要素は重要なファクターと

いた設計図である．
」とした．この定義は，
『経営戦略の論理』
（1980）で戦略定
義したものと同義である．
ここで戦略の基本 3 要素である，
「状況」
，
「目的・目標」，「手段・手法」が伊
丹の定義で表されているかを検証すると，
「環境の変化」
，
「現状の姿」
，などの

して含まれていることがわかる．
3 . 4 . 3 清水による戦略定義
最近の研究者では，清水勝彦（2007）による定義が，戦略をより具体的に表
現している．清水の戦略定義は，次の通りである．

文言は「状況」を表している．また「ありたい姿（終着点）」は，「目標」を，そし
て「変革のシナリオ」は「手段」を表している．以上，伊丹の戦略定義において，
「状況」
，
「目的・目標」
，
「手段・手法」が基本 3 要素として定義されていること
を検証した．その意味において「戦略の原理」との共通性をみてとることがで

「戦略とは，ある一定の目的を達成するために，ターゲット顧客を絞り込
み，自社固有の強み（ユニークネス）を用いつつ，競争相手と比べてより安
い，または，より価値のある商品・サービスを提供するための将来に向けた
計画である．そして，戦略の基本要素は，目的・3C
（自社・競争あるいは競争

きる．
3. 4 . 2 淺羽による戦略定義
淺羽茂（2004）は，主著『経営戦略の経済学』の中で戦略を次のように定義し

相手・顧客）である．
」
清水の定義は，概念的ではなく具体的な行動指針を示したものである．
「競
争相手と比べてより安い，または，より価値のある商品・サービス」の表現は，

ている．

Porter（1980）の提起した基本戦略である，コスト・リーダーシップ戦略また
は差別化戦略の概念を意識した表現である．また「自社固有の強み（ユニーク
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ネス）を用いつつ」は，リソース・ベースド・ビュー理論のコア・コンピタンス
の概念を意識した表現である．すなわち企業を取り巻く外部環境である市場や
競合と，企業内部の経営資源を適応させることが，戦略の中心概念であるとし

構成されるとする考え方は，構成される要素が一つでも機能的に作用しない場
合，全体に悪影響を及ぼすことを意味する．まさに実務家の視点での戦略定義
といえる．

た．先述の伊丹が組織における人間行動に焦点を置いた組織行動に戦略の論点
を置いている一方で，清水は，Porter の提唱するポジショニング・スクールや
Barney の RBV 理論の概念に戦略の論点を置いていると考察される．

山根・山田の定義における，
「環境との関わり方」は，企業の置かれた「状況」
を表し，「経営理念を実現するため」の文言は，企業の目指す「目標」を表す．
そして「競争企業と戦う」，「デザイン」，「技術・マーケティング・資源管理の

清水の戦略定義において 3 要素が使用されているか検証する．
「競争あるい
は競争相手・顧客」などの文言は，企業の置かれた「状況」あるいは「競争状況
に存在する相手」を表している．また「ある一定の目的」の文言は，企業の「目
的」を表し，そして「ターゲット顧客を絞り込み，自社固有の強み（ユニーク
ネス）を用いつつ，競争相手と比べてより安い，または，より価値のある商品・

掛け算で構成」などの文言は，企業の実行する「手段・手法」を表している．実
務を重視する山根・山田の定義においても，戦略定義の 3 要素が使用されてい
ることが確認された．
以上の議論から，鈴木の「追いかける指標」という戦略の本質を踏まえて構
築した「特定の“状況”において“目的”を達成するために【有効な指標】を“手

サービスを提供する」の表現は，企業の実践する「手段・手法」を表している．
清水の定義においても，戦略定義の 3 要素が使用されていることが確認された．

段”として追求，選択，創出し続けること」という「戦略の原理」に含まれる
“状況”
“目的”
“手段”という 3 要素は，様々な戦略論にも通底するものであるこ

やはりこの点において，戦略の原理は，清水の定義との共通性を見出せるとい
えよう．
3. 4 . 4 山根・山田の戦略定義
本項では実務家出身の経営学者による「戦略の定義」を考察する．山根・山
田（2004）は，共著『日経で学ぶ経営戦略の考え方』のなかで，
「戦略」を次の

とがわかる．
ただし，これは既存の戦略定義のすべてに当てはまることを示すものでもな
ければ，もとよりそれを志向した試みでもないことに注意が必要だ．あくまで
も「戦略の原理」のポイントとなる 3 要素を構造としてみることで，代表的ない
くつかの戦略定義にも一定妥当することを示すことにより，鈴木の提示した戦

ように定義した．
「戦略とは，経営理念を実現するためにデザインされた，環境との関わり方
に関する長期的な基本設計図である．
」

略の本質よりも，押さえるべきポイントを内包した原理となっていることを論
じた．しかし，より重要なことは，この戦略の原理が，実際の戦略のメタ理論と
して有効性を発揮することにある．原理性の深度はメタ理論の汎用性と比例す

さらにこの定義を，全社的な経営戦略，事業部門別の事業戦略及び競争戦略，
機能別戦略の 3 つに細分化し，次のように定義した．
①全社的な経営戦略
経営環境を見渡して「どのような事業領域に関わり展開するか」について組

ることから，次に「戦略の原理」のメタ理論としての汎用性を確認していく．

み立てられた設計図である．
②事業戦略及び競争戦略
特定のビジネスに関して，競争企業と戦う戦略である．
③機能別戦略

次に『戦略の教室』
（鈴木，2014）にある事例（12）を中心に代表的な戦略とその
構成要素を取り上げ，各時代の状況と目的を踏まえた戦略を，西條（2015）の
メタ理論の観点から検証する．この「戦略の原理」を置くと，たとえば古代の

技術（研究開発力と生産技術力）
・マーケティング（製品・サービスを如何に
顧客に届けていくか）
・資源管理（ヒト・モノ・カネ・情報これらの資源をいか
に効率的に調達し配分するか）の掛け算で構成されるもの．
戦略に階層があると主張したのは，Hofer and Schendel
（1978）である．彼
らは，企業の目標と経営政策に階層があるのと同じように戦略にも階層が存在
することを主張した．そして，山根・山田は，戦略の階層に着目し階層ごとの
戦略定義を試みた．おそらくは実務家出身の研究者であるためであろう，ブレ
イクダウンされた戦略定義は，概念的でなく具体性が高い．特に，機能別戦略
の定義における，技術とマーケティングと資源管理の足し算でなく，掛け算で

4. メタ理論としての「戦略の原理」の活用法

戦闘で策定された，敵の意表をついて小が大に勝つといった「孫子」の「逆転
戦略」
，ナポレオンが革命戦争時に凡人を最強兵力へ変える仕組みづくりとし
て策定した「兵力最大化戦略」から，現代の経営戦略である野中・竹内（1995）
が提唱した組織として新しい成功の方程式を創造する「知識創造戦略」，Porter
（1980）の「競争戦略」まで，あらゆる戦略論を包摂して言い当てることが可能
になることを以下に示したいと思う．
4 . 1 古代の戦闘
紀元前 500 年の呉と楚の戦いで，弱国の呉の将軍であった孫武は，数倍の兵
力をもつ強国の楚に対し，陽動作戦で勝利を収めた．この戦いにおける状況は，
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呉の兵力 3 万人に対して，楚の兵力 20 万人という圧倒的な兵力差である．この
戦闘の目的は，敵の意表をついて小が大に勝つことである．そしてその際に有
効な指標となる戦略は，
「張り合うことで敵が疲弊するポイントを攻める」
．ま

業をしていた状況にあった．工場の生産性を上げる目的を達成するために，有
効な指標を「マネジメント層が作業内容を深く理解するために観察・分析を行
い」，「無駄を省くために作業環境を改善し」
，
「優れた仕事に必要な資質を明確

た「相手の強みとは違う場所で勝負する」などの「逆転戦略」となる．
マケドニア王フィリッポス二世の息子であるアレクサンダー大王は，東方遠
征で 4 つの大戦争に勝利してエジプトからインダス川までの巨大帝国を築き上

にして人材の取捨選択をする」として，この「効率化戦略」を実施することで，
生産性向上に成功したといえる．
Drucker は，経営者やマネジャーが仕事の成果を最大化する仕事術につい

げた．この戦争の一つであるペルシャ海軍との戦いにおける状況は，巨大な艦
隊を持つペルシャ海軍に対して，海軍力をほとんど持たない大王軍がどう戦
うかである．この戦争の目的は，海軍を地上戦で破ることである．アレクサン
ダー大王が取った戦略は，ベルシャ軍に対抗できる大艦隊をつくることでな
く，海岸沿いの水源地をすべて攻略したことである．なぜならペルシャ海軍へ

て，主著『経営者の条件』で次のように論じた．人は組織に属することで，「時
間を他人に取られ」
，
「日常業務に取り囲まれ」
，
「自身の貢献を利用してもらう
必要があり」，「外の世界の現実と離れている」状況となる．そうした状況下で
仕事の成果を最大化するという目的を達成するためには，指標として「何に自
分の時間が取られているかを知り」
，
「外の世界に対する貢献に焦点を合わせ」
，

真水の補給を断絶し，海軍の兵力を衰退させるためである．すなわちこの戦い
における有効な指標とは，
「定石を別のアプローチで攻略，突破する」という
「突破戦略」となる．

「強みを基盤にして」，「領域を集中させ」，「成果を上げるための意思決定を行
う」という「セルフマネジメント戦略」が有効であると考えたということがで
きる．

4 . 2 近代の戦争
フランス革命政府は，革命戦争の緒戦において負け続け，危機的状況に追い
込まれたが，国民の徴兵による義勇兵を登用することで大逆転に成功した．こ

4 . 4 現代の経営戦略
（13）
は，業界の収益構造を分析するフレームワークである「ファ
Porter（1980）
イブ・フォース分析」を提示し，コスト・リーダーシップ・差別化・集中とい

の戦いでは，当初将軍や士官であった貴族が海外に亡命してしまい，軍の指
揮・統制が混乱している状況であった．戦争の目的は，軍の制度の改革し管理
体制を革新することで戦いに勝利することである．ナポレオンは，この戦いに

う 3 つの基本戦略を提唱した．競争の発生する業界という状況において，業界
内で同業他社との競争に打ち勝ち，新規企業の業界への参入を阻止し，既存製
品が代替品によって置き換わらないようにすることなどにより，業界内で平均
以上の収益を得るという目的を達成するためには，有効な指標となる「コスト
リーダーになる」，「他社との差別化を行う」，「特定の顧客層や製品群，また地

おける有効な指標を「国民の当事者意識を高め」
，「国民徴兵制度」を導入し，
師団を改善した「軍団制度」を制定することで，遠征力と機動力を高めること
とし，この「兵力最大化戦略」によって，欧州を圧巻したのである．
プロイセン大国が，ナポレオン率いるフランス軍に逆転勝利を収めた戦い
は，フランス占領下で，虎視眈々と練られた軍事改革によるものである．この
戦いは，プロイセン軍が国王の軍隊であり，フランス軍のように市民兵を登用
できない状況でいかにフランス軍と戦うかである．目的は，フランス軍の強み
を無力化し，あるいは凌駕することで勝利することである．プロイセン軍人で
あったクラウゼヴィッツ（後に『戦略論』を執筆）は，この戦いに勝利する有効
な指標を，フランス軍の強みを「徹底的に分析し」
，意識的に「模倣」し，それに
基づき「軍制改革を実施すること」で，敵軍の強みを凌駕する「逆転戦略」で勝
利を収めた，ということができる．
4 . 3 近代の経営戦略
「科学的管理法」を導入した Taylor は，今から 100 年前，
「見えないムダ」に
挑戦し，生産性を最大化することに成功した．労働者たちは，一人当たりの生
産量が増加することで，いずれは，大勢が失職してしまうという理由から，怠

域に集中する」という「基本戦略」が競争優位を生み出す，すなわち「競争戦
略」が有効であるとしたということができる．
（14）
野中・竹内（1995）
は，暗黙知と形式知の相互作用により，組織的な知識
創造がなされるとする「SECI モデル」を提示し，「知識創造戦略」を提唱した．
既存の製品が陳腐化し，市場が成熟した状況において，新たな知識を創造し，

連続的なイノベーションを起こすことで，競争優位を獲得するという目的を達
成するためには，有効な指標となる，「体験によって組織の外にある暗黙知を
吸収し」
，
「暗黙知を言葉に表すこと形式知し」，「別の知識と結合させる」こと
で新しい成功の方程式を創造する「知識創造戦略」が有効であるとした．
（15）
は，主著『イノベーションのジレンマ』で，優良企業
Christensen
（1997）
が顧客の声を重視しすぎることで失敗すると主張した．既存顧客との取引を重
視している状況で，新しい技術や仕組み，すなわち彼のいう「破壊的イノベー
ション」を実現するという目的を達成するためには，有効な指標となる「別働
部隊を編成し」，「別の基準で管理し」，「既存顧客でなく新しい顧客を開拓す
る」という「イノベーション戦略」が有効であるとしたと位置づけることがで
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きる（16）．
（17）
Gawer and Cusumano（2002）
は，他社を競争させて自社の利益を極大化
（18）
する「プラットフォーム戦略」 を提唱した．消費者や利用者が増えれば増え
るほど，その利便性が増す「ネットワーク外部性」が効果を発揮する状況では，
自社の利益を最大化するという目的を達成するために有効な指標となる「自社
の製品を通じて，顧客を競争させる場をつくる」という「プラットフォーム戦
略」が有効であるとしたと解釈できる．
（19）
Kim and Mauborgne
（2005）
は，差別化と低コストを両立させることで，
新たな消費者を呼び寄せて新たな市場を切り開く「ブルー・オーシャン戦略」
を提唱した．競争が厳しい市場（レッド・オーシャン）では，利益や成長の見通
しも厳しくなる．そのような状況下で，競争企業との競争を避け，高利益を獲
得するという目的を達成するためには，有効な指標となる「新市場を見つけ出
し」，
「差別化と低コスト化を同時に実現する」という「市場創造戦略（ブルー・
オーシャン戦略）
」が有効であるとした．
（20）
Govindarajan
（2012）
は，新興国や途上国を対象として生まれたイノベー

ションが，先進国へ拡大する「リバース・イノベーション」の概念を提唱した．
新興国・途上国を対象市場とする状況で，
「破壊的イノベーション」を生み出
すという目的を達成するためには，有効な指標となる「現地に経営資源を投入
し」，
「機能横断型の組織を編成し」
，
「権限と責任を与える」という「リバース・
イノベーション戦略」が有効であるとした，といえる（21）．
以上，「戦略の原理」に照らして，
【有効な指標】の部分に古代の戦闘から現
代の経営における様々な戦略論，たとえば「逆転戦略」
，
「市場創造戦略」
，
「プ
ラットフォーム戦略」といったものを代入することで，それぞれの状況や目的
を勘案した上で，有効な戦略論を柔軟に活用することが可能になることが示
された．つまり，この状況において，この目的を達成するためには【プラット
フォーム戦略】という戦略が有効である，といったように個々の戦略論をソフ
トとして柔軟に選択し，その有効性と限界を自覚的に活用できるようになるの
だ．これによって，西條の提唱する「特定の状況において目的を達成するため
に【有効な指標】を追求，選択，創出し続けること」という「戦略の原理」を OS
とすることで，様々な戦略論を柔軟に活用可能になることが論証できたといえ
よう．
以上の議論から，現代の環境・市場の高速変化という状況を踏まえても，戦
略の原理はメタ理論（視点）として有効に機能すると考えられる．また戦略の
原理は，今後社会が大きく変化し，踏まえるべき特徴となる要素が増えたり，
変化したならば，それにあわせて「追い求める指標」を変更していく必要があ
ることを示している．以上のことから，この西條の戦略の原理は，さしあたり
あらゆる戦略論の OS となるメタ理論として採用することができるといえよ
う．
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5. まとめと今後の課題
以上のことから，
【有効な指標】の部分を付け替えることで，未だおきていな
い未知の状況にも適用可能なメタ性（普遍性）を有していることを一定論証す
ることができた．ただし，戦略の原理は真理ではなく，常に批判的吟味にさら
され，更新可能性に開かれている．したがって，より汎用性があり，実践で有効
な「戦略の原理」に洗練することも可能であろうし，また別の観点から有効な
「戦略の原理」を生み出す可能性はあらゆる人に開かれている．今後もさらなる
洗練と吟味を重ねていくと同時に，メタ理論としての戦略の原理の有効性と限
界を確認していくことも必要になろう．
【注】
（1）日本軍の敗戦原因を組織面に着目して学際的研究で解明した組織論の名著と言われてい
る．戸部良一・寺本義也・鎌田信一・杉之尾孝生・村井友秀・野中郁次郎（1984）
『失敗の
本質』ダイヤモンド社
（2）鈴木（2012）
『「超」入門 失敗の本質』p. 48
（3）鈴木（2012）
『「超」入門 失敗の本質』p. 43
（4）小林喜一郎（1999）は，経営学者の戦略定義について「研究の目的や研究者のスタンスに
よってさまざまな定義が存在するので，一概にどれが正しくどれが間違いということはで
きない」
（p. 15）とし，戦略の百花繚乱な定義が，研究者の目的やスタンスの違いから発生
しているとメタ的な観点から言及している．
（5）山根・山田（2004）
『経営戦略の考え方』p. 14 また経営戦略の概念を暗示的であるが最初
に提唱した研究者は，Drucker（1954）であるとされる．（松行・松行，2002，p. 11）
（6）松行・松行（2002）
『組織間学習論』p. 12
（7）三谷（2013）
『経営戦略全史』p. 77
（8）三谷（2013）
『経営戦略全史』p. 78
（9）Barney（2002）は，経営理論を構成する要素について，「現代の企業経営において戦略が果
たす役割を理解するために，重要な戦略の要素を浮き彫りにすることは大変有力である．」
と述べている．
（10）Drucker，P. F.（1994）
The Theory of the Business. HBR，75，Sep./Oct.，pp. 95 - 104
（11）伊丹（1984）
『新・経営戦略の論理』
（12）ここでは，鈴木（2014）
『戦略の教室』で紹介されている戦略分析を中心に議論を進めて
いる．
（13）Porter，M. E.（1 9 8 0），Competitive Strategy : Techniques for Analyzing Industories and
Competitors，The Free Press
（土岐 坤・中辻萬治・服部照夫訳（1982）
『競争の戦略』ダイヤ
モンド社）の議論を引用．
（14）野中郁次郎・竹内弘高著・梅本勝博訳（1996）
『知識創造型企業』東洋経済新報社から引
用
（15）Christensen，C. M.
（1997），The Innovator’s Dilemma，Harvard Business School Press（ 玉 田 俊
平太監修・伊豆原弓訳（2001）
『イノベーションのジレンマ』翔泳社）から引用．
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（16）この記述は，三谷（2013）
『経営戦略全史』pp.286-288 を参照している．

西條剛央（2015）
『チームの力』ちくま新書

（17）Gawer，A. and M. A.Cusumano（2 0 0 2）Platform Leadership：How Intel，Microsoft，and Cisco
Drive Industry Innovation，Harvard Business School Press，（小林敏男訳（2005）
『プラット
フォーム・リーダーシップ』有斐閣）の議論を引用した .

清水勝彦（2007）
『戦略の原点』日経 BP 社

（18）
「プラットフォーム戦略」は，（株）ネットストラテジーの登録商標である．
（19）Kim，W. C. and R.Mauborgue（2005）Blue Ocean Strategy，Harvard Business Review Press（ 有
賀裕子訳（2013）
『ブルー・オーシャン戦略ー競争のない世界を創造する』ダイヤモンド
社の議論を引用した．
（20）Govindarajan，V. and C.Trimble（ 2 0 1 2）Reverse Innovation: Create Far from Home, Win
Everywhere，Harvard Business School Press，（渡部典子訳（2012）
『リバース・イノベーショ
ン』ダイヤモンド社の議論を引用した．
（21）この記述は，三谷（2013）
『経営戦略全史』pp.293-294 を参照している．
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ドラッカーの思想基盤を築いたナチス
分析―なぜ 21 世紀の先端研究と符合するのか

Why Durcker’s Analysis Correspond to 21st Century Nazis Studies？

田中弥生
Yayoi Tanaka

（大学評価・学位授与機構）

Summary
The purpose of this paper is to describe the distinguishing features of Durcker’s
Nazis analysis by referring the modern Nazis studies Firstly, I compared the
Drucker’s analysis with the modern Nazis studies views. It is quite interesting to find
that Drucker’s analysis share several common views with the new 21st century Nazis
studies, although Drucker’s analysis was conducted during the World War II. Why
Durcker’s analysis correspond to 21st century Nazis studies? Nazis studies until 20
century mainly focused Hitler and Nazi’s governmental structure. On the other hand,
21st century Nazis study pay most attentions to the German citizens who accepted
and followed Nazis. The reasons for the fact that Drucker share the common
views with 21st century Nazis studies is that Drucker analyzed Nazis by focusing
on German citizen’s psychology and behaviors. The results of the Drucker’s Nazi
analysis provided the core ideas for his consistent philosophy. That is the liberal
society that provides the positions and roles for individual citizens. It was described
as an ideal society post-World War II.

1. はじめに―マネジメント論の起源と一貫した思想
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「自由政府」とは，個人の自由な意思と行動を許容し可能にする政府のことを
さす．それは，多数派に対する少数派の自由，社会に対する個人の自由を担保
することを意味する．このような「自由政府」を実現するためには，政府に統治
される側，すなわち国民の合意に基づいて意思決定がなされなければならない
（1998：150- 154）．
「住民自治」は，自由政府を実現するための基盤の構築を意味する．自由政府
が機能するためには個々人の自立が不可欠であるからだ．ドラッカーは「自由
な政府を実現するためには，市民ひとり一人の責任ある積極的な参画が不可欠
である．市民が自治の重荷を自発的に担わない限り，自由な政府はありえない」
（1998：147）と述べる．それは，投票，納税による責任を果たすことに留まら
ない．氏は，アメリカのボランティア組織のような NPO 活動に住民が自発的に
参加することの重要性を説いている．それは，こうした自発的な社会貢献活動
が人々の市民性や自立心の醸成に寄与するからだ．
「2 つの役割を担う企業」とは，経済的な役割と同時にコミュニティの役割を
担う企業のことを指す．ドラッカーは，第 2 次大戦後は間違いなく企業中心の
社会になると予想したが，企業が自らの社会的影響力を行使するためには正統
性が必要であると考えた．その正統性を担保するために，企業は経済的な役割
に加え，コミュニティの役割を果たす必要があると述べている（1998：29）．コ
ミュニティの役割とは，企業で働く人々に位置と役割を与え，相互に扶助，協
力する場を提供する役割のことである．
そして，ドラッカーはこの 2 つの役割を担うことのできる企業の管理運営の
具体を探るための研究を始めようと考えた．それこそが，企業のマネジメント
への関心の始まりであり，渡米後のマネジメント研究のモチベーションになっ
た．また，「住民自治」に示されたように，氏が NPO などの市民社会を基礎と
する非営利組織に関心を抱いたのも同時期である．

ドラッカーは終身一貫した思想を有していた．それは，氏のマネジメント論，
非営利組織論の起源であり，自らが社会生態学者と称したその視点，洞察力の
基礎を提供するものだ．

（2）本論の目的
「ひとり一人が位置と役割を持つ自由社会」という思想はどこから生まれた

その思想とは「ひとり一人が位置と役割を持つ自由社会」で，1942 年に出版
した『産業人の未来』
（原文：The Future of Industrial Man）に明確に記され
ている．それは，ナチスが敗戦し，第二次大戦が終結することを前提に，戦後社

のか．それは，ドラッカーの最初の本格的な著書で，1939 年に出版された『経
済人の終わり』にあると考える．この思想が記された『産業人の未来』は，『経
済人の終わり』の執筆中から構想されたからだ．
『経済人の終わり』はドイツ国

会のあり方を描こうとして記されたものだった（ドラッカー 1979：208）．
（1）マネジメント論の起源
「ひとり一人が位置と役割をもつ自由社会」をいかに実現できるのか．そのた
めには何が必要とされるのか．ドラッカーはこの問いかけに答えるべく思索を

民がナチズムに傾倒する状況とその原因を記したものだが，これらの発見事項
をもとに，人類が二度と専制に陥らないための新たな社会像を表すものとして
『産業人の未来』が生まれた．
そして，氏のナチス分析についてもうひとつ特記すべき点がある．ドラッ
カーの分析を読んだナチス研究の第一人者である木村靖二氏が「驚いた．21 世

続け 3 つの条件に辿りつく．すなわち，
「自由政府」，「住民自治」，「2 つの役割
を担う企業」である．

紀のナチス研究の潮流と同じだ」と述べたのだ．ナチス研究は戦前，戦後から
途絶えることがなく続けられているが，21 世紀に入り研究の傾向が大きく変容

74

研究論文

ドラッカーの思想基盤を築いたナチス分析―なぜ 21世紀の先端研究と符合するのか

75

したといわれる．ところが，戦時中に記されたドラッカーのナチス分析が 21 世
紀の研究潮流に一致するというのだ．
したがって，本論は以下の 2 つを目的とする．

フルト大学に送り込んできた．ナチスは，ドイツでもっともリベラルといわれ
たこの大学を牛耳れば，ドイツの学界全体を牛耳れることを知っていた．政治
党員は，自らの言うことを聞かねば収容所入りだと述べた．そして，ユダヤ人

第 1 に，ドラッカーのナチス分析の特徴を現代のナチス研究の緒論を用いて
浮き彫りにすることである．
第 2 に，なぜ，戦時中に記されたドラッカーのナチス分析が 21 世紀のナチス

教員の構内立ち入りを禁止し，人種的に純粋な学問に多額の予算をつけると述
べた．同大学のオピニオンリーダー的な役割を担っていた生化学・生理学者の
教授は立ち上がって質問を始めたが，その内容は「生理学の研究予算は今後，

研究の視点と一致するのか，その理由を探ることである．

増やしていただけるのでしょうか」という 1 点のみだった．会議が，終わると，
教員たちはユダヤ人教員を避けるように退出した．無論，ユダヤ人のドラッ
カーも避けられた側にいた．その時の様子を「ほんの数時間前まで，親友同士
だったというのに」と悔しい心の内を吐露しているが，ドラッカーが自身の感
情を記した珍しい文章である．

2. 青年ドラッカーとナチス―その時代背景
本章では，最初の本格的な著書でナチスの批判的分析を記した『経済人の終
わり』を記すに至った経緯とその時代背景について説明する．
2 - 1『傍観者の時代』とナチスの思い出
ドラッカーが自身について記した著書は希であるが，例外が『傍観者の時代』
（1979）である．そこには，ヨーロッパでの幼少期，青年期，そして渡米し，経
営学者になった頃の若き日のドラッカーが記されているが，ここに『経済人の
終わり』の執筆に至った経緯が記されている．
特に，ナチス分析の重要な視点が記されているのが「怪物と子羊」という章
である．そこには，20 代前半のドラッカーが遭遇した出来事が赤裸々に記され
ているが，印象深い 3 人の人物が登場する．
一人はヘンシュというナチス親衛隊幹部で，ユダヤ人絶滅運動，反ナチス抵
抗運動の粉砕の指揮をとり，残忍，悪逆を極めたことから「怪物」と呼ばれた
人物である．ヘンシュはドラッカーと同じ新聞社に勤める同僚であった．二人
はナチスを巡って口論となるが，ヘンシュは逆上し，「親は職人で身分が低く
コネもなく，自分は仕事の能力もないので今の社会では出世できない．しかし，
ナチス党員であれば地位を与えてくれる．権力と金が欲しいのだ」と怒鳴り
去っていった．ドラッカーはこの時，タイプライターを打ちたいという衝動に
駆られたが，それこそが『経済人の終わり』の執筆の動機である（1979：254）．
二人目は，シェイファーという，ユダヤ人で米国と欧州に人脈を持つ鋭敏な
政治記者，政治分析家であった．その彼が，ナチスの息のかかった新聞社の編
集長に招かれた．シェイファー自身はナチスがいかに酷いものであるかを良く
理解していたが，ナチスの中から，それを改めさせる義務があると息巻いた．
だが，シェイファーは，ナチスに利用され，利用価値がなくなると新聞社とと
もに跡形もなく消え去ってしまった．
三人目は，フランクフルト大学の生化学・生物学の教授である．ドラッカー
は，弱冠 24 歳にしてフランクフルト大学の講師になった．しかし，その 2 年後
の 1933 年にヒトラーが政権を掌握すると，ナチスはナチ政治委員をフランク

ドラッカーは，ヘンシュの犯した権力欲の罪とシェイファーの自己過信の罪
のどちらが大きな罪なのかと思案した．しかし，最大の罪は，これらの昔なが
らの罪ではないと結論づけている．最大の罪とは，新しい，20 世紀の罪，すな
わち，嘘も殺人も犯してはいないが，ナチ政治委員の前で敢えて証言しようと
しなかったフランクフルト大学の教員，生化学・生理学者たちの「無関心の罪」
であると述べている（1979：260）
．
2 - 2 青年ドラッカーが生きた時代―ワイマル共和国からナチスへ
ドラッカーは，1909 年，オーストリアのユダヤ系家庭に生まれた．父は大蔵
省の官僚，母はオーストリアで初めて医学を学んだ女性であった．家には，頻
繁に知識人が出入りしたことから，ドラッカーは幼少の頃から生きた教養教育
を受ける環境にあったのだろう．しかしながら，4 年後には第 1 次世界大戦が起
き，第 2 次世界大戦へと続いてゆく．高校卒業後に移り住んだドイツの反ユダ
ヤ主義も勢いを増していたことから，ドラッカーは，複雑な思いで青年時代を
過ごしていたに違いない．
では，青年ドラッカーが過ごした時代とはどのようなものだったのか．以下，
簡易ではあるが，ワイマル共和国創設からナチス終焉の 26 年間を記す．
・「ワイマル共和国の誕生」
第 1 次世界大戦まで，ドイツは帝国制のもとに統治されていた．しかし，敗戦
を機に皇帝が逃亡すると，ドイツ宰相は独断で皇帝の退位を発表し，社会民主
党の宰相に委ねて退任した．そして，1919 年，社会民主党と独立社会民主党に
よる連立政権が誕生した．わずか数日間で帝国制から民主主義体制へと政治体
制が大きく転換したのだ．また，多くの反対派が潜伏していたベルリンを避け，
ワイマルで国民会議が招集され，1 週間でワイマル憲法が起草された．その内
容は女性の参政権などを含み，当時世界で最も民主的な憲法といわれた．
同年，ドイツ政府は，ヴェルサイユ条約に調印し，巨額の賠償金を背負うこ
とになった．この賠償金に対して，ドイツ国民は憤慨したが，以後，条約破棄が
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ドイツ政府の最重要課題となった．ドイツは大戦による失費と外貨不足で支払
いが困難であったにもかかわらず，連合国が賠償金額について譲歩しなかった
ために，ドイツ国内では反共和勢力の攻撃が高まった．
・「破局的なインフレと国民不信」
ドイツは急激な通貨下落に陥り，実質賃金は低下し，労使紛争が激化した．
また，ドイツの賠償金不払いを理由に，フランスがルール地方に侵入した．ド
イツはこれに対抗したが，その費用を紙幣増刷でまかなったために記録的なハ
イパー・インフレに陥った．通貨は事実上機能を失い，政府は 1923 年にレンテ
ンマルク券を発行した．同年 8 月，政府は倒れ，社会民主党から国民党までを含
めた大連合政府が成立した．また，1920 年にナチ党が結成され次第に党員数を
増やしていった．1923 年にはヒトラーがクーデターを起こし，禁固刑に処され
た．だが，ヒトラーは大衆から英雄視され，投獄中も厚遇されており，この時期
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治的に無名で，適切な人材を配置して組閣する力はなかった．彼は就任直後，
国会を解散したが，総選挙は各党の疑似軍事組織が衝突を繰り返す内戦状態に
陥った．
こうした中，7 月の総選挙の結果，ナチ党が第一党になった．ヒトラーは自ら
を首相にするように要求したが，ヒンデンブルグ大統領は拒否した．そのため
ナチ党は政府と対立路線を取った．国会が議員の 9 割以上の賛成で政府の不信
任を可決するとパーペン首相は再び国会を解散した．11 月に選挙が行われた
が，ナチ党は大量に得票を失い大きく後退したものの，辛うじて第 1 党を維持
した．12 月にパーペン首相が辞任し，シュライヒャー内閣が発足した．
パーペンはシュライヒャーを失脚させてヒトラーを首相に任命するように大
統領を説得した（1）．大統領はヒトラーに組閣を要請し，1933 年，ヒトラー内閣
が成立した．1934 年，ヒンデンブルグ大統領が死去すると，ヒトラーは首相の

に『わが闘争』を口述筆記によって記している．
政局はますます不安定さを増していったが，1925 年の選挙で，保守派が推す
ヒンデンブルグ元帥が大統領として選出された．1928 年 5 月に総選挙が行われ
たが，ここでは保守党が退潮し，社会民主党が伸び，同党のミュラーを首相と
する大連合内閣が成立した．この時の投票率は最低で，保守派のみならず，自

権限に大統領の権限をあわせて，国家元首，首相，軍最高司令官，ナチ党最高
指導者の地位をえて，総統兼首相を名乗った．こうしてナチ保守党が確立され，
議会制民主主義体制は抹殺された．
・「ユダヤ人迫害と一般国民へのサービス」
ヒトラーは軍事拡大策とアウトバーンなどの公共事業策によって，失業率を

由主義諸党派が得票率を落とした．他方，支持票は個別利益政党や小規模な地
域政党に分散した．分散した各政党は妥協を拒み，政治原則を強調するように

大幅に減少させた．1937 年には他国に先駆けて恐慌を脱し，完全雇用状態を達
成した．

なったために，議会での合意形成は著しく困難になった．一時は共和国政治を
受け入れた経済界も，失業保険の導入や増税に不安を抱き，共和政治からの離
脱を要求するようになっていった．そして，この時期にナチ党は国政に進出した．
・「世界大恐慌と共和政治の崩壊」
1929 年，ドイツの賠償金支払額がようやく切り下げられた．しかし，時を同
じくして，世界大恐慌が勃発する．20 年代半ばより，団塊の世代が成人し労働

他方で，包摂策と徹底的な排除策を同時並行で進めた．包摂策とは，ドイツ
国民へのサービスを充実させ一体感を増そうとしたことである．ナチスは，大
衆向けの策として，余暇と社会政策を講じ国民から好評を得た．社会的に恵ま
れない層に対して，恵まれた層の特権だった贅沢を与えるために，労働戦線の
余暇組織「よろこびを通じて力を」を組織し，一般労働者には高値の花であっ
た観光地ツアー，専用客船での海外クルージング，演劇鑑賞などを提供した．

市場に出たが，安定した職を得ることができず，恒常的な高失業率を記録し，
その数は 300 万人に及んだ．

大衆旅行ブームに伴いポルシェ社にフォルクスワーゲン車を開発させた．
また，ボランティア活動という名目で，国民の間で労働奉仕を進めた．文化

1930 年，ブリューニング内閣は，緊急事態に対応するため，政党や議会の拘
束を受けない内閣を作ろうとした．そして，大統領緊急令による増税を発令し，
これ以降，政府が大統領緊急令で必要な法令を出し，それを国会が否決しない
という方法で統治が進められていった．

面にも力を入れ，帝国文化院を創設した．1936 年のベルリン・オリンピックは
ドイツの力を内外に鼓舞することを目的に開催された．
徹底的排除とは，ユダヤ人，外国人，障害者などの排除を「民族の同質化」と
いうスローガンのもとに進めたことである．1933 年には強制収容所が建設さ

1932 年には，ヒトラーとの接戦の上，ヒンデンブルグ大統領が再選した．同
大統領はブリューニングの強引なやり方を非難し辞任させたが，既に民主主義
体制は弱体化していた．1919 年のワイマル共和国誕生以降，ドイツの政治体制
はきわめて不安定で，度重なる議会の解散と選挙の中で政党は分裂し，議会制
民主主義は体をなさなくなっていった．
・「ヒトラー内閣の成立」
1933 年，ブリューニング首相の後任としてパーペンが登用されたが，彼は政

れ，ユダヤ人商店ボイコットキャンペーンが実施された．1935 年にはユダヤ人
の公民権を剥奪し，遺伝健康法を制定し，1938 年にはユダヤ人の財産を没収し
た．その後，人類史上類をみない大量のユダヤ人等を殺害したが，それは直接
的な処刑のみならず，過酷な労働，人体実験，死の行進といわれる徒歩による
収容所間の移動によって亡くなった者も含まれる．殺害された人々の推定数は
未だに変動するが，それは把握が困難なほど大量であったことを意味する．
・「第二次世界大戦と終戦」
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国内政策が落ち着き始めると，ヒトラーは対外進出に目を向け始めるように
なった．1936 年には，ヴェルサイユ条約，ロカルノ条約を破棄した．1940 年，
ドイツ軍はデンマーク，ノルウェーを制圧し，さらにベルギー，オランダに侵
入し，パリを降伏させた．そして日独伊三国同盟が成立し，第二次世界大戦が
始まった．1941 年には日本がアメリカに宣戦すると，ドイツもアメリカに宣戦
布告した．1942 年，ドイツ軍は東部戦線で大攻勢をかけたが，ここから勢いを
失い，独ソ戦の主導権はソ連側に移っていった．1945 年になると，ドイツ軍は
総崩れになり，東部ではソ連軍から逃れようと大量の難民があふれた．ドイツ
国内ではユダヤ人，外国人，障害者，風俗業従事者，ラジオの外国語放送を聴い
た一般市民を徹底検挙し，即決裁判と公開処刑という方法を用いて，国民を戦
争に駆り立てようとした．しかし，ナチス指導者内部でも分裂が起こり，統率
が困難になった．ヒトラーはデーニッツを後継者に指名した後，4 月 30 日に総
統官邸地下室で自殺した．5 月 8 日，ドイツ軍は無条件降伏文書に署名し終戦を
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表

第一次世界大戦から第二次世界大戦におけるドイツ社会の変遷

年号

期間のうちに選挙と内閣再編が繰り返され，その過程で，議会制民主主義体制は
崩れていった．投票率も最低となり，その結果，少数政党に分散され，議会で物
事を決定することができなくなった．こうした状況下で，ナチスは議会制民主主
義の手続きに基づき第 1 党となり，ヒトラーが首相に選ばれているのである．

3 - 1 ナチスの誤解
ドラッカーは，『経済人の終わり』でナチス全体主義についての一般論を否
定する．すなわち，国民の大多数は内心は政権に反対であり，恐怖心のために
何もできないという説は論外で，以下についても謬説であるとする．
第 1 に，全体主義は，人間のもつ本能的な野蛮性や残虐性が政治的権力とい
うかたちになって現れたものである．
第 2 に，全体主義はマルクス社会主義革命に対する資本主義の最後のあがき
である．
第 3 に，全体主義は「無知な大衆の下劣な本能に対する巧妙かつ徹底したプ

年号

事項

1917

・ 無制限潜水作戦開始，アメリカ
・ レーム事件でSAの指導者，レームの処刑
対独宣戦布告
・ オーストリア首相殺害される
193 4
・ 帝国議会が領土併合なき平和を
・ ヒンデンブルグ大統領死去，ヒトラー大統領職を兼ね「総統兼
決議，ロシアと休戦
首相」となる

1918

・ 米大統領ウィルソンの14 か条原
・ 一般兵役の義務導入，労働奉仕法制定，ユダヤ人の公民権剥
則発表，水平の反乱からドイツ革
1935
奪，遺伝健康法創設
命始まる，皇帝退位・亡命，人民
・ 英独海軍協定
委員政府成立

1919

・ ワイマル国民会議がエーベルト
・ ベルリンオリンピック
を大統領に選ぶ
・ ヴェルサイユ条約，ロカルノ条約を破棄
1936
・ ヴェルサイユ条約調印
・ オーストリアと和解協定締結
・ ワイマル憲法制定し，共和国発足
・ 日独防協協定締結

・ ナチ党結成
1920 ・ カップ一揆勃発
・ 国会選挙でワイマル連合敗北

・ オーストリア合併
1938 ・ 英仏伊独代表によるミュンヘン会議
・ ユダヤ人財産没収

・ チェコ占領，保護領化とする
・ 独ソ不可侵条約を締結
1921 ・ 賠償総額 1320 億金マルクに決定 1939 ・ ドイツ軍ポーランド東部に侵入，独ソ国境友好条約調印，ポー
ランド解体
・ ヒトラー爆殺未遂事件
・ 破局的インフレに陥る
1923 ・ ヒトラー一揆
・ レンテンマルク券発行

3. ドラッカーによるナチスの批判的分析
本章では，ドラッカーのナチス分析の論点と特徴を述べる．特に，氏は一般
的なナチス論は誤解であることを指摘し，代わりにドイツ国民がナチスに傾倒
していった状況や原因について論じている．

事項

・ シュライヒャー独裁権力を求めるが認められず，退陣へ
・ ヒンデンブルグ大統領，ヒトラーを首相に任命
・ 国会解散，緊急令により集会 ，報道の自由制限，国会議事堂
放火事件から共産党弾圧，基本的人権の制限
・ 総選挙で，ナチ党単独過半数確保できず，右翼勢力と連立
・ 第一次大戦始まる，独がロシアに
・ ポツダムで国会開会式典，全権委任法の創設
1914
1933
宣戦布告
・ 強制収容所建設，ユダヤ人商店ボイコットキャンペーン
・ 労働組合の解体，政党の解散相次ぐ農業を政府監督下へ，帝
国文化院設立余暇娯楽組織の創設
・ アウトバーン建設開始
・ 国際連盟とジュネーブ軍縮条約から敗退
（国民投票で 9 0％が
賛成）

迎えた．
以上，ワイマル共和国からナチスの終焉までを駆け足で説明した．この史実か
らも明らかなように，ドイツはわずか 1 週間で，世界で最も民主的な憲法を有す
る民主主義国家となった．しかし，その発足当初から経済・社会は安定せず，短
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・ ドイツ軍，デンマーク，ノルウェー制圧，ベルギー，オランダに侵入
・ パリ降状
・ イタリアが英仏に宣戦布告
194 0
・ ヒトラー，英本土上陸作戦中止
・ 日独伊三国同盟成立
・ 第二次世界大戦始まる

192 4

・ 告解，賠償支払いに関するドーズ
案受入を決定
1941 ・ ドイツが，ソ連に宣戦・侵略．ドイツ，アメリカに宣戦
・ ヒトラー裁判判決で 5 年禁固刑
・ 総選挙によってナチ党，共産党後退

1925

・ ヒンデンブルク大統領選出
・ ロカルノ条約締結

1926

・ ソ連との友好中立条約
（ベルリン条
約）締結
1943 ・ ドイツ軍，スターリングラード降伏，北アフリカで敗退
・国際連盟に加盟

・ ドイツ軍，東部戦線で大攻勢
1942 ・ ワシントンで 26 か国が国連憲章を調印
・ ドイツ軍，スターリングラードで包囲される

・ 連合軍，ドイツ国内の軍需産業への爆撃を強化
・ 総選挙で社会民主党，共産党躍
・ ドイツ軍，ウクライナから撤退
1928
進，国民国家等後退
（ナチ党国家 194 4 ・ 連合軍，ノルマンディー上陸
に進出）
・ 国防軍上級将校らによるヒトラー暗殺未遂事件
・ 連合軍パリ入城
・ ハンガリー，ソ連軍と休戦し，対独宣戦布告
・ アウシュビッツ強制収容所，ソ連軍によって解放
・ 賠償支払いにヤング案
（賠償額切り
・ 米軍ライン川を渡る．ソ連軍，ベルリン攻撃を開始
1929
下げ）
1945
・ ヒトラー自殺
・ 政界大恐慌始まる
・ デーニッツ，大統領として暫定政府樹立，連合国側と降伏交渉開始
・ ドイツ無条件降伏

出典：木村靖二編（2001）
『ドイツ史』山川出版社，酒井栄八郎著（2003）
『ドイツ史一〇講』
を参考に筆者作成
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ロパガンダ」ゆえに生まれたものである（1997：8-10）．
第 1 は，野蛮性や残虐性はナチス全体主義が革命であるという現象を示す
だけで，それが政治権力になった理由を示すものではないという意味である
（1997：9）
．この点は，ナチス研究においても議論が分かれるところで，特に
20 世紀，冷戦前のナチス研究については残虐性に焦点をあてたものも少なくな
かった．だが，昨今の研究では，ナチスが議会制民主主義の手続きにのっとり
誕生していることや（木村 2009）
，またナチスは少数派，多数派をおとなしくさ
せるためにテロを必要としなかったこと（ジュラトリー 2008）が指摘されてい
る．
第 2 の「資本主義のあがき」について，現在ではこうした論説はみられない．
ファシズムが自由経済を否定したことは周知のことだからだ．ただし，ドラッ
カーはファシズムを支持した企業が少ないと指摘しているが，後日，ナチス研
究によってナチスの軍需および公共事業政策によって，ドイツ大企業は多大な
利益を上げていたことが明らかにされている（ジェラトリー 2008）．
第 3 のプロパガンダ説について，ドラッカーは，仮にプロパガンダを原因と
して認めるのであれば，大衆はプロパガンダに毒されやすい無知な人々であ
り，だからこそ大衆に自由と意志を認めないという論理に陥り，ナチス全体主
義を正当化してしまうことになると独特のレトリックで否定している．
ちなみに，現代ナチス研究では，ナチスのプロパガンダにかかる宣伝，メ
ディアの資料はナチスによってゆがめられた情報であるとして，21 世紀に入る
まで積極的に活用されてこなかった（芝 2008，ジュラトリー 2008）．
3 - 2 ナチスが築こうとした社会
（1）ナチス全体主義の特徴
ドラッカーはナチス全体主義の特徴を次のように掲げる．
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るという欧州の伝統的な考え方がナチスによって否定されたことを意味する．
ただし『経済人の終わり』には，ナチスが何のために国家権力を行使していた
のかは記されていない．あえてこの点を補完すれば，国家権力はナチスが掲げ
（2）
たスローガンである「民族共同体」と「均質化」
のために行使された（スター

ン 1996）
．
（2）非経済的社会秩序の構築
ナチス政権は，合法的に議会制民主主義の手続きにのっとり政権与党とな
り，その後は「民族共同体」をスローガンとして掲げ，反ユダヤ主義，軍事と公
共事業を軸にした全体主義国家を築いていった．だが，ドラッカーはナチスが
築こうとした社会を独特の視点で捉えている．それが「非経済的社会秩序」を
基盤にした社会である．
①資本主義，マルクス主義に代わる社会秩序の模索
ナチスは資本主義とマルクス社会主義に代わる新たな社会秩序を築こうとし
た．そのためには資本主義とマルクス主義の思想的基盤となっていた「経済人
の自由」
「経済至上主義」そのものを否定する必要があった（1997：134 - 138）．
そこで，ナチスは経済的な要素を全否定し，経済に依らない社会の脱経済社会
の実現を追及しようとした．その包括概念に据えたのが軍事であった．ドラッ
カーは，「あらゆる経済活動と社会活動を軍事体制下におくことで，産業社会
の形態を維持しつつ，社会に対して非経済的な基盤を与えるという，きわめて
重要な役割を果たしうる」
（1997：145）と述べている．
確かに，ナチス政策は経済的に一定の成功を収めていた．軍需産業とアウト
バーンなどの公共事業の導入によって，ドイツは他国に先駆けて恐慌から脱出
し，一時的ではあったが 1937 年には完全雇用を実現した（3）．国民にとって，そ
（4）
れは失業からの恐怖という「人工の魔物」
を退治してくれるものになった．
ドラッカーは，反ユダヤ主義もナチスの非経済的社会秩序の構築の動機付け

第 1 に，積極的な信条や政策をもたず，専ら他の信条や政策を攻撃し，否定す
ることに終始していた．
第 2 に，人々がナチスを支持したのは，ナチスの政治的な信条や公約を信じ
ていたからではなく，むしろ，それを信じないために支持していた．
第 3 に，ナチスは政治と社会の基盤としての権力を否定する（1997：13 - 26）．

に寄与していると考えた．すなわち，ナチスは，ユダヤ人を資本主義の象徴と
し，非経済的社会秩序の敵であると位置づけ，人々の意識を結集しようとした
というのだ（1997：194-198）
．
この点はドラッカーと現代ナチス研究者との間で見解が分かれるところであ
る．つまり，人々の意識結集の契機としようとしたのは事実であるが，ナチス

先の第 1，第 2 に説明に関連して，現代ナチス研究者による興味深い指摘があ
る．ナチスの掲げた公約が稚拙なもので矛盾を抱えていたことは，複数のナチ

が期待したほどドイツ人は反ユダヤ主義を強く意識していたのかという点であ
る．例えば，ドイツ市民に焦点をあて分析をしたジェラトリーは，
「一般市民に

ス研究者が指摘するところだが，木村は「人々は，ナチのスローガンに疑問を
抱きながらも，頭の上を通り過ぎるのを待っていた」
（木村 2009：385）と述べ
ている．つまり，矛盾に気づいていただけではなく，見て見ぬふりをしていた
というのだ．この点は，ドラッカーが『傍観者の時代』で記した重要な論点と通
じることから後述する．
第 3 の説明については，国家権力は国民の社会福祉の向上のために行使され

とって，当初反ユダヤ主義はさほど大きな動機ではなかった」
（2008：318）と
述べている．
②非経済的満足と自由の抑圧
ドラッカーは，
「ドイツとイタリアの全体主義において，最も重要でありな
がら最も知られていない側面が，経済的な報酬ではなく，非経済的な満足に
よって，人々の位置づけと役割を規定していることである」
（1997：134）と述
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べている．これは大衆向けの余暇プログラムのことをさす．
ドラッカーは，贅沢なレクリエーションの機会を恵まれない層に提供するこ
とによって，これらの人々のプライドや顕示欲を満足させ，経済的な不平等を

だが，問題は解決されず，むしろ強固な官僚化にむかった．ドラッカーは，マル
クス主義は資本主義の否定に留まり，それに代わる新たな社会秩序をもたらす
ことはできなかったと指摘している（1997：54）
．

補い，社会的な平等を実現させようとしたと説明している（1997：138）．また，
ナチスが組織した青年団体や婦人団体おいて，意図的に低所得者層の者に組織
の長など名誉職を与え，その部下に富裕層をおいた．これも不平等感を補うた
めだった（1997：142）
．

（2）安定志向と自由の犠牲
ドイツ国民がナチスに傾倒した背景には切実な理由もあった．ドラッカーは
これを「安定」という言葉で表現する．すなわち「恐慌に対する安定，失業に対

ナチス研究者も余暇プログラムについて同様の分析をしている．木村は「公
的資格や地位を重んじる文化の強いドイツでは，こうした名誉もそれらに縁の
なかった人びとには満足感と参加意識，
『公平感』を与えた」
（2009：380）と述
べている．
ナチスは，労働者層に対して余暇プログラムを提供する一方で，医師，教授，
弁護士，芸術家などの自由業，住民組織や学生団体を経済至上主義の遺物とし
て徹底的に抑圧した．一般に，これらの行為は言論や思想の弾圧によって，反
ナチス運動の兆候を排除し，全体主義を徹底させるためだと解釈される．
しかし，ドラッカーは異なる視点から分析する．ドラッカーは「自由業を存
続させ，自由の概念に基づく非経済的な社会的実態の存在を許すことは，全体
主義にとって，自らの社会的実態を破壊させかねない敵を身中にもつことを意
味する」
（1997：154）と述べる．つまり，ナチスにとって，自らが示す非経済社
会の他に，非経済的でありながら自由な活動領域があることは，ナチスが掲げ
る社会秩序に矛盾があることを露呈させることから，邪魔な存在であるという
ことだ．非経済的社会を自由抑圧の理由とする説明は他に見られずドラッカー
独特の分析であろう．
3 - 3 なぜドイツ国民はナチスに傾倒したのか

する安定，経済発展に関する安定など，安定が普遍かつ最高の目標となってい
る」
（1997：75）と記している．これは，人々は「安定」を得られるためには，言
論の自由，思想の自由，学問の自由など自由を放棄してもかまわないと思うよ
うになっていったことを意味する．
当時のドイツの経済・社会状況に鑑みれば人々が「安定」にすがる理由を見
ることができる．特に 300 万人にものぼった失業問題は大きな要因であった．
ドラッカーは，『産業人の未来』で，失業者が陥っていた物理的状態のみなら
ず，精神状態に着目し，次のように述べている．
「位置と役割をもたなければ，社会からつまはじきにされる．根無し草の目
には社会は見えない．彼らにとって，社会は半分しか見えない．半分しか意
味がなく，半分は暗闇という予測不能な魔物の存在にすぎない．
」
（1998：25）
この観察は，第二次世界大戦当時は珍しいもので，20 世紀末より欧州や国連
等で指摘された「社会的排除」に近い考え方だ．それは，失業者の問題は経済活
動から排除されることにとどまらず，社会とのつながりを失い精神的に排除さ
れているという考え方である（5）．そして，ドラッカーのこの観察は，氏の思想
の基礎となった戦後の望ましい社会像，すなわち「ひとり一人が位置と役割を

ドラッカーはナチス政権だけでなく，それを受容したドイツ国民にも分析の
目を向けた．すなわち，なぜドイツ国民はナチスに傾倒したのかという疑問を
追及するものだった．
（1）社会信条の喪失
ドラッカーは「経済人の自由」を核にした社会秩序が崩壊し，人々はそれに

もつ自由社会」を模索する上で重要な役割を果たすことになった．
（3）20 世紀最大の「無関心の罪」
①無関心から社会的無感覚へ
青年ドラッカーは，ナチスについてみて見ぬふりをして，何もしなかったフ
ランクフルト大学の生化学・生物学の教授の言動をさして「20 世紀最大の罪」

代わる新たな秩序を見出せなくなり信条を見失ってしまったと述べる（1997：
47 - 53）．「経済人の自由」とは，個人の経済的な自由が自動的に人々に自由と

と記した．「20 世紀最大の罪」と記したのは，こうした言動があのフランクフ
ルト大学の教授に留まらず，ドイツ市民の間に散見されたからであり，問題の

平等をもたらすという，19 世紀の資本主義の考え方で，経済的地位，経済的報
酬，経済的権利が，人間が働くための目的となっていった．
「経済人の自由」は
ブルジョア階級を生んだものの，同時に低所得者層の職員，農民たちには経済
格差による不安定さをもたらした．つまり，人々は資本主義では自由と平等は
もたらさないと失望したのだ．
他方，マルクス主義は，階級格差を妥当するために打ち出された信条である．

核心の部分だと判断したからではないか．
実は，この視点はナチス研究では比較的新しいものであり，専門家の間でも
注目されるものだ．例えば，ジュラテリーは，2001 年にナチスは多くのドイツ
国民の支持と積極的関与によって成立していたことを膨大な資料の検証をもっ
て発表している．そのジュラテリーは「この道徳的無関心は独裁制の歳月を通
じて著しくなり，ドイツの深刻な道徳的残忍化をもたらした」
（2008：315）と

84

研究論文

述べている．道徳的残忍化とは，大量のユダヤ人処刑や外国人処刑がドイツ住
民の密告によって成立し，残虐な処刑に対して無感覚になっていたことをさ
す．ジュラトリーによれば，ウンターフルケン地方のユダヤ人に対する強制的
社会的隔離件数の 59％，ボーランド人の社会的隔離件数の 48％，デュッセルド
ルフ地方の外国ラジオ聴取禁止違反摘発数の 73％が，住民からの密告によるも
のだった（2008：187，193，227）
．
また，フォルクスワーゲン，BMW，ダイムラー・ベンツ，IG ファルベンなど
の大企業はナチス軍需政策の最大の受益者だった．これらの企業は政府から
大量受注するだけでなく，収容所の囚人を超低賃金労働者として利用し大き
な利益を上げた．企業は，囚人を労働活用するために積極的に敷地内に収容所
（KZ）を建設した．ジュラテリーは，
「当時外国人奴隷労働者を直接使ったのは
ドイツ人の熟練工，技師，科学者だったのだから，このドイツ人たちとその家
族がナチ独裁制の残虐性を知らなかったはずがない」
（2008：322）と述べてい
る．
②知的エリートの黙認
「無関心の罪」は大衆のそれだけではない．ドラッカーが指摘したように知的
エリート層も同様の罪を犯していた．知識層であればナチスの公約の矛盾や稚
拙さに気づかぬはずはなかった．木村は，
「多くの人はナチスのスローガンを
疑いながらも，職場の出来事に関心をもたず，自分の私生活に埋没する生き方
をとり，積極的な政治行動から退いた」
（2009：385）と述べている．
ナチス史における知識層の言動を批判的に分析したフリッツ・スターンは，
著書『夢と幻想』
（未来社）で次のように述べている．
「1933 年 1 月 30 日を迎えるまでに，ヒトラーの悪意をしめす十分な証拠が
あった．また，いろいろなところから有り余る警告の声が聞かれもした．し
たがって，受け身の態度をとったり，見て見ぬふりをすることは，故意に無
視することを意味し，さらに公民としての理性あるいは基本的な徳性より
も物質的またはイデオロギー的な利益のほうを優先することを意味する」
（1996：188）．
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じていた．さらに，ヴェルサイユ条約の破棄，連合国からの脱退に際して国民
投票制度を実施し 89％の支持を得ていた．
では，なぜドイツ国民が自由を捨て，民主主義を放棄したのか．経済危機や
生活の不安定さは他の欧州諸国にも見られた現象だった．だが，彼らは自由と
民主主義を放棄していない．その違いをさしてドイツ人が全体主義を選択した
理由をその硬質な性格や国民性をもって説明されることもあった．しかし，ド
ラッカーは国民性を理由にすることは適切でないと述べている（1997：117）
．
そして民主主義を放棄したドイツと，そうしなかった国の違いの理由を「与
えられた民主主義」と「獲得した民主主義」の違いであるとする．イギリス，フ
ランス，オランダ，スカンジナビア諸国の歴史には，自由と民主主義のために
民衆が革命を起こし闘った経験がある．それが大衆の心に活きる経験と伝統に
なっていた．つまり，これらの国々の国民には「獲得した民主主義」として刻み
込まれているのだ．
他方，ドイツでは，ワイマル共和国を創設するための手続きとして民主主義
制度が用いられた．ドイツ帝国からワイマル共和国に転じた経緯や，わずか 1
週間で起草されたワイマル憲法の実際に鑑みれば，手続き論としての民主主義
というドラッカーの指摘は的を射ている．そして，手続き論の民主主義の経験
しかないドイツ国民にとって，それは「与えられた民主主義」なのであり，「獲
得した民主主義」の記憶や愛着を持ちえなかった（1997：120）
．
ドラッカーのこの分析も 21 世紀のナチス研究に通じるものである．ジェラ
トリーは，「ドイツ国民は民主主義をもろく弱い役に立たぬものとして捉える
ようになっていった」
（2008：312）と述べている．
そして，ドラッカーが示した条件，すなわち「安定志向」
「与えられた民主主
義」
「無関心の罪」がつながった時，人類史上類をみない虐殺を許容し後押しす
ることになった．

4. ドラッカーのナチス分析と 21 世紀のナチス研究の潮流
以上，ドラッカーのナチス分析を現代ナチス研究の諸説を交えながら説明し

オピニオンリーダーであるべき知識層がこうした態度をとったとすれば，ナ
チスを批判し，自由の意味を議論する言論空間を作るモチベーションや気運は

た．では，なぜ，ナチス研究者は，ドラッカーの分析が 21 世紀のナチス研究の
潮流と同じだと言ったのだろうか．そこで，簡易ではあるがナチス研究の動向
を見た上で，ドラッカーの分析視点の何が新しいのかを考察する．

起こりにくかったに違いない．現に，反ナチス運動は存在したが，それが線に
なり面になることはなかった．
（1）
「与えられた民主主義」と「獲得した民主主義」
ドラッカーは，ナチスを選んだのはドイツ国民自身であると述べている．実
際，ヒトラー率いるナチスは多数の有権者の支持を得て，選挙によって選ばれ

（1）20 世紀と 21 世紀のナチス研究の境界
ナチス研究は途切れることなく続けられ，その論文や記事の数は 120 万に及
ぶ（ジュラテリードイツ 2008：323）．こうした研究の蓄積がある中で，ある著
書が大きな波紋を起こした（芝 2008：68）．それは，ダニエル・ゴールドハーゲ

た．また，政権を掌握した後もヒトラーは国民の反応を執拗に気にして策を講

ン著，持田幸男監訳，北村浩，土居博，高橋博子，本田稔訳（2007）
『普通のドイ
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ツ人とホロコースト―ヒトラーの自発的死刑執行人たち』ミネルヴァ書房で
ある．
本著は，反ユダヤ主義とその残忍な行為はドイツの一般国民が鼓舞され，

にある．ドラッカーの分析を見て，ナチス研究者が 21 世紀のナチス研究と同じ
だと驚いたのは，ドラッカーの分析が市民側に焦点をあててなされていたから
である．

担っていたものだと主張するもので，1996 年に本著（原文）が出版されると，
世界史上の大問題と指摘された（芝 2008：68）
．以来，ナチス市民の態度や行為
に焦点をあてた研究が発表されるようになる．前述のロバート・ジュラテリー

ただし，21 世紀のナチス研究とドラッカーの分析との違いについて挙げてお
かねばならない．それは，ジュラトリーに代表される研究の焦点は，ナチス後
期のユダヤ人虐殺人が加速化された時代であるのに対して，ドラッカーの分析

の『ヒトラーを支持したドイツ国民』
（2008 年，みすず書房）はナチスや外国人
の処分の大半は住民の密告によって成立したことを膨大な資料をもって検証し
たもので，複数の言語に訳され，ドイツ政府は成人教育用の教材として廉価で
販売している．
では，ゴールドハーゲン以前の 20 世紀のナチス研究とはどのようなものだっ

は 1933 年から数年間のナチス前期に焦点を当てているという点である．もし
ドラッカーがナチス後期を分析対象に含めていれば，その主張はより厳しいも
のになっただろう．

たのか．以下，芝（2008）の論考を主に見てゆく．ひとつの流れは，ヒトラー個
人に焦点をあて，彼のイデオロギーや反ナチス主義に関する分析を行うもので

では，ドラッカーの分析視点を可能にしたものは何なのか．筆者の若干の主
観が入るが，次のように考える．すなわち，分析視点の鍵となったのは「自由」

ある．だが，1970 年代後半になるとヒトラーの意図のみでは不十分であるとし
て，ナチの体制，機能，実践について焦点をあてた研究も出てきた．中には，ヒ
トラーは大量虐殺に関与せず，その部下のヒムラーらの主体的行為であるとい
う「修正説」を示す研究も出てきた．
その後，ヒトラーやヒムラーだけを罪人扱いするようなホロコースト観を再

と「個人」である．ドラッカーは幼少期の頃から，安易に他者に迎合することを
好まず，マイペースの子供であったことが『傍観者の時代』に記されている．ま
た，親の決めた路線に従わず，実務を学ぶために自身でハンブルグの輸入会社
への就職を決めた．こうしたことからも個人主義の人であった片鱗が窺える．
しかし，個人主義を自らの私的領域に留まらず，現実のものとして社会に向

考する動きが出てきた．そうでなければ，歴史上類をみない規模と形態の大量
虐殺に至る経緯を説明できないという主張である．ラウフ・ヒルバーグ（6）は，

けざるを得なくなったのは，ドイツでのナチスの経験のためであろう．ドラッ
カーは，ドイツの一市民として，大学や職場で同僚と接し，ナチ党員とも交流
していた．善良で優秀な彼らが，盲目的にナチスに従い，クリティカルな視点

ニュルンベルグ裁判に提出された膨大な文書記録を分析し，1961 年に，ユダヤ
人大量虐殺という巨大犯罪を可能にしたのはナチ体制の官僚制とそのメカニズ
ムにあるとして発表した．同時期にハンナ・アーレントが『イスラエルのアイ
ヒマン』を発表し，アイヒマンが「普通の人」であると述べ反響を巻き起こし
た．
これらのナチス研究は，ヒトラー個人の特異性から，周辺幹部へ，そしてナ
チス官僚体制へと変化しているが（芝 2008：77）
，いずれもナチス側に焦点を
当てた点で共通している．
だが，ゴールドハーグやジュラテリーの研究，すなわち 21 世紀の研究は先の
視点とは大きく異なる．それは，ドイツ国民に焦点をあてたもので，しかもド
イツ国民も虐殺に関与していたとする．こうした研究がなされるようになった
背景には，ゲシュタポ（秘密国家警察）が収集した情報や，全国紙，地方紙，雑
誌の掲載記事とラジオなどナチスが発行した大衆向けメディア情報を分析材
料として採用したことが挙げられる．以前は，これらの情報はナチスのバイア
スが入っているとして史料としては役立つまいと過小評価されてきたものだ
（ジュラテリー 208：318）
．
ナチス研究に 20 世紀と 21 世紀の境界線があるとすれば，まさに，その分析
視点がナチス側に向いているのか，ドイツ市民側に向いているのかという違い

（2）ドラッカーの分析視点を可能にしたもの

や自由に発言することを放棄して変質してゆく姿を見てショックを受けた．そ
れは『経済人の終わり』の執筆の動機になったが，深い憤りを残したに違いな
い．だからこそドラッカーは，ドイツ市民の視点から，なぜ人々が自由を放棄
するのかと問いかけながら『経済人の終わり』を記したのではないか．
ドラッカーが取った分析アプローチは，オーソドックスな歴史学者の分析と
は異なる．歴史学者はエビデンスに基づき忠実に検証を行い，自らの主張を示
すのは緻密な分析結果を経てからになる．他方，ドラッカーは自らの意思，す
なわち，自由と個人の尊重を分析の大前提においている．そこが，歴史学者と
ドラッカーのアプローチの違いであろう．こうしたアプローチの違いにもかか
わらずドラッカーの分析が 21 世紀のナチス研究の潮流と符合するのは両者の
視点がドイツ市民に向けられているからである．

5. 結語
ドラッカーの分析視点は，ドイツ人にどう受け止められるのだろうか．偶然
にもそのことを確認する機会があった．2015 年 6 月，日独対話「戦後 70 年―
（7）
日独がめざす平和と民主主義の新しい展望」
が開催された．主催団体の理事
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である私は，そのレセプションの席で，ドラッカーとナチスについて話をする
ことを求められた．私はありのままにドラッカーの主張，すなわち「結局はナ
チスをドイツ国民が選んだ」
「与えられた民主主義」と「獲得した民主主義」に
ついて語った．話が終わるとすぐに数名のドイツ人が声をかけてくれた．中で
もマティアス・バルトケ氏（独連邦議会議員，日独友好議連副団長）は最も適切
にコメントをしてくれた人物だった．実は，バルトケ氏は講演で，ドイツ国民
がナチスの過去に向き合い続けた 60 年間について論じたが，最初からそれを
受け止めたわけではなく，長い時間をかけてドイツ国民にも責任があることを
認め問題に向かい合うようになったと語っていたのだ．こうした長い葛藤の経
緯があるからこそドラッカーの分析を穏やかに受け止めることができたのでは
ないか．だが，残念なことに，ドラッカーがナチス分析の著書を記したことを
知る者はいなかった．
本論では，ドラッカーの思想の起源を探った．その思想は 95 歳で亡くなるま
で一貫した強い意思に基づくものだ．その意思はナチスの体験に基づいた憤り
と人間に関する深い洞察からきたものだ．そして，氏のナチス分析のキイワー
ドは「与えられた民主主義」
「無関心の罪」である．果たしてそれはナチス・ド
イツに特有な問題だろうか．それは，決して他人事ではなく，日本を含む世界
諸国で指摘される民主主義の弱体化と，多くの人々に見られる「無関心の罪」
に通じるものだ．そうであるならば，氏の思想「ひとり一人が位置と役割を持
つことのできる自由社会」を深く探り，現代社会における意味を考えねばなら
ない．それは筆者のさらなる研究課題であり，実践面でのテーマでもある．
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『産業人の未来―改革の原理としての保守主義』
The Future of Industrial Man, The John Day Company）
F.（1942）

（2）ナチス政策の中核思想で，政治や社会全体を「均質化」しようとするもので，公的なもの
から私的生活のすべてに及んだ．

C．ボルザガ，J．ドゥフルニ編，内山哲朗，石塚秀雄，柳沢敏勝訳（2004）
『社会的企業―雇用・
福祉の EU サードセクター』日本経済評論社（Borzaga C., Defourny J.
（2001）The Emergence of
Social Enterprise, Routledge）

（3）ヒトラーは軍拡と公共投資によって経済活動を維持しようとしたが，軍拡費の膨張によっ
て，財源問題と外国からの資源調達のための外貨調達という 2 つの難題に直面した．経財
相に就任したシャハトは，ドイツ四大企業が資金を拠出した治金研究所が降り出すメフォ
手形をライヒスバンクが割り引くという方法で軍拡資金と拠出し，国家歳出費には計上
されないかたちで借金をし，資金を捻出した．その後，4 か年計画を掲げ，資源の自給率を
向上させることをめざし，国営企業を創設した．この企業は戦争が始まると 60 万人の従
業員をかかえる欧州最大の企業に成長した．1937 年には欧州諸国に先駆けて完全雇用状
態を達成し，一部では労働力が不足しはじめた（木村靖二（2001）
『ドイツ史』山川出版，
pp.316-318）
（4）
『経済人の終わり』で，ドラッカーが用いたフレーズである．天災などの災害に対して，失
業や爆弾や毒ガスは人間が作った災害であること，それが恐怖の源になっているという意
味で「人工の魔物」というフレーズを用いた．
（5）C．ボルザガは欧州の失業，貧困問題は経済問題のみならず，これらの人々を社会から排除
する「社会的排除」として捉えるべきで，その解決策として社会的企業を提案している．C.

ロバート・ジェラトリー著 根岸隆夫訳（2008）
『ヒトラーを支持したドイツ国民』みすず書房
Backing Hitler: Consent and Coercion in Nazi Germany, Oxford University Press
（Gellately R.（2001）
Inc．）
『夢と幻惑―ドイツ史とナチズムのドラマ』未来社
フリッツ・スターン著槍山雅人（1996）
（Stern F.（1987）Dreams and Delusions. The Drama of German History, George Borchardts Inc．
（主催：言論 NPO，フリードリヒ・
「戦後 70 年―日独がめざす平和と民主主義の新しい展望」
エーベルト財団東京事務所，後援：朝日新聞社）2015 年 6 月 4 日
http://www.genron-npo.net/world/genre/eu/ 70 - 3 .html
ドイツの過去―ナチス後の 4 段階による克服プロセス―マティアス・バルトケ氏講演録
http://www.genron-npo.net/world/genre/eu/post- 365 .html
（2015 年 6 月 4 日）
レセプション記事
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http://www.genron-npo.net/world/genre/eu/post-364.html（2015 年 6 月 4 日）

【略歴】 国際公共政策博士．2006 年 9 月より独立行政法人大学評価・学位授与機構准教授．
専門：非営利組織論，評価論．ピーター・ドラッカー，G.J. スターン編著『非営
利組織の成果マネジメント』を翻訳．
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「第四次産業革命」時代における
ピーター・ドラッカーのイノベーション論
―倫理とロボティクスに着目して

Peter Drucker’s Thought on Innovation in the Age of the
‘Fourth Industrial Revolution’: With Special Consideration of
Ethics and Robotics

ポール・マルティン

Martin Pohl

（筑波大学）

大伴史緒

Shio Ohtomo

（筑波大学大学院人文社会系）

Summary
Peter Drucker has distinguished ideas on innovation. Where business examples
are available, his management ideas on innovation can be in applied on the ‘fourth
industrial revolution’. Where these examples are not available yet due to the early
stage of this revolution, time will have to verify if Drucker’s thought can be applied
there as well. If so, and it can be expected, it would be one way showing that
Drucker’s work has a timeless and universal character.

はじめに
ドラッカーの思想は，イノベーションに関する幅広い領域にわたっている．
ドラッカーによれば，ビシネスの主要な目的は顧客をつくり出すことであり，
従って企業の中心的な機能はマーケティングとイノベーションの 2 つである．
この 2 つの機能のみが「結果」を生み出し，企業におけるそれ以外の活動は「コ
スト」ということになる．ドラッカーは，電子工学と IT に基づく第 3 次産業革
命の最盛期であった 1980 年代半ばに，イノベーションについて研究を行って
いる．彼がイノベーションについて深い見識を持っていたことは明らかであ
る．
30 年後となった今日，企業や社会は「第四次産業革命」に直面している．現
代の経営学は，その課題を解決するための新しい理論を必要としているだろう
か，それともドラッカーのイノベーション論を適用することができるだろう
か．言い換えれば，ドラッカーが不在となった社会においても，第四次産業革
命のような発展に対して，彼の理論を用いることはできるだろうか．また，も
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しそれが可能ならば，ドラッカーの理論を応用して，どのように第四次産業革
命を効果的かつ効率的に「マネージ」することができるだろうか．
そ の 問 い に 答 え る た め，ド ラ ッ カ ー が『 イ ノ ベ ー シ ョ ン と 企 業 家 精 神 』
（1）
（1985）
において明らかにした「イノベーションの 7 つの源泉」に基づき，分

析を行う．本研究の仮説は，そのイノベーションの 7 つの源泉が第四次産業革
命にも適用可能である，というものである．もし，企業における事例を用いて
それが証明されたならば，第一次産業革命から第三次産業革命に焦点を当てて
生み出されたドラッカーの理論が，今日に至るまでの第四次産業革命の初期段
階にも適用可能であることを意味する．
本研究では，第一にドラッカーのイノベーションに関する理論の主要な部分
を占める「7 つの源泉」を概説する．第二に，
「第四次産業革命」の定義と内容
について説明する．第三に，第四次産業革命に関わる企業の事例に対して，ド
ラッカーの理論の適用を試みる．第四に，その結果をドラッカーの倫理に関す
る理論に当てはめて考察し，最後に今後の展望を結論としてまとめる．第四次
産業革命は世界的な現象であるが，本研究ではドイツと日本に焦点を当てる．
第四次産業革命の体系的な概念が誕生したのはドイツであり，また，本研究の
発表される国が日本であることから，この選択は正当なものであると言えよ
う．
データソースとしては，政府や企業の公式な刊行物を，社会の現状を反映す
るものと見なして使用した．解釈学的アプローチにより，これらの選択された
情報をドラッカーの思想に反映させて分析した．
第四次産業革命に関する文献は多岐にわたる．ドイツ語文献に関しては，ド
イツの連邦政府や州政府が数多くの出版物を出している．また，学術界や産業
界，ロビー団体からも出版物があり，2015 年 7 月末の時点でドイツ国立図書館
には，技術や経営，社会への影響など幅広い分野にわたる 200 以上の蔵書があ
る．それに加え，数え切れないほどの論文が出版されている．また，日本の国立
国会図書館においては，第四次産業革命に関する蔵書は 15 冊であり，用語の普
及が比較的遅かったためと考えられるが，第 2 章で説明する IoT については 70
以上の蔵書がある．しかしながら，ドラッカーの思想と第四次産業革命を照ら
し合わせたものは見られない．本研究は，その科学的なギャップを埋めるもの
である．

1. ドラッカーのイノベーション論
ドラッカーはいくつかの著書においてイノベーションについて論じている
が，そのうち，30 年のコンサルタントとしての経験をもとに集大成としてまと
められ，イノベーションについて最も詳細に記されたものが『イノベーション
と企業家精神』
（1985）である．本章では，ドラッカーが同書で説明した「イノ
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ベーションの 7 つの源泉」に焦点を当てて紹介していく（2）．
ドラッカーは，同書の中でイノベーションを「資源に対し，富を創造する新
（3）
たな能力を付与するものであり，資源を真の資源たらしめるもの」
と定義し
ている．自然に存在するものの用途を見いだし，経済的な価値を付与しなけれ
ば，いかなるものも「資源」とはならない．また，既存の資源の価値の増大も，
イノベーションによってもたらされる．イノベーションは科学的・技術的なも
のに限らず，社会的なものもある．
イノベーションとは，明確な目的意識を持って合理的かつ体系的に行われる
組織的な活動である．必要とされるのは，直感ではなく，試験と実験評価を伴
う厳格な分析である．体系的なイノベーションとは，すなわち，イノベーショ
ンの機会を 7 つの領域，i）予期せざるもの，ii）調和せざるもの，iii）プロセス・
ニーズ，iv）産業と市場の構造変化，v）人口構成の変化，vi）認識の変化，vii）
新しい知識，において探すことである．最初の 4 項目は組織や産業，市場の内部
の事象であり，後の 3 項目は企業や産業の外部の事象である．この並びは，信頼
性と確実性の大きい順になっている．これらの領域は互いに重複する部分も多
いが，分析はそれぞれについて行われる必要がある．
1 . 1 予期せざるもの
イノベーションの機会としての「予期せざるもの」には，予期せざる成功や
失敗，外部における変化が含まれる．予期せざる成功は，あらゆるイノベー
ションの機会の中で最もリスクが低く，必要とされる労力が少ない．しかし，
人は長く続いてきた物事を正常かつ永続的なものと捉えがちであり，経営陣に
とって，予期せざる成功を受け入れることは容易ではない．それには決断力と
具体的な経営方針，現実に向き合う姿勢，
「自分たちは間違っていた」と認める
謙虚さが求められる．
また，予期せざる成功が新市場の獲得のような定性的なものである場合，数
字として経営陣に報告されず，その兆候が見逃されてしまうこともある．予期
せざる成功の機会を捉えるためには，まずその情報を可視化し，経営陣が入手
し検討できるしくみを整えることである．そして経営陣は，（1）それを活用す
ることは自分たちにとってどのような意義があるか，（2）その導くところはど
こか，
（3）それを機会とするためには何をすべきか，（4）どのようにそれを実
行するか，と自問することによって分析しなければならない．
また，慎重に計画，実施されたものが失敗した際には，多くの場合において，
変化とそれに伴うイノベーションの機会が存在していると考えられる．失敗
は，無視されたり，見逃されることはないが，機会の兆候として注目されない
ことが多い．予期せざる失敗をイノベーションの機会として活用するために
は，企業の外に出て，顧客や競争相手，市場をよく見，よく聞くことが不可欠で
ある．
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また，予期せざる企業外部の変化によるイノベーションの機会は，常に目の
前にあり，非常に大きな機会となり得る．これによって成功を収めるためには，
その事業が自らの専門的な能力に合致していることや，変化を捉えるための資

義されていること，（4）解決の方法が明確に定義されていること，（5）より良
い方法があるはずだとの認識が一般的であること，すなわち受容する姿勢があ
ること．

源の動員能力が必要とされる（4）．

さらに，その機会が，次にあげる 3 つの注意点をクリアしているかどうか検
討されなければならない．（1）我々は何が必要とされているかを理解している
か，
（2）必要な知識は既に存在するか，または最先端の知識として入手できる

1 . 2 調和せざるもの
調和せざるものとは，あるべき姿と乖離した現実を表し，定性的なものであ
る．このイノベーションの源泉は，
（1）需要との不調和，（2）通念との不調和，
（3）消費者の価値観との不調和，
（4）プロセスにおける不調和，に分類できる．
これらは産業，市場，プロセス内部の事象であり，そこにいる者には明瞭に認
識でき，当然のこととして受け止められる ．
（1）需要との不調和
（5）

製品やサービスへの需要が安定的に拡大しているのに対し，利益や成果が同
様に上がらない場合，その不調和をイノベーションの機会と見ることができ
る．それを活かすためには，不調和の原因を突き止めようとするのではなく，
何によってその不調和を活用できるか，機会とするためには何をすべきか，を
考えるべきである．
（2）通念との不調和
現実に対する認識を誤り，問題点を取り違えると，間違った方向に労力が費
やされることになる．現実と通念との不調和は自明である場合が多く，成果の
期待できる事柄に焦点を当てなおすことによって，容易かつ速やかに成果が得
られるのである．
（3）消費者の価値観との不調和
消費者の価値観との不調和の背景には，必ず傲慢さと硬直，独断が存在する．
このようなギャップを捉えたイノベーションは単純かつ具体的であり，成功す
る可能性が高い．企業は，顧客にとっての価値こそが，自分たちにとっての価
値であるという認識を持たなくてはならない．
（4）プロセスにおける不調和
次項目に内容が含まれるため，ここでは説明を省略する．
1 . 3 プロセス・ニーズ
プロセス・ニーズとは，既に存在するプロセスを完成させたり，欠陥を補っ
たり，新しい知識に合わせて古いプロセスを組み替えるニーズであり，それは
企業や産業，サービスのプロセスにおける不調和や，人口構成の変化から生ず
る．
プロセス・ニーズに基づくイノベーションを成功させるためには，次の 5 つ
の基準を満たすことが求められる．
（1）自己完結型のプロセスであること，
（2）
プロセスにおける欠落または欠陥が 1 つだけであること，
（3）目的が明確に定

か，
（3）その解決策はその利用者に適しているか，慣習や価値観を犯していな
いか，ということである（6）．
1 . 4 産業と市場の構造変化
産業や市場の構造は長い間変化せず，安定的であるように見えるが，現実に
は，何かの契機によって容易に，短期間で変化し得るものである．そのような
構造の変化に直面したとき，それまでと同じ仕事の様式を維持しようとすれ
ば，企業は業界における地位を失う．産業内のあらゆるものが，
「われわれの事
業は何か」を問い直し，新しい答えを導き出さなければならない．
産業の構造変化には，いくつかのはっきりした兆候がある．最も信頼でき，
判別しやすい兆候は，産業の急速な成長である．ある産業が経済成長や人口増
加よりも大幅に速く成長している場合，その産業は大きく構造が変化すると見
られる．第二に，産業が成長し，規模が大きくなったことによる，質的な変化で
ある．それまでの市場の捉え方や，市場への対応の仕方を維持することは，現
実と大きく乖離することを意味する．第三に，全く無関係の技術が合体したと
きも，産業の構造に急激な変化がもたらされる．第四に，仕事のスタイルが変
わることによって，産業内の構造が大きく変わる（7）．
1 . 5 人口構成の変化
人口構成の変化の分析において，総人口にはそれほど大きな意味はない．イ
ノベーションの重要な機会を提供するのは，年齢構成や性別構成，雇用状況，
教育水準，所得階層などの変化である．人口構成の変化を予測することは困難
だが，リードタイムの予測は可能である．例えば，新生児が成長して労働力と
なるには約 20 年のリードタイムがある．ドラッカーは 1976 年に，アメリカの
年齢別の人口構成を分析し，10 年以内に退職年齢が 70 歳まで延長されるか，制
度自体が撤廃されるだろうという予測を立てた．各界のエコノミストや統計学
者の多くはそれを的外れのものと一蹴したが，予想していたよりも早く，その
予測は現実のものとなった．
人口構成の変化を現実として受け入れる者や利用しようとする者がいないか
らこそ，それは実りあるイノベーションの機会となる．それを活用するために
は，統計の分析だけではなく，外へ出て観察し，各人口グループの価値，期待，
ニーズ，欲求がどのようなものであるかを探ることが不可欠である（8）．
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1 . 6 認識の変化
認識の変化とは，ものの見方，感じ方，考え方の変化である．
「コップが半分満
たされている」と見るか，同じ現象を「コップが半分空である」と見るかの違い

は，イノベーションそのものが変化を起こすため，消費者に受け入れられるか
どうかがわからない場合が多い．従って，
「受容度」に関しては賭けをするしか
ないのである．

である．一般の認識が変化するとき，大きなイノベーションの機会が生まれる．
認識の変化は，実体の変化は伴わないが，その意味合いは大きく変わる．変
化は量的に把握できないことが多いが，具体的であり，明確に捉えることがで

新しい知識に基づくイノベーションは多くのことを要求し，リスクが大きい
反面，成功すれば比類ない富や名声が得られる（10）．
次に，「第四次産業革命」とその技術的基盤となる「IoT」について説明し，

きる．イノベーションに成功するのは，その機会に対する感受性の強い現場近
くの人々である．注意すべき最も重要な点はタイミングである．機会を捉えら
れるかどうかは早い者勝ちであり，タイミングを誤れば競合相手にその機会を
譲ることになる．しかし，認識の変化と見られるものの多くは一時的な流行に
すぎないため，イノベーションを成功させるには，小規模に，限定した範囲か

その後，関連する事例に対するドラッカーの理論の適用を試みたいと思う．

ら始めなければならない（9）．
1 . 7 新しい知識
知識に基づくイノベーションは，リードタイムの長さ，失敗率の高さ，予測
の難しさなど，他のイノベーションとは異なる特徴を持ち，管理が極めて困難
である．知識に基づくイノベーションは科学的，技術的なものに限らず，社会
的なイノベーションもある．
知識に基づくイノベーションは，2 つの特徴を持つ．1 つ目は，他のイノベー
ションと比べてリードタイムが長いことである．新しい知識が生まれてから，
技術に適用され，さらに市場で受け入れられるようになるまでには，25 〜 35
年を要し，このリードタイムは時代によって大きく変わることはない．知識に
基づくイノベーションもう 1 つの特徴は，それが 1 つの要因から起こるもので
はなく，必ず異なる知識を合体させた結果生ずるものである，ということであ
る．必要な知識が全て整わない限り，知識に基づくイノベーションは成功しない．
知識に基づくイノベーションを成功させるための条件は 3 つある．
（1）イノ
ベーションに必要な要素を全て分析すること，
（2）イノベーションの位置付け
を明らかにし，戦略を定めること，
（3）そのイノベーションが科学的・技術的
知識に基づくものである場合，企業家的経営管理を学び，それを実行すること．
このイノベーションはリスクが大きいため，経営管理や財務の先見性が重要な
役割を持つ．また，市場思考であることが求められる．
知識に基づくイノベーションは特有のリスクを伴う．そのリードタイムの長
さと，知識の組み合わせという性格から，特有のリズムが生じ，結果的に生き
残れる企業はごく少数である．
「新規参入期」には多くの企業が設立されるも
のの，期間が短く，参入できるチャンスは一度限りである．さらに，ふるい落と
しの「整理期」を乗り越えられるかどうかは予測不可能であり，企業家的経営
管理は生き残りの必要条件とはなっても，保証にはならない．もう一つのリス
クは，世の中における「受容度」である．知識に基づくイノベーションにおいて

2.「第四次産業革命」と「モノのインターネット（IoT）
」
「第四次産業革命」の用語自体は，マーケティングを目的としてドイツ連邦
政府（“Industrie 4.0”
，インダストリー 4 .0）により 2011 年（11）に名付けられた
表現であり，定義は明確でないものの，よく世間に知られている．日本政府は，
「第四次産業革命」の用語を 2015 年 6 月の「
『日本再興戦略』改訂 2015」におい
て初めて公式に用いている．日本では，政府の活動に加えて，同月に民間企業
（12）
のフォーラム「インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ（IVI）」
が設立されている．
第四次産業革命は，もののライフサイクルに関わるバリューチェーン全体を
コントロールする，新しい次元の機構と特徴付けられるであろう．発想に始ま
り，開発，生産，配達，リサイクルに至るもののライフサイクルと，それぞれの
過程におけるサービスが，個々の顧客の希望によって形作られるようになる．
それを可能にする条件は，バリューチェーンの全ての部分をつなぐリアルタイ
ムの情報（データ）が利用可能であることと，データによって常に製造プロセ
スを最適化できることである．人，もの，システムの動態を結びつけることに
より，自己組織化するリアルタイムのバリューチェーンのネットワークがつく
られる．そのネットワークにおいては，コストや有効性，資源の利用などの，異
なる基準ごとに最適化を図ることができる（13）．
第四次産業革命の基盤となるのが「モノのインターネット（IoT）」である．
IoT とは，国際電気通信連合の「グローバル・スタンダード・イニシアティブ」
のインフラに基づき，製造者やオペレーター，他の機器とデータを交換するこ
とのできる接続性を持ち，電子機器，ソフトウェア，センサーを有する「もの」
のネットワークである（14）．IoT に基づき，製造に携わる企業は，サイバーフィ
（15）
を使用した機械，保管シ
ジカルシステム（Cyber-Physical Systems: CPS）
ステム，生産設備を包含するグローバルネットワークを設立することになる．
これらの設備は自立的に情報を交換し，行動を開始し，独立にお互いをコント
（16）
ロールすることができる．
「スマートな工場」
でつくられたスマートな製品
は，一意的に識別することができ，常に自身の歴史や現状，目標とする状態に
達するためのいくつかの方法を知ることができるであろう（17）．
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IoT の急速な発展を促す方法として，次の 3 つが考えられる．i）小規模化：電
子機器はより小さく，力強く，エネルギー効率が良くなる．ii）価格の低下：電
子部品とネットワークのコストが徐々に低下する．iii）ケーブルがなくなる：

ノベーションと何ら変わりない．その出発点は企業の外にあるが，企業内部の
イノベーションの機会，すなわち i）予期せざるもの，ii）調和せざるもの，iii）
プロセス・ニーズ，iv）産業と市場の構造変化，として活用されているように見

ワイヤレスのものが増加し，最後になくなる線は電力ケーブルである（18）．

受けられる．

IoT は，製品とサービスのシステムをもはや別々に語ることはできないという
概念「Everything-as-a-Service（XaaS）
」を実現可能にする．イノベーションの機
会は，製品やサービス，インターフェイスが，新しいアイディアにおける価値や
利益の要素としてつながりあっている場に，新しい事業を創り出すことで生ま
れる．全ての製品やサービスがインターフェイスや接点を持つ．人々のサービス
やものとの相互作用の方法は，インターフェイスによって決められる（19）．
IoT と XaaS には，次の 3 つの技術的な基盤がある．i）センサーとアクチュ
エーター：センサーは環境の状態を測定するために用いられ，アクチュエー
ターはその環境を変えたり，影響を及ぼしたりするために使われる．ii）組み込
み処理機能：スマートな物質に知能を備え付けるものである．
「マイクロコン
トローラー」はスマートなもののソフトウェアに指令を与え，無線送受信機に
よってセンサーとアクチュエーターをつなぐ役割を果たす．iii）接続性とクラ
ウド：スマートなものの接続性には様々な形がある．スマートなものは，いく
つもの異なるネットワークトポロジーを活用したり，ネットワークトポロジー
を作るため多くの異なる通信技術を採用することもできる（20）．
インターネットに関しては，3 つの条件が満たされる必要がある．i）製造者
がスマートなものに用いられている通信規格を管理できること．それによっ
て，製造者は顧客に請求するサービスの料金を決定できる．ii）インターネッ
トを用いた顧客志向の解決策を提供することで，インターネットのスケールメ
リットを増幅させる．iii）パーソナルコンピューターではなく，マイクロコン
トローラーがインターネットの中心となること．
これまでの「第四次産業革命」の説明において技術的な要素を強調してきた
ため，ドラッカーの理論を当てはめるとすると，
「新しい知識」
，とりわけ科学
的な知識が変化の原動力となっているように思われるだろう．
それは確かに正しいが，第四次産業革命の全体を説明できるものではなく，
部分的な要素に過ぎない．どのような企業でも一社で第四次産業革命の全ての
側面に関与することは不可能であり，様々な規模の多数の企業が互いに貢献，
競争し合う．IoT に関する多くのイノベーションは，ドラッカーの言う「新しい
知識」から体系的に得られたものではない．

3. ドラッカーのイノベーション論の第四次産業革命への適用
それでは，第四次産業革命における多くのイノベーションの原動力はどのよ
うなものであろうか．その主体となっている IoT は，明らかに他のあらゆるイ

3 . 1 予期せざるもの
予期せざるもの例として，ある染料の製造企業（「企業 X」とする）の事例が
あげられる．企業 X は，インターネットが理想的な流通経路であることを確信
していた．豊富な種類の色を用いて，DIY からプロの顧客に至るまでが，独自
の色を創り出すことができる．その色は，次回以降の注文の際も記憶されてお
り，何度でも再生産することができる．このサービス自体は，従来のインター
ネット技術を用いて実現され，予想を遥かに上回る成功を収めた．
このような状況に遭遇したとき，ドラッカーはその成功はどこにつながる
か，成功をさらに活かすにはどうすべきか，進むべき道はいずれか，を問うべ
きだと述べている（21）．企業 X は第四次産業革命の潮流を受けて，予期せぬ成功
の機会をイノベーションにつなげた．注文によって様々である量や色につい
て，生産計画ソフトが分析を行う．最適な生産計画の順序が自動的に計算され
る．それぞれの注文に対して無線チップが作られ，それが必要な全ての情報を
持っている．無線チップは容器に埋め込まれ，生産ライン上の全システムと通
信し，さらに集中型サーバーと通信することで，生産過程の管理を引き受けて
いる．それぞれの注入箇所において，適切な量の染料が容器に注がれる．企業
X は CPS を用いることで，注入施設において，数多く多様な注文に基づいて大
量の染料を非常に低いコストで生産することができるのである（22）．
3 . 2 調和せざるもの
調和せざるものとは，現実とあるべき姿との乖離や不一致であり，定量的と
いうよりも定性的なものである．そのような不調和の例に，生産現場のロボッ
トがある．従来のロボットは，大きく，動作速度が速いため，従業員との接触事
故を防ぐためにフェンスを隔てて稼働していた．そのため，毎日の仕事環境に
おける人間とロボットとの協働作業は，望ましいものと思われていたものの，
実現されていなかった．これは，ドラッカーが説明した「通念との不調和」の典
型的な例と言えよう（23）．
どのようにこの不調和を解決できるだろうか．ドラッカーは，皆の主張を聞
き，真剣に受け止める必要性を強調した（24）．そのよい例が，製造企業 Y の生産
拠点の工場に見られる．そこでは，ロボットが生産ホールで自由に動作してい
る．軽量な構造と CPS により，これが可能になっている．ロボットのセンサー
が音と光のデータを捉えて分析し，作業員を認識して，その動作に合わせて動
くことができるのである．作業員は，ジェスチャーや声で指令を出して，サー
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ビスロボットを呼ぶことができ，ロボットが作業員のもとに道具を運んだり，
製造途中の製品を次の生産箇所に運搬する．また，ロボットは作業員の作業し
やすい位置に製品を動かし，さらには，作業員が必要とするときに，追加情報

以上の 4 つのイノベーションの源泉に加え，ドラッカーは他の 3 つの力につ
いて述べている．最初の 2 つの原動力 v）人口構成，vi）認識の変化は，予測が
非常に難しい．3 つ目の原動力 vii）新しい知識は，注意して観察することを要

や意思決定のための選択肢を提供する（25）．

求する．

3 . 3 プロセス・ニーズ
プロセス・ニーズとは，企業やサービスにおけるプロセスの欠陥を補ったり，
刷新するニーズである．プロセス・ニーズに基づく体系的なイノベーションの
例として，企業の共同体が，幅広い領域の B2B の顧客にロボット技術を販売し
ているという事例があげられる．企業共同体の顧客 Z は比較的規模の大きな化
学薬品会社であり，生産設備において，チューブを確認するロボットを必要と
している．ロボットは非常に低い温度のような極端な環境に耐えることのでき
る複雑なセンサーシステムを備えていなければならない．また，電気制御装置
は自動電源で稼働することが望ましい．
センサーの生産者は，普段は標準化された製品を使っているかもしれない．
しかしながら，このケースにおいては，発電できる新しいコーティング過程を
開発しなければならない．企業共同体の IT スペシャリストたちは，技術的に
未知の領域であるプロセスモジュールを開発することを求められている．さら
に，共同体はソフトウェアの改善とロボットの維持のサービスを，無期限で提
供している．共同体が受け取るデータは将来の製品改良のために用いられる．
これらのデータを無料で利用する代わりに，ロボットの掃除などを必要な際に
無料で行っている（26）．
3 . 4 産業と市場の構造変化
ドラッカーは，産業や市場の構造変化の際には，その産業内の全ての者の企

3 . 5 人口構成
人口構成の予測が難しいというのは，妙に聞こえるかもしれない．しかしな
がら，重要なのは総人口数の変化ではなく，経済においては，教育や，共働き世
帯の役割，退職年齢，所得分布，移民収支といったことがむしろ肝心である（29）．
ドラッカーの説明に従って，人口構成の変化によるイノベーションの機会の例
を見つけることができるかもしれない．前に述べた 4 つの要素の中の最初の事
例は，このような機会に関係している可能性がある．染料会社の成功（3.1 を参
照のこと）は，DIY ユーザーの人口の変化に関係している可能性がある．
3 . 6 認識の変化
認識の変化は予測することができない．社会における変化は，一時的なもの
に過ぎないことがしばしばある．その上，たとえ認識の変化が長期的な影響を
持っていたとしても，それがどのような変化であるかを予測することはほぼ不
可能である（30）．第四次産業革命に関しては，これからの展開の中で，認識の変
化によるイノベーションの機会が現れることが期待されるが，現時点でビジネ
スに関する事例を探すのは時期尚早である．
3 . 7 新しい知識
ドラッカーは，新しい知識に基づくイノベーションは全てのタイプのイノ

業家精神と，「我々のビジネスは何か」を再定義することが求められると述べ
ている．そのような変化の指標の 1 つが，経済全体よりも急速な産業の成長で
ある（27）．
第四次産業革命に関して言うとすれば，それは何を意味するだろうか．初期
段階に当たる現在では，ドラッカーの予測に合致する事例はほんのわずかかも

ベーションの中で，最もリードタイムが長いと述べている．最初の時間間隔は，
新しい知識の出現から，それが技術に適用できるようになるまでである．さら
にその後，新しい技術が製品やプロセス，サービスといった形に変わるまで，
また長い時間がかかる（31）．ドラッカーは，第三次産業革命に焦点を当てていた
にもかかわらず，既に 1985 年に「ロボティクスと工場自動化が約 25 年もの間，
（32）
広く話題にされてきたにもかかわらず，未だに何も起こっていない」
と指摘

しれない．しかし，その 1 つとして産業用ロボットがあげられる．国際ロボット
連盟（International Federation of Robotics: IFR）は，産業用ロボットの販売数
が 2013 年の 170 , 000 台から 2017 年には 280 , 000 台に増加するとの推計を発表

している．第 1 章で説明したように，新しい知識に基づくイノベーションには，
全ての必要な要因を満たすための注意深い分析と，戦略的な立場を明確にする
ことが求められる（33）．

している（28）．これらのロボットのほとんどは，前述したように第四次産業革命
の初期の技術的な段階を実現させるものと考えられる．産業用ロボットの製造
企業である日本のファナックやドイツの KUKA は，この数年間で劇的な変化
を経験しており，彼らの社史が示すように，また彼らの製品と同様に，企業自
体も変化し続けることを期待している．

第四次産業革命に関するイノベーションはごく初期段階にある．新しい知識
に基づくイノベーションの今日において見られる実践例として，ドイツ連邦
政府によって打ち出され，同国の 3 つの産業団体が取り組んでいる「インダス
トリー 4.0 プラットフォーム」の白書がある（34）．その白書には，「『インダスト
（35）
リー 4 . 0』のゴールに達するためには，研究と開発が不可欠である」
という文
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言がある．プラットフォームの科学諮問委員会は，考えられるインダストリー
4 .0 による発展の方向性について 17 の論文を作成している．これらの論文に基
づき，ドイツの産業において研究・開発の優先テーマが決められている．白書

における問題に関与する者たちが，相互作用や意思決定により，社会規範や制
度を創造，強化する過程に関わるものである．
第四次産業革命において，それに適したガバナンスの枠組を作ることが重要

はテーマを明示して説明するだけでなく，必要な条件，その相互依存性，望ま
れる結果を明らかにしている．各開発段階の達成にかかる期間が示され，ロー
ドマップにまとめられている．それらのテーマの例としては，「価値創造ネッ

である．この初期段階では，特に IoT に関するガバナンスに焦点を当てること
が重要である．バリューチェーンにおける様々なステークホルダーが権力を手
にすることが予想される．それらの権利として考えられる例に，i）ネットワー

トワークの水平統合」
，
「製品のライフサイクル全体を通して一貫性のある技術
管理」
，
「仕事に関する新しい社会インフラ」などがある．
「インダストリー 4.0 プラットフォーム」によるイノベーションの計画は，少
なくとも第四次産業革命の計画段階において，上述の 2 つの必要条件を満たし
ているものと言える．実践の段階においてもドラッカーの「新しい知識」に関

クの規格に関する権力，ii）製品に関する権力，iii）ネットワークトラフィック
に関する権力，がある（39）．

する考えに沿って発展が見られるかどうかは，そのときにならなければ分から
ない（36）．
本章全体を通して，ドラッカーのイノベーションに関する理論が，少なくと
も今日までの発展に関して，第四次産業革命に関わる産業界の実践的な経験に
適用できることが示された．
該当する事例がまだ見られないイノベーションの源泉や，証明に時間を要す
るものについては，その時期が来たとき，ドラッカーの理論が適用可能かどう
かが明らかになる．本研究の結果からは，肯定的な展開が見込まれる．
さて，次は総合的な結論に至る前に，これまでの議論のテーマを倫理の枠組
みに当てはめて考察する．

4. 考察：ドラッカーの倫理に関する思想とイノベーション，第四
次産業革命，IoT
ドラッカーは常に，マネジメントに関する思想を，社会に根付く倫理のもと
に持っていた．そのアプローチに従って，
「第四次産業革命」も倫理的思考の文
脈に置かれる必要がある．病んだ社会に健全なビジネスは存在し得ないため，
たとえ社会の病が企業経営によるものではなくても，企業にとっては社会の健
全さが自己の利益となる（37）．IoT による第四次産業革命の展開は，社会に多く
の影響をもたらすと考えられる．そのうちのいくつかは予測が可能であるが，
現時点では知り得ない多くの変化が起こるであろう．そのような変化が現れた
ときには，迅速な対応が求められる．この倫理に基づく行動は，経営者の主な
義務の 1 つである．要求される倫理的責任は，概ねその企業の経済的な成功の
代償であると言える．企業には，政府が解決すべきであっても，解決できない
ような問題に取り組むことが求められる（38）．
倫理に関する取り組みには様々なアプローチがある．その中でも「ガバナン
ス」によるアプローチは，企業経営と密接な関係がある．ガバナンスとは，集団

4 . 1 ネットワークの規格に関する権力
装置の通信する手段や情報の種類は，排他的な規格の一部となり，IoT の
ネットワークを支配する可能性がある．排他的な規格には，主として 2 つの問
題点がある．1 つは，インターネットが既に解決した問題を再び取り上げねば
ならないことである．すなわち，ネットワーク上の名前をどのように割り当て
るか，どのようにネットワーク間でメッセージをやりとりするか，トラフィッ
クにおける流れをどのように管理するか，そしてどのように通信のセキュリ
ティーを守るか，といったことである．もう 1 つは，同じ言語を用いる異なった
生産者の製品を購入したい消費者にとって，排他的な規格は不利益になるとい
うことである．しかしながら，消費者の希望とは裏腹に，近い将来，多くの企業
が排他的な規格を発展させることが予想される．
4 . 2 製品に関する権力
製造企業は，従来，その製品の供給を管理するために流通システムや知的財
産権を用いてきた．しかし，例えば IoT 製品が第三者団体の製品を必要とする
ようになるなど，新しい相互依存関係が生まれる可能性がある．XaaS の市場に
おいては，従ってそれらの製品が両者揃って存在する必要性が生じる．しかし，
それらの片方が協力を拒んだ場合，相手にとって致命的な問題となり得る．
4 . 3 ネットワークトラフィックに関する権力
ネットワークの操作者は，個々の利用者や，使用するトラフィックの種類，
通信に用いられるサービスの種類に応じて，広域帯ネットワークのトラフィッ
クを阻止したり遅らせることができる．消費者は，中立でないネットワークに
対して，IoT データの利用料を支払わなければならなくなる．また，多くの機会
がモバイル化し，ローミング料金が要求される傾向が生じる．IoT ネットワー
クが公共財として扱われるようになるまで，データ利用に関する新しいビジネ
スモデルが発展していく必要がある．
これまでの議論から，IoT によって様々な衝突が起こる可能性が高いことは
明らかである．倫理的価値観に基づいて，どのようにより良く，より効果的に，
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そのような衝突を社会的・経済的な解決に導けるだろうか．IoT の利害関係者
が試みることとして，第一に個々の根底的な利益を調整すること，第二に誰が
正しいかを断定すること，第三に誰が強者であるかを断定すること，があげら
れよう（40）．しかしこれらにおいて，より良く，効果的であることは何を意味す
るだろうか．争いのコストを最小にすることは，取引費用を減らすことと同じ
である．異なるアプローチを評価するもう 1 つの方法として，結果に対する両
者の満足感を用いる方法がある．満足感は，決定に対して公平であると感じる
度合いだけでなく，その過程において感じる公平性にも左右される．3 つ目の
尺度は，当事者間の関係に対する長期的な影響である．争いの解決は，当事者
同士の日常的な協働関係にも影響する．最後の尺度は，あるアプローチが持続
的な解決をもたらすかどうかである（41）．

5. 展望
ドラッカーは自らを，経営に関する思想を伝える者としてだけでなく，現在
の事実をもとに将来について考える方法を人々に助言する者として考えてい
た．第 1 章から明らかなように，ドラッカーはイノベーションについて，際立っ
た考えを持っていた．彼のイノベーション論は，企業の事例が示したように，
第四次産業革命に関しても適用することができた（第 3 章）
．事例がまだ存在し
ない領域や，現在計画段階にありまだ実証できないものに関しては，前にも述
べたように，ドラッカーの理論が適用可能か否かは時が来れば明らかになる．
本研究の結論は，そのようなケースに当てはまるだろう．また第 4 章では，ド
ラッカーのイノベーションについての思想を，彼の倫理に関する考えに当ては
めた．
本研究の問題提起に対し，仮説を肯定する結果が得られたが，今後を展望す
ることは挑戦的で難しい．ドラッカーの生前には，彼の主要な思想はマネジメ
ントの発展と同時に発表された．現在，その思想が，彼の生涯を終えた後とし
ては初めて，「第四次産業革命」と呼ばれる大きな発展に適用される機会を迎
えているのである．
発展の最中にある第四次産業革命について，本研究は初めてドラッカーのイ
ノベーション論の適用を試みた．その結果，今日でもその理論による説明が可
能であることが実証されたことは重要な一歩である．ドラッカーの残した成果
が，不朽で普遍的なものであることを示す 1 つの方法になるだろう．
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筑波大学大学院人文社会系准教授，兼株式会社ハーモニック・ドライブ・システ
ムズ取締役会諮問委員．
大伴史緒
筑波大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程にて経営学を専攻．

1．問題提起
「人は責任を与えられた時，どのような場合にその責任を負い，当事者意識を
持つようになるのか」これが，本稿の主題である．
「責任を与えられた時，当事者意識を持つ」これは当たり前のように思えるか
もしれない．事実，かつてドラッカーは，1954 年の著書『現代の経営』の中で，
「人は『責任』と『機会』」を与え，規準を高く設定し，自分で仕事を管理するよ
うにすれば，自ずと責任感を持って行動するようになる」と言った．しかし，実
際には，仕事を与えても，成果をあまり考えることなく「言われたことだけや
れば良い」という立場に終始している人も多い．
アメリカの有名な心理学者であるマズローは，ドラッカーを批判し次のよう
に言った．
「ドラッカーは『責任』について多くを語り，人間は責任を負いたが
るものであると指摘している．さらに，責任を与えられた人間がいっそう力を
発揮するという調査結果も数多く紹介している．そのことは確かに真実ではあ
るが，成熟度の高い健康な人間，すなわちドラッカーが一貫して想定している
ところの人間にしかあてはまらない．現実にはこのような人間だけではないこ
とを指摘しておきたい」
（
『完全なる経営』金井寿宏（監訳）p.45）
マズローは , 欲求段階説を出した心理学者として有名である . 人間の欲求には
下図のような段階があるという .
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マズローの欲求段階説
自己実現の欲求
自我の欲求
社会的欲求
安全の欲求
生存の欲求

• やりたいことの追求，学び，面白さなど
• 自己価値，達成，重要感など
• 仲間，協調など
• 安心・安全など
• 空気・水・食物など

基本的には下の段階の欲求の方が強い欲求である．生存の欲求が一番強く，
これが脅かされると，まずこの欲求を満たそうとする．この欲求が満たされて
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る．成果を出すという責任を果たすよりも，「とにかく言われたことだけやっ
て給料をもらいたい」とか，
「職場の人間関係の方が大切だ」と思っている人も
多い．
これに対して，ドラッカーは，1973 年に出した『マネジメント』で，「人が責
任を負う，当事者意識を持つ」ための条件について，考察を進めた．本稿では，
この点について考える．

2.『マネジメント』におけるドラッカーの考え
2 . 1 . 基本的な考え方
ドラッカーは，これを考えるにあたって，『マネジメント』第 19 章で，基本
的な考えを述べている．先ず，次の 2 つの考え方を検討し，これを批判した．
①「責任を果たす」
「果たさない」は人間のタイプによる．
②経営者の心理的な操作により，責任を負い当事者意識を持つ人間を作るこ
とができる．

も，安全の欲求が満たされていないと，これを希求するようになる．安全の欲
求の上に，社会的欲求（仲間と一緒にいたい）という欲求があり，社会的欲求の
上に自我の欲求（自分が価値のある人間として認められたい）がある．これら
の欲求が満たされて，初めて，自分の本来やるべきことをやりたいという自己
実現の欲求が出てくる．

①の意見は，
「常に当事者意識を持つような成熟した人間がいる一方，そう
でない人間もいる．それは人のタイプで分けられる」と言う考え方である．ド
ラッカーは明確にこの考えを否定した．ある意味で，「成熟した人間だけが責
任を負う」というマズローの考え方自体も否定していると言えるだろう．ド
ラッカーが言っているのは，「人が責任を負い，当事者意識を持つようになる

マズローが言っているのは，ドラッカーの想定している「責任を負いたがる
人間」は，生存の欲求から自我の欲求まで全てを満たした「成熟した人間」であ

のは，その時の状況による」ということだ．確かに，同じ人間でも，ある環境で
は責任を負うような行動をするし，別の環境では，言われたことだけやれば良

るということである．
「 • この人物の安全欲求は満たされてきた（不安や怖れがない）
• 同じく，所属欲求も満たされてきたし（疎外感，追放感，孤独感とは無縁
で，集団から外されているという感覚はない．家族，チーム，社会に適合
されており，邪魔者扱いされていない）
• 愛情欲求も満たされてきた（良き友人に恵まれ，家庭環境も申し分ない．

いと言った反応を示したりする．
②の意見は，上司たるマネジメントの心理的支配により，従業員の動機を操
作することができるという考え方だ．ドラッカーは，この考えも明確に否定し
ている．「これは，経営者が自分を万能と考え従業員を馬鹿にするものだ．従業
員はリスペクトしなければならない」
．

自分を愛され求められる人間だと見ており，人を愛することもできると
感じている）

では，どのようにすれば良いか．ドラッカーは，第 20 章で「日本のマネジメ
ント」
「ツァイス社」
「IBM」などを考察した．その結果，従業員に「どのような
権限を与えるか」という「権限の組織化」ではなく，「どのような責任を与える

• さらに彼の尊敬欲求は過去から現在に至るまで満たされてきたし（自分
は尊敬に値する人間であり，必要とされ，重要視されるにふさわしい人間
であると考えている．充分な賞賛を浴びているという意識を持ち，自分に
ふさわしい賞賛や報酬はすべて得られるものと期待している）

か」という「責任の組織化」こそが，重要であるという結論に達した．ポイント
は「責任と仕事の与え方」にある．
ドラッカーは，この後，第 21 章から 23 章でこの条件を考察しているが，私
は，
『マネジメント』で述べるドラッカーの考え（責任と仕事の与え方）を俯瞰

• 自尊の欲求も同様に満たされてきた」
（
『完全なる経営』金井寿宏（監訳）p.28）
このような人間は，なかなかいないだろう（ドラッカーはそうかもしれないが）
．
マズローが，ドラッカーに対してこのような批判をしたのは，1960 年代のこ
とである．確かに，人にはいろいろなタイプの人間がいて，責任が与えられた
からと言って自動的にその責任にまい進する人間だけではないことは確かであ

すると，次の 3 点に整理できると考える．
①仕事の責任・成果の定義と意味づけ
②責任が負えるように仕事の中身がなっていること
③マネジメントによる支援
以下，上記の 3 点について述べてみたい．
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2 . 2 . 事業・仕事の成果の定義と意味づけ
先ず，仕事の責任を負うような意識を人に持たせるためには，与える仕事の
責任と権限が明確であり，本人が納得できるものになっていなければならな

を得ることによって，仕事の自己管理をすることを意味する．人が仕事の成果
に対して責任を負うということは，自分で仕事の管理ができなくてはならな
い．マネジメントする者が従業員の仕事を管理するのではない．仕事を管理す

い．自分が出すべき成果は何なのか，そもそも自分の貢献やミッションは何な
のか，これが明確で本人が認識できるようになっていることが必要である．ド
ラッカーは『マネジメント』第 6 章の中で，
「企業の目的は顧客の創造である」

る主体は従業員である．マネジメントする者はフィードバック情報を与えて，
従業員を支援する．フィードバック情報は，働く者自身がそれによって自らの
仕事ぶりを評価し，方向づけをするのに役立つ必要がある．

と言った．そして「我々の事業は何かを定義することが重要である」と言った．
事業の目的とミッションが明確であってこそ，人は，自分自身についても，自
分の仕事の目的とミッションを考えることができる．
ドラッカーは，別の本で，三人の石切職人のたとえ話をしている．
三人の石切り工の昔話がある．彼らは何をしているのかと聞かれたとき，第

第三に「継続学習」であるが，ここでいう継続学習とは，通常に言う「スキル
のトレーニング」とは別のものである．「継続学習」とは，「働く者が学んだこ
とを生かして，自らの仕事ぶり・仲間の仕事ぶり・仕事の仕方を継続的向上さ
せること」を意味する．単なる個人のスキルの向上だけではなく，仕事そのも
のの改善，チームとしての成果の向上も意味する．

一の男は，「これで暮らしを立てている」と答えた．第二の男は，
「国中でいち
ばん上手な石切りの仕事をしている」と答えた．第三の男は，目を輝かせ「後世

そして，ドラッカーは，この 3 つの条件を効果的に行うためにも，「3 つの条
件すべてについて，実際に仕事をする者自身を作業に参画させなければならな

に残る大寺院をつくっている」と答えた．仕事の成果について本当に考えてい
るのは，第三の男である． 何故ならこの仕事の本当のミッションは，石切職人
の生活や上手さではなく，大寺院を建てることにあるからである．
仕事の責任を負うような意識を持つためには，事業の目的とミッション，こ
れに合わせた自分の責任と成果の定義が明確でなければならない．そして，こ

い」と言っている．たしかに，仕事そのものについては，マネジメントする人間
よりも働く者本人の方が知っている．仕事と責任のわりあてについては最終的
にはマネジメントする者が決定するにしても，その仕事の内容の検討には，働
く者が参画し，実際に働く者がフィードバックを受け，働く者が継続的に改善
をしていく必要がある．

の責任と成果の意味づけに本人が納得して，初めて責任ある仕事をすることが
できる．

更に仕事をいかに行うべきかを検討することは，働く者とそのチームの責
任である．仕事の仕方や成果の量や質は，彼らの責任で考えるべきある．そう
なって初めて，働く者自身が内発的に責任を負うということなのだろう．

2 . 3 . 責任が負えるように仕事の中身がなっていること
ドラッカーは『マネジメント』第 21 章の中で，
「責任という重荷を負うには
何が必要か」という問いに答えるにあたって「焦点は仕事に合わせなければな
らない」と言っている．そして，そのための条件として次の 3 つを挙げている．
①仕事自体が生産的なものでなければならない．
②成果についての情報をフィードバックすること
③継続学習が組み込まれていること
確かに，この 3 点は重要である．

2 . 4 . マネジメントによる支援
最後に，ドラッカーは，働く人が責任を果たし成果をあげるためのマネジメ
ントの支援を挙げている．これは『マネジメント』第 22 章，第 23 章に見ること
ができる．ドラッカーは言う．「責任をもつ者はマネジメントに対し高度の要
求をする．有能たるべきことを要求する．（中略）自らが率先して負わない限
り，他の者に要求しても無駄である．働く者は，組織の側が真剣であって，責任
を負い，有能であると信じられなければ，自らの仕事，作業集団，職場コミュニ

第一に「仕事の生産性」であるが，ドラッカーは「仕事自体を生産的なものに
することなく，仕事に責任をもたせようとしても無駄である」と言っている．
同じ仕事の論理でも，
「仕事を生産的にする論理」と「人が働く労働の論理」は
異なる．
「人が働く労働の論理」は，
「生理的側面」
「心理的側面」
「社会的な側面」

ティに責任を負おうとはしない」
（
『マネジメント』
〔上〕上田惇生訳 P339）
．
ここでは，マネジメントの支援として「雇用の安定」
「適材適所」
「環境支援」
をあげる．
マネジメントによる支援の第一に来るのは「雇用の安定」である．ドラッ

「生計的側面」などで見なければならないが，
「仕事を生産的にする論理」は，
「仕事に内在する論理」で決まる．つまり，
「仕事を分析し，プロセス化し，管理
手段を組み込み，ツールを設計する論理」である．先ずは仕事の論理に基づき，

カーは，第 22 章でわざわざ，「雇用と所得」と題した 1 つの章を設けている．雇
用と所得を失う恐れがある中では，仕事，作業集団，成果に責任をもつことは
できない．責任の重荷を負うには雇用と所得の保証がなければならない．同時

仕事を分析し生産的な仕事に組み立てることが必要である．
第二に「フィードバック」であるが，これは，働く人が「成果に関する情報」

に，働く者には移動の自由がなければならない．発展する企業や発展する産業
へ，少なくとも生き残ることのできる企業や産業に動くことができなければな
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らない．
次に来るのは，「適材適所」である．ドラッカーは，
「強みが成果に結びつく
ように人を配置しなければならない」と言っている．ドラッカーは「人こそ最

うたいそうなことを考える必要もないのではないかと思われがちである．しか
し，私は，ドラッカーの考え方は，知識労働者に限らず，どの組織にも当ては
まるのではないかと考える．そこで，事例を見るにあたっては，知識労働では

大の資産」と言っている．世の中に強みと弱みの組み合わせが同じと言う者は
いない．強みだけと言う者もいない．したがって，資源の最適活用を図ること
こそ重要である．配置とは，最も高価な資源たる人材の最適活用を図ることで

なく，あえてサービス労働の組織に適用できるかどうかを考えたい．ここで取
り上げるのは，新幹線の清掃業を行っている株式会社 JR 東日本テクノハート
TESSEI である．

ある．
最後に来るのは諸々の「環境支援」である．ドラッカーは，
「働く者を資源と
してみた場合，マネジメントたる者は，自分の仕事に一緒に働く者の責任と貢
献を組み込むために，一緒に働く者から自分の仕事を教わらなければならな
い」と言う．
「私や会社は，あなたの助けとなるものとして，何を行っているか」
「私や会社は，あなたの仕事の邪魔になるものとして，何を行っているか」
「私
が上司として会社のために最善を尽くせるようになるために，あなたに何がで
きるか」という簡単な問いをすべきであると言う．ドラッカーは，
「私が知っ
ているほとんどのケースにおいて，上司が，部下が仕事をしやすいようにとの
配慮で行っていたことのすべてが，何の役にも立たず，かえって邪魔になって
いた」
「上司が仕事をしやすいようにするためには，自分たちは何をすべきかな
どということを考えている部下もほとんどいなかった」と言っている．従って，
従業員に責任を負わせるには真摯な態度で彼らに問い，支援をしながら，とも
に働く必要がある．この支援策にはいろいろある．部下に対する助言もあるし，
仕事をし易くするような仕組みを考えること，職場の環境をよくすることな
ど．働く者が責任を果たそうとする時，マネジメントの人間がこれに真摯に対
応することが必要である．

3. 株式会社 JR 東日本テクノハート TESSEI の事例
3 . 1 . 会社概要
株式会社 JR 東日本テクノハート TESSEI
（通称テッセイ）は，新幹線の清掃
業を担当している会社である．新幹線は終着駅に入ると 12 分間隔くらいで折り
返し運転をする．そのため，駅に着いて前のお客様が降りると，次のお客様が
来る前に 7 分間位で清掃をしなければならない．非常にきつい仕事である．し
かしながら，清掃作業をする従業員が当事者意識を持っていることで有名な会
社でもある．何故，従業員が当事者意識を持っているのだろうか．
ここでは，矢部輝夫氏著『奇跡の職場～新幹線清掃チームの働く誇り～』を
もとに，ドラッカーの「人が責任を与えられた時，責任を負い当事者意識を持
つ条件」について考えたい．矢部氏は，この会社の企業変革を主導し，会社の活
性化に導いた人物である．矢部氏の書いた本をもとに，ドラッカーの条件，①
事業・仕事の成果の定義と意味づけ ②責任が負えるように仕事の中身がなっ
ていること ③マネジメントによる支援，を考える．
尚，この本では，会社名を「テッセイ」として紹介しているので，この原稿も
「テッセイ」と名づけて紹介する（矢部氏の本をもとにしているが，私なりに解
釈を加えているので，以下の文面・内容は私に責任がある）
．

2 . 5 . この節のまとめ
3 . 2 . 事業・仕事の成果の定義と意味づけ

以上，働く人が「責任を負い，当事者意識を持つための条件」として，ドラッ
カーの考えを述べてきた．マズローが，
「仕事に責任を負わせることは厳しい
ことであり，成熟した人しかできないのではないか」と言った．ドラッカーは，
これに対して「人が責任を負うようになるのは，その時の状況による」と言っ

テッセイの仕事は決して楽ではない．ある面では，3 K
（きつい，汚い，危険）
の職場である．矢部氏は本の中で次のように言っている．
「なにしろ 7 分間ですべてを終わらせなければならないわけですから，文句

た．そして，
「責任と仕事の与え方」こそが，重要であると言った．そして，ド
ラッカーの考えを，3 つ「事業・仕事の成果の定義と意味づけ」
「責任が負える
ように仕事の中身がなっていること」
「マネジメントによる支援」にまとめた．
ここで，このようなドラッカーの考えが妥当なものかどうか，具体的な事例

なしに『きつい』．仕事は掃除ですし，その過程においては汚物を扱うことも少
なくないだけに，『汚い』．そして，いつ事故に遭うことになるかわかりません
から『危険』」
（『奇跡の職場～新幹線清掃チームの働く誇り～』矢部輝夫氏著
p. 25，以下のページ番号はこの本による）
．

をもとに考えたい．ドラッカーの上記のような考え方は，一見，肉体労働者や
サービス労働者よりも，知識労働者に妥当するように見える．何故なら知識労
働者は，仕事の意味づけを必要とし，成果を上げるために，仕事の中身も自分

矢部氏が，JR 東日本からテッセイに移ったのは，2005 年 7 月のことである．
矢部氏の本によれば，それまでのテッセイは，それ程評判の良い会社ではな
かった．
「当時のテッセイは，仕事の内容の地味さ，大変さに加えて，率直に言ってあ
まり評判の良くない会社でした．事故やお客様からのクレームも多く，働いて

なりのやり方で考える必要があるからである．これに対して，肉体労働者や
サービス労働者は，決まりきったことをやれば良く，「仕事に責任を負う」とい
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いる人も進んでその仕事をしたいと思っているようには感じられなかったから
です」
（p. 41）
．
ただ，矢部氏によれば，従業員は基本的に真面目であり，お客様にお役に立

3 . 3 . 責任が負えるように仕事の中身がなっていること
テッセイの仕事は，7 分間の短期間の中で効率よく清掃する仕事である．
従って，マニュアルがきちんと整備され，清掃自体はマニュアルで実施する仕

ちたいという思いは潜在的にあったという．これが生かされていない．「会社
のマネジメントが悪いのでは」と考え，
「ならば変えてみよう」と思った．
その根幹として，テッセイのミッションを変えた．それまでは単なる「清掃

事である．一見，仕事の改善の余地や自己の裁量がないように思える．矢野氏
の本では次のように書いてある．
「テッセイの根幹をなすのは，オペレーションを完璧に実行するための指揮

業」としていたのを，
「掃除と言う仕事を通じて，お客様の旅の思い出作りを
演出している，おもてなしをしている会社」に変えた．会社のミッションが変
われば，個々の従業員の仕事の成果・責任の意味づけも変わる．単なる新幹線
の清掃だけではなく，
「顧客にいかに楽しい快適な旅をしてもらえるか」その
ために，自分に何ができるかというふうに，責任の内容が変化する．これをド

命令系統と管理体制なのです．与えられた時間内にお掃除を終えてお客様にご
乗車いただき，少しでも多くの思い出をつくっていただく，その基本を揺るぎ
ないものにするためにも，この根幹をしっかりさせておくことが重要なので
す」
（p. 129）
．
しかし，管理することがマネジメントの本質ではないことも矢部氏の本に書

ラッカー的に言えば「我々の事業は何か」
，事業の再定義をしたことになる．
このミッションの浸透は簡単には行かない．実際仕事の質を高めたことで，

いてある．
「それまでのテッセイの経営者がしていたことは，一言でいえば『管理』で

ついていけずに辞めた人もいるという．しかし，矢部氏は粘り強く浸透を図っ
た．
「『矢部さん，私たちはお掃除が仕事よ』というスタッフにこう投げかけまし
た．あらゆる会合，研修などを使って……．
『新しいトータルサービスとは，お
客様に楽しい旅を味わっていただくのを，いろいろな面からトータルに突き詰

す．行動指針やルール・マニュアルをつくり，
『これをきちんと守りなさい』
『こ
んなことをしてはいけない』などを徹底していくことでした」
（p.46）
．
「管理していれば経営していると言えるでしょうか？ 経営者の役割は他に
あると思います．私には信念がありました．
『現場の課題とその改善策は，現場
のスタッフが一番よく知っている』
」
（p.47）
．

めていくことなんだ』
『みんなの仕事は清掃業ではなく，もともとサービス業な
んだ』
」
（p. 54）
．
「そこで，私はまず，主だった主任たちに思いを伝えました．時間がかかりま

「入社してから 1 年半を経た平成 19 年 4 月から『新しいトータルサービスを
目指して」という経営計画を示しました．このとき私にとって一番大切なこと
を打ち出した初年度でした．それは『今後，テッセイ本社は現場第一線の支援

したが，私の思いをくみとった主任たちが，日々の仕事を通じて地道に説得を
繰り返してくれました．
『私たちの仕事は掃除よ！ 何でそんなことをしなく
ちゃいけないの！』と反発する人たちに，涙を流して訴え続けた主任もいたと
後で知りました．主任たちの『自分たちの仕事は清掃だけではない．お客様に

組織として機能していく』ことの宣言です」
（p.49）
．
「本社の機能は，『投資，制度，人事』に特化しよう．そして現場第一線の課
題をよく知り，その解決策を知っているスタッフの力を活かしていこう．そし
てその達成感がスタッフのやる気と生きがい，そして誇りを引き出すに違いな

気持ちよく新幹線をご利用いただき，かけがいのない旅の思い出をつくって
いただくことなのだ』という思いが，こうして着実に浸透していったのです」
（p.32）
．
「私の考えをみんなに示していける人たちを作り，その人たちを通じて間接

い．こう思ったのです」
（p.50）
．
矢部氏は，テッセイに赴任する前は，安全のエキスパートであった．そのた
め，従来から，
「チャレンジセーフティ運動」とネーミングをした安全運動を実
施していた．「自分たちの周りにある安全上の課題を発掘しよう」
「それをみん

的に私の考えを伝えていこうと考えました．それがコメットスーパーアドバイ
ザー（CSV）です．グリーン車を担当する部署として以前からあった『コメット
クリーンセンター』をもとにしたチームです」
（p.56）．
「みんなをその気にさせる手段として，制服を変えようと思いました．人は見

なで議論し対策を考えよう」
「自分たちでつくった対策をみんなでみずから実
践しよう」．これは，マニュアルで動く鉄道業に対して，従業員に対して，自ら
考え実践していく意識を植え付けるのに効果があった．
この考え方を安全だけではなく，経営に適用してみよう―そう思い，テッ

た目，格好に左右されます．
『掃除だけではなく案内もする人』と思ってもらえ
る格好にする必要がある．そして人の見る目が変われば本人も変わる」
（p. 60）．
このような地道な努力が浸透し，従業員たちの意識が，次第に変化していっ

セイ流として次の項目を追加した．「自分たちでできないものは，会社に知ら
せよう」
「会社はそれを自らの役割として期待に応えよう」
「そして達成した喜
びをみんなで分かり合おう」．このようにして，自ら考え会社に提案し，改善し
ていく意識を植え付けた．
清掃自体は，確かにマニュアルを使い，指揮命令がハッキリとした中で実施

た．その結果，お客様に対するサービスの意識が浸透した．
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する仕事である．しかし，自分の仕事の責任が単なる清掃だけではなく，「顧客
の旅の思い出つくり」となると自分で考える必要が出てくる．色々なアイディ
アが出てくる．矢部氏は，従業員の提案を一つ一つ取り上げて実施していった．

最後に「継続学習」について考える．「継続学習」は，仕事の改善であり，自
分たちが継続して向上していくことである．矢部氏は次のように述べている．
「お客様の思いとご要望に関して言えば，掃除以外にお客様が求めているこ

例えば「新幹線の女子専用トイレの設置」や「ベビー休憩室の設置」など．例え
ば「ベビー休憩室」の提案では，次のように書いてある．
「いい例が，駅構内に隣接する『ベビー休憩室』
．文字通り，赤ちゃんへの授乳

とを意識しなければなりません．ですからそこをフォローするために，最初は
コメットスーパーバイザーをつくったのです．すると予想通り（か，それ以上
に）反響が出てきたので，
『それだけで終わらせるのはもったいないよね』とい

やおむつ交換などをするためのスペースです．女性スタッフの大半は子供を育
てた経験を持っていますから，言われてみれば納得のできる話でした．そこで
JR にお願いしようということになり，つくってもらえることになったのです」
（p.113）
．
ドラッカーは，成果をあげるための仕事の条件として，①生産的な仕事，②

う話に発展していった．そしていろんなことを考え実践し続けてきたのです．
『次はみんなでお辞儀をしてみない』
『制服も，ちょっとおしゃれに変えたいな
あ』
『夏は浴衣を着たら，見た目も涼しげでいいんじゃない？』と，会話レベル
で意見を出し合い，1 つひとつを実現させていくことによって輪を広げていっ
たのです」
（p.173）．

フィードバック，③継続学習 の 3 つを言っている．
先ず，「生産的な仕事」について言えば，もともと「清掃自体がマニュアルで

このように，テッセイでは，ドラッカーが言うような，①生産的な仕事，②
フィードバック，③継続学習を実現し，また，作業者自身が改善を行う形に

規定した効率的な業務（生産的な業務）になっている」と言える．この部分は
鉄の規律で実施している．これに加えて，仕事の責任を「顧客の旅の思い出つ
くり」としたことにより，仕事を生産的にするために現場の知恵が生きてくる．
「生産的な仕事」とは，自分のアイディアを会社が取り上げ，顧客の旅がより快
適になっていく仕組みになることであり，会社が色々な施策を取り入れれば，

なっている．
テッセイの仕事自体は，確かにマニュアルに合わせた鉄の規律の清掃業務が
主体ではあるが，まさにテッセイ流のやり方で，ドラッカーの言う条件「責任
が負えるように仕事の中身がなっていること」になっているのではなかろう
か．

成果の上がる仕事になる．
次に「フィードバック」について考える．
「顧客の旅の思い出つくり」という
成果に対するフィードバックという観点で見ると，先ずは「顧客の目」や「顧客

3 . 4 . マネジメントによる支援
ドラッカーは「雇用の安定」の重要性を指摘したが，矢部氏もまた，「雇用の

の喜ぶ姿」自体がフィードバックになる．これは非常に重要だ．しかしそれだ
けではなく，更に，矢部氏はマネージャーによるフィードバックの重要性を説
いている．
「スタッフの『実行力』によってさまざまな改善が行われ，会社が加速してい

安定」に意を注いだ．矢部氏の本では次のように書いている．
「それぞれの経験を踏まえたうえで生き生きと働いてもらうためにどうした
らよいか？この問題を解決するために考えたのが，働く人の生活を，身分を安
定したものにするにするということでした．テッセイが働く誰もがキャリアパ

きます．これを実現するためにも，
『やれ』とだけ言ってあとは無関心という
ことは厳禁です．どんな些細なことでも，スタッフの努力を見逃さず，評価し
フィードバックを繰り返していくことが大切なのです」
（p. 170）．
矢部氏は，このため様々な施策を実施した．公正な評価を行うとともに，良

ス（人材が目指すべき最終地点までの道筋のモデル）を公平に持てるようにす
ること－これを目指した結果，現在の人事モデルが誕生したのです」
（p.67）
．
その結果，正社員の門戸を広げた．一定の基準に到達すれば，誰でも正社員
の試験を受けられるようにしたのである．

いことを実行したら小まめに褒めた．また，マネージャーだけではなく，ス
タッフ・仲間どうしでも認め合う力をつけるために，
「エンジェルリポート」
を導入した．これは，30 人のエンジェルリポーターが，地道にコツコツと頑張
る人について，紹介しリポートするものである．

「新しく決めた制度では，1 年以上のパート期間を経験すれば誰でも社員採用
試験を受けられることにしたのです．さらに社員採用後 2 年以上経過したら誰
でも主任試験受験の資格を得ることができ，主任になって 3 年以上経つと，現
場長の推薦を受けて管理者試験が受けられるようにもしました」
（p.68）
．

これに合わせ，表彰制度も全面的に改正した．それまではチームの表彰が中
心で，個人の表彰は勤続表彰など勤め続ければ受けられるものだったのを，個
人表彰に全面的にシフトした．これによって，リポートされる人々を可能な限

このようにして，正社員への登用を広げた．また，のみならず，リーダーの選
出などについても，透明性を高めるようにした．矢部氏はリーダーの選出につ
いて次のように言っている．

り表彰する仕組みを作った．さらにほめられた人だけではなく，「よくほめて
くれた人を表彰」する制度もつくった．

「組織は大きくなればなるほど，『いい子』を選んでしまいがちです．もちろ
ん素直な人は必要ですが，その枠だけに収まらないリーダーの存在も絶対に必
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要だと思います．出る杭を打ってはいけない．ある時期『KY』という言葉が話
題になりましたが，
『空気を読め』という考え方は禁止．たとえその場の空気に
なじまなくても，『自由に言え』と，言うべきことを言える空気をつくる．それ

さっているお客様がいらっしゃることを実際に知って，これまで自分たちが
やってきた事に誇りと自信が持てました．これから進んでいく方向がはっきり
してきたような気がしてきました」
（p.97）
．

が大事だと思います」
（p.147）
．
テッセイのような，指揮命令系統に従い集団で清掃する組織では，チームが
重要であり，リーダーが重要である．そのようなリーダーの選出方法では，表

「作業を終えて階段を降りようとしたところ，下から初老の足の不自由なご
婦人が，荷物を 3 つ抱えて上がってくるのが見えました．一段ずつ荷物を上げ
ては自分が上がると言う状態でした．M 主任と T 主任が下まで行き，
『何号車

面的な選び方をするのではなく，その人の強みや個性を見て選ぶ．このような
所に，ドラッカーの「強みを活かす」という所が出ているように感じる．更に指
揮命令に絶対でありながら，互いに思っていることを言うコミュニケーション
の重要性についても言っている．
コミュニケーションの重要性は，諸々の「環境支援」についても言えること

へ？』とお伺いしたところ，お客様がご乗車になるのは自由席で上がられた階
段の反対側になるため，お荷物をお持ちしました．お客様は目に涙を浮かべ，
手を合わせて『ありがとうございました』とお礼を言われました」
（p.98）
．

である．矢部氏はマネージャーに求められるべき素質について次のように言っ
ている．

マズローは，「本当の意味で責任を負いたがる人間は，成熟した人間だけだ」
と言い，ドラッカーは，「責任を負うか負わないかは人間のタイプで決まるの

「マネージャーに求められる素質とは『真摯さ』と『真剣さ』です．
『本気だ』
と思わせること．そして，だからこそコミュニケーションが大切です．言葉か
らだけではなく，目の動き，仕草など，いろいろなものから相手の気持ちを読
み取る必要があるからです」
（p.148）
．
つまり，ドラッカーが言うように，マネジメントをするものと働く者との間

ではない．責任の組織化こそ重要であり，ポイントは責任と仕事の与え方にあ
る」と言った．テッセイの例を見ると，責任を負い当事者意識を持って仕事に
あたるか否かは，成熟した人間であるか否かよりも，マネジメントの巧拙に
よって決まるのではないかと思う．確かに，テッセイの仕事は厳しい仕事であ
り，1 ヶ月と持たずにやめる人も少なくないと聞く．しかし，マズローの言う成

で，互いの貢献や支援のあり方について，真剣にコミュニケーションをし，対
応することが重要と言っているわけである．
テッセイでは，経営者サイドとスタッフたちが協力して「スマイルテッセイ」

熟した人間ではなく，普通の人が，テッセイのミッションに共感し，成果を上
げるために，当事者意識を持って働いていることも事実である．
また，テッセイの，「雇用の保証」
「公正な人事」
「継続的な改善」
「エンジェル

というバイブルを作った．そしてそのなかで宣言した普遍的な標語が「さわや
か，あんしん，あったか」である．さわやか（清潔でさわやかな空間を創り上げ
る），あんしん（安全に徹するとともに，さわやかな身だしなみ，きびきびとし
て行動であんしんと信頼を深める）
，あったか（お客様に『思い出』という『お

リポート」などの施策は，マズローの言う「生存の欲求」
「安全の欲求」
「社会的
欲求」
「自我の欲求」などを満たすために実施していると言えないことはない．
確かにそのような面はあるだろう．しかし，それ以上に重要なことがある．そ
れは，「ミッションへの共感」であり，
「継続的な改善」であり，
「顧客のフィー

土産』としてお持ち帰っていただく）という標語を作り，これが実現するよう
に様々な施策を打っている．
「雇用の保証」
「公正な人事」
「JR 本社への提案」
「エ
ンジェルリポート」などの他，職場への冷房装置の設置など，職場の改善にも
力を入れている．

ドバック」である．そして，心理学的な動機付けの理論よりも，「マネジメント
をする人間の真摯な姿勢」こそが，重要である．
本稿では，
「人は責任を与えられた時，どのような場合にその責任を負い，当
事者意識を持つようになるのか」を問い，これに対するドラッカーの答えを紹

3 . 5 . 責任を負い当事者意識を持つ従業員
以上，テッセイの様々な施策を紹介してきた．その結果従業員の意識が変化
した．この状況を見ていただくために，2 つの例を紹介する．いずれも，エン

介し，株式会社 JR 東日本テクノハート TESSEI の事例で検証してきた．このよ
うな検証をしてみると，ドラッカーの考えは，妥当であり，いろいろな面で活
用できるのが分かる．本稿ではサービス労働者で検証したが，知識労働者にな
ると「ミッション」
「自己のマネジメント」
「継続学習」など，ドラッカーの考え

ジェルリポートからの抜粋である．
（他にたくさんあるが紙数の関係で 2 つにし
た）従業員の「自ら考えている状況」や「顧客のフィードバック」がよく分かる．
「第一ホームで列車待ちをしていた U さんは，男性のお客様から『いつも見
ているけどとても手際よく仕事をしているね．どれくらいの時間で仕上げてい
るの？』と声をかけられました．ふだんから，私たちの仕事ぶりを認めてくだ

3 . 6 . この節のまとめ

が，更に重要になってくる．

4. 終わりに
テッセイの事例は，諸外国からも注目され，いろいろ紹介されている．他の
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国の鉄道関係者が訪問したり，ハーバードビジネススクールの教材として取り
上げられたりしている．テッセイのような企業は，諸外国にはあまり存在しな
いということなのか．確かに，テッセイの「おもてなし」は，どこか日本的な匂
いがするのも事実である．矢部氏も次のように言っている．
「外国の方によく言っていただけるのが『新幹線の技術だけではなく，速くて
正確なこのお掃除の人たちも輸入できないのか』ということです．この新幹線
清掃の仕事も，日本人だからこそできると私も思っています．労働契約ですべ
てを考えるのではなく『自分の仕事をする』
『お客様のために』という思いで動
く，働く．これが日本人のいいところだと思います」
（p. 198）．
しかしながら，私自身は，このようなことの実現が「日本人だから」とは考え
ない．ドラッカーの言うような，マネジメントの巧拙で決まると思う．ドラッ
カーも『マネジメント』第 20 章で「成功物語」として，日本のマネジメントの
他に，ツァイスや IBM の事例を取り上げている．ツァイスはドイツの会社であ
り，IBM はアメリカの会社である．
しかし，一方で，このような例の成功に日本の希望を見る．これからの日本
は，少子高齢化が進み，人手不足の中で，医療・福祉・介護などのニーズが急
激に高まってくる．そのような中でテッセイの事例は参考になるのではなかろ
うか．
また，ドラッカーの考えは，様々な点で活用できるのが実感できた．私もド
ラッカー学会の一会員として，ドラッカーの考えについて理解を深め，いろい
ろ実践に活かして行きたいと考えている．
［参考文献］
Drucker, P. F. 著（上田惇生訳 2006）
『現代の経営』ダイヤモンド社
Drucker, P. F. 著（上田惇生訳 2008）
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Japanese Observers of Management Vanguards:
When we analyse the history of modern management
our debt to Japanese decision-makers has no limit
Winfried W. Weber

Manheim University

It is an honour for me to participate with an article for the Drucker Workshop Japan
which is celebrating its 10th anniversary. We celebrate Drucker’s approach of defining
organizations and management as organs of society and its idea that management can
be seen as a “social ecology” where knowledge and practice is unified. In Drucker's
model management is a social innovation and a profession which is deeply embedded
in culture and can never be reduced to make a profit.
The DWS anniversary leads me directly to the topics of my essay: the DWS was the
first Drucker Society in the world. The Japanese management milieu was the first who
saw the deep impact of Peter Drucker's philosophy and its applications decades before
other countries. And Japanese managers were the first to spread Peter Drucker's ideas
widely in their national network and — unintentionally - all over the world.
There is not much research on the history of modern management. For a lot of
questions we do not have answers yet. What do we know about the roots and main
influencers of modern management? When did the management practitioners start to
learn from so-called management experts or “gurus” (this term appeared for the first
time in 1990 in an article in The Economist)? When did the “guru business” start?
Which countries were open to innovate management practices and the first adopters
of modern management philosophies or where did deep resonance on innovative
management approaches emerge?
If we go back over the basic approaches of modern management we could start
with the scientific management of Frederick W. Taylor with a model of excluding
human beings and social factors from organizing. Then take Max Weber’s approach
of bureaucracy and rationalisation as a necessary feature of modernity. In the 1930s
Chester Barnard came on the management map with a new approach of expatiating
knowledge more relevant to action. In the 1940s Herbert Simon, the one and only
management thinker with a Nobel Prize, saw the bounded rationality of managing and
saw management as an art of dealing with paradoxes. In 1954 Peter Drucker pointed
out that management is a liberal art, is about people and that all institutions and
managers of all sectors have a responsibility to the whole of society.
Management has become a complex science and practice. Scientists and practitioners
are nowadays losing track of their subject and profession when tens of thousands of
articles are published and hundreds of new management practices are discussed every
year. To make things worse it is not only the invention of a management scientist or a
manager with an innovative practice that is changing the world of organizations. It is
the observer who decides what is relevant or not relevant and what can be connected
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to the management community and networks of experts. The management milieu is
a social system and social systems are systems of communication. The management
system has become a global environment of self-creation where observers observe
observers and adapt their action with those observations. Complex systems build up
their complexity by hubs that have the bird’s eye view and are able to separate order
from noise. And complex systems build up their complexity by actors that are good
observers and that are able to separate wisdom from nonsense.
Management is a part of society where communication is everything. Managers
are mostly influenced by colleagues and the hubs of this global network (like Peter
Drucker).
Management is a profession whose daily routine is impressed mostly by talks, adhoc meetings and gossip (Mintzberg 1973).
Charles Handy, a friend of Peter Drucker, social philosopher and one of the
first professors of the London Business School reflected once on his own role as a
management thinker. “Their role is to interpret and promulgate what seems to be
working for the rest of the world. They are the honeybees of management. Unlike
more traditional academics they address the troops in the battlefield, not their fellow
researchers. Their books have to be readable by busy people, their lectures exciting,
even inspiring, their ideas both memorable and immediately relevant. The faster the
world changes the more necessary these ‘bees’, become, carrying good ideas from one
place to another, codifying and reformulating as they go.” (Handy 2001)

The process of management innovation
Handy points out the self-creation process of gurus and management audience. The
guru’s job is about listening and talking, about observing what is relevant and working
in practice, assessing and sharpening it. The manager’s job is to innovate their decision
or action process and leadership and to embed this model into the business environment
and the organizational culture in the society.
Research models and media attention in this process are too much focused on the
one side of the coin — the experts and gurus. The audience is underappreciated. But
the management audience, the masses of practitioners in this communication and
innovation process is the factor at equilibrium. It is not the invention or the brilliant
guru model that is changing the world, it is its adaption. It is basically the follower
and adopter who have the power to change the world. — When business experts
like scientists, consultants or gurus work on new management models they need
practitioners as partners. In the process of developing and prototyping new models you
need the top level practitioner as a co-developer and partner. And this partner has to be
ready to go into a trial and error process where no one has an idea whether it will work
in practice or not. This partner covers a risk. It is their organization or team that works
better or not. And this partner invests a lot of resources to adopt a new management
model. The innovation process requires time, a willingness to solve problem and
patience.
In his book The Venturesome Economy Amar Bhide (2008) pointed out that global
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economies have some differences in the culture of consumers. “In Germany (…) people
do not want the latest generation of what you have to sell; they want something they
know will work. In the U.S., they say, ‘Hey, give us your latest and greatest, and we’ll
figure out how to make it work. ” (Schine 2008) Bhidé’s model demonstrates a shift in
innovating products and services.
That points out the shift in this essay. The purpose of a business guru is to “create
a customer” (with reference to Peter Drucker’s famous epigram of business). But it
is the management practitioner who enforces a management innovation. And — not
infrequently — it is the practitioner’s management innovation flying below the experts’
radar that is discovered by a guru and who carries this good idea from the periphery
to the global management map, codifying and reformulating this new role model and
using their influence as a hub to spread it over the world. The focus of analysing the
management innovation process has to shift from the guru to the audience and the top
level practitioner.
Let us come back to one of our first questions: which countries were first open to
innovative management practices? There is very little research on this question. The
subject management has long been a tiny niche in the book or event market. Even
business schools and management consultants were a niche in the first half of the
20th century. And influential management thinkers at that time did not appear on the
management map.
Take Europe, the London Business School was founded in 1964 and was one of the
first in Europe. Or take McKinsey Europe, a management consultant group, which had
at that time just five consultants in the whole continent (excluding UK). Nowadays
McKinsey Europe has 19,000 employees and we have 86 business schools just in the
UK, more than 500 in Europe and a couple of thousands in the world. And the current
fee for a speech of a distinguished management thinker can exceed a hundred thousand
dollars.
A starting point for measuring the openness to change in management models could
be the resonance in countries on management experts and gurus with million-selling
books and worldwide seminar tours.
The rise of new role models and the change in traditional management ideologies
can be traced back to important papers by a few practical philosophers, business
schools and business media.
A key performance indicator here could be the number of copies of management
books sold. It is difficult to get precise data of the bestselling management books during
the last fifty years. In the US media and business journals up to now the thesis is that
the point where a management book sold more than a million copies was in 1982 (and
later in the 1980s and 1990s more than ten million copies). The (not assessed) award
of the world’s first management bestselling book seems to be split between Peters/
Waterman’s In Search of Excellence, Blanchard’s One Minute Manager and Ouchi’s
Theory Z. The early 1980s is seen as a turning point in the popular management
culture. In the famous HBR-article Managing Our Way to Economic Decline Hayes and
Abernathy (1980) pointed out that the current management focus was all about strategy
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and analysis and issues like people and quality are missed, based on observation of
the Japanese competitive advantage in car quality. America at that time was in a deep
recession. Its self-esteem was cracked when its unemployment rate grew over ten
percent. Managers were alienated by this crisis and were looking for new answers.
That was the turning point for a new US mass market for management philosophy, for
management books, for management consultancy or business forums.
But the view that this turning point emerged in the US is western-centric. There
are a lot of signs that this turning point in popular management culture appeared
fifteen years earlier in Japan. Peter Drucker’s books The Age Of Discontinuity and
The Practice of Management, published by Diamond Inc. Japan, sold more than one
million copies in the 1960s and 1970s (many thanks to Chuck Ueno for his research
help). Peter Drucker’s books were at that time more like an insider tip in his homeland.
It seems that Drucker’s bestsellers in the US at that time just passed 200,000 copies, far
from a million copies. Business bestsellers at that time were sales books like How to
Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. But modern management subjects
were not on the agenda in the booming US economy.
Drucker’s liberal art approach in The Practice of Management, where he invented a
new profession was avant-garde in the 1950s and 1960s. At that time this model was not
mainstream in his home culture. For example many GM managers criticized Drucker’s
view on their organization in his first business book Concept of the Corporation. Even
Alfred Sloan gave the response to Drucker’s criticisms of GM’s management to be
“dead wrong” (Sloan, Alfred P. 1964, p. v–vi), McDonald, John, ed., My Years with
General Motors, Garden City, New York: Doubleday). But Drucker’s new model was
visionary and revolutionary. Drucker foresaw the next society and predicted in dozens
of following books many innovations for future management.
In Japan in contrast management culture in the 1950s was open to change. A lot of
business entrepreneurs took a change in the postwar economic reconstruction. The
Japanese Productivity Center (JPC) was established in 1955 and organized seminars
to learn from US industry productivity. Particularly three experts were discussed in
Japanese management networks: W.E. Deming and J.M. Juran on quality issues and
Peter Drucker on management issues. In those years many Japanese business experts
visited the US and absorbed the whole spectrum of the state-of-the-art of American
management theories and practices. They separated very professional order from noise
and gave excellent advice to their peers in Japan. Taizo Ishizaka for example, chairman
of the Japan Business Federation, wrote a recommendation for the Japanese edition of
Peter Drucker’s The Practice of Management in 1956: “This book was provided for the
executive suite of any company which I visited during an inspection trip.” (many thanks
to Chuck Ueno for this)
As well some American experts gave frequent seminars and speeches in Japan. As
we know Peter Drucker became a frequent traveler to Japan. In 1959 he gave his first
speeches in Hakone Spa near Tokyo and then came back to Japan every year for several
weeks, until 1996 when he was 86 years old. (Ueno, 2009, p. 8) Drucker foresaw the
potential of Japanese economy, see his HBR article What we can learn from Japanese
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Management (1971). His relationship to Japanese executives he explains in the
foreword to the Japanese edition of Innovation and Entrepreneurship (1980): “Great
time has passed since I started minute observation of Japan. I visited Japan regularly
for more than 25 years. (...) Corporate executives whom I got to know in Japan are my
friends, not my clients. I don’t think I got any consultation charges from them.”
Drucker’s influence in Japan has to do with his people-oriented philosophy and
his code of ethics. For Drucker management is embedded in culture and society, it
is based on group membership and managers are part of the group in this approach.
In Drucker’s model the group is an important factor of motivation. The traditional
American management model was based on the roots of its individualistic culture. The
American society in the 20th century was based on mass production, economies of scale
and the culture of the insulated grain grower. Drucker had much more resonance in
Japan then from his homeland because of his focus on communication, motivation and
non-replicability of group members. In the traditional US management approach people
were removable — take for example Henry Ford’s famous quote “Why is it every time
I ask for a pair of hands, they come with a brain attached?” In a modern organization
in contrast people are in the center of all management efforts. Motivated people make
the difference. Based on the traditional rural rice culture Japanese society is different.
As well Japanese management models would work better with more collectivistic
philosophies and a focus on motivation like that of Peter Drucker.
Drucker’s influence in Japan has also a lot to do with his attitude. He was an
intellectual, interdisciplinary and liberal art educated. He learnt Danish for example
when he was a teenager to read Kierkegaard’s philosophy in its original language. From
his mid-twenties Drucker was attracted by Japanese culture and as a young lecturer he
gave seminars in a US college on Japanese traditional paintings. In Japan he gained
the friendship of many people, including his Japanese alter ego, Professor Atsuo Ueda,
who translated most of his books into Japanese. And even ten years after Drucker
passed away, today the majority of Japanese people have heard of this management
expert, from teenagers to seniors: just have a look at the success of a 2009 Japanese
novel by Natsumi Iwasaki with the title Moshidora - What If the Manageress of a High
School Baseball Team read Drucker’s ‘Management’. This novel sold 1.8 million
copies during its first year and became the year’s bestselling novel in Japan.
One of its readers is Satoko Osanai. She is a sales manager at ZOFF, a maker of
glasses in Tokyo’s Harajuku district. After reading the novel Ms Osanai became a fan
of Peter Drucker. After reading Management, she says, she started treating colleagues
and customers differently (Economist, July 1, 2010). As a result of the Moshidora
bestseller almost 1/3 of its readers bought Drucker’s Management (edited by Atsuo
Ueda). During the last fifteen years the Japanese edition Management has sold 2.8
million copies. There is no other country in the world where a management thinker has
been on bestselling lists for sixty years and has resonance from one generation to the
next.
Since the 1950s Peter Drucker has become a main hub in Japanese management.
Further research could bring out more details about the history of Japanese
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organizational and management change and Peter Drucker’s impact on it.
The author of this essay researched on the influence of management thinkers
in Germany in an empirical project at the University of Witten-Herdecke around
ten years ago. He looked at who significantly influences managers’ thinking in the
German-speaking countries today, and he came to the conclusion that here managers
predominantly take their lead from colleagues and other experienced peers. When
asked where they get their expertise and ideas, they stated that academics, consultants
and management thinkers also play a large role in that process. In around one
hundred interviews with managers from various sectors of society and from various
branches and hierarchies, the network of mutual influence shone through. Managers
make decisions in communicative contexts. Managers move in populations. As a
manager, you have a specific network, you develop models and a language together.
Such mutually-developed and constantly changing models bring with them a selfunderstanding which can be very variable. Academics’ influence declines, and
managers move in networks, where consultants and management thinkers become even
more influential.
Questionnaires on a few websites determine who influences management thinking
today among English, German and Portuguese-speaking managers. For many years,
Peter Drucker has continued to enjoy the greatest response and still counts, four years
after his death, as the most influential management thinker (Weber 2005).
Going still further in one final step, we can have a look at some second-order
observers of management thinkers. A research project by Thomas Davenport and
Laurence Prusak: What’s the Big Idea (2003) brought a few fascinating surprises to
light. They asked 200 influential management experts from around the world who
were their gurus. They asked about the gurus of the gurus. Looking at the names shows
how some management thinkers retain their positions for many decades and how
their qualifications are notably constituted out of a range of disciplines. Most of what
we discuss in management today derives from a handful of experts from the second
half of the previous century: scarcely a business studies scholar among them, much
rather social scientists. Up in the top, as always, are Peter Drucker, social scientists
like Herbert Simon, James March, Henry Mintzberg and Karl Weick. And Joseph
Schumpeter belongs to the top 10 on this list too. So we have to assume that, in future
too, there will be many and manifold management concepts and that management
innovation will increase. It is not only products and services that develop with
Babylonian multiplicity, so do management concepts and communication about them
(Weber 2010).
To conclude, when we are analysing the history of modern management our debt to
Japanese managers has no limit. It was a tremendous effort of the Japanese decisionmakers to separate the core concepts of modern management philosophies within
less than a decade into a restoring economy. The Japanese discovered the vanguard
concepts of management before the managerial masses of the US did and many years
before other countries became free riders in adapting modern management. World class
industrial models emerged in Japan in less than a decade and changed the world. Take
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the world-renowned Toyota production system which can be seen as a synthesis of
Deming/Juran’s and Drucker’s models (Shoichiro Toyoda) and which is up to now the
world best production system.
But Peter Drucker’s looking out of the window and trying to foresee the trends of
the next society and the next management will become more insecure than in Drucker’s
era. New role models will emerge from all over the world. We will see a lot of reverse
innovation (Vijay Govindaranjan) from emerging economies that are able to compete.
The old industrial countries still dream of the economies of scale and try to realize
the winner-takes-all-approach. But we will have much more technical innovation and
social innovation in the 21st century where new competitors will force the process of
creative destruction.
But the opposite is true as well - as Herbert Simon pointed out the paradoxes of
managing. Management is about people and leadership is about consistency. Take
for example the Henokiens organizations that has remained family-owned for more
_
than 200 years. The oldest company in this club is Japanese, the Hoshi ryokan ( 法師 ),
founded in 717. Or take the German hidden champions, highly focused niche and B2B
companies which have become a role model of modern management below the radar
of most business schools or management thinkers. It is fascinating how the hidden
champions’ down-to-earth-models of managing with a dedication to people and rural
roots give motivation, orientation and sense to its members.
The global network of Druckerians is affected by a great appreciation: happy
birthday on the tenth anniversary of The Drucker Workshop. We appreciate the
Japanese efforts of more than sixty years of spreading Peter Drucker’s wisdom in your
country and around the world.
References:
Bhidé, Amar: The Venturesome Economy, Princeton, Princeton University Press, 2008
Davenport, Thomas; Prusak, Laurence: What’s the Big Idea, Boston, 2003
Drucker, Peter (ed. By Ueda, Atsuo): Management, Tokyo, Diamond, 2001
Economist, Drucker in the dug-out, July 1, 2010
Handy, Charles: The Handy Guide to the Gurus of Management, 2001, see: http://www.bbc.co.uk/
worldservice/people/highlights/011011_handy.shtml
Hayes, Robert; Abernathy, William: Managing Our Way to Economic Decline, in: Harvard Business
Review, July-August, 1980
Iwasaki, Natsumi: Moshidora - What If the Manageress of a High School Baseball Team read
Drucker’s ‘Management’, Tokyo, 2009
Mintzberg, Henry: The Nature of Managerial Work, New York, 1973
Schine, Eric: Is the US losing its Economic Edge? An interview with Amar Bhidé, in: INC, Nov. 1,
2008
Sloan, Alfred: My Years with General Motors, Garden City, New York, Doubleday, 1964
Ueno, Chuck: Peter Drucker’s influence in Japan, in: People
Weber, Winfried: Innovation durch Injunktion, Sordon, Goettingen, 2005
Weber, Winfried; Kulothungan, Gladius (eds.): Peter F. Drucker’s Next Management. New Institutions,
New Theories and Practices, Sordon, Goettingen, 2010

128

研究論文

Winfried Weber was encouraged to found a German Drucker Society by Professor Atsuo Ueda
in 2007, the Peter Drucker Society of Mannheim, a network of management practitioners where
its members are primarily from German industry. Weber is a honorary member of The Drucker
Workshop Japan.
He is professor of social sciences and management at Mannheim University of Applied Sciences
and director of Mannheim Institute of Applied Management Research based on Peter Drucker’s
thinking. He was a manager and management consultant (e.g. Tom Peters Group) and is a disciple
of German sociologists Niklas Luhmann and Dirk Baecker, who influenced systems theory and
management as a social function and a liberal art. He runs the website www.managementdenker.
com and asserts that Peter Drucker is the most influential management thinker in Germanspeaking countries.
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ドラッカーの考えるテクノロジストの
マネジメント
Management for Technologist of Drucker’s Thoughts

石川敦夫

Atsuo Ishikawa

（金沢星稜大学）

Summary
Drucker defined workers who applies technology based on theory as “technologist”,
Those who are neither authentic knowledge workers nor manual workers.
Technologist is the knowledge worker involving manual labor and Drucker classified
technologist as knowledge worker. The purpose of this paper is to consider the
reason why Drucker did stated above. Changing the goal from physical efforts to
customer satisfaction, technologist and service worker involving physical labor are
labeled as knowledge worker. I guess Drucker did not expect the sum of efforts of
labor work and knowledge work. Working as knowledge worker, he suggested that
technologist and service worker acquire the growth and liberty of individual.

Ⅰ . テクノロジストとは
1 . 知識労働の時代
ドラッカーはマネジメントの役割が時代に即して変化し，その役割が大きく
変化してきたことを“Management’s New Role”
（1969）の中で述べている（1）．
生産性に関する仮定では，従来は「工場労働者（2）の生産性を高めることがマネ
ジメントの仕事」であったが，現代では「知識をより生産的に活用することが
マネジメントの仕事」であると述べている．第 2 次大戦後，生産性に関するマネ
ジメントは肉体労働の生産性から知識労働の生産性に大きくシフトしているの
が現状である．ネクスト・ソサエティは異質な次の社会であり，その社会は知
識が中核の資源となり，知識労働者（3）が中核の働き手となると述べている（4）．
18 世紀後半から知識は道具，工程，製品に応用され産業革命を生み，その後
テイラーは知識を仕事に適用することで，生産性革命をもたらした．テイラー
は工場労働者を生産的にしたが，知識労働などない時代に知識労働者の生産性
まで言及するわけにはいかなかった．第二次大戦後，知識は知識に適用され，
資本や労働以上の生産要素になった（5）．この知識労働を行う者の生産性を高め
ることがマネジメントにとって新たな重要な役割である．
ドラッカーは，『断絶の時代』
（1968）で，知識労働と肉体労働の双方の労働
を有する労働者をテクノロジストとして紹介している（6）．高度な知識を有しな
がら，高度な技能を有する知識労働者であり，今後はテクノロジストがより有
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用であり，これからの時代を担うものとして取り上げられている．このテクノ
ロジストの例として，肉体労働を伴う広範な職業従事者を取り上げている（7）．
脳外科医のような非常に高度な知識を有し，高度な技能を用いる労働者だけを
テクノロジストと呼んだわけではなく，肉体労働の比重の大きい自動車修理士
に対してもテクノロジストと呼んでいる．
2 . テクノロジストの職業
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わっている．サービス労働とは具体的に，データ処理，請求事務，消費者対応，
保険支払い事務，運転免許更新事務などである．これらの仕事は，事務所で行わ
れている点においてのみ工場の仕事との差異を認める「生産労働」である（13）．
ドラッカーは一般的に肉体労働者と呼んでもおかしくない労働者までをテ
クノロジストと呼んでいる．肉体労働における仕事の質は制約であり，知識労
働においては仕事の質は仕事の本質であるという定義に従えば（14），質と量の双
方に取り組む必要のあるサービス労働，低い知識と技能を有する労働において

テクノロジストとはどのような労働者なのであろうか．大木は知識労働者と
肉体労働者，テクノロジストの関係を，①純・肉体労働，②肉体的知識労働，③
知識的知識労働，④純・知識労働の 4 つに分けて紹介している（8）．ここで，肉体
的「知識労働」，知識的「知識労働」とはいずれも知識労働であるが，それぞれ
肉体労働の割合の高い知識労働と，肉体的労働の割合の低い知識労働を指し，

も，労働に知識が必要であるならばテクノロジストと呼ぶことは可能である．
このような視点から，先に挙げた大木の定義にある，知識的知識労働者，肉体
的知識労働者の双方をテクノロジストと呼ぶことができる．

大木はこの②，③の両者をテクノロジストとして定義している．
ドラッカーは「きわめて多くの知識労働者が，知識労働と肉体労働の両方を
（9）
行う．そのような人たちをテクノロジスト（高度技能者）と呼ぶ」
と定義し，

大木は，肉体労働の生産性と知識労働の生産性に着目し，知識労働の類型化，
要素化を試みている．結果として「類型化」が困難であると同時に，「要素への

『断絶の時代』においても「今日求められているものは，知識の裏付けのもとに
技能を習得し続けるものである．純粋に理論的なものは少数でよい．しかし，
技能の基盤として理論を使える者は無数に必要とされる．それは（たんなる）
（10）
と述べている．
技能者というよりも，技術家，テクノロジストである」
このようにドラッカーは，テクノロジストの例として，脳外科医，病院の検
査技師，リハビリ訓練師，レントゲン技師，超音波映像技師，歯科医師，歯科関
係の技術師，自動車の修理士などを挙げている．極めて高度な知識を有する脳
外科医を挙げる一方，コンピュータのオペレーターもテクノロジストと呼び，
彼らは従来の熟練労働者の後継であるとしている（11）．
上記以外にも，ドラッカー自身テクノロジストと思われる労働をサービス労
働の視点からも述べている．たとえば『未来企業』
（1992）では知識労働やサー
ビス労働は 3 種類あると述べている（12）．知識労働とサービス労働を 3 つに分け，
第 1 は仕事の成果は純粋に質の問題であるとする労働．これは研究所の仕事で
あり，研究成果の数よりも，長期にわたって市場を支配する製品の方が価値あ
るものである．第 2 は質と量を共に成果とすべき知識労働である．デパートの
店員の成果であり，顧客満足は質的な側面であるが，売上高と同様に重要なも
のである．第 3 はその成果が肉体労働と同種の労働である．生命保険会社の保
険金の支払い，病院のベッドメーキングなどがそれにあたる．これらの仕事の
場合，質は前提条件であり，制約条件となっている．
また，ドラッカーは『ポスト資本主義社会』
（1993）においても知識労働と
サービス労働についても述べている．先進国の経済の発展にはこの知識労働と
サービス労働の 2 つの労働の生産性の向上が必要と主張している．そして，膨
大な数のサービス労働者が比較的低い技能と教育しか必要としない仕事に携

3 . 肉体労働と知識労働に対する考え方

分解」も不可能であることから，肉体労働と知識労働は似て非なるものであり，
非連続であるとしている．大木によれば，ドラッカーは知識労働の生産性が肉
体労働の生産性（テイラーが成し遂げたもの）と連続体であるが故に，知識労
働の生産性向上モデルの構築が可能と考えていたが，実現しなかったため「マ
ネジメント」という領域で，知識労働の生産性向上を可能としたのではないか
としている（15）．このように大木は，知識労働の生産性向上がテイラーのように
できなかったために，ドラッカーはマネジメントに行き着いたとしている．
ドラッカーは知識労働と肉体労働の違いを，知識労働者と肉体労働者の特質
の違いを通じて述べている．たとえば仕事の質に関しては，肉体労働者は質よ
りも量が優先され，仕事の質は制約であり，知識労働者にとって質そのものが
仕事の本質となる．これ以外にも，肉体労働にとっては資本と技術は資本と技
術は「生産要素」であり，知識労働においては「生産手段」である．肉体労働は
「いかにすべきか（How is it done?）」が問いであり，知識労働は「何が課題か
（What is the task?）」
「なぜそれをするのか（Why do it?）
」が問いである（16）．知
識労働者は自らの責任で組織に貢献できるかを考え，お金よりも自らの成果や
自己実現に価値を置く存在としている．このような差異をあげながら，ドラッ
カー自身も，肉体労働と知識労働は峻別していたと考えられる．
大木はそれぞれの労働の生産性が非連続であるとし，ドラッカーは知識労働
と肉体労働の違いを，仕事の目的や質からそれぞれの労働を峻別している．本
稿ではこのテクノロジストに焦点を当て，肉体労働と知識労働のマネジメント
の差異や特徴を明らかにすることで，知識労働と肉体労働を併せ持つテクノ
ロジストに対して，ドラッカーはどのようなマネジメントを考え，あるいはド
ラッカーがなぜテクノロジストを知識労働者として取り扱おうとしたのかを考
察していきたい．
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Ⅱ . 肉体労働者と知識労働者のマネジメント
1 . 農民，移民から工場労働者，そして知識労働者へ（17）
工場労働者のマネジメントを理解するために，20 世紀初頭から第 2 次大戦後
までの米国の産業と社会を俯瞰し，工場労働者が当時に置かれた位置づけを考
える．20 世紀以前には，農民がより上の階層に移動することなどほとんど皆無
であった．19 世紀末におけるアメリカ中西部の農民にとって，農家の過酷な労
働，絶望的な極貧から抜け出す唯一の手段は，大都会で職を得ることだった．
しかし，都市部に移動したものの，移動してきた農民やアメリカに移り住んだ
移民の生活は苦しいものだった（18）．
当時，工員や店員から中流階級に上がる機会はそれほど多くなく，工員や店
員の生活は，労働時間が長く，辛く，賃金も安かった．それでもそのような職に
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ど変化しなかった．しかし，テイラーが 1870 年代に科学的管理法を発明して以
来，その生産性は驚くべき割合で上昇し，新たな産業社会は，農業社会から生
産性が大幅に向上した工業社会に変貌していった．また，自動車産業に代表さ
れる大量生産を行う産業は，組合の力により人々によりの豊かな生活をもたら
した．
『企業とは何か』が上梓されたのは 1946 年であるが，ここには自動車産業の
労使関係の敵意，不信感を見ることができる．自動車産業における 1937 年の座
り込みストライキで，労使がそれぞれ相手を人間以下（almost subhuman），な
らず者（crooks and gangsters），鬼畜（fiends）とののしり合う関係に陥ってい
ることを紹介している．ドラッカーは，このような原因が自動車産業の工員が，
社会の一員として機会の平等と，位置づけ及び役割が与えられていないからだ
としている（26）．

就くこと，産業社会で働くことが唯一の下層階級の人が中流階級に上がってい
く唯一の機会であり，手段だった（19）

労使の関係の険悪さは，工場労働者の機会の平等が与えられていないこと
と，役割と地位が与えられていないことを原因であり，工場労働者は労働を提

20 世紀に入り貧富の差が拡大すると同時に，中産階級が拡大していった（20）．
当時の米国では，中流階級への上昇を目指す多くの人々は消費文化で表わされ
る「アメリカ的生活様式」を好み（21），産業社会に自由と豊かな生活を求め，都
市の工場労働者として働く道を選んだ．さらには，労働組合等を通じて権利を

供するだけの労働者に過ぎないのである．したがって，彼らにとって，仕事の
意味は賃金だけにしか見いだせない状況になっていた．
ドラッカーは，工場労働者が労働だけを提供し，仕事の意味を見いだせず，

主張し，豊かな生活と自由の獲得に向け努力を続け，それを実現していった．
彼らの肉体労働の生産性は飛躍的に向上し，生活の質の向上と自由時間の増
大をもたらした（22）．こうして彼らは「富裕」にこそならなかったが，
「中流」に
なっていたのである．
第二次世界大戦後まもなくは，学校を辞めて働けば，大学を卒業に劣らぬ収
入を得，十分な生活を得る地位も獲得できたため，誰も不満は持たなかった．
しかし，第二次世界大戦後の復員兵への大学進学のための資金提供（米国の復
員兵援護法）は（23），その後の教育爆発につながり，労働力の供給を大きく変え
た．知識労働者の供給の増大により，社会は多くの知識労働を生みだし（24），教
育のために多少の年月を犠牲にしても，教育による生涯所得の増大は大きく，
教育投資に対する見返りは十分大きいことに人々は気づいた（25）．
社会が産業社会から知識社会へ移行すると，それまで工場労働者として働い
ていた労働者よりも知識労働者が賃金の面においても優遇され，職業選択の自
由度が高く，失業という恐怖も少ない知識労働を人々は選択するようになっ
た．19 世紀末のように，工場労働者になるために生活を賭することはなかった
が，知識労働者を目指すことは，豊かな生活と自由を求めるという点では当時
の工場労働者が求めていたものと共通点が見られる．
2 . 平時と戦時下における工場労働者のマネジメントの差異
18 世紀後半に蒸気機関の発明により産業革命が起こったが，生産性はほとん

仕事に誇りを持つことができない状況に対して，役割や地位に繋がる機会の平
等を与えるために 4 つの方策を提言している（27）．さらに，機会の不平等を解消
するために，組織内部でのローテーションや訓練，研修の機会を設けることを
提案し，褒賞という形で昇進の判断材料にすることを提案し，このような対応
が，平時における工場労働者に対するマネジメントであると述べている．
一方，ドラッカーは第 2 次世界大戦の戦時下において，工場労働者のマネジ
メントに対して新たな一面を見出している．それは未熟練者である工場労働者
のマネジメントの成功例の中にあり，戦時下の教訓（lessons of war）だとして
いる．
第二次世界大戦中，文字が読めない黒人女性が，熟練工でしか作りえない航
空機エンジンを作ることができた（28）．従来熟練工が製造していたものよりも，
速さ，コスト，品質，スピード，生産量が同等かそれ以上の結果を未熟練工が達
成できたことは多くの教訓を残した．
ドラッカーはこの戦時下の事実を通して，ものづくりをいかにすべきか 3 つ
の教訓としてまとめている（29）．第 1 の教訓は，大量生産のコンセプトの柔軟
性（flexibility）である．それまで大量生産は人間を機械一部として扱うことに
よって成立するものだと考えられていたが，戦時下の事例は，大量生産とは，
部品の標準化，作業の統合（30），原材料の適時供給という 3 つの柱からなるコン
セプトであることを明らかにした．
第 2 の教訓は，仕事の意味を知るということである．仕事と製品の関係を明
らかにすることで，生産性，士気，満足度が向上した．このことは，工場労働者
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に何故その作業を行うかを理解させることに繋がった．このことにより人は仕
事に誇りを持つようになり，人は成長した．
第 3 の教訓は，提案制である．戦時下に提案制を採用したことで，仕事に関心

身にコミュニケーションをはじめとする人間関係上の基本を満たすことが求め
られ，チームを必要とする．このように，知識労働者は，自ら責任でどのように
すれば組織に貢献できるのかということを自律的に考え，お金よりも自らの成

を持たせることができた．GM の事例では 1 年間で 11 万 5000 件にも及ぶ提案が
なされた．このことは人々，労働者が学ぶことを欲し，何らかの役割を果たす
ことを望んでいることの証左でもあった．
このように戦時下の教訓は，仕事が分析され，人々の仕事に対する意識が明

果や自己実現に価値を置く存在である．マネジメントの役割は，知識労働者の
労働に対するモチベーションを高め，維持することだといえる．

らかにしてきた．多くの工場労働者の心の底にはが何らかの役割を果たしたい
という気持ちがあり，マネジメント側が仕事の意味を提供することで，戦時下
の肉体労働において大きな成果をもたらした．
工場労働者のマネジメントは，平時におけるマネジメントが昇進や褒賞によ

1 . 工場労働と知識労働の差異
平時における工場労働者のマネジメントは，知識を活用する生産性の向上

Ⅲ . テクノロジストのマネジメント

る仕組みの構築であったものが，戦時下のマネジメントでは，仕事の分析を通
して得られた技術的改善や，働く者自身が責任を負い管理する必要性を教えて
いる（31）．労働者に仕事の意義や，仕事への貢献を自覚させることが，マネジメ

だけでなく，役割や地位に繋がる機会の平等を与えるために，方策としてロー
テーション，褒賞などが挙げられる．一方，戦時下における教訓から得られた
工場労働者のマネジメントは，作業をまとめ一括りの仕事として与え，責任を
持たし，仕事の意味を知らせ，提案制を採用することである．この 2 つのマネ
ジメントの差異を考えると，平時のマネジメントは，労働者が仕事を通じて役

ントの重要な視点であることを明らかにした．
3．知識労働者のマネジメント

割や地位を与え，組織において責任ある地位への昇進をサポートすることであ
る．戦時下におけるマネジメントは，労働者に仕事の意味を認識させ，所与の

第二次世界大戦後に始まった知識社会は，知識労働者を必要とした．現代が
知識社会へ移行しているのは，第一次産業である農業従事者，第二次産業であ
る工場従事者の割合がそれぞれ大きく減少している事実からも明らかである．

仕事でありながら積極的に提案を促すことで，労働者の組織への貢献を見出せ
るようにサポートすることであった．
戦時下における生産は「戦時生産に伴う高揚心は一時のものではあった．し
かしわれわれは，押さえておくべきいくつかの貴重な教訓を戦時生産から得
た．（While the emotional stimulus of war production was ephemeral, some
of the lessons of war should —and perhaps will— be  remembered now that
（37）
と述べている．このような高揚心は戦時下の一時的なもの
the war is over）
」

戦後の復員兵の大学進学は，米国において知識社会を加速させることになる．
高学歴者が教育で受けたものはコンセプトやシステム，思考であり，かつて
の技能だけを有した熟練労働者とは異なる．教育を受けた者は知識をもとに技
能を身に付けるようになる．熟練労働者のように技能だけを身に付けるには年
を取りすぎている．高度の教育を受けた者を生産的な存在にするための唯一の
方法は，知識労働である

．
ドラッカーは，知識労働者のもつ知識は資本であると繰り返し定義してい
る（33）．知識労働者は労働力ではなく生産手段を有する資本であり，知識労働の
仕事の内容を明らかにすることで，知識労働者は自らの仕事が何であり，成果
が何であるのかを明らかにする．その結果，貢献について責任を持つことが容
易になり，自立性を持つことができるようになる（34）．知識労働者の動機づけに
（32）

必要なものは成果に対する自らの貢献である．知識労働者は誰かの部下ではな
く，自立した存在として処遇されることを求め，上司ではなく知識によって，
また人ではなく目的によって規定されるべきことを要求する．彼らはお金を絶
対的な価値とはせず，それを自らの成果や自己実現の代替だとは認めない．知
識労働者にとって仕事は生きがいなのである（35）．
『経営者の条件』
（1966）にはエグゼクティブ，特に知識労働者の組織への貢
献の手段が述べられている（36）．成果を上げる鍵，特に知識労働者は貢献に焦点
を合わせることが重要だとしている．組織に貢献するためには，知識労働者自

であるにしろ（38），作業ではなく仕事を与え，その意味を知り，貢献を自覚する．
すなわち「経営的責任」を自覚させるようなマネジメントは，平時における工
場労働者に対するマネジメントよりも優れたマネジメントであったと考えられ
る．
貢献に関する視点から考えれば，知識労働者に対するマネジメントは，知識
労働者が責任を持ち，成果による組織への貢献を考えさせることにより，モチ
ベーションの維持，向上をサポートすることである．工場労働者のマネジメン
トは，仕事を通じて自らの手で作りだしたものが，社会に対してどのように貢
献するのかを経営者側から知らしめることであるともいえる．
しかし，戦時下における工場労働者のマネジメントがいかに素晴らしくと
も，工場労働者の肉体労働と知識労働とは性質上大きく異なるところが 2 つあ
る．1 つは組織の成果に対する労働者の貢献の寄与である．工場労働者の成果
は，人数分に応じた成果であり加法で成果が評価される（39）．すなわち労働の成
果が物理的な量である．一方，知識労働は加法が成り立たず，目覚ましい成果
を上げる者は，普通の能力の者が二人の成果の倍どころか，何十倍もの成果も
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あげることができる．すなわち人による代替が効かないのである．したがって，
知識労働者の専門的な知識こそ，知識労働の生産性には重要な役割を果たす．

は，上司ではなく知識によって，人ではなく目的によって規定されるべきこと
（42）
を要求する」
ようになる．

その結果，その専門的知識が組織を動かすことで，一個人の成果よりもはるか
に大きい成果を外部に対して生み出すことができる．
2 つ目は顧客の存在である．工場労働者は顧客の存在からかなり遠いところ
にあり，自らが工場で作った製品が，顧客にどのように使われ顧客にどのよう

このようにより多くの労働者に対して，マネジメントが知識労働者としての
目的を提供することで，多くの労働者は肉体労働を伴う知識労働者となり，肉

に貢献したか，顧客がどのように満足したかを直接知る機会は非常に少ない．
一方，知識労働者に分類されるテクノロジストやサービス労働者は，顧客の存
在は近く，顧客にどのように貢献したことを知る機会は各段に高くなる．その
結果，顧客が満足した程度を知ることも可能である．このことは，知識労働者
が仕事の目的を顧客満足に変えることで，仕事の質が制約ではなく，仕事の本
質とすることができることを示している．
2 . テクノロジストを知識労働者とすることによる利点
テクノロジストが行う肉体労働も，作業を分解し，迅速かつ正確，規格性が
要求される反復動作からなる肉体労働である．しかし，彼らは知識労働者であ
り，彼らにとって重要なものは仕事の目的であり，量ではなく質である．仕事
をいかに行うか（仕事の方法）ではない．肉体労働の作業内容はプログラム化

体労働者の成果に加え，知識労働者の成果も得ることができる．
3．マネジメントによるテクノロジストの知識労働化
『マネジメント』
（1973）には，ドラッカーのマネジメントに対する 2 つの課題
が述べられている．1 つ目のマネジメントの課題は，部分の総和よりも大きな
全体，すなわち投入した資源の総和よりも大きなもの生み出すことである．2
つ目の課題は，自らのあらゆる決定と行動において，ただちに必要とされるも
のと，遠い将来に必要とされるものをバランスさせることである（43）．
特に前者は，マネジメントによって，自らの資源，特に人的資源のあらゆる
強みを発揮させるとともに，あらゆる弱みを消すことができなければならな
い．すなわち人的資源を有効に使うために，強みを活かすようにすることであ
る．このことに正統性を持たすための根拠として，ドラッカーは，
「組織の基盤
となる原理は『私的な悪徳は公益となる』ではない．『私的な強みは公益とな

肉体労働と思える労働を知識労働化する．肉体労働の生産性は既に高いもの
であるが，そのベースを生産性の向上が十分進んでいないものの，知識労働と

る』である．これがマネジメントの正統性の根拠である．マネジメントの権限
（44）
の基盤となりうる正統性である」
と述べている．したがって，マネジメント
の大きな目的の一つには，個人の強みを発揮させ，人間の強みを生産的なもの
とし，成果をあげさせることである．すなわち，個人的悪を公共善にすること
が目的ではなく，個人的強みを社会的利益することである（45）．

することで，肉体労働の成果にさらに知識労働の成果が上乗せされ，労働の成
果をより高められると考えられる．
むしろ肉体労働と思える労働を，テクノロジストの仕事にするためには，仕

マネジメントにより，労働者にさまざまな動機づけ要因を与えることで，人
は成果を生み，成長する．個人的強みを社会的利益にすることは，すべての労
働者に対して言えることである．しかし，そのマネジメントがより大きな貢献，

事の目的を明らかにし，量的な評価から質的な評価に変更することが必要であ
る．基準をクリアする物理的数量によって評価される割合が高い労働ならば，
目的を変えればよい．ドラッカーは電話工事士の仕事の目的を，修理という物
理的な成果だけではなく，顧客満足という目的に切り替えている（41）．そうする

組織として社会への貢献に寄与できるのは知識労働者だといえる．
ドラッカーは「仕事に満足を求め刺激を求めることは，知識労働者の強みで
あり，かつ弱みである．ある意味では，知識労働者は甘やかされているともい
える．肉体労働者は，仕事が挑戦的であることも，刺激的であることも求めな
い．仕事が自らの成長の糧になることも求めない．生計の資を求めるだけであ
る．ところが知識労働者は仕事に人生を求める」と述べている（46）．肉体労働者
が，生計の資だけを求め，成長の糧になることを求めないということはないが，
知識労働者のほうが仕事を通じて，人間としてより成長しやすい状況にあるの

され，なすべきことは決まっているが，テクノロジストの労働はプログラム化
されていない（40）．

ことで仕事の質は制約という下限のある仕事から，顧客満足という上限のない
仕事へと切り替わる．電話工事士は肉体労働の成果に加え知識労働の成果が求
められ，仕事に対する自らの責任を負うことになる．
マネジメントによりその仕事の目的を変更し，仕事の質を制約から仕事の本
質に変えることで，その労働は肉体労働を伴う知識労働となる．純粋な肉体労
働でない限り，知識を必要とする労働であるならば，質よりも量が優先される
ようなサービス労働であっても同様である．
マネジメントにより労働者に適切な仕事の目的を与えることで，労働者は肉
体労働を伴う知識労働者となる．その結果「知識労働者は，自らなすべきこと

ではないだろうか．
知識労働者，肉体労働者にかかわらず，労働者に対するマネジメントの役割
を考える時，社会における個人，労働者の自由やコミュニティの重要性を忘れ
てはならない．「マネジメントの仕事が小さなものではなく，大きなものに設
計しなければならないのは，そのためである．まともな人間ならば誰でも，仕
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事を楽しみ，成果をあげ，自らの方法で仕事ができなければならない」のがマ
ネジメントの役割である．マネジメントによる組織運営を求める背景には，人
間としての自己実現を約束することもマネジメントの役割である．多くの労働
の知識労働化は，ドラッカーの考える人間の成長と個の自由をより拡げること
につながるとものだと考えられる．

Ⅳ . まとめ
純粋な肉体労働者や純粋な知識労働者以外の，知識労働と肉体労働を伴い，
理論の裏付けのもとに技能を習得し続ける者がテクノロジストである．ドラッ
カーは労働者を，単に知識労働者，肉体労働者だけに二分せずに，肉体労働を
伴う知識労働者，理論的裏付けを持つ技能を習得する労働者をテクノロジスト
として労働者の中に組み入れてきた．
本稿では，このテクノロジストの位置づけを明らかにし，ドラッカーはなぜ
テクノロジストを知識労働者として取り上げたのかその理由を考察してきた．
肉体労働の生産性は，テイラー以来著しい発展を遂げたが，知識労働の生産性
向上はほとんど進んでいない．しかし，多くの仕事を知識労働化することで，
肉体労働の成果に知識労働の成果が加わり，より高い労働の成果を期待するこ
とができる．マネジメントより，テクノロジストの仕事の目的を物理的数量か
ら顧客満足というように上限のないものにすることで，すなわち仕事の質を制
約から仕事の本質に切り替えることで，テクノロジストの労働はより高い成果
を得ることができると考えられる．
しかし，ドラッカーは単に労働の成果を上げることだけでなく，マネジメン
トによりテクノロジストの仕事を知識労働者の仕事とすることで，肉体労働で
は適わなかった知識労働の特質を，より多くの労働者に持たせたかったのでは
ないだろうか．知識労働者は自らの仕事が何であり，成果が何であるのかを明
らかにし，貢献について責任を持ち，自立性を持つことができる．成果に対す
る自らの貢献を実感できる．マネジメントにより多くの労働者に，このような
知識労働者の特質を自覚させることができる．
知識労働化により，多くの労働者が人として成長し，個人の自由の確保させ
ることがマネジメントの重要な役割である．テクノロジストの労働やサービス
労働の知識労働化が，労働者の自主性の推進，フィードバックの実践につなが
り，責任感や組織への貢献の自覚，個としての人間の自己実現につながること
をドラッカーは示唆していたと考えられる．
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で呼んでいる．肉体労働者の一部が工場で働く工場労働者であり，工場労働者をその様に
定義する．
（3）ドラッカー（1999）232 ページ．ドラッカーは，知識労働者（knowledge worker）という言葉
を最初に使ったのは，『断絶の時代』
（1969）
（289 ページ，原著 p. 264）の中であり，ドラッ
カーが始めて使った造語であるとしている．またドラッカーは，『未来への決断』
（1995）
（251 ページ）で，「知識労働者」なる言葉は『変貌する産業社会』
（1959）の中で作ったも
のだとも述べている．同書（経営研究会訳）には「専門技術者とは一つの領域の知識を習
熟した人である（94 ページ）
（The professional specialist is an expert in one area of knowledge
（p. 75）」とい
（p. 75）」や「知識を使って働く人（95 ページ）
（man who contributes knowledge）
う表現が見られる．
（4）ドラッカー（2002）3 - 5 ページ．
（5）ドラッカー（1993）49 - 95 ページ．
（6）ドラッカー（1968）上田惇生訳 346 ページ，上田氏は“テクノロジスト”と訳している．林
雄二郎訳 426 ページ，林氏は技術者と訳し，ルビに“テクノロジスト”と記している（原著
p. 318）．
（7）ドラッカー（1999）177 - 183 ページ．脳外科医，病院の検査技師，リハビリ訓練師，レント
ゲン技師，超音波映像技師，電話工事士，歯科医師，歯科関係の技術師，自動車の修理士を
挙げている．
（8）大木英男（2010）90 ページ．
（9）ドラッカー（1999）177 ページ．
（10）ドラッカー（1968）346 ページ．『テクノロジストの条件』
（2005）2 ページの巻頭に引用
されている．
（11）ドラッカー（1999）177 - 179 ページ．
（12）ドラッカー（1992）126 - 128 ページ．『プロフェッショナルの条件』
（2000）
（60 - 61 ページ）
にも同様の内容が書かれている．（原著 pp. 104 - 105 , knowledge and service work
（jobs））
（13）ドラッカー（1993）153 - 155 ページ．
（14）ドラッカー（1999）169 - 170 ページ．
（15）大木（2010）95 - 102 ページ．
（16）ドラッカー（1992）117 ページ．
（17）工場（肉体）労働者のマネジメントに関してドラッカーは『企業とは何か』
（1946）
『現代
の経営』
（1954）など戦後まもない時期の著作に詳しく述べている．しかし，1970 年代以
降には，知識労働者に関するマネジメントに関数する内容が多くの紙幅を占めるように
なった．『マネジメント・フロンティア』
（1986）や『ポスト資本主義社会』
（1993）などに
は，工場労働者のマネジメントと知識労働者のマネジメントが比較して取りあげられて
いる．
（18）有賀夏紀（2002），15 - 18 ページ．シカゴでは 170 万人のうち 87％が移民であった．スラ
ム化した街はテネメントと呼ばれ，3 メートル四方の部屋に 9 人が住むなど劣悪な環境の
中で人々が住んでいた．19 世紀初頭にはニューヨークには 350 万人が住んでいたが，そ
の 80％は移民であった ．シカゴやニューヨークにはテネメントと呼ばれるスラム街のア
パートがあり，一方ではスラム街からさして遠くないところに「億万長者通り」もあっ
た．

【注】

（19）ドラッカー（1989）206 - 208 ページ．

（1）ドラッカー（1969）．243-357 ページ．

（20）有賀夏紀（2002），6 - 7 ページまたは 27 - 28 ページ．中産階級とは，商店や工場の経営者，
医師や弁護士などの専門職，あるいは公務員，比較的高級を得ているホワイトカラーな

（2）工場労働者に対して，ドラッカーは“worker”，“industrial worker”などいくつかの呼び方
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どを指す．
（21）尾崎哲夫（2004）183 - 191 ページ．この消費文化はアメリカ独自の文化として，中流階級
のみならず国民のあらゆる層が受け入れていった．こうした中で，米国は社会進化論と
革新主義の 2 つの思想が生まれた．社会進化論は自由競争による適者生存を述べたもの
で，社会弱者は自らの手で改善しなければ生き残れないという，経営者にとって都合の
良い思想であり，一方革新主義思想は，社会問題は国家によって公的な問題として捉え
ることが重要であるというものである．
（22）ドラッカー（1993a）80-81 ページ．
（23）ドラッカー（1993b）318 ページ．
（24）ドラッカー（1968）303-311 ページ．
（25）ドラッカー（1968）308 - 309 ページ．人々が学校教育の延長を求めたのは，純粋に経済合
理性に即した行動であった．
（26）ドラッカー（1946）161-163 ページ．
（27）ドラッカー（1946）①訓練による専門技術の習得である．職長に昇進できる訓練コースを
設けているところもある．②能力を得て，またその能力を示すための手立て，ジョブロー
テーションによって実現させることである．③高度の技術や責任に伴う仕事に適した者
の選別に，適性検査などを実施することである．④仕事への関心を高めるために，情報を
与え，工夫や研究に褒賞を与えることである．
（28）ドラッカー（1954）
（下巻）162 - 169 ページ．同じ海軍省からの依頼を受けた電気機器，陸
軍のカービン銃の生産なども例として挙げられている．
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（39）ドラッカー（1973）
（上巻）251 - 284 ページ．技能は仕事を分業化することで，人数分以上
の成果が生まれ加法以上の成果をあげることもできる．
（40）ドラッカー（1999）171 ページ．
（41）ドラッカー（1999）171 ページ．180 - 182 ページ．『未来企業』
（1992）124 ページにも同様
の説明がある．
（42）ドラッカー（1968）315 - 316 ページ．
（43）ドラッカー（1973）
（中巻）24 - 25 ページ．
（44）ドラッカー（1973）
（下巻）302 ページ．（原著 p. 810）
（45）安富歩（2014）145 ページ．
（46）ドラッカー（1973）
（中巻）57 ページ．
【参考文献】
P. F. Drucker［1946］, Concept of the Corporation.（上田惇生訳『企業とは何か』ダイヤモンド社，
2005 年．）
P. F. Drucker［1954］, The Practice of Management.
（上田惇生訳『現代の経営（ドラッカー選書）』
ダイヤモンド社，1996 年．）
P. F. Drucker［1957］
, The Landmarks of Tomorrow.
（現代経営研究会訳『変貌する産業社会』ダイ
ヤモンド社，1959 年．）

（29）ドラッカー（1946）167-173 ページ．

P. F. Drucker［1966］, The Effective Executive.（上田惇生訳『経営者の条件（ドラッカー選書）』ダ
イヤモンド社，1995 年．）

（30）ドラッカー（1954）
（下巻）160-164 ページ．

P. F. Drucker［1968］, The Age of Discontinuity.

（31）ドラッカー（1993）166 ページ．戦時下における生産活動からいえることは，フォード
が考えた従来のデトロイト工場おける大量生産の原則である一動作一仕事（one-motion
one-job）の考えではなく，ひとまとまりの仕事（an integrated job）をするとき，人はより
効率的に働くことができたという事実である．今日においては，一動作一仕事という考
え方を適用するのであれば，一動作は機械化できるものであり，機械化すべきものであ
る．
（32）ドラッカー（1968）310-311 ページ．米国社会が教育を受けた者を受け入れるために知識
労働の場を提供し続けてきたことに対し，ドラッカーはこの事実は驚くべきことだった
と述べている．米国社会はこのような，教育を受け高い報酬を期待している者に対して，
教育を受けていない者と同じ仕事，同じ生産性で行っているにも拘らず，高い報酬を支
払い彼らの期待に応えてきた．
（33）ドラッカー（2002）21 ページ，180 ページ．他に，ドラッカー（1999）175 - 177 ページ．
（34）ドラッカー（1999）173 ページ．
（35）ドラッカー（2002）26 ページ．
（36）ドラッカー（1995）69-94 ページ．ドラッカーは貢献に焦点を合わせることによってのみ，
コミュニケーション，チームワーク，自己開発，人材育成という，成果を上げるうえで必
要な 4 つの人間関係上の基本条件を満たすことができるとしている．
（37）ドラッカー（1946）167 ページ．
（38）ドラッカー（1993）166-167 ページ．戦時下の教訓で得たものがあったが，アメリカ，イギ
リス，そしてヨーロッパ諸国は第二次大戦後，昔からの「命令による生産性」に戻ってし
まっている．その主たる理由は，労働者に「経営的責任」はもとより，「経営的態度」を求
めることに対して，労働組合が強く反対したからである．

（林雄二郎訳『断絶の時代』ダイヤモンド社，1969 年．）
（上田惇生訳『断絶の時代』ダイヤモンド社，1999 年．）
P. F. Drucker［1 9 6 9］,“Management’s New Role”, Harvard Business Review, November-December
1969 （DIAMOND
.
ハーバード・ビジネス・レビュー編集部編訳『P. F. ドラッカー経営論』ダイ
ヤモンド社，2006 年．）
P. F. Drucker［1973］, Management: Tasks, Responsibility, Practice.（上田惇生訳『マネジメント：
課題，責任，実践』ダイヤモンド社，2008 年．）
P. F. Drucker［1986］, The Frontier of Management.（上田惇生，佐々木実智男約『マネジメント・
フロンティア』ダイヤモンド社，1986 年 .）
P. F. Drucker［1989］, The New Realities.（上田惇生訳『新しい現実（ドラッカー選書）』ダイヤモ
ンド社，2004 年．）
P. F. Drucker［1992］, Managing for the Future.
（上田惇生，佐々木実智男，田代正美『未来企業』
ダイヤモンド社，1992 年．）
P. F. Drucker［1993 a］, Post-Capitalist Society.
（上田惇生，佐々木実智男，田代正美『ポスト資本
主義社会』ダイヤモンド社，1993 年．）
P. F. Drucker［1993 b］
, The Ecological Vision.
（上田惇生，佐々木実智男，林正，田代正美『すでに
起こった未来』ダイヤモンド社，1994 年．）
P. F. Drucker［1995］, Managing in a time of Great Change.
（上田惇生，佐々木実智男，林正，田代
正美訳『未来への決断』ダイヤモンド社，1995 年．）
P. F. Drucker［1999］
, Management Challenges for the 21st Century.
（上田惇生訳『明日を支配する
もの』ダイヤモンド社，1999 年．）

142

研究論文

P. F. Drucker［2000］, The Essential Drucker on Individuals.（上田惇生訳『プロフェッショナルの
条件』ダイヤモンド社，2000 年．）
P. F. Drucker［2002］, Managing in the Next Society.（上田惇生訳『ネクストソサエティ』ダイヤモ
ンド社，2002 年．）

143

ドラッカーのアウトソーシング論について
Drucker’s Theory of Outsourcing

岸本秀一

P. F. Drucker［2005］, The Essential Drucker on Technology.（上田惇生訳『テクノロジストの条件』
ダイヤモンド社，2005 年．）
Jerry W.Anderson, Jr.［1989］, Corporate Social Responsibility.（百瀬惠夫監訳，伊佐淳，森下正訳
『企業の社会的責任』白桃書房，1994 年．）
有賀夏紀『アメリカの 20 世紀（上）』，中公新書，2002 年．
『文明とマネジメント（次
大木英男「知識労働の生産性に関する検討―ドラッカーの宿題」
なる知識社会への展望）』
（ドラッカー学会年報）Vol.4，2010 年．
尾崎哲夫『アメリカの法律と歴史』自由国民社，2004 年．
安富歩『ドラッカーと論語』東洋経済新報社，2014 年．

【略歴】 金沢星稜大学経済学部経営学科教授．大阪大学大学院工学研究科修了．立命館
大学大学院経営学研究科修了（経営学博士）．著書に『環境配慮型製品の技術と
普及』．

Shuichi Kishimoto

（金沢星稜大学）

Summary
In 1990s, outsourcing was one of the most major concepts in business. Peter Drucker
also mentioned outsourcing in his papers or books. The purpose of this paper is to
investigate the difference between his outsourcing theory and other ones. His theory
has distinct features such as PEO, and motivation of knowledge worker.

はじめに
現在では，一つの組織においてすべての活動を自前でおこなうという意識は
昔ほどつよくはなく，発注元企業の名義やブランド名で販売される製品を製造
すること OEM
（Original Equipment Manufacturer）
，あるいは新技術・新製品
の開発に際して，組織の枠組みを越え，広く知識・技術の結集を図ることオー
プン・イノベーションなど，組織の内部の資源だけに拘らず，外部の組織と連
携を模索して，組織の成長・生産性の向上をはかることは，もはや日常的な行
為といっても過言ではない．外注，外部委託など様々な言葉で表現される「ア
ウトソーシング」もそのような企業連携の一つとして現在では頻繁に企業，そ
の他の組織体で活用されている．
ドラッカーは晩年になりこの「アウトソーシング」に関する記述を多く残し
ている．いつからドラッカーがこの言葉を使いだしたのかは定かではないが，
『未来企業』
『ポスト資本主義社会』などにはアウトソーシングの記述が明確に
登場し，最晩年の著書『ネクスト・ソサエティ』にもその記載がみられる．
しかし，ドラッカーのマネジメントに関するいくつかの著作では，「生産性」
については言及しているものの，アウトソーシングそのものについては明確に
は述べていない．
本研究では，ドラッカーがアウトソーシングの言及についてみていき，1990
年代頃からアウトソーシングについて言及しはじめたかのようにみえるその背
景について考え，その特徴について考えてみる．

1. アウトソーシングについてのこれまでの議論
アウトソーシングの一般的に使われる辞書でしらべみれば「社外から生産に
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必要な部品・製品を調達したり，業務の一部を一括して他企業に請け負わせる
（1）
経営手法．社外調達．外部委託」
と記されている．アウトソーシングは，様々
な意味でつかわれているようであるが，ここではアウトソーシングについてこ
れまでにどのようなことが言われてきたのかを簡単に振り返る．
19 世紀の後半のアメリカにおいて，それまで小規模企業の分業で成り立って
いた経済活動から，鉄道，電信，電話などいった巨大な企業があらわれた．これ
らの巨大な企業は，専門経営者による調整のもと，様々な製品・サービスにか
かわり，開発，生産，販売等のあらゆる活動を自らが行おうとした（2）．
しかし，いずれの企業でもすべての活動を自ら行うことは困難を伴い，特に
製造業では次第に外部の企業と連携あるいは分業するようになる．
例えば自動車などの加工組立製品についてみてみると，戦後の日本における
自動車産業では，川下の自動車メーカーが川上の中小企業に長期的な取引関係
を前提として，技術的あるいは資金的な支援を行い部品メーカー等としての育
成をおこなった結果，系列システムと呼ばれる仕組みを構築した．
その後も内外製区分（make or buy）の決定などに関して，日米の自動車メー
カーを比較して議論が展開されてきた．
1990 年代にはいると「アウトソーシング」という考え方が重視されるように
なった．その背景には，例えばパソコンなど一般汎用部品を寄せ集めてもまと
もな製品ができるというオープン・アーキテクチャの製品が増加したことがあ
り，自社の強みのある部分に集中，特化し，それ以外は外部に任せるというよ
うになってきた．また，コンピュータやデータ通信機器などエレクトロニクス
製造の業界では，EMS
（electronics manufacturing service）と呼ばれる完成品
あるいはそれに準ずるような広範囲の下請けを行う，独立性の高いアウトソー
シングの専門企業が登場してきた（3）．
一方，前述の製造業の分業とは異なるアウトソーシングの流れもある．1999
年の経済通商産業省の委託調査「新規産業創出環境整備調査―人員の転籍・
移転を伴うアウトソーシングに関する調査事業」によれば，1990 年前後からア
ウトソーシングが製造業以外でも次第に活用されるようになったという．
1989 年アメリカでイーストマン・コダック社と IBM 社がアウトソーシング
契約を結んだ．当時，組織が硬直化していたイーストマン・コダック社は，リス
トラクチャリングをするとともに，情報処理等を IBM 社委託した．この契約を
契機としてその後様々に企業内の業務の一部を委託する契約が結ばれていく．
日本でも同じ 1989 年セブンイレブンジャパンと野村総研が契約を結び，情
報システム部門をアウトソーシングにしている．また，1992 年には三洋信販が
日本 IBM にシステム運用をアウトソーシングした（4）．
近年では，総務・経理・人事業務等において，非コア業務のビジネス・プロセス
をITの活用などにより外部へアウトソーシングすることビジネス・プロセス・ア
ウトソーシング（Business Process Outsourcing）と呼ばれ注目されている．
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2. ドラッカーのアウトソーシングについての言及
ここではドラッカーの著作からアウトソーシングに関連するものをみていく
ことにする．
ドラッカーのマネジメントに関する代表的な著作，
『現代の経営』
（1954）
，
『創
造する経営者』
（1964）
，
『マネジメント』
（1974）
，
『イノベーションと起業家精神』
（1985）においてアウトソーシングはどのように記載されているのか．
これらの著作の中で，企業はそのミッションを明らかにし，顧客創造を行う
ことを目的として，イノベーションとマーケティングという 2 つの基本的な機
能を使うということを折にふれて繰りかえして述べている．また，
「生産性」に
ついても言及しているが，アウトソーシングに関連した記述は明確にはみあた
らない．
次にアウトソーシングの活用への提示の背景にある，知識社会，知識労働，
知識労働者の生産性についてみてみる．
知識労働者の登場そのものについては，ドラッカーは中期の著作の中でも言
及しており，例えば，既に 1959 年の『変貌する産業社会』で次のように提示さ
れている．
「この集団の出現は新しい経済学の誕生をうながし，組織の知識と専門技能
知識が真の『生産のための要素』となり，従来，経済学で生産の 3 要素とされて
いた『土地，労働，資本』は知識を有効に働かせうる限定条件にすぎないものと
（5）
なりつつある」
しかし，知識労働，知識労働者の生産性をあげる方策としてのアウトソーシ
ングは，1970 年代でもまだ明確に登場してこない．
例えば，『変貌する経営者の世界』に収載されている 1975 年の文書でも，知
識労働者の生産性を上げるためには，知識労働者に責任をもたせ，その貢献度
を評価できるようにし，かれらが本来そのために給料をもらっている仕事をで
きるようにし，機会があるところに配置することなどをあげている（6）．しかし，
ここにアウトソーシングに関しての記述はない．
ドラッカーが「アウトソーシング」という言葉を明確にいつから使い出した
のかは定かではないが，その記載のある『未来企業』
『ポスト資本主義社会』
『ネ
クスト・ソサエティ』などからその関連の言及をみていくことにする．
『未来企業』での言及
1992 年の著書『未来企業』では第 13 章「生産性の新たな課題」で，知識労働
者とサービス労働者について取り上げて，その雇用が増えているにもかかわら
ず，生産性が向上していないことを指摘している．知識労働のみならず，サー
ビス労働の生産性を向上させることが，先進国においては最優先の課題である
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と述べている（7）．
そして 36 章「文書配送室を外に出せ」では，組織のために働く多くが，外部
の独立した委託企業からの派遣となり，企業，病院，政府，労働組合などのあら
ゆる組織が仕事の多くをアウトソーシングしていくことになることを述べてい
る．
そしてアウトソーシングする仕事の種類として，事務処理，保守管理，など
の「補助的な」仕事をあげている．すべての先進国で，特に大組織で上級管理職
へ昇進する機会のない仕事は急激にアウトソーシング化することが加速しむし
ろ常態となるという．
しかも補助的な仕事の生産性向上が中心的な課題であるにも関わらず，その
生産性は極めて低く，課題解決のための唯一の方法がアウトソーシングである
と言い切る（8）．
その一方で，アウトソーシング先の労働者の仕事に対する意欲についても次
のように述べている．企業内においてサービス業務や補助業務は社内において
独占体で生産性向上させようとするインセンテイブは働かない．しかし，企業
外部の請負業者の場合，品質改善とコスト削減に務める．理由は他の競争相手
とって代わられるからであるという．
また，企業内では補助的なサービスを管理している人々は生産性に必要なイ
ノベーションをあまりしようとしない．サービス業務関する体系的なイノベー
ションを行うためには個々の課業を設定するために，仕事を分析・再構築が必
要で，道具さえ見直さなければならないという．そしてマクドナルド，フェデ
ラル・エクスプレスなどのように体系的な仕事を成し遂げるには，一つの限定
された目的に誠心・誠意とりつかれたように尽くすことが必要であり，これを
可能にするのは外部の独立した組織であり，組織内の野心的な有能な人材には
むずかしいという．
更に補助的な仕事は外部の独立組織に任せることにより，受託する側に，機
会と尊厳と将来性を提供でき，しかも問題に直面した場合も，受託した組織の
中には手を貸してくれる経験者がいるという．
組織内の仕事を分離独立させるということには犠牲もあり，今働いている組
織から大勢のひとが出ていくことになれば反動もあるが，生産性の問題を解決
するにはアウトソーシングしかないという．
『ポスト資本主義社会』での言及
1993 年の『ポスト資本主義社会』では第 4 章「サービスと労働と知識労働の
生産性」においてアウトソーシングが登場する（9）．
ここでは，先進国では，知識労働者とサービス労働者がこの時点で 4 分の 3 以
上となり，さらにその割合が伸びており，その生産性が問題となることが指摘
されている．
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「先進国は．知識労働者とサービス労働者の生産性を向上させないかぎり，し
（10）
かも急速に向上させないかぎり，経済の沈滞と社会の緊張に直面する」
そして組織内でのサービス労働の生産性向上については，仕事の成果を明確
化し，仕事の流れを決定し，正しい型のチームを組織するとともに，仕事への
集中が前提であることを述べている．それらを前提としたうえで，生産性向上
のためサービス労働についてはアウトソーシングすることが必要条件であると
いう．
その理由として，この種のサービス労働にはトップマネジメントがほとんど
関心をもたず，それに携わる労働者にはトップマネジメントへの昇進の機会は
事実上なくモチベーションが失われる．
しかし受託先の会社であるならば，委託側のトップマネジメントに関心さえ
もたれない仕事そのものが，正面から取り組まれ，経営上の関心事となり，そ
の仕事を行う人間に敬意が払われ，リーダーシップを発揮させ，トップマネジ
メントに至る機会さえ与えるという．
そしてこの章の最後に以下のように述べている．
「ポスト資本主義社会は，その構造において 資本主義社会や社会主義社会
とは異なったものなる．資本主義社会や社会主義社会では，組織はあらゆる活
動を取り込もうとしたが，ポスト資本主義社会の組織は本業に集中しなければ
（11）
ならない．本業以外の仕事は，多様な業務関係のもとに他の組織と協力する」
『ネクスト・ソサエティ』での言及
アウトソーシングについての言及は，最晩年の著書『ネクスト・ソサエティ』
で広がりをみせる．この著書で，アウトソーシングの言及の前に，まずパラダ
イムのシフトについて次のように述べている．
近代企業の 5 つのパラダイムの変化として，生産手段が知識に変化したこと
からその所有者は企業から労働者に，市場での所有権は企業から顧客にそれぞ
れ変化し，あらゆる産業が独自の技術をもつことから独自の技術ではなくなっ
てきたことを指摘している．
その 3 つに加えて，まず働く従業員の変化に関してアウトソーシングに関す
る記述が登場する．
「今日でも働き手の半部以上がフルタイムで働き，そこから得るものを唯一
または主たる生計の糧としているものの，ますます多くが正社員ではなくパー
トタイム社員，臨時社員，契約社員，顧問として働くようになった．たとえばフ
ルタイムであっても，働いている企業の社員ではなく，アウトソーシング先の
（12）
社員となった」
また，ビジネスに必要とされるあらゆる活動を一つの経営陣の参加に入れる
ことによってもっともよくマネジメントされるということについては，「考え
（13）
そのものが無効になっている．
」
と述べている．
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かつてのパラダイムである「あらゆる活動を一つの傘下に入れることが最も
よくマネジメントできるということ考え」はロックフェラーがうみだしたもの
で，採鉱・採掘・輸送・精製・販売を一貫しておこなうことによって効率をあ

のにも関わらず，これらの変化によって，組織が人，特に競争の源泉を生む出
す知識労働者を育てる能力まで失うおそれを懸念している．そして知識組織の
人材のマネジメントを再考すべき時であると述べている．

げスタンダードオイルを築きあげた．また，1920 年代のヘンリー・フォードの
フォード社もすべての企業内部で完結させようとしていたことを述べ，ロナル
ド・コースが，その理由を「取引コスト」と「コミュニケーション・コスト」が

3. リエンジニアリングのアンチテーゼ

かからないためであるとしたことを述べている．
しかし，それらが変化してアウトソーシングが活用されるようになった．そ
の原因として次の 3 点をあげている．
企業活動に必要とされる知識が高度化し，専門化し，内部で維持するには費
用がかかりすぎるものとなった．また，IT 革命以前のごく普通のビジネス能力
が広がることにより，コミュニケーション・コストが安くなり，それに加えて
インターネット，e メールなどの発展・普及などによりコミュニケーション・
コストはコストと言えないほどに下がったことを指摘する．更にもっとも生産
的なマネジメントは統合でなく分散であることが明らかになったという．
その結果，IT 関連業務からアウトソーシングが一般化し，多くの企業が，採
用，雇用，解雇，教育，給与，手当，人事，厚生の業務を包括して雇用業務代行
会社にアウトソーシングするようになったという（14）．
2002 年の論文「アウトソーシングの陥穽（They’re Not Employees, They’re
People）」でもアウトソーシングについて語っている（15）．
まずビジネス界における 2 つの変化として，第 1 に組織で働く者の多くが正
社員ではなくなっていること，次に雇用や人事の業務についてアウトソーシン
グが進んでいることについて述べている．
第一の変化として，働き手の多くの者が，現に働いている組織の正社員でな
くなり，正社員の他に，人材派遣会社からの派遣社員，アウトソーシング先の
社員，パートなど様々な従業員が働いている．
世界で最大の雇用主となる派遣会社もあらわれ，当初は休暇や病欠のレジ
係，受付，電話交換手，速記者の補充の限られたものから，今日で，設計から稼
働までの工場建設のいっさいを仕切る製造マネジャー，医療技術者，社長まで
あらゆる業務のあらゆる職種を派遣しているという．
第 2 の変化として，多くの企業が雇用と人事の業務をアウトソーシングし，
正社員のマネジメントをしなくなったことを指摘する．人材派遣業の伸びと
は別に，アメリカでの 90 年代最大の成長産業として，雇用業務代行業（PEO:
professional employee organization）の登場について述べている．受託する業
務内容はスタート時には給与計算程度であったが，採用，訓練，人事，昇進，解
雇，レイオフ，退職金，年金などあらゆる多様な業務に拡大しているという．
ドラッカーはここで，組織と働き手の間の関係が希薄化したことも指摘して
いる．知識経済下で競争に打ち勝つための競争力の源泉は，知識労働者である

以上のようにドラッカーのアウトソーシングについての言及をみてきた．筆
者の関心は，ドラッカーはなぜ 90 年代頃以降「アウトソーシング」について語
りだしたのかといことである．
ここで注目したのは「リエンジニアリング」である．90 年代当初からアウト
ソーシングが注目されていたことは否むべきことではない．しかし，アウト
ソーシングと同様か，あるいはそれ以上にリエンジニアリングはビジネス界で
注目されていた．
1980 年代日本企業は高い成長率を誇り世界に進出していた．マイケル・ハ
マーやジェイムス・チャンピーはそのような成長・発展する日本企業との競
争の中で，再び勢いを取り戻した米国の企業のビジネス・プロセスの改善に
注目し調査し「リエンジニアリング」と名付けた．リエンジニアリングの成功
の事例として，冒頭 IBM クレジット，フォード自動車，コダックの例が登場す
る（16）．
このうちフォード自動車の事例では，ペーパーの伝票を合わせて処理する伝
統的な会計処理の方法からコンピュータによるペーパーレスの処理に改めたこ
とが紹介されている．
具体的には，調達部品の買掛金支払い業務について注文伝票について，注
文・納品・請求伝票の 3 つを突き合わせる伝統的な会計処理から次のように改
めた．部品発注時にデータベースにその部品の仕様と注文を入力しておき，納
品時に注文仕様との一致を確認したことを入力すれば，支払小切手が自動発行
されるというものである．このプロセス改善により買掛金業務に携わる従業数
を四分に一にした．
ドラッカーの 90 年代以降のアウトソーシングについての多くの記述は，
1980 年代後半から急速に注目をあつめた「リエンジニアリング」に対しての一
つのアンチテーゼの側面があるのではないだろうか．
ドラッカーはリエンジニアリングに対しその全てを否定しているとは思えな
い．リエンジニアリングの定義とは，「コスト，品質，サービス，スピードのよ
うな現代的なパフォーマンス基準を劇的に改善するために，ビジネス・プロセ
（17）
である．
スを根本的に考え直し，抜本的にそれをデザインしなおすこと」
アダム・スミスがピンの製造に関して，分業したほうがその生産性が上がる
ことを示して以来分業が組織内部で進んでいった．しかし，必要以上の分業に
より必要とされる調整が困難となっていった．リエンジニアリングでは，過度
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の分業により調整が困難となった仕事に関し，根本的に全体のプロセスを見直
し問題を解決に導こうとした．
ドラッカーは，仕事はモノと同じルールが適用でき，その内容を分析し，統
合し，管理するということを述べており，分析するという点においてテイラー
と科学的管理法を評価したが，統合・管理ということは不十分であることを指
摘している（18）．
リエンジニアリングが目指した全体的・根本的なプロセスの見直しは，分析
だけでなく，全体的な統合・管理が必要という面でドラッカーのいう内容と一
致しており，この点でドラッカーはリエンジニアリングを評価していたであろ
う．
しかし，ドラッカーは一方でリエンジニアリングを評価しながらも，もう一
方で次のような二つについて不十分さも感じていたのではないだろうか．
一つは組織内プロセスの見直しだけでは，根本的なものであったとしても充
分ではないのではないかという点である．
知識社会においては，専門性が高まり，各々の仕事がより高度になる．自ら
が関わる領域は広がる一方で，成果をあげるため，限られた経営資源でそのす
べてに集中することは困難を伴う．そこで，組織内だけの分業を見直し完結す
るのではなく，ひとつのまとまりを，より専門性に特化した外部の組織に委ね
るという外部をつかった分業をよりすすめていくべきと考えたのではないだろ
うか．
アダム・スミスは分業のメリットとして切り替えの時間が節約できるという
他に，
1）
各人が分業する仕事が限定され，その仕事を生涯の職業とすることによっ
て技術を向上させる
2）
分業は幅の狭い仕事を効率化させるための道具や機械の発明を促す
これらの点については，組織内の分業だけでなく，高度の成熟化した知識社
会の企業間の分業にも合致する．
以上の点はリエンジニアリングとは異なっているが，他の製造業に関するア
ウトソーシング論では共通性があり一般的に言われるものである．
もう一つは，労働者のモチベーション向上に関しての方策が組み込まれてい
ない点である．リエンジニアリングでも，その他のアウトソーシング論におい
ても仕事の生産性に着目しているが，労働者のモチベーションまでは視野にい
れていない．
知識労働者が成果をあげるため，知識労働者の意欲を向上という点，モチ
ベーションの上がらない仕事を外部の組織に託すほうが良いと考えという点に
おいて，リエンジニアリングも他のアウトソーシング論もそこまでは及んでい
ない．更に委託された仕事をする労働者のモチベーションの向上についてもド
ラッカーは考えていた．この点に関してはドラッカー独特の目線であるといえ
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るであろう．

むすびにかえて
ドラッカーはアウトソーシングについては様々なことを述べてくれている
が，その特徴として，まず現在で言うビジネス・プロセス・アウトソーシングに
関するアウトソーシング，製造業の分業に関するアウトソーシングの両方に触
れている．
組織内で働く従業員の多様化とともにビジネス・プロセス・アウトソーシン
グ（以下 BPO）に関するものについては，社会の変化という点ではやくから注
目していたところに一つの特徴がある．
ドラッカーが予想したとおり，近年，競争力の強化をはかることを目的とし
て，BPO は欧米企業を中心として積極的に利用されおり，グローバルレベルで
マーケットが拡大・成長している．2008 年の BPO 研究会報告書では，BPO，IT
アウトソーシングなどを含む世界の市場は，2006 年の 2,490 億ドル（24.9 兆円）
であり，日本の BPO 市場は，世界の BPO 市場の成長スピードには及ばないも
のの，今後，2006 年には 8,246 億円であり，年平均 5.0% で成長を続けていると
いう（19）．
ドラッカーは，仕事と労働が別物であり，仕事の生産性を向上させるという
ことと，労働者のモチベーションを向上させるという両方をマネジメントとす
る必要があると既に『マネジメント』において述べている（20）．その上で知識社
会の競争の源泉は知識労働者であり，そのモチベーションを向上させ，本来の
知識労働に集中させるため，その他の仕事にアウトソーシングの利用の必要性
を語っているのだ．
それに加えて，知識社会において知識労働者をサポートし，重要な役割を担
う，サービス労働，補助的な労働の従事者のモチベーション向上まで配慮した
アウトソーシング論となっている．
【注】
（1）デジタル大辞林．
（2）チャンドラー（1979）
『経営者の時代―アメリカ産業における近代企業の成立』参照いた
だきたい．
（3）藤本隆宏（2001）127 〜 131 ページ．
（4）アウトソーシング協議会（2000）
「新規産業創出環境整備調査―人員の転籍・移転を伴
うアウトソーシングに関する調査事業」．
（5）ドラッカー（1959）80 ページ．
（6）ドラッカー（1982）133 〜 144 ページ．
（7）ドラッカー（1991）111 〜 137 ページ．
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経済産業省（2008）
「BPO（業務プロセスアウトソーシング）研究会報告書」

（9）同上 153 〜 174 ページ．
（10）ドラッカー（1993）154 ページ．
（11）同上 174 ページ．
（12）ドラッカー（2002）41 ページ．
（13）同上 40 ページ．
（14）同上ページ．
（15）ドラッカー（2002）
「アウトソーシングの陥穽」．
（16）ハマー，チャンピー（1991）
『リエンジニアリング革命―企業を根本から変える業務革
新』を参照いただきたい．
（17）ハマー，チャンピー（1991）57 ページ．
（18）ドラッカー（1974）298 〜 300 ページ．
（19）経済産業省（2008）
「BPO（業務プロセスアウトソーシング）研究会報告書」．
（20）ドラッカー（1974）276 〜 278 ページ．
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Social Ecology As a Discipline: A Step Towards Improvement

佐藤 等
Hitoshi Sato

（佐藤等公認会計士事務所，本会理事）

Summary
The purpose of this paper is to consider the discipline of “Social Ecology”.
Therefore the former consideration is put in order once. Drucker's method as
“Organizing Ignorance” is used for it. First the purpose and directionality of social
ecology were put in order as a result of the consideration. Second, it was possible to
put a perception target in social ecology in order and make a perception 〈method of
looking，of identifying，of testing〉 deepen. A perception target is being distinguished
and estimated as the configuration, the pattern and the process of each. Further, the
relation of ontology, epistemology and perception theory was made clear as a logical
background of social ecology.

Ⅰ . はじめに
Ⅰ - 1 . 考察の背景と目的
ドラッカーは，社会生態学は一つの体系である（1）と指摘している．しかし筆
者は，ドラッカーが常に意識して志向してきた「学べるものとしての体系」と
して社会生態学を残してこなかったと考えている．この点が 2008 年の本会年
報に掲載した論文（2）の〈考察の背景〉にある問題意識であった．その後，ドラッ
カーの社会生態学を体系化することを目的に論考を重ねてきた．本論考は，準
備のための論考を経て，本格的な体系化の第一歩となる．
一方 2009 年の論文では，
「未知なるものの体系化」の原理を取り出した．ド
ラッカーが初めて実現したマネジメントの体系化のプロセスを検証し，そこか
ら次の 5 つの原理を得た．本論考では，社会生態学という未知なるものを体系
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本論考は，2 つの目的を有することになる．主たる目的は，社会生態学の体系
化の進展にある．そして従たる目的は，
「未知なるものの体系化の原理」を用い
てその有効性を検証することである．
Ⅰ- 2．考察の方法
本論考は，過去の考察で明らかになった知見を「未知なるものの体系化の原
理」を適用して整理することによって行われる．具体的には下記 3 つの観点か
ら検討を行う．
第 1 に，
「未知なるものの体系化の原理」である〈体系の目的や方向を検討〉
する．2008 年の論文から得られた知見が中心となる．
第 2 に，
「未知なるものの体系化の原理」である〈形態を見る，類型を探す，
過程を見る〉という 3 つの原理を適用する．主として 2008 年と 2010 年の論文
で得られた知見を用いる．
第 3 に，「未知なるものの体系化の原理」である〈欠けたものを探す〉を適用
する．2013 年と 2014 年の論文における知見を主に用いる．

Ⅱ 「未知なるものの体系化の原理」
.
の適用その 1：目的と方向性
の検討
Ⅱ - 1．社会生態学の目的について（2008 年論文）
ドラッカーは社会生態学の目的を明言した．すなわち「社会生態学の目的は，
（3）
単なる知識の獲得ではない．その目的とするところは正しい行動である」
．
具体的には，「その（社会生態学）目的は，継続や維持，変革や創造とのバラ
ンスを図ることである．動的な不均衡状態にある社会をつくることである．そ
のような社会のみが，真の安定性を保ちうる．そして，結合力をもちうるので
（4）
（（ ）内筆者付加）
．
ある」
社会生態学の究極の目的は，社会の安定にある．それは，ドラッカーの生涯
（5）
のテーマ「自由で機能する産業社会の実現」
という問題意識に依拠している．
そのためには企業及びそこで働く者たちは正しい行動を自ら導き出して継続と
変革を成し遂げなければならない．

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

Ⅱ - 2 . 社会生態学の方向性について
ドラッカーは真の社会の安定は「動態的な不均衡状態にある社会をつくるこ
とである」とした．この考えはシュンペーターに由来するものである．
ドラッカーは，
「シュンペーターは，すでに学生のころから，現代の経済は常
に動的な不均衡状態にあると考えていた．シュンペーターの経済は，ニュート
ンの宇宙やケインズのマクロ経済のように閉鎖系ではなかった．経済は永遠に
（6）
成長変化するものであり，その本質は機械的ではなく生物的である」
と述べ
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た．
また「シュンペーターは，イノベーション，すなわち資源を陳腐化した古い
ものから新しい生産性の高いものへと移す企業家精神こそ経済の本質であり，
（7）
とくに現代経済の本質であると主張した」
と記した．この言葉は「ある社会生

態学者の回想」で示した「それらがどのような手法でなければならないかにつ
ては，
『イノベーションと企業家精神』
（1989）で，少なくとも概要だけは明ら
（8）
（下線筆者付加）に連なる．すなわち，
「企業家は変化を当然かつ健
かにした」
全なものとする．（中略）変化を探し，変化に対応し，変化を機会として利用す
（9）
る．これが企業家および企業家精神の定義である」
．
つまり，社会生態学の目的である社会の安定にはイノベーションと企業家精
神が不可欠であると考え，その前提として環境変化をとらえ，自らの組織の機

会とする必要性を説いた．ここで体系化の要となる「目的」と「手法（手段）」の
関係性をイノベーション，企業家精神，変化，機会というキーワードを連ねて
説明した．
これらのキーワードは，社会生態学に一つの方向性を与えている．すなわち
企業家が変化を探索し，それにより機会を手にし，機会をイノベーションに変
えるということである．
Ⅱ - 3 . ドラッカーが示した手法 ―〈観察，識別，評価〉
（2010 年論文）
ここでは，前述下線の「それらが」が示す手法について考察する．ドラッカー
は，
「社会生態学者は定性的な変化を見つけ評価するために，定性的手法を使
わざるを得ない．しかし，それは推測に頼らざるをえないということではない．
勘ではない．それは観察と識別と評価を行うことのできる厳密な手法でなけれ
（10）
と指摘した．
ばならない」
その手法の目的は，企業家が「定性的は変化を見つけ評価する」ことにある．
「定性的な変化」を見つけることは，別な表現では「世界に変革をもたらす特異
（11）
な事象」，「限界的な事象」
を探すことである．ドラッカーはこの変化を「す
でに起こった変化」
，
「すでに起こった未来」と名づけ，それを認識することが
社会生態学者の仕事であるとした（12）．
2010 年の論文で手法〈観察，識別，評価〉の各要素を定義した．以下に記す．
ⅰ）観察〈method of looking〉
〈観察〉とは，行動のために必要な知識を得るという視座から，継続と革新
という視角で社会とコミュニティを見ることで「すでに起こった変化」を探
索する行為である．
ⅱ）
〈識別：method of identifying〉
〈識別〉とは，「A と B」は同じであるかとの視点から継続ならざるもの存
在，つまり不連続なものを意識的に見分ける行為である．
ⅲ）評価〈method of testing〉
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〈評価〉とは，目の前で起こっている変化が社会やコミュニティに対して何
らかの影響を及ぼしているかどうかを確認する行為である．
Ⅱ - 4 .〈観察，識別，評価〉という手法の厳密化（2008 年，2010 年論文）
今回行う「未知なるものの体系化の原理」の適用対象は，社会生態学系の著
作などで主に描かれた領域となる．すなわち社会，政治，産業，経済，知識，技
術などの領域である．
2010 年の論文では，この一つの領域における変化が，企業や人にどのような
影響を与えたかを明らかにした．具体的には，知識労働，知識労働者，知識社会
という知識という領域の変化を対象に〈観察，識別，評価〉という手法を厳密化
させるための検討を行った．
手法の厳密性を高めるため用いた知見が 2008 年の論考で得た下記分析方法
である．すなわちドラッカーが「社会の分析」の方法として挙げた次の 5 つの分
析方法を〈観察，識別，評価〉の 3 つの手順のどこに役立つかを考察した．
shifts 分析（転換の分析） ― 方法1の
（A）
：転換点をみる〜始まった日をみる
方法 1の
（B）
：転換点をみる〜終わった日をみる
（A）：勢いをみる〜少数派をみる
trends 分析（潮流の分析） ― 方法 2 の
方法 2 の
（B）：勢いをみる〜多数派をみる
upheavals 分析
（変動の分析）― 方法 3：地殻変動的な大きな変化をみる
strains 分析  （緊張の分析） ― 方法 4：実体と形態のギャップをみる
stresses 分析（緊張の分析）― 方法 5：知的緊張をみる
考察の結果は，〈観察〉においては，該当する分析方法はなかった．〈識別〉
に有効な分析は〈Shifts 分析〉
〈Trends 分析〉
〈Upheavals 分析〉の 3 つ，
〈評価〉
に有効な分析は〈Strains 分析〉
〈Stresses 分析〉の 2 つであることがわかった．
この結果は，〈観察〉については「欠けたものを探す」
（「未知なるものの体系
化の原理 5」
）対象となる可能性を示している．他方，
〈識別〉
〈評価〉については
手順の厳密性を高めることができたと評価できる．

Ⅲ 「未知なるものの体系化の原理」
.
の適用その 2 形態，類型，
過程の探索
Ⅲ - 1．形態 configuration，類型 pattern，過程 process という概念
社会生態学を体系化するために適用する「未知なるものの体系化」の原理は，
〈形態，類型，過程〉を見ること，または探索することである．2010 年の論文で
〈形態，類型，過程〉のそれぞれの概念の意味と関係を次のように定めた．
〈それぞれの概念の意味と関係〉
・形態とは，ものごとを部分ではなく全体としてとらえたときの表象をいう
・類型とは，上記表象と類似性があるときの形態群をいう
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・過程とは，形態から形態へと生成変化する動的側面をいう
※ 上記「表象」は後述するギブソン心理学の知見から修正を求められることに
なる．それは社会生態学における「存在論」を明らかにする過程で得られる．

労働に知識を適用し誕生した「知識労働」という概念であるが，知識労働
の現場が増えたことを理由に知識経済・社会にシフトしたのではないとい
うのである．ドラッカーが指摘する別の理由は，第二次世界大戦後の 1944

Ⅲ - 2 .「観察対象」に「5 つの分析」を適用して形態，類型，過程を得る
2010 年の論考の目的は，
〈観察，識別，評価〉という手法の厳密化にあった

年に施行された，アメリカの退役軍人保護法だった．「私に，決定的な変
化，何か重大なことが起こっていることを知らせてくれたもの」であり，
「この法律は，あらゆる退役軍人に対して，政府が大学の奨学金を与えると

が，考察の対象として「知識」
，
「知識社会」という「観察対象」を選び，「5 つの
社会の分析」
（Trends 分析，Shifts 分析，Upheavals 分析，Strains 分析，Stresses
分析）の Shifts 分析を適用した．そこから得られたものは，具体的な一つの形
態，複数の類型，一連の過程だった．重要性が高いので，2010 年の論文から具
体的な例を引用する．
①〈こと（現実〉の始まりを問う：
「知識労働」の始まった日はいつか ―
Shifts 分析
「知識の仕事への適用には長い歴史がある．数千年前，ナイルの洪水につい
ての知識を使い，エジプトの農業ひいては政治と社会のすべてを変えた司
祭たちは，知識労働者として知識を仕事に適用した．しかしそのようなこ
（13）
．
とは，人類の歴史上例外に属した」
その後 18 世紀から 19 世紀初めに体系的知識を仕事に適用し，工業や農業
の分野で革新が起こり始めた．しかし，あいかわらす学校教育，すなわち
「知識」は「働かない人」のためのものと考えられていた．たとえば「1916
年に彼がはじめて就職しようとしていたとき，経済学の学位をもっている
ことをあえていわなかったということである．彼は『私は 14 歳の時から鉄
道の事務員をしていたといった．もし本当のことをいっていたら，あまり
教育がありすぎるということで採用されなかったにちがいない』と述べて
（14）
いる」
とし，知識は仕事と無関係なものという価値観が支配的であった．
そのような中，知識はどのように「働くこと」に影響を及ぼしていったの
だろうか．
「知識経済に向けての最も重要な一歩は，19 世紀のフレデリッ
ク・テイラーによる肉体労働への知識の体系的な適用，すなわち科学的管
（15）
との指摘こそが，その答えである．1911 年のテイラーの『科
理法だった」
学的管理法』の出版及びそれに先立つ取り組み（1985 年〜）こそ，知識労
働の端緒，つまり「新しい現実（こと）
」が始まった日である．
②〈こと（現実）
〉の始まりを問う：
「知識経済・社会」の始まりはいつか―Shifts 分析
この問いへの答えは大方の予想を裏切るものである．すなわち，
「この大
転換の底にあるものは，知識労働への需要の増大ではなく，供給の増大で
ある．
（中略）知識労働者の登場によって仕事の性格が変った，知識労働者
（16）
を雇用する必要から知識労働を生み出さなければならなかった」
という
のである．

いうものだった．その結果は，まったく前例のないものだった．いまから
見てみるならば，知識社会の到来を告げたものが，この法律の施行であっ
（17）
たことは明らかである」
．
これを契機として世に大学の教育を受けた者が爆発的に増加した．しかし
ドラッカーは，単にそれだけを知識社会への移行の要因とは考えていな
かった．真の要因を労働寿命の伸長であるとした．「労働寿命の伸びが労
働人口と被扶養者人口の割合を変えた．こうして先進国の生産性が向上し
（18）
のである．このように大学卒業という知識をもった者たちが社会の
た」
新たな経済の担い手となり，新しい社会を形成していった．
③〈言葉（概念）
〉の始まりを問う：
「知識労働者」という言葉が使われだしたのはいつか―Shifts 分析
1957 年に現代社会の最重要コンセプトが生まれた．次のような誕生の瞬間
を表す記述が『企業とは何か』の 1983 年版のあとがきにある．
「当時は知
識労働者なる言葉はなかった．
『変貌する産業社会』で初めて使った言葉
（19）
だった」
．
「知識の働き」
（the work of knowledge）と訳されたその言葉が世に出て，
知識に新しい役割が与えられたことを人々に知らせることとなった．テイ
ラーの出現以来，新しい現実が名前を得るまで半世紀以上の時を要したこ
とになる．
④〈言葉（概念）
〉の始まりを問う：
「知識社会（経済）
」という言葉が使われだしたのはいつか―Shifts 分析
『断絶の時代』の第 12 章のテーマを“The Knowledge Economy”とし，ま
た同書第 13 章は“Work and Worker in the knowledge Society”とした．
著書で初めて知識経済・社会という概念を用いた．これらの概念と同趣旨
のことは，
『変貌する産業社会』の第 5 章（The Educated Society）におい
て「今日の社会，経済の生産的労働とは，知識，理念を働かせること，つま
り，手ではなく知力を働かせることなのである」と述べられている．しか
し，やはり言葉としての生成は，
『断絶の時代』においてなされたと考える
のが妥当である．
Ⅲ - 3 . 形態，類型，過程を探索する意味
前述①〜④のそれぞれは一つの形態である．しかも「始まった日」という類
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型でもある．また知識を中核としたコンセプトが形態として生成変化していく
過程を示している．つまり 2010 年の論考では，形態，類型，過程を探索したこ
とになる．具体的には，知識という領域を「観察対象」として「5 つの社会の分

る．前者を変化項，後者を不変項という．生態学的環境の中で人間は不変項を
重点的に探し，認識する．人間は，視点を変えたり，姿勢を変えたりし，変化項
と不変項を識別する．

析」から Shifts 分析を用いることで形態，類型，過程を見つけることができる
ということである．
このことは「知識」の他にドラッカーが「観察対象」とした政治，経済，技術

また人は時間ではなく事象ごとに認識する．事象の集積結果を「過程」とい
う．一定の時間が経過しても変化しない不変項や安定的なものを秩序という．
人間は空間や時間を直接認識（知覚）することはできずに，不変なものを知る

などにこれらの原理を適用することが求められていることを意味する．
「観察
対象」とした領域ごとにいくつかの形態を見つけ，類型を集めることである．
類型が過程を形成していれば，出現する新しい類型をいち早く知覚することが
できる．この検証は別の機会に行いたい．

ことで自己が置かれた環境を認識（知覚）する．
存在論は次に「それがどのように存在しているのか」を問う．人間が認識す
る対象の存在の仕方は，階層的であり，多元的である．全体と部分の包括関係
と表現される．たとえば，
「山のなかに峡谷が組み込まれており，峡谷のなかに
樹木が，樹木のなかに木の葉が，木の葉のなかに細胞が，入れ子状態になって

Ⅳ.「未知なるものの体系化の原理」の適用その 3：欠けたものを
探す
Ⅳ - 1．知覚論を補うもの
「我々は，環境がある点で変化し，他の点では持続していることを知覚する．
我々には，環境が，その時々に応じて異なり，さらには一瞬一瞬異なることが
見える．しかし我々は，それが時間経過を越えて同じ環境であることも知覚す
（20）
る．我々は，変化とその根底にある不変性との両方を知覚している」
．これは
ドラッカーの言葉ではない．ジェームズ・ギブソンの未発表論文の冒頭の言葉
である．筆者は 2013 年，2014 年の論考で 3 回に分けてドラッカーの知覚論にギ
ブソンの知覚論の知見を導入できる可能性を探った．
結果は，両者に高い同質性が認められると判断した．同質性は「欠けたもの」
を補ってくれる可能性が高いことを意味する．
本論考では，ギブソン心理学から 3 つの知見を取り入れる．第 1 に，社会生態
学における存在論を提示する．存在論は認識論の前提である．存在論は「何が
認識できるのか」
「それがどのように存在しているのか」を問うものである．
第 2 に，社会生態学における認識論を示す．
「人間はどのようにして世界を知
るのか」を問うものであり，知覚論はその一部である．ここで社会生態学にお
ける情報の意味を整理する．
第 3 に，社会生態学における認識論（知覚論）と手法についてである．「観察，

いる」と表現される（21）．
しかし実在の水準はあくまでも生態学的な水準である．宇宙や細胞といった
マクロ，ミクロレベルの物理学的な実在水準は認識することができない．つま
り社会生態学においても人間が認識（知覚）する世界（環境）に限定されるとい
うことである．
Ⅳ - 3 . 社会生態学における認識論と認識する情報について
次に認識論である．つまり「人間はどのようにして世界を知るのか」を問う
ことである．それは第 1 に，環境及びその中にいる自己自身を知覚することに
よって世界を知る．第 2 に，そのために環境に注意を向ける行為が必要である．
ここで環境についての知覚と自己知覚は前者が客体的，後者が主体的なもの
であり，知覚の 2 つの極である．それは注意の向け方の違いにすぎない．つまり
人は環境と同時に自己を知覚し，そのために情報を入手し，客体的なものと主
体的なものに特定していく．言葉を換えれば，人は情報を個人中心の側面と社
会中心の側面に特定していくのである．
次に情報の内容についてである．人が入手する情報は，人間がなしうることを
含んでいる（アフォーダンス理論）
．ギブソンが生み出したアフォーダンスとは，
知覚者が環境から受け取る意味と価値である．たとえば水棲動物にとっては水，

識別，評価」というドラッカーが示した手法は，知覚と認識のためのものであ
る．手法の厳密性をさらに高める．

生きる前提であるが，陸棲動物にとっては，摂取する対象である（正のアフォー
ダンス）とともに溺れるという負のアフォーダンスをも持ち合わせる．その意味
で動物（人間）と環境（社会）はお互いに規定しあう関係にある（相補性）
．

Ⅳ - 2 . 社会生態学における存在論について
存在論は，まず「何が認識できるのか」を問う．社会生態学では，主観的な表

この関係には「生態学的ニッチ」という考えを内包されている．人間にとっ
て適切な環境の特徴のひとセットのことである．そこから「いかに住むか」と
「何をなすべきか」がわかる．

象ではなく事象として認識する．空間そのものや時間そのものを認識すること
はできない．
人間が認識するのは，動き変化するものと安定性のある基準となるものであ

Ⅳ - 4 . 社会生態学における認識論と手法について
さてこれまでの考察で「観察，識別，評価」という手法について，「観察」と
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いう一つの要素についての厳密化ができていないことが明らかになっているが
（Ⅱ - 4），ギブソン心理学の知見による充足により厳密化が進んだ．次にそのプ
ロセスを整理する．

の行動をコントロールする，④環境に働きかけ環境に自らを同調させる，⑤刺
激作用の変化を受け入れる．このプロセスを〈行為のプロセス〉と呼ぶ．
同時に自己知覚のプロセスが起動する（
〈自己知覚のプロセス〉と呼ぶ）．す
なわち，⑥環境から得た情報を特定していく，⑦ある対象をより詳細に弁別す
る，⑧周囲から情報を差異化させる，⑨そこにある意味，価値についての情報

②環境（対象）に働きかけ情報を取得
＝環境は構造を備えた情報の海
③自分の行動をコントロールする
・焦点を合わせる
・姿勢を変える
・追視するなど
④環境（対象）に働きかける
環境（対象）に自らを同調させる
⑤刺激作用の変化を受け入れる
行為のプロセス

を直接得る＝環境の中の対象が「何であるか」について知る，⑩同時に「自己と
は何か」を知る．
2 つのプロセスは，相互に関連し合いながら同時並行的に進行する．その結
果，⑪環境中の対象が「何であるか」がわかる．
「何であるか」とは，人間にとっ
ての知覚対象の特性，意味，価値である．対象が「何であるか」は，
「対象が何
をなすか」および「対象がなしうることは何か」と同義である．そこから⑫「ど
のように行動できるか」
「どのように行動すべきか」が明らかになる．
このプロセスで 2 種類のフィードバックが起こる．情報を入手するため第 1
に③〜⑤間で，第 2 に③〜⑤と⑥〜⑧の間で自分の行動をコントロールするた
めに起こる．
さてここまでの考察でドラッカーの〈観察，識別，評価〉のプロセスはどのよ
うに厳密化されたのか．⑥〜⑧は「識別」
，⑨〜⑪は「評価」と考えればば，それ
以前の①〜⑤は「観察」の要素として整理することができる．「観察」は，Ⅱ - 4．
で「欠けたもの」として位置づけていた．この部分を補充する考え方を手にで
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①観察する

フィードバック

人間は①観察することで②環境に働きかけ情報を入手する．環境は構造を備
えた情報の海である．働きかけとは一つの行為である．この行為は次のような
プロセスを踏む．③焦点を合わせ，姿勢を変え，追視するなどという形で自分
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自己知覚のプロセス
⑥情報を特定していく
⑦ある対象をより詳細に弁別する
⑧周囲から情報を差異化させる
⑨意味，価値についての情報を得る
＝環境の中の対象が
「何であるか」について知る
⑩「自己とは何か」を知る
⑪対象は「何であるか」
自己は「何をなすか」

図 1 .〈観察，識別，評価〉プロセスの厳密化

に体系は不可欠である．そのためこれまでの論考を素材に「未知なるもの体系
化」という方法を用いて本考察を行ってきた．
「未知なるものの体系化の原理」にしたがってまとめを行う．第 1 に，社会生
態学の目的と方向性は，ドラッカーが明確に述べている．すなわち社会生態学
の目的は，単なる知識の獲得ではなく正しい行動にある．具体的には，社会の
継続や維持，変革や創造とのバランスを図ることである．動的な不均衡状態に

きたとともに「識別」
，
「評価」という要素についても充実させることができた．
以下に〈観察，識別，評価〉のプロセスにギブソン心理学を反映させたフロー
チャートを示す．

ある社会をつくることである．また社会生態学の方向性は，企業家が変化を探
索し，それにより機会を手にし，機会をイノベーションに変えるということで
ある．
第 2 に，形態，類型，過程を探索するために①社会生態学の対象，つまり観察
対象に対して②観察の方法，〈観察，認識，評価〉という手法を適用する．前者

Ⅴ . まとめと今後の課題

はドラッカーが社会生態学の著作で著した領域，後者は「社会生態学者は定性
的な変化を見つけ評価するために，定性的手法を使わざるを得ない」としたも

「生態系なるものはすべて，概念的な分析ではなく，知覚的な認識の対象であ
（22）
とドラッカー
る．生態系は全体として観察しなければ理解が不可能である」
は述べた．そしてこれまでの論考のすべては「いかに全体として観察するか」
に関わるものであった．
ドラッカーがいうように「スキルを手にし，成果をあげ，何事かを達成する
（23）
ための基盤としての知識を体系的に習得し，それを適用すること」
によって
はじめて社会生態学も学ぶことができるようになる．実学としての社会生態学

のの具体化である．
定性的手法については，ドラッカーの〈観察，認識，評価〉という手法の厳密
化に「5 つの社会の分析」とギブソン心理学の知見が役に立つことがわかった．
一つのフローチャートとして示すことができた．
観察対象については，社会，政治，産業，経済，知識，技術などの領域である．
筆者はこのうち「知識」の領域について 2010 年の論考で行ったにすぎない．す
なわち知識労働，知識労働者，知識社会という知識という領域の変化を対象に
〈観察，識別，評価〉という手法を用いた．
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産業や技術など他の領域についても〈観察，識別，評価〉を用いて形態，類
型，過程を観察する必要がある．それによりたとえば，技術の領域でドラッ
（24）
（25）
カーが観察した「大量生産」
と「オートメーション」
という形態は，同一の
類型であり，過程も示していることがわかるはずである．
（26）
また「鉄道」と「インターネット」
という形態もドラッカーが同類型とした
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はない．社会生態学は実学であり，実践というテストによって当否の判断がな
されるものである．結論は先送りということになるが，十分は手ごたえありと
の感覚だけ記すにとどめる．

ことがわかれば，技術という幹から枝分かれした一つの観察対象群であること

かつてドラッカーは，マネジメントの目的を明らかにし，形態，類型，過程
を探索し，そこからマネジメントにおける一つひとつの原理と方法を取り出し

がわかる．「大量生産」と「鉄道」という技術は同じ幹の別の枝である．これは
社会生態学の観察対象の樹形図を描ける可能性を示している．つまり社会生態
学の対象が事前にわかっていれば，誰でも焦点を合わせるポイントを手に入れ
ることができることを意味する．これからの課題である．
第 3 に，
「欠けたものの探索」の結果として本論考では，〈観察，識別，評価〉

た．
「シアーズ物語」や「IBM 物語」に代表される大きな物語の他，テイラーの
物語，ブライアン看護師の物語などの中小の物語は一つの形態，類型，過程を
示しているといえる．
さらにマネジメントの目的と方向性から，それぞれの原理と方法の配置が決
まり体系ができた．同時に欠けたものの存在も明らかになった．こうしてメン

という手法の観察という要素の多くをギブソン心理学の知見で補充すること
ができた（上記図 1）
．他に予期せぬものとしてドラッカーの社会生態学に存在
論，認識論，知覚論という論理背景を提供することができた．

デルスが未発見の元素を含む元素の周期表が完成したようにドラッカーのマネ
ジメントの世界地図が出来上がった．

次に存在論は，「何が認識できるのか」を問う．社会生態学では，主観的な表
象ではなく事象として認識する．人間が認識するのは，動き変化するものと安
定性のある基準となるものである．人は時間ではなく事象ごとに認識する．そ
れを事象の集積結果を「過程」という．人間は空間や時間を直接認識すること
はできずに，不変なものを知ることで自己が置かれた環境を認識する．
存在論は，次に「それがどのように存在しているのか」を問う．人間が認識す
る対象の存在の仕方は，階層的であり，多元的である．全体と部分の包括関係
と表現される．しかも実在の水準はあくまでも生態学的な水準である．宇宙や
細胞といったマクロ，ミクロレベルの物理学的な実在水準は認識することがで
きない．つまり社会生態学においては，人間か認識（知覚）する世界（環境）に
限定されるということである．
さらに存在論を前提として認識論がある．つまり「人間はどのようにして世
界を知るのか」を問うことである．それは第 1 に，環境及びその中にいる自己自
身を知覚することである．第 2 に，そのために環境に注意を向ける行為である．
ここで人は環境と同時に自己を知覚し，そのために情報を入手し，客体的なも
のと主体的なものに特定していく．
次に情報の内容についてである．人が入手する情報は，人間がなしうること
を含んでいる（アフォーダンス理論）
．ギブソンが生み出したアフォーダンスと
は，知覚者が環境から受け取る意味と価値である．
さて，本論考にはもう一つの従たる目的があった．「未知なるものの体系化
の原理」を適用して実際に体系化を図るという目的である．
筆者は，「未知なるものの体系化の原理」を適用することで社会生態学の体
系の輪郭がぼんやりと見えてきたと評価している．論理的に証明可能なもので

社会生態学の体系化の筋道も同様のはずである．本論考で明らかになった課
題，さらなるギブソン心理学からの知見の導入など「欠けたものの探索」によ
る社会生態学の体系の補充と強化，社会生態学の体系を明らかにするための考
察はなお続く．
【注】
（1）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1993〕
『すでに起こった未来』ダイヤモンド社，p．322
（2）筆者〔2008〕
『文明とマネジメント』ドラッカー学会編「実学としての社会生態学に関する
一考察―社会を見るための原理と方法」pp. 72 - 87
（3）P. F. ドラッカー〔1993〕前掲書，p. 319
（4）同上
（5）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1942〕エターナルコレクション版『産業人の未来』ダイヤ
モンド社，p. 284
（6）P. F. ドラッカー〔1993〕前掲書，p. 71
（7）同上 p. 72
（8）同上 pp. 316 - 317
（9）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1985〕エターナルコレクション版『イノベーションと企業
家精神』ダイヤモンド社，p. 5
（10）P. F. ドラッカー〔1993〕前掲書，p. 316
（11）同上 p. 316
（12）同上 p. 313
（13）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1969〕エターナルコレクション版『断絶の時代』ダイヤモ
ンド社，p. 275
（14）P. F. ドラッカー（現代経営研究会訳）
〔1957〕
『変貌する産業社会』ダイヤモンド社，p. 140
（15）P. F. ドラッカー〔1969〕前掲書，p. 278
（16）同上 p. 286
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Summary
In this paper, I discuss on the recognition of the care of social welfare as a service.
When the staffers of social welfare services pursue efficiency in the limited
resources, there is a danger that they might lose sight of the essence of recognizing
the user as irreplaceable by following the rules and manuals of the organization. In
order to overcome this situation, it might be useful to consider the organizational
management theory mentioned by Drucker, which pay attention to organizational
mission, customer satisfaction and innovation.

Ⅰ . はじめに
現代社会における科学技術の高度化や情報化，少子高齢化の進行，生活構造
の変化は，人間疎外，世代間の断絶，地域連帯意識の減退など，人々の生活全体
に広く深く関わるようになってきている．それによる複雑多様化した生活問題
は特定の人々に限らない形で福祉ニーズを増大させ，深刻化させている．そし
て，その尊厳や権利の擁護と，自立的な生活の充実のための援助や支援に対す
る社会的な要求が，その重要性とともにますます高まってきている．このよう
な状況のもと，社会福祉従事者は，福祉ニーズのある福祉サービス利用者（以
下「利用者」）との対等で平等な人間関係や利用者の尊厳，自己実現の尊重など
を重視した明確な倫理に基づいた実践行為が求められている．社会福祉法はこ
れまでの社会福祉の支援を「社会福祉サービス」として明記した．社会福祉法で
は第 3 条で（福祉サービスの基本的理念）として，以下のように規定している．
「福祉サービスは，個人の尊厳の保持を旨とし，その内容は，福祉サービスの
利用者が心身ともに健やかに育成され，又はその有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるように支援するものとして，良質かつ適切なもので
なければならない．
」
また，第 78 条で，「社会福祉事業の経営者は，自らその提供する福祉サービ
スの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより，常に福祉サービス
を受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めな
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ければならない」と，している．
社会福祉は歴史的に一方的な施しから出発したため，双方向的な権利や義務
といった意識は醸成されにくかった．したがってこれまで社会福祉の政策及び

やすくなる．
それを踏まえた上で 5 つの視点を示したい．
第 1 に社会福祉サービスが成立する 3 つの要件である．岩田（7）の整理による

それに関わる施設の運営等にも，福祉の利用者の声が反映されることはなかっ
た（1）．現在社会福祉の支援がサービスとして法的に承認されている．一般的に

と以下の 3 点による．
① ニーズの一般性である．その便益が個人に帰属するようなサービスや財で

サービスにおいて，主人のニーズを即座に解消するように，迅速で無駄なく能
率的に努める合理主義が基盤となる（2）．福祉サービスとは生活領域での同情心
や道徳権といったインフォーマルな規制にゆだねておくのではなく，その権利

あったりしても，そうしたサービスへのニーズが多数の人々に共有されてい
るとみなされる場合は，その一般性，普遍性が前面に出て，教育や医療と類
似の扱いを受けることがある．

の制度化が促されるようになるのである（3）．単なる個人的な善意のレベルを超
えて，組織的に標準化した支援がなされるということである．そこでは公費や
私費により支援する者は報酬が支払われることになる．確かにサービスとして

② 本来社会全体が補償として負担すべき費用を福祉サービスが代替するとい
う意味で公共的性格が強いものとみなされることがある．
③ 本人のニーズにこたえるだけではなく，むしろ家族が負担していたその重荷
を一部か全部，社会が肩代わりすることによって家族にとっての利益をもた
らす．その家族はこれらのサービスによって労働市場での義務を果たし，地

位置づけられることにより，前進した部分もあろうが，システムとしての成立
することにより，共通性と平等性が求められるであろう．特に行政が提供する
サービスは規則や手続きを重視するため，場合によっては利用者の個別的な事
情を無視することがある ．福祉サービスは，その硬直化の危険性も懸念され
る．また官僚化して人々とそのニーズに対する反応が弱められるおそれがあ
る（5）．社会福祉の支援をサービスとして捉えていくことの硬直性の危険性とそ
の克服を図るにはドラッカーの理論が有効なのではないかというのが，本稿の
（4）

趣旨である．特にそれを個別のレベルではなく，組織として提供するサービス
として考えたときに言えるのである．本稿は社会福祉の支援がサービスと称す
るという風潮がある中で，素朴な疑問が生じ，検討してみようと考えたものであ
る．契約に基づく一般的サービスとは異なる，社会福祉支援の原点ともいうべき
「寄り添う」という特性を十分に考えていく必要があると思われたためである．
なお，サービスには様々な使われ方がある中で，本稿では社会福祉サービス
は「その目的，機能から言って心身の機能喪失によって生じる生活上のハン
（6）
ディキャップに対する非金銭的給付，すなわち生活障害に対する保障である」
として論じることとする．

Ⅱ . サービスに関する議論

域における市民としての役割を果たすことができる．
いずれにせよ福祉サービスとしてのシステム化がなされる（公費が支出され
る）には，公的な支援をする必要があるという意味で，社会が承認する必要が
あるということである．それが家族や友人による善意に基づく支援とは根本的
に異なるのである．そしてそこには一定の共通性や基準適合性が求められる．
第 2 にサービスに関する種類である．津田（8）は，「施設利用者の家族が『何で
もおっしゃってください』と言われても人質を取られている身としては何も
言えない．苦情や要求は言いにくい」と述べている．具体的には医療福祉サー
ビスがサービスの供給側と需給側との間で，大きな情報の非対称性があり，消
費経験後にその品質内容を評価することが困難であるという性格を有してい
る（9）．利用者本位といいながらも，多く領域でサービス提供者との力関係があ
る．特に社会的に承認された方向性にとどまっていなければ，サービスが停止
される可能性もある．さらに現行の介護保険ではケアというサービスの利用
者と購買者（保険事業者即ち自治体）とが異なっている．ケアの提供者はおの
ずと購買者の利益を優先するであろう（10）．他方で，高齢者の施設では利用者を
「利用者様」と称することもある．接客における意識改革の一歩とはなったと思
われるが，違和感に思う人は少なくないであろう．丁寧な呼び方ではあるけれ

社会福祉の支援をサービスと位置づけることにより，以下のいくつかのメ
リットが認められる．
① 利用者・消費者と位置づけられ，気まぐれによる施しとは異なる，契約とし

ど，「さん」ではなく，なぜ「様」でなくてはならないのか．
第 3 に自立支援に関わる性格も有することである．教育をサービスという風
潮もあるがこれをサービスとして捉えるのには教員たちにも抵抗がある（これ

ての権利・義務が発生する
② 公的責任に基づき，一定の標準化された支援が提供される．施しではないた
めに，公費・私費の支払いがあり，一定の定式化された持続可能な支援が期
待することができる
③ 支援者自身も一定の業務体系が示されるために，自分が何をすべきか分かり

はソーシャルワークにも教育的機能があるので無関係ではない）
．福祉支援は
レジャーランドではない，障害者の自傷・他害行為には行動の抑制も伴い，一
般のサービスと同一視されないというものである．
第 4 に個別と普遍の対立である．一般的な社会サービスの場合，その問題発
見の論理は，あくまで社会の価値のレベルで問題が認識される過程を明らかに
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して，問題解決の論理はその問題を有する抽象化された個人を想定して，その
者が問題を解決できるようにサービスを用意するところまで明らかにされてい
ればよい（11）．個人は社会的承認を受けるやり方で社会生活上の基本的要求を充

値ある存在であり，平等であることを深く認識する」としており，そして「価値
と原則」のⅠに
「
（人間の尊厳）ソーシャルワーカーは，すべての人間を，出自，人種，性別，

足せねばならず，社会福祉の狙う社会的人間像にそぐわない場合は，自己決定
が制限されても仕方がないことになる（12）．岩崎はそのジレンマを次のように述
べている．

年齢，身体的精神的状況，宗教的文化的背景，社会的地位，経済状況等の違いに
かかわらず，かけがえのない存在として尊重する．
」と，している．
そして，倫理基準Ⅰには「利用者に対する倫理責任」として，

「社会福祉は個人の主体性を全く無視して社会の価値レベルの判断を個人に
押し付けることも，個人の価値レベルを尊重して他の社会サービスと同様にそ
の領域に踏み込まないで済ますこともできず，社会と個人の価値対立が不可避
的に起きる」
まさにこの価値対立などにおいて，仕方が無いとあきらめないところにイノ

「（利用者との関係） ソーシャルワーカーは，利用者との専門的援助関係を
最も大切にし，それを自己の利益のために利用しない．
（利用者の利益の最優先） ソーシャルワーカーは，業務の遂行に際して，利
用者の利益を最優先に考える．
」と述べられている．
加えて，倫理基準Ⅱの実践現場における倫理責任には

ベーションが生まれる機会があるのではないか．
第 5 に，スタッフの裁量の問題も含まれる．福祉事務所の相談援助職である

「1（最良の実践を行う責務） 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，自らの専門的知識・技術を惜しみなく発揮する．
」とあ

ソーシャルワーカーが多くのケースを担当している中で，担当地域の一人ひと
りに目が配れずトラブルのあるケースのみに追われている．それ以外の方に対
するフォローはできていない．このような状況で自分の力量でできる範囲のこ
とを行っている．必ずしもしっかりとした基準にのっとっているわけではな
い．それに対して，標準的なサービスというには違和感がある．
第 6 に，契約に基づくサービスとして形成されていないものに対しても，敏
感に接していかねばならない．鈴木（13）は福祉サービスの利用者には 3 種類があ
るとしている．
① 自ら福祉サービス情報を入手し，選択し，利用契約について判断・決定でき

る．言ってみれば，サービス利用者をかけがえのない存在とみなし，それに対して
全精力を傾けて支援していく姿勢が標榜されている．ただし，それを支援する組
織の姿勢も示されてはいない．しかし現実的に前線の従事者はどのようにとらえ
ているのか．以下に筆者が行った調査結果の概要を示す．

る人
② ソーシャルワーカーなどからの情報提供，支援を受ければ，サービスを選択
し利用契約について判断・決定できる人
③ 自らの力では，情報入手はもとより福祉サービスの選択や利用契約ついて判
断・決定をすることが困難な人
そして契約による福祉が前提にしているのは，①と②であり，保育サービスの
利用者の大多数と介護サービスの一部分がここに含まれるとしている．しかし
社会福祉は伝統的に③の状況になった人々を基層としている，と述べている（14）．

Ⅲ . 調査結果

1 . 目的
上記の倫理綱領に関連する，前線の社会福祉サービス従事者の意識を調査す
る．併せて看護，宿泊業従事者との意識の比較を行う．それにより障害者福祉
サービスの従事者の利用者に対する意識を相対的に探るようにする．
2 . 方法対象
2013 年 10 月に全国の障害者福祉サービス・宿泊業・看護の従事者各 200 人，
計 600 人に対してウェブ調査を行なった．設問は「利用者に接する際の，あな
たの行動や考えについて，必要と思うかについて当てはまるものを答えてくだ
さい」で，「利用者の要望が想定外でも創意工夫を凝らして対応する」に対する
回答は下記の通りであった．
表1

障害者福祉サービス・宿泊業・看護の従事者への意識調査
利用者の要望が想定外でも創意工夫を凝らして対応する
（
強く思う

業種

社会福祉の領域で支援する側のホスピタリティに近い概念を端的に示してい
るのが，ソーシャルワーカーの倫理綱領（社会福祉専門職団体協議会）社会福
祉専門職団体協議会代表者会議（2005 年 1 月 27 日制定）であろう．ここには，
前文に
「われわれソーシャルワーカーは，すべての人が人間としての尊厳を有し，価

宿泊業

少し思う

57（28 . 5） 108（54 . 0）

どちらでもない
21（10 . 5）

あまり思わない 全くそう思わない
13（6 . 5）

）内％
合計

1（0 . 5）

20 （
0 10 0 . 0）

0

20 （
0 10 0 . 0）

福祉

51（25 . 5） 105
（52 . 5）

39（19 . 5）

5（2 . 5）

看護

31（15 . 5） 115
（57. 5）

42（21 . 0）

11
（5 . 5）

1（0 . 5）

20 （
0 10 0 . 0）

139
（23 . 2） 328（54 . 7） 102
（17. 0）

29（4 . 8）

2（0 . 3）

60 0（10 0 . 0）

合計
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上記を要約すると以下の通りである．全業種で「どちらでもない」
「あまり思
わない」
「全くそう思わない」が約 23 パーセントを占めており，
「強く思う」
「少
し思う」と「どちらでもない」
「あまり思わない」
「全くそう思わない」に関して，
業種間の有意差が認められなかつた（χ二乗検定 p ＝ 073〉0 . 05）．約 23 パーセ
ントをどうとらえるかには様々な議論もあろうが，
「創意工夫を凝らそうとす
る」に思わないと考えてしまう割合が，これだけいることは重要な意味がある
と思われる．言ってみれば目の前の利用者に寄り添うよりも，組織として想定
されたマニュアルを第一に行動する可能性が伺われるのである．
福祉現場の従事者を指導する立場より，久田（15）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，
「使命の把握は利用者に必要とされる人財とな
るための初めの一歩であり，従事者個人もしくは職場全体が，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のケアに陥っている公算が大きい」と述べてい
る．それに対して，遠藤（16）は社会福祉サービスの原点が本来「顧客の満足」で
あるにもかかわらず，現場ではそれが遵守されていないと述べている．
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上記の危機的状況の克服に，ドラッカーの言説が参考になる．それは，「営
（19）
利・非営利組織を問わず，マネジメントが顧客の満足を成果とすべき」
であ
る，と「マネジメントにより人がいきいきと働くことができるようにしなけれ
（20）
，である．彼の「顧客の満足」という言説に見られるように，組
ばならない」
織は組織としての使命を目標として設定する必要があり，それを実現している
か否かについては成果を評価し続けなければならない．成果は共通して顧客の
満足とすべきであり，これは職員自身や組織の利益追求を第一義とすべきでは
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．特に非営利組織
について「人々の生活と社会に変化をもたらすために存在している」，「生活の
（21）
改善が常に出発点であり到達点である」
と，ドラッカーは述べている．また，
（22）
「貢献という見地から自らの目標を設定しなければならない」
とも述べてい
（23）
とも
る．これは，
「意図が良ければ成果はなくともよいというものではない」
述べている．謙虚に自らの活動を問い直す必要がある．むしろ非営利組織にお
いて，人格的交流を伴う場面において個人のみの資質に帰せず，組織として考
えていく必要を示唆してくれるものである．
特にドラッカーの理論から筆者が有効と考えているのが，第 1 はミッション
に関してである．第 2 はイノベーションである．

今日非貨幣的ニーズの顕在化の中で，そのニーズを充足するために対人福祉

第 1 のミッションに関して述べれば，日本の社会福祉は歴史的に一方的な施
しから出発したため，双方向的な権利や義務といった意識は醸成されにくかっ
た．これに対してドラッカーは（24）非営利組織のミッションに以下の 3 点を含ま
なければならないとしている．
① 機会すなわちニーズを知らなければならない．

サービスが大いに求められており，その中で対人福祉サービスを商品化してい
こうとする動きが強くなっている（17）．経営効率性を主たる目的とした，福祉の
従事者の非正規雇用化が一つの例といえるだろう労働環境自体が，利用者をか

② 自らの手にする人的資源，資金，そして何よりも能力によって世の中を変
え，自ら基準となるものは何かを考えなければならない．自らが基準となり
うるためには優れた仕事を行うことができなければならない．成果に新たな

けがえのない存在として認識するという本質を見失う危険性にさらされてい
る．
上記の調査結果は「サービス＝支援を必要としている人々への献身」を阻む
職場の実態の危険性を示唆するものではないか．実際に前線で活動している従
事者が，自分たちの対応できる限界に照らし合わせて，マニュアルに従って行

次元を持ち込むことができなければならない．
③ 心底価値を信じているか．ミッションとは非人格的なものたりえないもので
ある．コミットメントなしに物事がうまくいったという例を知らない（25）．
実は社会福祉サービスとして成立しておらず，支援の手が差し伸べられてい
ないが，支援を必要としている人々は多数いる．そのニーズを認知することが

動し，それを超えることに消極的になってしまう可能性が示唆されてきた．
上記の個別性に及ばないことを，個々の従事者の問題と矮小化してはなるま

求められる．伝統的な援助形態が今日の人々のニーズの効果的に対応するには
あまりにも固定化して動かないものになってしまい，そのニーズに適切なサー
ビスが求められているのも事実である．そして前述した個別の価値を重要視し

Ⅳ . ドラッカーの理論より有益な示唆

い．ドラッカーは前線の職員にもミッションを感じさせることの意義を述べて
いる．長くなるが引用したい（18）．
「非営利組織の強みは報酬のためだけではなく，大義のために働くことにあ
る．それだけに組織の側に情熱の日をもう続けさせる必要がある．仕事を労働
にさせてはならない．
ミッションを感じることこそが非営利組織の活力の源泉である」

たサービスを提供していくことも求められる．また前述した自立支援の目的を
考えると皮相的な顧客の満足にとどまるわけにはいかないのである．またマ
ニュアル通りしてよればよいというものではないのである．
それに対して，非営利組織の性質として，
「自分の組織の行っていることは
本質的に望ましいことである，という前提に立つ」
「自分の組織が受け入れられ
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ないのは相手の無知が原因であると考える」など，自分たちのはたす社会的使
命を至上のものと考え，客観性を失いやすい（26）．本当にニーズがそこにあるの
か，自分たちが頑張っているというのではなく，自分たちはどのような成果を
上げているのかを謙虚に評価しなければならないのである．
第 2 に関してはイノベーション（innovation）とは，物事の「新機軸」
「新しい
切り口」
「新しい捉え方」
「新しい活用法」を創造する行為である．ともすると，
新しい技術の発明に矮小化されがちであるが，新しいアイデアから社会的意義
のある新たな価値を創造し，社会的に大きな変化をもたらす自発的な人・組
織・社会の幅広い変革という側面を見落としてはならない．過去の仕組みなど
に対して，全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出し，社会
的に大きな変化を起こすことを指す．これは福祉の支援がサービスとしてシス
テム化したものが硬直化しないようにするためにきわめて重要な視点といえ
る．福祉現場で一人ひとりの利用者の支援が十分にできなかったとしても，
「仕
方がない」と諦めてしまう精神構造を形成する一つの要因となりうる．確かに
資源には限りがあるのだから仕方が無いと考えるのも一つの立場ではあろう．
「仕方が無い」といった現実に対する了解は，他の福祉サー
しかし，中村（27）は，
ビスの提供に基づく他の生活の可能性を抹消してしまう，と述べている．さら
に，人間社会における現実は，他でもありうるという可能性に思考が開かれた
とき，今の現実は「仕方が無い」
「不運」ではなく，本来はこうすべきなのにし
ていない不正義の経験なのではないかと思い，考える可能性が生まれる，と提
起している（28）．そこにマネジメントとして克服していく必要性が痛感されるの
である．品質の安定化そのものがサービス提供の目標ではなく，顧客の満足こ
そが本来の目標になる．
「客観的品質の安定性を目指すのではなく，直接的に
顧客の主観的品質向上に働き掛けられるような，マニュアルに縛られるのみで
（29）
はないマネジメント」
が志向されることになる．
「スタッフの自発的で自律
（30）
，ということ
的な活動を促し，マニュアルはネガティブリストにとどめる」
は利用者に本当に寄り添った活動の柔軟性をマネジメントする際の必要条件
となる．ドラッカーは自らの組織が社会に貢献するためのマネジメントに関し

て，
「組織に特有の使命あるいは目的を果たすことに加えて，組織にかかわり
（31）
の
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うにすること」
重要性を述べている．
「組織において創造性は高められるよりも，殺される場
（32）
合が多くなる危険性を組織自体が持つ」
，という指摘もある．福祉サービス
の提供において，陳腐な従来通りの方法で対応しようとしては，本来的に問題
解決となりえない．そしてそのような形でのみ取り組むことは，
「閉塞感・無
（33）
力感・無責任化・セクショナリズム化を増すこと」 となってしまう． それは
組織が人材を育てるということ，組織が合理的に展開すること，また組織が変
革の可能性を持つということである．ドラッカーによるマネジメントを，現在
の社会福祉サービスにおいて研究する存在意義はまさにそこにある．
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Ⅳ . おわりに
最初の私の問題意識は「社会福祉はサービスなのか」という素朴な疑問に
あった．サービスとして定型化され，社会的な承認の下で，支援を必要とする
人々が権利意識を持ってそのサービスを使えるようになること自体に，私は異
論が無いのである．むしろ，社会福祉サービスのスタッフがともすると，限ら
れた資源の中で効率性を追求するなどして，マニュアル化して利用者をかけが
えのない存在として認識するという本質を見失う危険性がある．これはどの業
種にもいえることかもしれないが，このような状況を克服するためにも，個人
職員のレベルに矮小化すべきでは無かろう．ドラッカーの述べた組織マネジメ
ントによる，ミッションの認識や顧客満足原理の確認というダイナミズムの視
点が必要になると考えられる．
【注】
（1）牧田満知子 , 岡本美也子「社会福祉法における質の評価」
『甲子園短期大学紀要』20 2002，
p. 9
（2）服部勝人『ホスピタリティ学のすすめ』丸善株式会社，2008，p. 103
（3）岩田正美「社会福祉理論における社会福祉サービスの位置と意味」
『人文学報』281 東京都
立大学，1997，p. 20
（4）武川正吾「社会福祉に内在する非対称性」
『社会福祉研究』121 鉄道弘済会，2015，p. 27
（5）K. エリクセン『ヒューマンサービス』豊原廉次郎訳，誠信書房，1982，p. 8
（6）荒木誠之『社会保障法読本』有斐閣，2002，p. 180
（7）岩田正美，前掲 3，p. 19
（8）津田耕一『施設に問われる利用者支援』久美株式会社，2001，p. 54
（9）宮内拓智，本田正俊『医療福祉サービスとマーケティング・コミュニケーション』
『京都創
成大学紀要』7 2007，p. 128
（10）上野千鶴子『ケアされるということ』岩波書店，2006，p. 26
（11）岩崎晋也「社会福祉における社会と個人の価値対立」
『人文学報』272 東京都立大学，
1996，p. 19
（12）岡村重夫『社会福祉原論』全国社会福祉協議会，1983，p. 98
（13）鈴木五郎「新社会福祉法と地域福祉」
『ソーシャルワーカー』7
協会，2003，p. 2

日本ソーシャルワーカー

（14）同上，p 3
（15）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
（16）遠藤正一『究極の介護サービスを創る』日本医療企画，2006，p. 16
（17）末崎栄司「社会福祉サービスの商品化における商品の意味」
『社会福祉学部論集』8 佛教大
学，2012，p. 1
（18）P. F. ドラッカー『非営利組織の経営』上田惇生訳，ダイヤモンド社，2007，p. 168
（19）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，2007，p. 17
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（20）P. F. ドラッカー『マネジメント【エッセンシャル版】』上田惇生訳，ダイヤモンド社，
2001，p.9
（21）P. F. ドラッカー『非営利組織の経営』上田惇生訳，ダイヤモンド社，2007，p. 125

ドラッカーのみた「既に起きた未来」― その 1
社会生態学者としての基本哲学と認識の仕方

（22）同上，p.124

Drucker’s Vision of “The Future That Has Already Happened”Ⅰ:
His Basic Philosophy and Cognition as a Social Ecologist

（23）同上，p.126
（24）同上，p.7
（25）前掲 5，p.246

藤原健一

（26）河口弘雄「非営利組織のマーケティングの課題と展望」
『経営教育研究』1 日本マネジメ
ント学会，1998，p.129

Kenichi Fujiwara

（本会会員）

（27）中村剛「社会福祉における正義」
『社会福祉学』49-2 2008，p. 3

Summary

（28）同上，p.5
（29）徳江順一郎『サービス＆ホスピタリティマネジメント』産業能率大学出版部
p.188

2011，

（30）高橋量一「ホスピタリティマネジメント」
『ホスピタリティマネジメント』1 - 1 2010，p. 42
（31）前掲 19，p.23
（32）十川廣圀「ミドルマネジメントと組織活性化」
『三田商学会』43 2000，p. 18
（33）星野晴彦『介護福祉士のためのソーシャルワーク』久美出版，2006，p. 10

【略歴】 文教大学人間科学部教授．主たる著書『社会福祉サービスとホスピタリティ』相
川書房，2015 年，『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 年．
上智大学大学院文学研究科博士課程満期退学，横浜市福祉職，上智社会福祉専門
学校専任教員を経て現職．関心領域は社会福祉，ホスピタリティ．

In order to elucidate Drucker’s own paradigms of view and thinking as a social
ecologist, his basic philosophy and cognition have been studied by means
of perception of “Gestalt” or “Configuration” for almost all his intellectual
legacy． Especially, the interdisciplinary several issues have been discussed on
philosophy and science, science and methodology, science and technology,
politics and economy, individual and society, history of western and world,
ethics and moral, and the new world view of this “post-modern” world．

1. はじめに
現代社会のあるべき姿と現実を誰よりも早く的確に描き続け多大な功績を
もって築き上げられたドラッカーの知の遺産は，今後も組織や社会の発展のみ
ならず 21 世紀に生きる我々一人ひとりの生き方に指針を与えるものである．こ
の偉大な遺産の底流に共通して存在するドラッカーの物事に対する見方や考え
方を理解し実践できればその活用度のレベルは飛躍的に向上することが期待で
きよう．しかし，その遺産の中身は質，量共に膨大かつ他に類例のないユニー
クなものでベールに包まれた部分も多く，今日マネジメント学も一般教養のレ
ベルに達しているとは言い難い（1）．
そこで，本研究はドラッカーの社会生態学者としての基本哲学と知覚的認識
の仕方（以下，
「社会生態学者としての世界観」と呼ぶ．
）を浮き彫りにするこ
とを目的とした．この目的のためドラッカー自身の回想を手掛かりとして哲学
と科学，科学とその方法，科学と技術，政治と経済，個人と社会，西洋史と世界
史，倫理と道徳の観点から論じるとともにポスト・モダンの新たな世界観につ
いて考察した．

2. 研究方法
（2）
本研究は先ずドラッカーがポスト・モダンと呼ぶ新たな世界観（1957 年）
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及び社会生態学者としての回想（3）を整理した後，最新著作（4）や回想（5）等を含む
著作全体を俯瞰した．その結果，伝統的な科学の基本的なものの見方や考え方
そのもの並びに技術及び科学の概念に大きな変化が生じたとの認識が根底にあ
り，社会を描写する上で技術と科学が一つの基軸になっていることを示す以下
の点に着眼した．
（1）17 世紀のデカルトの物心二元論と因果律に代表される西洋近代科学の
機械論的な世界観では自然現象，社会現象共にうまく説明できなくなり，
目的と合目的的プロセスをもつ秩序理念を基礎に置き，部分の総和とは
（6）
異なる意味を持つ全体像”
を知覚的に認識（7）する新しい世界観に移行
したことを示したこと．なお，前者の因果律は，分かり易く言えば「全体
は部分によって規定されるというデカルト的世界観」であるのに対し，
後者は公理とは言えないまでも「部分は全体をよく考えることにより存
在するという世界観」と説明されている（1957 年）．
（2）社会生態学は，マネジメントと同様，200 年前に死語となった道徳科学
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3 . 1 基本哲学
（1）絶対普遍妥当性，即ち絶対真理と絶対合理は世の中に存在する．しかし，
それには何人も努力して近付くことは出来ても決して手に入れることは
出来ない．また人間は善と悪の両面をもつが完全には善にも悪にもなり
得ない．そこで，だからこそ人間一人ひとり本来持っている自由意志を
発揮し絶対普遍妥当性と善に一歩でも近付くよう努力することに価値が
ある．ここで，自由の本質は責任と意思決定を伴う選択である．
①人類が手に入れている自然科学の法則や原理等の知識体系は，自然現
象の全体像について一部分を説明するに過ぎず，しかもすべて真理そ
のものではなく近似解である．
②人間社会は経済活動を含め動的な非平衡状態にある．これを完璧に説
明できる理論や制度は存在しない．
（2）人は一人では生きていけず機能する社会を必要とし，社会は責任を伴う
自由と能力，そしてお互いに尊重し合い思いやりと助け合いの精神をも
つ一人ひとりの貢献を必要とする．ここで，人の権力を信奉せず人の責
任や能力に基づく権威，そして思いやり（13）を信奉する．

（moral science）であるとし，さらにマネジメントは伝統的な意味でのリ
ベラル・アーツ（一般教養）に最も近いとしたこと（8）．
（3）マネジメントをはじめ組織，その他数多くのものを道具（ツール）と位置

（3）社会のあり方として一人ひとりに立ち「位置」と「役割」を与え正当性の

づけたが，技術は道具ではなく仕事の仕方に関わる問題としたこと（9）．
（4）20 世紀の新技術と新産業の中核となる知識はすべて一つのシステムとし
て，即ち“全体像”を知覚的に認識するものである．この新技術は，単な

ある権力を有した自由社会の理念に立ち，如何にして継続性をもつ伝統
に立脚しつつ革新を続けていけるかが，社会及び国を含むすべての組織
が安定性を得る鍵を握る．

る応用科学ではなく，自然科学と人文学からなる知識の全体系を糧とし
て採り入れたものである．ここに自然科学と人文学の区別はなく，300 年
前デカルトによって西洋思想に持ち込まれた物と心の分裂（物心二元論）
はなくなりつつあるとしたこと（10）．
（5）技術と科学における古代から現代までの変化点をそれぞれの概念の基本
的な変化，それらの相互作用，そして最終的にそれらを仕事と関連付け
て知識の意味と適用の仕方の変遷として描いていること（11）．
（6）イノベーション（革新）の位置づけが次第に増していったこと（12）．
続いて，ドラッカーの世界観について作業仮説を設定し，主要な論点におい
て仮説・検証を繰り返し，その妥当性を確認して最終的に次に示す内容を結論
とした．

3. ドラッカーの社会生態学者としての世界観
故ドラッカーは，生涯にわたり自らを社会生態学者（造語）として位置付け
下記に示す基本哲学と知覚的な認識を特徴とする世界観を有する．

3 . 2 認識の仕方
物事の認識の仕方は，目的論的かつ自然科学と人文学を融合した合理的なも
ので下記の通り分析よりも知覚的認識を重視したものである．また人文学や社
会科学においても自然科学分野の科学，技術，工学，発明，そして革新（イノ
ベーション）と同様に考える．
（1）何ごとも部分からではなく全体像を知覚することから先ずスタートする．
（2）知覚は虚心坦懐に一切の前提（常識，先入観，固定観念，思い込み，既存
の学問，理論，主義，通念，通説等々）を排除し現実を直視して行う．
（3）次に，“新しい現実”が非可逆的変化か否か，そして社会に与える影響は
如何ほどかについて定性的かつ定量的に自問自答し，“既に起きた未来”
として知覚的に認識する．その際の考え方は以下の通りである．
①意義目的の妥当性と効果的手段，そして合目的的プロセスか否かを検
討する．
②自然科学と同様に科学的方法，仮説・検証，そして思考実験を用いる．
③仮 説の採否は，理論の根拠の有無，現実に起きている事象を矛盾なく
説明できるか否かを判断基準とする．
上記の通り科学的な合理性を重視するとともに，最終的には行動のリスクよ
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りも行動しないリスクの方が大きいと考え経験を尊重し実践を重視する．その
際，当面のニーズと長期のニーズを調和させ，今日を良き日に，明日をさらに
良き日にすることが肝要と考える．

ト等の偉大な思想家に傾倒していったこと，しかしこの法治国家への強い関
心と取り組みは実際にナチスが台頭したことによって諦めざるをえなくなり，
『経済人の終わり』
（1939）において社会をあらゆる継続性と信条を喪失したも

以上，ドラッカーの社会生態学者としての物事の見方と考え方は言わば通常
の意味ではパラダイム・レスであり，ここに示す世界観こそ自身のパラダイム
である．

のとして描いた後，当時誕生しつつあった産業社会のため継続性と変化の両立
を図る理論と構造を明らかにすべく『産業人の未来』
（1942）を執筆したことが
述べられている．

この世界観によりドラッカーは 20 世紀半ば“ポスト・モダン”と呼ぶ非デカ
ルト的世界観が新しい現実となったと世界に先駆けて発表する一方，自らこれ
を究めつつ公式には各種学問の教鞭をとる大学教授であり非公式には経営コン
サルタントとしてとして行動し，
「既に起きた未来」を「新しい現実」としてい
ち早く的確に描写し続けてきた現代最高の実践的哲学者であると同時に哲学的

その結果，当然の如く組織に関心が移っていき産業社会において一人ひとり
の努力に“立ち位置”と“役割”を与え共同の業績として統合する機関を分析し
た『会社という概念』
（1946）を皮切りに一連のマネジメントの研究へと進むこ
とになり，次第に技術への関心が生まれたこと，長い年月を経て変化をもマネ
ジメントされるべきことを認識し始め，組織の継続性を維持するための唯一の

実践者であったと言える．その意味では，結果的に得られた知見は社会におけ
るベスト・プラクティスの集積体であることになろう．

方法が組織構造の中に革新（イノベーション）を仕組み化することであると認
識し，その発展の試みとして『イノベーションと起業家精神』
（1985）を執筆し

続いて，本題に入る前に先ず，ドラッカーの人柄と社会生態学者としての回
想について述べたい．なお，以下の論述は，上記仮説の妥当性を確認するとと
もに補完する内容に限定した．

た経緯が克明に示されている．また，社会生態学者の責任としては理解し易い
ものにすることを上げ，難解でなければ科学でなく尊敬に値しないなどという
自惚れによる高慢な反啓蒙主義は知識人の裏切りであり現代の特に米国内にお
いて文化が衰退してきた責任は彼らにあると，強く戒めている（16）．これは表題
の考察を行う上で見逃せないものである．この点に関連し本回想に示された留

4. ドラッカーの人柄

意事項と社会生態学者としての仕事の進め方について要点を以下に記したい．
著作の内容や実際に会った人の話を総合するとドラッカーは，一言で言え
ば，東洋の陰徳にも似た謙虚さと一人ひとりに対する非常に深い思いやりがあ
り，結局一人ひとりの幸せを考えていると言えよう（14）．
また，人類最高と言っても過言でない頭脳と知識を持ち，多大の功績と名声
を得ながら尊大な態度をみせない．さらに，GM での調査結果に基づく提言が
GM 自体に採用されなかったにもかかわらず，当時の社長スローンの意思決定
の仕方に対し高い評価を行っていること（15），一方で弱者を含め各種の非営利団
体で社会貢献を行っていたことは見逃せない．
ここに人間一人ひとりの善悪正邪ではなく，その考え方そのものやその考え
方を導き出す環境を論じる社会生態学者としての一貫した姿勢をみることがで
きる．

5. 社会生態学者としての回想
ドラッカーは，著作はすべてトクビルをはじめコモンズ，バジョット等，由
緒ある系譜を誇る社会生態学の立場から書かれており，その目的は継続性・保
守と変化・革新（イノベーション）とのバランスを図りつつ動的に不均衡状態
にある社会をつくることだということを明確に述べている（1993 年）
．この中
で，ナチスの台頭を早期に予見したことから法治国家を“発明”したフンボル

5 . 1 留意点
（1）無理に予測しないこと．
（2）無理に現象の定量化を行うことは，人をミスリードするか又は全く役に
立たないこと．
（3）現在有効な定量法がないため定性的な手法を使わざるを得ない場合，観察
と識別と評価を行うことのできる厳密な方法でなければならないこと．
5 . 2 仕事の進め方
重要なことは「既に起きた未来」を特定することであり，そのためのポイン
トは以下の通りである．第一に，通念に反することで，
「既に起きている変化は
何か」
，今流行の言葉でいうところの「パラダイムチェンジとは何か」を問いつ
つ社会とコミュニティを観察すること．第二に，「その変化が一時的なもので
はなく，本当の変化であることを示す証拠はあるか」を問うことである．それ
を知る最善の方法は，「その変化は何か結果をもたらしたか」，「何か世の中を
変えたか」を問うことである．第三に，
「もしその変化に意味と重要性があるの
であれば，それはどのような機会をもたらしてくれるか」を問うことである．
以上，社会生態学者ドラッカーは真正面から現実を直視し事実を“あるがま
ま”に描写すると同時に，伝統を守りつつ変化し続けることにより，自由社会
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ドラッカーは「やがて誰の目にも明らかになるものの覆いを世に先んじて外
してくれる先見性のある哲学者」であったと言うドリス夫人の言葉の通りであ
り（2009 年），また，科学の定義として「合理的知識を求めて体系的に探求する
こと」とし（20），科学にとって知覚的認識の重要性を明確に認識しつつ社会の出
来事についても自然科学分野の第一級の科学者に勝るとも劣らない科学者本来

から広義のものまで幅広い．また，科学の定義もこれまた人によって異なり客
観的に定められたものがない．ここでは英国ラッセル卿の定義を紹介したい．
ラッセルによれば，
「哲学とは，正確な知識を云々することのできない事柄に
ついての思弁だということ」であり，
「おおざっぱに言えば，科学とはわたした
ちに分かっているもの，哲学とはわたくしたちに分からないもの」である（17）．
この定義に従えば，ドラッカーの業績はまさに哲学の領域にあったものを科学
にしたと言える．

の態度を貫き真の社会科学を実践したと言える．

他方，ラッセルの師匠でコンピューター誕生の端緒となった記号論理学の
共同研究者でもあったホワイトヘッドは，
『自然認識の諸原理』
（1919）の序文
で「われわれが知覚的認識のもっとも単純な要素から科学的諸概念の演繹につ

一方，社会科学に携わる知識人に対する上述のドラッカーの戒めは，人間社
会においては人間の心理が支配的であるにもかかわらず，この現実から離れ五
感による知覚を忘れた研究や学問が多いことへの警告と解する．
しかし，人間の知覚的認識には限界と錯覚があることも事実である．実際，
ドラッカーはイノベーション機会の源泉を説明する中で，人間の知覚的認識が
如何に客観性に欠け恣意的なものであることを示す多数の具体事例を紹介して

いて議論する場合には，ただちに哲学的理論へと導かれてゆく．……しかし，
……われわれは自然，すなわち知覚的認識にのみ関心をもっているのであり，
……この相違は自然哲学を形而上学から厳密に区別するものである．」として
いる（18）．アインシュタインが従来の“時間”の概念を一変させる一般相対性理
論を発表した 3 年後のことである．
ここで注目したいのは自然科学の知識を構築する上でホワイトヘッドは「知
覚的認識のみに関心をもっている．
」と言及している点である．このことは，自
然科学の分野では伝統的に知覚が最重要かつ初めにありきは当然のことであっ
たことを如実に示している．人間が直接，肉眼や耳で知覚できない場合は，可
視光線の波長域を外れた X 線や赤外線，あるいは可聴域以外の超音波等々の観
測手段を用いて通常，間接的に自然現象を知覚するわけである．その後，1920
年代にハイゼンベルクやシュレーディンガーらにより確立された量子力学にお
いて明らかになった物質の粒子と波動の二面性はまさに物理観測を介して知覚
的に認識されたものである．
一般相対性理論や量子論は，ニュートンの古典力学とは一線を画し，従来の
時間，空間，物質の概念を一変させデカルトの機械論的世界観に疑問を投げか
けることとなった．
ドラッカーは，これらの新しく誕生した物理学や他の諸学問の状況を踏ま
え「ポスト・モダン」の新しい世界観とし，部分の総和とは異なる意味をもつ
全体像を知覚することは各学問領域で「既に起きた未来」
（1957 年）（19）と指摘
した後，20 世紀の新しい技術は知識の全体像を知覚することにより出現したこ
と（1969 年），さらに“分析から知覚へ； 新しい世界観”と強調している（1989
年）．

6 . 2 科学とその方法
自然科学の分野では人間の知覚を補完する各種の測定機器や数学を使用して
人類が知り得なかった自然現象を解明してきたが，同時に偉大な発見は多くの
研究事例にみられるように現代においても人間の五感に負うことが多いのも事
実である．

いる（1985 年）
．この中で特に人の知覚的認識の変化や人口構造の変化につい
ては事実を事実として受け入れること自体の困難さが示されている．その原因
や正しい知覚方法についてはこれまで必ずしも明らかにされていない．
そこで，社会生態学者として現実をあるがままに“みる”ことのできるド
ラッカーの世界観の基礎となる知覚的認識能力の理解には不可欠と考える点に
ついて言及したい．
（1）人間の知覚と錯覚
「知覚は心の内にあり，そして全
先ず，バークリー（21）のジレンマ呼ばれる，
自然は心の外にある．したがって，全自然という概念は我々の知覚生活とは何
ら関係をもたないということである．
」ということは知覚の限界を示すもので
重要である．例えば，遠くに夕日に照らされた真紅の雲が見えるとしよう．そ
の中に人間がいた場合，その虹は中にいる人間には薄暗い霧しか知覚できない
ことを思い浮かべれば分かり易い（22）．
また人間の感覚（視覚，聴覚，味覚，嗅覚，触覚）の大きさは，いずれも光や
音等，各種刺激（物理量）に対し対数で示されることが古くから知られている
（ウエーバー・フェヒナーの法則）．人間の錯覚については，心理学において
ホーソン効果，プラシーボ効果，認知的不協和理論をはじめ多数の研究成果が
知られている．
このように知覚神経の基本的な特性や錯覚によって，無意識のうちに思い込
みが生じ易いことを認識し，それらを自ら排除することは社会生態学者にとっ
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ては当然であろう．一方，我々一般の人はこれらの要因により固定観念に呪縛
し，ドラッカーが 60 年近く前に「既に起きた未来」として示した新しい世界観
は現実でありながら，その後の哲学の貧困とも相俟って概念としての認識が希

ぼ同義であり，ドラッカーがポスト・モダンと呼ぶ世界観の鍵を握る「全体像」
（ゲシュタルト）の概念と対応する．その他パーキンソンの法則やハインリッヒ
の法則などが経験則としてよく知られている．

薄なままであると言えよう（後述）
．
そもそも一般に社会科学の場合，
「原因と結果の関係を究明することこそが
社会科学の究極の目的とする．
」と公然と言われているのが現実である（23）．こ

知覚は一種の経験であり，知覚的認識を重視する以上，経験則を重視するの
は当然である．
「賢者は歴史に学び，愚者は経験に学ぶ」という格言が知られて
いるが，これは正確には「愚者は自分一人だけの経験から学ぶと言うが，私は

の事実は真摯に研究活動を行う知識人においてさえ機械論に偏重したデカルト

他人の経験から学ぶのが好きである．
」というビスマルクの発言に基づいてお
り，決して経験を軽視したものではないことである．
このようにドラッカーは論理的である一方で理論に拘泥することなく経験則
に基づく実践重視の姿勢を常に持っていたと言える．
（4）問題解決

的世界観の呪縛と科学そのものに対する思い込みのあることを端的に示してい
る．ローゼンブリュートは，
「科学を一律に定義することは不可能である」と指
摘したが（24），上述のドラッカーの定義にしたがえば自然現象も社会現象も無理
なく共通に扱えるのではなかろうか．
因みに，ドラッカーは 20 世紀における知識の危険性を論じる中で，行動科学
に対し「人間が自律できるようにすることを目的としないことは人間を裏切る
ものであり，人間が合理的かつ精神的存在であることを肯定しないのは科学を
裏切るものである．
」
（1957 年）との痛烈な批判を浴びせ，行動分析学の創始者
であるスキナーの「人間を“操作”して“幸せ“にする」という考え方は善意に
は違いないが本質的に破壊行為とみている．このことは一般に第一級と目され
ている社会科学者でさえも根本的に機械論に偏重した思い込みのあることを示
唆している．
（2）仮説と検証
合理的知識を得る方法として仮説と検証を繰り返すことは自然科学分野では
重要である．この仮説・検証法をドラッカーは社会的事象に対して積極的に用
いている．一般に仮説の設定は，論理展開や推論の方法として有名な帰納法や
演繹法によって単純になされることは実際にはほとんどなく，
「そのように考
えると現実に起きる事象をうまく説明ができそう」という仮説の発想はパース
の提唱した逆演繹法（25）に近いものである．またビッグデータという形で統計学
がもてはやされる昨今ではあるが，統計は因果関係ではなくあくまで相関関係
を示すものであることやサンプリングが恣意的になされる等の理由で検証には
成り難い．これらのことを含め，
「統計学を学んだことのある人なら誰でも知っ
（26）
ている．
」 と言う中でドラッカーは言いたいのであろう．
（3）経験則
ドラッカーも言及している「パレートの法則」や「合成の誤謬」は元々，経済
学において認識された経験則であり社会現象を正しく理解する上では重要な意
味を持つ．別名 80：20 の法則とも言われるパレートの法則は，社会現象は正規
分布でないことを示し，上述のウエーバー・フェヒナーの法則と密接に関係が
ありそうであるが現状では経験則として扱われている．
また合成の誤謬は，いわゆるミクロ経済とマクロ経済の間で矛盾の生じるこ
とを説明するものであるが，これは「部分の総和が全体とは異なること」とほ

ドラッカーはコンサルティングを行う際，的を射た質問を行うことで知られ
る．質問は当事者本人の考えを引き出すものである．実際，この質問によって
多くの人が思考を刺激されたと言う．このように当人自らの発想を重視する質
問による問題解決は，一人ひとりが責任をもって自由に意思決定を行うことの
重要性を強調する信条の表れであると同時に「正解を得ようと心配せず，何が
問題か正しく組み立てることだという皆が学んだ数学教師の戒めは真実であ
り，……哲学，科学，方法論，またおそらく芸術においてさえ，問題が規定出来
た瞬間，正しい問題が提出された瞬間，詳細スペックが熟知された瞬間，解決
の緒につく．」
（1957 年）という経験則に根ざし，社会生態学やマネジメントと
いう道徳科学にとって重要な方法論であることを示唆している．
（5）パラダイム
パラダイムとは，科学史家のトーマス・クーンが自然科学分野で用いた後，
各方面で広く用いられるようになり現実を理解する「思考の枠組み」とか「暗
黙の了解」とも言われるが，
「パラダイムとはルールと規範（成文化は必しも不
要）であり，境界を明確にし成功するために境界内でどう行動すればよいかを
（1992 年）が分かり
教えてくれるものである．」というパーカーによる定義（27）
易い．
ドラッカーは，
「マネジメントのような社会科学では，現実についての基本
的な仮定や前提が証明のないままパラダイムとなり，しかもそれは無意識のう
ちに導入されその分野が現実とするものや焦点を当てるべきものをそのまま決
め，さらには無視するものや“うっとうしい例外“として排除すべきものまで
大体決めてしまう」とした上で，マネジメントの基本的な仮定が変わり新しい
パラダイムになったとする（1999 年）（28）．
ここで留意すべきは，新しいパラダイムとする事項はすべてドラッカー自
身が『現代の経営』
（1954）以来，前提にしてきたことである．これらが学者を
含む一般のマネジメントの関係者には正しく理解されないまま 20 世紀末頃に
なってやっと知覚的に認識されてきたことを意味する．
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このことは一般の社会科学分野におけるパラダイムはドラッカー本人にとっ
てはパラダイムではないことを示している．これは通説や通念に囚われない正
に科学者の基本姿勢である．

れは自然科学分野ではごく普通の合理的かつ真っ当な判断基準である．
また，経済領域は重要ではあっても独立したものでなく経済活動や経済合理
性は社会や人間の目指す非経済的な目的のための手段に過ぎないとの理由から

6 . 3 科学と技術
ドラッカーの洞察力は自然科学や技術にも遺憾なく発揮されている．例えば

経済学を自立した科学としては認められないと明言した上，健全かつ正常な経
済は均衡状態にあるとするケインズ経済学を否定し動的な不均衡状態にあるこ
とを前提にイノベーション（革新）を創造的破壊とするシュンペーター経済学

『百家全書』を技術革命の中核と捉えていく過程はまさに科学者の仮説・検証
アプローチを用いた緻密さである（29）．このように社会現象についても自然科学
と同様に厳密に合理的な議論を展開し，物事の見方と考え方はまさに科学と科
学の手法を用いたものである．換言すれば，道徳科学とする社会生態学は通常
の社会科学以上に“科学”である．
一方，マネジメントにおいては，医学と同様，科学だけにこだわらず行動に
よって生じるリスクより行動しないリスクが大きいとして実践を重視する姿勢
は“技術”重視でもある．つまり，ドラッカーのマネジメントは二つの側面を有
し限りなく“科学”であると同時に実践としてのマネジメントは限りなく“技
術”である．実際，1970 年代の米国のイノベーションと起業家行動は自然科学
分野の技術に基づくというよりも起業家行動のマネジメントという新しい技術
（technology）（30）により起きたとしている（1985 年）
．その技術は，自然科学分
野のものを仮に“自然技術”と呼べば，社会生態学から生まれた“社会技術”と
言えよう．このとき社会革新（social innovation）における“技術”や“発明”も
有意義な概念になろう（31）．
6 . 4 政治と経済
ドラッカー弱冠 20 歳の時のデビュー作『経済人の終わり』
（1939）は，政治学
の書と位置づけ，その政治目的はヨーロッパの伝統と全体主義の間に，如何な
る妥協もありえないとする信念に基づき，自由を脅かす全体主義に抵抗し，自
由を守る意思を固めることを表明している．この書においてブルジョア資本主
義，マルクス主義のいずれも経済発展により自由と平等を達成するという“経
済人”の概念が破綻したことにより崩壊し，それに続く全体主義には根拠がな
いと断じた．
ここで留意したいのは，ドラッカーが破綻したとか崩壊したと判断する基準

の基本的な考え方に賛同している（32）．
6 . 5 個人と社会
第二次大戦中，その核心的争点と解決策は何かという関心を持ちつつ来たる
べき産業社会を如何にしたら自由社会として構築できるかという主題の下に著
された『産業人の未来』
（1942）において，
「企業社会は自らの成員に対し，社会
的な「立ち位置」と「役割」を与えるときのみ機能する．そして企業内の権力が
その成員による責任と意思決定を基盤とするとき産業社会もはじめて自由な社
会となる．」という構想をドラッカーは示した．ここに個人一人ひとりと社会と
の関係がどうあるべきかドラッカーの考えを知ることができる．
この中で，自由（freedom）とは，キリスト教由来の概念であり人の手には永
久に届き得ぬ絶対真理と絶対合理が存在するとの仮定の上に成り立ち，人間は
完全な善でも悪でもあり得ず善を追究することが万人に課された責務であるか
らこそ自由の必要性が生じるとし，いかなる目的を有する社会においてもその
中核にある自由が社会秩序の原理として存在する点こそ政治において最も重要
と論じている．この根源的な自由思想の上にドラッカーはマネジメント論を組
み立てており，MBO
（Management By Objectives and Self-Control）を唯一の
哲学だとする（1973 年）理由もここに明らかである．なお，ドラッカーが示し
た自由（freedom）（33）の概念は仏教由来の“自由”とは異なるが，自律という点
で両者に共通性のあることも日本のみならず東洋で広く受け入れられる理由で
あろう．
また，人間は本性として善と悪の両面を持ち戦争は半永久的になくならない
ともドラッカーは述べている．ただし，このことは国民性や民族性とは無関係
なものとして認識している．そして当時，産業社会の目的が見当たらないこと

は，その理論体系の前提に根拠のないことか又は理論から導出されることが現
実に合わないことである．全体主義の場合，リーダーの無謬性とカリスマ性を

こそ直面する問題と捉え，その後その中核的な役割を担い全体主義に代わる唯
一のものとしてマネジメントを位置づけ（1973 年）
，その体系化に傾注したも
（34）
のと言えよう ．

旨とする指導者原理に根拠がないことであり，当時の欧州社会の目的であった
自由と平等をもたらすはずの資本主義とマルクス主義は両方ともそうはならず
貧富の差や階級闘争を増大させ依拠する経済人の概念が現実離れしていること
である．また既存の経済学を否定するのは，今や有効でなくなった教条的な理
論に囚われて有り得ないとすることが次々に現実の動きとなることである．こ

6 . 6 歴史
『新しい現実』
（1989）において「ロシア帝国崩壊のとき」を論じる中で，現代
史における西洋史を世界史に変えた最も重要な事件として 1857 年のセポイの
反乱と 1867 年の日本の明治維新の二つをドラッカーは上げた．前者は西洋化
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を決定づけ後者は西洋国が非西洋国を植民地化してきた 500 年にわたる歴史に
対し非植民地化の流れを決定づけたとし，両者は 1873 年（35）という歴史の「境
界」の少し前に起こったと言う．
世界史において民族や国家の利害得失を超越したドラッカーの公平かつ客観
性の高い世界観の一端をここにみることができる．
6 . 7 倫理と道徳
マネジメントを論じる中でドラッカーは，公的責任がマネジメントの倫理で
あり優れた企業文化を創る上で道徳的な行動規範の重要性を強調し（1954 年），
ギリシャ時代の名医ヒポクラテスの言葉として知られる「知りながら害を為
すな．」はマネジメントに限らず公的責任を負うプロフェッショナルの倫理の
基本だとする（1973 年）
．また，
「マネジメントは道徳上の関心事，即ち善悪と
いう人間の本質と深くかかわるもの」であり（36），マネジャーやリーダーの要件
として信頼は必須であり，そのために約束を守ることや「言動の道義的一貫性
（37）
（integrity）」
を上げている．
なお，いわゆる企業倫理については，世間で議論されているものは「マスコ
ミのイベントと考えた方がよい」と切り捨て，儒教に一定の評価を置いてい
る（38）．

7.“ポスト・モダン”の新しい世界観について
『変貌する社会』
（1957）に示されたポスト・モダンの新しい世界観は，日本で
は明治維新のときに既に始まっており欧米では 1940 年代から各学問分野で始
まったとされる．その後，この新しい世界観は現実には種々の学問においては
大いに進展したが，その哲学そのものは何も変わらないどころか，ますますデ
（39）
．確かにドラッ
カルト的世界観に進んだとドラッカーは振り返る（1995 年）
カーの指摘通り現実と我々の一般的通念や哲学的理解には大きな乖離がある．
最もデカルト的な物理学や工学の分野においてさえ最も非デカルト的な“量
子”や全体像を重視する“システム”の概念を 20 世紀半ばから口にし始めてい
たにもかかわらず，21 世紀の現代においてその新しい現実に対する認識は一般
に希薄にみえる．知覚的な認識能力は日本画からみると 10 世紀以来の伝統であ
り近代化と経済発展の根底にあったとされる日本（40）においてもしかりである．
このようなデカルト的世界観の呪縛から脱却するためには，連続性のある状
況もある閾値を超えた瞬間，非連続性（断絶）が生じ新たな状況を生む，即ち量
的な変化が質的な変化となることの説明として「砂粒も大量になれば砂丘にな
る．」
（1957 年）という例えはヒントになろう．これは，如何に大きな変化であっ
ても質的なものである場合，定量化に拘泥すると見逃し易いことを教えてくれ
るものであり，一般に学問やビジネスにおいて定量的データを過度に重視する

ドラッカーのみた「既に起きた未来」―その1 社会生態学者としての基本哲学と認識の仕方

189

あまり質的な問題を軽視する風潮は見直しが必要と考える．
また，よりよい未来を築くためには，その新しい世界観についての哲学上の
発展もさることながら，先ず本当に“既に起きた未来”の新しい現実であるか
否か改めて我々一人ひとりが問うことにより広く深く“知覚”的に認識する必
要性があると考える．
因みに，生物学者であり哲学者としても有名なジャック・モノーは，
『偶然と
必然』
（1966）の中で僅かな偶然による DNA 変化が進化の過程を経て必然とな
るという研究結果から，また脳神経分野で著名な哲学者ローゼンブリュートは
『脳と心』
（1970）において脳（脳神経）と心（意識）の間に相互作用が認められ
ないという研究結果に基づき，それぞれデカルトの二元論を肯定し物理的・機
械論的な議論を展開している．しかし，モノーとローゼンブリュートの研究結
果は人も生物として機能していることを示したに過ぎず，ドラッカーのみた新
しい世界観が否定されるわけではない．
また，ドラッカーが博士の学位をもつ法の世界（41）においては，そもそも原因
と結果の法則は擬制的なものであり人間社会に秩序をもたらすという目的の
下，善くも悪くも人間の意思によって法は定められてきた．ここで民主的では
なく時の権力者によって一方的に制定され得ることも忘れてはならない．
法に限らず人文学や社会科学の分野の研究対象は，いずれも主として人間の
心によって起きるものである．元々，法は人間の常識的な倫理観や道徳観が基
本にあり，経済学（エコノミクス）はギリシャ語オイコノミクスからきており
「共同体のあり方」を意味する．それらは，心を知性，感情，意思（知情意）に分
けると情理的かつ論理的な意志の問題である．
上述の研究事例のように人間の自由意志の存在を因果律に基づく研究からは
確認できないという理由で否定するのはまさにドラッカーの指摘する知識人の
奢りであり軽率でもある．何故なら，学問や科学は自然界や社会で起きる事象
について未だごく僅かしか解明できてなく，しかも人間一人ひとりが自らの意
志によって本人や周囲の者，そして社会や世界を変えてきたことは人類の歴史
と現実をみたとき厳然たる事実である．
故ドラッカーは，大きな功績を遺したが本人自身は“数人の人に対し為すべ
きことを為せるよう可能にせしめた者”として文字通りに憶えられたいと言
う（42）．この“何をもって憶えられたいか”という問いは，東洋の目的論や志（こ
ころざし）の思想にも通じる．
このようにドラッカーは，東洋思想とも親和性の高い世界観に基づいて何に
も束縛されない自由な環境を自ら構築し日本画を通じてこの知覚能力を意識的
にきわめつつ，責任を伴う自由な意思決定により比類なきほどに多大の功績を
もって世界に向けて真の自由を体現したと筆者は考える．
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8. 結び
今年戦後 70 周年になる第二次世界大戦は，世界大恐慌（1929 年）に続いて
ドラッカーがいち早く興隆を見抜いたナチス・ドイツのポーランド侵攻（1939
年）により始まり 2 , 000 万人以上もの犠牲者を出した．ドラッカーは，イーダス
ハイムによれば，1930 年，欧州で経済市場の暴落を目の当たりし，その失敗と
崩壊はビジネスの貧弱さと政府の失政にあると考え，しっかりしたマネジメン
トこそ重要かつ必要との信念にいたったという（43）．その後ドラッカーは西洋社
会を破局から救い日本の戦後復興をはじめ世界の産業社会の勃興と発展に大き
く貢献したと言っても過言ではなかろう．
しかし，ドラッカー没後，米国サブプライムローンに端を発した住宅バブル
の崩壊を引き金に起きた世界経済の暴落が起き，やっと立ち直り見せるように
なったものの，2014 年に入ってウクライナ，中東，その他の紛争のニュースが
伝えられており，ドラッカーが 80 年以上も前に危惧した状況を繰り返してい
る．また，日本では 1990 年代後半から始まった長期デフレ経済からやっと脱出
出来そうな状況である．もっと多くの人が 20 世紀前半からドラッカーによっ
て「既に起きた未来」を新しい現実として描かれてきたことに謙虚に耳を傾け
ていればもっと良い世界になったに違いない．
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（4）P. F. Drucker（2001）. この書はビジネスに限定した『現代の経営』，非営利団体を含む『マネ
ジメント』その他の主要著作の記述内容が整合性を持つよう加筆修正されている．
（5）P. F. ドラッカー（2005），『ドラッカー 20 世紀を生きて』
（私の履歴書）その他著作のまえ
がき，付録，序文も参考にした．
（6）
“configuration“ の訳として市販書では「形態」となっているところ「全体像」とした .”
configuration”はゲシュタルト心理学のゲシュタルト（独語： gestalt）と同義の英訳であり，
Drucker
（1957）, Chap. 1 The New World-View 以来，重要な概念である．因みに化学では，あ
る化合物固有の化学結合における立体構造を configuration（立体配置）と呼び，その化学結
合の回転状態によって異なる形状・形態を採り得る conformation（立体配座）と区別する．
（7）
“perception" は「物事の感覚による把握（認知，認識）の仕方や受け止め方」，「物事の本質
を理解する力」，「物事の見方や捉え方によって得られる考え，信条，イメージ」のいずれ
かと解し，適宜，「知覚」，「知覚的認識」等に訳出した．なお，市販書の邦訳は「知覚」若し
くは「認識」となっている．
（8）P. F. Drucker（1986）, Chap. 27 Management as a Liberal Art,「第 28 章 教養学科としてのマネ
ジメント」及び Drucker（1993 - 2）, Afterword: Reflection of a Social Ecologist,「終章 ある社会
生態学者の回想」．それぞれ邦訳は精神科学，道徳科学となっているが原書では同じ moral
science であり本報では道徳科学とした．伝統的な意味とは，“人間を自由にする実践的技
芸”と解する．
（9）P. F. Drucker（1 9 9 3 - 2）, Chap. 19 Technology, Science and Culture, Technology and Culture
（1993）に詳述されている．
: 上田惇生訳「第 8 章 技術と科学」
（1961）
（10）Drucker（1969）, Chap. 2 THE NEW INDUSTRIES AND THEIR DYNAMICS: 上田惇生訳「第 2
章 新産業の誕生」
（2007）．本報では science を科学とし humanities は人文学とした．ここで
学問体系は自然科学と人文学に二分類されていると解される．

21 世紀についてもドラッカーの示してくれた人間の生き方や社会のあり方，
そしてマネジメントの真髄を一人ひとりが一般教養レベルで修得できればもっ

（11）P. F. Drucker（1993 - 1）
, Chap. 1, P. F. Drucker（1993 - 2）, Chap. 19. 両者の記述内容を併せる
とよく分かる．

とよい世界となるであろう．現代の知識社会における”教育ある人間”には，普
遍性や他の偉大な文化・伝統・遺産の相互理解，そして分析能力と同様に訓練
された知覚的認識能力が必要とドラッカーはみた（44）．それらを効果的かつ効率
的に成し遂げるためにもドラッカーの遺産はまさにうってつけの教材と言えよ

（13）
“compassion”の訳として市販書は「人の心」となっているところ「思いやり」とした．

（12）ドラッカー自身が欧米向けに編纂した最後の著作（The Essential Drucker, 2001）は全 26
章の内，『イノベーションと起業家精神』
（1986）から 5 章を選択している．

う．

（14）ドラッカーの人柄について，E. H. Edersheim（2007）によればジム・コリンズは「きわめ
て思いやりのある人」と言っている．また上田（2012）は「ドラッカーの問題意識は人が
幸せであるためには何が必要か」と述べている．

【注】

（15）P. F. Drucker
（1966），P. F. ドラッカー（1946），上田惇生訳，改訂版付録及び P. F. ドラッカー
（2005）参照．

参考文献として原著を引用する場合，市販書の邦訳を参考にしつつ主に筆者による翻訳文を
用い，邦訳（カタカナ表記の著者名のもの）を引用する場合は市販書の邦訳をそのまま示し
た．翻訳に際しては Oxford Learner’s Dictionaries 等の英英辞典を参考にした．本報の目的達成
のため原文への忠実さを優先したため，市販書のこなれた邦訳とは異なり生硬な文章になっ
ている点はご容赦いただきたい．
（1）P. F. Drucker（1986）, Chap. 27 Management as a Liberal Art：「第 28 章 教養学科としてのマネ
ジメント」．
（2）P. F. Drucker（1957）, Chap. 1 The New World-View, 現代経営研究会訳（1957）
「第 1 章 新しい
世界観」．
（3）P. F. Drucker（1993-2）, Afterword: Reflection of a Social Ecologist：上田惇生訳「終章 ある社
会生態学者の回想」
（1993-2）．

（16）このドラッカーの見解は，経済学の分野においては米国のクルーグマン教授（1998），京
都大学の藤井教授（2012 - 2），そして元ウクライナ大使 馬渕氏（2012）らの見解とも同旨
である．
（17）B. ラッセル（1960）, p. 5 〜 6 .
（18）A. N. ホワイトヘッド（1919），p. 2 .
（19）P. F. Drucker（1957）のタイトルは，当初“The Future that has Already Happened”
「既に起き
た未来」にしたかったが長いので変えたと回想している（1995，改訂版の紹介記事）.
（20）P. F. Drucker（1961）, Technology, Science and Culture, Technology and Culture in P. F. Drucker
（1993 - 2），「第 8 章 技術と科学」上田惇生訳（1993）.
（21）バークリー（George Berkeley ，1685 - 1753）は唯心論的な観念論をはじめて提唱し，また
「存在することは知覚されることである」
（英語で“To be is to be perceived”）という基本
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原則を提唱した経験主義者とされている．米国カリフォルニア大学バークレー校のある
バークレー市は彼の名に因んだもの．
（22）ホワイトヘッド（1919）
（23）濵田嘉昭，青木久美子「科学的探求の方法（’11）」，放送大学，「第 9 回 原因と結果」
（2014
年 6 月 8 日放送）．この中で濵田教授は，自然科学は相対性理論や量子論の登場によって
因果律は完璧ではなくなったことを指摘する一方，青木教授は，社会科学では因果関係
を求めることは困難としながらもそれは究極の目的だと説明している．
（24）A. ローゼンブリュート（1970），p. 1.
（25）A. ローゼンブリュート（1970），p. 93. 逆演繹法を提唱したパース（Piece，1876-1908）は，
プラグマティズムの創始者とされる．
（26）P. F. Drucker（1993-2）, Afterword: Reflection of a Social Ecologist, 上田惇生他訳「終章
る社会生態学者の回想」
（1993）．

あ

（27）J. パーカー（1992）.
（28）P. F. ドラッカー（1999），
「第 1 章 マネジメントの常識が変わる―パラダイム転換」，P. F.
Drucker（2001）, Chap. 6 MANAGEMENT’S NEW PARADIGMS.
（29）P. F. Drucker（1961）
, Technology, Science and Culture, Technology and Culture in Chap.19, P. F.
Drucker（1993 - 2）
,「第 8 章 技術と科学」上田惇生訳（1993）及び P. F. Drucker（1993 - 1），
Chap.1 From Capitalisim to Knowledge Society, 上田惇生訳（1993）
「第 1 章 資本主義から知
識社会へ」に詳述されている．
（30）道具と技術を区別するドラッカーは，通常マネジメントは道具としているがこのとき技
術として位置付けたことになる．ただし，マネジメントを技術（technology）とすること
は，“entrepreneurial management” に限定したものと解した．その後，1993 年の回想におい
てマネジメントを再び道具としているためである．
（31）ここに言う社会技術は，いわゆる科学技術の社会に及ぼす影響を論じる意味ではなく，
ドラッカーがしばしば社会革新（social innovation）や社会工学（social engineering）の対象
とする社会制度や経済現象等に適用する技（わざ）と術（すべ）の意味である．また，こ
の社会技術の分野における工学と革新は，例えば金融工学とクレジット・デフォルト・ス
ワップ（Credit default swap，CDS）が現に相当しよう．ただし，この事例は著しく難解かつ
道徳性を欠くもので“知識人の裏切り”というドラッカーの指摘に該当しよう．
（32）P. F. Drucker（1993-2）, Part Two Economics as a Social Dimension: P. F. ドラッカー（1992），
「経済学の貧困」，上田惇生他訳（1992）
;「Ⅱ部 社会における経済学」上田惇生他訳
（1993）．この中でドラッカーがケインズ経済学を 1946 年以降，否定してきた理由及び
シュンペーター経済学への高まる期待等について詳述している．冒頭に何故，経済学に
強い関心を抱きつつ，同時に見限ったかについて示されている．
（33）小堀（2010）によれば，“自由”という語は明治維新後 freedom の訳として導入されたも
のではなく元来，仏教由来のもので“自在”とも同義であり，鈴木大拙の説明として「竹
は竹のまま，木は木のまま」という意に解すると分かり易い．一方，free とは元来，何かか
ら「解放」されるという意味である．
（34）P. F. Drucker（2008）の序文において，これまでの最重要の貢献は何かと尋ねられドラッ
カーは次のように答えている．
「約 60 年前，マネジメントが組織社会の中核的な機関（器
官）と機能になってきたと認識した．ここでマネジメントはビジネスだけでなく，現代社
会のすべての組織・機関の支配的な機関（器官）である．そして，マネジメントを一つの
規律体系として確立し，人と権力，そして価値，構造，基本原則，そして，それらの責任は
何かの観点から掘り下げた．即ち，マネジメント学を真のリベラル・アート（一般教養）
としてきた．」
（1999 年）．
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（35）1873 年，世界初の大恐慌と言われ世界的なデフレ現象が 1896 年まで続いた．その後 1929
年に起きた世界大恐慌と区別する意味で大不況とも呼ばれることもある．
（36）P. F. Drucker（1989）, Chap. 15 Management as social function and liberal art：「第 15 章
会的機能及び一般教養としてのマネジメント」上田惇生他訳（1989）．

社

（37）P. F. Drucker（1988）in P. F. Drucker（2001）
, Chap. 19 Leadership as Work, 上田惇生他訳，
「第
15 章 仕事としてのリーダーシップ」
（1992）．原文の integrity は，英英辞典によれば“正
直さと強く身につけている道徳原理の質”
（Oxford Dictionaries），「他人が敬意や信頼を寄
せるよう自ら信じる道徳原理に従った言動の一貫性」
（MACMILLAN Dictionary）であり，
ここでは，“言動の道義的一貫性”とした . なお，市販書の邦訳は『現代の経営』と『マネ
ジメント』では“真摯さ”，『未来企業』では“一貫性”となっている．
（38）P. F. Drucker（1981） in P. F. Drucker（1993 - 2）Chap.14 Can There Be “Business Ethics?”, 上
田惇生他訳，「第 7 章 企業倫理とは何か」
（1992）.
（39）P. F. Drucker（1957）, Rev. Ed.（1996）の序文に約 40 年後の振り返りとして示されている
（1995 年）．
（40）P. F. Drucker（1979）in P. F. Drucker（1993 - 2）, Chap. 25 A View of Japan through Japanese
Art, 上田惇生他訳，「第 11 章 日本画に見る日本」
（1993 - 2）
.
（41）P.G. ヴィノグラドフ（1959）.
（42）E. H. Edersheim（2007）, Chap.7.“数人に……”の後，“文字通りに”と言っており，このコ
メントは非常に興味深いが残念ながらそれ以上は言及されていないため謎である．少な
くとも『経済人の終わり』を高く評価し全体主義と対抗した英国首相チャーチルと雑誌
王ヘンリー・ルースを含むと解する．
（43）E. H. Edersheim（2007）.
（44）P. F. Drucker（1993 - 2）
.
※参考文献は次論文末掲載．

194

ドラッカーのみた「既に起きた未来」―その2 変わりゆく社会の経済的側面：ドラッカー経済学

研究論文

ドラッカーのみた「既に起きた未来」― その2
変わりゆく社会の経済的側面：ドラッカー経済学

Drucker’s Vision of “The Future That Has Already Happened” II:
The Economic Aspects of Changing Society; Drucker Economics

藤原健一

Kenichi Fujiwara

（本会会員）

Summary
After a review on Drucker’s perception of the “discontinuity” or the “divide” as
great changesand the economic background in our society, Drucker economics of his
economic view has been studied as the theory consisting of postulates and a series
of lawsin the economic aspects of the social phenomena, which he had historically
perceived in the whole society that every existing economics ignores altogether.
Major postulates of the theory are that the source of wealth is knowledge, and the
economic growth does not depend on increase of neither labor force nor demands,
but on increase of the productivity of knowledge workers. Especially, it has been
emphasized that the technology of entrepreneurial management is not only one of the
“knowledge technologies” shown in “The Age of Discontinuity”(1969), but also a
master technology of both building up a needed knowledge technology and applying
the knowledge of the technology to an innovation.Finally, it has been shown that the
decisive difference of the theory from the other established economics is recognized
in the concept of freedom with individual responsibility and decision, in a high
affinity for the Japanese traditional capitalism, and in accord with what happens
inthe real world.

1. はじめに
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でありながら初めて明らかにされたものもある．
それは日本を含め世界が今まさに置かれている諸問題を解決する際の基本的
かつ具体的な視点を提供するものであり，組織人としてのみならず個人にとっ
ても有用であろう．
経済については，ドラッカーは社会全体における社会現象の一側面として捉
える．この点においてドラッカーの経済観は“共同体のあり方”を意味するオ
イコノミクス（エコノミクスの語源）の視点，否，それをも超えた社会や人間の
目指す目的や価値等の非経済的領域を視野に入れたものであり，それらを加味
しない既存の経済学とは異質のものである．因みに，2008 年に起きた金融危機
について，ドラッカーは予言こそしなかったものの早くから金融システムの脆
弱性と対策に言及し（1969 年），直接の原因となった金融派生商品（いわゆる
デリバティブ）は“まがいもの”のイノベーションであると指摘していた（1999
（2）
年）
．
故ドラッカーは，人文学や社会科学のみならず技術や科学等の自然科学も含
めた幅広に分野に精通し，全体主義をはじめマルクス主義や資本主義について
も造詣が深く第一級の経済観を持つ．その証拠に本人は経済学者でないと言い
つつ 21 世紀初頭まで生涯にわたり経済の実態に対する洞察を的確に発表し続
け専門家からも注目を浴び，また 21 世紀の日本についても大きな期待を寄せ
るとともに構造転換期における成功要因や乗り越えるべき課題を提示してい
た（3）．
今 , 日本は新たな経済成長に向けてデフレ脱却の真っ只中 にあるが，資本主
義や市場のあり方についても原点に立ち返って考える必要があろう．
本報は 21 世紀に生きる我々の行動指針を得るための一環として，ドラッカー
史観の根底にある経済観（以下，ドラッカー経済学と呼ぶ．）の究明を目的とし
た．この目的のため，社会の変化と経済的背景を概観した後，ドラッカー経済
学の学説を示し，その有効性について考察を行ったものである．

2. 研究方法

よりよい未来を築くためには過去 , 現在の延長として未来に外挿するか，ま
た逆に理想の未来像を描いて現在に内揷するという考え方が一般にあろう．
さらにここにドラッカーが 20 世紀初頭から 21 世紀初頭までの生涯を通じて
みてきた“既に起きた未来”
（以下，ドラッカー史観と呼ぶ．
）を活用するという
第三の方法がある．
ドラッカー史観は，前報でみた社会生態学者としての基本哲学及びポスト・
モダンの新しい世界観に依拠した認識の仕方に基づき，自然現象に例えれば
津波ではなく海底地震を真の現象として知覚的に認識する根源的なものであ
る（1）．それは既に新しい現実となったものでありながら各分野の専門家でさえ
も未だほとんど気付いてないことも多い．その中には何百年も前に起きたこと

先ず，
『Landmarks of TOMORROW− A Report on the New “Post-Modern” world（ 明
（4）
日への道標−新しいポスト・モダンの世界に関するレポート）
』
（1957）
の内容
を概観した後，
『The Age of Discontinuity–Guidelines to Our Changing Society –
（非
（5）
連続の時代―変わりゆく社会のガイドライン―）
』
（1969）
に示された認
識を本研究の基軸に置いた．次に，『The New Realities（新しい現実）』
（1989），
『Post-Capitalist Society（ ポスト資本家社会）
』
（1993）
，その他の著作との照合に

より見解の整合性を確認した．
この内ドラッカーの経済学説について，その背景となる社会と経済の変化，
資本主義と市場，技術と科学における知識の意味と変遷及び既存経済学に対す
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る認識についてドラッカー史観として再編成した後，根源性と共通性の観点か
ら公準的仮定と法則に分離した．続いて，ドラッカー経済学における根本思想
及び現状との整合性について考察を行った．既存の経済学説については現実と

れの概要を以下に示す．
（1）知識技術
経験に基礎を置いた 19 世紀までの技術と産業に代わり，自然科学と人文学

の整合性を比較的重視するクルーグマン及びスティグリッツのテキストも参考
にした．

からなる知識の全体系を糧として採り入れた新しい技術（知識技術）が 20 世紀
に出現し，またこの新技術の知識に基づいて情報産業，海洋開発，素材産業，都
市開発という四分野において新しい産業が出現した．

3. ドラッカー史観
ドラッカーは，まるで水系を分かつ分水嶺が如く根源的な変化が起きる“歴
史の境界”として，自由放任が政治の基本理念であった自由主義時代の終焉と
して 1873 年を上げた．その次に政府が進歩を意味する時代の終焉として 1973
年を上げ，政府による経済支配と社会指導を理念とする“社会による救済”と
“経済的利害の連合“という二大思想は終焉し，また最後の植民地帝国，ソ連邦
解体の最終段階に入り，新しい時代は既に始まっていることを強調した（1989
年） ．
この新しい時代は，
『明日への道標』
（1957）において方向性が示された後，
『非連続の時代』
（1969）において社会と経済は旧来の延長線上で連続的に起き
（6）

るのではなく，全く異質のものへと非連続的に大きく変化していくものとして
具体的に示された．
また，この変化は数百年ごとに起きる大きなものであるが，革命とは異なり
“歴史の境界”を超えた後ゆっくりと静かに進行し歴史的にみれば 40 年から 50
年かかり 2010 年から 2020 年頃まで続くとした（1993 年）
．その後，非連続的な
変化を終えた新しい社会が誰もの眼前に現れていることになる．
この新しい時代について，ドラッカー自身は“歴史の境界”を越える 15 年以
上前から知覚的に認識し，ドラッカー史観の骨格は世界の誰一人気付かなかっ
た 1960 年代までに示されていたことは注目に値する．
一方，我々一般人は今後，何年経っても“茹でガエル”の例えのようにこの変
化を知覚できないか，又は間違った認識を持つ可能性さえある．実際，1873 年
の歴史の境界では 1920 年頃，世界中の大多数の人が誤った認識を持つに至っ
たと言える．このような過ちを繰り返さないためにも時代の変化を明確に正し
く認識する必要があろう．
そこで先ず，発刊当時，世界中で衝撃をもって広く受け入れられた『非連続
の時代』
（1969）に示された四つの領域における“不連続面”（7）を改めて確認し
ておきたい．
3 . 1 社会と経済の変化
ドラッカーは，20 世紀半ば新たに知識技術（8），世界経済，組織社会，知識社
会が出現してきたことにおいて旧来のものとの“不連続面”をみたが，それぞ

また，第一次大戦前の自ら発明し事業化させる起業家主体の発明の時代に代
わり，イノベーションをもたらす個人の起業家段階を経た後，組織的なマネジ
メントによる高次の起業家的行動の段階に入った．
（2）世界経済
18 世紀に生まれ 20 世紀まで続いた国家間の国際経済とは異なるものとして，
一つになった世界経済が出現した．その結果，人種間の格差問題や途上国の経
済発展上の課題が新しく生まれ，現実とは合致せずほとんど何の役にも立たな
くなった既存の経済学を超える新しい経済学理論を構築する必要がありその要
件を示した．
（3）組織社会
組織間の相互依存性を基盤とする新種のものとして多元化した組織社会が出
現した．その組織の責任，権限，正当性及びマネジメントの基本と原則を示し
た．
（4）知識社会
多元化した組織社会と経済の現実としては知識を中心に置く知識社会，知識
経済が出現した．それらの中核にあるマネジメントの責任や教育のあり方に言
及した．
以上の史観に通底するのは，人間は自由意志を有し，その人間が生み出して
きた技能工芸や技術によって文明を築いてきたという歴史観，そして人間とそ
の知識を如何に生産的なものにするかというマネジメントの視点にある．
次に，本題のドラッカー経済学に直結するドラッカーのみた資本主義と市
場，技術と科学における知識の意味と適用先の変遷及び既存の経済学について
要約したい．
3 . 2 資本主義と市場
ドラッカーは，資本主義と市場については 1930 年代から次のようにみてき
た．
（1）
「資本主義は第二次大戦前に欧州で崩壊したが，資本主義のシステムが崩
壊したわけではなくその後も米国をはじめ他国では継続し成功を収めな
いとする論拠はない．
」その理由として，
「資本主義システムそのものは
失敗しているどころか最も大胆な夢を越えて成功した．
」
（2）
「資本主義システムの経済的側面の可能性に関する限り，ヘンリー・
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フォードの言が正しく，資本主義の墓堀人たる職業的批評家が間違って
いる．…一方，経済的拡大や増大は，社会の目的を達成するためのあく
まで手段であって目的が達成されない限り手段としての価値はない．
」
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勃興しつつあった資本主義を特定の資本主義にし，両者相俟って急速に世界に
伝播・普及し，1750 年以降 19 世紀末までに伝統的な帝国主義に取って代わる
技術帝国主義とも言える新しい世界文明をつくった．

（以上，1939 年）
．
（3）資本主義を敵と見なす経済論は理不尽かつしばしば子供じみており，そ
のような政治論はこれまで専制の脅威をもたらしたとの見解を示した

（2）生産性革命とマネジメント革命
知識が役に立つことに適用された第二段階は，1880 年頃からフレデリック・
テイラーによって生産の仕事に適用されて生まれた生産性革命である．第三段

上，
「今でも欧州では広く受け入れられている“私人の悪徳が公益とな
る”という 18 世紀初めマンデルの提起した原理が 19 世紀型資本主義への
反感の元にもなっており，資本主義と資本家に対する攻撃は道徳的，倫
理的なものである．
」
（1954 年）
（9）
（4）その後，投機家と法人資本主義の問題点を指摘した後（1986 年）
，
「
“市

階はおそらく最終段階として戦後，知識を知識そのものにも適用する“マネジ
メント”が生まれたことである．この第三段階をマネジメント革命と呼ぶ．
（3）技術と科学の相互関係
上述の技術革命をもたらした技術（technology）における科学との基本的な
違いは内容ではなく焦点にあり最も具体的なものを対象に役立つことに焦点を

場”は少なからざる欠陥にもかかわらず，経済活動をオーガナイズする

当て，その目的は人間の行為能力の向上にあった．実際，当時のすべての技術
において経験則による実践の方が科学よりはるか先を行っていた．

手段としては群を抜いて優れている．過去 40 年間の歴史が証明している
通りである．」と評価し，19 世紀に全盛を極めた資本家中心の社会から知
識経済，知識社会に変わり，市場は“情報資本主義”によって支配される
（1993 年）．
以上，権利ではなく責任を問う保守派の一人として自由市場を信奉しつつ資
本主義に対しては大きな留保条件を付けているとドラッカーが述べている通り
である（10）．
3 . 3 技術と科学における知識の意味と適用先の変遷（11）
ドラッカーによれば，知識は紀元前から 18 世紀半ばまで行為能力，即ち実用
性を意味せず，実用性は知識ではなく技能工芸（techne）から得られるものと
されてきたが，1750 年頃始まった技術革命により初めて実用性を意味するよ
うになり，その後 200 年間における人間社会の爆発的変化は技術の概念におけ
る基本的変化により実現した．この過程は一般に信じられている「科学の進歩」
ではなく，以下の通り技術における知識の意味と適用先の変遷であり当時の科
学の知識はほとんど全く関与していない．なお，この技術革命はこれまで一般
歴史家も技術史家も誰も関心を寄せてこなかったものである．
（1）技術革命
技術革命は，主として先ず『百家全書』
（1750 年）においてすでにあった秘伝
の技能工芸が公共利用できるよう体系的に再編成されたことにより学問として
の技術（technology）が誕生したことに始まる．このとき初めて知識は実用性
を意味するようになり，第一段階として道具，工程，製品に適用された．
その後 1750 年から 1850 年までの 100 年間に技術の体系化プロセスを経て農
業，機械工芸（今日のエンジニアリング）
，医療の 3 分野において技術革命をも
たらした．
この技術革命により誕生した技術の急速な進展は産業革命をもたらし，既に

一方，科学は技術の影響をただちに受け，科学の定義「合理的知識のための
体系的な探求」はギリシャ時代や中国春秋時代のものからこれまで変わらない
まま知識の意味は人間の心に焦点を当てた理解から技術の応用に焦点を当てた
コントロールに変わり科学は形而上学の基本問題を提起するものから社会的・
政治的な基本問題を提起するものへと変わっていった．
この変化は技術の新しい概念，即ち自己内発的なダイナミクスを備えた正真
正銘の技術革命によってもたらされたものである．しかし，技術革命の影響を
受けた科学の知識が逆に技術に応用されたのは相当遅く，例えばワットの蒸気
機関の熱力学挙動にクラウジウスとケルビンが科学的定式を与えるまで実に
75 年間を要した．
その後，科学は 20 世紀に入って労働寿命の飛躍的な伸びをもたらした．その
理由は，実は医学の進歩とは関係が薄く，科学的農業革命（12）による農業人口の
減少と科学的管理法による生産性革命による単純労働の減少によるものであっ
た．
このように 7000 年前発見され道具を生み出すことで文明を築いてきた技能
に替わり，20 世紀の技術は人間の行動と知識を結びつけるもの，歴史とその知
識を結びつけるものとなった．
3 . 4 既存の経済学
シュンペーター経済学以外の既存経済学に対するドラッカーの見方は，『経
済人の終わり』
（1939）以来，一貫して否定的なものであり，その後，次のよう
に指摘してきた．
（1）ケインズについてはアダム・スミスに始まる古典派経済学の正統な後継
者であり清算人として位置付け理論的分析は傑作だとしつつ，自らの信
条や理論に反する政治的な政策提言を行ったことを批判し，「名声を与
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えたニューディール等の経済政策は間違いであった」と断じた（1946 年，
（13）
1993 年）
．
（2）マルクス経済学については，
『マネジメントの実践』
（1954）において資
源活用の経済的側面として生産性を論じる中で，
「肉体労働が唯一の生
産的資源であるとする 18 世紀の迷信をもたらし，人が達成するものはす
べて筋肉的な努力の大きさによって測定できるとする機械論的な誤謬を
マルクスが信じたことで恒久的に無力なものとなった．」と触れている
（1954 年）．
これは古典派経済学の基礎である労働価値説や利潤の源泉を説明したマ
ルクスの剰余価値説の前提を否定するものと言えよう．
（3）既存の経済学はいずれも世界経済ではなく国民経済という閉鎖系の中で
均衡していることを前提とし，技術やイノベーションを無視し，成長の
理論が存在していない（1969 年）
．
（4）新しい経済学の方向性として，短期ではなく長期に焦点を当てた法則を
重視し，短期の消費者利益と長期の国の生産性・競争力をバランスさせ
るための経済学理論が必要である（1989 年）．
（5）ハイエクに始まる新古典派のミクロ経済学については一定の有効性を認
めるも，機能する社会と安定した政治を生み出すというその主張は否定
（14）
．
されたと断じた（1995 年）
（6）ケインズ経済学の間違いは貨幣，信用，金利を理想気体の温度や圧力に
見立てたモデルにあり，フリードマンやサプライサイダーのポスト（ネ
オ）ケインズ学派を含めマクロ経済学理論は下記に示す前提が現実に合
致してない（15）．
①マクロ経済がミクロ経済を動かす．
②物 品やサービスの実物経済は，通貨と信用からなるシンボル経済に
よって決定される存在に過ぎない．
③個 人が自分のマネーをどのような早さで使うか（マネーの回転速度）
は社会的習慣の一つであり，経済は消費によって規定される．
以上，ドラッカーは，既存の経済学については前提そのものが事実と異なる
ことをもって否定する一方，第二次大戦後，米国は修正ケインズ派，英国は筋
金入りのケインズ派，ドイツは 1910 年当時の自由経済派，フランスはドイツ以
前の 1700 年当時のまま純粋重商主義を継承し，日本は経済学抜きで状況に合
わせて超保守主義と超急進主義の間を往き来しているとの認識を示している
（1969 年）．
最近，2008 年の金融危機に対し戦後構築された膨大な経済学の体系は予防も
対策も役立たず，バジョットその他戦前の経済学を参考にしたという米国の元
経済諮問委員長サマーズの証言がフェリックス・マーチンにより明らかにされ
た（16）．
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ここでバジョット経済学は，貨幣，銀行業，ファイナンスを出発点し「マネー
経済の現実に合わせて理論を構築すべきであって理論に経済を合わせるべき
ではない．」との主張や「現実は人と人との信頼関係，すなわち信用がベースに
なっており機械論的な理論には馴染まず，経済がどう機能しているかを正しく
理解するためには歴史や政策，大衆心理を熟知しなければならず抽象的な論理
や数学的計算から導き出すのは不可能である．
」とするものである．
このバジョットの見解は，ドラッカーが気質や物事の捉え方とアプローチは
バジョットに最も近いと回想する通り（17），確かに基本的な考え方はドラッカー
に受け継がれている．かくして，今やドラッカーの経済学説こそが正に自ら
「有効な経済政策を行うために我々が生きる経済の現実と直面する課題に即し
た前提に立つ新しい理論が必要である．」
（1989 年）とする理論そのもの乃至そ
の原型と位置付けることができよう．

4. ドラッカー経済学
4 . 1 系譜
ドラッカーの経済学説は，シュンペーター経済学に基礎を置き（18），理論初
めにありきではなく現実に起きている事実に基づいた理論構築を志向するバ
ジョット経済学の流れをくむ．なお，シュンペーター経済学は，社会と経済は
動的な非平衡状態にあり経済成長の要因として創造的破壊としてのイノベー
ションとその担い手として起業家をあげるものである．
4 . 2 特徴
ドラッカー経済学の特徴は，第一に社会現象の側面として経済を捉え，第二
に非営利組織や経済成長と技術をも対象範囲とし，第三に知識を富の源泉と位
置付け資源かつ資本とする成長論にあり，結果として第四にミクロ経済の成長
とマクロ経済の成長とがリンクし，第五に世界で起きる経済現象をよく説明で
きることにある．
4 . 3 公準的仮定
（1）前提
①経済は，社会が目指し，そして求めることに対して，一人ひとり自由意
志を持つ個人と組織が結果を出そうとして行う自律的活動によって規定
される．ここで，
“自由”とは責任をもって選択の意思決定を行うことに
ある．
②企業は経済成長を牽引する機関である．
③非営利組織は大義を達成するために経済性も考慮しなければならない．
（2）事業の目的と経済合理性
事業の目的は顧客を創造することにあり，そのためにはマーケティングとイ
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ノベーションを主軸にしたマネジメントにより顧客にとっての価値を短期及び
中長期に如何に提供するかが肝要である．ここで，利益の最大化を目的にする
ことは誤りであるも，下記の観点から経済合理性を追求する．
①費用対効果と投資効果
②目的と手段と結果の区別
③効果と効率の区別
（3）富の源泉と政策
富の源泉は仕事や知識そのものに適用する知識にあり，利益の存在を説明す
る唯一の根拠はイノベーションとそのイノベーターである（1993 年）
．
①ミクロ経済がマクロ経済を変えているのが実態であり，健全な経済政策
を行うには，技術の変化やイノベーションが経済に及ぼす影響に関する
情報は必須である．
②経済成長を想定した瞬間，不確実性を想定する以上リスクは当然のこと
であるため焦点はコストではなくリスクにある．
③経済政策の目的として，より大きくより善いリスクを負い得るようにし
なければならない．
※このリスクを負える民間企業は国営に較べて強みである．
（4）知識経済
知識を仕事のみならず知識自体へ適用するマネジメントによって生じる新た
な責任を如何に果たすかが未来の文明を決める．
①知識は主たる生産要素や投資費目になり，第一次産業に位置付けてもよ
い資源になった．知識により従来の土地，労働，資本が入手できるとい
う意味では知識が基本的な資本であり，知識労働者が主体である．
※ 2 0 世紀の成長分野であり GDP の半分以上を占める政府，医療，教育，余
暇は市場経済のものではなく既存の経済理論に従わない（1989 年）．
②知識には無限の流動性があり，経済資源としての知識の貿易では輸入国
のストックは増大するも輸出国のストックは減少しない．
③知識労働は技能や労働の必要性をなくすどころか，逆に技能の基盤とし
て使われて初めて生産的になり，自ら労働の需要を際限なく生み出す．
④知識経済における知識は，何か新しさを意味するいわゆる知識人のもの
とは異なり，新しさ古さには関係なく実際に適用されることに意味があ
る．
（5）知識ある者の心理と倫理
知識労働者としての自負と現実の間にある葛藤こそが，教育ある者の幻滅感
の根底にあり 21 世紀最大の問題となる．
①慈善は貧しいながら誇りある人の自立を妨げる（19 世紀初頭に明らかに
なったこととしてカールポランニーの説を支持する．）．
②教育によって知識は得られても見識（wisdom）はほとんど得られない．
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③知識に関わる倫理や権力を正当化するのは責任であることについて同僚
とともに自律的に学び取らねばならない．
（6）利益
会計上の利益とは，実際は第一に資金等の重要資源，第二にリスクと不確実
性に対する保険，第三に明日の雇用や年金という三つの真のコストであり，成
長のためにそれらを賄えるよう問題にしなければならない（19）．
①一般に利益は資源配分の尺度であり指標である．これこそが共産主義国
が利益性を尺度として導入する理由である．
②共産主義国も含め政治信条や経済構造の如何にかかわらず経済拡大には
利益は必要であることを意味する．
③利益は内部留保すべきものではなく，正しいリスクにかけるべく資本市
場に戻すべきである．
（7）市場
（20）
，一つの世界市場の中
1939 年以来初めて世界経済に競争が戻り（1961 年）
に国内市場と地場市場はあり，国内経済，地場経済のいずれも世界経済の影響
を受けるのは避けられない構造を有し，その中に商品市場，労働市場，資本市
場の市場が併存する．
①一次産品経済と工業経済とは分離し，資源多消費型から省資源型の製品
に移行した．
②工業生産と雇用は分離し，労働コストは費用，競争要件として重要度が
低下した．
③実物経済の取引額をはるかに上回るシンボル経済（資本移動，為替レー
ト，信用の流れ）が世界経済を動かす“羽車”として出現し，両者は相互
に密接には結び付かずむしろ分離していき，今後は為替レートが経済政
（21）
策としても経済理論おいても強力な競争要因となる（以上，1986 年）
．

④世界経済における貿易は，リカードの比較優位論に基づく補完的貿易よ
りも，知識の生産活動への適用によってコストが規定される製品の競争
的貿易が主体である．
⑤市場はマクロ経済上の事象によって影響は受けるが，基本的には消費者
が選択権を持った瞬間，自律的に資源配分をコントロールする．
（8）価格
価格は買い手が欲するものを入手するために支払うものであり，顧客にとっ
ての価値によって決定される．
（9）経済成長
経済成長は，労働力の増加や需要の増大ではなく知識労働者の生産性の伸び
によってのみもたらされる．それは，今日，先進諸国だけが持ち，今後持ち続け
（22）
．
るであろう，唯一の競争力要因である（1997 年）
①過 去 100 年間にわたり 50 倍以上の生産性向上をもたらしてきた肉体労
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働の生産性革命は終焉に近付き今後は，知識労働者の生産性が支配的な
要因となる（1993 年）
．
②このとき，知識を経済活動や非営利活動に適用した結果として改善，開

岩崎弥太郎は，いずれも好事例である．
⑥多元化する組織社会においては，意思決定者と実行者の分離が望ましい．
（3）イノベーション（25）

発，進化，イノベーションが重要な要素である．
③生産性向上のためには，第一に必要のない仕事を止めること，第二に仕
事に集中すること，第三に生産性の意味を考える，第四に労働者をマネ

“イノベーション”は経済用語であり非技術的イノベーション―即ち社会的又
は経済的イノベーション―の重要度は技術的なものと同程度である（1973年）
．
①イノベーションは富を創造する新しい能力を資源に与えるものであり，

ジメントのパートナーとする，第五に継続学習，第六に他人に教えると
いう 6 ステップがある（23）．

資源の利用方法や経済的価値を与えて初めて資源の意義があるという意
味では資源を創造するものであり，また既存の資源から得られる富の創
出能力を増大させるものである．
②景気循環とは無関係に活況する企業に共通するのは，イノベーションを
もたらす起業家的行動のマネジメントという新しい技術（technology）

④適切なマネジメントによりミクロ経済は景気循環に影響を受けにくい成
長を遂げ，ミクロ経済の成長に応じてマクロ経済も成長する．
4 . 4 法則
（1）通貨と信用（24）
①世界経済において経済発展すれば世界的なデフレとなり，また通貨危機
の危険が高まる．
※ 1 877 年以降数回起きた経済危機，特に 1929 年の大恐慌は第一次大戦
後急ごしらえでつくられた国際通貨体制の崩壊によるもので，国内経
済というより世界経済に起因する問題であった．
②各国政府によって設立された世界銀行や国際通貨基金（IMF）は，自律
的な存在として国際的に民営化された事例である．
※これらのシステムを世界経済のために発展させることができれば，何
千年もの間，国家主権に属するとされてきたマネーと信用創造のマネ
ジメントも民営化され得る可能性がある．
（2）経済政策
①度重なる対外政策の失敗の多くは世界経済に起因し，国，企業ともに国
際競争力を強化するか又は少なくとも損なわないことが成功の条件であ
る．
②経済政策をうまく機能させるためには国内外を問わず当事者の意欲と自
助努力を基本としなければならいない．
③必要なものはお金ではなく，社会に対する意義目的，機会，エネルギー
をそれぞれが確信できるビジョンである．
④内外共に貧しさを富の再配分によって解決しようとしても残念ながら賄
うだけの富はこの世に存在せず幻滅以上のものはもたらさない．
⑤一国の経済発展は経済だけの問題ではなく，社会と文化の問題であり制
度と価値観に立脚する必要があり，その本質は貧しい人達を金持ちにす
るのではなく，その人達の富を生み出す能力と生産性を高めることにあ
る．
※信頼を説く儒教のもと人材の育成を説く渋沢栄一と資金の活用を説く

を駆使していることにある．
③一般に，ハイテクや科学技術的事業よりも既に存在する技術や知識を活用
したイノベーションの方が早く確実に高収益事業に発展する場合が多い．
④技術のダイナミクスを理解しその方向と速さを知るための視点として，
第一に経済的ニーズと機会，第二にあらゆる種類の知識動向の把握，第
三に「ビジョンは行動に先行し理解は行動よりも後に得られる．
」という
経験則に基づく新しいビジョンやスローガンという三点があり，いずれ
も顧客とイノベーションの視点に基づくマーケティングが鍵を握る．
（4）その他
①
（ローマクラブの『成長の限界』
（1972）が予測したような）人口増加に
伴う食料や原材料の不足が起きるどころか過剰供給となってきた．
②超大企業中心の規模の経済に替わり，起業家的行動を行う革新的中小企
業による経済（起業家的経済）が優位性を向上させている．
③情報と知識を基盤とする産業が成長の中心になり，物品に替わりサービ
ス貿易の重要性が次第に増してきている．
④国際競争力における低賃金の優位性が低下し，資本コストの重要性が増
している．
⑤資本家が生産手段の所有者という昔ながらの所有の概念は，次第に意味
を失いつつある．
※投資信託や年金基金等序も受託機関が企業の法的な所有者となると，
事実上，私的な所有権はなくなり，国有化抜きで社会化されることに
なる．企業の従業員が昔の資本家にとってかわった．

5 考察
以下，ドラッカー史観の内，特に経済学に焦点を当て，その根本思想，世界経
済，日本経済，経済成長，イノベーションの観点から考察を行いたい．
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5 . 1 根本思想
ドラッカー史観は，西洋と東洋の思想が融合したものの上に構築されている
（26）
ようにみえる．「歴史はより高次になりながら螺旋状に回帰する．
」
という見

により無理なく説明できるものと考える．
ドラッカーは，「企業，産業，国のいずれにとっても今後 25 年間の内に工業
生産を増大させつつ，かつ同時にブルーカラー労働力を低減さることが競争力

方は透徹した洞察力に加えて仏教の輪廻の思想が織り込まれていよう．
また，経済政策としては，労働生産性を人材育成により高めるとことを示し

や先進性を維持する条件である．」とし（1986 年），2002 年には数値目標を示
しつつ米国は既にその条件を満たした構造転換を終え GDP 比率において金融
サービスは製造業を上回り，医療，教育という二大知識産業が既に最も高い経

た渋沢栄一及び資本生産性を資金の活用の仕方により高め多国籍企業を世界で
最も早い時期に始めた岩崎弥太郎を模範例としており，また両者共に貧者の生
産性を高める点で一致していることにおいてロスチャイルド，モルガン，ロッ
クフェラーを凌ぐ偉業としてドラッカーは高く評価している（1969 年）
．また，
渋沢栄一は責任の概念をマネジメントに持ち込んだ世界初のプロフェッショナ
ルとしても紹介されている（1973 年）
．
このような経済観は，無機質なケインズのマクロ経済学とは全く異なり，換
言すれば社会の目的達成のため人間の“自由”意志に投資の“乗数効果”を期待
するものである．またドラッカーが信奉する“自由（freedom）
”は，前報でみた
通りキリスト教由来であるも仏教由来の“自由”の概念に近く，自由放任や放
縦と異なるのはもちろんのこと，単に何かから「解放」される意味や単なる「選
（27）
ではなく責任と意思決定を伴う選択とし，それは社会と個人の双
択の自由」
方に求められるという理念に立脚している点で自由主義の新古典派経済学者ハ
イエクらや新自由主義経済学者フリードマンらのものとは決定的に異なる．
さらに，利益については，17 世紀初頭，日本資本主義を創始したとされる鈴
木正三の「利益は結果である．
」という考え方と酷似している（28）．
これらのことからドラッカー経済学は，日本の伝統的な資本主義と親和性が
高いものと考える．
5 . 2 世界の経済
世界の経済は，事例を上げるまでもなく相互依存性を益々強め国内経済だけ
をマクロ経済とする近代経済学や国際経済ではなく，一つの世界経済として初
めて説明できる現象が起き続けている．
また，世界経済が発展すればデフレ化するとドラッカーはみた．それが何故
なのかについては説明が見当たらないが，旧来の補完的貿易に代わる競争貿易
が関与していると考えるのが妥当であろう．確かに世界経済の発展とともに
デフレ化の傾向がみられ日本では 1990 年代半ばからデフレに突入した．また，
2008 年の金融危機後は他の先進諸国でもディスインフレ（デフレ化傾向）の進
行が明確にみられ欧州と日本は現在も苦闘している状況にある．
しかし，米国はこの金融危機のきっかけをつくったにもかかわらず，1970 年
代に始まるイノベーション（後述）と 90 年代後半から知識経済による成長を開
始したことに加え，2008 年以降三度にわたる金融緩和を経てシェール革命も相
俟って再び成長を取り戻そうとしている．これらはいずれもドラッカー経済学

済成長を遂げていることを示したが（29），その後も知識経済による成長として理
解出来る．
5 . 3 日本経済
日本経済は戦後，世界の模範となるほどの目覚ましい発展を遂げ欧米先進国
に較べ失業率や格差は今でも比較的小さいが，1991 年のバブル崩壊後，20 年近
くにわたり低迷を続けてきた．
この主要因は，’ 90 年代，日本は知識経済型に政策転換を図ることなくド
ラッカーが失敗と断じたケインズのニューディール的公共投資をひたすら続け
た結果，経済成長はマイナスになり政府は多額の債務を抱えたことにあると考
える．問題は名目 GDP が 1998 年以降上昇しなくなり 2012 年まで経済成長がマ
イナス傾向にあり，その決定的阻害要因は戦後先進国で初めて起きたデフレに
ある．
これに対し第二次安倍政権の国家政策として日銀によりリフレーション政策
と新たな公共政策が講じられ，現在も成長戦略が模索されている．関連するい
くつかの論点について触れたい．
（1）為替の影響
1985 年プラザ合意以降の米国の仕掛けたドル安誘導（円高）の結果，米国の
貿易赤字は解消せず日本の貿易黒字は益々増加した現象についてドラッカーは
如何なる既存経済学でも説明できず，為替変動があっても日米の企業の多くが
現地通貨の価格をそのまま維持し輸出先のシェアを維持しようとしている結果
であること（30）や旧来のリカードの比較優位論に基づく補完的貿易が有効性を
失い貿易は投資に従うようになったという見解（31）を示唆してきた．
いずれも世界経済において“競争貿易”が主役になった結果，競争力を失わ
ないように採った行動として説明できる．しかし，現政権発足以降のドル高円
安化への反転後，主流派は日本の輸出が伸びることを期待しており 30 年も前
から経験済みの新しい現実に学ばず未だに古典的経済学理論に固執しているよ
うにみえる．
（2）デフレ
上記の通り日本のデフレは世界経済の発展が主要因の一つと考えることがで
きる．このとき 2012 年まで続いたドル安円高による輸入品の低価格化と過当
競争が物価を押し下げたことも大きなデフレ要因の一つであり，他の要因と相
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俟って最終的に 1997 年以降デフレに陥ったものと考えられる．この点さえも
否定する主流派経済学者が多いのは今や素人目にも明らかな世界経済の存在が
既存の経済学体系に組み込まれていないことによるものと考える．

は人間的なものとしての知識にあり知識を既知の仕事に応用するとき“生産性
の向上“と言い，全く新しい仕事に応用するとき”イノベーション“」と述べて
（36）
いた（1987 年）
．

（3）リフレーション政策
ドラッカーは早い時期からリフレーション政策の有効性を認識していた
（32）
（1961 年）
．クルーグマンがインフレターゲットの有効性を主張する 30 年

しかし，これらは物やサービスの生産性を意味し，上述の「知識労働者の生
産性」
（1997 年）における”生産性”はイノベーションを含めた付加価値の生産

以上も前である．一方，デフレ不況であった昭和恐慌の際，1930 年，当時の高
橋是清蔵相がリフレ政策を実施し世界に先駆けて不況から脱出できたとされ
る（33）．今回 20 年近くも対策が後手に回ったのは政治の不安定を招いた国民全
体の認識不足に起因しよう．一般に GDP を論じる際，マスコミや経済学者がし
ばしば現実の名目 GDP ではなく理論値の実質 GDP を優先的に取り上げること
にも現実そのものに対する認識不足が如実に表われていると考える（34）．
（4）課題
日本については，サービス輸出額は先進国中最下位であり（1995 年），斜陽と

性を意味すると解すのが妥当であろう（37）．このときミクロの知識労働者の生産
性とマクロの生産性，即ち付加価値の総計である国内総生産（GDP）及び成長
会計上の生産性とがリンクし，換言すれば経済成長と一人ひとりの成長とが密
接不可分の関係になったことを意味する．
ここでホワイトカラーの生産性（38）は，一般には製造業で言えば商品の設計・
開発や製造システムの設計，営業であれば営業そのものへの集中等が対象にな
ろうが，一人ひとりの自律性を無視する限り MBO と同様にドラッカーの真意

なった製造業の現実を心理的にほとんど受け入れてなく，これを改め 2010 年
までには製造業における就業者割合を 10％未満にすることが当面の最大の挑
戦課題の一つとドラッカーは指摘していた（2002 年）．現在，サービス貿易受取

は伝わらない．
クルーグマンは「経済成長とは，一国の生産可能性フロンティアが外側にシ
フトすることである．ここでいう成長は，資源の増加や，資源を利用する際の
効率性の改善によって生まれる．」と定義する（39）．ここで資源とは生産手段（生
産の 3 要素）とも経済的資源とも呼ばれる土地（天然資源）
，労働，資本を意味

額の対 GDP 比は，主要国の中で特許等ごく一部が上位であるに過ぎず，海外旅
行者の増加によりやや好転しつつあるものの依然，通信，コンピューター，情
報サービス等を含め全体として非常に低い水準であることに変わりなく（35），ま
た GDP に占める日本の製造業の労働者割合は現在 15％強である．
このように経済成長策については旧来の市場経済原理に従わない知識経済に

しよう．成長会計によれば，経済成長は労働生産性，資本生産性に加え労働や
資本で説明できない技術進歩その他を全要素生産性として分析できる．しか
し，これらの分析だけでは真の生産性を司る技術のダイナミクスは見えてこな
いばかりでなく，只ひたすら働くことや単に資金さえあればよい等短絡的な誤
解を招き易い．

ついての具体策が不足している感が否めない．
また日本ではかつて共同体であった会社がその位置づけを失いつつあること
は今後の大きな課題であろう．

ドラッカーは知識を仕事に適用する段階を生産性革命とし，知識を知識その
ものにも適用する段階をマネジメント革命としている以上，マネジメントこそ

総じて，我々日本人の社会と経済の視点は，旧来のままであり真の問題点や
課題が未だ認識できてないように見受けられる．早く“天動説”的な既存の経
済理論から脱し“地動説”にも匹敵するドラッカー経済学への転換が求められ
よう．そのためには，日本は経済よりも社会を優先するとドラッカーにみられ
ながら社会の変容については認識そのものが希薄にみえるため，先ず新しい社
会の現実を明確に知覚する必要があるのではなかろうか．
5 . 4 経済成長
経済成長について既存経済学は供給と需要のいずれが支配的因子かについて
二者択一的な論争から抜け切れていないように見える．ドラッカーは上述の通
り富の創造は，既存経済学が前提におく資源配分や労働力ではなく，知識の仕
事への応用による生産性とイノベーションによってもたらされると看破した
（1993 年）
．また，ドラッカーは生産性とイノベーションを区別し，
「富の源泉

経済成長の主要な手段である．このとき個人や一企業からなるミクロ経済と一
（40）
は一国のみなら
国若しくは世界のマクロ経済は直結し，
「企業永続の理論」
ず世界の経済成長促進策とも関連付けられよう．しかもドラッカーの経済成長
論は量的なものだけではなく質的なものをも意味するため持続的経済成長の道
を開くものである．ただし，そのためにはマクロ会計上さらなる見直しが求め
られよう（41）．
ドラッカーはマネジメントを，第一に一人ひとりのニーズや夢と可能性に組
織を適応させ，第二にイノベーションを推進する中核として機能し，第三に知
識をより生産的に活用し，第四に科学の全領域をカバーする科学，信条，経験
のシステムとしての一面を有し世界経済の中核として機能し，第 5 に経済や社
（42）
会の発展を司る役割として位置付けている（1969 年）
．このため，ドラッカー
経済学はマネジメントの実践においても有用なものとなり得よう．
以上，変わりゆく社会の経済的側面に注目したドラッカー経済学は現実をよ
く説明するものであり，また長期に焦点を当てた法則を重視しているため今後

210

ドラッカーのみた「既に起きた未来」―その2 変わりゆく社会の経済的側面：ドラッカー経済学

研究論文

211

も長期にわたって有効性が期待出来る．また経済成長のダイナミクスが説明で
きるため未知の世界を新たに切り開くガイドラインにもなろう．
また，世界と日本における経済の現状と経済成長については，原因と結果を

最近，日本においても既に製造からサービスや小売りまで多彩な業種におい
て革新を推進する兆しがみられるが未だ一部の企業である．今後，日本が再び
一定の経済成長を実現するためには政府主導によるマクロの成長戦略もさるこ

機械的に追い求めるデカルト的世界観に基づく既存の経済学では説明できな
いことが多い一方，人間の自由意志を尊重した目的論主体の世界観に基づくド
ラッカー経済学によってよく説明出来る．前報でみたようにドラッカーの社会

とながら，一人ひとりや個別企業によるミクロの革新とそのマネジメントが鍵
を握るとものと考える．

生態学は科学であり絶対普遍妥当性を追究する一種のベスト・プラクティスで
あるとするなら，ドラッカーのみた“既に起きた未来”が現実に合致するのは
当然であろう．そのことの妥当性も同時に確認できたと考える．
最後に，経済成長を確かなものにするイノベーションとマネジメントを実践
する上での留意点を述べたい．
5 . 5 イノベーションとマネジメントについて
『明日への道標』
（1957）においてイノベーション（以下，
“革新”と呼ぶ．
）は
従来の進歩に代わる概念として認識されて以来，新しい時代の経済成長を牽引
する重要な概念である．
『革新と起業家的行動』
（1985）において，マネジメン
トの視点から革新と起業家的行動の実践法や原理が示されている．この中で
1970 年代の米国は一般に不況とされるがそれは既存の煙突産業に焦点を当て
た場合のことであり，実際にはこの間に中小企業は高い成長を示し全体として
大量の雇用創出を生んだことが明らかにされている．
この 1970 年代の米国における革新は，自然科学を応用したいわゆる科学技
術やハイテクによるものではなく起業家的行動のマネジメントという新しい技
術（technology）によって実現したと捉えられていることに留意する必要があ
る．この技術は『非連続の時代』
（1969）において示された上述の知識技術の一
つであるだけではなく，必要な知識技術を合目的的かつシステマティックに構
築し，かつそれを活用するマスター技術として捉えることができる．このとき，
従来，秘伝の技能工芸であった革新が技術によってもたらされるようになった
ことを意味し，ドラッカーの革新論は『百家全書』が果たしたと同様に革新を
広く普及させる役割が期待出来よう．
このドラッカーの革新論は革新機会の源泉を成功確率の高い順に 7 類型上
げ，成功のための前提や条件について通説と異なる数多くのことを逆説的に指
摘している．特に明日ではなく今日の革新のためにはハイテク由来の革新につ
いてはリードタイムの長さ故に期待過剰を戒めると同時にプログラム・リサー
チの有用性や入手可能な既存の技術を活用することの重要性を強調している．
この見解は，「効果的に結果を出すために如何にしたら“既存”の知識を最も
うまく適用できるか知恵を絞ることこそがマネジメントである．
」
（1993 年）と
いう定義と整合性のあるものである．これらのことは，MOT（Management Of
Technology）においても決定的に重要な視点を与えるものと考える．

6. 結び
ドラッカーのみた“既に起きた未来”において，その経済観をドラッカー経
済学として再編成することを試みた．その結果，この学説は「自由」の概念にお
いて既存の経済学とは決定的に異なり，また実際に起きる経済現象を社会現象
の側面として矛盾なく説明できることであることが分かった．
ドラッカー経済学においては経済至上主義を前提にしないのはもちろんの
こと，あくまでより良い社会を築くための手段であり，日本の伝統的な資本主
義と親和性の高いことが認められた．この意味においては，金融危機を招いた
米国型資本主義や主流派経済学が破綻したと言っても過言ではなかろう．しか
し，資本主義そのものが破綻したわけではない点に留意すべきである．
50 年前から 20 年も前にかけてドラッカーが既にみた通り，
“21 世紀の資
（43）
本” が人でありその知識となる社会は既に始まっており，この社会において
今までの資本主義の市場や諸機関が生き続けるもことには疑いの余地がなかろ
う．また，ビジョンを示すことや一人ひとりの自助と自律を尊重する経済政策
の考え方はそのまま企業のみならず社会における人の生き方全般に繋がるもの
である．
さらに，ドラッカー経済学は，ビジネスの目的は顧客を創造することだとマ
ネジメント論の実効性を高める効果も期待できよう．
日本は明治維新と第二大戦の敗戦という二つの“断絶”を持ち，渋沢栄一や
高橋是清に限らず戦前の日本人の功績について外国人に指摘されてはじめて気
付くことが多いのが現状である．戦後 70 年になる今，我々の先人が優れた伝統
と文化を築きながら“断絶”されてしまったものを取り戻すと同時に，ドラッ
カーの示した新しい世界観と歴史の境界を越えた社会と文化の現実を改めて知
覚的に認識することにより初めて大変化の時代が終わり，真の新しい成長を始
めることができるのではなかろうか．
【注】
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ドラッカーが示した「人のマネジメント」
における3 つのバリエーション
Three Ways to Manage People Drucker Presented

落藤伸夫

Nobuo Ochifuji
（StrateCutions）

Summary
Drucker confessed in Management Challenges for the 21st Century that he changed
mind about the way to manage people. He presented three ways to manage people;
1）requiring for responsibilities, 2）offering of worthwhile job, and 3）providing
conditions that allow workers to feel significance and satisfaction from work.

Ⅰ . バリエーションの必要性
ドラッカーは『明日を支配するもの―21 世紀のマネジメント革命（Manage
ment Challenges for the 21st Century）
』第 1 章「マネジメントの常識が変わる」に
おいて，「人のマネジメントには唯一の正しい方法がある」との考え方が間違
いだと指摘している．そこでドラッカーは，以前は人のマネジメントには唯一
の正しい方法があると考えていたが，
『ユープサイキアン・マネジメント』にお
いてエイブラハム・H・マズローから間違いを指摘され，これを認めて「直ちに
考え方を改めた」と述べている（1）．本論文は，結果としてドラッカーはどのよ
うなマネジメントを提唱するに至ったかを幾つかの著作からピックアップし，
それを整理することを目的としている．
「人のマネジメント」の定義
最初に，用語を定義しておきたい．ドラッカーが『明日を支配するもの』の冒
頭で第三の間違いとして取り上げた「人のマネジメント」とは，経営管理者す
なわちマネジャーと対比される一般従業員すなわち現場や間接部門における働
き手を対象にしたマネジメントを指している．ドラッカーがこのような 2 分法
を採っていることは，
『現代の経営』において第Ⅱ部「経営管理者をマネジメン
トする」と（2），第Ⅳ部「人と仕事のマネジメント」を用意していること（3），さら
に『マネジメント』において第Ⅰ部「マネジメントの役割」に「仕事を生産的な
ものにし，人に成果をあげさせる」というパートと（4），第Ⅱ部「マネジメントの
方法」に「マネジメントの仕事」というパートを置いていることからうかがう
ことができる（5）．『明日を支配するもの』の当該部分で論じられている「人のマ
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ネジメント」は，その内容から，一般従業員すなわち現場や間接部門における
働き手に対するマネジメントを指していると理解できる．
「唯一の正しい方法」とされたマネジメントとマズローの指摘
「人のマネジメントには唯一の正しい方法がある」とのパラダイムにおける
典型的な考え方について，ここで軽く触れておく．ドラッカーは，まずマクレ
ガーの X 理論・Y 理論を挙げた（6）．マクレガーは，部下は本来的には仕事が嫌
いで，できればいつでも仕事を避けようとするという性質があるので，強制さ
れたり，統制されたり，罰を与えると脅されなければ望ましい目標を達成する
ことはできないと仮定する X 理論と，普通の人は仕事を引き受ける術を身に
つけて進んで引き受けるようになり，目標にコミットしている部下は自らにム
チ打って働くものであると仮定する Y 理論を提唱したことで知られている（7）．
そしてドラッカー自身も『現代の経営』においてはマクレガーと「同じことを
言って」
，全ての働き手に対して同一のマネジメントを行うことを前提にして
いたと告白している（8）．
ドラッカーは，人のマネジメントに関する考え方を変えたのは，エイブラハ
ム・H・マズローが『完全なる経営（Eupsychian Management）』でマクレガーと
ドラッカーの「間違いを指摘した」ことがきっかけだと告白している（9）．そこ
でマズローは，
「成長が可能であり，本人も成長を望んでいるような，きわめて
成熟した人間が対象であれば，ピーター・ドラッカーの経営管理原則は優れた
ものと言えるだろう．……しかし，ここで問題となるのは，欲求が満たされて
いない人間に対して，いかなる経営管理原則が有効かということである．……
当然のことながら，それぞれの動機付けのレベルに応じて，異なる経営管理原
則を当てはめるべきである」と主張している（10）．ここでマズローが言う「動機
付けのレベル」とは，欲求 5 段階説で示された生理的欲求，安全的欲求，社会的
欲求，自尊的欲求，そして自己実現的欲求という欲求レベルを指していると解
される（11）．それゆえマズローは，人々の欲求段階に応じて異なる人のマネジメ
ントのバリエーションがなければならないと主張したと理解できよう．
ドラッカーの考えるバリエーション
ドラッカーは，マズローの「人のマネジメントにはバリエーションが必要で
ある」という意見は受け入れたが，欲求段階に応じたマネジメントを行うべ
きという主張までも受け入れたのであろうか．それについては，否である．ド
ラッカーは「同じ種類の人たちでさえ，状況の変化によって，マネジメントの
仕方が変わってこなければならない」と述べて（12），異なった状況にある働き手
に対して異なったマネジメントを行わなければならないと考えた．
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Ⅱ . バリエーションを考える枠組み
ドラッカーの考える「人のマネジメントのバリエーション」を解明するため
の出発点となるのが，異なったマネジメントを行わなければならない状況の把
握である．これについて，ドラッカーが提示した人のマネジメントに係る枠組
みからヒントが得られると考えられる．ドラッカーは，「人のマネジメント」を
考えるにあたって「仕事のマネジメント」と対比するという枠組みを考えてい
た．
『現代の経営』では第Ⅳ部が「人と仕事のマネジメント」とされ（13），
『マネ
ジメント』では「仕事を生産的なものにし，人に成果をあげさせる」というパー
トが置かれていることから（14），これをうかがうことができる．
仕事のマネジメントが何かについて，ドラッカーは，『現代の経営』において
（15）
ことが根幹になると述べ，
は「最高の仕事のための人間組織をつくりあげる」
（16）
その要件として仕事の個々のエンジニアリング ，仕事の統合（17），人の組織
化（18），および適材適所による配置（19）を挙げている（20）．仕事のエンジニアリン
グは，第二次大戦中，熟練工の代わりに採用された未熟練で読み書きもほとん
どできない女性労働者たちでさえ航空機用エンジンの複雑な部品を組み立てら
れるようになるほど，効果のある取り組みであった（21）．これらからすると，仕
事のマネジメントとは，働き手による活動が効率的・効果的に成果を生み出せ
るようにマネジャーが行う措置を指しているといえよう．ドラッカーは，仕事
のマネジメントにおけるバリエーションに対応して人のマネジメントにもバリ
エーションが必要と考えたと推察される．
仕事のマネジメントにおける状況の変化
仕事のマネジメントが何を目指して行われたかについて，マネジメントの
萌芽期，すなわちテイラーの時代から現代に至るまでを俯瞰すると，3 つのパ
（22）
「創意工夫を期待す
ターンがあったと考えられる．
「成功方法を強制する」
（23）
（24）
る」 及び「成果を示して仕事は任せる」 という 3 つの目標段階である．
〈成功方法を強制する〉
マネジメントを体系化したのはドラッカーの功績だが，仕事のマネジメント
は，もう少し早い時期から行われていた．テイラーは 19 世紀末に「科学として
のマネジメント」を発明したとされているが（25），それは仕事の方法に関するマ
ネジメントについてであった．テイラーや，その他のマネジメント黎明期の論
者たちは，良品を製造する方法や，それを効率的に実現する手順などを研究す
るとともに，発見された方法や手順を現場の働き手に正確にトレースしてもら
う取組みを体系的に推進した．自動車のように多数の部品を組み合わせながら
製品を大量生産する現場では，ある働き手の動きが鈍かったり，間違った作業
を行って不良品を発生させた場合の被害が甚大となるためであろう．彼らは，
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成功に至る道筋を予め定めておき，その実行を働き手に強制するマネジメント
を提唱したということができる．
〈創意工夫を期待する〉
テイラーが科学的管理法を生み出したのと同じ頃，ヨーロッパでは全く異な
るアプローチが生まれていた．現場の働き手に適切な仕事の方法を教えてト
レースしてもらうのではなく，働き手自身に創意工夫を発揮して考えてもらう
アプローチである．ドイツのカール・ツァイス社では，光学ガラスを製造し，そ
れを精密レンズに加工するプロセスを分析・統合した後は，企業がそのまま仕
事にまで組み立てるのではなく，実際に現場で働く人々に任せた．彼らは，仕
事に使う機械とツールを設計・改良しながら，製品を製造する仕事を自分で組
み立てた．現場で働く人々は創意工夫を凝らして，与えられた目標をこなして
いったのである．この現象をドラッカーは『マネジメント』において詳細にレ
ポートしている（26）．
ただし，このマネジメント方法はすぐに世界に取り入れられた訳ではなかっ
た．自動車の普及など産業の急速な発展や 2 つの世界大戦における膨大な需要
は，テイラーによる科学的管理法に立脚し，特に企業が設計し検証済みの仕事
をシステマチックに実行させる流れ作業（ライン生産）方式によって支えられ
た．しかしその中で，創意工夫への期待が完全に排除された訳ではない．日本
のトヨタは 1951 年に創意工夫提案活動を発足させ，ライン生産方式において
も創意工夫に期待する姿勢を見せた（27）．
人々の創意工夫により生産方式を根本的に改める試みはヨーロッパで行われ
た．自動車メーカーのボルボは 1974 年，12 人の集団に対し 1 日に 2 台のトラッ
クを生産する仕事を割り当てた．それにはトラックの組み立てのみならず，材
料の取扱い，品質管理，欠陥の修正に関する事項も含まれていた．ボルボは，こ
れは達成困難な野心的な試みだと考えていたが，集団はいとも簡単に 1 日 2 台
のトラックを生産し，4 カ月以内に組立て時間は更に削減された（28）．
その後，マネジメントにおける目標が「成功方法の強制」から「創意工夫への
期待」にシフトしてきたことに異論はないだろう．それまで特定の方法を指示
して従わせるという行動原理しかあり得ないと思われた大量生産の現場におい
てさえ，セル生産方式の導入や勉強会等の自主改善活動により創意工夫を発揮
させることが可能になった．セル生産方式は，視覚的にはベルトコンベアで移
動する対象への作業から静止した対象への作業への移行であったが，本質的に
は，人々に創意工夫するチャンスや時間を与える意味があったといえる．
〈成果を示して仕事は任せる〉
最近は，仕事のマネジメントにおいて新たな現象が見られている．通信販売
業を営むザッポスは，電話応対業務に関するマニュアルやコール・スクリプト
を持っていない（29）．ホテルチェーンであるリッツ・カールトンは，クレームを
受けた場合には上司に相談しなくても即決で対応できるように一定額を支出す
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る権限を全てのスタッフに認めている（30）．化学や電気を中心とした様々な分野
で画期的な製品を送り出している 3 M では，就業時間の一定割合を自分の担当
外の仕事に，自由に取り組むことを認めている（31）．3 M では，上司が中止を命
じた案件であっても社内外の支持があれば開発を密かに継続するブートレッキ
ングを黙認する不文律があるという（32）．これらの企業は，働き手たちに期待す
る成果は提示するものの，そこで働き手たちがどのような貢献を行うかやその
ために何をするかなどを決めること，すなわち仕事の定義については彼らに任
せることとしたのである．強みを基準に選ばれた働き手は「自らのなすべきこ
とを明確にする」ことと，
「自らがなすべきことをなすうえで必要なことを考
える」ことを行うよう，求められた（33）．このようなマネジメントを発見したの
もドラッカーである．
「成果を示して仕事は任せる」マネジメントは，「創意工夫を期待する」マネ
ジメントの発展形ではない．
「創意工夫を期待する」マネジメントの場合には，
問題（課題）や解決へのアプローチ等について，企業の側が一定の枠組みや方
向性を示していた．また創意工夫により適切な作業方法等が発見できても，企
業として認知・承認がなければ活用することはできなかった．創意工夫の最終
決定権は企業に留保されていたのである．一方で「成果を示して仕事は任せる」
マネジメントは，原則，問題（課題）の認識や解決へのアプローチについて企業
が枠組みや方向性を提示することはない．創意工夫を発見するために実験した
り適切な作業方法等が発見できた場合の導入についても，決定が働き手に委ね
られる場合がある．このように「成果を示して仕事は任せる」マネジメントは，
「創意工夫を期待する」マネジメントとは全く異なった思考・行動パターンに
基づくものである（34）．

Ⅲ . 仕事のマネジメントにおける 3 パターン
バリエーションを求める対象
人のマネジメントにバリエーションが必要と考えたドラッカーが，どんなバ
リエーションを提示しているかについて，ドラッカーのマネジメントに関する
以下の 3 つの書物を検討してみる．
『現代の経営（The Practice of Management）
』
（参考）原著出版年：1954 年
『マネジメント−課題，責任，実践（Management）
』
（参考）原著出版年：1973 年
『非営利組織の経営（Managing the Nonprofit Organization）
』
（参考）原著出版
年：1990 年
以上の 3 冊を選んだのは，これらが，ドラッカーが考える 3 種類の働き手，す
なわち熟練労働者，知識労働者，及び非営利組織の働き手に係るマネジメント
を論じていると考えられるからである．
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3 段階を識別する方法
以上の 3 冊が示す 3 種類の働き手による仕事の状況が，先に見た仕事のマネ
ジメントの 3 段階に各々対応しているかどうかについては，
「仕事の方法」及び
「仕事の定義」の決定者が誰かについて，各々がどのように述べているかを探る
ことによって識別できると考えられる．仕事の定義とは，企業もしくは組織が
最終的に実現しようとする成果を得るために，働き手たちがどのような活動を
行い成果を生み出すべきか，その準備として何をすべきかについて決めること
を指すこととする（35）．
仕事の方法と定義の両方を考えるのは企業であるとされる場合には，第 1 段
階の「成功方法を強制する」マネジメントが採られていると識別できる．仕事
の方法を考えるのは働き手であるが定義は企業が決めるとされる場合には，第
2 段階の「創意工夫を期待する」マネジメントが採られていると識別できる．仕
事の方法のみならずその定義まで考えることが働き手に委ねられている場合に
は，第 3 段階の「成果を示して仕事は任せる」マネジメントが採られていると識
別できる．
現代の経営
〈主に分析する働き手〉
『現代の経営』において人のマネジメントが論じられているのは，第Ⅳ部「人
と仕事のマネジメント」である．ドラッカーは，企業には 3 種類の人たちが必
要だと述べている．第 1 は「経営管理者」，第 2 に，熟練未熟練の肉体労働者，事
務職などの「一般従業員」
，そして第 3 に「専門職」である（36）．経営管理者につ
いて，ドラッカーは，第Ⅱ部「経営管理者をマネジメントする」を別途準備して
いることから（37），第Ⅳ部での分析の対象とはなり得ない．また専門職について
ドラッカーは，経営管理者でも一般従業員でもない存在と示しており（38），ここ
での分析には馴染まない．それゆえ第Ⅳ部における分析の対象となっているの
は熟練労働者を含む「一般従業員」であると考えられる．
〈仕事のマネジメントの目標段階（第 1 段階）
〉
『現代の経営』においては，仕事のマネジメントについて，第 1 段階の「成功
方法を強制する」マネジメントが前提とされていると識別できる．
仕事の方法
ドラッカーは『現代の経営』において，働き手たちが仕事を行う場合の作業
方法等については，企業が考えることと位置付けている．マネジメントの萌芽
期においては，人々の仕事は動作要素に対応すべきと信じ込まれていたが（39），
後の実践観察において，人がより効率的に働くのは一つの要素動作ではなくひ
とまとまりの仕事をする時であると観察された（40）．仕事を統合するエンジニア
リングを実施し，手順書を作成し，「何を行うか，その前に何を行い，何を確認
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しておかなければならないか」を示したのは企業の側である（41）．ある働き手の
仕事を何にするか，どこからどこまでの範囲とするかについての設計は，企業
が行うものとされたのである．

ドラッカーが示した「人のマネジメント」における3 つのバリエーション
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仕事の定義
ドラッカーは，仕事の定義について誰がその主体者になるべきかは「仕事を
生産的なものにし，人に成果をあげさせる」パートにおいて全く触れていない．

仕事の定義
ドラッカーは，仕事の定義，即ち企業が目指す成果を得るために働き手たち

これは，
『現代の経営』からの流れから自明の理であるとの考えであろう．『マ
ネジメント』においては仕事の定義は企業が行うこととされていると解釈でき
る．

がどのような貢献を行い，そのために何をすべきかを決定することについて，
誰がその主体者になるべきかは「人と仕事のマネジメント」において全く触れ
ていない．これは，先ほど検討した「仕事の方法」について企業が決すると結論
付けたことから自明の理であるとの考えであろう．
『現代の経営』においては
仕事の定義についても，企業が考えることとされていると解釈できる．

非営利組織の経営
〈主に分析する働き手〉
『非営利組織の経営』において人のマネジメントが論じられているのは，第
Ⅳ部「ボランティアと理事会」と題されるパートにおいてである（46）．非営利組
織で働く人としてよく知られているのはボランティアであるが，一方で有給の

マネジメント
『マネジメント』において人のマネジメントが論じられているのは，第Ⅰ部
「マネジメントの役割」における「仕事を生産的なものにし，人に成果をあげさ
せる」と題されるパートである（42）．
〈主に分析する働き手〉
ドラッカーは「肉体労働者に関わる問題は，社会にとっては重大であっても，
マネジメントにとっては小さな問題である」と述べる一方で，
「これに対し，
知識労働と知識労働者に関わる問題は，昨日ではなく今日と明日の問題であ
る」と述べている（43）．ドラッカーは，当時においてマネジメントを考えるべき
国々，つまり先進国では肉体労働者の数は少なくなっており，台頭する知識労
働者が抱える問題について論じようとしたからだと考えられる．ドラッカーが
『マネジメント』で検討しようとしたのは，知識労働者へのマネジメントであっ
たといえよう．
〈仕事のマネジメントの目標段階（第 2 段階）
〉

スタッフを雇う場合がある．ドラッカーは「非営利組織においては，彼らボラ
ンティアと有給のスタッフとの違いは金銭的な報酬の有無だけである．今日で
は，ボランティアと有給のスタッフとの間に仕事の違いはほとんどない．全く
同じといってよい．そのボランティアが，今日では非営利組織の活動において
ますます重要な役割を果たすようになった」と述べて（47），ボランティアを中心
としながらも実態に合わせて有給のスタッフも分析の対象としていることがう
かがえる（両者を併せたものを以下，
「非営利組織の働き手」という．
）
．
〈仕事のマネジメントの目標段階（第 3 段階）
〉
『非営利組織の経営』においては，仕事のマネジメントについて，第 3 段階の
「成果を示して仕事は任せる」マネジメントが前提とされていると識別できる．
仕事の方法
ドラッカーは『非営利組織の経営』の中で，働き手たちが仕事を行う場合の

『マネジメント』においては，仕事のマネジメントについて，第 2 段階の「創
意工夫を期待する」マネジメントが前提とされていると識別できる．

作業方法について，「彼らの仕事の中身を決めるのは，執行部や上司ではなく
彼ら自身でなければならない」と述べて（48），働き手が工夫することと位置付け
ている．

仕事の方法
ドラッカーは，
『マネジメント』の中では，働き手たちが仕事を行う場合の

仕事の定義
ドラッカーは「有給無給のスタッフについて言うならば，彼らとマネジメン

作業方法等については，働き手が工夫することと位置付けている．ドラッカー
は，これを実例でもって説明している．まず，日本のマネジメントについて「日

トが話し合ってなすべき貢献を明らかにし，目標を定め，締め切りのある具体
的なプランを作らなければならない」と述べるとともに（49），働き手に「自らの

本でもインダストリアル・エンジニアは，欧米と同じ方法とツールを使ってい
る．しかし彼らは職務の設計は行わない．仕事の内容を明らかにした段階で現
場に任せる．……現場の職場グループが仕事を総合的にまとめる」と説明して
いる（44）．またツァイスについて「仕事を組み立てる責任は，実際に仕事をする
人たちにもたせた」と述べている（45）．

なすべきことを明確にする」ことと，
「自らがなすべきことをなすうえで必要
なことを考える」ことを行うよう求めている（50）． 非営利組織の働き手は，彼ら
がなすべき貢献が何かや，そのために何をすべきか，その前提として何に取り
組むかなどを決定するとされている．これはすなわち，非営利組織の働き手は，
自分たちの仕事が何かを定義すべきとされていると解釈できよう．
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Ⅳ . 人のマネジメントにおける 3 パターン
各書物で提示される人のマネジメント
〈現代の経営〉
人のマネジメントとして行うことについて，ドラッカーは『現代の経営』で
は「最高の仕事への動機づけ」と表現している ．ただし，動機付けする内容
については，常識とは異なるべきことを強調している．一般的な答えは「従業
（51）

員の満足」であるが，従業員が何に対して，どんな判断基準で満足するかにつ
いてばらつきがあり企業の意図とは正反対に作用する場合もあること，及び弊
害のある恐怖によるマネジメントに代わる真のソリューションにはなり得ない
ことから，間違っていると指摘している（52）．
ドラッカーが動機付けとして示しているのは「働き手に責任を要求する」こ
とである（53）． 働く人々が望むと望まざるとにかかわらず，仕事が立派に行わ
れることを目指して（54），それを果たすよう責任を要求するよう勧めている．働
く人々に責任を持たせるために企業が行うべきことは，正しい配置のための真
剣かつ継続的，体系的な努力，仕事についての高い基準の要求，目標に照らし
て自らの仕事を評価するための情報の提供，そしてマネジメント的な視点を持
つように促す参画機会の提供である（55）．
〈マネジメント〉
ドラッカーは『マネジメント』における人に対するマネジメントについて第
21 章「仕事への責任」と題する章を置いている（56）．これだけを見ると『マネジ
メント』は，『現代の経営』と同じく，働き手に一方的に責任を要求することが
人へのマネジメントとだと述べているように見えるが，その部分を丹念に読む
と事情は異なっている．ドラッカーは「責任を負い，責任に応じてもらうため
に，マネジメントは何をしなければならないのか」と問うた上で，
「そもそも
仕事そのものにやりがいがなければ，どうにもならない」と述べている（57）．ド
ラッカーは『マネジメント』では，働き手に責任を果たしてもらうためには，企
業の方から，仕事をやりがいのあるものにすることが必要であると述べて，そ
の提供こそが人のマネジメントの根幹となると主張していると解釈できよう．
やりがいがある仕事を提供するために企業ができる方法として，ドラッカー
は，仕事を生産的なものにすること，情報をフィードバックすること，そして
学習を継続して行うという条件を満たすと共に（58），これらの条件を満たすため
の作業について働く者の参画が必要になるとも述べている（59）．
〈非営利組織の経営〉
ドラッカーは『非営利組織の経営』において人に対するマネジメントについ
て，
「企業においても，人は報酬だけで動機づけされるわけではないことが明
らかである．何かほかのものが必要である．ところが非営利組織では，その何
かほかのものの果たす役割が企業よりもはるかに大きい」と述べた上で，
「非
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営利組織では，有給のスタッフでさえ，世の中への貢献すなわち意義ある仕事
による満足を求める」と述べている（60）．
「仕事に意義を感じさせ，満足を得さ
せる」ことができるよう環境作りをすることが，非営利組織における人に対す
るマネジメントの根幹となると主張していると解釈できる．
では「仕事に意義を感じさせ，満足を得させる」ために，組織は何をすべきな
のだろうか．ドラッカーは，仕事の内容を明確にすることと，成果を中心に置
くことだと述べている（61）．但し，仕事の内容を明確にすることは，組織が決め
ることではない．働き手自身が「仕事の中身を決め」るように促し，「なすべき
貢献を明らかにし，目標を定め，締め切りのある具体的なプラン」を作るよう
話し合い，「現場で仕事をする人たちからトップへと流れる情報，また，その
トップから下へと流れる情報に沿って組織を構造」することが（62），組織が行う
べき具体的マネジメントになると説明している．レオ・バーテルとの対話では，
ミッションを共有したり，困難も勝利もともに分かち合うよう配慮することに
（63）
，
より，非営利組織の働き手が「やっていることの重要性を実感できるよう」
すなわち仕事に意義を感じて満足を得られるよう配慮することが肝要だと指摘
している．
ドラッカーの意図
以上を簡潔にまとめたのが下表である．
書籍

現代の経営

マネジメント

非営利組織の経営

対象となる働き手

熟練労働者

知識労働者

非営利組織の働き手

仕事のマネジメント
の段階

成功方法を強制する

創意工夫を期待する

成果を示して仕事は
任せる

人のマネジメント

責任を要求する

やりがいのある仕事
を提供する

仕事に意 義を感じ，
満足が 得られる環
境作りをする

人のマネジメントにおける 3 つのバリエーションを設けたドラッカーの意図
は，以下のようにまとめることができるだろう．
まず熟練労働者への仕事のマネジメントは第 1 段階の「成功方法を強制する」
段階であり「仕事の方法」及び「仕事の定義」の両方について企業が決定するこ
とになっている．この場合は，働き手が自主性を発揮できる範囲を制限する一
方，「働き手に責任を要求」して企業が望む行動に強く促すことが，人のマネジ
メントの主たる方向性となる．
知識労働者への仕事のマネジメントは第 2 段階の「創意工夫を期待する」段
階であり，
「仕事の方法」については働き手に決めさせるが「仕事の定義」につ
いては企業が決めることになっている．この場合は，働き手の専門的能力が顧
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客満足に繋がる製品やサービスを設計して取り組ませるなどして「仕事にやり
がいを与える」ことが，人のマネジメントの主たる方向性となる．
非営利組織の働き手への仕事のマネジメントは第 3 段階の「成果を示して仕
事は任せる」段階であり，
「仕事の方法」のみならず「仕事の定義」まで働き手
が考えることになっている．この場合は，彼らが仕事の方法や定義を見直して
意義を問い直す機会を積極的に与えたり，自分の工夫が製品やサービス，ひい
ては顧客満足の向上や組織ミッションの実現等に繋がっている状況を見て満足
を感じられる機会を与えるなどして「仕事に意義を感じさせ，満足を得させる」
ことが，人のマネジメントの中心的な方向性となる．

Ⅴ . ドラッカーが提示する人のマネジメントの妥当性
ドラッカーが示した人のマネジメントは，現代においても受け入れられるも
のであろうか？
「責任を要求する」マネジメントの妥当性
熟練労働者による職場の典型例として自動車組立工場を挙げることができる
だろう．自動車組立工場の，特にライン生産方式が採用されている最終組立工
程では，働き手は，ベルトコンベアなどによって運ばれてくる半製品に対して
部品の取り付けや軽微な加工を行っている．一人の働き手の不首尾が長大なラ
イン全体の停止に至ったり，高額な製品（自動車）の不良に繋がる可能性があ
るため，これを徹底的に排除する必要がある．自動車会社では，そのため，技
術・技能に関する研修等を行っているが，それと共に責任感の醸成にも努めて
いる（64）．
原子力産業の，特に日常のオペレーションが行われている現場も，熟練労働

ドラッカーが示した「人のマネジメント」における3 つのバリエーション
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の向上と充実のための工夫として，以下の項目が有効だと指摘している（各項
目の末尾にある（ ）括弧内のパーセンテージは，それを有効と指摘した被験
者の割合．〈 〉括弧内のコメントはドラッカーの指摘に該当する項目を筆者
が注記したもの．
）
1 . 管理者と作業者の間に信頼関係があること（48.9%）
2.
3.
4.
5.
6.

チームワークをよくすること（46.8%）
目標に対する達成が評価されること（45.7%）
〈フィードバック〉
自分自身が努力すること（43.1%）
目標や実績が目で見てわかること（38.8%）
〈フィードバック〉
作業の教育や訓練が充実していること（33.0%）
〈継続学習〉

7 . 実績に応じた賃金体系であること（22.4%）
8 . 一人ではなくグループで作業をすること（18.4%）
9.
10 .
11 .
12 .

作業中の作業速度を自分で調節できること（14.4%）
作業の量や方法を自分で計画できること（14.1%）
〈参画〉
自分が行った作業を自分で検査できること（12.9％）
〈参画〉
グループではなく一人で作業をすること（10.3%）

ドラッカーは知識労働者への人のマネジメントとして「やりがいがある仕事
の提供」がポイントとなり，その実現方法として「仕事を生産的なものにする」
「情報をフィードバックする」
「学習を継続して行う」そして「働く者に参画さ
せること」を挙げたが，セル生産方式で働く人々はそのほとんどを有効と指摘
しており（69），ドラッカーの提案には妥当性があるといえよう．
「仕事に意義を感じ，満足が得られる環境作りをする」マネジメントの妥当性
非営利組織の働き手に対する人のマネジメントについてドラッカー自身が，

者による間違いのない仕事が求められており，それを逸脱した場合の被害は
甚大である．1999 年 9 月に茨城県東海村で核燃料加工施設，株式会社ジェー・
シー・オーで発生した臨界事故は，国で認可された保安規定に違反する臨界量
以上のウラン溶液を注入するという杜撰な作業により，瞬間的な核分裂の後に
臨界状態が約 20 時間以上にわたり継続し，当社従業員，防災関係者，周辺住民

「フルタイムの従業員さえ，これからはボランティアのようにマネジメント
しなければならない」と述べていることから（70），民間企業の例を検討したい．
Google では，その高いパフォーマンスを実現するために，「成果を示して仕事
は任せる」マネジメントを行っているといえる．Google では担当者が，自分の

などが放射線を浴び，そのうち大量に被ばくした作業者 2 名が亡くなる結果と
なった（65）．その教訓として，関係者一人一人が責任感をもって業務に当たるべ
きことが挙げられている（66）．一方で原子力産業においては「原子力産業安全憲

担当において，もしくは担当外においてさえ，自分たちで仕事を作り，考える
こととされている（71）．一方で，新任のマネジャーが作成した精緻なプロダクト
計画は拒絶され（72），イノベーションをノルマとして課すのではなく「そうする

章」が制定され，その冒頭第 1 条に責任感を抱くべきことが謳われている（67）．

自由さえ与えればいい」とされた（73）．
Google では，働き手たちが仕事に意義を感じ，満足を得られる環境作りを目
指した人のマネジメントを行っている．経営者たちは会社のユニークな価値観
を提示することを重視し（74），情報は「法律あるいは規制で禁じられているごく
わずかな事柄をのぞき，全てを共有する」こととしている（75）．何でも議題にし

「やりがいのある仕事を提供する」マネジメントの妥当性
セル生産方式の職場で働く人々へのアンケート調査結果（68）から，ドラッカー
の提案の妥当性を確認することができる．セル生産方式の働き手は，やりがい
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ていい全社集会「TGIF」やインフォーマルなミーティングを設けて，率直で透
明性の高い，誠実なコミュニケーションを促している（76）．働き手たちの適材適
所に気を配り（77），転職を防ぐために仕事をおもしろくする方法を絶えず考え
ている（78）．働き手の仕事に興味を持ち，目標の達成度や問題点を説明させた上
で，フィードバックを与えた（79）．非営利組織の働き手を対象にした人のマネジ
メントを，ドラッカーの提案通り民間企業で実施したことが，Google が躍進で

ドラッカーが示した「人のマネジメント」における3 つのバリエーション
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pp. 28 - 29
（11）S. P. ロビンス（髙木晴夫訳）
［2009］前掲書，p. 80 - 81
（12）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［1999］前掲書，p. 24
（13）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［1996］前掲書〈下〉，p. 103
（14）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2008］前掲書〈上〉，p. 212
（15）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［1996］前掲書〈下〉，p. 160

きた理由の一つに挙げることができよう．

（16）同上，p. 160

結語

（18）同上，p. 172

ドラッカーは，マズローの指摘により「人のマネジメントには唯一の方法が
ある」という考えが間違いだと悟り，既に著していた『現代の経営』で示した

（20）ここで挙げたのは『現代の経営』における「仕事のマネジメント」に関するドラッカーの
説明である．
「仕事のマネジメント」にはドラッカーの著作毎にバリエーションがあると
いうのが本論文の趣旨であり，『マネジメント』及び『非営利組織の経営』における仕事
のマネジメントについては別途本論文 PP. 6 - 8 において検討する．ここではあくまで「仕
事のマネジメント」についての全体感を得ることを目的として，『現代の経営』を引用し
ている．

「責任の要求」というマネジメントに加えて，1974 年の『マネジメント』では
「やりがいのある仕事の提供」というマネジメントを示し，さらには 1991 年の
『非営利組織の経営』では「仕事に意義と満足が得られる環境作りをする」とい
うマネジメントを示した．これにより「人のマネジメント」として 3 種類のバリ
エーションが提示されたのである．それらは各々，仕事のマネジメントについ
て「熟練労働者に対して成功方法を強制する」目標段階，「知識労働者に対して
創意工夫を期待する」目標段階，
「非営利組織の働き手に対して成果を示して
仕事は任せる」目標段階に対応するものであった．これらを現代の職場に当て
はめて考えてみると妥当性があり，ドラッカーが考えた人のマネジメントのバ
リエーションは今でも有効だといえる．
【注】
（1）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［1999］
『明日を支配するもの』ダイヤモンド社，p. 19
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2.「精神における実存」と「社会における実存」

Drucker’s Thought of Education

吉植庄栄
Shoei Yoshiue

（東北大学附属図書館）

Summary
P. F. Drucker was very interested in education and wrote some papers about it.
The aim of this paper is to collect the mentions of his thought about education, to
consider them and the compare them with the Modern educational situation in Japan.
He said that the human should develop the one’s own strength by self-learning, study
the modern knowledge and continue to learn and renew his memory all through
life. And we also should make much more productive in education, restructure the
schools.Nowadays in Japan, the Drucker’s thought of education is realizing step
by step, for example, the reform of National Universities’ arts & humanities, social
science course and teacher’s college. For another example, the introduction of the
flip teaching and the active learning.

1. はじめに（1）
シュナーベルのピアノ・レッスンで啓示を受けて以来，私は本当に教えるこ
とのできる教師を探し始めた．寄り道をしては探し，観察し，楽しんできた．偉
大な教師の噂を耳にするたびに，何とかして授業や講演にもぐり込み，耳をそ
ばだてて，目を皿にした．それが無理なときには，生徒たちからその教師が何
をし，どのような成果をあげたかを知ろうとした．こうして教師観察は，長い
間の私の大きな楽しみの一つとなった．私はこの教師観察を知的な楽しみとし

2 . 1 . キェルケゴールの実存観から
ドラッカーの教育思想を考える上で最初に「個人から見た教育」と「社会か
ら見た教育」との二つの視点で整理する．なぜなら，人間が学ぶ，教育を受け
る，という時には，自らが学ぶという個人的側面と教育を受けさせられるとい
う社会的側面の二面性があるからである．
この二分して考える視点はドラッカーの唯一の哲学論文である『もう一人の
（3）
キェルケゴール（The unfashonable Kierkegaard，1933）
』
を基にしている．
次のようにドラッカーはキェルケゴール（Søren Aabye Kierkegaard，1813 （4）
1855）
の人間の存在観を述べている．

人間の実存は，精神における個人と社会における市民を同時に生きるとい
（下線は筆者による．
）
う緊張状態においてのみ可能である（5）．
これは「個人は社会によって規定される」
「個々の人間が自由でありうるの
は，社会にとってどうでもよい問題においてのみである」という 19 世紀的な世
界観に対して，キェルケゴールが示した一つの回答である．これを教育の文脈
で考えると，社会に規定された個人は，社会にとって必要なものが教育される，
個人の興味関心はどうでも良い，ということになる．しかしこの 19 世紀的な考
えに対するキェルケゴールの回答を拠り所にすると，精神としての個人の自己
教育も同時に必要とされ，互いが並存し緊張関係にある，ということが言えよ
う．
ここで言う「精神における個人」の視点では，「個人がどのように学ぶか」に
帰結する．一方，「社会における市民」を教育の視点から読み解くと，「社会で
の知識といえば何か」
「学校では何を教えるべきなのか」といった問題に還元さ

て推奨したい．私は今日，いまだにこの楽しみを続けている（2）．
P．F．ドラッカー（Peter Ferdinand Drucker, 1909 - 2005）は以上のように教
育に非常に関心を持っていた．彼は教育に関する論考も複数残していることは
それを裏付けている．それは彼が大学教員を務めていたこととも大きく関係し
ている．

れる．前者が自ら学び自己を形成するという，個人的な問題であるのに対し，
後者は，自己を形成する上での背景に存在し，大きく影響を与える時流や社会
体制の問題である．

ドラッカーの著作から，教育に関する言及を集め，彼の教育思想を整理する
のが本稿の目標である．また整理した教育思想と現代日本の新しい教育の動き
との比較考察を行う．彼の指摘は，いずれ来る未来の予告に類するものが多分
に含まれる．このように彼が数十年前に予見したことが，実際我が国の現代社
会で実現しているのか，という視点で考察を深めてみたい．なお本稿のテキス
トは上田惇生訳の『ドラッカー名著集』を中心に，ほか『はじめて読むドラッ
カー』も使用した．

「精神における個人」についてさらに同論文の論究を見る．ドラッカーによる
と，キェルケゴールはこの「精神における個人」を「実存」たらしめるものとし
て次の様に「信仰」を挙げている．

2 . 2「精神における個人」の教育

（キェルケゴールの答えは）人間の実存は，絶望のなかではない実存，悲劇
のなかではない実存として可能であるとする．それは，信仰における実存と
して可能である．罪業の反意語は，徳行ではない．信仰である（6）．
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宮脇（2013）によるとこの「信仰」とはドラッカーの「セルフマネジメント」
に置き換えて読むことが可能であるとする．
信仰をセルフマネジメントに置き換えて読むなら，
『経営者の条件』など
で特に顕著なドラッカー独特の個人観・人間観の原型が見てとれる．（中略）
ドラッカーが「信仰をマネジメントに置き換え」
，さらに対象として組織に狙
（下線は筆者
いを定めて社会へ向かった，その後の過程を示唆している（7）．
による．
）
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3. ドラッカーの目指した人間形成
次に，前節で指摘した「個人の強みに特化した自己形成」を基に，ドラッカー
が目指した人間形成の理想について考える．
3 . 1 人間形成の目標
ドラッカーは，
（マネジメントの機能は，）人が共同して成果をあげることを可能とし，人

これらに従うと人間の実存を可能とするために，ドラッカーにとっては「ど
のようにセルフマネジメントするか」ということが大きな課題となる．
この「セルフマネジメント」については，識者による数多くの研究業績（8）が

の強みを発揮させ，弱みを無意味なものにすることである．これこそ組織の
目的である（11）．

あるので，多くを本稿では言及しないが，唯一「強み」を強化する点について，

と組織論で述べている．

ドラッカーの教育思想として紹介する．
彼女は，私の作文のように，力がある分野で，しかもいっそう力をつける
必要のある分野で努力をしないときには，怒れる天使となって襲ってきた．
（中略）
（彼女は）何よりも子供たちの得意とするものを理解した（9）．

この組織の理想状態を実現するには，共同して成果をあげるために，個人の
協力体制を構築することが必要である．そのため組織の目標や理念を明確にす
るマネジメントを行い，成員の方向をまとめねばならない．一方，組織には，
成員個々人の「強み」が必要である．本稿では教育思想を話題にしているので，
その視点で見ると，前節で述べたように個人の「強み」をいかに教育し形成す
るか，に焦点がある．その答えは，自己教育とセルフマネジメントであった．

これはドラッカーの幼少期の回想であるが，その時の経験から「力がある分
野」を「いっそう力をつける努力」が自己教育の視点では重要である，というこ
とを述べている．この点は「強みへの特化」という彼の持論の通りである．
「精
神における実存」における自己教育は，この「自分の強みをさらに強くするに
は，どのように学ぶべきか？」が問題である．この点について彼は，次のように
述べている．
そして私は，正しい勉強の仕方，少なくとも私にとっての正しい学び方と
は，うまくいっているものを探し，成果をあげる人を探すことだということ
を知った．少なくとも自分は，失敗から学ぶことはするまいと思った．成功
から学ばなければならないと思った（10）．
つまり成果をあげている人・組織を見つけ，それを観察し分析する事が，「学
び方」なのである．
以上をまとめると，
「精神における実存」とは「信仰→セルフマネジメントに
よる個人の強みの発揮」と「そのための自己教育」により可能となる，と考える
事ができる．

3 . 2「個人」と「組織」との緊張関係
２.１のキェルケゴールを援用して言うと，人の存在とは「個人」と「組織」
とを同時に生きる緊張関係においてのみ可能である．その結果，教育の理想は
「知識の文化」と「組織の文化」との両方を知るべきなのである．
ポスト資本主義社会は，「知識社会」であるとともに「組織社会」である．
（中略）教育ある人間は，二つの文化，すなわち一方は，言葉や思想に焦点を
合わせた知識人の文化と，一方は，人間と仕事に焦点を合わせた組織人の文
化の中で生き，働く．（中略）知識人の世界は，組織人による均衡がなければ
「好きなことをする」だけとなり，意味あることは何もしない世界になる．組
織人の世界も，知識人による均衡がなければ，形式主義に陥り，組織人間が
支配する無気力な灰色の世界に堕する．両者が均衡して初めて，創造と秩序，
自己実現と課題達成が可能となる．（中略）すべての教育ある人間が二つの
文化を理解できなければならない（12）．
つまりセルフマネジメントで「強み」に集中するのみならず，「組織」の知識
も得なければならないのである．そして「組織社会」自体，つまり個人に相対す
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る外部世界自体である「社会」を知る必要がある．この両者を学び体得して，は
じめて「個人」と「市民」の緊張関係を同時に生きることが可能となる．
以上まで述べてきたドラッカーが目指す人間形成の目標をまとめると，人が
各々の「強み」をもって協力し，組織としてある目的を遂行することが理想状
態である．その理想状態においては，個人が「強み」を発揮し，
「弱み」は他の
成員の協力で解消される．組織は，目標，理念の下にマネジメントがされてお
り，個人を抑圧せず，個人の「強み」をうまく発揮させている状態である．教育
については「発揮するための強み」の育成と，
「組織社会」の理解の両方が成就
するように，人間を育てないとならないのである．
次節からこの理想実現という観点で，ドラッカーの教育思想を見る．扱うの
は，彼の社会認識，彼が理想実現への障害と見なしたもの，そして彼の克服案
である．
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プラトンの伝える賢人ソクラテスは，知識の役割は自己認識，すなわちみ
ずからの知的，道徳的，精神的成長にあるとした．一方，ソクラテスのライバ
ルであった哲人プロタゴラスは，知識の役割は何をいかにいうかを知ること
にあるとした．プロタゴラスにとって，知識とは論理，文法，修辞を意味し
た．それらが，やがて中世において学習の中核に位置づけられることになっ
た三大教養科目，今日の一般教養であった．
東洋においても，知識の機能については同じように二つの考えしか存在し
なかった．儒教では知識とは何をいかにいうかを知ることであり，人の道で
あった．これに対し道教と禅宗では，知識とは自己認識であり，知恵にいた
る道であった（16）．
しかし近代・現代になるとこれが一変したという．

4. ドラッカーの社会認識

知識が自らを最終目的とするものから，何らかの成果をもたらすための手
段に移行したことの結果だった．こうしてこれまで知識とされていたもの

当節では主にキェルケゴールの「社会における実存」という観点で，ドラッ
カーが社会について，とくに教育に関連する課題をいかに考えていたかについ

が，単なる情報にすぎないことになった．いまやかつて技術とされていたも
のこそが知識である．現代社会の行動源としての知識は仕事に使われて初め
て意味をもつ（17）．

て整理する．特に「知識の変化」と「学校」についてまとめる．
これまで技術と呼ばれるものが知識となった．人類社会で営まれる仕事に活
4 . 1 知識
ドラッカーによると，現代に至るまで知識は行為技術とは無関係で，あくま
でもそれ自体が目的であったという．
19 世紀までは，知識と行為は無関係だった．知識は精神のためのものであ

用されてこそ知識となる．つまり実社会で役に立たないこれまでのいわゆる
「知識」は，ただの情報となり，知識と明確に切り分けられはじめたのである．
このように時代は知識社会の時代となった．この知識社会では，知識は資本
（18）
と述
の一種となる．彼は「経済は，財の経済から知識の経済へと移行した」
べ，「知識」財という別種の力の成立を明らかにした．

り，行為は，知識ではなく経験と技能を基盤としていた（13）．
これまでのあらゆる社会において，教育ある人間は飾りにすぎなかった

．

（14）

知識の目的は知識そのものであり，知識の価値はそれが英知となりうるこ

今や正規の教育によって得られる知識は，個人の，そして経済活動の中心
的資源である．今日では知識だけが意味ある資源である．
（中略）新しい意味
における知識とは，効用としての知識，すなわち社会的，経済的成果を実現
するための手段としての知識である（19）．

とによって知られた（15）．
古代ギリシャのソクラテス（Socrates，
［BC 470 / 469 -BC 399］）やプロタゴ

つまり知識を持つ＝権力・財力・資源を持つということである．この知識を
握り，イノベーションを起こすことができるものが時代を制するようになっ

ラス（Protagoras［BC 490 ころ -BC420 ころ］
）
，古代中国の儒教や道教，そして
仏教，全て知識はそれ自体で完結しているもので，実際の社会とは相関性が無
かった．

た．この背景が教育に与えた効果は絶大であった．これまで教育は，社会とは
隔離された分野であったが，実際社会において，教育の多寡がその人を決定す
るようになるのである．ドラッカーは次の様に言う．

知識の意味とその機能については長い間，二つの理論しか存在しなかった．

教育は，機会と昇進にとって，出自，財産，才能よりも重要になった．最も
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学校で学んだことがその後の仕事にずっと役に立つものとされた．知識に
せよコンセプトにせよ知っておくべきことは，仕事に入る前に学校で詰め込
まなければならなかった．結果は学校教育のいっそうの延長であり，若者を

り学歴社会，受験競争といった教育における問題の根底にはこのような背景が
ある．受けた教育の結果をそのまま人間の評価とするような風潮も，この知識社
会に起因するものとも言えよう．次に教育の主たる場である学校について見る．

さらに長く学校にとどめておくことだった．
しかし仕事に知識を適用する時代にあっては，継続教育すなわち経験と実
績のある成人を何度も学校に帰らせることが必要になる．そしてそのとき，

4 . 2 学校
人間の一生を左右する教育を行う学校についてドラッカーは，その重要さを
強調し，次の様な問いを投げかける．

将来必要となるものをすべて学ばせるという今日の学校の意図が意味をなさ
なくなる．ばかげたものとなる．
そもそも 10 年後 15 年後にいかなる知識が必要になるかが分からない．
はっきりしていることは，まだ手に入れることができない知識が必要になる
ということだけである（24）．

いまや学校とその構造，役割，目的，内容は，重大な関心事である．学校は
何を生み出しているのか，長いこと学校に通わされて得られるものは何か（21）．
その重要度に比して彼が下す判断は次の通りである．
（子供の）人格を形成するどころか歪めるものとなった．退屈な学校，刺激の
ない学校，何事も達成することのない学校，いかなる満足も与えない学校（22）．
彼はさらにこのように続ける．
史上最初の教師たるメソポタミアの僧は，今日の教室に入ってきても平気
に違いない．新しいものとして黒板はあっても，他の道具はほとんど変わら
ず，教え方にいたってはまったく変わっていない（23）．
つまり教育は知識社会での人生を左右する重要なファクターにも関わらず，
古代の方法と基本的な点は全く同じであると指摘している．一方，このメソポ
タミアの僧は医者でもあったが，現在の病院にもし踏み込めば，そこでは何が
行われているかが彼にとっては全く分からないだろう，と述べており，教育技
術の未発展さとその低生産性さと対比している．つまり生産性が古代と比べて
格段に上がっている分野では，同じ職業に就く古代人が，その現場を見ても何
をしているか理解不能である，ということである．
4 . 3 いわゆるラクダ理論
近代以降の社会の変化は，加速度的に増し，科学の発展，新しい知見は日夜
更新されている．そのような中，学校で一生分の勉強をさせ，そのまま社会に
出すという教育の体制をドラッカーは次の様に批判する．

一生分の勉強を学校時代にさせ，その知識をもって一生を生き抜くようにさ
せるという考えをラクダ理論（Camel Theory）という．これは人生をラクダの
隊商の砂漠踏破行と見立てたものである．オアシス（学校時代）で積荷と生活
物資（教育）を詰め込めるだけ詰め込み，砂漠（社会人生活）で積荷を消費しつ
つ，踏破しきる（人生の終焉）という理論（25）である．
しかしこれは現実的ではない．平均余命の向上で，組織よりも長生きする人
が多くなった現代において，幼い頃学校で学んだ知識は 10 〜 15 年も経つと陳
腐化してしまい，更新が必要である．若い頃にのみ教育の機会を与えるという
ことは，実は不条理なのである．
以上をまとめると「知識」自体を目的としていた従来から，使える「技術」こ
そが「知識」と転換し「知識社会」が到来した．その「知識」を教える「教育」が
大きく重要視され，その多寡が人間の一生のステータスを左右するようになっ
た．その「教育」を行う「学校」は大きな権力を持つようになったが，一方その
「教育現場」は古代人のやり方とあまり変化が無いと指摘している．また「教
育」は幼少期から青年期の間に集中して行う事が通例であるが，平均余命が伸
び，社会変化が激しい現代において，子どもの頃に施された知識は 10 - 15 年も
経つと陳腐化してしまうため，現実的ではないという．

5. ドラッカーの解決案
前節ではドラッカーの教育についての現状認識とその問題とする点を整理し
た．当節ではその解決案を整理する．
5 . 1 教育の生産性を上げるために
ドラッカーは教育の「生産性」という切り口で，次の様に述べる．
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（教育の）生産性の低さに耐えられなくなる（略）．われわれは投資に見合
う成果を得たい．もはやこれ以上教師の数は増やせない．教師の人手不足は，
教育の生産性で補わなければならない（26）．

ムで学習する必要がある．またリズムを合わせ大きな音を立てる，声を出す
といった集団学習で合唱効果（massed choir）を生み出すという手があると
いう．この二つの方法の組み合わせが有効である（30）．

生産性を上げるには教師を増やし，授業時間数を増やし，学校を卒業する時

5 . 2 学校の改革

間を遅くすれば良いという考えになりがちである．ドラッカーも，かつてより
多く生産するためには奴隷をより長く働かせるか，より激しく働かせるか，の
二つしか無かったと述べている．教育でもまさに同じ発想のままであると言え
よう．
しかし，教師の人数を増やすことはもう限界であり，その他の要素も限界が
ある．授業時間数を増やせば，それだけ学校に生徒は拘束され続け，卒業年限
を遅らせて行けば，それだけ社会に出る年齢が高くなって行く．
また次の様にも言っている．

前節では「教育」自体の生産性向上を考えた．次に知識社会における重要な
生産拠点となった学校では，彼によると次の様な改革が行えるという．
第一に，読み書きを超える高度の基礎教育を与える．第二に，学習の意欲，
特に継続学習の習慣を与える．第三に，すでに高等教育を受けた者，および
高等教育を受けられなかった者に門戸を開く．第四に，他の機関と競争し，
かつコラボレーションする（31）．
第一の高度な基礎教育とは，「学生，生徒一人ひとりに対し，成果をあげ，貢

教育は，普通の人間であっても優れた仕事ができるようにするための方
法論が開発されていない唯一の職業である．教育の世界では，生まれつきの
教師に頼ったままである．しかも彼らの秘訣がわかっていない．タブーもわ
かっていない（27）．
教育における優れた方法論を開発する余地が未だに大きくあると，このよう
に指摘している．古代メソポタミア時代と基本が変わらない教育のスタイルに
ついて，イノベーションを起こし生産性を改善せねばならない．かつて農業が
鋤鍬に頼り零細的に経営する状態から，機械化，大規模集約化，化学化を進め，
少人数で莫大な生産を上げることが可能となった．この農業のようにせねばな
らないのである．彼は次のような改善視点を提示する．
（1）テレビの 30 秒コマーシャルを真似る．
子どもの持続力にぴったりの 30 秒という長さの中で，わかりやすい情報，
明確なイメージ，そして一瞬一瞬が無駄の無い内容を介して，完全な理解を
導く．コマーシャルは，配列，反復，動機づけという学習の三大要素を完備し
た学習プログラムである，と述べている（28）．
（2）反復と意味づけをバランス良く行う．
行動科学での練習と反復，認知科学での理解と意味づけの二面は，どちら
かが正しいという訳ではなく相互補完的である．反復は不可欠であるが，プ
ロセス自体に動機づけや満足感を組み込まなければならない．両方を満たす
ため，学ぶことと教えることの両者を統合すれば良い（29）．
（3）子供の個体差に基軸を置く．
子供それぞれにはリズム，関心の範囲，速度の違いがあり，自分のリズム，
速さ，持続性に合致したときによく学ぶことができる．自分に合うプログラ

献し，組織とともに働く能力を身につけさせること」である．過去には職業に
直結する専門教育ではあったが，現在はそのなれの果てであり，学校を退屈に
させている教育内容を，知識の裏づけのある技能，いわゆる「現代の知識」を習
得する教育に変える．これこそが一般教育であり，真の意味での進歩的な教育
である（32）．
また「数学的な素養」
「科学と技術の基礎的な理解」
「外国語」，そして「（学習
の）方法に関わる知識」も重要とする．これらを，パソコンを道具とし，生徒自
身が自らの教師となって学ぶのである．教師は本来の役目である「動機づけし，
指示し，激励する」役割を勤め，
「リーダー」となり「相談相手」となる，と述べ
ている．
教師は教室において，子供の教育に専念しているように思われがちだが，実
は子供の監督つまり子守りに費やしている時間が長く，教えることに費やして
いる時間は短い．子供の自由時間を増やし，教師を教えることだけに集中させ
る（33）．パソコン等の ICT 機器を介して自学自習をさせることは，教師を子守り
から解放する効果も期待される．
第二は，学習の動機づけと学び方の方法，そして学習の習慣を身につけさせ，
一生学び続ける意欲を持たせるようにするのである．これは 4 . 3 で触れたラク
ダ理論のような一生分の知識を詰め込むことの逆を行うのである．つまり，自
己学習の習慣と方法を伝授し，社会人になってからも何度でも学ぶことができ
るようにするべきであるということである．自己学習のスタイルを身につける
事ができれば，人は社会に出てからも，自分で情報を探索し，自分でそれを考
察し，課題を解決することができる．ドラッカーはこのように述べる．
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ている間に，再度教育を受ける場に戻ることが可能である必要がある．そして
可能なだけではなく，人々の動きをその方向へ導かねばならない，ということ
が言えよう．

そして「強み」に焦点を当てた教育を行う．これまで学校は「基礎的な知識を
十分に身につけさせ」
「すべての面で平均的な基準を満たす者」を送り出すこと
が第一の責務であったが，これが「強み」を伸ばす教育になると，教師の仕事を
大きく費やしていたフォローアップ，つまり子供の苦手な箇所を克服させよう

以上，
「教育の生産性向上」
「学校の改革」
「継続学習」の三つの視点で，教育
についてのドラッカーの改善提言を整理した．

と骨を折ることから解放され，
「真に教えるための時間をもつようになる」と
述べている．
第三の学校に再度戻ることについては「継続学習」の観点で次の 5．3．にて
論考する．
第四は，学校だけが教育を独占せず，様々な団体とコラボレーションして共

6. 考察

同事業主の一方となることである．一例を挙げると，社会人の教育訓練は従来
職場が行うものであったが，これからは学校でも学ぶことになり継続学習の場

6 . 1 国立大学人文社会科学系学部・大学院の見直し・廃止・転換
ここでは，知識の変化が導く我が国の高等教育の変革について考える．知識
は使う事ができてはじめて知識になり，それにより財としての力を持つ，とい

になる．このように社会の別組織と連携して教育を担うべきなのである．

5.3 継続学習
ドラッカーの処方で中核の大部分をなすのがこの継続学習である．人は何度で
も学びなおすことで最新の情報や技術を新しい知見として更新する．ドラッカー
の活躍していた時代のアメリカでは，すでにその現象が顕著になっていたという．
すでにアメリカでは，医師，弁護士，技術者，企業経営者は時代遅れになら
ないために，数年ごとに学校に戻ることが当然となっている．（中略）これか
らは成人が学校に戻ることが常識となっていく（35）．
また彼は，社会経験を積んだ大人になってから学んだ方が，高い学習効果を
あげる学問も多くあると指摘している．例えば，マネジメント，法学，医学，教
育学，建築学などである．これらに共通するのは一般的な科目で，実践学であ
ることである．彼は現場経験を積んだ上に学ぶことの効果を次の様に訴える．
経験を積んだ後のほうが勉強できる科目は多い．
（中略）しかも一般的に
いって，重要な科目ほど経験を積んだ後のほうが学びやすい．今日われわれ
は，経験のない若者にはシミュレーションによってそれらのものを理解させ
ようとしている．これがケーススタディである．しかし勉強の材料としては
実際の経験にまさるものはない（36）．
このようにドラッカーは，分野によっては社会に出た後の教育に大きな効果
があるとしている．この点を実現するためには，大人になり社会人として働い

以上 5 . で教育についてのドラッカーの解決案を整理した．これらについて，
我が国の教育界の動向を見ながら考察する．

うドラッカーの考えを 4 . 1 で紹介した．このあらわれか，大学で教える「知識」
はこのファクターを無視できなくなってきている．文部科学省が出した次の指
示にそれが顕著である．
第 3 国立大学法人の組織及び業務全般の見直し
各国立大学法人は，各法人の状況を踏まえつつ，この見直し内容等に沿って
検討を行い，その結果を中期目標及び中期計画の素案や年度計画に具体的に盛
り込むことなどが求められる．
1 組織の見直し
（1）
「ミッションの再定義」を踏まえた組織の見直し
「ミッションの再定義」で明らかにされた各大学の強み・特色・社会的役割
を踏まえた速やかな組織改革に努めることとする．
特に教員養成系学部・大学院，人文社会科学系学部・大学院については，18
歳人口の減少や人材需要，教育研究水準の確保，国立大学としての役割等を踏
まえた組織見直し計画を策定し，組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換
（下線は筆者による．
）
に積極的に取り組むよう努めることとする（37）．
現在，文学部など文系学部のある国立大学 60 校のうち，半数近い 26 校が，こ
れを受け文系学部の改廃を計画している（38）．その背景には理工系・生命系の
「知識」
（かつては「技術」であった．
）こそが，財となる知識であり，文科系の
「知識」はそれ自体を目標とするかつての知識，つまり現代では単なる「情報」
である，という考えがあるのではないか．これに対しては国立大学の職業訓練
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学校化である等といった反対論者の意見が根強くある．
当件の是非は本稿では触れないが，この事象は，ドラッカーが指摘した知識
社会の到来とその進展が，いよいよ日本の国立大学の施策にも反映してきたも
のであると考える．学校は人の一生を左右する「知識」を与える場となり，権力
を持ったのであるが，現在の施策はその性格をさらに強める一環として読める
のである．
またドラッカーは，学部といった大学組織の改編について，次の様にも述べ
ている．
今日の学部，学科，科目も間もなく意味を失う．
（中略）これからは学部，
学科，科目のいずれもが陳腐化し，理解と学習の障害になると考えるべきで
ある．
（中略）あらゆる組織が昨日をそぎ落とさなければならない．大学も例
外ではない．少なくとも大学は新しい専門分野を導入し，これまでの専門分
野を統合し直さなければならない（39）．
従来の「部分と要素を重視するデカルト的世界観」から「全体と形態を重視
する形態的な世界観」への思考の急激な変化が起きており，従来の大学組織観
に対する疑問を投げかけ，再編を促進させる．その結果，陳腐化した従来の学
部といった大学組織自体を，現状にあった形で改廃・統合・再編を促すべき，
とある．この指摘も，現代日本の教育改革を予見するものと言えよう．
6 . 2 日本の継続学習の現状
ドラッカーは一生涯学びつつけ，知識を更新するべき，とした．また大人に
なってから，そして職業人として経験を積んでからの方が，理解がしやすい学
問がある，と述べていることを５．
３．
で指摘した．
ここでは日本の継続学習の進展について大学院への社会人入学状況を概観す
ることで比較してみる．継続学習自体は，社会人の大学院進学と同等とは言え
ないが，５．
３．
で引用した「アメリカでは社会人が大学に戻るということが当
然である」という視点で，日本の現況を考える．
表 1 . 平成以後の社会人大学院進学者数（40）
区分

社会人大学院進学者数
（人数）

平成元年

1 , 827

平成 6 年

4 , 641

平成 16 年

16 , 14 4

平成 26 年

16 , 467
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表 1 によると，平成に入ったころは全国で社会人大学院生の数は 2 千人を割っ
ていた．しかしその直後のいわゆる大学院重点化の実施以降である平成 6 年にな
ると，倍を超す 5 千人に近づく．平成 15 年 3 月には専門職大学院設置基準が定め
られ，法科大学院，教職大学院といった専門職大学院が設置されはじめた．その
直後の平成 16 年度には，平成元年度の約 10 倍近い社会人が大学院に進学するよ
うになった．この間は順調な伸びを示していた社会人の大学院進学者数である
が，平成 26 年度では 10 年前のほぼ横ばいになっている．この 1 万 6000 人という
人数は，たしかに平成元年度と比較すれば高い数値であることは，疑いようはな
いが，社会人人口と比較すると決して大きな人数とは言えない．
これを考察すると，日本の継続学習は，知識社会の進展と比較して未発展と
考えるか，或いは大学院への進学に何らかの躊躇があり（大学院自体に魅力が
無い，学費が厳しい，修了後のステップアップに繋がらない，職場の理解がな
い，職場での研修・学習環境が充実しており必要が無い……等）別の手段で継
続学習を行っていると考えられる．以上を見る限り日本では社会人の継続学習
は，アメリカと同じような高等教育機関を舞台とするものとなっていないか，
或いは継続学習自体が明確な形で浸透していないと考えられる．
筆者の 20 年間近い社会人生活の経験から述べると，周囲で大学に戻る者は
皆無とは言えないが極めて少ない，という印象がある．現代の日本にとっては，
社会人になってから大学に戻るという者はまだまだ少数派なのではないかと感
じている．
6 . 3 初等中等教育での反転学習（或いは反転授業）
ICT 技術の進歩により，これまでの一斉学習を見直す動きがある．この一つ
に反転学習（反転授業）という実践がある．この反転学習は日本において 2010
年代以降，急速に研究と実践が拡大されている（41）．
（授業スタイルの変化）
○最近では，授業スタイルにも様々な工夫が見られ，学生の主体性を促すた
め，従来，授業の場で行っていた知識の獲得については，事前にオンライ
ン教育等で済ませた上で，グループ等での自主的な学修を促し，教室で行
う授業においては，発表・討論形式により，双方向でアクティブな学生の
参加を求める教育手法（反転学習）も導入されつつある（42）．
従来の一斉教授では，教室での大人数に対する一対多の知識伝達が基本であ
り，これが教育スタイルの前提であった．しかしこの反転学習の導入により，
知識の吸収は個人的な自主学習と位置づけられる．自宅等でビデオ講義を見
て，それにより知識を得て，課題を理解する．従来の一斉教授であれば一回限
りの授業の中で，聞き取れなかった箇所，理解できなかった箇所は，そのまま
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になりがちであった．一方，この反転学習はビデオ教育であるので，分からな
い所があれば，何度でも繰り返し再生することができる．そのためこの方法で
あれば，理解できなかった箇所の放置が克服される．
次に教室での教授の転換である．教室内では，生徒が事前にオンラインで学
習した内容を基に，グループ学習による発表や討論形式を行う．これにより，
事前に学んだ内容をさらに深める事ができる．個人的な自主学習であれば，恣
意的な部分のみの理解に留まるケースも多いのであるが，グループで教え合
い，まとめて発表するという行為を経ると，分からなかったことへの気づきと
反復の機会が与えられる．
これらの導入により，ドラッカーが提言した「教師を子守から解放し，教え
る時間を捻出する」が成就する．従来の一斉授業では，教室での生活態度管理
に教諭は時間を取られがちであった．しかし ICT 機器による自学自習という自
己管理の原理が導入されると，その手間が軽減されると考えられる．また自分
のペースで学ぶことから，
「個体差を考えた教育」が行われることになる．
ドラッカーが重視した「教えるときに，もっとも学ぶ」 ということを生徒
に実践させることも高い教育効果に繋がり，生産性を上げることになる．教え
合った結果それでも分からない場合や，事前学習の際に分からなかった箇所の
（43）

相談に乗ること，動機付け，激励に教諭の業務は特化され，個別学習に近くな
る．またグループごとに生徒間で教え合うのみならず，発表を課すことで理解
が格段に深まるのである．以上この反転学習は，5．2．で示したドラッカーの予
見である「パソコンを道具とし，生徒自身が自らの教師となって学ぶのである．
教師は本来の役目である『動機づけし，指示し，激励する』役割を勤め，
『リー
ダーと相談相手』となる」をまさに実現しているものである．
6 . 4 高等教育のアクティブ・ラーニング化
上記反転学習を包括する概念であるが，大学等の高等教育の現場でも「アク
ティブ・ラーニング」への転換が現在行われている．従来の一斉教授授業は一
方的に話を聞く教育スタイルであるので受動的（パッシブ）であった．これに
対し，自らが主体となり動的に学ぶことをアクティブ・ラーニングという．
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活用が同じように行われる．背景には同じように自学自習があるため，学生は
一生涯学び続ける基礎スタイルを身に着けることになる．この技能が身に着く
ことにより，ドラッカーが推奨する生涯にわたる継続学習が実現し，更新され
た知識で，成果を上げる事を可能にするのである．
この動向の影響で，大学での講義内容の変更ももちろんであるが，現在大学
の教室や図書館が，この学習スタイルに合致するよう改修が進められている．
従来の教育施設は一斉教授を念頭に置いたもので，黒板と教壇に相対するよ
うに学生用の机椅子が配置されているのが普通である．図書館は静謐な環境
の中，黙々と読書と勉学に専念できるような環境が整えられているのが普通
であった．しかし，グループによる能動的な学習が主軸となったため，移動可
能な机椅子，グループ活動の場所となるボックスシート，課題やプレゼンテー
ションを遂行するためのパソコン類，プロジェクタ・スクリーン，音響等機器，
そして有線・無線の LAN 回線等が教室，図書館といった大学の各所に整備さ
れつつある．
以上，ドラッカーの教育思想に基づき日本の教育現場の現況を考察した．ド
ラッカーの予見したこと，そして改善提案は着々と現代の日本にも実現しつつ
あると言えるのではないであろうか．一方継続学習の進展は未だ道半ばとも言
えよう．

7. おわりに
本稿の結論として，ドラッカーの教育思想をまとめると次の様になる．
彼が目指した理想は，個人が各々の強みを組織や社会において，マネジメン
トの力で発揮することである．この状態であれば「精神における個人」と「社会
における市民」が同時に達成されるのである．緊張状態を維持しつつ，どちら
かがどちらかを圧伏することがない．教育の視点で考えると，この理想状態を
成就するように，個々人にセルフマネジメントを行わせ，強みに集中させるよ
うな教育をせねばならない，ということになる．
一方，現在の学校教育では，過去には実用的であったが，今では役立たない
内容を教え，古代からほぼ変わらない方法で効率悪い教育を行っている．そし

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり，学習者の能動的な学習
への参加を取り入れた教授・学習法の総称．学習者が能動的に学習すること

て強みに特化するどころか，平均的な人間を生産することを前提としている．
知識社会に時代は移行し，知識の有無が人生のステータスを左右する今，これ

によって，認知的，倫理的，社会的能力，教養，知識，経験を含めた汎用的能
力の育成を図る．発見学習，問題解決学習，体験学習，調査学習等が含まれる
が，教室内でのグループ・ディスカッション，ディベート，グループ・ワーク
等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である（44）．

を改善し教育の生産性を上げ，学校の教育を改革するべきだとしている．
これを克服するために，個人の視点では，強みへの特化に集中するような自
己学習を行い，自己学習のスタイルを身につけ社会に出ても一生学びを続け，
過去の陳腐化した知識を更新し続けるべきである．学校教育は，「内容の精選」
「反復訓練と意味の理解のバランス化」
「個別学習」を基軸に，効率を上げる．そ
の際にパソコンなどの機器導入で，教師が子供の監督に費やしている時間を解

反転学習でも触れたようなグループ学習による「教え合い」
「発表」の効果的
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消し，個別指導の時間を捻出するようにするべきである．そして一生学び続け
る方法論を教えるべきである．
これをもとに現代日本の教育を見ると，国立大学の文系改廃は，知識社会の
進展による動きとして理解できる．また，初等中等教育における反転学習の導
入や高等教育におけるアクティブ・ラーニング化は，ドラッカーの提言を実現
する要素が多々ある．但し日本の継続教育は，ドラッカーが指摘したような大
学に戻る，という状況にはなっていない．
最後にほんの私見である．ドラッカーの教育思想は「精神における実存」つ
まり個人の自己学習の視点から見ると，継続学習のスタイルを身に着け，一生
涯知識を更新し，良い成果をあげている例を学ぶ，というものであった．その
思想は，図書館を重視する思想に繋がる．何故なら継続的な自主学習の場と図
書館は大いに親和性があるからである．特に日本の社会人は，働きながら教室
で学ぶことは未だ現実的ではない．しかし，図書やインターネットを介しての
自己学習が継続学習の基本であるとすれば，その場所として図書館は今以上に
期待を集めることになる．図書館で仕事をする筆者としても，それは喜ぶべき
ことと考える．
教育の中心が，20 代前半までの一斉教授に基づく学校教育である限り，図書
館はただの補助機関にすぎない．極論を言えば，無くても良いのである．実際
にそのように考える人も少なからず存在する．しかし学校の外での自己学習こ
そが教育の基本となれば，図書館はその主役となる．ドラッカーが指摘した知
識社会の到来と，自己による継続学習の進展は，図書館を本の置き場所から，
人間形成の舞台へと変えるのである．
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はじめに
これから私が書くことは『経営者の条件』を自分のブログ（http://10 okksg．
seesaa．net/）で取り上げ，4 年間毎日連続投稿する過程で自己開発・成長につ
いて感じた課題を徒然なるままに書いたものである．（なお，このブログはこ
れまでに 3 回ほどドラッカー学会公式 facebook でも紹介された）
．
『経営者の条
件』
（1966）では自己開発・成長について数多くの学びを得ることができた．そ
の中から，特に課題と思える 3 つの点についてフォーカスした．しかし , その話
の前に『経営者の条件』の自己啓発書としての位置づけを確認しておかなけれ
ばならないだろう．

1.『経営者の条件』の自己啓発書としての位置づけ
現在，自己開発や人材育成関する書籍は無数存在する．例えば，世界的自己
啓発書のベストセラー，成功哲学の原点とも言えるナポレオン・ヒルの『思考
は現実化する』
（Think and Grow Rich 1937）がある．当時，世界の鉄鋼王と言わ
れたアンドリュー・カーネギーからの依頼により，500 名以上の成功者へイン
タビューを行い，その成功と失敗の要因を研究し，万人が巨富の富を築く成功
哲学を体系化したものである．この自己啓発書の特徴は，願望を明確にし，実
現すると言う強い信念を潜在意識に働きかけることによって願望を実現しよう
と言うものである．いわば潜在意識や心理的なアプローチを通じて自分自身の
心の変革と動機づけに重点を置いた万人が富を得るための起業家の成功バイブ
ルと言える．
また，同じく世界的自己啓発書のベストセラーにデール・カーネギーの『人
を動かす』
（How to Win Friends and Influence People 1937）がある．同書は，当時，
夜間講座の講師をしていたカーネギーが「成功は人々と上手につき合い，官僚
主義的な構造の中で滞りなく働き，集団の中でリーダーシップを発揮する術を
身につけられるかどうかにかかっていた」と言う時代背景から受講生の要請に
よって誕生したものである．同書の特徴は，人に接する際の基本的な原則を基
本とし，自分が重要視されていると相手に感じさせるような心理テクニックを
駆使して相手と上手く付き合う（操作）こと，自分に自信を持ち仕事や人間関
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係を良好にしようと言うものである．
これらの 2 つの自己啓発書は，第二次世界大戦前の作品であり，ドラッカー
によれば「第二次世界大戦後（1939 - 1945）
，肉体労働から知識労働へ重心が大
幅に移行した……」と言うことから，知識労働者が出現する前の作品である．
そのため，ほとんど，または一部でしか個人が組織で働くということを前提と
していない．
一方，戦後自己啓発書の大ベストセラーであるスティーブン・R・コヴィー
の『 7 つの習慣』
（The 7 Habits of Highly Effective People 1989）は，個人，家庭，会
社，人生において成功するための原則が書かれてある．例えば，2 人以上の人間
が協力して，一人よりも高い効果をつくりだすこと，全体の計が各部分の和よ
りも大きくなるように競争から共創へなど，知識労働における成功や自己実現
は組織を前提とした成功であることを意味している．
しかし，『 7 つの習慣』よりも約 20 年も早く，組織が個人の自己実現の前提
であることを明らかにしているのが，
『経営者の条件』
（1966）である．普通の
人が組織を通じて成功や自己実現があることを示していない自己啓発書が多い
中にあって自己啓発書としての価値は十分であり，自己啓発書としての位置づ
けを得ることができるものと考える．このことから，同書において自己開発・
成長について感じた課題を順にあげていく．

2. 組織の成果と自己開発
一つ目の課題は , 多くの組織が成果を明確にしていないことである．ドラッ
カーは 『
, 経営者の条件』のなかで「自己開発は，成果の大部分が貢献に焦点を
合わせているかどうかにかかっている」と述べている．これは，自己開発とは
貢献を通じて行われることを意味する．貢献とは , 組織の成果に対する私たち
一人ひとりの貢献のことである．もし，自己開発が貢献を通じて行われるもの
ならば，組織が成果を定義しなければ，なすべき貢献は有りえず，なすべき貢
献が有りえないのならば自己開発は行えないということになる．したがって，
組織ではまず成果が明確に示されなければならない．そうでなければ個人の自
己開発は困難と言うことになる．
さらに，組織が成果を明確しないことの問題はそれだけではない．ドラッ
カーは「自己開発とは，スキルを修得するだけでなく，人として大きくなるこ
とである．おまけに，責任に焦点を合わせるとき，人は自らについてより大き
な見方をするようになる．うぬぼれやプライドではない．誇りと自信である．
一度身につけてしまえば失うことのない何かである．目指すべきは，外なる成
長であり，内なる成長である」と定義している．つまり，組織が成果を明確に
しなければ自己開発が困難なのだから，自己開発によって本来，なされるべき
「人として大きくなること」
（＝成長）も困難になると言うことである．よって，

『経営者の条件』
と自己開発の課題

255

組織が成果を定義しないことは，個人の成長を妨げることとも言える．（逆に
言えば，組織から大きな貢献を求められることは，大きな「成長」のチャンスと
言えるのだが……．個人の「成長」は求められる成果やなすべき貢献によって
決まる）．
そして，さらに，私たち個人が自己実現について考えるとき，それは仕事で
の貢献を通じて行われる．なぜなら，仕事で貢献するためには，自らの強みを
生かさなければならない．自らの強みを生かすこととは，自らの能力が組織で
生かされることである．自らの能力を生かして仕事ができるということは，働
き甲斐や充実感，達成感に通じる．例えば，自らの能力を生かして責任を果た
すことは，組織内において自らの役割を果たすことであり，組織内において自
らの役割を果たすと言うことは，組織内において位置づけを得ることに繋が
る．この位置づけと役割を得ると言うことは，組織を通じて社会との繋がりを
得ることである．つまり，自らの能力が社会に役立ち位置づけられると言うこ
とである．これこそがドラッカーの言う自己実現の源である．したがって，成
果の定義を明確にすることが，組織の課題と言える．

3. 自己開発は自己による人材育成
二つ目の課題は ,   自己開発は自己による人材育成であるべきだ，と言うこと
である．人材育成の実態について，平成 26 年度厚生労働省「能力開発基本調査」
を見てみると，
「企業主体で決定する又はそれに近い」とする企業は正社員の
場合 78 . 3 %，正社員以外の場合 64.9％となっている．また，
「処遇に関連づける
又はそれに近い」とする企業は正社員の場合 78 . 3 %，正社員以外の場合 63 . 2％
である．このことから人材教育は職場が主体となって行われており，処遇に関
連づけていることから組織の人材育成に対する意識は非常に高いことがわかる．
また，総務省の平成 26 年度「我が国の労働力人口における課題」によると
2015 年の生産年齢人口（15 - 64 歳まで）は約 7 , 700 万人であるのに対し，2030
年には約 6 , 800 万人，2060 年では約 4 , 400 万人まで減少するとされている．こ
のような労働人口の減少にある日本では，数少ない限られた人員で一人ひとり
のパフォーマンスをいかに発揮させ向上させるかが，今後も重要課題となる．
また，個人にとっても職業能力評価が処遇に関連づけられていることから自己
の能力を高めていく自己開発や人材育成はますます重要なものとなって行くこ
とがわかる．
しかし，個人が組織から求められる貢献の形は様々である．それは，社会の
価値観が多様化し，人の仕事がより高度化・専門化しているため，個人のなす
べき貢献は違うからである．そうなると，個々人によって伸ばすべきことと，
身につけるべき知識や技能は違う．そのために，自己開発は，個々人のもので
あり個別のもの，と言うことになる．このことは自己開発（人材育成）を組織が
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（まるで学校の教室で教えるように）行うことは困難だ，と言うことだ．組織と
して共通に知るべきこと学ぶべきこと行うべきことがあったとしても，個々人
の仕事が専門化し求められる貢献も違う中にあっては自己による人材育成が行
われていないことが問題であり，今後の課題と言える ．
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戦略 BASiCS（ベーシックス）の
ドラッカーマネジメントへの応用

Strategy Management Framework : Strategy BASiCS

4. 自己開発と「学び方」

桂 利治

Toshiharu Katsura

（合同会社桂利治コンサルタント事務所）

三つ目の課題は，今後，個々人が身につけなければならないのは，自らの
「学び方」についてである．
『経営者の条件』でドラッカーは，「成果をあげるこ
とは学ぶことはできるが教わることはできない」と述べている．つまり，教わ
ることというのは，情報の取得であり理解であるのに対し，学ぶことは反復練
習のなかで身につけることである．その身につけ方は人によって異なる．その
身につけ方こそが「学び方」である．
ではなぜ，「学び方」が課題かと言えば一度身につけた知識や技能はいずれ
古くなるからである．あるいは，仕事が変われば身につけたものは使えなくな
るからである．そのため，古くなった知識や技能を廃棄し，新しい知識や技能
を再インストールしなければならない．しかし，その再インストールの仕方を
知らなければどうなるだろう．当然，必要な知識や技能を身につけることがで
きず働くことができなくなる．そのために知っておかなければいけないのが自
らの「学び方」と言う訳である．このように自らの「学び方」を知ることこそ，
今後，自己開発にとって最も重要な課題と言えるのではないだろうか．

おわりに―今後の課題と「学び」
以上，自己開発・成長について私が課題であると感じたことを 3 点あげた．
しかし，理解が不十分な点も多々ある．それを今後の私の課題とし，一層ド
ラッカーと自己開発や成長の関係について理解を深める必要がある．常に新た
な課題を自らに課すことで向上を繰り返し，その積み重ねで人は成長してい
く．つまり，「継続学習」の先にあるものは人の成長であろう．自らに理解を深
めていくことこそ「継続学習」であり，自己開発そのものなのだと思う．今回，
自己開発の重要性や課題について気づきを得たことは，自分にとって大きな収
穫である．今後も多くの気づきを得て成長して行くため，私なりの「自己流自
己開発」を続けていきたい．
【略歴】 1968 年 北海道生まれ．北星学園大学経済学部卒業．北星学園大学事務職員．ブ
ログ「佐藤剛の札幌ドラッカー読書の会」
（http://10okksg.seesaa.net/）を毎日
更新中．

戦略 BASiCS
（ベーシックス）とは，経営コンサルタントの佐藤義典氏が「経
営のすべてを顧客視点で貫く」経営の実践にむけて考案したフレームワーク
（枠組み）です．経営者自らが．顧客を軸に経営戦略の一貫性と具体性をチェッ
クできる実用的なツールであるため，ドラッカーマネジメントにも効果的で
す．
以下では，戦略 BASiCS の概要を紹介し，さらにドラッカーマネジメントへ
の応用について考察します．

1. 戦略 BASiCS の概要
戦略 BASiCS とは，経営のすべてを顧客視点で貫き，お客様に自社を選んで
いただく経営を実現する戦略フレームワーク（枠組み）です．経営コンサルタ
ントの佐藤義典氏によって開発されたもので，佐藤氏の著作『図解 実践マーケ
ティング戦略』
（2005）で公になりました．
これは，3 C
（3 つの要素；Customer
（顧客）
, Company（自社）
, Competitor（競
合）で考えるフレームワーク）を改良・発展させたもので，5 つの戦略要素；
Battlefield（戦場・競合）
, Asset（独自資源）
, Strength
（強み・差別化）
, Customer
（メッセージ）で構成されます．戦略要素それぞれの頭
（顧客）, Selling Message
文字をとって「戦略 BASiCS」
（ベーシックス）と名付けられています．
5 つの戦略要素の定義は以下のとおりです．
1）
Battlefield
（戦場・競合）；お客様の頭の中に浮かんだ選択肢の集合が戦場
で，自社以外の選択肢が競合です．
2）Asset（独自資源）
；自社の強みを競合が長期的にマネできない理由が独自
資源です．
3）Strength
（強み・差別化）
；お客様が競合ではなく自社を選ぶ理由が強みで
す．
4）Customer
（顧客）
；自社を選んでくれる方が顧客です．
5）
Selling Message
（メッセージ）；戦略を実行するために社内外に伝える具
体的な打ち手を総括したものがメッセージです．
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戦略 BASiCS
（ベーシックス）のドラッカーマネジメントへの応用

各要素を定義する際の問いの一例を表 1 に示します．
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れをどのように解決するのか？
ドラッカー同様に，戦略 BASiCS でも中心は顧客です．顧客の変化は他のす

表 1 . 戦略 BASiCS の問い
戦略要素

自社

B（戦場・競合）

自社は何屋か？

A（独自資源）

競合が自社の強みをマネできない理由は？

S（強み・差別化）

顧客が自社を選ぶ理由は何か？

C（顧客）

自社の強みを重視するのはどんな人か？

Sm（メッセージ）

自社は顧客に何をどう伝えているか？

以下では，戦略 BASiCS の概要を説明しながら，ドラッカーマネジメントと
の接点を考察していきます．

2. 戦略 BASiCS とドラッカー
開発者の佐藤義典氏は戦略 BASiCS の開発にあたってドラッカーを明確には
意識していなかったとおっしゃっていましたが，基本となる要素は共通のため
ドラッカーマネジメントにも有効なツールです．
2 . 1 5 つの戦略要素
はじめに 5 つの戦略要素についてドラッカーとの接点を交えながら解説を試
みます．
（1）
Battlefield
（戦場・競合）
戦略 BASiCS の問い（文献 1 より）
・ 顧客の利用場面において，顧客にとって自社の代替となる選択肢は何か？
・ 自社は何屋といえるか？
・「お客様のどんな困り事をどのように解決する屋」か？
この要素はドラッカーの問い「われわれの事業は何か？」への答えを正しく
定義することに貢献します．
「自分たちが何者か」は自分たちがどう考えてい
るかどうかではなく，顧客がどんな価値を感じているのかで変わります．顧客
を中心にした戦略 BASiCS の問いによって，内向きにならずに事業を定義する
ことができます．
（2）
Customer
（顧客）
戦略 BASiCS の問い（文献 1 より）
・ 自社の強みを重視するのは具体的にどんな人か？
・ そのお客様は具体的にどのようなニーズを持ち，自社商品・サービスはそ

べての要素に影響が及ぶので，変化に応じて戦略の調整や見直しが必要になり
ます．物理的には同じお客様でも TPO によってその求める価値（戦場）が変わ
ります．したがって，顧客の定義では，戦場―顧客―強みの一貫性が不可欠で
す．
戦略 BASiCS では戦場と強みの定義に「顧客にとっての価値」が含まれてい
るため，ドラッカーの問い「事業（使命）は何か？」，「顧客は誰か？」，「顧客
にとっての価値は何か？」を別の言葉で表現しているととらえることができま
す．
（3）Strength
（強み・差別化）
戦略 BASiCS の問い（文献 1 より）
・ 顧客が競合ではなく自社を選ぶ理由は？
・ お客様はお客様自身の言葉でどのように表現されるか？
・「弱み」と考えていたが，実は「強み」と解釈できるような事実はないか？
戦略 BASiCS では一般的な“強み”の概念を，強みと独自資源の 2 つの戦略
要素に区別しています．このことは戦略策定上非常に重要な意味を持っていま
す．佐藤氏は「強みは花，独自資源は土，経営者の仕事は土作り」という比喩で
この違いを明快に表現しています．
強みは顧客の目に直接触れて，短期的なもの．独自資源は顧客の目には直接
触れることはないが，強みの基盤として長期的な取り組みを要するもの．そし
てその独自資源を創りだすのが経営者の重要な仕事．
また，この強みの定義によって，強み／弱みは相対的な優位性の問題なのだ
と考えることが可能になります．持っている特質をありのままの事実として取
らえ，それを強みにするかどうかは経営者の意志決定の問題になります．
（4）Asset（独自資源）
戦略 BASiCS の問い（文献 1 より）
・ 自社の強みを競合がマネできない理由は何か？
・ 自社には，競合が自社の強みをマネすることを難しくするハード資源，ソ
フト資源として何があるか？
戦略 BASiCS の定義では，独自資源は強みの源泉です．独自資源に支えられ
た強みは簡単にマネすることができませんが，独自資源に支えられていない強
みはすぐにマネできます．したがって，独自資源を開発し，磨きあげることが，
強みの長期的な維持につながります．
「強みを活かす」必要があることは誰もが言葉としては知っています．しか
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し，実際の経営でどのようにすれば「強みを活かす」ことができるのかまで理
解出来ているかどうかは疑問です．戦略 BASiCS では強みと独自資源という 2

利用によって，より実用的な形にまとまります．

つの言葉を定義することで，
「強みを活かす」ためになすべきことを明確にし
ます．
（5）
Selling Message
（メッセージ）

表 2 . 戦略 BASiCS による現状把握

戦略 BASiCS の問い（文献 1 より）
・ 自社の強みを顧客にどう伝えれば，顧客に刺さるか？
・ そのときの伝達手段・媒体は？
・ 自社の従業員に何をどのように伝えれば実行されるか？
これまでの 4 要素によって「自社が勝てる戦場，競合が自社をマネできない
理由，顧客が自社を選ぶ理由，自社の強みに価値を感じる顧客」が明らかにな
りました．これを実現すれば顧客に必ず選んでいただくことができるはずで
す．しかし，いかに優れた戦略であっても実行されなければ価値はありません．
4 つの戦略要素を具体的な要素に落としこむのがこのメッセージの役割で
す．顧客が自社を選ぶべき理由を伝えきるための具体的な手立てを担う重要な
要素です．
具体的な手立ては 4 P；Product
（売り物）
，Price
（ 売値）
，Place（ 売る場所）
，
Promotion
（売り方）に分けて具体化します．これらのすべての要素を総動員し
て顧客が自社を選ぶ理由を体現し，顧客に自社を選ぶべきことをメッセージと
して伝えます．
ドラッカーの問い「成果は何か？」
，
「計画は何か？」に通じるものがメッ
セージに含まれます．
2 . 2 戦略構築プロセス
次に戦略構築プロセスについてドラッカーとの接点を交えながら解説を試み
ます．
（1）自社の事業を知る
既存ビジネスでは現状把握が出発点になります．自社だけでなく競合 1 〜 3
社についても作成します．各要素の具体性と各要素間のタテ・ヨコの一貫性を
確認した時に，具体性・一貫性が欠けている部分が解決すべき戦略課題です．
現状の改善については，この戦略課題の克服だけでも十分な効果が見込めま
す．
佐藤氏は「戦略立案における最重要ポイントは「顧客の意見」の確認である」
と述べています．顧客の意見を聞くのが大切だということはわかっていても，
聞くべきことを聞かなくては役に立ちません．戦略 BASiCS の構築プロセスを
通じて，顧客から聞くべきことが明らかになるのも大きなメリットです．
ドラッカーの問い「われわれの事業は何か？」への答えは，戦略 BASiCS の

戦略要素

自社
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競合

B（戦場・競合）

自社は何屋か？

左の戦場における競合は何か？

A（独自資源）

競合が自社の強みをマネできな
い理由は？

自社が競合の強みをマネできな
い理由は？

S（強み・差別化）

顧客が自社を選ぶ理由は何か？

顧客が競合を選ぶ理由は何か？

C（顧客）

自社の強みを重視するのはどん
な人か？

競合の強みを重視するのはどん
な人か？

Sm（メッセージ）

自社は顧客に何をどう伝えてい
るか？

競合は顧客に何をどう伝えてい
るか？

（2）自社のあるべき姿を考える
3 〜 5 年後の自社のあるべき姿を戦略 BASiCS にまとめます．これもやはり
中心軸である顧客から始めます．理想とする顧客像を起点に，理想顧客に選ん
でいただくために必要な戦略要素を考えていきます（表 3）．
この作業はドラッカーの問い「われわれの事業は何になるか？」，「われわれ
の事業は何になるべきか？」への答えを考えることにも役立ちます．
表 3 . 戦略 BASiCS による理想像の構築（顧客起点）
戦略要素

起点

3 〜 5 年後

B（戦場・競合）

自社は何屋か？

A（独自資源）

競合が自社の強みをマネできな
い理由は？

S（強み・差別化）

理想の顧客が自社を選ぶ理由は
何か？

C（顧客）
Sm（メッセージ）

理想の顧客はどんな人か？
理想の顧客に何をどう伝えれば
刺さるか？

起点を自社の独自資源にすることも可能です．長期的に通用する強みは独自
資源に支えられている必要があります．もし自社内に独自資源として活用でき
ていない資源や将来的に見込みのある資源があるのならば，その独自資源を強
みに活かせる顧客が戦略の軸です．その顧客に選んでいただくために必要な要
素を考えていくことができます（表 4）．
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表 4 . 戦略 BASiCS による理想像の構築（独自資源起点）
戦略要素

起点

B（戦場・競合）
A（独自資源）

自社は何屋か？
現在持っている独自資源は何か？
将来持ちたい／持てる独自資源
は何か？

S（強み・差別化）
C（顧客）

3 〜 5 年後

顧客が自社を選ぶ理由は何か？
どんな顧客に選ばれそうか？
理想の顧客に何をどう伝えれば
刺さるか？

Sm（メッセージ）

以上述べてきた通り，戦略 BASiCS は「経営を顧客の視点で貫くもの」であ
り，ドラッカーマネジメントのサポートツールとして有効です．詳細につきま
しては参考文献をご参照ください．

【参考文献】
（1）佐藤義典『経営のすべてを顧客視点で貫く《社長の最強武器》戦略 BASiCS』日本経営合理
化協会出版局
（2）佐藤義典『図解 実戦マーケティング戦略』日本能率協会マネジメントセンター
（3）佐藤義典『経営戦略立案シナリオ』かんき出版
（4）佐藤義典『白いネコは何をくれた？』フォレスト出版
（5）佐藤義典『売れる数字

組織を動かすマーケティング』朝日新聞出版

（6）佐藤義典『新人 OL，つぶれかけの会社をまかされる』青春出版社
（7）佐藤義典『新人 OL，社長になって会社を立て直す』青春出版社
（8）佐藤義典『実戦マーケティング思考』日本能率協会マネジメントセンター
（9）佐藤義典『マーケティング戦略実行チェック 99』日本能率協会マネジメントセンター
（10）佐藤義典『実戦 B to B マーケティング』日本能率協会マネジメントセンター
（11）佐藤義典『実戦 顧客倍増マーケティング戦略』日本能率協会マネジメントセンター
（12）P．F．ドラッカー『現代の経営（上）』ダイヤモンド社
【参考 WEB サイト】
（1）ストラテジー＆タクティクスの戦略ツール戦略 BASiCS，http://www.sandt.co.jp/basics.htm

【参考メールマガジン】
1） 売れたマーケティング，バカ売れの法則（売れたま！），http://www.mag 2 .com/

【略歴】 合同会社桂利治コンサルタント事務所代表．ゴールドラットスクール認定トレ
ーナー（CCPM，SDBR，MTBasic），技術士（建設・総合技術監理部門），労働安
全コンサルタント（土木）．ゼネコン勤務を経てプロジェクト・マネジメント支
（制約理論）とドラッカーを学び，“制約”を強みと
援事業を開始．その後，TOC
して活かすコンサルティングを展開中．昨年 11 月開催のドラッカー学会大会 in
仙台では実行委員長を務めた．
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社会を分析的に知ることはできない．すべての社会現象を発現させるものは人
間の心であり，それにはひとつとして同じものがなく，時とともに移り変わり，
やがて必ず消え去る．この重要な事実に気づかずにいると，社会が「機械的な

Theory of Organization on Social Ecology

田中文武

Fumitake Tanaka

（本会会員）

Summary
I have an idea of methodology for social sciences． That is based on biology,
psychology, sociology, and others． In this essay, firstly I refer to the origin of
organization． Secondly I give my opinion that there are “Formal-side” and
“Informal-side” in organization． Thirdly I point out the importance of INFORMAL
GROUP when we watch the ecology in organization． You know that was found on
the Hawthorne Experiment for the first time． Lastly I mention my prospects for
Japanese Next Society．

システム」に見えてしまうことがあるかもしれない．しかし，
「機械的なシステ
ム」による見立ては間違いである．今日の社会科学の不振の主な原因は，
「機械
的なシステム」に代表されるような「方法論の誤り」にあったのだとわたくし
は考える．方法論の顕著な誤りがみられる代表的な例として，いわゆる限界効
用理論から誕生した学説を包含する「近代経済学」を挙げることができる．
生態学者の今西錦司は，機械論的な自然科学の方法論を批判した．
「サイエ
ンスのメソドロジー（方法論）の上に乗らない現象というものがいくらでもあ
る．今日の科学の取りあつかいうる現象というのはいわば氷山の一角だ．
」と彼
は述べている（3）．今西は，科学で取りあつかいうる「部分」よりも，「全体の統
合原理」の探求を目指して，自然科学を超えた「自然学」を提唱した．
1978 年にノーベル経済学賞を受賞した社会科学者のサイモンは，問題解決，
思考，学習等，人間の諸活動の過程をシミュレーションすることについて，氷
山のメタファーを用いて次のように言及している．「氷山のうちの多くの部分
はたしかに水面下にあり，それを記述することは困難であるが，しかしそのか

1. はじめに
前号では，社会科学の方法論に関する筆者の着想を提示した ．その着想と
は，組織行動を研究するための新しい方法論のことである．この方法論は，20
世紀の社会科学が排除してきた人間性の生物学的側面に関する知識を，積極的

くされた部分は，我々がみることのできる氷の部分と同じものから出来ている
（4）
のである」
．
ここに引用した今西とサイモンのことばは，それぞれの異なる文脈の中で述
べられたものであり，両者とも互いの意見の交換を意図していない．しかし，

に取り入れる．その知識とは，人類学，霊長類学，動物行動学，比較認知科学，
進化心理学などの学問分野で蓄積された研究成果に基づく知識を指す．わたく
しは，組織行動の研究を出発点にして，先達の知識を総合し，リベラルアーツ

科学の方法論をめぐって，驚くほどに両者の考え方には相違があることがわか
る．
ところで，経営学者のミンツバーグは，1989 年の著書「人間感覚のマネジメ

としてのマネジメントの研究を目指している．

ント」において，前述の氷山のメタファーをめぐるサイモンの姿勢を鋭く批判
した（5）．サイモンが唱えた意思決定理論は，「経済組織内における意思決定過
程に関する研究」として，ノーベル経済学賞の受賞（1978 年）という最高の栄
誉によって権威づけられていた．そのためか，ミンツバーグの見解に理解を示

（1）

2. 社会科学の方法論
ドラッカーは，「新しい現実」で，次のように述べた．
「機械的なシステムで
は，全体は部分の和に等しく，したがって分析によって理解することが可能で
ある．これに対し生物的なシステムには，部分はなく全体が全体である．それ
（2）
は部分の和ではない．
」
20 世紀の社会科学は，社会や組織を「機械的なシステム」に見立てて理解し
ようとしてきた．社会科学に携わる者の多くが，この見立てに基づいて，社会，
政治，経済，経営を，
「科学」的に理解しようと努めてきた．ところが，社会や
組織を構成する最小の単位は，ひとりの人間であり，
「個人」である．一人ひと
りの人間は，生物学的な個体として多様な存在であって，そこに原子や分子の
ような均質性を見ることはできない．したがって，物理学の法則にあてはめて

す声は，残念ながら当時は大きくはならなかった．サイモンの意思決定理論は，
過度に単純化されたモデルを用いて個人と組織の意思決定のプロセスを表面
的に説明しており，総じて実用的な理論とは言い難い．仮に，サイモンの用い
た「氷山のメタファー」の指す「全体」が，本物の機械，例えばコンピュータで
あれば，彼への批判は必ずしも当たらないだろう．しかし，サイモンの言う「氷
山」が指すものは，生命体としての人間そのもの，あるいは人間から成る組織
なのである．サイモンが信じた方法論こそ，今日の社会科学の不振を招いてい
る一因というべきだろう．
ドラッカーは，明確な因果関係を提示するものに疑念を持っていたとい
う（6）．それがなぜかといえば，目に見えるものは，目に見えない重要なものを
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基盤として成立しているという信念を彼が持っていたからだろう．今西が指摘
したように，科学の方法論の上に乗らない現象は，数知れず存在する．わたく
したちは，人間の知覚が及ばない世界の存在に気づかなければいけない．ミン

4. 社会の生物学的起源

ツバーグは，ありのままの現実を観察し，唯一絶対のものはないとする．ひと
つの原因がひとつの結果を生むというような因果関係で説明することができる
事象は，人間が見ている現実の世界において，稀にしか存在しないのだ．特に

進 化 論 の 巨 星，ダ ー ウ ィ ン は，1871 年 に「 人 間 の 進 化 と 性 淘 汰 」を 著 し
た（12）（13）．彼は，社会的本能は人間に限ってみられるものではなく，それは動物
にもみられ，社会性を発現させる心も進化することに早くから気づいていたよ

人間の相互作用が生みだす社会現象のなかに，明確な因果関係で説明が可能な
ものがあるとすれば，それはまさに「氷山の一角」でしかないのである．
例えば近代経済学では，中央銀行の「貨幣供給」を一定量増加（あるいは減
少）させたときの金融政策の効果を，定量的に予測する．このとき市場は関数
であり，関数で因果関係を表現する．しかしこのような考え方はあくまで見立

うだ．日本では，前出の今西が 1951 年の著書「人間以前の社会」で動物の社会
を論じ，社会をつくるのは人間だけではないことを明らかにした．今西によれ
ば，最初に動物の社会を論じた研究者は，1877 年に「動物の社会」を著した哲
学者のエスピナスであった（14）．やがて 20 世紀の中頃に，遺伝子の本体が DNA
（デオキシリボ核酸）であることがわかると，生態学者のウィルソンが 1975 年
に「社会生物学」を著し，生物学と人文・社会科学の統合の可能性に言及し

てであって，フィクションである．このような見立てに基づく情報を参考にす
ることは可能かもしれないが，しかし賢明な政策決定者はこの予測をどの程度
まであてにするだろうか．古代中国の殷の時代の政策決定者は，意思決定に亀
甲や獣骨を焼いて吉凶を占う卜占を用いていた．おそらく卜占には利害関係者
や民衆の同意を促進する効果があっただろう．その殷の時代から現代まで，マ
ネジメントが純粋な科学的根拠に基づく意思決定をしたことは，一度もない．
意思決定の本質は人類の歴史の中で，3000 年前の殷の時代から何も変わってい
ないのである．
ドラッカーはいう．
「物理的な世界観から生物的な世界観への移行が，新し
（7）
．
い総合哲学の登場を求めている」

3. 社会とは何か，組織とは何か
ドラッカーは，「社会を定義することは，生命を定義するのと同じように難
「組織とは，共通の目的のため
しい」と言った（8）．組織についてドラッカーは，
に働く専門能力をもつ者からなる人間集団である」と定義した（9）．社会なしに
個人が生きていくことは不可能に等しい．個人は，さまざまな意思をもって社
会を構成している．現代社会に生きる各個人の欲求は実に多様である．人間社
会が成熟するほど，個人の意思と行動は多様化し，単に生存のための社会参加
という意味合いは薄れていく．すなわち，生物学的な採食と生殖というふたつ
の目的の優先度は相対的に低くなっていく．動物行動学者の日高敏隆は，動物
の社会と人間の社会とを比較し，種ごとに多様な社会があること，人間の社会
は非常に複雑につくられていることを指摘している（10）．ドラッカーは現代の人
間社会について，
「今や社会そのもの，さらには社会活動，社会問題のすべて
があまりに複雑である」といい，ゆえに「唯一の正しい答え」はないと指摘し
た（11）．

た（15）．こうして見ると，自然科学（自然学）の分野における社会の起源，あるい
は社会性の起源に関する考察の歴史には，19 世紀の中頃からおよそ 150 年の伝
統がある．他方，人文・社会科学の歴史には，動物と人間の間にある連続性が
正しく認識されるまでに紆余曲折がある．19 世紀終盤から 20 世紀初めのヨー
ロッパでは，一部に優生主義がおこった．ドラッカーは，
「ファシズムのルーツ
は，ダーウィンに始まる生物学的決定論にある」と述べている（16）．優生学に代
表される生物学的決定論は，ナチスのユダヤ人虐殺などを正当化するために政
治的に用いられてイデオロギー化した．行動生態学者の長谷川眞理子と動物行
動学者・進化心理学者の長谷川寿一は，共著「進化と人間行動」で，「20 世紀前
半までに起こったこのような不幸な歴史（ナチス・ドイツのユダヤ人虐殺）に
より，20 世紀の社会科学は，人間性の説明に生物学を用いることを嫌うように
なった」と指摘している（17）．

5. 組織の起源
ドラッカーは，組織は「人間の生物的な必要や心理学的な特性に基づいて形
成されるものではない」と指摘している（18）．「組織は社会やコミュニティや家
族と異なり，目的に従って設計され，規定される」
「組織とは法律上の擬制であ
る」
「組織とは，目的志向の機関である」
「組織は一つの目的に集中して，初めて
（19）
（20）
（21）
大きな成果をあげる」
．要するに組織とは，特定のひとつの目的の達成
のために人為的につくりだされた仕組みといえる．したがって，組織の秩序の
中に，生物学的な起源をもつ人間の生態が併存することを前提とする組織設計
は，共通の目的の達成のための本来の組織設計に劣後する．組織は目的志向の
機関であるとドラッカーがいったとおり，組織の機能は，共通の目的の達成を
最優先にして規定されるからである．各成員が抱く様々な個人的な欲求の実
現は，組織の秩序の中で原則的に劣後する．これが組織の原初的な姿である．
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1921 年に「官僚制」を著したウェーバーが生きた時代は，産業組織が人類の歴
史に登場してまだ日が浅かった ．その当時の組織の多くは工業製品の供給
量の増大を目指し，純粋な目的志向を標榜しこれを実践していただろう．1903
年にフォード・モーター社が設立され，1908 年から同社が販売した T 型車は，
（22）

1927 年の生産終了までに，大量生産方式により累計で約 1500 万台が製造され
たといわれている（23）．T 型車の大量生産は，近代組織の大規模化が大量生産方
式を可能にした好例であり，ウェーバーの説いた官僚制の組織理論がよく機能
した一例ともいえるだろう．ドラッカーによれば，近代組織は今から約 150 年
前にプロシア軍の組織構造をモデルにして誕生したという．プロシア軍は 1855
年から 1865 年にかけて再建され，当時最も成功した組織であった．プロシア軍
は，組織の基盤を指揮と命令に置き，非常に効率の良い「組み立てライン」的な
軍隊だった．プロシア軍をモデルとする組織構造は，1920 年代末に絶頂期を迎
え，この組織構造が，当時のあらゆる組織において採用された

．

（24）

6. コミュニティの喪失
霊長類学者・人類進化論研究者で霊長類の社会生態学に詳しい山極寿一によ
れば，人間の家族という単位集団は，類人猿にはない独特な社会だという（25）．
山極は次のようにいう．
「人間以外の動物は『家族』と『共同体』を両立できな
い．しかし人間は，この二つの集団を上手に使いながら進化してきた．この点
（26）
こそが，ほかの動物と人間を分ける最大の特徴と言える．」
本稿では，人間の「家族」は排他的な集団の単位としての核家族を指すもの
とする（27）．また人間の「共同体」あるいは「コミュニティ」の語に厳密な定義を

与えない．敢えて「共同体」と「コミュニティ」の語に説明を加えるならば，こ
れらは「核家族」と「組織」のいずれにも該当しない集団ということができる．
その代表例として地域コミュニティを挙げることができる．一般論として地域
コミュニティの特徴には，
「近所づきあい」という語に象徴されるような互酬
的な秩序の人間関係があり，成員が単一の目的に縛られることはなく，内部の
コミュニケーションに命令を含まないような，平等な人間関係がみられる．
人間以外の動物は，家族生活と他の共同体生活を両立させる能力をもたな
い．動物行動学者のドゥ・ヴァールによれば，共同狩猟と食物分配といった互
酬的な社会行動はチンパンジーにもみられる（28）．しかしチンパンジーの社会に
は，共同体生活のみがあり，家族生活はない．ゆえに人間の特徴は，複数の集団
（グループ）に所属して多面的な社会生活を営む点にある．人間の社会生活の多
面性は，いわば「
“うち”と“そと”の論理」である．長い進化の過程で高度な社
会生活を営む能力を身につけた人間だが，それでは職場としての組織に生きる
われわれ現代人は，
「家族」と「コミュニティ」と「組織」の三種の集団を維持
しながら，社会を上手にわたり歩いているだろうか．
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ドラッカーは，1942 年の著書「産業人の未来」で「自由で機能する社会を可
能とするには，企業をコミュニティへと発展させることが必要である」と説い
た（29）．彼はそれ以来，半世紀にわたって「職場コミュニティ」の実現の可能性
を模索していた．ドラッカーは，当時出現したばかりの大企業に，自由で機能
する社会の主役たることを期待したが，それと並行して職場コミュニティの実
現も期待していた．しかし職場コミュニティへの期待だけは，やがて悲観的な
考えに変わった．ドラッカーは，
「組織の論理はコミュニティを超越する．組織
の論理がコミュニティの価値と衝突するとき，組織の論理が優先する．さもな
ければ，組織は社会への貢献を果たせなくなる．」と述べ，職場コミュニティの
実現に否定的な考えを，着想から約 50 年後の 1993 年の著書「ポスト資本主義
社会」で告白した（30）．2002 年の著書「ネクスト・ソサエティ」では，職場コミュ
ニティの実現がかなわない理由を「いかなる企業といえども，一人ひとりの人
間に真の安定を与えることはできないから」と示し，1970 年代から手掛けてい
た NPO（非営利組織）の育成により傾注する（31）．
「ネクスト・ソサエティ」でドラッカーは次のようにいう．「今日われわれに
課された課題は，都市社会にかつて一度も存在したことのないコミュニティ
（32）
．11 世紀から 12 世紀の頃のドイツで，田舎社会のコ
を創造することである」
ミュニティにあった強制と束縛から逃れ，都市に入ることを許された農民は，
農奴から市民に変わることができた．このことは「都市は開放する」という言
葉に象徴される社会現象だった．しかし，都市社会へのあこがれは夢想にすぎ
なかった．都市社会は匿名の社会であり，コミュニティが欠落していた．そし
て今，コミュニティはどこにもないとドラッカーはいう（33）．

7. 組織社会とは何か
ドラッカーは，組織社会を，あらゆる社会的な課題が組織に委ねられる社会
として述べている（34）．そして最も重要な変化は，今日の社会的機能のすべて
が，大組織によって果たされるようになったことだと指摘している（35）．ドラッ
カーはこれを「新種の多元社会」と呼んだ（36）．新種の多元社会には，ホッブズ，
ロック，ルソーの社会契約説にあるような，政府だけが唯一の権力を独占する
社会構造は，もはや存在していないという．多元社会を構成するそれぞれの組
織が，それぞれ独自の目的を掲げ，それぞれの組織がそれぞれの役割をもち，
「今日の組織社会には前例が
すべての組織が相互依存関係にある（37）．ゆえに，
ない」という（38）．
ドラッカーは，「断絶の時代」を執筆した 1968 年の時点で，アメリカに組織
社会と新種の多元社会が既に到来したことを知らせている．人類の歴史上に例
のないこの変化はなぜ起きたのだろうか．
組織社会を到来させた要因は様々だが，そのひとつに自由市場経済の効率
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性をあげることができる．市場は大企業の成長の舞台であり続けている．戦後
社会の代表的組織たる日本の企業を成長させたものははじめ国内市場であり，
やがてグローバル市場だった．しかし効率性を追及して行き過ぎることもあ
る．20 世紀の終盤から 21 世紀の初頭にかけて，いわゆる新自由主義のイデオ
ロギーのもとに，あらゆる社会的な課題を市場に委ねてしまおうという極端な
意見があった．新自由主義の時代に，多くの指導者たちの目に市場という仕組
みが万能なものに見えてしまった．最近のメディアではようやくこのイデオロ
ギーに懐疑的な意見が目立ち始めてきた．そして現在，社会的課題の一部を，
市場でも政府でもなく，社会セクターの NPO
（非営利組織）に委ねる時代への
変化の途上にある．
組織社会を到来させたもうひとつの重要な要因は，工業社会から情報化社会
への時代の変化である（39）．工業社会は経済の高度成長を実現させ，市場の効率
性を高めた．また農村から都市への人口の移動が企業組織の大規模化を後押し
した．情報化社会は，工業社会に置き換わって出現する社会ではない．工業社
会の中に情報産業が生まれ，両者が併存しながら，情報産業の供給する商品や
サービスの経済的価値が，工業製品の経済的価値を相対的に上回るような時代
の変化が徐々に起こる．文明学を提唱した民族学者の梅棹忠夫は，1963 年に
「情報産業論」を著し，初めて情報化社会の到来を予言した（40）．梅棹は，工業と
情報産業とが併存しながら情報産業の方に重点が移っていくという．
「工業か
ら情報産業へ置き換えられるのではなくて，情報産業の発達によって工業自身
も拡充していく」と彼は述べている（41）．社会の情報化の進展により，経済の安
定成長の時代を迎えても企業組織の大規模化とネットワーク化が加速度的に進
行した．情報と経済のグローバル化がさらにこれを後押しした．特に 1990 年代
から起きている IT 革命（ICT 革命）は，組織内外の低コストで多様なコミュニ
ケーションを可能にし，組織の大規模化と多元社会のネットワーク化をいっそ
う容易にした．
これからの時代は，あらゆる組織にとって規模の適切さが問われるようにな
るとドラッカーはいう．ドラッカーいわく「生物的なプロセスでは規模は機能
（42）
によって決まる」
．

8. 単一の目的の組織に，多様な欲求をもつ個人が集う
社会をつくるという現象は，動物と植物に属する多くの種に見られる．その
一方で組織という集団を構成する現象は，人間にしか見られない．組織は人工
的な集団である．現代の組織社会の現場で，組織の中で活動するのは，人間だ
けではない．生物としての人間とともに働くのは，組織と同じように人工的な
起源をもつ機械やロボットであり，工業社会はむしろこちらが主役の社会と
いっても過言ではない．工業社会では，一般的に，機械の動きに人間を追従さ
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せた秩序の方がより生産性が高い．工業社会の時代に発展を見た組織には，前
提として機械的な秩序があって，生活の糧を得るために個人がそこに参加する
という構図がほとんどだったのではないか．わたくしは，組織内の機械的な秩
序と人間の生来の社会性がつくる秩序のギャップに着目したい．人間の生来の
社会性とは，動物的な社会的知性と言い換えることもできる（43）．このギャップ
は，組織におこる予期せぬ事象や，様々な矛盾を発生させるひとつの要因とし
て考えられる．単一の目的の組織に，生来の社会的・生理的欲求をもつ個人，
あるいは多様な人生の目標や目的をもつ個人が集うことは，伝統的な組織の
理論と現実との間に断絶を生じさせるだろう．なぜなら，人間の生来の社会性
が，社会生活の多面性を発現させるからである．人間の社会生活の多面性は，
社会行動の多面性を生じさせる．しからば，組織にはフォーマルな側面とイン
フォーマルな側面が存在する．わたくしは，人間の社会行動の多面性の議論の
出発点としてホーソン実験を参照したい．この実験は，心理学者・経営学者の
メイヨーらによって，ウエスタン・エレクトリック社のホーソン工場で 1920
年代前半からおこなわれた，ミクロな視点の社会生態学的意義のある実験で
ある（44）．この実験では，ブルーカラーの労働者の階層に「インフォーマル・グ
ループ」が形成されることが発見された（45）．インフォーマル・グループは，グ
ループを形成すること自体を目的として流動的，非制度的，自発的に形成され
る小集団である．インフォーマル・グループはブルーカラーの労働者同士で形
成されたが，わたくしは次のような疑問を抱くようになった．現代社会の知識
労働者層，あるいは経営者層ではどのような人間関係が形成されているのだろ
うか．
知識労働者の社会生態学的な研究事例として，経営学者の野中郁次郎による
知識創造プロセスの比較研究がある．野中らは，日本の製造業企業の新製品開
発過程の調査のために複数の現場に足を運び，直接見聞きし，それらの比較か
ら知識創造の理論を導出した（46）．野中は，調査の現場で目撃したことを次のよ
うに記している．「開発プロジェクトの成功に寄与しているのは，「限界」に挑
戦する狂気ともいえる人間像ばかりなのである．さらにそこには，人間一人ひ
（47）
とりが持つ情報処理能力の限界を，チームで超越していく姿があった．
」
ドラッカーは，知識労働者の動機づけに必要なものは成果であり，挑戦の機
（48）
会であるという．彼らの意欲の源泉は「金以外のところにある」
．その理由
は，知識労働者が仕事そのものから満足を得るからである．知識労働者の欲求
はそれぞれの仕事にあり，彼らに固有の欲求を認めることが彼らを動機づけ

る．知識労働者の欲求は，
「自己実現」
，
「能力開発」
，
「生涯発達」
，
「継続学習」
，
「卓越した専門性の追求」，「自己超越」，「自律性と責任」，「セルフマネジメン
ト」，「意思決定」
，
「多角的な視点」
，
「異文化交流」
，
「リベラルアーツ」
，
「想像
力・創造力」，「意志力」，「企業家精神」といったキーワードで説明できるだろ
う．自立した個を目指す知識労働者の欲求が組織の知識創造，そしてイノベー
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ションの源泉になり，やがて社会そのものを変えていく．
経営者層の社会生態学的な研究には，ミンツバーグによるマネジャーの職務
の研究を挙げることができる．彼はこの研究に，参与観察的な方法と，経営者
自身の日誌の提供を受けて分析するなどの方法を用いた．ミンツバーグはその
研究成果から次のような興味深い話題を紹介している．「マネジャーは，ソフ
（49）
トな情報，特にゴシップとか，噂とか，憶測といったものを大事にする」
．マ
ネジャーは部下やさまざまなネットワークとの対人関係を保つことによって，
組織の神経中枢（情報の中枢）になるという（50）．伝統的な分析的手法に基づい
て組織を研究しようとすると，ゴシップ，噂，憶測などの情報の存在は研究の
対象から漏れてしまう．なぜなら，これらは極めて主観的で本能的なものだか
らである．このような主観的な情報，あるいはインフォーマルな情報は，組織
論や情報科学（情報学）の研究対象としてみなされにくい．他方で，形式知化さ
れたフォーマルな情報に基づく情報システムの研究は伝統的に盛んだ．情報シ
ステムは「不意打ち」による組織の失敗を防ぐのに役立つとドラッカーはいう．
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ホーソン実験で発見されたインフォーマル・グループが，肉体労働者間で形
成されたものであるのに対し，ミンツバーグの「ソフトな情報」の研究対象は
上級マネジャーだった．ここで，これらの話題にゴシップ仮説の人間像を重ね
合わせてみたい．あくまで推定だが，インフォーマルな人間関係は組織のあら
ゆる階層で形成され得ると考えるのが自然ではないか．
野中郁次郎らは，日本軍の組織論的研究をまとめあげた著書「失敗の本質」
に，「典型的官僚制組織であるはずの日本軍は，大東亜戦争というその組織的
使命を果たすべき状況において，しばしば合理性と効率性とに相反する行動を
示した．つまり，日本軍には本来の合理的組織となじまない特性があり，組織
的欠陥となって大東亜戦争での失敗を導いたと見ることができる．
」と指摘し
（55）
た ．この指摘にヒントを得て，これからの組織研究のあるべき姿を思い浮か
べてみる．そこで，代表的なインフォーマル集団の例として，エリート官僚た

彼は「不意打ち」から組織を防衛した例として，1990 年代後半のアジア経済危
機に対するアメリカの金融機関の対応を挙げている（51）．それでは，ゴシップ等
の主観的でインフォーマルな情報は，組織の一般理論として考えるときに，は

ちが組織内部に形成した派閥を考えてみたい．陸軍省に皇道派と統制派と呼ば
れる派閥が存在したことはよく知られている．陸軍省というフォーマルな組織
の中のインフォーマルな集団（派閥）がもつ影響力と組織行動の間の因果関係
をひも解く作業は，戦史資料等の調査を通じて今日でもおこなうことができ
る．このような研究活動を通じて明らかにされる史実は，現代組織の中にある，

たして無視してもよいのだろうか．あるいは組織の中にどのように位置づけた
らよいのだろうか．そこに人間としての普遍的な何かを見出すことはできない
のだろうか．従来の組織論研究のほとんどが，この点を扱っていない．ドラッ
カーは，「情報型組織が成立する条件は，全員が情報に責任をもつことである」
と述べている（52）．ゴシップ等が発信者の責任を伴わない情報である点で，これ

様々なインフォーマルな人間関係を調査・研究する際の比較検討の対象とする
ことができる．また同書には，
「日本の政治・行政組織の研究は，われわれの今
後の課題である」とある（56）．現代の日本では，政治団体や行政機関といった公
的機関は，報道や出版物，あるいは情報公開制度を利用した資料収集が可能で，
組織行動の研究対象とすることができる．国と地方の議会，裁判所も研究対象

らを形式知化して組織的に用いたり，意思決定の拠り所とすることは，情報型
組織の機能を著しく毀損する危険性をはらんでいる．にもかかわらず，「マネ
ジャーは，ソフトな情報を大事にする」と言ったミンツバーグの指摘が間違い

に含めることができるだろう．これらの公的機関で見られる組織行動の研究
が，企業組織や他の非営利組織を含む組織一般の理論の形成と精緻化に貢献す
る可能性を指摘したい．「日本軍が戦前日本において最も積極的に官僚制組織

ではないことを，身近にいる実際のマネジャーの働きぶりを見ることによっ
て，多くの人がよく感じている．
進化人類学者・進化心理学者のダンバーは，言語の起源の研究をめぐって
「ゴシップ仮説」を唱えた．ダンバーの生態学的な研究によれば，社会交渉を通
じた霊長類の社会的なモニタリングは，集団生活の中で重要な役割を果たして
，人
いるという（53）．社会交渉とは，類人猿の場合はグルーミング（毛づくろい）
間の場合はゴシップ（うわさ話）を指す．社会的なモニタリングとは，集団内に
共生するメンバーの個体（個人）情報を収集して自らの社会環境を認知する活

の原理（合理性と効率性）を導入した組織であり，しかも合理的組織とは矛盾
する特性，組織的欠陥を発現させたとすれば，同じような特性や欠陥は他の日
本の組織一般にも，程度の差こそあれ，共有されていたと考えられよう」とい
う野中らの指摘は示唆に富んでいる（57）．

動と言い換えることができる（54）．ゴシップ仮説からは，うわさ話に日常的・積
極的・本能的に参加する人間像が思い浮かぶ．ゴシップ仮説はあくまで仮説だ
が，顔見知り同士がするうわさ話などのインフォーマルなコミュニケーション
は，人間のもって生まれた社会性に基づく欲求として理解することは可能だろ
う．

9. ネクスト・ソサエティのガバナンス
ドラッカーは，
「組織とは成果を最大にするための道具である」という．知
識社会では特に，組織とは知識の力を最大にするための道具となる（58）．そして
「組織は人間からなるものであるがゆえに，完全を期すことは不可能である．し
（59）
たがって，完全ならざるものを機能させることが必要になる．
」
企業経営者の茂木友三郎は，組織におけるガバナンスの重要性を強調する．
強いリーダーの存在はあらゆる組織の成功の条件だが，同時にリーダーシップ
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をチェックする仕組みが必要で，リーダーシップとガバナンスのバランスが大
切だと説く（60）．工業社会から知識社会への移行にともない，企業組織の統治構
造の変化が必然的に起こる．ドラッカーは，
「これからはコーポレート・ガバナ
ンスとその周辺の考え方と手法のすべてが見直されていく」という（61）．
近代経済学のイデオロギーが支配した従来のパラダイムでは，企業組織の目
的は利潤の追及であり，その唯一の所有者が株主だった．しかし 2007 年のサブ
プライム問題に端を発した国際的な市場の混乱を経て，近代経済学の諸学説に
対し懐疑的な見方がされるようになった．ドラッカーは，「ポスト資本主義社
会は，知識社会であるとともに組織社会である」
「ポスト資本主義社会とは，組
織社会である．それは従業員社会である．
」という（62）．本稿では組織社会とは何
かについて，工業社会の変化の文脈の中で論じてきた．それではもうひとつの
知識社会とは何かという側面について考えてみたい．ドラッカーは，「知識社
会への移行とは，人間が中心的な存在になることにほかならない」と述べてい
る（63）．近代以降の社会を動かしてきた原動力は資本であり，近代経済学が規定
した資本主義の世界では特に金融資本，すなわち通貨の及ぼす力が圧倒的に強
かった．通貨とは何か．通貨とは交換のための情報媒体（メディア）である．情
報媒体となりうる物質の例として，現代では紙，金属，半導体，電子などが挙
げられる．情報とは何か．社会科学では，人間の存在なくして情報は存在しな
い（64）．前出の梅棹は情報を「人間と人間のあいだで伝達されるいっさいの記号
の系列」と定義した（65）．しからば，金融資本とは何か．金融資本とは，誰かに帰
属する信用を情報化したものの集合体と言い表すことができる．
金融資本の本質が情報であることに気がつかないと人類は大変な過ちを犯す
かもしれない．道徳的，あるいは規範的な是非は別として，現実の社会は情報
の真偽の判断をその受け手の心理に委ねている．しかし情報の受け手がただち
にその真偽を判断するとは限らない．要するに，通貨が表示する交換情報の真
実性の判断，すなわち通貨の信認は，その受け手の心理に委ねられているので
ある．2007 年にサブプライム問題が世界的な金融危機に発展し，先進各国の中
央銀行は，「貨幣供給」によってその場をしのいだ．特に日本銀行は，少子高齢
化・人口減少の潮流の中にあっても長期にわたりこれを継続，拡大している．
しかし中央銀行によって現世に創出された「未来の誰かの信用力の集合体」は，
大幅な人口の減少と国の経済規模の縮小によって単なるまぼろしに変わってし
まう危険性があることに気づかなければならない．
「貨幣供給」とその結果生
じた現象間にある因果関係は，機械的・物理的なものではなく，心理的なもの
であるがゆえに，実際の人口の喪失あるいは統計上の経済規模の縮小がみられ
なくても，心理的な要因で「未来の誰かの信用力の集合体」は消えてしまう．つ
まり「未来の誰かはいない」と感じられた時点で，それは消えてしまう．ドラッ
カーは 2002 年の著書「ネクスト・ソサエティ」で，「社会を変える少子高齢化」
の章を，総論の次に来る各論の筆頭に置いている．同章でドラッカーは「年金
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と移民の二つの問題が，先進国の政治の様相を大きく変えつつある」
「人口構造
の変化こそ，ネクスト・ソサエティにおいてもっとも重要な要因」と述べてい
る（66）．そして少子高齢化問題の次に来る章に「雇用の変貌」を位置づけている．
既に日本の産業構造の実態は工業社会から知識社会へと重心を移し，労働者
の仕事は多様化した．多様化した仕事に対応する多様な働き方が考案され，提
案されている．ワークライフ・バランスという考え方は，最も代表的な提案で
ある．労働市場は，「需要が異なり，動きが異なり，雇用形態が異なる多様な市
場に分化する」とドラッカーは述べている（67）．それでは，多様な労働市場に登
場する「知識労働者」とはどのような人物像なのだろうか．ドラッカーは 1959
年に知識労働の重要性に初めて気づき，1966 年の「経営者の条件」で初めて知
識労働者の話題を取り上げた（68）．一般論としての知識労働者を指称する最も
端的な言葉は「卓越した専門性」ということになるだろう．しかし，2002 年の
「ネクスト・ソサエティ」では，「知識労働者という言葉は，今日のところ，医
師，弁護士，教師，会計士，化学エンジニアなどの高度の教育と知識をもつ一部
の人たちを指すにとどまっている」として，ドラッカーは一般的な知識労働者
の概念を否定的にとらえている（69）．このことからわかるように，知識労働者と
は，単にライセンスを付与された専門職という表現では足りず，より広い概念
が「知識労働者」である．テクノロジスト（技能技術者）を例に挙げれば，彼ら
は肉体労働をする知識労働者であり，「頭よりも手を使う時間のほうが長い」
「とびぬけて収入が多いわけではないかもしれない」という特徴を持つ「専門
職業人」という名の知識労働者である（70）．専門職業人の手作業は，徒弟制では
なく，学校教育でしか手に入れられない知識を基盤とし，ドラッカーはここで
いう知識を「中学卒業相当の知識をはるかに超える教育と訓練」と表現してい
る（71）．そのような専門職業人の具体例のひとつとして，彼は医療テクノロジス
トを挙げている．医療テクノロジストとは，前述の「医師」を除けば，看護師，
栄養士，医療技師，ソーシャルワーカー，理学療法士，放射線技師，超音波技
師，精神科ケースワーカー，歯科技工士が挙げられ，「ネクスト・ソサエティ」
（2002 年）の執筆当時，アメリカで最も増加した職業が，これらの医療テクノロ
ジストであった（72）（73）．医療テクノロジストは，勤務時間の多くを，患者のベッ
ドの整理，電話の応対，書類の整理などのような，さほど熟練を必要としない
仕事に使う．この点で一般的なサービス労働との違いが見られないとしても，
学校教育で得た知識を基盤として仕事に従事する点で，医療テクノロジストは
知識労働者として位置づけられる（74）．ドラッカーが挙げた知識労働者のふた
つの要件は，第一に「知識労働者としての知識を身につける学校教育」を受け
た者，第二に「継続学習」をする者である（75）．また，知識労働者についてドラッ
カーはさらに次のように述べている．知識労働者の帰属先は，雇用主たる組
織ではなく，自らの専門領域であり，彼らはその専門領域によって自己規定す
る（76）．知識労働者は自らを誰かの部下ではなく自立した存在とみなし，かつそ
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のように遇されることを求める（77）．組織とのかかわりに関しては，知識労働者
は，知識人の文化と組織人の文化のふたつの文化の中で生き，働くことができ
なければならない（78）．

カーは，ポスト資本主義社会における組織の原則を次のように示した．「第一
の原則は，組織たるものは，自らの機能を発揮するうえで必要不可欠でない権
力を行使してはならない」
「第二の原則は，たとえ正当な権力の行使であって

以上に挙げた知識労働者の人物像から，日本のネクスト・ソサエティを考え
てみたい．まず思い浮かぶ日本の知識労働者像は，シニア世代の熟年知識労働

（84）
も，その濫用を防ぐための予防措置が講じられなければならない」
．第一の

者である．彼ら，彼女らの人生の真の豊かさを実現するものは，継続学習ある
いは生涯学習に対する意欲の有無にあると言っても過言ではない．体力の衰え
を知力でカバーして余りあり，熟練の技能と高度な専門知識に対するさらなる
向上心を維持している．幅広い教養と豊かな経験を武器に組織の中で優れた意
思決定をすることができる．還暦で転職，還暦で起業というチャレンジ精神に
あふれた人もいる．このような活き活きとした熟年知識労働者が大量に登場す
る可能性が，明日の日本にある．
次に思い浮かぶ日本の知識労働者像は，就職氷河期に学校を卒業した 20 代
から 30 代の若手知識労働者である．彼ら，彼女らは団塊ジュニア世代よりも若
く，いわゆる非正規雇用として就業してきたために職業訓練とキャリア形成の
機会に恵まれなかった層の比率が高い．彼ら，彼女らの職業生活の成否は，「働
きながら学ぶ」ことを可能にするワークライフ・バランスの成否によるところ
が大きい．これは極めて社会的な問題である．
「若手の知識労働者をもたない
組織は過去を守るだけの存在となる」
「年齢や卒業証書に関わりなく高等教育
（79）
（80）
への門戸を開けておくことは，今日社会的な要請である」
．
そして，今最も活躍が期待される存在として女性知識労働者を挙げることが
できる．「今日の知識労働の仕事はフェミニズムとは関係なく，男女いずれで
も行いうる」
「もともと人類の歴史において，女性の役割と男性の役割は同等
だった」とドラッカーは指摘している（81）．
今日の日本の労働者の多くは，1947 年に制定された労働基準法所定の働き方
の類型に縛られ，硬直的な雇用慣行が，知識労働者の誕生を制度面から阻んで
いる．同法は今日までに何度も改正が重ねられているものの，組織内で責任あ
る意思決定をする知識労働者の多くが，労働時間，休憩，休日に関する現行の
規定の適用除外とされるおそれがある（82）．この点で，知識労働者の労働条件に
関し，労働基準法に準ずる原則と最低基準を定める法律の整備が求められる．
また労働基準法は，重要な労働条件決定の手続きを類型化し，労働者の過半数
代表者と使用者間の交渉に事実上限定した手続きとしている点で画一的であ
り，働き方に関する少数派の希望が個々の職場に反映されにくい．したがって
抜本的な制度改革による働き方の変化が起きれば，知識労働者の数は急激に増
加するだろう．働き方の変化は労働者の意識の変化を促す．
「これからの組織，
特に企業を変えていくものは，技術や情報や e コマース（電子商取引）の発展よ
りも，むしろ意識の変化である」とドラッカーはいう（83）．
ポスト資本主義社会は，知識社会であると同時に組織社会である．ドラッ

原則の重要性は，野中らが「失敗の本質」に描いた軍事組織の失敗事例に見出
すことができる．第二の原則はガバナンスの原則であり，茂木はこの重要性を
強調した．
「年金基金は，いまや資本の主たる供給者，および大企業の支配的所有者であ
る」．ドラッカーは，年金基金の機関投資家としての側面を鋭く指摘し，今日，
コーポレート・ガバナンスについての徹底的な再検討が不可欠であると述べ
た（85）．日本では昨年から今年にかけて，公開会社のコーポレート・ガバナンス
が盛んに議論され，多くの企業で取締役会の改革がみられた．機関投資家の要
求が，社外取締役の新規採用を促進した一面もあるだろう．しかし取締役会の
改革だけで，十分なコーポレート・ガバナンスが機能するとは言い難い．あら
ゆる組織のガバナンスに不足しがちなのは，リーダーに「想像力」をもたせる
ことだとドラッカーは見抜いている（86）．
日本は他国よりも深刻な少子高齢化の問題を抱える課題先進国である．複雑
で深刻な問題が多いからこそ，人間性を中心に据えた処方箋を採用すべきであ
る．本稿で取り上げたように，ドラッカーは「意識の変化が組織を変えていく」
と言っている．「労働者の意識の変化」を促すことこそ，組織と社会を変え，最
もコストが低く，最も実現可能性の高い処方箋ということができる．人間性が
回復する点で，この処方箋は人口規模の維持と労働生産性の向上に寄与するだ
ろう．その処方箋はふたつの側面から成る．第一は知識社会の処方箋で，第二
は組織社会の処方箋である．第一に，働く人々の意識を変えていくような新し
くて多様な働き方を，制度的改革を通じて提案すること．第二に，組織のリー
ダーの育成を目的とした教育訓練と，従業員による組織のガバナンスを，制度
的改革を通じて促進することである．このふたつの処方箋が，人間性に基づく
社会基盤を回復させ，知識社会と組織社会の両立に役立つ．より具体的には，
労働法改革では，労働協約や労使協定などの団体交渉を前提とした制度より
も，個別の労働契約の履行を監督する制度が相対的に重要になる．会社法改革
では，法所定の株式会社の機関に，従業員の意思決定機関を追加することが検
討されるべきである．
【注】
（1）拙稿『組織行動を研究するために』
（ドラッカー学会編『文明とマネジメント―ドラッ
カー学会年報 Vol. 11』2014 年 p. 106 - 109）
（2）ドラッカー著，上田惇生訳『新しい現実』ダイヤモンド社 2004 年（原著 1989 年）p. 297
（3）今西錦司著，中村桂子編『京都哲学撰書第十九巻今西錦司―行為的直観の生態学』燈影
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舎 2002 年 p.341，（原文は口語体．本稿の文体にあわせて語尾を改めた．）
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屋書店 2010 年（原著 2009 年）p. 244 - 245

（4）ハーバート・A・サイモン著，稲葉元吉・倉井武夫訳『意思決定の科学』産業能率大学出版
部 1979 年（原著 1977 年）p.94

（29）前掲『産業人の未来』2008 年（原著 1942 年）p. 287

（5）ヘンリー・ミンツバーグ著，北野利信訳『人間感覚のマネジメント―行き過ぎた合理主
義への抗議』ダイヤモンド社 1991 年（原著 1989 年）第 4 章を参照

（31）ドラッカー著，上田惇生訳『ネクスト・ソサエティ―歴史が見たことのない未来がはじ
まる』ダイヤモンド社 2002 年 p. 272

（6）上田惇生・井坂康志著『ドラッカー入門 新版―未来を見通す力を手にするために』ダイ
ヤモンド社 2014 年 p. 227
（7）ドラッカー著，上田惇生編訳『イノベーターの条件―社会の絆をいかに創造するか』ダ
イヤモンド社 2000 年 p.247
（8）ドラッカー著，上田惇生訳『産業人の未来』ダイヤモンド社 2008 年（原著 1942 年）p. 23
（9）ドラッカー著，上田惇生訳『ポスト資本主義社会』ダイヤモンド社 , 2007 年（原著 1993 年）
p.64
（10）日高敏隆著『ぼくの生物学講義―人間を知る手がかり』昭和堂 2010 年 p. 118 - 121
（11）前掲『新しい現実』2004 年（原著 1989 年）p.12
（12）チャールズ・R・ダーウィン著，長谷川眞理子訳『ダーウィン著作集 1―人間の進化と
性淘汰Ⅰ』文一総合出版 1999 年（原著 1871 年）
（13）チャールズ・R・ダーウィン著，長谷川眞理子訳『ダーウィン著作集 2―人間の進化と
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（14）今西錦司著『人間以前の社会』岩波書店 1951 年
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（24）前掲『ポスト資本主義社会』2007 年（原著 1993 年）p.136
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（32）同上 p. 271
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に」を参照
（84）前掲『ポスト資本主義社会』2007 年（原著 1993 年）p.135
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【略歴】 1975 年生まれ．立命館大学経済学部卒．現在は働きながら放送大学大学院で学
ぶ学生である．
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これは，結局のところ，投資ファンドが投資先の企業価値を高めるのと近似
した効果を期待していると思われる．すなわち，経営計画の評価まで踏み込み，
その進捗状況のガバナンスを適切に行うことで企業価値を上げて，機関投資家

A Study on Corporate Governance Code and Peter Drucker

森 雅司

Masashi Mori
（GMO インターネット
（株））

Summary
I checked up Jananese innovation of corporate governance in terms of Peter Drucker．
One way is to go over business planning and to supervise it.
Another way is to set several goals and to self-managing about them.

1. はじめに
2013 年に政府の「日本再興戦略」において指示されたスチュワードシップ・
コードが 2014 年に策定，適用され，そしてまた政府の「『日本再興戦略』 改
訂 2014」において 2014 年に指示されたコーポレート・ガバナンス・コードが
2015 年に策定され，6 月 1 日より適用されている．これら 2 つのコードを「車の
両輪」として適切に実施することで，実効的なコーポレートガバナンスが実現
され，それにより企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を通じて，会
社，投資家，ひいては経済全体の発展にも寄与することとなることが期待され
ている．
本稿では，ドラッカーの著作にヒントを得ながら，対応にあたり留意すべき
点について検討を試みる．

2. ガバナンス改革の概要
ガバナンス改革は企業価値を増大させ，持続的成長をもたらすことを目的と

の顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を狙っているのである．これ
が企業から見て良いか否かは不明であるが，ドラッカーの言う「押しつけられ
た取締役会（1）」にならないよう，企業の持続的成長等，企業の中長期的な目標
実現に向けて対応を考えることが重要である．
このガバナンスの実施者については，機関投資家によるものと社外取締役に
よるものが想定されていると思われる．
機関投資家は，スチュワードシップ・コードにあるとおり，「企業の企業価
値の向上や持続的な成長を促すことにより，顧客・受益者の中長期的な投資
リターンの拡大を図る責任」すなわち「スチュワードシップ責任」を負ってい
る（2）．その責任を果たすため，機関投資家は企業の経営陣へ「目的を持った対
話」
（エンゲージメント）などを通じて経営陣の作成した経営方針・経営目標が
適切か否かを判断し，適切でない場合には，継続的な対話を通じて改善を訴え
かけることになると思われる．
次に社外取締役についても，スチュワードシップ・コードにある，
「取締役会
が，経営陣による執行を適切に監督しつつ，適切なガバナンス機能を発揮する
ことにより，企業価値の向上を図る責務」を果たすことが求められている．こ
のガバナンス機能には，執行の監督だけでなく，経営目標自体のチェック機能
も含まれていると思われる．これらが有効に機能するかについては，いずれも
会社の対応次第であるが，経営目標のチェックにしろ，監督機能にしろ，企業
経営に社外の人間が踏み込むのをどこまで良しとするかは経営陣の判断であ
り，今後の実務対応の見所でもある．
（2）守りのガバナンス
第 2 の守りのガバナンスは，第 1 の攻めのガバナンス以外，すなわち，企業が
やるべきことをやっているかをガバナンスする，やるべきことをやっていない
場合には，それを改めるよう促すものである．

しており，その内容は，攻めのガバナンスと守りのガバナンスに大きく分けら
れる．

長期の低迷からなかなか抜け出せないソニーや，ちょうど時期が悪く企業不
祥事が出てしまった東芝などは，日本企業の中では先進的な取締役会機構を備
えているといわれているが，先進的な取締役会機構を備えていることがすなわ
ち企業価値を増大させる肝とまでは言えないようである．

（1）攻めのガバナンス
第 1 に攻めのガバナンスであるが，これは，会社の行く先に直接口を出す方
法，すなわち，会社の経営目標をレビューし，必要があれば修正させた上で，そ
の経営目標を達成するための施策の実行状況とその結果を監督することで実現
の可能性を高める方法である．

ソニーについては，攻めのガバナンスが効いていないという話であり，東芝
を含めニュース等で見る不祥事は守りのガバナンスが効いていないという話で
ある．これを効果的にするにはどうすればよいのであろうか．
まず，1 番重要というか本質的な話は，適切な経営計画が作成できるかとい
う点である．これを実施すれば，確実に持続的成長できるという経営計画を，
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全ての上場企業が作成することが出来るのであろうか．普通に考えれば困難で
はあるが，不可能ではないのであろう．ただ，企業の置かれている状況を無視
して全ての企業に持続的成長や企業価値の増大を求めることは，経営計画を達
成するために，不適切な会計処理がなされる等の恐れがあり，注意が必要と思
われる．
適切な経営計画が作成できたとして次に問題となるのは，如何にしてガバナ
ンスを効かせるかという話である．この取締役会のガバナンス機能について
は，昔から機能していないとの指摘もある（3）．この点，ドラッカーは，取締役会
が機能していない理由として 3 点挙げている．第 1 は，今日では企業の所有権は
少数の金持ちではなく大衆の手にあるため，取締役会はもはや所有者を代表せ
ず，誰も代表していないことである．その結果，取締役会のメンバーの選出方
法が正当性を失っている．有名だから，取引銀行や顧問弁護士だから，他の企
業のトップだからといった方法である．彼らは多忙であり，取締役をしている
企業に，さしたる利害関係を持たず，多くの時間を割くべき理由もない．批判
的な態度はとらず，時折その振りをするだけである．
第 2 は，今日，取締役会は統治機関たりえなくなっている．統治とは常勤の職
務である．非常勤ではざっと目を通すだけで精一杯であり，徹底的な検討など
できない．
第 3 は，そもそもトップマネジメントは，意味ある取締役会を望まない．意
味ある取締役会はトップマネジメントに成果と業績を要求し，トップマネジメ
ントの提案をそのまま鵜呑みにせず理由を知りたがり，都合の悪いことを質問
し，また事前に報告することを要求する．成果をあげる取締役会は自ら効果的
たることを欲するが，これはほとんどのトップマネジメントにとって，束縛，
制約，大権の侵害，脅威とされる（4）．
3 点いずれもあまりにそのとおりであり，特に，日本で現在話題になってい
る社外取締役の望ましい候補とされているのが経営者，弁護士等であること
は，興味深い点である．この点，ドラッカーは，マネジメントの人間とは背景の
まったく異なる人たちであることが必要な旨指摘しており，加えて，公職を引
退した人たちを取締役として招くというイギリスの慣行は，取締役を経済界と
いう小さな世界の人間に限定しているアメリカよりも，はるかに優れていると
も指摘している（5）．
また，ドラッカーは，トップマネジメントが意味ある取締役会を育てないな
らば，社会から不適切な取締役会を押しつけられる旨を指摘している（6）．現在
のコーポレートガバナンスコードに基づく改革は，まさに押しつけられた取締
役会ともいえるが，その中でも強い意思を持って企業の将来像を見据えること
で，意味がある取締役会へ近づくことが出来ると思われる．
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3. 意味ある取締役会を構築するには
この機会に意味ある取締役会を構築する必要があるが，それには，前述した
取締役会が機能しない理由を解決することが必要となる．第 1 の取締役会のメ
ンバーの選出方法については，現在の日本においては，急に大量の社外取締役
を確保することとなってしまったため，適時に適任者を探すのは困難と思われ
る．じっくりと各社に合った候補者を探すことができるよう，適用まで猶予期
間を設けることも考えられたとは思うが，今まで意味ある取締役会を育ててこ
なかった弊害であり，止むを得ないのであろう．会社にとって御しやすいとの
観点ではなく，真に意味ある取締役会の構成員としての社外取締役を探すこと
が必要となる．
第 2 の取締役会を統治機関とするためには，機関設計を 3 委員会制や監査等
委員会制度にする場合には常勤の監査委員を設ける必要がある．社外取締役の
監督を有効に機能させるためにも常勤の監査委員が必要である．
なお，日本で固有の発展を遂げた監査役制度，監査役会制度は，日本企業が
従来より経営効率を高めるために取締役を社内生え抜き中心で構成してきた現
状を踏まえ，それでもガバナンスを効かせるための制度として発展してきたも
のである．
常勤で取締役の職務執行を監督・監査する機関を設けている点，監査役の独
立性を担保・効果を高めるために，随時機能を見直し拡充している点で欧米式
と同程度あるいはそれ以上に進んでいるとも言える．
従って，監査等委員会に移行する場合には，少なくともガバナンスの低下を
招くことも無い様，一定以上の影響力のある人物を常勤の監査委員とする必要
があると思われる．
第 3 のトップマネジメントが意味ある取締役会を脅威と感じて望まないと
いう点については，トップマネジメントが，意味ある取締役会の必要性につい
て腹落ちすることが必要である．会社が近視眼的にならないように，会社の持
続的成長のために，意味ある取締役会を構築することが本当に役立つことを，
トップマネジメントに心から納得をしてもらえれば，より良い取締役会の構築
を強力に推進してくれるはずである．
ここで，コーポレートガバナンスを改善することで企業価値を向上させるこ
とが本当に可能なのかという疑問がわくが，取締役会を改革するための手法の
一つとしての執行役員制度を例に検討したところ，業績の悪い企業が導入し，
その後，業績がある程度改善しているという傾向はあるようである（7）．執行役
員制度に加えて，社外取締役制度，純粋持株会社制度，監査等委員会等の機関
設計の変更などの取締役会改革の諸施策が，実際どの程度の効果を上げている
のかについては，諸外国の実績も含めて今後さらに調査検討していく必要があ
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ると思われる．

4. 意味ある取締役会とするために何をすれば良いのか
（1）機能する取締役会が必要とされる理由
取締役会は，経営上の重要な意思決定と，取締役の業務執行の監督をその職
務としているが，ドラッカーは機能する取締役会が必要とされる理由として以
下の 3 点をあげている．これはすなわち，意味ある取締役会がなすべきことで
もある．
第一は，審査のための機関が必要である．トップマネジメントに助言し，忠
告し，相談相手となる能力と意欲をもつ真摯な人たちを企業は必要とするため
である．トップマネジメントとは別に，しかし危機にあってはトップマネジメ
ントの助けになる人たち，知識と決断力をもつ人たちを必要とするためであ
る．
第二は，成果をあがらないトップマネジメントを交替させる機関が必要であ
る．
そのような取締役会を恐れるのは弱体なトップマネジメントだけであり，社
会は，大企業のトップマネジメントの無能さに寛容であるわけにはいかない．
トップマネジメントの人間は，成果をあげることに対して報酬を支払われて
おり，報酬が高いのはリスクがあるからである．したがって，トップマネジメ
ントの仕事を徹底して評価し，水準に達していなければ交替を迫ることが取締
役会の役割である．
第三に，企業は対社会関係のための機関を必要とするためである．企業は
諸々の利害当事者と直接接触し，彼らに理解してもらわなければならない．特
にトップマネジメントは，彼ら利害関係者が何を欲し，理解し，誤解し，目に
し，問題視しているのかを知らなければならない（8）．
（2）コーポレート・ガバナンス・コードにおける攻めのガバナンスの肝
会社が経営目標を達成するためにガバナンス側で重要なことは，①適切な経
営計画，経営目標を作成させることと，②その実行を監督することである．②
は守りのガバナンスの話であるので，①の話になる（9）．
重要なのはスチュワードシップ・コードでいう「目的を持った対話」
（エン
ゲージメント）
，コーポレート・ガバナンス・コードでいう株主との対話であ
る．具体的には，下記の内容である（10）．
① 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針を
策定（原則 5 - 1）
．
② 経営戦略や経営計画に機関投資家の求める指標を目標として提示し，分かり
やすい言葉・論理で明確に説明を行うべきである（原則 5 - 2）．
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（3）守りのガバナンスの肝
攻めのガバナンスの実現のため，機関投資家と社外取締役に奔走して頂くと
して，企業として，守りのガバナンスとして一番留意が必要な点は何処であろ
うか．
個人的には，①複数の目標を適切に設定し，②その目標を達成するための
個々人の目標を人事評価と結びつけることにより「自己管理による目標管理」
を実施することが最重要と考える．
GE の以下のエピソードはこれからの内部監査・監査役監査像として理想的
ではないかとも思える．
「GE には，巡回監査なる特別の業務監査システムがある．あらゆる部門が，
すくなくとも年一回徹底的な業務監査を受ける．ただし，その報告は監査され
た部門に直接渡される．GE では会社に対する信頼感が行き渡っている．そのよ
うな信頼は，情報を上からの管理ではなく，自己管理のために使うという，こ
（11）
の慣行に起因している」
．ただ，このような GE の慣行は，一般的にはなって
はいないし，広く理解されているわけでもないとも指摘されている．現在でも
一般的にはなっていないが，自己管理による目標管理を進めることで，これが

受容される環境が整うのではないかと期待している．
（4）複数目標の設定について
企業の事業目標には，利益を設定している企業が多いと思われるが，ドラッ
カーは一つの目標だけを探求することは，判断を避けて魔法の公式を求めるこ
とであり，それは常に間違いであると指摘する．マネジメントとは，事業上の
多様なニーズと目標をバランスさせることであり，そのためには判断が必要で
ある．われわれがなしうることは，判断を避けることではなく，焦点を絞り，事
実を集め，意思決定と活動の有効性についての尺度を用意することによって，
判断を可能にすることである（12）．
複数目標として幾つ必要かについては，次のように記載がある．
「事業の存
続と繁栄に，直接かつ重大な影響を与えるすべての領域において，目標が必要
である．目標を設定すべき領域は八つある．
マーケティング，イノベーション，生産性，資金と資源，利益，マネジメント
（13）
能力，人的資源，社会的責任である．
」
次に目標の設定方法については，8 つの領域それぞれにおいて，測定すべき
ものを決定し，その測定の尺度とすべきものを決定することである（14）．現在で
は，バランスト・スコアカードや KPI 管理により実現に向かっていると思われ
るが，その KPI は「マーケティング（市場地位）
」や「利益」
，
「生産性」に関す
るものに偏っていると思われる．数値化が困難なマネジメント能力，人的資源，
社会的責任についても，企業が人の共同体である以上，その構成員から成果を
引き出すためには，目標設定が必要となる．むしろこれら 3 つの領域が抽象的
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であるならば，マネジメントたる者は，自らの行動によってそれらを具体的な
ものにすることが必要となる（15）．
目標についてはあと 1 点，利益を測定する尺度について触れておきたい．
ドラッカーは，利益を測定する尺度としては，損益分岐点分析だけが適切と
している．それは，損益分岐点分析だけが，製品や事業が，経済的な変動に対し
いかなる弱さをもっているかを明らかにしうるからである．
投下資本利益率も一応の意味はもっているが，あらゆる尺度のうち最悪のも
のである旨記載がある（16）．有効性の低い理由は，貨幣の時間価値を考慮に入れ
ることが出来ない点である．また，このような会計的な定義は，何よりも技術
的な陳腐化を助長してしまう欠点がある．すなわち，あまりに古くなり，した
がって償却済みとなった設備が，はるかに低いコストで生産している新しい設
備よりも帳簿上大きな利益をあげているかに見える点である．
ドラッカーは，理論的には不備であるものの，現実的な利益率の測定方法と
して，「当初の投資額に対する税引前利益の割合」を尺度として採用すること
を推奨している．明らかに雑な方法ではあるが，簡単な方法であることと，同
じような雑な推定にすぎない他の投下資本利益率の類ほど緻密な数字であるか
」
のような誤解を与えるおそれがない点が優れている（17）．
（5）自己管理による目標管理について
現在，日本企業には，この自己管理による目標管理は既にある程度浸透して
いるものと思われる．ただ，それが本当に効果的に機能しているのかは疑問が
残る．その理由は，目標を売上，シェア，利益等業績に関する KPI のみで設定
しているためと思われる．
全ての部門で，上記で述べたとおり管理面も含めた複数目標を適切に設定す
ることにより，真に企業のために従業員が一体となって行動することが可能と
なる．
これにより，前述の GE のエピソードが違和感無く浸透していくことを期待
するものである．

5. おわりに
以前ドラッカーの本を読んだときには，
『ネクスト・ソサエティ』と『もしド
ラ』は読み通すことが出来たものの，
『マネジメント』や『現代の経営』は頭に
入ってこなかった．今回，一連のガバナンス改革を考える際の参考として読ん
でみたところ，その内容の深さ，そして失われることのない新しさに驚いた．
取締役会はこのままでは機能しないこと，機能させるための施策の一つとし
て委員会制があること，等々ガバナンスについてもドラッカーの書いてある通
りに進み，徐々に追いついてきつつあるのだなあと改めて感じているところで
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ある．今後はドラッカーの残してくれた多くの著作について，実際の日本，世
界の流れと照らし合わせながら，かつ，実際にドラッカーを経営に取り入れて
いる企業の研究等を重ねることで理解を深め，少しでも社会に貢献して行けれ
ば幸いである．
【参考文献】
久保克行『コーポレート・ガバナンス』日本経済新聞社 2010
伊丹敬之『日本型コーポレートガバナンス』日本経済新聞社 2000
森・濱田松本法律事務所編『変わるコーポレートガバナンス』日本経済新聞出版社，2015
藤川信夫『国際経営法学』信山社 2007
ラム・チャワン『取締役会の仕事』日経 BP 2014
P．F．ドラッカー / 上田惇生訳『ネクスト・ソサエティ』ダイヤモンド社・2002 年
【注】
（1）P．F．ドラッカー / 上田惇生訳『マネジメント（下）』ダイヤモンド社・2008 年・p. 49
（2）日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会「『責任ある機関投資家』の諸
原則（日本版スチュワードシップ・コード）」2014 年・p. 2
（3）P．F．ドラッカー・上田惇生編訳『エッセンシャル版
2001 年・p. 230

マネジメント』ダイヤモンド社・

（4）P．F．ドラッカー・上田惇生編訳『エッセンシャル版
2001 年・p. 231 〜 232

マネジメント』ダイヤモンド社・

（5）P．F．ドラッカー / 上田惇生訳『現代の経営（上）』ダイヤモンド社・2007 年・p. 249
（6）P．F．ドラッカー / 上田惇生訳『マネジメント（下）』ダイヤモンド社・2008 年・p. 49
（7）久保克行『コーポレートガバナンス』日本経済新聞出版社・2010 年・p. 218
（8）P．F．ドラッカー・上田惇生編訳『エッセンシャル版
2001 年・p. 233 〜 234

マネジメント』ダイヤモンド社・

（9）久保克行『コーポレートガバナンス』日本経済新聞出版社・2010 年・p. 203
（10）コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議「コーポレートガバナンス・
コード原案」2015 年・p. 28
（11）P．F．ドラッカー / 上田惇生訳『現代の経営（上）』ダイヤモンド社・2007 年・p. 181
（12）P．F．ドラッカー / 上田惇生訳『現代の経営（上）』ダイヤモンド社・2007 年・p. 83
（13）P．F．ドラッカー / 上田惇生訳『現代の経営（上）』ダイヤモンド社・2007 年・p. 83
（14）P．F．ドラッカー / 上田惇生訳『現代の経営（上）』ダイヤモンド社・2007 年・p. 86
（15）P．F．ドラッカー / 上田惇生訳『現代の経営（上）』ダイヤモンド社・2007 年・p. 85
（16）P．F．ドラッカー / 上田惇生訳『現代の経営（上）』ダイヤモンド社・2007 年・p. 108
（17）P．F．ドラッカー / 上田惇生訳『現代の経営（上）』ダイヤモンド社・2007 年・p. 110

【略歴】 GMO インターネット株式会社グループ内部監査室勤務．1975 年東京都生まれ．
早稲田大学商学部卒業．新日本監査法人，株式会社森会計事務所などを経る．
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ドラッカー成功のカギ,ドリス夫人とウェルビーイング

ドラッカー成功のカギ,
ドリス夫人とウェルビーイング

を含め全 40 作のうち , 30 作は 1970 年以降に出版されている . 1970 年はドラッ
カー 61 歳の年だ .
「ビジョナリ・カンパニー」シリーズの著者で ,「ドラッカーの後継者」と見

Key to Drucker’s Success: Doris and Well-being

牧野 洋
Yo Makino

（ジャーナリスト）

なされる米経営学ジム・コリンズもこの事実に注目している . 2009 年にクレア
モント大学院大学で開かれた「ドラッカー生誕百年祭」で基調講演し ,「ドラッ
カーの著作の大半は 60 代以降に書かれている」と指摘している . コリンズは現
在 50 代後半だ .

最大の功労者はドリス夫人

生涯現役のドラッカー
2004 年の夏 , ピーター・ドラッカーにとって「第 2 の故郷」とも呼べる米カリ
フォルニア州クレアモントの自宅 . 私はそこを初めて訪れ , ソファの横のコー
ヒーテーブルの上に執筆中の論文が山積みになっているのを目撃した .
当時のドラッカーは 94 歳 . 補聴器と歩行補助器が欠かせない生活を送ってお
り , ハイキングや水泳もできなくなっていた . だが , 大学で講義をしながら , 自
宅ではなお精力的に論文を書き続けていたのだ .
私は興味本位で「どんな論文を書いているのか教えてくれませんか？」と聞
いてみた . するとそっけない答えが返ってきた .
「ダメだ . 完成していない原稿については絶対に話せない . この点については
迷信深くて , もし話すと不幸に見舞われると信じているぐらいだ」
ドラッカーは文筆家として無数の論文・書籍を書くうち , 一定のスタイルを
築き上げていた . 初稿と第 2 稿を捨て去り , 第 3 稿で最終稿にする . 何度も書き
直すことで自分の考えに磨きをかけ , 完成度を高めるわけだ . ドラッカーは翌
年に永眠するが , 死の直前まで論文執筆については手を抜くことはなかった .
ドラッカーから論文の内容を教えてもらえなかったが , 手帳は見せてもらえ
た . そこには夏から秋にかけての予定がぎっしり書き込まれていた . 耳と足が
不自由になっても , タイプライターがあるだけでバリバリの現役であった . ド
ラッカーは「私には引退という言葉はない」と言いながら , 手帳を広げながら
「これが引退です」とおどけてみせた .
私がドラッカー宅を訪ねたのは , 日本経済新聞「私の履歴書」の連載を手伝
うためだった . 2004 年 8 月下旬から 9 月上旬に 5 回に分けて集中的にインタ
ビューし , 2005 年 1 月にもう 1 回インタビューした . 1 回当たり 2 時間で合計 10
時間以上のインタビューになったが , ドラッカーは頭脳明晰で , 自分の過去に
ついてよどみなく話し続けた .
90 代半ばまで生涯現役で活動し続けた事実は重要だ . なぜなら , ドラッカー
が書いた全著作のうち実に 4 分の 3 は 60 代以降になって発表されているから
だ . 具体的には ,「私の履歴書」を基にして書いた『知の巨人
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生涯現役を可能にし ,「知の巨人」を支えた最大の功労者は誰か . 69 年間
ドラッカーと連れ添った妻のドリスである . ドラッカー自身も私とのインタ
ビューの中で「これまで健康的にいられたのはドリスのおかげ」と認めている .
ドラッカーは健康についてアドバイスすることはなかったが , 自らの健康と
ウェルビーイング（身体的・精神的・社会的に良好な状態）維持には人一倍気
を使っていた . 晩年こそ膝を悪くして歩くのが不自由になったが , およそ半世
紀にわたってドリスと一緒にハイキングを楽しんでいた .
たとえば毎年夏になるとロッキー山脈の山小屋へ行き , 山登りなどアウトド
アライフを満喫した . 大好きだった日本では 25 年かけて主要な山々をすべて訪
ねた . 2 週間過ごしたこともある北海道の山々については「当時は人も少なく ,
息をのむほど美しかった」と振り返っていた .
クレアモントではドリスのアドバイスに従い , 通勤で車を使わずに大学まで
歩くのを日課にしていた . 大学は 30 年以上にわたって教鞭を執った経営大学院
ドラッカースクール . 閑静な住宅街にある自宅から数キロの場所にあり , 徒歩
で 30 分はかかる . 南カリフォルニア特有の晴天に恵まれることが多く , ウオー
キングにはもってこいの環境だったようだ .
水泳も日常生活に組み込んでいた . 自宅の裏庭に小さなプールがあり , 執筆
中にプールに飛び込んで気分転換することも多かったようだ . 自宅に記者を招
き入れ ,「一緒にプールに入って話を聞こうじゃないか」と言うこともあった .
ちなみに , カリフォルニアでは中流家庭の住居でもプール付きは珍しくない .
生涯現役という点ではドリス自身がお手本だった . 日本ではほとんどニュー
スにならなかったが , ドリスは 2014 年 10 月 1 日に 103 歳で亡くなった . 自宅で
転び , 数時間後に病院で息を引き取ったのだが , 100 歳を超えても自分の足で
しっかり歩き , いつ会っても元気いっぱいだった .
実は , 私にとってはドラッカー以上にドリスと接する時間が長かった . 私は
2008 年から 5 年近く家族でクレアモントに住み , 文字通りドリスとは家族ぐる
みの付き合いをしていたのである .
最初のきっかけは「私の履歴書」だったが , それに以上に重要なきっかけは
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2008 年に私の妻・恵美が「ドリス・ドラッカー・フェロー」の第 1 号に選ばれ
たことだ . 以来 , 私の家族（子ども 3 人含め 5 人）はドラッカー宅に毎年のよう
に招かれるようになった . 誘い文句は決まって「暑くなってきたわね . お子さ

に感化され , 翻訳を引き受けた . 米ビジネスコンサルタントでベストセラー作
家のトム・ラスが書いた『座らない！成果を出し続ける人の健康習慣』
（新潮社）
で , 今夏出版された . 健康を維持していればドリスのように活力にあふれた老

んたちはどうしてる？ うちのプールで遊ばせてもいいのよ」だった .
補足しておくと , 妻は 2008 年にドラッカースクールに入学し , 2013 年までに
同スクールで経営学修士（MBA）
，クレアモント大学院大学（CGU）で経営学

後を送ることが可能―翻訳しながらそんな思いを抱いた .

の博士号（PhD）を取得．ドリス・ドラッカー・フェローはイトーヨーカ堂の伊
藤雅俊名誉会長による寄付金で運営される奨学金制度で，女性のリーダーを育
てるのを目的にしている．

ドラッカー亡き後 , ドリスは「ピーターはもっと運動していたらピーターは
まだ生きていたのに」ともらすことがあった . ドリスのアドバイスに従ってド
ラッカーは健康維持に努めていたが , ドリスの基準では合格点に達していな
かったようだ . もしドラッカーがあと数年長生きして 41 冊目の著作を書いてい
たら , どんな内容になっていただろうか .

100 歳超えても自分で車を運転

運動して知的生産性を高める

間近で見たドリスはびっくりするほど活動的だった . 以下 , いくつかエピ
ソードを紹介したい .

とはいえドラッカーは 90 代半ばまで現役だったのだから , 一般の基準では十
分過ぎるほど合格点に達している . 要するに , 一般にはあまり認識されていな

「私の履歴書」の編集作業中 , 私はファクスでドラッカーと頻繁にやり取りし
ていた . すると , ファクスではなく電子メールで返事を受けることがたびたび
あった . 日本で言えば「大正人」のドリスがパソコンを駆使し , 夫に代わって返
事を書いてくれたのだ .
5 年間のクレアモント滞在中 , 私は地元のスポーツジム「クレアモントクラ
ブ」の会員になり , 週に数回は汗を流していた . そこでドリスの姿を何度も目
撃した . テニス好きのドリスも週に数回のペースでジム通いをしていたのだ .
妻がドリス・ドラッカー・フェローに選ばれると , ドラッカースクール内

いのだが , ドラッカー夫妻は「運動して知的生産性を高める」という点で傑出
していたといえよう . いわゆる「健康経営」の先駆者でもあったわけだ .
近年 , 米国では知識労働者の生産性とウェルビーイングの間には密接な関係
があるとの認識が広がっている . 知識労働者という概念を編み出した本家本元
のドラッカーは , はるか昔から生産性とウェルビーイングの関係に気付いてい

でドリスを囲む会が開かれた . ドリスは自分でトヨタ・カムリを運転し , 同ス
クールにまでやって来た . 年齢的には本来免許維持は難しいのだが , 特別に認

なキャンパス内にはスポーツジムがいくつも設置され , 昼間から社員が汗を流
している . 一方でジムの外はまるでサイクリング場 . 会社提供の自転車が至る

められていたようだ .
2011 年に 100 歳を迎えたドリス . 私は妻と一緒に誕生パーティーに招かれ ,
ドリスのスピーチを聞いた .「100 歳を祝う誕生パーティーは私にとって初めて
です」と冗談を飛ばし , 聴衆を笑わせるドリスのスピーチ力は少しも衰えてい

所に置かれ , 移動時に社員が乗り回している .
ドラッカーの後継者コリンズも自ら健康経営を実践している . 1990 年代半ば
に大学を辞めて独立すると , ドラッカーがこよなく愛したロッキー山脈のふも
とにあるボールダーに移り住んだ . 趣味のロッククライミングをするには最適
な場所だからだ . 今も運動を欠かさずに引き締まった体型を維持し , とても 50

なかった .
私の家族がドラッカー宅に招待されると , 子どもたちの分も含めてホット
ドッグや飲み物が用意されていた . ドリスが一人で準備したのだ . 子どもたち
もドリスを慕い , ドラッカー宅にあった幼児用椅子を一つもらって帰ってきた .
これだけでも驚きだが , もっと驚きなのはドリスが 82 歳の時に起業してい
る点だ . 世界広しといえども 82 歳の起業家は珍しい .「マーケティングとイノ
ベーション」の大家を夫にしていたから起業できたわけではない . 女性の活躍
が難しかった 1911 年生まれでありながら , ドリスはドイツで法学 , 米国で物理
学の学位を取得し , ビジネスウーマンとして自立していたのである .
宣伝になってしまうのだが , 私は「仕事の質は健康で決まる」と結論する本

たのだろう .
健康経営に軸足を移す動きは , 知識労働者が集中する米 IT
（情報技術）業界
で顕著だ . たとえば米グーグルの本社キャンパス「グーグルプレックス」. 広大

代に見えないほど若々しい .
もう一つ共通項がある . コリンズの妻ジョアンは運動の点では夫以上の存在
なのだ . 耐久競技のトライアスロンでは知る人ぞ知る存在である . 何しろ , ハワ
イで毎年開催される世界最高峰の「アイアンマン」で優勝し , 世界一になった
こともあるのだから . 運動ではドリスがドラッカーのお手本になったように ,
ジョアンがコリンズのお手本になったわけだ .
ドラッカーとの縁も手伝い , 私はコリンズの最新作『ビジョナリ・カンパ
ニー 4 自分の意志で偉大になる』の翻訳を引き受け , 同時にコリンズに 3 回目
のインタビューをする機会に恵まれた .
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ここで分かったのは ,「ビジョナリ・カンパニー」シリーズは 4 作目で終わり
ということだ . だが , コリンズには引退する気持ちはまったくない . 生涯現役で
いるつもりでいる . 繰り返しになるが , だからこそ「ドラッカーの著作の大半
は 60 代以降に書かれている」と自分に言い聞かせているのだ .
コリンズは『ビジョナリ・カンパニー 4』のエピローグで「的確な研究で理解
を深めることはできるが , 決して最終解答は提供できない . われわれは常に学
び続けている」と書いている . 3 回目のインタビュー時点ではすでに次のプロ
ジェクトに思いを寄せていた . 60 代以降になってもわくわくするような著作を
発表してくれるに違いないが , 大前提としてあるのは健康である .

ドリスからの最高のプレゼント
2013 年春にわが家はほぼ 5 年ぶりに帰国することになった . 妻が九州大学に
就職することになったためだ . その直前にドリスは私と妻の 2 人を食事に招待
してくれた . この時は娘のジョーンの運転でレストランに来たが , いつもと変
わらず元気だった .
レストランでは , ドリスは数十年にわたって 2 年に 1 度の頻度で訪れた日本
での思い出話に花を咲かせた . ジョーンも自分の日本留学時代を振り返り , 話
を盛り上げた . これだけ快活ならばドリスは日本へまた旅行に来ることもでき
るのではないか―私はこう思わずにはいられなかった .
私事になって恐縮だが , 最後に私の気持ちを記しておきたい . ドラッカーと
の接点がなければ私はクレアモントに住むこともなかったし , 妻が CGU で経
営学の博士号を取得することもなかっただろう（妻の博士論文の指導教員はド
ラッカー研究の第一人者であるジョゼフ・マチャレロ教授）
. ドラッカー夫妻が
私の人生に多大な影響をもたらしたのは間違いない .
個人的に最も影響を受けたのは , ドラッカーは 90 歳を超えても現役 , ドリス
は 100 歳を超えても現役であり , 社会に貢献し続けたという点だ . とりわけド
リスの生き様は間近で見ただけに鮮烈だった . そんなこともあり , 私は健康こ
そ生産的であり続ける秘訣と思い , どんなに忙しくても規則的に運動するよう
になった . これがドリスからの最高のプレゼントといえる .
そのことは決して忘れることはない . なぜなら , ドリスからもらった幼児用
椅子がわが家の居間に今も置いてあるからである . 座面の直径 30 センチ , 高さ
13 センチの小さな椅子で , 家や果物 , 汽車 , 自動車などの絵がカラフルに描い
てあるのが特徴だ . つい最近まで次女がよく使っていた .
それを見るたびにドリスを思い出す . ドラッカー夫妻が自分たちの孫のため
に買ったものなのか , それとも第 2 次大戦前に生まれた長女のために買ったも
のなのか……. そんな想像をしながら「さあ , きょうも走りにいくぞ」と思うの
である .

ドラッカー成功のカギ,ドリス夫人とウェルビーイング

297

【略歴】 ジャーナリスト兼翻訳家 . 慶応義塾大学経済学部卒業 , 米コロンビア大学大学院
ジャーナリズムスクール修了 . 日本経済新聞社でニューヨーク特派員や編集委
員を歴任し 2007 年に独立 , 執筆・翻訳活動に入る . 2008 ～ 13 年は在カリフ
ォルニア , 帰国後に早稲田大学ジャーナリズムスクール非常勤講師 . 著書に『米
（講談社）
ハフィントン・ポストの衝撃』
（アスキー新書）
,『官報複合体』
,『不思議
（日本経済新聞出版社）,『最強の投資家バフェット』
（日経ビジネス
の国の M&A』
（日経ビジネス人文庫）
人文庫）, 翻訳・解説に『知の巨人 ドラッカー自伝』
,翻
（日経 BP 社）
訳に『座らない！』
（新潮社）
,『ビジョナリ・カンパニー 4』
,『ラン
（プレジデント社）など .
ド 世界を支配した研究所』
（文藝春秋）
,『市場の変相』

www.yomakino.com
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普段着のピーター・ドラッカー

普段着のピーター・ドラッカー

Our Professor and Mentor, Peter F. Drucker’s Everyday Life

八木澤智正

Tomomasa Yagisawa

Drucker School Regional Alumni Representative Japan
執筆協力 : Celeste Palmer

ドラッカー教授との交友を伝える記録や，ドラッカー教授を訪れたエピソー
ドの記録は数多い．また，ドラッカー教授についての論説や解説書も存分にあ
る．だが，どれも，いわゆる表向きのピーター・ドラッカーの姿であって，クレ
アモントでドラッカー教授とともに暮らした人々の知るピーター・ドラッカー
と何かが違う．クレアモントでピーター・ドラッカーと時間をともにした学
生やクレアモント大学群の職員の知る，ネクタイをしていない普段着の“ピー
ター”と，日本でブームとなった“ドラッカー”のイメージの間には，ギャップ
が存在する．
ピーター・ドラッカー逝去から 10 年の節目にあたり，ともに過ごした人々
の記憶が薄らぐ前に，ドラッカー教授の日常を記録として残しておくことは意
義があると考え，当時のドラッカースクールのスタッフと，ドラッカースクー
ル卒業生の方々から話を聞いた．ドラッカー教授とともにクレアモントで暮ら
し，ともに働き，ドラッカー教授から学んだ方々の証言である．ピーター・ド
ラッカーの普段の姿，在りし日の教師としてのピーター・ドラッカーの姿をこ
こに再現する．

クレアモント
ピーター・ドラッカーは，1971 年から亡くなるまでの 30 年あまり，カリフォ
ルニア州南部，ロサンゼルス郡の東端に位置する，人口 3 万人ほどのカリフォ
ルニア州・クレアモント市に住み，そこにあるクレアモント大学群で教えてい
た．クレアモントは，モハベ砂漠に近く，3000 m 級のマウント・ホイットニー
の山麓に位置するという自然環境にあり，ロサンゼルスの郊外のインランド・
バレーと呼ばれる経済圏に属する．乾燥した気候ながら，散水がしっかりと行
われているために木々に覆われ，大学町で学者が多く住むので，
「木々と PhD
の町」として知られる．クレアモントの北部は，ドラッカー教授がよく登った
マウント・ホイットニーの麓の丘になっている．市の真ん中を歴史街道ルート
66 がフットヒル・ブルバードという名で東西に横断し，フットヒル・ブルバー
ドとそのやや南を東西に横断する大陸横断鉄道の線路までの間が市の中心部
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である．市南端には，大陸を横断する高速道路インターステート・ルート 10 が
通っている．山麓からルート 10 の少し南までクレアモントの真ん中を南北に
走っている坂道がインディアンヒル・ブルバードで，インディアンヒル・ブル
バードの東側，フットヒル・ブルバードから線路までの間が，クレアモント大
学群のメインキャンパスだ．
クレアモント大学群は，5 つのリベラルアーツ系 4 年制カレッジと，2 つの大
学院大学からなる．クレアモント大学群に属する 4 年制カレッジのポモナ・カ
レッジ，ハービーマッド・カレッジ，クレアモント・マッケナ・カレッジなど
は，全米大学ランキングで上位にランクされている一流校だ．この大学群に属
する大学院大学のひとつがクレアモント大学院大学で，その中に実務家のエグ
ゼクティブ向けにマネジメントセンターを作ったのが，ピーター・ドラッカー
であった．その功を讃えて，このマネジメントセンターは，1987 年よりピー
ター・ドラッカーの名を冠して The Peter F. Drucker Graduate Management
Center at Claremont Graduate School となり，Peter F. Drucker Graduate School
of Management at Claremont Graduate University と い う 名 前 を 経 て，Peter
F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management at Claremont
Graduate University となって現在に至る．学校のニックネームはドラッカース
クール．ドラッカーの経営哲学と MBA プログラムを融合した形で学ぶことの
できる，ドラッカー経営論の本拠地ともいえる学校である．
ピーター・ドラッカーは，30 年あまりクレアモント大学群で教鞭をとった
が，学長などの管理職に就いたことはない．常に一教授であった．ポモナ・カ
レッジでは東洋美術を教え，大学院では社会生態学やマネジメントを教えた．
博士課程学位取得のための指導は，ほとんど行わなかった．その分のエネル
ギーと時間を，執筆，講演，カウンセリング，学外でのアドバイスなどに充て
た．会議には出席しなくてよいという契約を学校とかわしていたため，学校を
運営する会議には直接は出席しなかったが，学校の運営について，学長と定期
的に議論する場を持っていたため，ドラッカー教授の意向は，ドラッカース
クールの運営に反映されていた．また，ドラッカー教授は，教授陣のリクルー
ティングに大いに貢献した．学校に必要と考えられる人物に電話をかけた．
カーター大統領のアドバイザーを務めていたリーダーシップ論の権威で，当
時ワシントン D．C．にいた，ジーン・リップマン・ブルーメン博士もその対象
の一人だった．ジーン・リップマン・ブルーメン博士は，
「ピーターは 1 時間
を超える長電話を 3 回にわたってかけてきて，私にマネジメントプログラム
の教授としてドラッカースクールでの教育に加わるよう，説きました．3 回と
も，私がいかに必要であるかという趣旨の電話でしたが，話の内容を毎回変え
て，あらゆる角度から私に語りかけました」と回顧する．ドラッカー教授から
の誘いを受けて，ジーン・リップマン・ブルーメン博士がワシントン D．C．か
らカリフォルニアに移ってドラッカースクールで教え始めると，今度は，ジー
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ン・リップマン・ブルーメン教授が，シカゴ大学で教鞭をとっていたフロー理
論の提唱者，ミハイ・チクセントミハイ博士をドラッカースクールに誘い，チ
クセントミハイ博士もドラッカースクールに加わった．こうして，ドラッカー

カー教授が来訪者と一緒になって水遊びをしたというプールがあり，一見豪華
に思えるが，プールがあるのはロサンゼルス郊外の一軒家では普通のことだ．
本当に目立たない普通の家屋である．クレアモントにドラッカー教授を訪ねる

スクールに質の高い教授陣が揃っていったのだった．この時期のドラッカース
クールは，
“ホットグループ” だった．
ドラッカーの授業そのものが質の高い人材を惹き付けたこともあった．後

人が，有名教授らしい高級車と豪邸を頼りにドラッカー邸を探しても見つけら
れなかったにちがいない．それをピーター・ドラッカーは楽しんでいるかのよ
うであった．特徴のないドラッカー邸にたどり着くための目印は，これまた特

に，ドラッカースクールの学長にまでなった山脇秀樹教授は，ピーター・ド
ラッカーの授業を実際に見て，
「いままで見たものとは全然違う．これこそが
真の経営学だ」と感動し，ドラッカースクールからの誘いを受ける決意をした
という．
「ドラッカースクールの特徴は何でしょうか」という学生の質問に対して，

徴のない，カローラだった．ドラッカー夫妻は，長い間ほとんどモデルチェン
ジをせずに大量生産されてきたカローラこそが，品質の一番確かな車だと言っ
ていた．ピーター，ドリス夫人とも，90 歳代になっても，このカローラでクレ
アモント市内を運転していた．
ドラッカー邸の居間の壁一面の本棚には様々な書籍，棚には世界中の工芸品

ドラッカー教授は，
「ドラッカースクールは，教授どうしが協力しあいながら
教育プログラムを作り，運営するという点で，他のビジネススクールと大いに

があった．さらに，壁には日本の掛け軸，そして，テーブルの上には，庭づくり
を楽しめる本物の砂利を使った枯山水庭園のミニチュアもあった．ドラッカー

異なる」と答えた．
「他のいわゆる“ビジネススクール”は，各教授がそれぞれ
に自らの専門領域の研究を行い，専門領域を教えているのに対し，ドラッカー
スクールは，プログラムのありようを教授陣が相談しながら体系化し，学校の
『顧客』かつ『プロダクト』である学生にとって，何が良いかをしっかりと考え
ている学校なのだ」と続けた．

教授は，「自らを教育したければ，The Economist を読みなさい」と学生に勧め
ていたが，自宅の居間には，大衆紙の Los Angeles Times も置かれていた．い
ろいろなものを読んでいる様子だった．居間には様々なものがあったが，来訪
者が気づかないほど，ドラッカー教授の語りには吸い込む力があった．
ドラッカー夫妻に自宅に招かれたという日本人留学生は多い．行くところが

クレアモント大学群の小さなビジネススクールは，
「マネジメントの問いと
解は，あらゆる人間科学と社会科学，心理学，哲学，自然科学，倫理学から得ら
れる知識と洞察に基づいていなくてはならない」とするドラッカー教授の考え

無さそうにクリスマス休暇中のがらんとしたキャンパスに残っていたところ，
ドラッカー夫妻に自宅のクリスマスランチに招待されたというエピソードもあ
る．また，日本人学生たちは，ロサンゼルスの日系企業向けの講演会の主催や，

に沿って，リベラルアーツとしてのマネジメントを教える，エグゼクティブを
輩出するための，質重視のマネジメントスクールとなって，現在に至っている．

日本のドラッカーファン向けのメッセージの和訳など，様々な手伝いをしてき
た．ドラッカー教授は，手伝いをする日本人学生一人ひとりと丁寧に向き合い，
出身大学や出身高校を聞き，有名な高校であれば，その校風までも知っている
ことを披露した．「日本の今の状況をどのように思われるのか，直接お話をう

暮らしと人柄
ドラッカー教授は，クレアモント市の電話帳に，フルネーム，住所，電話番
号を載せていた．電話をかければ，ドラッカー教授本人が出て，What can I do
for you? と訊く．周囲がやきもきするほど，来る者を拒まない人柄だった．
ドラッカー邸は，クレアモント大学群のキャンパスからは，車で 5 分の距離
にある．インディアンヒル・ブルバードの西側のフットヒル・ブルバードとマ
ウント・ホイットニーの山麓の間にある中流の知識階層が住む地域に位置す
る，門扉のない普通の平屋建てである．ドラッカー教授は，「窓から外を見なさ
い」と，学生に指導していたが，なるほど，窓から外を容易に見ることができる
家だった．実際，門扉がないので，誰でもドラッカー邸を訪れることができた．
扉をノックすれば，ピーター・ドラッカー本人が書き物の手を止めて来客に応
じた．
裏庭には，来訪する学生やクライアントをリラックスさせるために，ドラッ

かがいたいのですが」と，日本人学生たちが問い合わせれば，ドラッカー教授
は，クレアモントのビレッジ内のイタリアンレストラン，リロズにその学生た
ちを招待し，とことん対話した．
ドラッカー教授が 90 歳を超える頃から，ドラッカースクールの卒業生担当を
務めていたメリンダ・モアーズ・ハリマンさんは，ドラッカースクールにおけ
る自身の最初の大仕事となった，毎年開催される同窓会兼ドラッカー教授の誕
生会において，卒業生とドラッカー教授との集合写真を十年分の卒業生ごとに
撮っていた．何十年分にもわたる卒業生たちとの集合写真撮影は時間がかかっ
たが，ドラッカー教授は高齢ながら，忍耐強かった．卒業生たちとの集合写真
を全て撮り終えて，メリンダさんが「ピーター，やっと全て終わりましたよ」と
いうと，ドラッカー教授は，「いや，終わってなんかいないじゃないか．君との
写真がまだだろう」と言って，メリンダさんとの撮影をカメラマンに指示した．
このときの写真は，メリンダさんの宝物となっている．
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ドラッカースクールの同窓会など，ドラッカースクールで開催される会合に
出席する際，ドラッカー教授は，大きな名札をつけて参加した．「私が誰だかわ
からないといけないので」という．ドラッカー教授の顔を知らない参加者など，

とをいいました．その一つが，『ランチを何にするのかを選択するのと同じ簡
単さで，人は誰でも重要なことを選択できる．それは，スピードを上げるか，ス
ピードを下げるかという選択である』というものでした．私は，ピーターのコ

誰一人としていなかった．これは，会合の参加者一人ひとりが誰かを名札で確
認した上で，きちんと向き合って話をしたいというドラッカー教授の気持ちの
現れではなかったかと思われる．

メントの真意についての理解を徐々に深め，「スピードを上げるのか」
「下げる
のか」を考えて，計画・行動するようになり，実際，年をとるにしたがって，ス
ピードを上げるようにしています」

ドラッカースクールでのドラッカー教授の様子は，CNBC 局を通じて全米に
テレビ放送されたが，撮影するテレビカメラマンと出くわす度に，「私はフィ
ルムを無駄にしている」と，コメントするのがドラッカー教授であった．人柄
がうかがえる名言が数多くある．
ドラッカースクールの学長を長く務めたケース・デクルイヴァー（コーネリ

ドラッカー教授は，授業の中で，自己定義を学生に語ることが多かった．自
分はアナリストでもジャーナリストでもない．
「社会の観察者である」と学生
に言っていた．自分自身の経歴を踏まえながら現実を直視し，将来の新しい
社会の行方をじっくりと観察していたかのようであったという．また，I am a
student of Japanese art とも言っていた．これが日本の文化・芸術のことを言っ

ス・A．デクルイヴァー）博士は，こう語る．
「ピーターとは，月に 2 回ランチ
をともにし，ドラッカースクールの運営上の課題について議論したり，世間話

ていたのか，生産技術・経営ノウハウなども含めた広い意味での art を指して
いたのかは定かではないが，a student of 〜という表現に，ドラッカー教授の

をしたりしていました．お作法はいつも同じでした．私がピーターの家に 11 時
45 分頃に迎えに行き，私の運転で，ピーターの大好きなレストラン，リロズに
行き，ピーターの指定席に座ります．ピーターが注文するものはいつも同じで，
イタリアンウェディングスープとサラダを食べた後に，メルローを 1 杯，そし
てダブルエスプレッソ 2 杯で締めるというものです．くらくらするような強い

Japanese art に対する姿勢が見える．また，
「私が絶対にそうでないものを一つ
あげるとすれば，それは未来学者だということである」とも言っていた．数々
の変化を的確に予測してきた人の言葉だけに重みがある．
ドラッカースクールの MBA プログラムのディレクターをつとめ，晩年のド
ラッカー教授のエスコート／ドライバーを担当したセレステ・パーマさんは，

ダブルエスプレッソを，ピーターはどうやって 2 杯も飲み干せたのか，いまだ
に謎です．また，ピーターはユーモアのセンスが抜群でした．ある日，リロズに
向かう途中，『ケース，信じられるか．今朝，散髪するのに 15 ドルもかかった

ドラッカー教授との思い出をこう語る．
「ピーターは私の教授であり，メンター
でした．ピーターの講義は，酷い交通事故で記憶を全く失ってしまっていた私
に，世界の歴史を再学習させてくれました．私は記憶喪失だっただけではなく，

ぞ』とピーターは不機嫌そうに言うのです．そして，ちょっと間を置いて，リ
ラックスして笑顔に転じ，
『これは，髪を見つけるための報酬に違いないな！
！』
と笑い飛ばす．こんな人でした」
ドラッカー教授が講演する際の略歴紹介役を務めることが多かったデクルイ

メンターを必要としていて，ピーターは大切な相談相手となりました．外傷性
脳損傷の回復について私が研究中だった頃のある日，ピーターと昼食を摂りな
がらいろいろと話していると，ピーターは，外傷性脳損傷の回復についての研
究情報についてインターネットを通じて共有する非営利団体を，私が設立す

ヴァー元学長は，こう続ける．
「ピーターは，どんな大舞台の前でもあがること
はなく，ステージ上の席に座り，私が話している間，講演前のエネルギー源と
していつも楽しみにしていたクリスピークリームのドーナツに夢中になってい
ました．そして，話し始める直前に，私を自分の上司だと紹介し，
『ケース，あ

べきだと提案しました．もし誰もやっていないのなら，あなたがやるのだと．
ピーターの言った通り，私が立ちあげたサイトでは，数多くの脳疾患，脳損傷
の情報交換が行われるようになりました」

りがとう』と私に感謝を一言，そして話し始めるというのがお決まりでした」
25 年間に渡ってドラッカー教授と同僚だった，ビジェー・サテー（ビジャイ・
サテイ）教授は，次のように語る．
「ピーターとは，よく昼食をともにしました．
ピーターと昼食の約束があるときは，午後の予定を全てあけておくようにしま
した．ピーターの話は 1 時間で終わることもあれば，午後いっぱいかかること
もあったからです．
『そろそろ，次の予定の時間なので失礼します』と，ピー
ターの話を中断して中座することほど勿体ないことはありません．そのような
ことのないようにした結果，ピーターが亡くなる直前まで，数多くの話をする
ことができました．時折，ピーターは，どの本にも書いていない，示唆に富むこ

講義
卒業生の一人はこう語る．
「ピーターの話を聞いていると，ピーターは教室
の中の他の誰でもなく，自分に話しかけているという気がしてくるのです．話
の中に吸い込まれるという感じです．ピーターは，同時に 4 つのレベルの異次
元の世界に連れて行ってくれます．学生を，歴史の中に連れてゆき，ケースの
中に連れてゆき，ピーターの人生経験を追体験させ，ピーターとこれまでつき
あってきた人々にも巡り会わせる．そして，気がつくと，学生の考え方，人との
接し方を変え，人生をも変える．そんな講義でした」
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実際のドラッカー教授の講義は，書籍の中の語り口とは別人かと思わせる自
由奔放な講義だった．足腰が弱くなる前は，教壇に寄りかかるように腰をかけ，
授業を行っていた．足腰が弱ってからは，教壇と学生の席の間に椅子を用意し，

土曜日，いつものようにピーターを自宅からドラッカースクールまで車で送り
ました．学校に到着して，ピーターは，16 番大教室の後ろから教壇に向かって
ゆっくりと歩きながら「ある会社の代表者から電話があって，扱いに困ったス

そこに座って語る形式になった．ドラッカースクールのスタッフは，どの椅子
をどのくらいの高さで用意すると良いかを熟知しており，講義前に椅子のセッ
ティングを丁寧かつ正確に行うのが常だった．それは，まるで，コンサート会

キャンダルに直面しているというので相談にのっているところなのだが……」
と話し始めたのです．講義を心待ちにしていた教室を埋め尽くす学生たちは，
この一言を聞いて静まり返りました．エンロンの事件が大スキャンダルとし

場で音楽家の演奏する楽器のセッティングをするスタッフのような職人仕事
だった．
黒板を使うことは一切なく，3 時間の講義の最初から最後まで，物語的にス
トーリーを語り続ける．ドイツ語訛りがあって聞き取りやすくはなかった．頭
はクリアで回転が速く，止め処もなく出てくる事例を引用しての途切れること

て，あらゆるニュースメディアで報じられている最中のことだったので，ピー
ターが話し始めたのが何のことか，皆，ピンと来ている様子でした．ニュース
で報じられていることが，この教室に直結していることを皆，直感しました」
ドラッカー流のリアルタイム・ケーススタディーの授業が，まさに始まろう
としていた．セレステ・パーマさんはこう続ける．「ピーターは，物事をシンプ

のない話しぶりだった．社会・経済・経営の話をかなり深くするが，数式を使っ
て経済や金融工学の話をするようなことはなかった．

ルに，複雑性を排除して，概念化・言語化することで知られていました．やが
て教壇に着き，用意してあった席にかけると，ピーターは，
『誘惑への衝動は誰

授業はエネルギーに満ちていた．いつも午後 1 時きっかりに教室に来て，教
室の入り口にあるクリスピークリームのドーナツを 1 個つまむ．最前列の学生
に「4 時になったら教えてくれ．時間を過ぎるといけないから」と言って授業を
開始する．午後 4 時までの間，休憩はとらない．ほとんど喋りっぱなしである．
学生が途中で「休憩しないのですか」と気遣うと，
「君たちが休憩を必要とする

にでも起こるものだ．我々はその誘惑を，魅力的でないものにしなくてはなら
ない！』とコメントしました．ピーターの真意を理解するには少し時間を要し，
その間，教室は静まり続けました．しばらくの沈黙の後，
『我々エグゼクティブ
は，倫理を職場でいかにしてマネジメントするか』という，とても活発な議論
が満員の受講者の間で沸き起こったのでした！」

なら，休憩してもいいが……」と返答する．やがて午後 4 時になり，学生が「も
う授業終了時間です」と知らせると，
「わかった」と言いながら午後 5 時くらい
まで続けた後で，「みんなが疲れたならもう止めるけど……」という言うこと

ピーター・ドラッカーのマネジメント教育は，教室の外と繋がっていた．リ
アルタイムで起こっている現実と直結した「本物」であった．

もしばしばであった．
授業の前半部分は，常にいろいろな関連性のないテーマ（事象）について話
した．それが授業の終盤に近づくにつれて，そこまでの関連性のないテーマが
有機的に結びつけられ，ロジックが加えられ，最後にそれら全てが一つの結論

ペーパー課題を通じた学生指導

に昇華されていく．こうして授業は，すばらしい映画のフィナーレのように締
めくくられるのが常であった．
その時々でニュースとなっている合併の話題を授業でとりあげ，それを自身
の長きに渡る経験や洞察から分析し，様々な企業の合併の成功事例，失敗事例

「
『マインドフルネスとは何か』を定義したのは，ピーターです．ピーターは，
学生のペーパーを最低でも 3 回は読んでから，採点をするようにしていました．
教室で採点済みのペーパーを返しながら，学生に『誰か，自分のペーパーの内
容をクラス全体に共有したいという，勇敢な心の持主はいるかい？』と訊くの
が常でした．ある時，若い男性が自分のペーパーを読み，職業経験や学業の業

とともに語った．高齢にも関わらず，常に最新のビジネストレンドをウォッチ
し，研究し続ける探究心があった．
特に日本人を対象にしているわけではない講義においても，日本について語
ることは多かった．例えば 「
, 日本人には伝統的にものをミニチュアライズする
特技がある．それが日本のものづくりの原点であり，強みであり，日本企業の
本質である」といった話が頻繁に出てきた．シンプルかつ的確であったが，真
意を理解するには，聞き手にも相応の教養が必要だった．
前出のセレステ・パーマさんは，ドラッカースクールのスタッフ側の視点か
ら，こう振り返る．
「ピーターには，
『本物』という言葉がぴったりです．ある

ドラッカースクールのプログラムディレクターでもあったセレステ・パーマ
さんは , ドラッカー教授の教育者としての仕事ぶりもよく見ていた．

績などを語りました．ピーターはその学生におめでとうと祝福しながら，『君
は，本来なら出発点なはずのところで終わっている．今，これからが大切だよ』
と言いました．もし，自分の人生についてマインドフルであるならば，自己分
析などによって，これまでの歩みによって今日ここに自分がいることが良くわ
かり，かつ，この瞬間に起こっている，自分を次のステージへと連れて行って
くれるものに集中することができます．ピーターから学んだことは，過去に何
が起こったのか起こらなかったのかを悔やんでも仕方ないということ，そし
て，未来のことを心配しても仕方ないということです．『今こそが人生最高の
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時であり，今の瞬間，考え，そして行動にマインドフルであれ』ということを教
わりました．ピーターはドラッカースクールにおいて学生が何を学びたいのか
に強く関心を持っていました．学生の期待するものを心から知りたかったので

ドラッカー教授の講義を聴いた最後の世代である 2005 年卒の宮本武俊さん
は，ドラッカー教授からの最も重要な学びは，「自分のユニークな社会への貢
献は，一生涯のプロジェクトであり，『自分は何者か』を突き詰めなければな

す．これこそが，90 歳代になってまで，ピーターが自己分析を続け，教え続け，
書き続け，コンサルテーションも続けることができた原動力でした」
ドラッカー教授は，学期の前半，後半，それぞれにペーパーを課した．試験の

らない」ということだという．それはなぜか．宮本さんはこう続ける．「ビジネ
スは，貢献の一つの側面であって，本当は，関わる全ての人々への貢献を考え
て行動しなければなりません．同時に，自分は何も知らず，間違いを起こすも

ペーパーを返す時，A 評定がついた者だけ名前を読み上げた．日本人学生には
Excellent A をとるものも多かった．
期末の課題のペーパーは極めてシンプル．P/L も B/S も数字もほとんど出て
こない，ドラッカー教授が自ら作成した短いケースから出題され，3 〜 5 ペー
ジ以内に考えをまとめよというものだった．一見すると楽勝なのだが，深く考

のだということを常に認識する必要があります．また，ドラッカー教授からは，
周囲の人々の強みを見抜く感性を持つように努力することを学びました．そし
て，自分の人生の本来の意味を探すようになりました」
『財務 3 表一体理解法』や，『究極のドラッカー』の著者，1996 年卒の國貞克
則さんは，ドラッカー教授の最大の関心が「人間はどうすれば幸せになれるか」

え始めると考える余地があまりに広く，何を答えたら良いのかがわからなくな
るというものだった．ドラッカー教授は学生のレポートの内容をよく覚えてい

だということを知ったことが，ドラッカー思想に関する衝撃的な発見だったと
いう．國貞さんはこう語る．
「それが理解できたことにより，ドラッカー教授の

る抜群の記憶力を持っており，講義の中で，学生のレポートの内容をよく取り
上げていた．
長いレポートを書く学生には，
「君は実際のビジネスの中で過ごしている．
実際のビジネスでこんな悠長なレポートを書いていたら，誰も読んでくれな
い」と指導した．短く書くことができる内容を膨らませて長文にしている学生

経営思想の全体像とその本質がおぼろげながら理解できるようになったと思い
ます．『人間の幸せ』を原点に，ドラッカー思想を実際のビジネスの現場に導入
すると，組織が劇的に変わっていくことを目の当たりにしています．業績が急
回復するだけでなく，人々が活き活きと働きだします」
「ドラッカースクールで学んだ本当のマネジメント」の著者，2004 年卒の藤

を叱った．ドラッカー教授の著書からの引用を多用した 10 数枚に渡るレポート
に対しては，「これはケースとは関係ないだろう．うんちくを語るのをやめて，
ケースに向き合おう」とコメントし，突き返した．グレードさえつけず，上記の

田勝利さんは，
“Remember who you are. Take your responsibility”というド
ラッカー教授の講義での言葉がものすごく印象に残っていると語る．「自分を
まず知り，活かす」ことの大切さを知り，そして，チームや組織のマネジメント

コメントを含む，長文のアドバイスを添えた．再提出したレポートには，辛う
じてグレードを与え，
「よくなってきたが，まだ表面をなぞっとるな」と厳しい
コメントを添えた．
2000 年秋のドラッカー教授の授業，New Demands on the Executive を受講

をする上でも，まず「自分自身」という軸が何より大切だと，年を重ねるごとに
実感しているのだという．経営コンサルティングや人財育成，コーチングの現
場において，
「個々人の内面」
「内なるモチベーション」にまで深く関わること
で，様々なクリエイティブな成果が生まれるようになったという．

したビル・アンダーソンさんは，自身のペーパーに対するドラッカー教授のコ
メントに大いに影響を受けた．
「コメントは，『自分はどのような貢献を得意とし，どのような貢献を自分が
したいのかを知っているか』という問いでした．ペーパーの課題は，我々の職

ドラッカー教授の講義から学んだことは，人それぞれに異なる．ここでさら
に幾つか，ドラッカースクール卒業生のコメントを紹介する．
「マネジャーの資質としての真摯さ，目標に基づくマネジメント，企業の存在
意義などの経営哲学が身についたことにより，『利益をあげることが社会のた

業人としての方向性を問うもので，私は 20 ページほどのペーパーを書き，それ
に対するドラッカー教授のコメントでした．それ以来，何度もこのコメントを
読み返してきたので，このアドバイスがとても的確かつ，示唆に富んでいるも
のであることがよくわかります．単に自分を前に進めてくれると信じている道

めになる，誇りを持てるような事業にしよう』と本心から説けるようになりま
した」
「効果的でないものは，いくら効率的に実行しても意味がないということが，
一番の学びでした．組織にいるとつい効率化に気を取られて，効果のない案件

を進むのではなく，我々は自分の才能を本当に引き出すような貢献を指向して
エネルギーを注ぐべきであるというのが，ドラッカー教授の真意なのです」
こう語るビル・アンダーソン氏は，自身の仕事で才能を最大限活かして貢献

の効率化に心血を注いでしまいますが，効率化でははく，effective であるかど
うかを問うことが大切であり，それが国力や企業の力に影響しているのではな
いかと考えるに至りました」

し，成果をあげている．

「
『このケースは何についてのことなのか』
『これに対する正しい質問は何な
のか』が重要で，それがわかれば，その問題は解けたも同然とドラッカー教授

308

【スペシャル・レポート】素顔のドラッカー

普段着のピーター・ドラッカー

309

は常々おっしゃっていました．つまり一番大切なのは，問題に直面したときに，
その問題の本質は何か，何が根本的な原因なのかを考え抜くことなのだという
ことです．知識は時代とともに陳腐化しますが，物事の本質を問う『考える力』

ター教授は，メディテーションを授業に取り入れており，ストレスコントロー
ルや感情的にならずに生産性の高い意思決定を行う平常心の保ち方，心と体の
バランスなど，最大のパフォーマンスを出すための準備について教えていただ

は普遍だということを教えていただきました」
「ドラッカー教授から直に受けた学びとして，特に今でも記憶に残っている
ことは，クラスの中でドラッカー教授が発した以下の問いです．Ask yourself，

きました」
また，2005 年卒のスコット・ベントンさんは，ドラッカー教授から直接教
わったわけではないが，ドラッカースクールで受けた授業で，以下のようなド

“What are you being paid for?  How much of your time are you spending on
what you are being paid for?”仕事についてだけでなく，関わり合うコミュニ
ティー全部と自分との関係性を考える上で，常にこれを問い続けています」
「ドラッカー教授は，
『日本的経営の強みの一つは，意思決定におけるコンセ
ンサス方式だ』と言っていました．正しい結論を得るためにコンセンサス方式

ラッカー教授の教えを学んだという．「ピーターに教わったことは二つありま
す．私がドラッカースクールに入学したのは，ピーターがちょうど引退した時
なので，厳密にいうと，これはドラッカースクールの他の教授の授業からの学
びです．一つは，マネジャーの手紙です．私は，毎日マネジャーの手紙を使って
部下とのコミュニケーションをとっています．手紙は，4 つの要素からなって

が有効であるということではなく，議論を重ね，コンセンサスを求める行為に
より問題の本質が浮き彫りにされ，決定に関わるリスクが明らかになる．これ

います．組織全体の戦略についての簡単な記述，部署 / 従業員の戦略，成果を測
る指標，そして，組織の成果をあげる邪魔となる障害，すなわち，除去されなけ

により，物事が想定通りに進まなくても慌てず，機動的な対応が可能になると
いうことが真意であったと思います」
「将来の目標を設定する重要な意義は，
『達したかどうか』ということより，
『今いかに行動すべきか』が規定されていることにあるという教えは，目から鱗
が落ちるものでした」

ればならないもののリスト，以上の 4 つです．全組織長，全従業員を巻き込んで
マネジャーの手紙を 1 年分作り，それをもとに 12 週間ごとのアクションプラン
を作ることによって，全員の意識が統一され，組織の全体戦略が周知され，成
果がどのように測られるかが共有されます．マネジャーの手紙は，私がこれま
で使ったマネジメントツールの中で，最も効果的なものです．

「日本企業の経営はこれでいいのかと質問したところ，『なぜ君たちは自信を
なくしているのか．今まで強みを発揮し，世界をリードしてきた終身雇用など
の日本的経営の良さ，強みをなぜ簡単に捨て去るのかね』と逆に質問を呈され

そしてマネジャーの手紙は，ピーターから学んだ二つ目のことを実現するこ
とに役立っています．それは，よくマネジメントされた職場は，静かで，会議や
ミーティングが極めて少ないということです．会議の少ない静かなオフィスで

ました．そのときには漠然としかわからなかったのですが，その後日本経済が
アメリカ的資本主義に走り，規制緩和を取り入れ，結果として世界金融不況を
被ることになったのを目の当たりにして，意味が分かりました」

は，従業員は，マネジャーの手紙に記されたイニシアチブやタスクに効率良く
取り組むことに時間を使うことができます」

ドラッカースクールの現在
ドラッカースクールでは，ドラッカー教授亡き後も，ドラッカー経営哲学に
基づいた教育が続けられている．ドラッカー教授の考え方を発展させて研究を
行い，新たなマネジメント教育を行う教授陣がいる．そして，ドラッカー・マ
ネジメント論に関する授業もある．ドラッカー経営哲学を学ぶのにドラッカー
スクールが相応しいことに変わりはない．
2011 年卒の沼田泰彦さんは，こう語る．
「私は直接，ドラッカー教授のクラ
スは受けていませんが，ドラッカー教授の考えを応用したジェレミー・ハン
ター教授のセルフマネジメント・プラクティスの授業で教わった『他人をマネ
ジメントする前に，自分をマネジメントしなさい』というドラッカー教授の教
えに大きく影響を受けています．管理職たる人は他人を動かしますが，その前
提の自分を管理するところに視点をおいて考えるものだったからです．ハン

ピーター・ドラッカーのレガシー
ドラッカー教授は，複雑な事象をシンプルに言語化することに長けていた．
にもかかわらず，ドラッカー教授の授業は難解だったという声は多い．実際，
筆者も講義を聞いたその時には真意がわからず，「ああそうか，そういうこと
か」と，後になって理解が進んだことが何度かあった．ドラッカー教授の話を
受け止めるには，ドラッカー教授が語っていることの背景にあることを理解で
きるリベラルアーツの知識と，ドラッカー教授が言葉に乗せて伝えようとして
いる高い視座からの洞察を捉える力が必要だった．
ドラッカー教授は，ドラッカースクールの同僚たちや学生たちにとって，思
いやりのある教師であり，素晴らしい道先案内人であり，最高のメンターで
あった．ドラッカー教授の最大の関心事は，ドラッカースクールの学生たちが，
ドラッカースクールの教育から何を得たいのかということで，学生たちの期待
するものをいつも知りたがっていた．このような人だったからこそ，90 歳代に
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2005 年，P. F.ドラッカーに会いに行く
I am to See P. F. Drucker in 2005

多様な知識を持っていました．上品で優美で優れた才能を持つ，ヨーロッパ人
でした」と，ジーン・リップマン・ブルーメン教授はドラッカー教授を偲ぶ．
ピーター・ドラッカーのレガシーは，今もなお，講義のビデオや著書，そし
てピーター・ドラッカーの話を聞き，
“人類の至らなさ”をピーター・ドラッ
カーとともに笑った人々の中に生きている．そして，予測のつかない未来に向
かって自他ともに対して敬意を持って向き合う中で，そのレガシーは，ますま
す強固なものとなっている．
【Sources】
ドラッカースクール卒業生，ドラッカースクール教授，スタッフを対象としたアンケート・イ
ンタビュー，2015 年 5 月〜 2015 年 9 月実施
ドラッカースクール卒業生によるリレーメッセージ，2006 〜 2009 年
ドラッカースクールで学んだ本当のマネジメント，藤田勝利，日本実業出版社，2013 年
文明とマネジメント Vol. 3，2009 年
A Class with Drucker, William A．Cohen, AMACOM, 2008 年
www.tbibridge．org
執筆協力：Celeste Palmer：元・ドラッカースクール MBA ディレクター．ピーター・ドラッカー
のエスコート役，運転手も務めた．ピーター・ドラッカーが教鞭をとっていた頃は，ドラッ
カースクールのエグゼクティブ MBA の入学審査を担当していた．

【略歴】 八木澤智正：Peter F．Drucker Graduate School of Management 修了 , MBA．
Drucker School Regional Alumni Representative Japan としてボランティア
で同校の日本における窓口を担当しており，同校より，Regional Alumni Representative of the Year Award 2013 を受賞した．キリンホールディングス（株）
勤務（グループ経営戦略担当）
．共訳書に『最強集団 ホットグループ 奇跡の法則
―成果を挙げる「燃えるやつら」の育て方』
（東洋経済新報社，2007 年）
．

井坂康志
Yasushi Isaka

（ものつくり大学，本会理事）

ドラッカーに会いに行く
ドラッカー学会が日本で発足すると聞き，彼はどう思ったろうか．自らの名
が冠される学会というものの誕生を彼が具体的にいかなる感情をもって受け止
めたかについてはよくわからない．だが，彼が自らの思想を拡張発展させるよ
い契機となるものと考えていたことは間違いないだろう．
ドラッカー自身は自ら学派を形成もせず，弟子もいっさい持たなかった．ア
カデミアの世界で彼は実力相応の名声を獲得できなかったし，自らもあまり関
心は持たなかった．学界からすれば，彼はつねに異端とはいわずとも隠者だっ
た．ドラッカー自身学界から評価されたいという希望を持っていなかったよう
だ．
だが，後になってドリス夫人などに聞いてみると，彼は自らのマネジメント
体系が一つの「社会思想」として発展していくことを望んでいたという．彼は
マネジメントを経営学の一領域とさえ考えてはいなかったとさえ言われる．む
しろ社会に関する総合的な教養科目，いわゆるリベラルアーツと捉えていた．
そんなこともあってか，あるいは別の理由があってか，藤島秀記さん（現・
本会理事）からドラッカーに提示された会の英文名には，academic society と
いった語はなかった．いくつかの候補があったけれども，ドラッカー自身の答
えは「私は名前は何でもいいと思う．よいと思うものを名前にしてくれればい
い」というものだった．
結 局 最 も シ ン プ ル な も の と し て，workshop が 選 ば れ た．Drucker Work
shop．私は今もこの英文名が気に入っている．workshop の原義は，作業場と
か工作場である．テクノロジストに最大の期待を置き，文明の創造者としたド
ラッカーにふさわしい名と思う．まさしく「新文明の工房」，おしゃれではない
か．
考えてみれば，彼はものつくり大学に Institute of Technologists の英文名を
与えた．そして私たちは彼の名を関する学会に，Drucker Workshop の名を与
えた．お互い底流には似たものがあったのかもしれない．
今なお，Drucker Workshop の名は，世界各国のドラッカー関連団体として，
日本に在籍するものとして正式に認知されている．すでにアメリカ，カナダ，
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ブラジル，中国，韓国，ドイツ等にドラッカー学会に相当する団体が存在する．
だが，そのなかで Workshop の名を使用するのは日本だけである．私はそのこ
とに奥深い部分での喜びを常々感じ続けている．

その間，上田さんは親切にもドラッカー宛に，同僚で友人の研究仲間があな
たを訪ねたいと言っているという紹介状を数日前に出してくれていた．むろん
返事を得ることはできなかった．

危ぶまれる健康状態

2005 年 5 月 5 日

ドラッカーは 1909 年の生まれだから，2005 年を迎えた時点で 95 歳だったこ
とになる．ずっとさしたる病気もなく健康そのもので来ていたが，4 月に入っ

私は一人でアメリカに出発した．むろん目的は一つしかない．ドラッカーに
会うことだ．確率は低いとはいえ，それをあきらめるべきではなかったのだ．

て若干の変調が見られるようになった．
まず，テクノロジーに関する編集版の書物が日本版限定で準備されていたに
もかかわらず，編訳者の上田惇生さんへの FAX の返事が大幅に遅れるように
なり，やがてほとんど来なくなっていた．
上田さんからは新著に関する問い合わせや依頼が再三なされていたようだ

私にとってそれ以上に太平洋を横断するだけの価値ある理由は存在しなかっ
た．
出国の直前，上田さんに電話すると，ドラッカーから新著のはしがきが送ら
れて来たと聞いた．まずは生きていることに安心した．9 時間近くのフライト
を経て，窓の下にはロスの街が見えてくる．確かに人や生活の営みが伝わって

が，いつものような迅速な反応はなくなっていた．そもそもドラッカーという
人は欧州生まれながら，きわめて義理堅い人だった．古い人間によくあるよう

くる．脈打つように，運動場や建物の蔭が濃くなっていく．
空港前のシャトルが到着した．乗り込むと，すでに旅の道連れが三人で話し

に，長く続いた信頼関係を尊重し，手紙に対する返事は常に速かった．
約束は必ず守ったし，守れない約束というものは一切しなかった．彼自身は
よく半ば冗談で，
「自分は明治の人間だ」と言っていたという．言葉が重かった
時代だ．そして礼儀というものが社会の中心を占めていた時代―．彼の美意
識はまさしくそれだった．
そんな彼から返事が来ないということは，それだけで不穏な何か，あるいは

込んでいた．車はフリーウェイに入り，ぐんぐんスピードを上げる．時折，紫色
の鮮やかな花が目に止まる．桜に似ているが色が違う．隣を走るトラックや車
の横顔が目に入る．日本よりもすべてが大胆で，快活な印象を受けた．
数人の先客がいる．ひっきりなしに話している．一人のオーストラリアの中
年女性，台湾の若者，インドからきた老人だった．台湾の人は賢そうで，歯科
関係の仕事をしているらしかった．中年女性は娘に会いに，このあたりにきた

何らかの変事を意味していると言ってよかった．そんななか，思い出したよう
に 4 月 25 日に上田さん宛に短い FAX があった．それは原稿の一部だったよう
だが，まず生存が確認されただけで安堵だった．しかし，不完全なものだった

らしい．インド人はブエノスアイレスはじめ世界中に居住経験を持つ旅の達人
だった．

という．
4 月 27 日の夕方，授業の後に，上田さんをものつくり大学の研究室に訪ねた．
最近彼に会った人の話では，かなり心身に衰えが見られ，少し痴呆の徴候もあ
ると知らされたという．そんな話をしながら，吹上駅に向かう途中，西日の射
す元荒川のほとりを歩いたのを昨日のことのように思い出す．そこは上田さん
が，integrity に「真摯さ」の訳語を思いついた道だった．今では「真摯さの道」
と一部では呼ばれている．
すでに 5 月に入ってから私のクレアモント行きは決まっていた．その最大の
目的とはドラッカーとの面会だった．私はドラッカー経営学を研究する者とし
て，一度は彼に会っておかなければならなかった．ずっとそんな焦りを抱えて
きた．
だが，彼がそんな状態なら私に限らず誰にとってもドラッカーとの面会など
不可能であって，人としてそんな無体な要求などできるものではない．私はそ
の時点で彼との面談をあきらめざるをえなかった．

私はただぼんやりと外を眺めていた．しばらくして，女性が「あなた，どこか
らきたの」といきなり水を向けてきたので，「日本です」と慇懃に答えた．彼ら
は私を学生だと思っているようだった．ちなみに運転手はパキスタン人で，寡
黙な人だった．やがて台湾人は途中の中国系商店モールに姿を消していった．
しばらくして車はハイウェイを降り，クレアモントの街に入っていった．
クレアモント―．
これがドラッカーの住む町かと思った．空は青くすっきりと突き抜けてい
た．市街を通り抜けて，駅を横目に車は進んでいく．しばらくしてクレアモン
ト・インという看板のある建物に到着した．実にスムーズでほとんど無駄な時
間はなかった．
着いたのは 11 時半，チェックインをして，部屋に入る．テレビをつけると，
裁判番組がやっている．英語が流れていると頭が疲れるので消した．異国の空
気にただ包まれていた．その空気がじんわりと肌を刺すように痛かった．
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カリフォルニアの空

している．
ドラッカー自身は高齢もあって講義はしばらく前から行っていないものの，
大学に来る時は必ずここに立ち寄るということだった．恐らく，据えつけてあ

そのとき八木澤智正さんは奥さんと友人の三人で数日前にカリフォルニアに
来ていて，その日は砂漠方面を観光していたという．東京ではこれ以上ないほ

る椅子のどこかに彼は座って，若い教員と談笑したに違いない．マチャレロは
こともなげに言った．「昨日も来ていたよ」．具合が悪いと聞いていたので，意

ど真面目なビジネスマン風の八木澤さんが，ラフな格好で車から颯爽と降りる
姿が眩しかった．まるで一枚のロック CD のジャケット写真のようだ．
その日，ドラッカー・スクールで八木澤さんが紹介してくれたのがマチャレ
ロ教授だった．マチャレロの名は恐らくイタリア系である．やや浅黒くて大柄
だった．

外だった．FAX を打っても返事がなかったと私がいうと，「それはいけない．
FAX は中世の道具だ．それでは無理というものだ」
．

マチャレロによって編集されたドラッカーの本はすでにいくつか日本でも
発刊されている．彼は日本でのドラッカーによる著作の普及状況などもきちん

研究室に戻り，おもむろにマチャレロ教授は電話をかけ始めた．まさかと
思った．やはりドラッカー邸にかけていた．「娘さんが出たよ」と彼はいった．

と知っていた．彼自身はある面でドラッカーがかわいがった年若き同僚の一人
だった．年が若いとはいっても，ドラッカーと比較すればの話で，年齢は 60 後
半だろう．数年前には大病をして，文字通り死線をさまよったと聞いたが，私
があった時はそんなふうに感じさせるものなど何もないほどに元気そうだっ
た．
マチャレロの研究室は思いのほかこぢんまりしていた．日本の学者の通常の

そのとき電話に出たのはドラッカーの次女キャサリンさんだった．
「今，日本から人が来ていてドラッカー教授に会いたいといっている．今本人
に代わる」と話している．外国語のはずの英語が一つひとつ脳に突き刺さるよ
うだった．
しかし受話器はもうすぐ目の前にある．選択の余地なく，観念しつつマチャ

研究室の半分くらいか．私の知る研究室のイメージは，奥の窓側に机があって，
その手前に長いテーブルがあり，周囲は天井までいっぱいの本によって埋め尽
くされている．だが，違っていた．がらんとしており，あまり本もなかった．た
だ机があってデスクトップの PC，電話が乗っている，それだけのものだった．
八木澤さんを中心に少し話をした後，
「せっかくだからアーカイブに行こう
か」と彼は言う．ドラッカー・アーカイブである．それは実に広々とした研究
室だった．一応ドラッカー関連の資料をすべて収集することを目的として設置
されたものという．是非見ておきたい場所だった．
というのも，ドラッカーの執筆活動は 1920 年代から 80 年近くに及んでいる．
その間書かれたものは，恐らく当の本人さえ完全に把握しきれる数ではなかっ
たはずだ．それらがすべてとはいわないまでも収集されているのだろうと思っ
た．だとすれば，ドラッカー思想を体系化していく上で，それはなくてはなら
ない知的要衝の役割を果たすことになる．
だが，実際にアーカイブを見せてもらうと，想像したのとはだいぶ違うもの
だった．研究室とは名ばかりで，全体にやはりがらんとしており，アーカイブ
というにはあまりに貧弱だった．講義ビデオが 10 本くらい，それから翻訳も含
むドラッカーの本が並んでいるだけだった．まだ，充実の余地ははかりしれず
あるという印象だった．
とはいえ，よく空気と光の通る快適な空間であるのは間違いなかった．すで
に，大学は休み前ということもあって，人影もない．キャンパス全体がしんと

奇跡の電話

レロから受話器を受け取った．
その刹那頭をめぐったのは，上田さんとの関係をいえばわかってもらえる
のではということだった．特に「上田」とは魔法に近い効果を持つ名前のはず
だった．
それに，上田さんによるドラッカーに関する 8 回のインタビューは，すべて
英訳されてドラッカーに送られていた．彼はそのインタビュー記事を驚くほど
高く評価してくれて，「私の思想を理解するのに，このインタビュー記事にま
さるものは存在しない」とまで言ってくれたのだ．伝説のインタビューだった．
以下が，キャサリンさんとの電話の模様である．
私「お忙しいところすみません．数日前にあなたのお父様に FAX をさせてい
ただきました．ご覧いただけましたか？」
キャサリン「ごめんなさいね．よくわかりませんが，何が書かれていました
か？」
私「日本の訳者の上田さんがドラッカー教授の体調がよくないのではと大変心
配しています」
キャサリン「ええ，父は高齢で 95 になりますからね」
私「その FAX ではあなたのお父様が今度出される本についてインタビュー
を申し込んでいるのです．その際，かつて上田さんから，私が彼にしたインタ
ビュー記事をドラッカー教授が大変喜んでいると聞きました．この件で教授は
私の名前を覚えていて下さっているものと思います」
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キャサリン「そうですか．ちょっと聞いてみますね．このまま切らずにお待ち
下さい」

シーと聞こえる．

その間，「保留」にしていなかったので聞こえたやりとり（おとうさーん，イ
サカさんから電話．イサカさん．上田さんのご関係の．知ってる？ 知ってる
のね．はいはい）

あるレット，ミー，シーをおもしろそうに真似していた（そしてその口真似が
いかに本物そっくりであるかを，私はすぐ後に確認することになる）
．
ハイウェイを下りると，定規で測ったように正確な区画のエリアに入る．そ

キャサリン「わかりました．父は存じ上げているとのことです．是非お目にか
かれればと申しております．時間のご都合はいかがですか」
私「はい，明日の午後早い時間はいかがでしょう」

こには大きくて白い清潔感ある住宅がたくさん並んでいる．巨大なリスが通り
を横切り，品のいい子供たちが勢いよく走っていく．緑が目に痛いほどだった．
そのなかリップマンブルーメン教授の邸宅は佇んでいた．
出迎えてくれたのは，リップマンブルーメン教授とハル・レヴィット教授
だった．二人は夫婦である．夫のレヴィットはスタンフォードの教授で，専門

（八木澤さん「明日の早い時間はだめですよ．先約があります」）

名門フィルの音合わせのように，この 3 つの音符が発声された時，彼の頭に
はすべての交響楽のイメージが出来上がっている．八木澤さんはこの少々諧謔

は心理学である．その筋ではよく知られた学者で，邦訳された著書もある．本
当に絵に描いたような素敵な夫妻だった．ともに年齢は 70 は超えているはず

キャサリン「明日の午後は会合が入っています．明後日の 11 時はいかがでしょ
うか」
私「7 日の 11 時ですね．大丈夫です．その時間に伺います」
キャサリン「わかりました．確認してきますので，切らずにお待ち下さい」
（ドラッカーと話している様子）

ながら，そこにはいささかの老いを感じさせるものはなかった．あたかも少年
と少女のようだった．
オフィスも兼ねた二階の居間で用談に入った．私は英語を話していると自分
でも何を話しているのかわからなくなることがきわめてしょっちゅうある．長
文の場合はなおさらである．ご多分にもれずそのときもこのようになった．ど
ぎまぎしていたら，レヴィット教授が「大丈夫．よくわかります」と言ってくれ
た．何ともいえない奥深い優しさを感じた．魂の言語を話されたような気がし
た．マルティン・ブーバーが言う「ふるえる魂の言語」だった．本当の優しさ，

キャサリン「大丈夫です．では 7 日の 11 時にお待ちしています」
私「どうもありがとうございます．感謝します」
とにもかくにも無我夢中の時間だった．気づくと，ドラッカーとの面会のア
ポが取れた．信じられない気持ちだった．マチャレロ教授に心からお礼を言っ
た．

気高く美しい魂を感じさせるものだった．たぶん一生でこのような人に会える
確率はさほど高くはない気がした．
日本に帰ってから少しして，レヴィット教授が重い病に伏したと聞いた．そ
して，ご自宅で亡くなったと聞いたのは 3 年後だった．私はレヴィット教授と
は一度しか会わなかったが，彼が私に与えた印象はあまりにも深かった．私は
心からレヴィット教授を追悼した．
何とか用談が済んだ後，一息ついた．その後，自然な流れを崩さず，リップマ
ンブルーメン教授は，おもむろに数千人のユダヤ人を救った日本人の話をはじ

ハル・レヴィット教授
翌日，八木澤さんに隣町のパサデナという住宅街に車で連れて行っていただ
いた．前日からの雨は上がってきれいな晴れ間が見えていた．パサデナはカリ
フォルニアでも有名な高級住宅街という．
「閑静な住宅街」とは言葉ではよく
聞くけれども，こういうところを言うのだ．
車の中で，八木澤さんがドラッカーの授業を受けたときの様子を話してくれ
た．ドラッカーはゆったりと椅子に腰掛け，学生から質問を受けることからは
じめる．ただじっと耳を傾ける．本当に聞いているのかと思うくらい，彫像の
ように微動だにしない．数秒して，唇が動く．
「Let me see」
，それはちょうど
戦争直後の日本人英語教師が子供たちを前に発音するみたいに，レット，ミー，
、

、

、

、

、

めた．リップマンブルーメン教授も，レヴィット教授も，その両親の世代はナ
チスの欧州から逃れてきたユダヤ系の移民だった．ちょうど前日，戦時中にユ
ダヤ人を守った英雄的な日本人の存在を知ったのだと言う．ラトヴィア駐在の
日本人外交官の記録だと二人は言っていた．心の震えが止まらなかったと話し
ていた．あの地獄の欧州に人間が存在した誇るべき事例の一つだと強調した．
話しながら，リップマンブルーメン教授の頬に一筋の涙がつたうのを私は確か
に見た．
私はその方は正確に言うとリトアニアの外交官で杉原千畝という人だと話
した．まさかこんなところで杉原千畝の話が出るとは思わなかった．きっと何
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らかの生々しい記憶に結びついているのだろうことを想像し，彼女の脳裏に浮
かぶ映像を恐れつつ，私の知る限りのことをたどたどしい英語で話した．杉原
のことを私が知ったのは，だいぶ昔のことだった．以来，興味を持って折に触

心身の機能が非常事態を告げていた．
ただ書いては考える．考えては書く．頭に浮かぶとりとめのないものごとを
虫取り網でつかまえて，一気に白い石に封じ込めるように，質問事項を書きと

れて調べてはいた．そんな雑な知識がこんなところで生きたのを不思議に思っ
た．

めていく．
結局完成したのは翌朝，ぎりぎりの時間だった．

格闘

ドラッカーはそこにいた

レヴィットご夫妻との面談後，八木澤さんにクレアモント大学院大学まで連
れていっていただき，彼の友人の職員や教員，学生と学食で昼食をともにした．
表は雲行きがあやしい．陰惨な雲が青い葬列のようにざわざわと流れている．

気づくとたちの悪い冗談だったかのように雨は上がり，乾いた青空が広がっ
ていた．もういい時間だった．作成した質問はとても完全とは言い難かった．
まだまだ手を入れる余地はあった．だがベストを尽くしたという満足感だけは

八木澤さんは女性の先生に，一生懸命日本人の遇し方を教えていた．
「留学
から帰って，
『日本人』に戻るのが何よりも大変でした」と八木澤さんは笑って
いた．

あった．
大慌てで荷物をまとめ，フロントでチェックアウトを済ませる．すでに八
木澤さんはフロントのソファで待っている．この人は分刻みかつ大量のスケ

私の左には品のよい女性がいた．専門は教育学だそうだ．知的で優美だった．
私のたどたしい英語をきちんと聞いてくれた．ふと見ると日本人とおぼしき二
人の女子学生が窓際で食事をしていた．
その後解散し，私は考えごとをしながら八木澤さんたちの後を付いていって
いるつもりで，いつしか見失った．キャンパスはとても広くて，それでもきち

ジュールをこなしながら，決して寝坊もしないばかりか疲れた顔一つ見せるこ
とがない．翌日はボストンに出張に行くことになっているという．本当に超人
だった．
八木澤さんの車に乗せてもらい，ドラッカー邸に急ぐ．すでに約束の時間の
5 分前だった．宿からさして離れていないところにドラッカーの家はあった．

んと整備されていた．雨が降り始めていた．前日なみの豪雨だった．聞き違い
でなければ，さっきの女性はカリフォルニアでこの季節にこれだけの雨が降る

話では聞いていたが，本当に質素な平屋だった．面積も大したことはない．た
ぶん 100 坪強がせいぜいというところだろう．

のは 19 世紀末以来といっていた．ふだんはもっと乾燥して晴れている気候な
のだ．
一人でホテルに戻り，ずっとドラッカーへの問いを考え続けた．気づくと天
井から水が落ちている．雨漏りなどという生やさしいものではない．わりに多
く水を含んだぞうきんを絞ったような水である．重たい水滴が分厚い絨毯に落

私の印象では山荘に似ている．コンパクトで機能的である．華美なところが
ないのは，自らのありように心から納得し満足しているからのように見える．
ようやくにしてここまでたどり着いたと思った．八木澤さんはカーラジオを消
して，手慣れた感じで表に出る．そして，呼び鈴を押す．
扉を開けてくれたのは，中年の女性だった．セシリーさんというドラッカー

ち，バスドラムの連打のような音を立てている．見ると，天井の一部が真っ黒
になっている．内側に陥没している．
だが，そんなことにかまうわけにはいかない．夢中になってドラッカーとの

の娘である．比較的近くに住んでいると聞いた．にこやかで，活発そうな女性
だった．奥さんのドリスさんは不在の様子だった．握手してご挨拶をした．彼
女の背後には，食卓と思われるテーブルが鈍く光っており，さらにその後ろに

筆談の準備を書き留める．このときほど書かなければ思考をまとめられない自
分自身の性質を思い知らされたことはない．書き出さなければ自分が何を考え
ているのかさえわからず，途方に暮れる．質問を一つひとつスケッチし，具体
的なものにしていく．自分は何を聞きたいのか，それについてどう思うのか，

は少し広めのバルコニーがある．その大きな窓からは小さなプールが見えてお
り，陽光が差し込み，白く反射している．室内は水墨画のように，黒と白が，絶
妙に混ざり合っていた．ところどころ日本的な趣味の置物も目に付いた．
私の視界の中心に，赤いカーディガンをまとい，籐の椅子に腰掛けている長

枝葉を付けていく．
思えばその晩から朝にかけて何も食べていなかった．それどころではなかっ
た．時間などいくらあっても足りなかった．そのときの私はきっと食べるとい
う行為が永遠にこの地上からなくなってしまっても気にしなかっただろう．ド
ラッカーに会えるというだけで胸がいっぱいになってしまっていた．あらゆる

身の老人の像がいやおうなしに浮かび上がっている．思わず胸が高鳴る．深い
畏敬と恐怖，そして歓喜の中間くらいに位置する感情に思えた．老人は何も言
わず，ただ全身を椅子に預けている．来客を認識しているのかどうかも傍目か
らは窺い知れない．
セシリーさんは，これからスポーツジムに出かけなければならないとのこと
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で，後事を八木澤さんに託した．
「父は疲れやすいですのであまり話が長くな
らないようにしてくださいね．話が終わったら台所の冷蔵庫にジュースとク
ラッカーが入っているので，父にあげて下さい」といった．なんだかこの大思
想家を猫のように扱うのがおもしろかった．
セシリーさんは急に私に向き直り，韓国語版の翻訳出版に関わっているア
レックスという人物を知っているかと尋ねた．私が知らないというと，それ以
上は何も聞かずそのまま表に出ていった．急いでいたようだ．そして，白と黒
の空間には私たち二人とドラッカーだけが残された．

インタビュー
私はドラッカーに歩み寄り，握手をした．彼は丁寧に歓待してくれた．その
手は長くて大きかった．さらさらと乾いた感触だった．少し冷たく感じられた．
「話が聞こえるように，私のすぐ隣に来て下さい」と彼はいった．私たちは奥の
ソファに腰掛けた．
窓からプールが見えた．しばらく使われた形跡はなかった．裏手には本棚が
あった．日本人形が飾られていた．ドラッカーは私を「センセイ」と呼んだ．上
田さんの同僚ということを知ってくれていた．最初に，上田さんから預かった
原稿を渡すと喜んでいた．やはり上田さんの知人というだけで相当程度私を信
頼に足る人物と判断してくれていたのだと思う．
＊

＊

＊

＊

最大のインパクトは意識の変化
―情報技術のような新技術が社会や経済に与える影響をどう見ているか．
ドラッカー：本当の変化は意識に関するものである．
産業革命において鉄道が距離を縮めたように，IT 革命ではインターネット，特
に e コマースが距離をなくす．
産業革命において鉄道が生んだ心理的な地理によって人は距離を征服した．
e コマースが生んだ心理的な地理によって距離は消えた．もはや世界には，一
つの経済一つの市場しかない．
e コマースの時代にあってはローカルな存在はありえない．もちろん，どこ
で生産しどこで販売し，いかに販売するかは重要である．しかし，まもなくそ
れらのことさえ意味がなくなる．まったく新しく，誰も予期できなかった変化
である．
私の友人でグローバル企業の CEO がいる．アメリカの西海岸時間の朝四時
から，毎朝世界中のマネジャーと 30 分程度のテレビ会議を開いている．国内の
会社の社内で会議をするように，互いに顔を見ながら会議をしている．「会議
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では毎日どんな重要なことを決めているのか」と聞いたら，
「いや，とくに毎日
何かを決めているわけではない」という．
「全体の一体性を保つためにやって
いるんだ」といっていた．
今から 20 年前にはそのようなことは行われていなかった．技術的にも行う
ことはできなかった．そのようなニーズとそのような技術のどちらが先に生ま
れたかは，私にもよくわからない．
―情報革命は組織にいかなる変革を促すのか．
ドラッカー：大事なのは意思の疎通という意味でのコミュニケーションだ．コ
ミュニケーションが行われるには，情報と意味の二つが必要である．東京の連
中，カリフォルニアの連中，北京の連中という風に，お互いの気心がわかって
いなければならない．考え方を知っていることが情報をコミュニケーションに
転換する触媒となる．
そして，そこで大きな役割を担うようになったのが，情報技術のハードであ
り，ソフトである．ここで理論と技術を身に付けたテクノロジストが情報化の
インフラとして大きな役割を果たす．
産業革命もジェームズ・ワット（蒸気機関の発明者）だけではたいしたこと
はできなかったはずだ．産業革命が産業革命たりえたのは，イギリスに工具製
作者というテクノロジストがすでに誕生していたためである．
情報についてはさらに大きな変化がやってくる．なぜなら，まだ今のところ，
情報のほとんどは組織やグループの内部のことについてのものだからである．
外部の世界についての情報は混乱してばらばらなままだ．企業を初め，役所や
大学，病院その他のあらゆる組織にとって，成果は組織の内部にではなく，外
部にある．その外部の世界についての情報が全然把握されていないのが実状
だ．
外部の経営環境についての情報に正面から取り組んでいる組織はまだまだ少
ない．ということは，情報革命の本番はこれからだということだ．
日本の企業にしても立派なインフォメーション・システムを持ってはいるも
のの，中身のほとんどは組織内部の情報だ．しかも，過去のことについての情
報である．一番大事な市場や経営環境や技術変化についての情報は未整備のま
まである．しかし，欧米の企業も同じ状況にある．企業以外の組織も同じだ．
入試準備中の若者のほうが大学についての情報を集めている．実は組織内部
の情報にしても，今手にしているのは情報ではなくデータに過ぎない．外部の
情報をいかに手にするか，それをいかに使いこなすかという問題こそ，われわ
れに課された情報に関わる最大の課題であり，挑戦である．
技術が教育を通じて文明を変える
―今，「テクノロジスト」という言葉を使われたが……．
ドラッカー：文明をつくるのは技術であり，テクノロジストである．知識労働
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者のなかで，知識労働と肉体労働の両方を使う人たちをテクノロジストと呼
ぶ．
彼らは知識労働の用意があり，教育と訓練を受けた人たちである．彼らこそが
先進国で唯一といっていいほどの競争要因となる．働く者のますます多くがテ
クノロジストとなっていく．知識労働者の生産性の問題に関しては特にテクノ
ロジストの生産性が重要性を増していく．だからこそ，技術のマネジメントが
重要な意味を持つ．
理系の者がマネジメントを理解し，文系の者が技術を理解することが大切
だ．さらには，テクノロジストの生産性をいかに上げるかが重要な意味を持つ．
―知識と仕事との関係をどう考えるか．
ドラッカー：第一に，単純肉体労働については，1880 年から 1929 年頃の間に
生産性向上の方法がまとめ上げられた．フレデリック・テイラーのサイエン
ティフィック・マネジメント（科学的管理法）
，のちの TQC やインダストリア
ル・エンジニアリングのおかげだ．
その後今日までの間に肉体労働の生産性は 50 倍にも伸びた．したがって，20
世紀の経済発展は科学的管理法による肉体労働の生産性向上によってもたらさ
れたものであり，テイラーのおかげであったといえる．テイラーは仕事に知識
を適用した最初の人だった．文明をつくるのは技術であり，技術こそが文明の
変革者だということである．
そもそも知識とされるものは，それが知識であることを行為によって証明し
なければならない．今日われわれが知識とするものは，明日の行動のための情
報，成果に焦点を合わせた情報である．その目的とするものは，人間の外，社会
と経済，さらには知識そのものの発展である．
しかも知識は成果を生むためには高度に専門化していなければならない．知
識と技術に関わるこの変化こそ，知識の歴史における最大の変化である．体系
が技術を方法論に変えた．それらの方法論は，個別的な経験を普遍的な体系に
変えた．技術として教え学べるものに変えた．
一般知識から専門知識への重心の移行が，新しい社会を創造する力を知識に
与える．
そして，今われわれにとって知識労働の生産性の向上，しかもその飛躍的な
向上に取り組むべき時がきた．
―教授のいう新技術による文明転換の根拠を教えてほしい．
ドラッカー：知識が社会の中心に座り社会の基盤になったことが，知識そのも
のの性格，意味，構造を変えた．この断絶こそが最も急激であって最も重要で
ある．
実をいうと，知識労働の生産性は 15 世紀のグーテンベルグによる印刷革命以
来，たいして伸びていない．教室での教え方を例にとっても，中身は変わって
いない．ほとんどの教室が相変わらず退屈きわまりない状態のままだ．しかし，
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ついに大きな変化がくる．情報技術のおかげだ．
いよいよ再び技術が教育を通じて文明を変える．価値ある授業ならば今まで
の何百倍もの人が受けるようになる．すでに先進的な教育機関では実現されて
いる．それだけでも革命的な変化だ．この変化がこれから加速していく．
情報技術によって教え方が変わり，驚くべきことに，教えることの中身まで
変わっていくはずである．
1455 年の情報革命
ドラッカー：教育という知識の伝達方法の変化がこの前起こったのは，印刷革
命によってだった．印刷革命が人類の歴史を変えた．人類の歴史において，知
識が主役の座を得たのも活版印刷の発明以降のことだった．
そのとき，ヨーロッパが抜きんでた存在となり，西洋と呼ばれるものになっ
た．活版印刷の発明が書物の大量生産をもたらし，社会を一新し文明を生んだ．
活版印刷による印刷本の出現は真の情報革命であったといえる．
それまでは何千人という修道士が書物を筆写していた．最初の印刷本は 1455
年に印刷された．約 50 年後の 1506 年には，パリやアントワープの印刷テクノ
ロジストは富豪となって貴族にまで列せられたほどだった．
一冊一冊筆写していたものが 300 冊の印刷に一日を要するのみとなった．のみ
ならず，印刷革命は労働力をも変えた．数千人に上る教養ある修道士から生計
の資を奪った．
印刷が宗教改革をもたらしたわけではない．しかし印刷がなければマルチ
ン・ルターも聖書を印刷できず，彼の宗教改革も地元の小さな運動に終わって
いたはずだ．ルターはメディアとしての印刷本を理解したのだった．
ご承知のように，この印刷革命が人類の文化・文明を変えた．近代合理主義を
生んだものは，蒸気機関ではなくこの印刷本だった．経済発展なるものを生ん
だのもこの印刷本だった．
ところが，この印刷革命の後，今日の情報技術出現までの約 500 年間，知識
労働の生産性に関してはたいした進展は見られなかった．
―それでは，現在進行中の技術革命で世の中はどのように変わるのか．
ドラッカー：労働力構成が大きく変わる．まず肉体労働の位置付けが変わる．
単純肉体労働者は数も割合も減少する一方となる．若干の技術を身に付けただ
けの肉体労働者も減少する．そもそもなり手がいなくなる．
先進国では肉体労働者は職場の数の減少を超えて減る．当然，途上国からの
外国人労働者が必要になる．ところが，外国人労働者の流入は文化に関わる問
題であって，この問題に経験があって習熟しているアメリカはうまくしのげる
かもしれないが，他の先進国では社会と政治に関わる大問題となる．
肉体労働者の減少と位置付けの変化は，すでに労働組合にも影響をもたらし
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ている．日本にしてもドイツにしても，肉体労働者の組織体としての労働組合
は急速に政治的な力を失っている．どこの国でも労働組合は，拮抗力としての
自らのあり方を探っているところだ．
技術を監視する意味
―技術のマネジメントにとって必要なことは何か．
ドラッカー：技術が社会そのものを変えていっている．ということは，われわ
れは技術がもたらすものを注視していかなければならないということであり，
技術そのものをマネジメントしていかなければならないということである．
ちょうど今私は技術のマネジメントについての著作の原稿をまとめたところ
だ．
そのために必要なものは，いわゆるテクノロジー・アセスメントではない．
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日本化した復興に成功した．それらはすべて，日本の西洋化ではなく，
「西洋の
日本化」だった．
しかも，日本は東洋と西洋の橋渡しの役を果たしてきた．東洋のものを西洋
に伝え，西洋のものを東洋に伝えてきた．さらにいうならば，日本はアジアの
一員であり，西洋の一員であるというきわめてユニークな位置付けにある．
すでに日本は中国で 30 年にわたって成功してきた．躍進の目覚ましい中国
の沿岸地方で重要な役を果たしてきた．これからの日本にとっては，アジアの
二つの国が自らにとっての巨大なチャンスとなり，かつ巨大なライバルとなる
だろう．それが中国であり，インドである．
＊

＊

＊

＊

人間の力ではテクノロジーの影響をアセスしきることはできない．関係する要
因が多すぎる．因果関係という，モダンつまり近代合理主義の手法では処理し

夕日に赤い帆

きれない．
なかでも最大の危険は，新技術のインパクトを予測できると誤解し，本当に
重要な仕事を軽んじることである．技術というものの全貌を知るには予測は無
効である．せいぜいトラック一杯分の誰も読まない資料をつくるだけに終わ
る．
では，何が必要か．テクノロジー・モニタリングである．モニタリング，すな

ドラッカーとの会見は正味で 40 分程度であったと思う．質問を理解するや
彼の頭脳が確実に作動をはじめるのをはっきりと感じた．そして，最後の質問
に答えたとき，ゆっくりと活動を停止させた．

わち監視していくことである．
新技術についての予測はどうしても賭けになる．間違った技術を奨励した

しょう」と彼はいい，そしてふたたび長椅子に移り，ゆっくりともといた姿勢
に戻った．
八木澤さんは終了を見てとるや手早く冷蔵庫から飲み物とお菓子を取り出
し，ドラッカーの前に置いた．彼はやわらかな視線を中空に漂わせていた．実
際に接した印象では恐らくその時点で痴呆症状はかなり出ていたのではないか

り，最も恩恵をもたらす技術を軽視する危険がある．ゆえに発展途上の技術に
ついてはモニタリングが必要となる．観察し，評価し，判定していかなければ
ならない．これこそがマネジメントの責任である．
さらにもう一つ付け加えるならば，これからの複雑で変化の激しい時代にお
いては，企業にせよ，病院，大学，政府機関にせよ，あるいは経営政策，マーケ
ティング，イノベーション，人のマネジメント，技術のいずれにおいても，自ら
が世の中に与える影響についてはすべて自らに責任があるという倫理観が不可
欠となる．

それでも別れ際に何とか，今度あなたの学会をつくりますと伝えることがで
きた．
「ありがとう．楽しみです．それが私の望んでいることです」が答えだっ
た．本人に直接伝えられたのは，幸せなことだったと思う．
「近々また会いま

と思う．そして，午前中のある時間，天女が百年に一度寺院の瓦をなでにくる
ように，ふと意識が戻る．私たちはその時間にドラッカーに会いに行ったこと

―最後に，激動の時代における日本の可能性を教授はどう見るか．

になる．そしてドラッカー一人を残して，鍵をかけることなく扉を閉めた．そ
れが生きたドラッカーを目にした最初で最後となった．
その日，カリフォルニアの名所のいくつかを八木澤さんに案内していただい
たが，ずっと心は奇跡の会見に占められていた．今にして考えれば言葉の正し
い意味において奇跡といってよいものだったと思う．クレアモント大学で会っ

ドラッカー：私は個人に対しても国に対しても助言は与えられない．
しかし，日本には平安時代に遡る他の国にはない強みがある．外の世界で生
まれたものを導入し，消化し，使いこなすという力である．
最もそれがよく現れているのが，日本の美術である．中国から輸入した水墨
画は，もはや中国の水墨画ではなく，日本の水墨画である．
日本は明治の開国でも，西洋の日本化に成功した．第二次世界大戦の後も，

たある先生はこういっていた．
「私もここにきてだいぶ経つけれど，ドラッカー
教授を見かけたことは一度もないな」
．
現地に在住するアメリカ人でさえ，そうそう会える人でないくらいのことは
知っていた．だが，それが事実であることは当地に行ってみてさまざまなとこ
ろで実感させられた．八木澤さんが明日ドラッカー教授を訪ねると言うと，会
う人会う人驚きの表情を浮かべたことを思い出す．
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夕刻，私たちがいたのは海の見える場所だった．巨大な夕日が水平線に溶解
していった．アメリカの人たちは日本人のようなディープでウェットな飲み方
はしない．グラスを片手に軽い笑みを浮かべて，さっと飲んでさっと別れる．
そんな風景を私はずっと興味深く眺めていた．彼も若い頃はあんなふうにウィ
スキーを傾けたのだろうか―．
サンタモニカの海辺に赤黒い日が射し込んできて，一日の終わりを告げる．
それは毎日規則正しく繰り返されるありきたりの自然現象なのかも知れない．
しかし少なくとも私にとってはそうではない．その日はいささかの誇張もな
く，異国で遭遇した人生最良の日だった．
途中で八木澤さんはボストンに向かうためその場を立った．八木澤さんなし
では恐らく何もできなかったろう．今なおそのことに感謝している．ホテルに
入ってからも，ほとんど眠気というものを感じなかった．頭脳の動きとは別に，
すべてが高度に作動し続けていた．しかたなく，ドラッカーとの対話の録音を
聞き，聞こえた音をそのままノートに書きつけていった．気づくと朝が来てい
た．
むろんそのときは自分がドラッカーに取材した最後の編集者になろうとは思
いもしなかった．ちょうど数カ月前には『日本経済新聞』の「私の履歴書」にド
ラッカーが出ており，話題になっていた．当時編集委員をされていた牧野洋さ
んが数回におよぶ長時間インタビューの末にまとめたものだった．労作である
ばかりでなく，証言として貴重なものも多く入っていた．
質や量ではむろん私の会見は及びも付かない．しかし，私がほぼ彼に会った
最後の日本人であって，発言を記録に残した最後の者となったことは不思議な
感慨としかいいようがない．少なくともそれは意図して可能となる性質のもの
ではなかった．
実は今なお，あのときの録音を聞き直すのが怖い．だからほとんど聞いてい
ない．それでも彼の独特のドイツ訛やくぐもったような発声，ゆっくりとした
イントネーションは今も何かのはずみで脳裏によみがえる．わけてもよく思い
出すのはインタビュー冒頭の私の質問に対する答え，
「The real change is in
attitude」
（本当の変化とは意識に関するものである）だ．
その一文そして韻律を一生忘れることはないだろう．
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カーの問いの中心にある．ぶどうが熟成しワインになるような，地続きにも思
えるが個体が液体に変わるような変容を問うている．だが，答えていくだけで
は概念レベルの答えに留まり，実践に移しにくい．何を持って変えていくのか，

Leadership for Innovation Following Drucker’s Thought．

岡村衡一郎
Koichiro Okamura

（株式会社スコラコンサルト，プロセスデザイナー）

1. ドラッカー問いの根底にあるものとないもの
ドラッカーが投げかけている質問の根底に何があるのか．どんな行動を促す
ために私たちに問いかけているのか．氏の問いの根底には，拡大，発展などの
企業本位の動きへの警告と時流に応じた主体的変容の促進が根本にある．企業
は社会の問題解決を担うために存在し，担い方は絶えず変化していくからであ
る．
企業の良し悪しはお客様との関係で決まる．高邁な理念ではない貢献の実践
である．関係の質は強みが基盤となり担保される．一度，築いた関係はお客様
の欲求や社会は絶えず変化を求められる．
お客様の欲求が変わってからでは遅い．変化し続けるために今日の仕事に
未来をつくるための行動を組み入れる重要性は確認するまでもない．しかし，
日々の変化が最も難しい．既に形となったものをうまく回す力が強く働くか
らだ．運営ではなく経営に焦点をあてるためにドラッカーは問い続けるのだろ
う．
流通業でいえば「お客様の生活コストを下げる」という大手量販店が，かつ
て掲げた使命は世の中に受け入れられた．日本のトップにまで登りつめた．現
在は以前ほどの輝きや，お客様がワクワクしながら商品を探している姿は見ら
れなくなってきたと言える．原因は使命の貫き方の問題か，それとも使命，す
なわち世の中の問題解決の担い方が受け入れられないのか．
おそらく前者に原因があるのだろう．自ら使命から離れたのだ．
「売上 N 兆
円への挑戦」という内的目標が優先され企業本位で動いた故の，お客様への貢
献軸を見失った故の，結末ではないだろうか．
「いいものを安く」は不変的に通
用するお客様の欲求だと考えられるからだ．お客様との間にある生活コストを
下げるという使命の発揮のし方は，お客様と商品の関係や時代との関係で変化
がいる．衣料ではしまむらが，ユニクロが．生活関連では無印良品が．食料品で
は OK ストアが，生活コストを下げながらも，ある種の夢をお客様に与えてい
る存在として支持を得ている．
強みを磨きながらの飛躍，主体的変容が企業経営の根っこであり，ドラッ

変化の媒介をあぶり出す視点に弱さがあるからだ．
氏は観る人であり代打ではないから当然なのかもしれない．考える空間を当
事者に与える作法にも思える．氏の問いはベースとして活用した上で，足りな
いところを補完して完璧に近づける．これが後を継ぐ者である．解釈に留まっ
てはいけない．私たちに求められるのは，ドラッカーの基盤に変化の先頭に立
つ実践である．それが先達への敬意であり，氏の望みであろう．

2.「一品」を「逸品」へ，変化の媒介とする
私の仕事は企業変革コンサルティングでありドラッカー同様代打ではない．
コンサルティングの成果は持続的な変化である．関わっている間の好転ではな
い．クライアントがより良き方向に変わり続ける媒介を手にする．企業の活力
を司る使命に目を向け，見直し，自分たちを新しい形にしようとする取り組み
の日常化が仕事の証である．
変化の足場には適切な媒介がいる．使命を見直すとは外から内を観る必要が
ある．社内にいて分かるもので修正をはかるのではない．売上も，生産性も，予
実管理も企業の内側にあるものをみるための道具だ．にもかかわらず内を観る
道具のみで経営会議を行っている企業は少なくはない．
外から内を観るには何が必要なのだろうか．私は観るための窓を「一品」に
置いている．自分たちの使命の表れが「一品」であるからだ．商品・サービスは
お客様への貢献の具体的な媒介，売上をつくるための道具ではない．この視座
に立てれば，自分たち商品・サービスは，外から内を観る窓に変わる．そして，
「一品」を「逸品」へ，磨き込む実践が使命の見直しや飛躍につながる．
企業の貢献は概念的なファジーなもの，感覚的なものだと言える．貢献の瞬
間はお客様との間にある商品・サービスがもたらす価値を通じて唯一具体的な
ものになる．企業の使命をマクロに捉えれば，世界平和，世の人の幸せへの貢
献だ．違いは媒介に表れる．すなわち「一品」が経営する人によって異なるの
だ．
ある画家は，使命を人生の喜怒哀楽の表現だと言う．動物園の園長は共生を
考える機会の提供が使命だと言う．両者の想いは今をよりよく生きる支援とい
う意味において似ている．貢献するための媒介は，一方は絵を通じてであり，
もう一方は展示を通じてである．
二人の生み出す「一品」は違うが，未来をつくる作法は一緒だ．絶えず「一
品」を通じてお客様の反応を見ながら，自分の意思を込めながら，完璧な状態
を目指している．お客様が，世の中が，絵や動物を通じて感じたい情感はマク
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ロに変化する．お客様の期待や欲求，世の中の流れを「一品」という窓を通じて
観て，少しずつ変化させているのだ．だからこそ，絵をみても，動物の展示をみ
ても，新しい気づきが絶えずもたらされる．

最も具現化する「一品」は，「60 分メンテナンス」である．そして「一品」を「逸
品」へと深化させる努力を惜しまない．
東京汐留のパークホテル東京の使命は，日本の美意識が体感できる時空間に

一度できあがったシステムなり，ビジネスモデルは，自分たちを無意識に拘
束する．見直すよりもうまく行かせる方向に人の行動を合わせていく．前提を
変えないのが企業は同じ作業を繰り返す原因である．例えば，マニュアルがで

なり，日本のよさを感じてもらうことだ．使命を形に表した商品は，
「アーティ
ストルーム（日本ならでは風景を芸術的に表現した部屋）」である．そして，日
本の美意識の表現はあらゆるサービスでトライアンドエラーを繰り返しなが

きれば，作業手順を変えるよりも，手順に合わせる方に目が向くだろう．作っ
た時点よりも現実が変化していたとしても，である．ドラッカーの言う，体系
的廃棄を実践している企業の方が稀であろう．故に変化のための時間は生まれ
ない．
変革を問題解決であると誤解している企業も少なくはない．企業の内側にあ

ら，日々，磨きこみを欠かさない．
歯科医は歯を直すところ．ホテルは泊まるところ．彼らは一般的概念に自分
たちの役割を押し込めない．生涯自分の歯で過ごすための相棒役として，日本
の美に触れ感動できる場所として，「一品」を見直し「逸品」に仕上げる取り組
みを変化の中心に据えている．

る「A ではダメだ」
，例えば，売上目標とのギャップを埋める，良品率を高める
行動に終始しているところも少なくはない．変化の先頭に立つ取り組みではな

4.「一品」を「逸品」に近づけ飛躍する

い，標準にもどす行為に追われている．
「一品」を「逸品」にする行為はこれらの逆に位置する取り組みだ．繰り返し
になるが，自分たちが今できる貢献が形になったものが「一品」である．
「一品」
を「逸品」に，近づけていこうとする試行錯誤は，絶えざる変化を実現するため
の勘所である．お客様からの変化要請と感じながら，自分たちのなすべき貢献
を形にし続けていく取り組みが，自分たちに飛躍をもたらすのだ．

3.「一品」に使命を表す
トヨタ自動車のプリウスは，提供できる技術をベースに使命を最大限に形に
した「一品」だ．使命である「地球環境へ貢献する存在」への通過点に位置す
る．そして，使命≒一品．この連関が日本発世界一企業の活力を支えている．プ
リウスが売れれば，他社製品との燃費の差だけ環境に配慮となる．走行での環
境負荷ゼロが，つぎの「一品」
，水素で走るミライと言える．
自分たちの意図を具現化する取り組み，主体からはじまる客体への流れがな
ければ，変容エネルギーは生まれない．使命を「一品」で表す，そして，
「一品」
から「逸品」への磨き込みをかける．この流れを踏む取り組みが「変化の先頭に
立つ」ための地続きの革新である．
地続きの革新は大企業やメーカーだけの話ではない．地域や取扱商品を限定
して経営する中堅中小企業もサービス業も同様だ．
岐阜県，岐阜市にある，あいデンタルクリニックは，予防で通う患者さんの
比率は日本でトップクラスの歯科医である．彼らは患者さんをパートナーと呼
んでいる．10 人中約 7 人，約 70％の患者さんが生涯自分の歯で生活を望み定期
的に通ってくる維持と予防の方たちだ．
彼らの使命は，
「通いたくなる歯医者さん」になり歯の健康を支える．使命を

「一品」とは一度できたら終わりではない．名物商品をつくるための取り組み
とも異なる．自分たちの存在意義や使命の発揮の媒介である．そして，「一品」
を「逸品」にするための取り組みが，強みの熟成による変化の先頭に立つ実践
である．
トヨタ自動車のコンパクトで燃費のよいカローラからハイブリットのプリウ
スへ，そして，水素で走り排ガスゼロのミライへ．この一連の流れは主体的な
自己変容である．磨き込みの中での飛躍がある．
あいデンタルクリニックも同様，
「60 分メンテナンス」というサービスは，
昨日と同じ姿ではない．絶えず変わっていく．午前と午後の診療時間の間に患
者さんの反応をメンバー間で振り返り，修正点をあぶり出し，瞬時の改善を
行っている．歯の維持，虫歯の予防に対するお客様のニーズは，人によって異
なるし生活習慣の改善が歯を良好に保つ．その人にとって関わり方を日々，研
究しブラッシュアップをかけ，お客様の生活に変化をもたらす努力を瞬間，瞬
間で実践しているのだ．
パークホテル東京は，日本の美意識の表現をあらゆる所で試みている．朝食
や夕食はもちろん，フロントでの対応など，各ポジションで最良の形を模索し
ながら日々新しい取り組みを加えている．先月と今月で同じ商品・サービスの
提供でマンネリにはならない．鍵の渡し方すらも，よりよき日本の表現を意識
しブラッシュアップしている．
自分たちの使命の表れとしての「一品」を「逸品」へ．この深化の過程は，進
化の過程，飛躍の過程とほぼ同義である．使命の表現としての「一品」，この
「一品」を近未来の目指すものとしての「逸品」に近づけていく取り組みが，自
分たちの主体的変容を可能にする．そして，変化の足場を「一品」に置く取り組
みは，ともに働く人の力が重なり合いを促す．ドラッカーの言う，組織で働く
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意味，一人ひとりの強みによる貢献で弱みを意味のないものにするのだ．

5.「一品」一思想のイノベーションカンパニー
右肩上がりの時代，変化とは横展開のようなニュアンスが強かったように思
う．例えば，○○電鉄が，○○不動産を起こし，○○スポーツクラブを立ち上
げるといった，横にあるものの事業化が世の中に対する貢献の形であったよう
に．需要の方が供給を上まわっていたゆえの役割の取り方であったのだと思
う．
今は供給が需要を上回り，ほぼすべての商品・サービスは買い替え需要で
ある．地方の駅前のタクシーがお客を待っている姿は，乗る人より乗せる人の
方が多い供給過多の表れだ．トヨタ自動車のプリウスが売れているのは，買い
換えるだけの理由がつくれた故の成果である．歯医者は多数あるが，「通いた
くなる歯医者さん」を目指している医院は少ない．日本の美意識に触れる場所
として，立地や雰囲気，価格という競争ではなく，ホテルをつくり込んでいる
ケースも稀だろう．
「企業は社会の問題解決を担う」というドラッカーの定義は変わらない．ド
ア to ドアの移動手段としての乗り物に対するニーズはなくならない．歯を大切
にしたいという欲求も，旅の楽しさを味わう機会を持つのも不変的だ．現在の
課題は，これらの欲求にどう向かっていくのか．より質が問われる背景にある．
使命感の薄い企業はマーケットからの退場を命じられる．一業種，一エリア，
三社以内が事業を営む人のガイドラインになるだろう．
自分たちの思想を「一品」に込める．
「一品」を「逸品」に仕上げる取り組み
を経営の中心に据える．ドラッカーの言う，質的 NO．1 への飛躍がこれからの
経営の中心課題だ．ドラッカーの問いを活用しながら，答えを自分たちの思想
の表れとしての「一品」を通じて考える．出した答えを具現化すべく「逸品」に
磨き込む行動を経営の中心に据える．この一連の流れを今日の仕事に内包する
取り組みが，変化の先頭に立つ実践になる．
イノベーションは，天才のひらめきや大きな技術革新の上に成り立つもので
はない．意思であり，生きざまの上に起こせる，自分≒逸品への終わりなき取
り組みなのである．
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【略歴】「風土改革とは，顧客の支持が今以上に高まる状態に会社を変えていくこと」が
信条．顧客満足度を高める要因，低下させる要因を企業風土・体質面からとらえ，
業績向上につなげていくアプローチに持ち味を発揮．短期的成果から，長期にわ
たって企業価値を生み出し続ける幅広い経営支援を行なっている．
既存事業の再定義によるコンセプト創造を短期間で実現する「いい会社づくり
ワークショップ」や，変革を実践する経営者の対話の場「経営者オフサイトミー
ティング」などのサービスを提供している．
前職では，主に営業，販売，小売業，サービス業，飲食業を対象に，現場の実務支
援を主軸とした販促支援に携わる．数多くのビジネスの現場と組織・人にふれ
るなかで，企業風土と業績との関係を強く意識するようになり，大手コンサルテ
ィング会社コーヒービジネス活性化チーム主幹を経て，スコラコンサルトに入
社．
若手のわりには見た目に貫禄があるが，見えないところで猛勉強する努力家で，
お客様から「岡村さんと会って仕事が楽しくなりましたよ」と言われるのを生き
がいにしている．
趣味は，静かな山中での気ままなキャンプ．埼玉県生まれ．
著書 『30 代でチームのリーダーになったら最初に読む本リーダーシップ・ル
ネッサンス！』東洋経済新報社
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義を本物として，必ずや倒さねばならない本物の敵として認識した（3）．ドラッ
カーが，
『経済人の終わり』及び『産業人の未来』の中で述べているのは，そう
いうことだと私は理解している．
このことを考える時，私がいつも思い出すのは，
『傍観者の時代』に登場する
「怪物ヘンシュ」のエピソードである（4）．ヘンシュはドラッカーがフランクフ
ルトで新聞記者をしていた時の仕事仲間であり，同時にナチスの古参党員だっ

Consideration about “Social Status” in a Condition
for Society to Function

和光良一
Ryoichi Wako

（（株）日興電機製作所）

Summary
According to the indication of the P. F. Drucker, a condition for society to function is
that individual member is given status and a function.
What is “status”？It is connected with legitimacy of the management. In other words
“personal strengths make social benefits.”

1.「位置と役割」と「怪物ヘンシュ」
1942 年に著された『産業人の未来』において , ドラッカーは社会に関する一
般理論として以下のように述べている．
「社会はその成員に対し位置と役割を与え , かつそこにおける権力に正統性が
（1）
ない限り , 機能しない」
社会が機能している , というのがどのような状態をさしているのか , 具体的に

はイメージしにくい．はたして現代の日本の社会は機能しているだろうか．た
とえ十分に機能している社会であったとしても , 問題が皆無であるということ
はありえず , 現実にその問題と直面している人からしてみれば，今の社会は，そ
れなりに機能している，などと言われても，簡単には納得はできないだろう．
しかし，ここでは「機能している状態」ではなく「機能していない状態」を考え
れば十分である．まさに第一次世界大戦後のドイツは社会がまともに機能して
いるとは言えない状態だった．当時のドイツの社会情勢について調べるとすぐ
に出てくる言葉は「ハイパーインフレ」と「高失業率」である．失業者が町にあ

た．ドラッカーがナチスに批判的な論文を発表した直後，ナチスが政権を獲得
した．ドラッカーが明日にでもドイツを脱出しようと考えていたその晩，ヘン
シュがドラッカーを訪ねて来た．ヘンシュは，口を効いてやるから一緒に仕事
をしよう，とドラッカーを誘った．もちろんドラッカーは即座に断った．する
と，それまで高圧的だったヘンシュは態度を一変させて，出国後のドラッカー
に連絡する方法を教えて欲しいと言う．ヘンシュのフィアンセもいずれは国に
居られなくなるだろうから，その時は彼女の事を頼むと言うのだ．そして，自
分はナチス党の内部に居るからわかる，ナチの連中は本当に恐ろしい，できる
ことならば自分も国外へ出たい，しかし今となってはどうにもならない，とヘ
ンシュは泣き言を言いだした．それを聞いたドラッカーは頭に血を上らせて，
そこまで分かっているならお前も国を出れば良いじゃないか，と捲し立てた．
するとヘンシュは「ここにいれば自分は一角の人間になれるんだ」という言葉
を残して去って行った．
確かに，ろくに英語も喋れないヘンシュにとっては，例えばイギリスに亡命
する等という事はとても現実的な選択には思えなかったであろう．子供の頃か
ら家庭でバイリンガル教育を受けていたドラッカーの様な人の方こそ珍しい
存在であり，ヘンシュの様な小市民の方が圧倒的に多数派だった．そうしてド
ラッカーはイギリスに亡命し，ヘンシュはドイツに留まった．ドイツに残った
ヘンシュは，ナチスから与えられた「役割」を果たすことによって一角の人物
となり，最後には「怪物」と呼ばれる存在になった．それがヘンシュの得た最終
的な「位置」だった．

2. マネジメントの正統性

ふれているような状況こそ，社会の成員に位置と役割が与えられていない状態
と言える．そして，この機能していないドイツ社会に対して，「戦争」という

ドラッカーが『経済人の終わり』
『産業人の未来』をアメリカで上梓したのは，
その数年後，つまり第二次大戦開始前後のことであり，このエピソードからさ
ほど時間は経過していない．機能する社会の条件として，「位置と役割」とい

目的を持たせ，その目的に沿った「位置と役割」を国民に対して強引に与える
ことによって，ナチスは社会を擬似的にでも機能させることに成功した．ブル
ジョア資本主義にも，マルクス社会主義にも「機能する社会の条件」を満たす
ことはできなかった（2）が，それを曲がりなりにも，たとえまやかしに過ぎない
にしてもナチスは実現してしまった．だからこそドラッカーはナチズム全体主

う言葉をドラッカーが使ったとき，彼の頭の中には，この時のヘンシュの姿が
去来していたのではないか，と想像できる．どんな人間であっても，役に立つ
仕事をして一角の人間になりたいと願う権利くらいあるはずだ．その願いが叶
えられることが即ち「位置と役割」を得るという事なのだと私は理解している．
ドラッカーの慧眼は，その実現を「機能する社会の条件」として据えたところ
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にある．
さて，
『産業人の未来』の中でドラッカーは，現代の産業社会において人々に
対し，実際に「位置と役割」を与えている存在として「企業」に着目した．その
企業の権力には果たして正統性があるのかどうか？ という事がドラッカーの
次の探求命題となった（5）．そして当時，最大級の企業であった自動車メーカー
GM の研究等を経て，企業のマネジメントは人々に「位置と役割」を与えるこ
とができる（6），そして，そのような権限が正統性を持つことは可能である，あ
るいは持たなければならないと，ドラッカーは考えるに至った．但し，その正
統性は，企業のマネジメントに対して最初から当然のように付与されるもので
はない．ドラッカーが大著『マネジメント』の結論に明記したところによれば，
（7）
「人の強みを生かす」ことによって，すなわち「私的な強みを公益と為す」
こ
とによって，企業のマネジメントは自らの権力に正統性を持たせることができ
る．マネジメントの権力とは，人事異動を行ったり賞与の査定を行ったりする
ことを通して，人々に「位置と役割」を与える権限の事である．
このこと，つまりマネジメントの権力には正統性を持たせることができる，
とする発見，あるいは発明は，企業経営者にとっては大きな福音だった．利益
に対する考え方，すなわち「利潤動機には意味がない」や「利益は存続のコスト
（8）
といった指摘も同様だが，ドラッカーのマネジメント体系によって
である」
企業経営者は自らの存在を「必要悪」と捉える呪縛から逃れることができるよ
うになった．もちろん，社員の強みを生かすことができていなければ，その企
業のマネジメントには正統性があるとは言えない．しかし，そのような企業が
発展し続けることもまた有り得ない．正統性のなさは，その経営者の未熟さ稚
拙さに由来する．という事は，企業経営者は自らの正統性を自らの努力によっ
て勝ち取るべきだ．それは，取りも直さず自らが経営している会社を健全に発
展させることに繋がる．より多くの経営者が，そのような成果を上げることが
できるように，その方法を教え，学ぶことができるようにドラッカーはマネジ
メントを体系化した．
企業経営者は，人の強みを生かし，顧客の期待に応えることを通して，自ら
の企業のミッションに沿った成果を上げなければならない．
『断絶の時代』等，
ドラッカーの多くの著書に記されているとおり，現代の組織社会においては，
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ネジメントが，その成員に「位置と役割」を与える権限に正統性が生まれる．

3.「役割」について
さて，ここまで私は，「位置と役割」という言葉をセットで使ってきた．それ
は，ドラッカーがそのようにこの言葉を使っていたからでもあるが，しかし，
よく考えてみると，この二つは，実は全くの別物である．本当のところ，果たし
て，人に「位置」を与える，などということが企業のマネジメントにできるので
あろうか．企業が人に与えることができるのは，
「役割」だけなのではないか．
「位置」と「役割」について，もう少し具体的に考えてみたい．例えば，私が自
分の経営している会社で，ある人物を新しく製造部長に任命したとする．彼に
は社内において「製造部長」という位置と，「製品を製造する」という役割が与
えられる．「位置と役割」とは，そのようなことだと私は理解している．また，
実際そう考えておいて通常は問題ない．しかし，今，私が疑問に感じているの
は，この例で言う「製造部長」とは，本当にドラッカーの言っている「位置」に
相当するのだろうか，という事だ．ドラッカーが「機能する社会の条件」と言っ
ているのであるから，そこでの「位置と役割」とは，社会に対する「位置と役
割」であるはずだ．確かに「製造部長」という「位置」は，社内においては大き
な意味を持つ「位置」と言える．部長は部下の仕事の分担を決めたり，部下に命
令したりする．現実的な問題として，そのような役割を果たす為には，社内に
おいて「部長」という立場は，相応の「位置」でなければならない．ちなみにこ
こで言っている「位置」とは「権限」のことを指しているのではない．「一目置
かれる存在になる」くらいのニュアンスである．怪物ヘンシュの言う「一角の
人物」と同様，これは周囲の人間にとってと言うよりも，それ以上に，自分自身
でそう感じられるかどうかが重要な意味を持つ．たとえ権限があっても，自分
自身がそれにふさわしい人間だと思う事ができていなければ，人は人に命令を
下したりすることはできない．それによって現実に人を動かすことなぞは更に
できない．しかし，これは果たして社会における「位置」と言えるだろうか．
もう一方の「役割」については，どうだろうか．組織内での役割は，社会にお

組織が自らに特有の使命を果たすことによって，はじめて社会のニーズが満た
される（9）．すなわち，営利，非営利を問わず，組織が，組織の外にしか存在しな
（10）
を上げることによってのみ，現代社会は維持される．しかし，だか
い「成果」

ける役割と成り得るだろうか．実は，この問いかけには，問いかけ自体に誤り
がある．成り得るか，ではなく，そうなるようにするのがマネジメントの責任
なのだ．組織内での役割分担は，組織が，組織の外における成果を生みだすた
めに行われる．しかし，組織が成果を生みだす為には，組織が顧客や社会に対

らと言って，企業のマネジメントが持つ権限は，それで正当化される訳ではな
い．全体の利益の為に，個人の利益を犠牲にすることが正当化されるのであれ
ば，それは全体主義そのものだ．マネジメントの権限に正統性を持たせられる
のは，あくまでも，組織の成員一人一人の強みを生かし，彼らをして社会に対
する成果を上げさせることによってである．その事によって始めて，組織のマ

して提供するもの（それは，サービスであったり製品であったりする）が，現実
の顧客や社会から必要とされているものでなければならない．これを実現する
のがマーケティングだ．
もし正しくマーケティングが行われているならば，製造部長が生産した製品
は，それを利用するお客様を通して世の中の役に立つことができる．この時，
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もし万が一，その所属している組織が何らかの事情で存在しなくなったとして
も，（そのような状況では，役割を果たし続けることには大変な困難が伴うと
思われるが），その製品を必要としている顧客が存在し続けるならば，その製
造部長が製品を製造するという役割もまた，存在し続ける．そのような社会に
とって重大な役割を生み出すことは実際にはなかなか難しいだろうが，たとえ
容易に実現できないとしても，組織内での役割は，同時に社会における役割で
もあるべきなのだ．これは，製造や販売といった直接的な業務（ライン）に限ら
ず，経理や労務といった間接的な業務（スタッフ）においても同様である．組
織が大きくなれば，組織内部の人間だけを対象とするような業務も増えていく
が，それでも，できる限り，あらゆる仕事（役割）は，その組織の成果と関連づ
けられるべきなのだ（11）．

4.「位置」について
しかし，「位置」の方は，これとは事情が異なる．まず組織の内部における
「位置」が，そのまま社会における「位置」とはなりえない．例えば，ある会社
に営業部長と，製造部長がいる場合を考える．その組織とは関わりのない，組
織の外部の人から見れば，この両者は同じ「部長さん」に過ぎない．しかし，そ
の組織の内部においては，両者はまったく違った位置づけとなる．ひょっとす
ると歴史的な経緯で製造部の権威が強い会社であれば，製造部長の方が営業部
長よりも偉く見られているかも知れない．逆に，製造部門が後から付け加えら
れた企業ならば，同じ部長であっても営業部長の権威の方が高い，という事も
有りえる．この様なことは，組織の内部の価値観に由来するものであって，そ
のような価値観は社会全体で共有されているものではないし，共有される必然
性もない．もし，何らかの価値観が社会で共有される必要があったとしても，
それは少なくとも，組織のマネジメントが責任を持つようなことではないはず
だ．組織のマネジメントが責任を負うとすれば，それは組織内における価値観
についてだけである．つまり，同じ部長でも製造部長の方が営業部長よりもス
テータスが高い，といった組織内での価値観の在り方については，マネジメン
トに責任がある．しかし，それ以上の責任はない．では，それならば，組織のマ
ネジメントは組織の成員に対して「社会的な位置」を与えていないのか，と言
えば，これもまた否である．大企業と言わずとも，企業の部長とか取締役と言
えば，社会的にそれなりの位置となり得る．それがどのような位置であるかは，
社会の価値観に由来することであり，組織のマネジメントのあずかり知らぬと
ころであるとは言え，現実に血の通った誰かを選び，その位置に付ける権限を
有しているのは，その組織のマネジメントだけなのだ．そういう意味で，やは
り組織のマネジメントに課せられた責任は重く，その権限は社会的にも大き
い．
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5. 変わりゆく価値観
部長や取締役，あるいは社長といった元々は組織内における位置づけに過ぎ
ないものは，社会の価値観によって，「社会における位置」として改めて位置
づけられる．では，その「社会の価値観」とは，現在どのようなものなのだろう
か．そして，それは今後，どうなっていくのだろうか．
もともと価値観というのは人それぞれ千差万別であり，これが社会の価値観
だ，と誰かが決められるようなものではない．では，社会全体で共有している
価値観が存在していないのかと言えば，そうとも言えない．やはり同時代に生
きている人たちの間には，ある程度は共有している価値観というものが存在す
る．ジェネレーションギャップという言葉がある．これは世代による価値観の
違いを表した言葉だが，逆に言えば，そこには同世代の間ならば共有している
価値観があるという前提が存在している．そして，どれだけ世代間にギャップ
があるといっても，その価値観の違いは，現代人と平安時代人との間にある価
値観の違い程には，かけ離れてはいないはずだ．つまり，現代を共に生きる私
達には，ある程度は共有している価値観があり，更にその価値観は時間と共に
少しずつ変化しているという事である．『断絶の時代』や『ポスト資本主義社
会』においてドラッカーが指摘したところによれば，そのような変化は常に連
続的に起きるものではなく，数百年に一度，際立った変化が起きる．また，その
ような転換は 50 年くらいの期間を要するのだとも言われている．そして，今は
まさに転換期のただ中にあり，この転換期は 2020 年くらいまで続くと『ポスト
資本主義社会』には記されている（12）．現在は 2015 年だから，私達はこの転換期
の終盤に生きているという事になる．
転換の渦中にいるということは，現状を把握しづらいということだが，一方
で変化の方向を見定める機会を持っているという事でもあるし，更には，変化
そのものに積極的に関わる機会を私たちは持っているのだとも言える．
さて話を元に戻すと，ここで考えている価値観とは，人々に「位置」を与える
価値観のことである．現代は資本主義社会だと世間では言われている．だから，
お金をたくさん持っている人，たくさんお金を使える人，たくさんお金を増や
せる人が偉い，と考えられている．さて，それは本当にそうか，という疑問が
上がる一方で ，それは当たり前と言えば当たり前だ，という意見が多いのでは
ないかと思われる．しかし，これも大昔から当たり前だった訳ではない．ほん
の 200 〜 300 年前まで，殆どの世界では，たくさんのお金を持っている事より
も，家柄や血筋が良いことの方が社会的な位置づけとしては圧倒的に重要だっ
た．それが親の代，そのまた親の代から，家や土地に一生を縛り付けられてい
た多くの庶民にとっての現実だった．王様や殿様といった最高権力者の権力の
拠り所，つまり正統性の根拠も血筋だった．教育が基本的に家庭に任されてい
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た時代，つまり，人類の歴史における殆どの時代においては，このような考え
方にもそれなりの意味があったのかも知れない．この有史以来，あらゆる世界
で通用していた「血筋は尊い」という価値観を「バカバカしい」の一言で一蹴で
きるようにしてしまったことこそ資本主義の最大の功績だったのではないか．
知恵と才覚で財をなせば，誰でも一角の人物と成れるのだ．人々はこの新しい
考え方に希望を託した．この希望が如何にして打ち砕かれ，ついには「怪物ヘ
ンシュ」を生み出すに至ったかについては，
『経済人の終わり』においてドラッ
カーが明らかにしている．

6. 結論
長々と考察して来たが，現代の世の中において，企業の課長さんや部長さん
といった人たちが，どのような価値観によって社会に位置づけられるのかとい
う事について考えたい．資本主義的な価値観で答えるならば，役職が上になる
ほど，給料も多いはずであるし，仕事で決済できる金額も高くなるはずだ，だ
から，企業は大きいほど，役職は高いほど偉い，となるかも知れない．しかし，
この様な説明を受け入れる人は，今でも大勢居ると思われるが，急速に減少し
ているはずだ．ドラッカーによれば，この論理は 1940 年代において既に崩壊し
ている．そして，何よりも，人々を社会に位置付ける価値観は，かつて血筋に対
する価値観がそうであったように，そこにある権力の正統性の根拠と共通して
いるはずである．
もし現代社会のパワーセンターが組織であるとするならば，その組織が営利
企業であろうと非営利組織であろうと，あるいは政府機関であろうとも関わり
なく，そこにはマネジメントが存在しているのだから，マネジメントには極め
て大きな権限が委ねられているということだ．そして，マネジメントの正統性
の根拠は，「私的な強みを公益と為す」ことである．従って，あらゆる人々を社
会に位置づける価値観もまた，これと同じであるべきだ．
部長さんが，課長さんよりも社会的な位置づけが上なのは，部長さんの方が
動かせるお金の額が高いからではなく，より大勢の人の強みを生かしているか
らである．あるいは，たとえ人数は少なくとも，より大きな成果を上げること
によって，そこに居る人たちの強みを最大限に発揮させることに成功している
からだ．社長が偉いのは，社員の強みを活かすことは勿論のこと，それに加え
て取引先企業の強みを活かすことにも成功しているからだ．
この様な考え方が世間の常識となる日は来るのだろうか．それともただの理
想論，綺麗ごとに過ぎないのだろうか．否，これが世間の常識となるように積
極的に働きかけることが，この転換期においてドラッカーを学んでいる私達の
使命である．
「強みを活かす」ことは尊いということを，それは血筋やお金より
も尊ぶべきであることを，多くの人に知って貰わなければならない．
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では，具体的には何に取り組めばよいか．まずは最も身近な強み，すなわち
自分自身の強みを活かす事だ．その方法については『経営者の条件』において
ドラッカーが明らかにしている．
【注】
（1）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2008］ドラッカー名著集 10『産業人の未来』ダイヤモンド
社，p. 24．
（2）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2007］ドラッカー名著集 9『「経済人」の終わり』ダイヤモン
ド社，p. 43．
（3）上田惇生［2011］
『CD ブック初めての人のドラッカー案内』アートデイズ，CD「60 分でわ
かるドラッカー」
（4）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2007］ドラッカー名著集 12『傍観者の時代』ダイヤモンド
社，p. 189 - 193．
（5）上田惇生［2006］
『ドラッカー入門』ダイヤモンド社，p. 22．
（6）P. F. ドラッカー（現代経営研究所訳）
［1957］経営名著シリーズ 1『新しい社会と新しい経
営』，p. 189．
（下）ダイヤモ
（7）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2008］ドラッカー名著集 15『マネジメント』
ンド社，p. 302．
（8）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2001］
『マネジメント【エッセンシャル版】―基本と原則』
ダイヤモンド社，p. 35．
（9）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2007］ドラッカー名著集 7『断絶の時代』ダイヤモンド社，
p. 173．
（10）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2007］ドラッカー名著集 6『創造する経営者』ダイヤモン
ド社，p.5．
（11）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2006］ドラッカー名著集 1『経営者の条件』ダイヤモンド
社，p. 81．
（12）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2007］ドラッカー名著集 8『ポスト資本主義社会』ダイヤ
モンド社，p. 3．

【略歴】 図書館情報大学大学院卒．（株）日興電機製作所
ラッカー学会エッセイコンテスト優秀作品賞．

代表取締役社長．2010 年ド
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私は，様々な労働に代替される「人工知能と産業ロボットの進化」に注目し

Changing Business Management and My Expectations for
Japan’s Future

和田一男
Kazuo Wada

（ブレインパートナー）

21 世紀に入り，15 年がたちました．
「従来からの常識」20 世紀型経営では立
ち行かない現実が，毎日のように起こっています．P. F. ドラッカー（2005 年満
95 歳没）氏も，
「今までの歴史上見たことのない未来が始まる」と警鐘を鳴ら
していました．晩年の著書「ネクスト・ソサエティ」
（2002 年）論文「明日への
指針」
（DHBR，2003 年 11 月号）などを参考（全く古くは感じられない）にして，
今まさに現実化している変化の中で，環境変化，マネジメント，日本の将来に
ついて考察してみたいと思います．
まず初めに，経営の未来を占う前提として，
「環境変化の中で重要な 5 つの事
実」をドラッカー氏の指摘を基に以下に整理してみます．

ています．肉体労働に置き換えられる産業ロボットが若年労働者や海外の安い
人件費を補てんします．中国でも今や工場労働者が産業ロボットに職を奪われ
ています．そして，知識労働に食い込んでくる人工知能．「消える職業・なくな
る仕事（2014 年マイケル・A・オズボーン准教授）
」にあるように，10 年以内に
多くの仕事が消滅しているかもしれません．雇用そのものの垣根が難しくなり
ます．
技術的に最先端である日本は，人口減少に対しても，テクノロジーの活用に
よる生産工程の自動化，人工知能の活用による知的業務のアウトソーシングな
ど，逆に生産性（人件費の削減）を高めることができるのではないかと期待し
ています．
▶市場の変化―知識の検索性（ナレッジポータビリティ）の急激な広がり
で，情報の均等性，誰もが瞬時に答えを入手できるようになりました．顧客は
情報（答）を持っています．買い手に主導権が移っています．情報リテラシー
（活用能力／応用力）が重要となり，顧客視点で，より密着したサービスの展開
が不可欠となります．
また先進国では国内市場が縮小します．特に高齢者対象のマーケティング，
モノや機能より個々人の潜在的需要を満足させる商品開発が必要です．また拡

▶少子高齢化―先進国にとって，若年層の人口減少は全く新しい現象で
す．購買層としての市場縮小と雇用形態の多様化に大きく影響を与えます．ど
のような課題が生まれ，どのような対応をしていくのか，世界の中で最先端で

大する新興海外市場に対して，日本とは全く違う企画や期待されるサービス
が，海外市場に対応させた現地密着の商品サービスの開発が必要となります．

問題が現実化した日本は注目されています．
ドラッカー氏は，少子高齢化の解決方法の一つとして今まさに注目（シリア
移民）されている移民の問題を揚げています．アメリカでは対応が比較的成功

▶高度な知識社会―かつては生産手段を持っている企業が主役でした．し
かしこれからは，知識の活用が企業や経済をけん引していきます．そして，か
つては肉体労働のコスト削減競争でしたが，今は，知識労働のコスト削減競争
となっています．知的業務のほとんどは平準化され，アウトソーシングもされ

していますが，西欧の国では長年社会問題となっているテーマです．日本に
とっては歴史的にみても経験が乏しく，現実的ではない，実現が馴染まない
テーマであろうと推測しています．

ますが，企業の競争力，卓越性を支える高度な知識という資源は，少数の高次
元な知識労働者に依存します．知識は携帯可能です．高度な知識労働者の流動
化の高まり，企業の人材獲得競争が激化しています．

▶雇用形態の変化―多様な雇用形態への対応が必要になり，多様な労働者
を確保しなければなりません．特に定年後の高齢者の積極的な活用が必要にな
ります．ただし，会社の制度で従業員を引き留めるというよりは，働き手自身
がプロフェッショナルという自覚を持って，会社以外の社会で自分が何をでき

▶垂直統合から分散型へ―企業は，生産手段の内製化（垂直統合）から，卓
越性を発揮できる中核業務のみに集中し，外部のアウトソーサーや専門家を活
用する方向（分散型）にシフトします．それによってマネジメントの範囲も変

るかを，余剰人員となる前の 40 歳を超えたあたりで考える必要性を推奨して
います．企業側にも独立事業主やアウトソーシング，ワークシェアリングなど
多様な働き方の支援が用意されるべきであると指摘しています．
「寿命が 90 歳
に向かって伸びている事実」を考えると，会社以外のコミュニティが自己変革
を促す大きな存在になるでしょう．

わります．内部の社員だけの体制から，外部のパートナーや業務請負，非正規
社員をマネジメントする必要性が広がります．外部のパートナーシップとの
商品開発，変革やイノベーションを起こすことが主流となります．異質な組織
間の提携が広がり，業界の垣根が取り払われます（オープンイノベーション）．
NPO など非営利組織が社会問題解決活動の主役となり，企業が社会的存在感
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を高めるためには，様々な組織との連携が必要となります．
以上の「環境変化の中で重要な 5 つの事実」を受けて，経営者，リーダーは，
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ダーシップを必要とします．
▶トップ・マネジメントに求められるミッションが変わる

将来に向けてどうしていくべきでしょうか．ドラッカー氏の視点を基に，「マ
ネジメントの未来」を 5 つのポイントとしてまとめます．

ドラッカー氏が求めるトップ・マネジメント最大の仕事は「組織としての個
の確立」です．そして最大の課題は「正統性（ミッション・ビジョン・バリュー）
の確立」です．
「あなたがやりたいこと」ではなく，
「なされるべきことは何か」

▶外部の情報収集が重要になる
ドラッカー氏がトップ・マネジメントにいつも話している重要な点が「相当
な時間を社外で，そして市場で過ごしなさい」
「組織の囚人になるな」というこ
とです．事業や業界の変化より，その外部環境の変化が先に起こります．トッ
プ・マネジメントには真に必要な情報の収集と判断する能力が求められます．

を考え続けることです．トップ・マネジメントが組織の魅力そのもの（源泉）に
なります．他のもの（機能）はすべてアウトソーシングできます．これからの企
業には，求心力が最も重要です．そのためには，必要な情報は何か，その情報を
共有することで組織やヒトのポテンシャルを引き出します．経営者がトップ・
マネジメントを優秀なチームとして編成し，変革を続けていくことが，優れた

内部情報や過去の分析は当たり前で，幅広く他業界の変化のパターンや市場・
顧客の流れを洞察すること，
「社外での経験」を大切にすることがリーダーに

企業であり続ける条件となります．
ドラッカー氏の視点による「マネジメントの未来」はまさに現在起こってい

とって最も重要な仕事です．
▶知識労働者が差別化の源泉になる
少数の高次元な知識労働者が企業の卓越性を支えます．彼らは会社より仕事
を選びます．彼らにとって魅力的な仕事，組織とは何か，何が動機づけになる

る経営の課題を表しています．特に「少数の高次元な知識労働者の確保」や「正
統性（ミッション・ビジョン・バリュー）の確立」はますます重要視されてきて
いる課題です．様々な会社様の人事コンサルティングや経営力強化を支援して
いる弊社としても，経営者に最も相談される内容です．
続いて企業の国際競争に目を向けて，ドラッカー氏からの日本への期待を整

か，いかにして生産性を高められるかを常日頃考えることがマネジメントで
は重要です．さらに，優秀な人材は雇用されることを好みません．優秀な人材
ほど流動化の危険をはらみます．独立も止められません（ノウハウも流出しま

理していきたいと思います．欧米企業だけが相手ではない，グローバル競争が
複雑化する中で，日本企業の雲行きも怪しくなってきています．日本企業が存
在感を発揮し，勝ち抜いていくためには，改めて「日本の強みとは何か」を問わ

す）．独立を希望されるなら，いかにして協力者として連携できるかを考える，
経営的なレベルの課題です．

なければなりません．ドラッカー氏の視点を通じて，認識しておかなければな
らない「日本の 5 つの強み」を整理します．
1）イノベーション，変化適応力
日本は永らく成熟・衰退期を迎えているようで，イノベーションを起こすの

▶人事の中心的課題が変わる
数の採用から徹底した質の採用に代わります．企業間の「人材獲得競争」が
激化しています．また，優秀な人材の採用だけではなく，知識（ノウハウ）の標
準化・育成（属人的な領域にしておかない）
，そして人材のリテンション（囲い
込み）が重要な経営課題となっています．多様な雇用形態による適材適所，高

が苦手ではないかと，自信を失っている空気もありますが，ドラッカー氏は次
のように答えてくれています．
「日本ほど素早くイノベーションを実現したり，変化に適応したりする術を
心得ている国はありません．
」見ている時代の流れも違うのですが，江戸時代以

度な知識の標準化，納得いく評価制度，自社らしい社員を育成する人材開発手
法を持たずには，企業の持続的発展はありえません．

降の基礎学力（高水準の識字率）と信頼関係に基づく組織力が日本の独自性あ
るイノベーションを生み出し，近代経済を発展させた礎になったと指摘してい
ます．
「明治日本の産業革命遺産」に見るように，実は日本は大きなイノベー
ションを生み出して現代を迎えているのです．

▶マネジメントの質を変えなければならない
知識労働者はパートナーです．命令できません．管理者は自ら先頭に立って
稼ぐことよりも，知識労働者の生産性を高め，彼らを通じて成果を最大化させ
ることが役割です．また，マネジメントの対象も会社の社員だけとは限りませ

2）長期的な展望に立って仕事に取り組む
ドラッカー氏の指摘では，アメリカのような短期的結果を求められる経営で
は，大きな変革・持続的成長を実現できません．長期的な展望に加えて，「日

ん．様々な雇用形態，外部連携が対象になります．彼らを束ねるためには，ミッ
ションやビジョンやバリューが必要です．より高度なマネジメント力，リー

本のために」
「世界で認められるために」という大きな視野を持つことが重要で
す．日本には，そうした数多くのリーダーが思い切った決断をし，現状を打破
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し，徹底的な打撃を受けた敗戦国をわずか 30 年で世界トップクラスの近代国
家に導いた実績がある，ということです．国際的な西洋経済中心の世界で，日
本だけがアジアの中で認められたパートナーであり，世界を知っています．日
本の果たすべき役割は，経験・実績を活かしたアジアのリーダーとなり，世界
の橋渡し役となることです．
3）
「系列」に代表される企業間信頼関係
系列は「個々の企業の集まりでありながら，他の企業の見通しや経験を共有
できる」企業間の深い信頼関係です．他にも，従業員同士の人間関係や身分が
違ってもお互いをリスペクトする精神などは，ドラッカー氏にとって心から願
う，失ってほしくない日本の長所であるそうです．
4）変わることの適応力がありながら，内面の強さを持つ
何かをしようと決心し，徹底的に学び，実際に変わる．このことも驚くべき
力ですが，そのくせ，日本らしさが損なわれることがない．日本が西洋化した
のは外面だけで，内面はそのままである．文学や文字，文化のほとんどは，中国
から来ていますが，けっして中国人に同化しているわけではありません．
5）アウトサイダーとしての役割を重視
ドラッカー氏が最後に指摘している日本の最大の利点は「東洋にも西洋にも
属していない」ことです．
（※この点は，
「文明の衝突（1993 年サミュエル・ハ
ンチントン著）」にも解説がありますが，
「これからの国際社会は「国対国」よ
り「文明対文明」に着目しなければならない」
．世界は 8 つの文明に分けられる
が，日本だけ唯一単独国家で固有の文明を持つとされる．）どこにも属さないア
ウトサイダーは，インサイダーになれないために孤独であり，それゆえに他者
を理解しようとする．
「他社を忖度し，理解する能力に優れている」そうです．
日本は世界の国々がそれぞれ異なることを知っており，日本と同じであるべき
だとも思っていない．このような対応力，臨機応変さが日本人ならではの強み
なのです．
いかがでしょうか．
「アウトサイダーとしての役割」は非常に示唆に富んで
いる洞察と思えます．日本人として認識すべき新たな一面を感じさせます．こ
こに整理した「日本の 5 つの強み」は，ドラッカー氏の客観的な分析であると同
時に，温かい応援であると感じます．お読みになった方々の明日からのマネジ
メントに少しでも参考になれたら幸いです．我々日本人は，日本の強みを再度
認識し，世界での役割を考え，明日の社会にいかに役立っていくことができる
か，具体的な実践につなげて考えていきたいと思います．長期的展望と広い視
野，客観的なご指摘に改めてドラッカー氏に感謝いたします．
【主な参考文献】
ドラッカー『ネクスト・ソサエティ』ダイヤモンド社，2002 年
ドラッカー「明日への指針」
（ダイヤモンド HBR2003 年 11 月号）
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ハンチントン『文明の衝突と 21 世紀の日本』集英社，2000 年

【略歴】 北海道小樽出身，小樽商科大学卒業，1985 年株式会社リクルート入社，2000 年
株式会社ブレインパートナー設立代表取締役．経営力強化支援，営業力強化支
援，人事コンサルティング，人材育成など幅広くコンサルティングを提供する．
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人生をマネジメントする

人生をマネジメントする
Managing for Your Life

福田俊夫
Toshio Fukuda

ライフトランジション―人生の転機
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るだろうか，立ち止まり考えることを会社は，家庭では許してくれるだろうか，
そして私自身その変化を感じ，受け入れる準備ができていただろうか．ドラッ
カーのいうように第二の人生をどう設計するかという問題は特に，知識労働者
にとっての重要な点であり，私自身も未だ答えは出てはいないが，本稿で考察
をしてみたい．

ニュートラルゾーン

ス ク ー ル，エ グ ゼ ク テ ィ ブ MBA の エ グ ゼ ク テ ィ ブ マ イ ン ド Ⅲ（Managing
Transitions and Moving Forward）の授業でのことである．ハンター教授は主

ドラッカーが指摘するように，人の寿命の方が組織の寿命よりも長くなっ
た現在，同じ種類の仕事を 40，50 年も続けるのは長すぎるし，飽きる，惰性に
なってしまう．40 歳代中半で全盛期に達したことを知り，仕事上では学ぶべ
きことはあまりなくなってしまうかもしれない（2）．そのような時期に次への創
造，再生プロセスが必要になってくる．第二の人生を設計する時期といっても
良いかもしれない．自然界も同様の変化のプロセスがある．新緑の春，葉が更

にセルフマネジメントの科目をマインドフルネスという手法を通して教える有
名な教授で，この授業の生徒は 40 歳代から 50 歳代が中心で多くは上級管理者
以上であった．授業では 1 . 自分の今までの人生を幾つかのフェーズに分け，そ

に成長へと向かう夏，実が熟し葉の色を変える秋，そして葉を落とし長い冬眠
の季節となる．人間の変化のプロセスもまた同様である．葉が落ちるという明
確な変化は見られないが，変化すなわちトランジションは同様に起こってい

の役割や意味をつける．2 . 今後自分が死ぬまでのフェーズを同様に分けその役
割や意味をつけるというものが含まれる．自分の過去からの延長線上に描きた

る．冬眠に入るまえ人も自己再生のプロセスに移行する（3）．精神の安定は乱れ
自分が一体どうかしてしまったかのような錯覚にさえなり，幸福感が低いと感
じる人もいる．この時期をニュートラルゾーンとウィリアム・ブリッジ教授は

“What do you want to be remembered for?”
（何によって憶えられたい
（1）
か？） はじめに投げられたこのドラッカーの質問から授業が始まった．こ
れは私が通っていたクレアモント大学院ピータードラッカーマネジメント

い未来は存在するのだろうか？それは本当に私の使命なのか？皆真剣に自己と
向き合っていく．
私自身を振り返ってみても，20，30 歳代はがむしゃらに力任せで（人生とい
う）ゲームを全力で走ってきた，会社での業績や効率をあげることがまさに自
分の使命のようにさえ思える時もあった，しかし 40 歳を過ぎてからは何が私に
求められていることなのかと立ち止まって考える時間が多くなってきた，もっ
と大きな社会的役割があるのではないかそのためにすべきことはなんなのか？
サッカーで言えばちょうどハーフタイムに戦略を練り直すようなものであ
る．授業ではさらにそこを掘り下げていく，なぜなら後半の人生の価値を何に
置くかで今後の行動が変わってくるし，幸福感も変わってくるからだ．
授業で取り扱ったウィリアム・ブリッジズ著のトランジッションズによれば
40 歳代にこの価値観の変容が起こることは自然であり，あることをきっかけに
して次のステップへ移行する．それを世間では「中年の危機」と表現すること
もある．その移行過程で混乱状態に入るがこの時期の多くは非常つらく，アイ
デンティティの喪失などを感じるニュートラルゾーンと言われる時期が訪れ
る．多くの場合は自己の利益より広域な利益のために貢献をしていきたいとい
う価値観に変容されていくという．そしてニュートラルゾーンの時期をどのよ
うに過ごすかが重要であるとハンター教授は解いている．
一方，私たちの社会ではこういったニュートラルゾーンの存在を理解してい

呼ぶ．フレデリック・ハドソン著のザ・アダルトイヤーズによればこのプロセ
スで多くの人は一体自分は何者なのか（Who I am?）を悩むようになり，今ま
での価値観や自己のアイデンティティへの疑問を抱くようになる（4）．著書では
その心境をまるでハリケーンの中心にいるかのように精神的な乱れが続くと表
現されている．この時期をじっくり自己と向き合い真の価値観を突き止めてい
くことが後の人生の充実感につながるステップであるとハンター教授は強調す
る．

ニュートラルゾーンの過ごし方
授業ではそのようなニュートラルゾーン時の過ごし方や自分の真の価値観，
関心事，強みなど発見する方法を学んでいく．まずニュートラルゾーン時には
自分の内なる声を聞くよう意識を向けることが重要とされる．さらにハンター
教授によると自分の体にも意識を向けることにより身体的，感情的，精神的に
分けて自己認知をすることを勧めている．具体的にはマインドフルネスと言わ
れる瞑想を行うことで，より敏感に観察を深める方法をとっていく．最近では
マインドフルネスの研究結果はビジネスの分野でも注目されており，アメリカ
ンマネジメントアソシエーションが 2014 年に世界的に行った「職場における
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ストレスマネジメントとマインドフルネス」の調査ではマインドフルネス実践
者 991 の回答者の内 85％がマインドフルネスで仕事でのストレスをコントロー
ルすることに役に立ち，また 82％の人がより生産性を上げられたという調査
結果もある（5）．ストレスの軽減だけでなく，自分を注意深く観察し小さな変化
や気づきなどを記録に残していくことはこの時期，大切な過ごし方のようであ
る．
またワークライフバランスとしての主要素を整理することも私としては大
いに役に立った．ドラッカー同様マネジメントと組織行動学の権威チャール
ズ・ハンディ教授によれば仕事，人生のポートフォリオは次の 5 つである．1．
Wage work
（提供した時間の対価として金銭を得る）2．Fee work
（仕事の結果
の対価として金銭を得る 3．Homework
（家事）4．Gift work
（ボランティアなど
家庭の外の無給活動）5．Study work
（技能のトレーニングや読書など学習を伴
（6）
．1 - 3 までは意識しなくても生活の中で行っていることであるが 4，5
う活動）
については見落としがちな点も多く，人生をより充実させ，生きがいのあるも
のにするためにはこのバランスは大切であると実感する．自分の仕事，人生の
ポートフォリオ上で欠けがちな点を再認識することは今後の人生を設計する上
では不可欠であると考える．詳細は割愛するがドラッカーのいうパラレルキャ
リア，ソーシャルアントレプレナー，リベラルアーツの考えとも符合する点が
多いと思う．ニュートラルゾーンでは自己の棚おろしという観点でも見つめる
ことが大切であると考えられる．

自分の強み，価値観を知る
また第二の人生を設計するには自分の強み，価値観を再認識する必要があ
る．クレアモント大学院で受講したデビッド・クーパーライダー教授のアプリ
シエイティブ・インクワイリー（Appreciative Inquiry）の授業の中では自己の
強みを Reflected Best Self 演習（7）を通して再認識していくという過程がある．
これは自分の友人，同僚，家族など約 12 名に自分から受けたポジティブな影響
を各人 3 つのストーリーとして書いてもらうというものであった．あくまでも
ポジティブな影響を与えた時のみについて書いてもらうため書く側，読む側と
も感謝の念が生まれやすい．次にその全てのストーリーを分析，カテゴライズ
していくのであるが，興味深い事に職場，私生活など状況は違っていても自分
が相手に与えているポジティブな影響要素はほぼ幾つかのものに絞れる事で
あった．私の場合は信頼関係の構築，人を勇気づける，ビジョンを描いてリー
ドするというものであった．当時の私は戦略的思考や意思決定こそが私が人々
へ与えている影響が強いものと考えていたが，相手からはソフトスキル的な面
をフィードバックされたので自己の強みの認識とのギャップを知ったことは新
鮮であった．

人生をマネジメントする
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次に自分が大切にしている価値観や性格的特徴を知るために行った VIA
Character Strengths Profile（8）特徴的強みエクササイズというものがある．120
の質問に答えると自分の価値観や性格上の強みが高い順に 20 項目診断される．
私の場合は強み順に感謝，スピリチュアリティ，好奇心がトップ 3 に関心ごと，
性格上の強みであると診断された．この 2 種類の強み分析，フィードバックを
もとに将来自分が取り組んでいきたい仕事，活動を考えていくという作業が次
のステップにあったがここは大変悩み苦しんだ記憶がある．いずれにしても自
己の強みを生かし仕事，活動する事が幸福感を感じやすいとのことであった．

第二の人生を設計する―New Beginning
マインドフルネスで自分の内なる声を注意深く聴く，仕事，人生のポート
フォリオ配分の見直し，自分の強み，価値観の再認識を整理したら，冒頭の質
問「何によって憶えられたいか？」という質問に戻っていく．私の経験では何
の自己分析のツールを持たずにこの質問と対峙することはかなりの苦痛を伴
うことになりかねないと思う．ここで重要な点はどのような時が自分にとって
最もエネルギーが高い状況かを知ることだ．自分の強みと価値観にあったチャ
レンジ（挑戦）を考慮に入れての設計は今まで述べてきたとおりであるが，そ
れを実行し続け淀みなくエネルギーを出し続けるためには幾つかの注意点があ
る．
同大学院でポジティブ心理学の教鞭をとりフロー体験で著名なミハイ・チク
セントミハイ教授によれば，高い幸福感を得ている多くの人に共通する次の点
がある．1 . 目標が明確である 2. 迅速なフィードバックがあり 3. スキルとチャレ
ンジのバランスが取れたぎりぎりのところで活動している時，淀みないエネル
ギーを発するフロー（淀みなく自然に流れる水に例えて描写される）という状
況になる．
毎日の生活の中で，われわれが通常置かれている状況は，自分のスキルに対
してチャレンジがあまりにも高すぎるか低くすぎるかであり，目標は不明確
で，フィードバックは遅いか存在さえしないというものである．そのため，わ
れわれはフロー状態になる代わりに，目標がスキルより高い時にはストレスや
不安を感じ，また，チャレンジがスキルに対してあまりに低すぎる時には退屈
を感じる（9）．この状況を常につくれるよう設計時は注意を払わないとフローの
状態は保たれなくなってしまう．常にフローの状態を得つつ日々を過ごせるの
が理想ではあるが，そうとまでいかないまでもフローの状態になりやすい環境
はどのようなことをしている時かを知ることにより理想に近い設計ができると
考えられる．自分の強みを活かしつつチャレンジのバランス，目標設定を前提
に第二の人生設計を図ることが重要である．
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（6）Charles Handy, The Age of Unreason, Harvard Business School Press, p. 184

職場における実践

（7）Robert,E. Quinn,Jane E．Dutton, Gretchen M．Spreitzer, and Laura Morgan Roberts, Reflected
Best Self Exercise, Center for Positive Organizational Scholarship, 2003

ドラッカーの考えをいかに実際の現場で活用していけるかが私の課題であ
る．私は外資系企業の組織開発の責任者として企業買収直後の管理職が直面す

（8）VIA Character Strengths Profile, https://www.viacharacter.org/survey/account/register

る精神的な転換を見てきた．企業買収をされた側は特に，自分のアイデンティ
ティを否定されたように感じるものである．その後自己肯定感を失い，自信喪
失，自尊心を傷つけられたと感じる人も少なくない．一種のトランジションで
ある．そのような精神状況においてより高いパフォーマンスを出すのは非常
に難しく，また変化に対応していくことにも時間を要してしまう．私はドラッ
カーの強みを活かすということを次のような施策を用いて実際の場での活用を
試みた．まず Reflected Best Self 演習を実施した．彼らの友人，同僚，家族など
から強みに対するフィードバックを収集させた上で自己の強みを分析し明確に
してもらった．その後，その強みを活かしてリーダーシップをとるには何のコ
ンピテンシーを高めなければならないかを設定できるようにした．一例を挙げ
ると本人の強みが，
「誠実な人柄」と自他共に認識された場合，その強みを活か
しリーダーシップをより発揮するにはアサーティブなコミュニケーションのス
キルを上げることでより高いリーダーシップを発揮することができる．人々は
すでに彼を誠実な人柄と理解しており，彼への信頼は揺るぎない．後は明確な
方向性や意見を述べることにより人々を更にリードすることができるからだ．
自分の強みをより活かすために高めなくてはならないスキルや知識のことをク
ロスコンピテンシーと呼ぶ（10）．強みを「良」から「優」のレベルに引き上げるク
ロスコンピテンシーの組み合わせ（コンピテンシーコンパニオン）がゼンガー
フォークマンコンサルティングのリーダー 3 万人への 360 度フィードバックを
分析したデーターからほぼ解っており，これを使って管理職が開発すべき能力
を絞り込んでいったのである．このプロセスを実施した結果，管理職が部下と
能力開発に対してコミュニケーションをとる際にも強みにフォーカスをすると
いう習慣が生まれた．この施策で企業買収の際失われた自己肯定感や自信を取
り戻す一助になったと感じている．
【注】
（1）ピーター・F・ドラッカー著，上田惇生編訳『プロフェッショナルの条件』ダイヤモンド社，
2000 年，p.227
（2）ピーター・F・ドラッカー著，上田惇生編訳『プロフェッショナルの条件』ダイヤモンド社，
2000 年，p.209
（3）William Bridges, Transitions, Da Capo Press, 2004
（4）Frederic M.Hudson, The Adult Years, Jossey-Bass, 1999
（5）Miles Overholt and Mark Vickers, Stress Management and Mindfulness in the Workplace,
American Management Association, 2015, p.3

（9）Mihaly Csikszentmihalyi 大森弘訳『フロー体験入門』世界思想社，2012 年，p. 3
（10）John H. Zenger, Joseph R. Folkman, and Scott K. Edinger, Making Yourself Indispensable,
Harvard Business Review, 2012

【略歴】 米国クレアモント大学院，ピータードラッカーマネジメントスクールにてエグ
ゼクティブ MBA を取得．アメリカン マネジメント アソシエーション日本支社
在日代表を経て外資系半導体メーカー組織開発責任者として人材アセスメント，
サクセションマネジメントから経営者育成教育，エグゼクティブコーチングを
実施．
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対話と信頼を深め自己実現をはかる
マネジメント

Managiment for Building Dialogue, Trust and Self Realization

白仁田裕二
Yuji Shiranita

（おなか元気ぐるーぷ）

［Ⅰ］分離・分割・討論の文明から，統合・円融・対話の文明へ
■ 近代（モダン）思考の特徴

17 世紀以降，人類社会の発展を支えてきたのは科学技術の急速な発展でした．
その基盤はデカルト，ニュートンらによって確立された近代合理主義です．この
近代合理主義とは，
「機械論的世界観」と「要素還元主義」を柱とする思考です．
機械論的世界観とは「世界はいかに複雑に見えようとも，結局は一つの巨大
な機械である」という発想に基づくものです．また要素還元主義とは「何かを
認識する場合に，その対象を部分と部分の要素に分割し，一つひとつの要素を
詳しく調べた後，再び元の形に戻せばよい」という考え方です．このような機
械論的世界観と要素還元主義を車の両輪とする「知」のパラダイムが「近代合
理主義」であり，近代以降の社会で強烈な支配力を発揮し，現代社会でも多大
な影響力を持っています．
■ 近代思考の限界

しかし，この近代合理主義すなわち機械論的世界観に基づく科学の発展と科
学的手法の成果の陰で，多くの人々は機械論的世界観の限界に気づきつつあり
ます．その限界とは「作ったものと作られたものの立場が完全に分けられる」
という問題です．それは「構成要素には主体性がない」
「構成要素は進化しない」
という問題になります．ここに「世界は巨大な機械である」とする機械論的世
界観の持つ大きな欠点が存在しています．
一方の要素還元主義にも重大な欠落点があります．それは対象を部分の要素
に還元し分析していく際に，当然ながら「重要ではない」と考えられる要素を
積極的に切り去っていくことになります．ここで「何が重要で，何が重要でな
いか」の判断基準は，対象を客観的に分析し調査する以前の段階，即ち「分ける
人の持っているパラダイムによって一方的に決められてしまう」という不都合
を生み出してしまう点です．
■ 近代思考は二者択一の思考

つまり「近代思考」は，機械論的世界観と要素還元主義のどちらにしても，物事
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をAとBという分けた関係で捉える構図であることがわかります．AとBを分割
する見方であり，これは客観的分析の立場でもあります．客観的であるが故に，見
る方と見られる方が相互に分割され分離的構図を生み出す結果となります．
このように近代思考の特徴は，相手の思考との分離構造を生み，相手を批判的
に否定する立場，あるいは相手との関係を遮断する立場に立つことになります．
■ 21 世紀に求められる脱近代（ポストモダン）のパラダイム

21 世紀に求められている脱近代の構造は，「対立する思考の一方だけを肯定
し，その反対の一方を否定する」という選択的思考ではなく，
「全体の中に部分
の価値を反映させると同時に，部分の中に全体の価値を創造する仕組みを見出
す」という統合・円融の思考ではないかと提案します．
いま，全世界であらゆる諸学においてパラダイムの変革が深刻に迫られてい
ます．そのことごとくが分離・分割の思考から統合・円融の思考へのパラダイ
ムシフトではないかと考えます．そして，その実践的方法論として相互理解の
立場に立つ『対話』が重要なキーワードになると考えます．

［Ⅱ］ドラッカーマネジメントの新たな役割
■ 対話を成立させる仕掛けとしてのドラッカーマネジメント

それでは対話が成立する条件とは何か．対話が成立する必要不可欠な条件が
「お互いが共有できるテーマ」の存在です．そして「お互いの主体性の確立」で
す．ここにおいて「マネジメントのテーマ」の重要性がより深まります．
■ マネジメントのための主なテーマ

以下，マネジメントのための主なテーマを列挙してみます．
● 経営者に贈る 5 つの質問

①われわれの使命は何か，②顧客は誰か，③顧客にとっての価値は何か，④
成果は何か，⑤計画は何か，
●「富の創出能力」の最大化と，その十分な発揮（
「7つの目標」と「1つの条件」
）
「集中・事業の定義（市場・ミッション・強み）
」と「市場シェア・顧客は誰か」
の目標
①マーケティング（顧客の創造：『市場，流通チャネル，商品・サービス』に
ついて）
・事業の定義『使命，強み，市場環境』
②イノベーション（価値の創造）
・七つの機会を体系的に探す
③生産性
・肉体労働の生産性と知識労働の生産性
・事業構造の生産性（専門化と多角化のバランス）

356

実践レポート

対話と信頼を深め自己実現をはかるマネジメント

357

④人材（自己実現・セルフマネジメント，リーダーシップ，コミュニケーショ
ンなど，成果をあげる人間関係の基本条件）
⑤物的資源（もの，技術，設備，など）

は一つしかない．一人ひとりの人間の人生を「無意味」にすることである．人
間が，人類という樹木の一葉，あるいは社会という肉体の一細胞にすぎないの
であれば，死は死でなくなる．集合的再生における過程の一つにすぎなくなる．

⑥資金（何に使われているか）
⑦社会的責任（負うべき責任，負えない責任）
（＋）利益『厳しい条件』
（キャッシュフロー）

もちろんそのとき，個々の人生もまた人生ではなくなる．それは，生命全体の
中での一つの機能的プロセスにすぎず，全体との関連がなくなれば，いかなる
意味も持たなくなる．

● チェンジリーダーの 4 つの条件

このようにして，キルケゴールが 100 年前に明らかにしたように，人間の実
存を社会における実存とする楽観主義は，直接，絶望へと至る．その絶望は全
体主義に通ずるしかない．なぜなら，全体主義は，人生の無意味さと個人の不
在の確認にもとづくものだからである．これが，専制と全体主義の違いである．

①体系的廃棄，②日々のカイゼン，③成功の応用と展開，④イノベーション
● 仕事のできる人の条件
①時間管理，②果たすべき貢献にあわせる・成果の領域「定量的」
「定性的」
「人材育成的」，③強みを基盤にする，④集中する（劣後順位と優先順位）
，⑤意

思決定（リスクと成果のバランス）
などなど，組織の様々な局面で対話を成立させる仕掛けになっています．ま
た一方，その実践においては質的にも量的にも大変厳しいものでもあります．

［Ⅲ］マネジメントの過程で苦悩し，そして実存する自己
■ 実践の厳しさ

以上のようなテーマは実践してみると様々な限界，挫折を体験します．しか
しその時に一人ひとりが真に自己と向き合える時ではないかと考えます．環境
を通した自己との対話，自己成長，自己実現の機会と考えます．以下は，ドラッ
カー『イノベーターの条件』の付章からの文言です．

● 絶望，挫折における実存

キルケゴールは，もう一つの答えを出す．
「人間の実存は絶望の中ではない
実存，悲劇の中ではない実存として可能である」とする．それは信仰における
実存として可能である．罪業の反意語は徳行ではない．信仰である．
信仰は，今日神秘体験と呼ばれている呼吸法や，バッハの長時間鑑賞によっ
て得られるものではない．それは，絶望，苦難，苦痛を伴う終わりなき戦いに
よって得るものである．信仰は，非合理的，感傷的，情緒的，自然発生的なもの
ではない．それは真摯な思考と学習，厳格な規律と節制，謙虚な心と絶対的意
思への従属の結果として得られる．
信仰は誰でも手にできる．誰もが絶望を知っているからである．確かに，キ
ルケゴールは現代的である．だがそれは，キルケゴール・ブームによって誇大

■ キルケゴールの
「人間の実存」

宣伝されているように彼が心理学や美学や弁証法の言葉を駆使しているからで
はない．彼が現代特有の病，すなわち「人間実存の崩壊，精神と肉体の同時性と

個々の人間の実存が可能となるのは，精神における実存と社会における実存

相互依存性の否定」を問題にしているからである．

という二つの次元における同時的実存としてのみである．キルケゴールによれ
ば，「人間の実存は，精神における個人と社会における市民を同時に生きる」と
いう緊張状態においてのみ可能であるとする．特に，
「永遠」と「時間」という
二つの次元における人間の同時的実存に伴うものとして明確に描写した．
● 個人の実存と楽観主義・全体主義

宗教の基本的な矛盾もこの答えの中にある．
「個々の人間の実存が，永遠に
おける実存と時間における実存との緊張状態でのみ可能である」ということ
は，
「人間の実存は，それが不可能な時にのみ可能になる」ということである．
一方の次元における実存のために必要なものが，他方の次元における実存のた
めには禁じられる．
人間が社会においてのみ生きることを社会が望むのであれば，その社会は，
人間が絶望を持たずに死ねるようにしなければならない．そのようにする方法

信仰は個人個人のものと考えていますし，そうあるべきだとキルケゴールの
言葉からも理解できます．では，組織においてはどうすればよいか．ここに経
営理念，経営哲学の必要性があるものと考えます．その元になるパラダイムが
「近代モデルか，脱近代モデルか」が問われる時代だと考えます．ドラッカーの
言う「自己管理による目標管理」もその意図があるのではないかと考えます．
（
「目標管理の最大の利点は，支配によるマネジメントを，自己管理によるマ
ネジメントに代えることである．自己管理による目標管理は，スローガン，手
法，方針に終わってはならない．原則としなければならない．哲学という言葉
は安易に使いたくない．大げさである．だが，自己管理による目標管理こそ，経
営の哲学たるべきものである」ドラッカー）
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［Ⅳ］脱近代思考モデルとしての自己組織性
■ 混沌からシステムへ

ここでイリア・プリゴジンが，30 年も前にノーベル化学賞を受賞した散逸構
造理論の中から『自己組織性』について簡単に紹介したいと思います．自己組
織性とは，混沌とした状態からひとりでに秩序や構造が生まれてくることを指
し，生命も宇宙そのものも，およそこの大宇宙空間に自然的に存在する万物が，
そのような存在形態の中で生成しているプロセスを説明したものです．
例えば，アリの生態において，通常一つのアリの集団は 20％の働きアリと，
80％の怠けアリとで構成されていますが，この働きアリだけでもう一つの集団
を形成したとしても，やはり元の働きアリ 20％，怠けアリ 80％の集団に戻ると
いう例が自己組織性の機能を端的に示しています．
そしてプリゴジンは，この『自己組織性』の構造は次の 3 点の条件を備えなけ
れば成立しないと指摘しています．
①開放系―自己の内面と外界とが，相互に解放され，自己の内面の世界に
外界の世界が組み込まれていて，反対に外界の世界に内面の世界が反映し
ている状況がこれに当たります．
②触媒機能―自らが経験的に体得した原理法則性を通し，自己実現に至る
プロセスで，外界との接点を通じて相互に科学的触媒機能と変わらない良
好な影響がある．
③非平衡バランス― 一つの独立した個体の内面の世界が，一つの特定され
た原理だけで秩序づけられているのではなく，多岐にわたる世界にほんろ
うされつつ，一つの原理でバランスが保たれている．
プリゴジンは，近代科学がこの大宇宙を機械論的閉鎖系として捉えていた誤
りを正し，開放系自己組織的構造と捉え，脱近代の宇宙モデルを示しました．
この三条件は法華経に出てくる世界観（具足円満，能開開会，蘇生変毒）とよ
く共鳴しています．現実に落とし込みやすい表現とすれば，①全体を生かし部
分を生かす，②無知の知を知る，③問題は価値を生む源泉である，とも表現で
きます．全てのものを機械ではなく，生き物として捉える『有機体システム思
考』があって初めて対話も成立します．ドラッカーのマネジメントもこの自己
組織性・有機体システム思考を基本にしていると思われます．少なくとも共感
関係にあります．

［Ⅴ］フィードバック思考と対話の実践
マネジメントは成果をあげる現実変革のためのものです．ここにおいて近
代学術の言うところの「結論」も，次なる行動のための「仮説」と捉え，行動に
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よって「検証」させるべきものと言えます．まさにフィードバックの原理であ
り，その実践には対話の手法が必要不可欠のものとなります．
人が人として幸せに生きられる二十一世紀社会の実現に向けて，市場を通し
た社会との対話，組織内の対話，自分自身との対話のテーマを与えてくれるド
ラッカーマネジメントの切り口は，社会的・個人的，思考的・実践的，かつ宗
教的・科学的にも，とても有効なものであると「結論（仮説）
」します．
G 社会の変化を知る

C チェンジリーダーになる

H 自己革新・成長

①知識社会
②組織社会
③情報化社会
④多元社会
⑤ポストモダンの社会
⑥グローバル社会
⑦組み合わせ自在の社会
⑧ NPO 社会

①チェンジリーダーへの手法
■ 体系的廃棄 ■ 継続的改善
■ 成功の追求
②イノベーション七つの機会
③三つのタブー
④チェンジリーダーの手順
⑤チェンジリーダーの予算
⑥変化と継続性の調和に配慮
⑦明日を創造する

①何をもって憶られたいか
②道を歩み続ける
③神々が見ている
④継続学習の習慣を持つ
⑤フィードバック分析

⑥「何を期待されているか」
を
考える習慣をもつ
⑦セルフマネジメント
⑧自らが責任をもつ

B マネジメントの目標管理

I 人間学的マネジメント

D 仕事の出来る人の条件

《富の創出能力の増大化》
①マーケティング
②イノベーション
③生産性
④資金
⑤人
⑥もの
⑦社会的責任
⑧利益

『生命論』に基づく
《ドラッカーマネジメント》

（『ポスト資本主義社会』
『 新しい
現実』
『 明日を支配するもの』
『 断 （『 明日を支 配 するもの』P・ド （『プロフェッショナルの条件』ド
絶の時代』）
ラッカー）
ラッカー）

（『マネジメント』Pドラッカー）

F 自社に合う経営戦略
①経営戦略の前提
②われわれの事業は何か
③顧客創造戦略
④虚と実の戦略
⑤すきま戦略
⑥総力戦略
⑦コラボレーション戦略
⑧個別顧客戦略

【おかげさまです思考法】
①全体を生かし部分を生かす
②「無知の知」を知る
③問題は価値を生む源泉である

①時間管理
②果たすべき貢献に焦点
③強みを基盤にする
④集中する
⑤意思決定を行う
■ リーダーシップ
■ チームワーク
■ コミュニケーション

※以上の三つを順番に回す思考法
□学び方は
「守・破・離」
□実現は
「理想・信念・行動」
（
『 経 営 者 の 条 件 』P・ド ラッ
□検証は
「理証・文証・現証」
カー）
□詳細は
『経営人間学講座』

A 経営者に贈る五つの質問

E 起業家の五つの心得

①われわれ のミッション
（使
命・目的・志）は何か
②われわれの顧客は誰か
③顧客にとっての価値は何か
④われわれの成果
（定量的・
定性的・人材育成的）は何か
⑤計画は何か
■ 何をもって憶られたいか
■ 事業の定義
■ 求められる成果の領域

①顧客に軸足を置く
②キャッシュフロー
③トップマネジメントチームを
早い時期からつくる
④創業者の役割を自覚する
⑤社 外に信頼のおけるアドバ
イザーを持つ
■ 企業とは何か
■ 生産性を向上させる
■ 業績評価

（『マネジメント』
『 理想企業を目
指して』
『イノベーションと起業家
精神』P・ドラッカー）
（『経営者に贈る五つの質問』P・ （
『ドラッカー入門』上田惇生）
ドラッカー）
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※参考文献：『文明の未来，その扉を開く』
（統合学術研究所），『21 世紀の思考モデルに関す
る対話と統合の原理について』
（EXPO 国際フォーラム 2000 協議会），『経営人間学講座』
（竹
内日祥），
『経営者の条件』
『明日を支配するもの』
『経営者に贈る五つの質問』
『マネジメント』
『イノベーターの条件』
『テクノロジストの条件』
『創造する経営者』
『実践する経営者』
『ポス
ト資本主義社会』
『新しい現実』
『イノベーションと起業家精神』
（P・F・ドラッカー），
『ドラッ
（E・H・イー
カー入門』
（上田惇生，井坂康志）」，『P・F・ドラッカー―理想企業を求めて』
ダスハイム）

【略歴】 おなか元気ぐるーぷ代表．大分大学工学部エネルギー工学科中退．ロイヤル㈱を
経てファインフーヅサービス㈱創業，その後グループ会社設立．関心領域は東洋
思想，生物学，物理学，食育，マネジメント．
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ボンボンの悩み
Babes in trouble

佐々木 康太
Yasutaka Sasaki

（東北学）

1. ボンボンの悩み
同族印刷会社の後継ぎとして生まれた私は，ちいさな頃から衰退産業といわ
れる家業を盛りたてたいと意気込んでいた．なかでも，中小企業の課題である
人材育成とモチベーション向上には特に力を入れたいと考えていた．
しかし想いとは裏腹に，書籍に描かれる洗練された経営理論・成功例と，現
実との大きな開きに戸惑い，失敗してばかりだった．
例えば以前，有名ホテルの「クレド」や「いいこと発表」といった取り組みが
話題になったことがあった．「従業員が和気あいあいと語り合い，社内の雰囲
気もお客様への対応もどんどん良くなる．素晴らしい取り組みだ」と感銘を受
けた私は，さっそく自社でトライした．ところが，社員からは非常に不評，数回
で頓挫してしまった．口数の少ない東北の職人から「大勢の前で話すのなんて
嫌だ，放っておいてくれ」と猛反発を受けたのだ．
このような失敗を繰り返し，すっかり自信をなくした私は「このままでは，
現場も見ずに理想を語るひとりよがりなボンボンになってしまう．今の自分に
は何が足りないのだろうか」と悩みつづけていた．

2. ドラッカーとの出会い
そんななか，とある読書会で出会った言葉が，私を変えた．
「コミュニケーションを成立させるものは受け手である．聞く者がいなけれ
（1）
ばコミュニケーションは成立しない」
「コミュニケーションは，受け手の言葉を使ってはじめて成立する．受け手の
（2）
経験に基づいた言葉を使わなければならない」
私は，本の受け売りを振りかざすばかりで，社員への配慮がなかったのだ．

「コミュニケーションを受け手に何かを要求する．受け手が何かになること，
何かをすること，何かを信じることを要求する．それは常に，何かをしたいと
いう受け手の気持ちに訴える．コミュニケーションは，それが受け手の価値観，
欲求，目的に合致するとき，強力となる．逆に，それらのものに合致しないと
（3）
き，まったく受けつけられないか抵抗される」
私は自分や会社のメリットばかりを考え，「もっとたくさん給料が欲しい」
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「新しい仕事をしてみたい」そんな個々人のニーズに目を向けていなかったのだ．

3. なにをつくるか

ボンボンの悩み

を先輩に訪ねるようになり，部署間を埋める役割を果たした．また，生々しい
失敗談によりミスも減少した．

5. 実践例「らくがき練習帳」

私は考えを改めた．研修用教材でもポスターでも，「これをやれ」という押し
つけから，受け手である従業員に「面白くて，ためになる」と感じてもらおう．

（1）背景
弊社においても，外部委託やパート労働

北風から太陽へと変わるのだ．そのような意気込みで，ドラッカーの教えに基
づくツールを作ってきた．
ここでは，その中から 3 つの事例をご紹介したい．

者は重要な役割を果たしている重要なパー
トナーだ．また，彼ら彼女らが活躍する現
場にこそ思わぬアイデアが転がっているも
の．なんとかそれらの改善点をくみとりた
い．そのためにも，会社の目標や課題につ

4. 実践例「あるあるトランプ」
（1）課題
新入社員がマニュアルを読
まずにミスを繰り返したり，
世代ギャップ・部署間の対立
による不和が起こったりと，
新入社員教育は以前から悩み
の種であった．
さらに，地方の車社会では
酒を使ったノミニュケーショ
ンが使えず，仲良くなりにく
いという制約もある．この状
況をどうやって変えればいいのだろうか．
（2）原因
ドラッカーの言葉のとおり，原因はマニュアルや社内の体制が受け手の心に
響かなかったためだ．そこで，就業時間中に新入社員と先輩が関係を深めつつ，
ミスの怖さを理解できるツールを作ろうと考えた．この時とくに意識したのは
「人間，サボるとワクワクする」ということだ．
（3）解決策
そうして完成したのが「新入社員あるあるトランプ」だ．新入社員に起こり
がちな問題点，彼らに役立つアドバイスを掲載したトランプを作成，部署研修
の際に，アイスブレイクがてら「ババ抜き」を行いながら，自己紹介と各自の失
敗談を話し合うことにしたのだ．そう，まるで遊んでいるかのように．
（4）効果
結論からいえば，うまくいった．
「研修で話してくれ」といってもお互いに緊張してしまうものだが，仕事をサ
ボってお遊び気分での会話であればリラックスでき口も緩む．失敗談を教えて
もらえば人柄も伝わり，社員同士仲良くなりやすい．結果，新入社員が疑問点
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いて意識を共有したいと考えていた．
しかし，彼らのなかには専門用語やパ
ワーポイントが苦手な人もいた．内容以前
に「堅苦しくて難しそう」と腰が引けてし
まうのだ．
そのため，
「仕事の目的が見えないゆえの
行き違い」
「現場で把握していた改善点を経
営陣が把握できない」ということがあった．
（2）課題
これを防ぐには，やはり彼らに興味をもってもらうことが大切だ．ホワイト
ボードを使って説明すれば順を追って理解しやすいし，イラストを使えば「あ
の絵かわいいね」
「顔がおかしいぞ」と関心を惹きつけることもできる．
しかし一方で，図解への苦手意識を持つ人も多かった．
「下手でも伝われば
いいんですよ」と励ましても，
「どうせ自分にはセンスがないし，うまく描けな
いよ……」と萎縮してしまうのだ．
（3）解決策
改めて見てみると，イラストというものは，それほど「画数」が多いわけでは
ない．私達が普段無意識に書いている漢字まじりの文章のほうが，よほど難し
い．漢字が書けるならば，イラストも描けるはずなのだ．
では，なぜ描けないのか．それは彼らが，イラストには創造性・センスが必
要であり，センスがない自分には描けるはずもない，とはじめから諦めて挑戦
すらしないからだ．最低限度の経験さえなければ，当然描けるはずもない．単
純に練習不足なのだ．
ではどうするか．そう，必要なのはセンスではなく練習だと納得してもらえ
ばいい．
ここで再び漢字になぞらえて考えてみる．私たちは小学生のころ，書き取り
練習をしたものだ．薄くお手本が印刷されており，何回もなぞるうちに書き方
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を覚えることができる漢字練習帳を使ったのだ．あれを真似てみればいいので
はないか．
ということで，「らくがき練習帳」というツールを作った．らくがき・イラス

のだ．
もちろん口達者な人は，
「うちはこういう面白いものを作っているんですよ」
と積極的にアピールして，提案機会を増やしている（アイデアはあとで得意な

トをなぞって練習することで，センスがなくてもだれでもイラストをかけるよ
うになるものだ．
これを社員に渡し，取り組んでもらった．

ものが考えればいい）
．
結果的に，双方の提案力が高まった．

（4）効果
一週間も経つと苦手意識が消え，進んで手を動かしてもらえるようになり，
会議の席でイラストによる図解を交えた説明ができるようになった．
これにより，勤務体系や企業の壁を超えて楽しく議論に加わってもらい，ど
んどん現場からの意見がもらえるようになった．もちろん，クライアントへの

7. 取り組みの成果

企画提案にも大変効果的だった．

よりもわかりやすく楽しいもののほうが喜ばれ，効果も大きかった．
同時に「この会社は面白い」とお客様やマスコミからの評価も高まり，それ
はまた，求人への応募の増加，内定辞退率の減少など採用面でもプラスの影響

6. 実践例「IDEA PAPER」
（1）課題
企画・デザイン・印刷会社
が御用聞き営業から脱却し，
効果的な提案営業を行うため
には，「課題と解決策を見つ
け出す発想力」と「その発想
を売り込むための営業トー
ク」の二つが大切だ．しかし，
この二つは必ずしも両立しな
い．センスがよくても口ベタ
な社員もいれば，トークはう
まくてもアイデア出しが苦手なものもいる．
（2）解決策
もちろん，弱みを克服させるよりも，ドラッカー流に「強みに焦点をあて」彼
らが活躍できる体制を整えるべきだ．
そのためには，口下手でも「こいつ面白いな」とアピールできるツールを作
ろうと「IDEA PAPER」というノートを作った．ユニークな絵柄があらかじめ
印刷された（あたかも，持ち主がささっと描いたかに見える）ノートを打ち合
わせで使うことで，クライアントから「絵が上手いね」
「面白いノートだね」と
話しかけてもらおうという作戦だ．
（3）結果
結果は上々だった．クライアントからの問いかけに対し「弊社はユニークな
アイデアが得意で，アイデア出し専用にこのようなノートを作っているんです
よ〜」と返すことで，口下手な人でも提案しやすい空気を作れるようになった

以上のような受け手のことを考えた工夫は比較的社内からスムーズに受け入
れられた．
もちろん，一見「おふざけ」と取られかねない取り組みもあったが，堅苦しい

を与えている．
何より社員が積極的になり，会社の雰囲気が改善され続けているのは嬉しい
ことだ．
とはいえ，
「普段の仕事で忙しいのに，こんなの作っている暇はないよ」と感
じる方もいらっしゃるかもしれない．
たしかにここまでご紹介してきたツールは，弊社の得意分野を活かしたもの
だ．しかし，ドラッカーの手法は，手段を選ばず役に立つ，本質的なものである．
それこそ，朝の声掛けや，部下の報告時に意識するだけでも，相手への敬意
を示すことができる．あるいはもう一歩踏み込んで，日常の提出書類，たとえ
ば日報へのちょっとした工夫なら可能なのではないだろうか．

8. 現場への応用「いいこと日報」
（1）背景
同じ営業でも業界によって社内での存在感は大きく異なる．証券会社や車の
ディーラーのように，売上を出したものが正義であり，多少社内での態度が大
きくなろうと問題視されない会社もあるが，弊社のようなクリエイティブ要素
を含む会社では，受注後も社内デザインチームの協力が不可欠のため「売上を
出した営業は偉い」という姿勢は好ましくない．
（2）課題
しかし，ずっと前者の会社で働き続けた営業パーソンが，簡単に意識を変え
ることは難しい．本人には悪気はなくても「文化の違い」からクリエイターに
不快感を与えてしまうこともありうる
（3）解決策
そこで弊社では，
「いいこと日報」というものを作った．
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従来の日報との違いは，
（a）周囲の好感を持てる人物・振る舞い
を常に意識させるために「社内／協

析の重要性を説いている．8 ヶ月〜 1 年という期間を通じて自らの行いを振り
返り，強みを見つけ成長させていく．この手法は強力だが，なぜか実践してい
る読者は少ないと言われている．そこで，常に携帯する「手帳」というツールを

力会社／取引先」の「どんな行動に
好感を持ちましたか」という項目を
作った．

通じて，フィードバックを習慣化する手法を確立させたいと，フィードバック
手帳普及委員会の面々とともに活動している．
成果があがりしだい，再びご報告したい．

（b）上司からすれば部下に注意したいポ
イントはいくらでもあるが，いちど
に注意してもどうせ覚えることはで
きない．そこで，今意識しておいて欲
しいポイントを 3 つに絞り，しかも語
呂合わせにした．
（c）今まであまり記入されなかった「特
記事項」も削除した．会社の将来を左
右する変化を捉えるには，
「特記」す
るまでもない「些細なこと」こそが重要．これを汲みとるために「今日の
気分は何点ですか」という項目を作った．満点ならば「よかったね！なに
が一番良かった？」4 点や 3 点なら「あえて言うなら，どんなことが引っ
かかった？」と会話のきっかけを作りやすい．これにより小さな変化も
キャッチできるようになった．
（d）もちろん忘れてはいけないのは，日報を書くのは面倒臭いということ．
従来の記入内容だけでも「早く帰りたい……」と思われているのに，これ
以上手間を増やしては無用な反感を買ってしまう．そこで，その都度手
で書いていた記入項目をチェックだけで済ませる形式にしたことで，記
入時間をむしろ減少させた．
（4）結果
リラックスしながら他人の長所を振り返り，他人に敬意を持ち，自分を高め
ていく．日報を通じて日々意識することで，転職組の営業パーソンも，感じよ
く社内で接することができるようになった．
このように，ドラッカーの言葉を学ぶだけで，手間も費用もほとんどかけず
に，社員の強みを伸ばすことができるのではないだろうか．

9. 次の課題「フィードバック手帳」
今後もボンボン・経営陣と現場との乖離を防ぎ，ドラッカーの考えが中小企
業の現場に浸透するサポートを続けたい．
現在取り組んでいるのは，
「強みを見つけるためのフィードバック習慣」
．ド
ラッカーはたびたび強みを活かすこと，と その手段としてフィードバック分

【注】
（1）
『ドラッカー名著集 14 マネジメント［中］
: 課題，責任，実践』，ダイヤモンド社，2008 年，
p. 142
（2）同上，p. 143
（3）同上，p. 148

【略歴】 株式会社東北堂 取締役．仙台市出身．早稲田大学社会科学部卒業．東京の広告代
理店にて広告宣伝・PR に携わる．日本プロモーショナル・マーケティング協会
賞 受賞（2007・2008 年）．桑沢デザイン研究所プロダクトデザイン学科中退．
家業に入社後は，「衰退産業だからこそチャンスがある」と印刷業を盛りたてつ
つ，業界の常識とは一風変わった挑戦的な商品を共同開発．「組織を変えたい，
でも変えられない」と悩んでいる方のチャレンジを応援しつつ，同じ悩みを抱え
る後継者向けに「ゼロからの商品開発サポート」も行っている
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岩崎夏海

そうして，ぼくは過去の栄光を捨てる必要に迫られた．つまり，イノベー
ションの必要に迫られたのだ．古いもの，死につつあるもの，陳腐化したもの
を計画的かつ体系的に捨てることが必要となった．
そうして，続編を書くことを決めたのだった．
続編を書くとなったら，テーマとする作品は簡単に決まった．それは『イノ

2009 年暮れ，ぼくは『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』
（以下『もしドラ』
）という本を出した．すると，これ

ベーションと企業家精神』だ．なぜなら，ぼくはこの続編でイノベーションを
果たす必要があった．それとリンクするとなると，自ずからこの本という選択
になったのだ．

が大きなヒットを記録した．そのため，出版社からはすぐに続編の執筆依頼が
来た．
しかしぼくは，それを断った．なぜかといえば，ドラッカーさんの『マネジメ
ント』にこう書かれていたからだ．
イノベーションの戦略の一歩は，古いもの，死につつあるもの，陳腐化した

それから，タイトルを決めた．これも簡単に決まった．
『もし高校野球の女子
マネージャーがドラッカーの『イノベーションと企業家精神』を読んだら』だ．
これは，前作に準じたものとした．ただし，おかげで文字数は，長いといわれた
前作よりさらに長くなってしまった．
そのため，この作品にも略称が必要となった．ただ，それも簡単に決まった．

I am Challenging A New Book on Drucker

Natsumi Iwasaki

ものを計画的かつ体系的に捨てることである．
ぼくはこの言葉を，
「過去の栄光にすがってはいけない」と受け取った．そし

『もしイノ』だ．決まってみると，意外にしっくりきた．
それからぼくは，『もしイノ』を書き始めようとした．しかし，簡単には書き

て，
『もしドラ』を書いたぼくが，その栄光にすがってはいけないと考えた．続
編を書くというのは，
『もしドラ』の栄光にすがる行為に思えたのだ．何より，
ヒットしたから続編を書く，というのが安易に思えて嫌だった．
しかし，それから四年が経過した 2014 年になって，ぼくの心境には変化が訪
れた．それは，『もしドラ』の続編を書くことが，かえって「困難」になってい
る，と気づいたからだ．

始められなかった．それは，なかなか「書く気」にならなかったからだ．
こう書くと，怠けているように見えるかもしれない．しかし，「書く気」とい
うのはとてもだいじだ．これがないまま無理に書き始めると，どうしても取っ
てつけたような，人工的な内容となってしまう．
小説というのは，もっと野に咲く花というか，自然とそこに生えてきたよう
な風合いがだいじだった．そこにがっしりと根を生やしたような佇まいが必要

どういうことかというと，
『もしドラ』という本は成功した．だから，それを
そのままにしておけば，イメージがいい．ところが，続編を書いて，もしつまら

とされた．
そういう風合いや佇まいを得るためには，時間をかけることが欠かせなかっ

なかったら，『もしドラ』のイメージまで毀損してしまう．だから，続編を書く
ことのリスクは大きい．
それに，ヒットした作品の続編というのは，どうしても世間の目が厳しくな
る．前作が基準となるから，たとえ同じような面白さであっても，つまらなく

た．小説は，一定の時間をかけなければなかなか生まれない．
『ハックルベリー・フィンの冒険』を著したマーク・トウェインは，時間をか
けることを「井戸に水が溜まるのを待つ」と表現した．『ハックルベリー・フィ
ンの冒険』は，都合九年かけて書き上げられた．その間，トゥエインは何度もア

思える．そのため，「前作より面白い」というのが最低の基準となる．そのこと
のハードルもとても高く，挑戦するリスクは計り知れない．
そんなふうに，『もしドラ』の続編を書くことには大きなリスクが伴うよう
になったのだ．

イデアに行き詰まり，執筆中断の憂き目を見た．しかし，そんなときでも焦ら
なかった．インスピレーションというのは，井戸の水のように時間をかければ
溜まっていく，と．
だからぼくも，書き始められないことを焦らないようにした．こんなことを

そこまで考えて，ハッと気づかされた．
『もしドラ』風にいえば，心にコツン
と小石のぶつかるような感覚がした．
「四年前は，『もしドラ』の続編を書くことが『過去の栄光にすがること』に
なっていた．しかし今は，
『もしドラ』の続編を書かないことが『過去の栄光に

書くと編集の方に怒られそうだが，しかし焦って駄作ができてもしょうがな
い．アイデアが生まれるには，とにかく時間が必要なのだ．
そう思って，執筆とは違うことをして気を紛らわせた．そうして，アイデア
が生まれるのを待った．

すがること』になっている！」
それに気づいたぼくは，とても困った．過去の栄光にすがらないためには，
『もしドラ』の続編を書くしかなくなったからだ．

結局，約一年かけて，そのアイデアを溜めていった．2014 年の暮れ，ようや
く書き始めることができたのだ．
この頃までに生まれたアイデアの一つに，
『もしイノ』の時制設定を『もしド
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ラ』から六年後にする，というのがある．それは，現実の時制とシンクロさせよ
うとしたからだ．
『もしイノ』の執筆も，
『もしドラ』の執筆から 6 年後だった．
なぜそうしたかといえば，それによって現実世界の変化を作中に盛り込め

4 ヶ月かかって，ようやく完成稿を仕上げることができた．
その原稿は，できあがる直前まで「本当に完成するだろうか？」という不安
の中で書き続けられた．それは，前作『もしドラ』に比べると，かなりの難産

る，と考えたからだ．この六年の間に，世界は少なからず変化した．そしてぼく
も，その六年に生きていた．だから，その変化についてなら，なんとか書けそう
だった．

だった．そこでぼくは，続編を生み出すことの苦しさをこれでもかというくら
い味わった．
しかし，今はそれを書いて良かったと思っている．書かなければ，その苦し

もう一つは，この続編の主人公を前作と別にしたい，というのがあった．な
ぜかといえば，『もしドラ』の最も重要なアイデアというのは，
「ドラッカー」
と「女子高生」という異質な者同士を組み合わせたところにある．それは，ぼく
自身そう思っていたが，多くの方からもそのような評価をいただいた．
だから，続編でもこれは外せないと思った．そうなると，前作と同じ登場人

さは終生知らないままだったろう．それでは，いつか後悔したと思うのだ．
そんなぼくの苦しみを助けてくれたのは，何よりドラッカーさんだった．ぼ
くは，小説を書くのに難航すると，すぐにドラッカーさんの本に戻った．そし
て，それを読み込んだ．
そこで読んだのは，もちろん上田淳生先生が訳した本だった．だからぼくは，

物では都合が悪かった．なにしろ，主人公のみなみは高校三年生なので，もう
卒業してしまう．そうなると，一年後輩の北条文乃が主人公ということになる

上田先生にも助けられたということになる．
ドラッカーさんは，そして上田先生は，ぼくにとってコンパスだった．物語

が，『もしドラ』から一年しか経過していないのでは，大きな事件は起こりにく
い．
それに，ぼくは「文乃はマネジメントに失敗するだろう」と思っていた．それ
は，文乃にはマネージャーとして，いやリーダーとしての資質に欠けていると
ころがあるからだ．それで，みなみのように上手くはいかないと思った．

の進むべき道を，いつでも指し示してくれた．
前作の『もしドラ』は，上田先生をはじめとするドラッカー学会のみなさん
に受け入れられたことが，成功の一番の要因だった．そんなみなさんが，この
続編をどのように読まれるのか，ぼくにとって怖くもあるが，同時にとても楽
しみでもある．

そして，上手くいかないまま終わったのでは，小説としてはもの足りなかっ
た．重要なのは，その後だからだ．失敗を活かして，どう変革するかだ．
今度の作品では，そのことも描きたいと思っていた．そこで，時制を前作か
ら六年後にすれば，自然と違う人物を主人公にすることができるし，文乃の失
敗後の姿も描けるので，一石二鳥だった．
そこでぼくは，続編を書くに当たり，まずは「文乃の 6 年後」から考えた．
「文乃は，マネジメントに失敗した後どうするだろう？」
「それを悔やんで，もう一度マネジメントに取り組みたいと考えるのではな
いだろうか？」
「すると彼女は，教員免許を取って高校に戻ってくるのではないだろうか？」
「そして，その教え子たちがドラッカーの『イノベーションと企業家精神』を
読み，野球部をマネジメントするのではないだろうか？」
そんなふうに，アイデアをふくらませていった．
そこまで決まると，今度はあらためて『イノベーションと企業家精神』を読
み込んだ．前作でもそうだったが，ぼくは主人公の設定が決まると，今度はそ
の主人公の気持ちになってドラッカーさんの本を読んだ．そして，それをどう
野球部のマネジメントに活かそうか，考えるのだ．
その考えたものを，小説に書いていった．この書くという作業も，簡単では
なかった．初稿は 3 ヶ月で書き上げたが，これは問題が多かったのでボツにし
た．そこで，最初の設定だけを活かし，あらためて書き直した．すると，今度は

【略歴】 東京藝術大学美術学部建築科卒．大学卒業後，作詞家の秋元康氏に師事．放送作
家として数多くのテレビ番組の制作に参加．アイドルグループ「AKB48」のプ
ロデュース等にも携わる．その後，ゲームやウェブコンテンツの開発会社を経
て，現在は株式会社吉田正樹事務所に作家として所属．2009 年，初めての著書
『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』
がベストセラーに．現在は，執筆，講演，コンテンツ制作（映画の脚本，オーディ
オブックのディレクション，本の監修，ゲームの監修），芸能学校の講師等，さま
ざまな活動に従事．
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ネクスト・ドラッカリアンを育てよう
―MIE のすすめ

手主砲に 3 ランされるなど 2 対 6 の劣勢．8 回にも 1 死 2，3 塁のピンチを招き
コールド負けも覚悟の場面を迎えた．ここでエースは渾身のインコース直球で
勝負．わずか 2 球でチェンジにした．バックも好守備で盛りたてて踏ん張った．
負けはしたものの，伊野商ファンとなっていた筆者の顧客価値を大いに満足さ

Bring Up the Next Druckerians

小笠原雄次
Yuji Ogasawara

高校球児の頭を刺激した問い
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（高知ドラッカー読書会世話人）

ある高校の会議室での対話．
「（野球部の）顧客にとっての価値は何でしょうか？」と，筆者は問いかけた．

せてくれ，
「胸のすくようなインハイだった」と周囲に大いに語らせたのであ
る．
この体験で，「5 つの質問」に代表されるドラッカーの問いが，マネジメント
になじみのなかった人の頭を刺激させる力が大いにあり，特に，これから 21 世
紀半ばの文明を担う小中高生の潜在能力を高めるのではないかという思いが，
筆者の中で大きくなってきた．10 代からマネジメントを実践するネクスト・ド
ラッカリアンを育成したいという思いである．

坊主頭の野球部員が答える．
「僕たちの試合を見に来てくれた人たちが，帰りに寄った飲食店で，試合の話
題で盛り上がってくれることです」
筆者は思わず「素晴らしい答えですね！」と大いに頷き，拍手をしてしまった．

NIE から MIE を発想

「もしドラ」ブームの余熱がまだ残る 2011 年 8 月，筆者は高知県立伊野商業
高校で開かれた「いのサマーセミナー」に外部講師として参加した．そこで，高

という論考を寄稿された木之下浩一先生（大阪市立鯰江小教頭）とメールなど
をやりとりする中で思いついた．
筆者の属する新聞業界では，NIE ＝ Newspaper in Education
（教育に新聞を）

校生と一般の方を対象に，ドラッカーマネジメントの入門講座を行った．
「5 つの質問」
，つまり「われわれのミッションは何か？」
「われわれの顧客は
だれか？」
「顧客にとっての価値は何か？」
「われわれの成果は何か？」
「われわ
れの計画は何か？」について解説し，4，5 人のグループに分けてワークショッ
プ形式へ．自らの組織について，3 番目の質問まで考えていただき，その答えを
順次発表しシェアしてもらった．

一つのキーワードが浮かんできた．
MIE ＝ Management in Education（教育にマネジメントを）である．これは，
2013 年の年報に「もし小中学校に『マネジメント』という教科があれば……」

という活動が広く展開され，新聞を教材にした学習によって児童・生徒の読解
力向上などの効果をもたらしている．記者の出前授業をはじめ，新聞界が現場
の先生方と一緒になって新聞を活用した教材や授業づくりに取り組んでいる．
国語だけではなく，さまざま教科や学校活動の中で新聞が有効活用されている
のである．

そこで野球部員のグループから，冒頭の答え「顧客価値＝僕たちの試合の話
題で盛り上がってくれること」が出てきたのだ．

教科としての「マネジメント」を提案された木之下先生は，小学校高学年向
けのカリキュラム骨子を示されたが，同時に教科にすることは「長い時間を要

彼らの目標はもちろん甲子園出場だ．しかし，県予選で甲子園常連の強豪校
を破ることは容易ではない．顧客（保護者や地域の人たち，高校野球ファン）に
とっての価値，顧客が喜んでくれることって何だろうと考えた時に，その問い
が彼らの頭を刺激したのだろう．出てきた答えは単純に勝つことではなく，試

する」とも指摘された．そこで MIE 活動である．NIE 同様，当学会員をはじめ
とする私たちドラッカリアンが，外部から協力する形で，教育の場にマネジメ
ントの有用性を伝えていき，その実践を，お手伝いをしていきませんかという
提案である．
「顧客にとっての価値は何か？」は小学生には難しいので，「その人たちを喜

合後も続く顧客の体験価値だった．
グループ内の議論は聞いていないのだが，おそらく野球好き，お酒好きが多
い県民性を承知した上で「試合を見てくれたおじさんたちが，帰りに飲み屋で
盛り上がってくれたら」という声が上がったのではないか．勝てばなおさら，
負けたとしても，果敢に攻めて守り，練習で培ってきたことをすべて出し切る
試合は，点差はどうあれ好ゲームであるし，見ているファンの心を満足させる．
この講座から約 1 年後．伊野商は夏の県予選準決勝で強豪高知高と対戦．相

ばせるものは何でしょう？」といった問いに置き換える必要があるだろう．総
合的学習や課外活動においては顧客を意識する場面が多いので「どうすれば地
域に貢献できる活動になるのか」といった問いも生まれてくるだろう．
筆者の力では，ドラッカーマネジメントの要点を小中高大の各過程で，どう
マッチングさせ分かりやすい形にして学び，実践してもらえばいいのかを，こ
こで詳細に述べることは難しい．だが，そこは楽観もしている．5 月の学会 10
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周年総会で MIE の呼び掛けをしたところ，早速，
「アメリカでは高校生向けの
マメジネント入門プログラムが行われていますよ」と教えてくれるドラッカリ
アンが会場にいらっしゃったからだ．お互いの強みを生かしたネットワークを

を部活用に柔らかく手直しして，問いに対して空欄で答える形にしたが，「問
いの内容が難しくて長い」，「いきなり部員全員で取り組むのは壁が高い」と
いった厳しいお声をいただいた．

生かせばいい．
「自ら考えて動く人」を育てるのが教育の目的の一つだとすれば，
「5 つの質
問」をはじめとするドラッカーの問いは，児童・生徒の頭を刺激して，行動を

入門用として不合格だったが，これにめげず，改良に努めたい．高知県内の
中高では，生徒が自分の活動を記録し振り返るためのノートが既に導入されて
いる学校もある．目標と成果を定期的にチェックする欄を設ければ，さらに生

促してくれるはずである．班活動から部活，文化祭，運動会，ボランティア活動
など，学校の内外で行うさまざまな活動には，ミッションがあるはずだ．何の
ために活動をするのか．自分自身をマネジメントすることを学び，成長したい
と望む子どもたちに，その機会を与えたい．
何とか高校生のうちにセルフ・マネジメントを身につけてもらいたい．とい

徒の成長に役立つのではないだろうか．読者，学会員の皆さんのお力を借りた
い．フェイスブック上に「Mie
（教育にマネジメントを）研究会」ページを立ち
上げたので，ぜひご協力を．
次の 10 年をどうするか．自分の頭で考え，問いを発するネクスト・ドラッカ
リアンを一緒に育てませんか．10 代のうちから自分と組織に対して良い問いを

うのも大学 3 年から就職活動が始まる．そこで失敗しニートとなる若者が発生
するのは，日本の損失とも言える．就活は決まった期間に成果（内定）を出すこ

投げ掛けて実践し，自己刷新を続けていく若者を．実践する若きドラッカリア
ンたちが各地で幕末志士のごとく現れれば，日本の未来は明るいぜよ～！（龍

とが求められる一種のプロジェクトマネジメント．取り組みはまさにセルフ・
マネジメントであり，成長の機会でもある．ドラッカーのマネジメント思想が，
大いに学生たちの助けになるはずだ．
就活を始める前に，
「何をもって覚えられたいか？」
，
「自分を使って何を実
現したいのか？」，「自分の強みをどのような機会で生かしたいのか？」といっ

馬風に）

た，大切な問いを自らに投げかけることの重要性をドラッカーから学んでほし
い．そうすれば，
「就活の目的は何か？」という問いに，
「内定です」と単純に
答えることはなくなる．ドラッカーから刺激を受ければ，「どのような仕事の
ある人生を送るのかを意思決定することだ」とか，
「就活のプロセスごとに学
び，考えて行動していく自分を作り上げていくことだ」といった答えが出てく
るのではないだろうか．
セルフ・マネジメントの習慣を身につける．例えば「経営者の条件」にある，
成果をあげるための「5 つの習慣」
（時間を体系的に管理する，貢献に焦点を合
わせる，強みを生かす，重要なことに集中する，効果的な意思決定を行う）も，
児童・生徒たちの実際の活動の中に取り入れてもらえれば，彼らの自己成長や
夢の実現を助けるツールとなるはずだ．
そこで 2015 年 8 月，高知県内の教育関係者が集まる学習グループで MIE の
デモ講座を行い先生方に試していただいた．高校生を対象にした「夏休みを充
実して過ごすマネジメント」では勉強や家庭のワークを小分けにしたカレン
ダーシートで見える化して管理し，振り返りシートで自己管理する仕組みを示
したところ，高校の先生方から「夏休みは長い．まず 5 月の連休でどうか」，「生
徒は初めて見る様式が苦手．例示や○△×表記を付けては」といったフィード
バックを得た．
「課外だけでなく，教科学習の中に MIE を入れると面白いかも」
と助言してくれた先生もいらっしゃった．
一方，
「部活動にいかに取り組むかマネジメント」シートでは「5 つの質問」

小笠原雄次氏

【参考文献等】
「経営者の条件」
「経営者に贈る 5 つの質問」
「ドラッカー学会年報 Vol．9 文明とマネジメント」から「もし小中学校に『マネジメント』と
いう教科があれば…」
（木之下 浩一）

【略歴】 慶應義塾大学経済学部卒業．高知新聞社入社．記者として社会，政治，経済，学芸
の各部，室戸支局，共同通信出向，東京支社などをへて，ウェブサイト担当，NIE
（教育に新聞を）担当に従事．2014 年 4 月から広告局編成部長．高知ドラッカー
読書会，土佐リーマン同友会などの世話人を務めている．
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To Become a Company That Can Compete in the World

川村 隆

Takashi Kawamura

（株式会社 日立製作所 相談役）

コングロマリットとしての日立
ご紹介いただきました川村です．ドラッカー学会創立 10 周年大変おめでとう
ございます．私どもの会社もやっと創業 100 周年となりました．さて，今日の
お話はタイトルを『世界で戦える企業になる』としました．まず一番目のお話
は事業概要でありますが，申し上げたいことは，われわれの会社は複合会社だ
ということです．コングロマリットで複合会社の形態を好んで採っているとい
うことです．創業の製品は何かというと，電力システムや社会・産業システム，
交通とか水処理であるとか，また高機能材料，例えばモーターを作る時の絶縁
材料なども自分たちで作ってきました．電線も作ってきましたので，そのよう
な基本の高機能材料もやはり創業の製品です．それ以外の製品はだいたい後か
らできてきたものです．創業のころに作ったものをベースに積み上げて，次の
製品を開発するという恰好でやってきました．その中でずいぶんやめたものも
あるのですけど，大事だと思われるもの，あるいは今に至るまで非常に役に立
つと思うものを残して，こんなふうになったわけです．この中で，「製品がこん
なにあって，いったいどうするんだ」ということについて申し上げておきます
と，これはシナジーに使うのです．相乗効果に使うということです．
どういう意味かといいますと，たとえば建設機械という製品があります，こ
れは油圧ショベルとかダンプトラックだとかそういう種類のものです．ダンプ
トラックと言っても，銅の鉱山を運ぶような，あるいは石炭を掘り出した後，
露天掘りした後に鉄道まで運ぶようなものです．このような建設機械は発展途
上国，特に今，道路を造ったりビルディングを造ったりしている国でたくさん
売れるわけです．したがって建設機械は，私たちコングロマリットの中でいち
ばん最初にいろんな国に出かけていく会社なのです．ですから新しい市場を
開拓したいというときの一番手は，われわれのグループでは建設機械の会社で
す．それで相乗効果はどこで出すかというと，二番手，三番手，四番手で行く人
たちがその建設機械の会社に出かけて行って，
「ザンビアはいったいどうなっ
ているのか」
「ガーナはいったいどういう国か」というようなチェックして，そ
れから出かけていきます．それをわれわれは相乗効果と呼んでいます．言わば
フロントランナーですね．誰かがフロントランナーになります．
ですから市場の例で申し上げましたけれど，技術の例もあります．それから
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研究開発から製品になるまでのサイクルが非常に早い会社もあります．例え
ば，今は電気自動車の時代となりましたから，モーターを動かすインバーター
で，非常に小さくてエネルギー密度の高いものを作るのは，従来の産業機器分
野よりもオートモティブシステムのほうが早いのです．ですからここで作った
ものを社会産業システムに使うということになります．インバーターの研究開
発のフロントランナーがオートモティブシステムであり，それを他の事業分野
の部隊が使います．そのような相乗効果を，われわれのメリットにして使う．
というようなことでこういうものを作っております．
ただ「これはちょっと多すぎるんじゃないか」というふうに皆さまはわれわ
れの事業をご覧になると思います．実際，多すぎると思います．やっぱりこん
なに多くある必要はないのです．ですから，この中で本当に世界で戦えるもの
だけを残しつつあるということです．今もさらにこの中から本当に世界で戦え
ない，戦えるかどうか，という基準で事業を落としていこうとしています．落
としてどうするかというと，その人・モノ・カネの資源を引き揚げて，これか
ら本当に伸ばす分野に回すということをやっております．それでもなお，コン
グロマリットをやっている理由は，この間のリーマンショックのときでもコン
グロマリットのほうが，ぺちゃんこにならないで済みました．会社はつぶれそ
うだったのですが，こういう形態にしてなかったら，すぐにつぶれていただろ
うというくらいでした．
リーマンショックが 2008 年に起きたわけですが，2009 年に非常に大きな衝
撃波が来ました．われわれにとって，あれは金融ショックというより需要減退
でした．世界中の需要が二割ぐらいの感じで，実際には二割よりは少ないと思
いますけど，われわれの感じとしては二割ぐらい減った．つまり最初，誰も家
を建てなくなったわけですね，そしてクルマを買わなくなった．それから会社
でも備品を買わなくなった．プリンターから何から全部売れなくなって，「し
ばらくしてから買おう」というようになりました．あの需要減退は私たちには
ものすごく効きました．トヨタ自動車でさえ，営業利益が赤字になりましたね．
あの時は．世界中の人がクルマを買わなくなったからです．したがってその大
きなショックがあったときでも複合事業形態ですと，まったく利益がなくなる
というところまではいかないですね．われわれの例で言うと，営業利益がまだ
少し黒で残っていました．それはやっぱり複合事業の形態のおかげだろうと
思っていまして，したがって悪いところがあっても良いところが若干残って，
全体を少し支えるという意味でこの複合コングロマリットの形態はなかなかい
いところがあるというのが実感です．

自律分散型グローバル経営
次にお話したいのは，これからめざすマネジメントについてです．お手元の
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資料に日立の売上高と人数が書いてあります．2014 年の 3 月の数字で書いてい
ますので国内が 5 兆何千，海外が 4 兆数千と書いてありますが，国内の売り上げ
が 55％，海外が 45％です．それから人は国内で 19 万 6,000 人，海外が 12 万 4,000

ら，財務 1 級が東京に何人いてインドに何人いて，サウジアラビアに何人いる
か，ということを人の名前から経歴から全部含めてそこは整理できています．
したがって，インドの財務 1 級の人がある日突然，東京の財務部長にくるか

人いますので 61％と 39％です．ですから，売り上げと人の比率が合わないです
ね．これはどういうことかというと，まだ日本で作っている製品が残っている
という意味です．国内売り上げが 55％で人は 61％いるわけですから，まだ日本

もしれない．このような世界がそこまできているというところです．実際には
そういうことをやっているのは，今のところ人事勤労の部隊ぐらいですけど，
早くそれを実現して日本の中を多様化したいと思っています．要するに年功序

の中で作って，海外に持って行ってそれに海外で作ったものを継ぎ足して，最
終製品として売っていると．日本の中で製造している分は 30 数％くらいとい
う感じです．したがって将来的にどうなっていくかを考えると，われわれが理
想としているのは「自律分散系」にしたいということです．セールスの形態み
たいにしたいわけですね．

列を壊したいと思っているわけですね．仕事をしてもしなくても，ある年次に
入った人がみんな部長になる．なんていう制度は早く壊したい．本当はわれわ
れの会社では，年功序列は壊れていることになってはいるのですけど，実際に
はみんなの意識が追い付いてこないのです．あっちの部で 1990 年入社の人が
部長になったら，こっちの部も「同じ年次に入った人を部長にしたい」と言っ

今までのように東京から全部指令を出して世界中の会社を動かすというオ
ペレーションでは，到底間に合わなくなりますし，コントロールしきれなくな

てくるわけです．
「どうしてそんなことを言ってくるんだ」という話がしょっ
ちゅう起きるわけです．

るだろうと思っています．今はまだ東京から指令を出しているのですが，この
中で練習をしていこうというのが今のかたちです．欧州では現在，売り上げが
8 , 121 億で人が 10 , 000 人ですが，その欧州に練習台として交通システムの本社
を移しました．したがって今，日本はマザー工場と研究開発部隊だけとなって
いまして，メインはロンドンにあって，社長もイギリス人です．イギリスから

それから残業問題．長時間労働，生産性の低い労働，これも何とかしたい．そ
れはやっぱり外国人を部長に連れてくるに限るのだろうと思っています．彼ら
は必ず 5 時半に帰るでしょうから．そういう多様性を会社に入れていこうとい
うことで，グローバルグレーディングという制度を世界的に導入しました．直
接作業に携わるボルトやナットを絞めたりする仕事をする人以外の間接員はす

全世界を見て，「こういう開発をしてくれ，ああいうことをやってくれ」とい
う指令が日本にくることになります．実際には日本が先に「こういうものを開
発しつつある」ということをロンドンに言ってあるという恰好ですが，徐々に

べてグローバルグレーディングが済んだという状況になっています．

自律分散にしたいのですね．東京でいろんな意思決定をしないで済むようにし
たい．しかし全部はまだまだできない．今はやっと交通システムができるよう
になったというのが実態でして，これをなんとか全体に早く持っていきたいと
思っています．

「グローバル」
「ナショナル」
「ローカル」
そうしたときには，社員を G 社員と L 社員にだんだんと分けていく．グロー
バルを全部やる社員とローカル社員に分けていく．そしてローカル社員を日本
の中，あるいはアメリカの中で，例えばアメリカ人だったらアメリカの中で動
ける社員とアメリカのどこかの地域でずっと一生いる社員に分けたい．だから
G 社員と N 社員と L 社員に分けたいのですね．グローバル，ナショナルとロー
カルと．でもまだ実際にはそこまでは行っていません．まだ行っていないので
入社のときも実際には G になるのか N になるのかわからなくて，みんな入って
くるのですけど，これからはそこをきっちりしたい．給与から何から全部変え
ようとしています．この世界中で今までやったことは，職種別に人を全部分け
るというところまではやりました．したがって世界中の人の中で財務だった

過去の成功へのしがみつき
それから改革の話を申し上げたいと思います．資料の黄色い棒グラフが最終
損益で横軸が年次です．一番左が 1990 年で一番右が 2014 年度です．これをご
覧になっていただくと，2009 年から後ろに赤い枠で事業構造改革継続中とい
うのが書いてあります．ここからわれわれとして事業構造改革をやったという
ことです．実はこの前もやっているのですけども，あまり結果的に成果が出ま
せんでした．ものすごくいろいろなことをやったのですが，あまり成果が出な
かったです．どういうふうに出なかったかというと，黄色い棒グラフで 2008
年度のマイナス 7 , 873 という数字ですが，これが純利益，最終利益，損失です．
7 , 873 億円の赤字で，これは大変恥ずかしいのですが，製造業としてはまだ破
られていない日本記録なのですね．これが 2008 年にありまして，それ以外でも
1990 年から後はじりじりと最終利益が悪くなっています．これが非常に問題で
した．なぜこうなったかはこれからお話をしますが，大きく括ると，
「過去の成
功へのしがみつき」ということです．
過去はこれで会社はちゃんとやれた，利益もちゃんと出た，それと同じこと
をやって何が悪いのか，ロングセラーの製品はこれからもこの後もずっとロン
グセラーで続くだろうと思って，これまでと同じことをずっとみんなで一緒に
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なってやっていました．そうしたらこの黄色い棒グラフのようにじりじりと悪
くなっていきました．そして最後に 2009 年 3 月の決算を締めたら 7 , 873 億円の
赤字になったという話です．このグラフを見ていただきますと，その前に 1999

なっていて，当時の会長の庄山さんとずいぶん相談をしました．結局，私が考
えたのは私がグループ会社に出ていた時の経験は非常に貴重だということで
す．やっぱりグループ会社は物事が速いです．3 , 000 億，4 , 000 億の年間売り上

年にもアジア金融危機がありまして 3 , 000 億円強の赤字，2001 年には IT バブ
ル崩壊があって 4 , 000 億の赤字が出ています．この時にもっと大きな対策が必
要だったとこの絵は表しています．1990 年はバブル最後の年でこれがわれわ

げですので，会社の中の大事な人間は全部わかっている．家族までわかってい
る．それから新営投資にしても，新営投資というのは私どもの言葉なのですが，
人材投資，開発投資とか販売投資の決断がすごく速い．自分の財布の中にいく

れの記録でした．最終利益が 2 , 301 億円，営業利益が 5 , 044 億円でこの数字が
20 年間にわたっての記録だったのですがその後，ずっと悪くなっています．こ
の間いろいろな対策を行ったのですが，成果が出ていないのです．成果の出な
い改革は改革ではありません．だから，この間にちゃんとやらなければいけな
かったのです．

ら入っているのかよくわかっていますから，非常に早く判断してやれる．そう
いうことをグループ会社でやれるのだから，本体の図体の大きいところでも同
じことをやるようにしたいと思ったのですね．スピードというのが非常に大事
です．そのためにはグループ会社を経験した人間がよくて，グループ会社を経
験した人はスピードだけではなくて，多様性も経験しているのですね．例えば

私も偉そうに言っていますけど，1999 年から 2002 年までは日立グループの
副社長をやっていました．ものすごく反省しております．日経新聞の「私の履

アメリカの会社を何年もやってきた人を戻すとかそういう意味です．それで私
は社長で戻る時に「副社長にはこういう人をお願いしたい」ということで，グ

歴書」にも書きましたが，副社長のときはものすごく忙しかったです．東奔西
走して，手帳のスケジュールは真っ黒で，スケジュールは 15 分刻みですが，空
き時間は 5 分も取れないなどとやって喜んでいたわけです．ものすごく忙し
かったのだけれども，髪を振り乱して働いたのだけれども結局，結果はこうな
のです．
「これは何だ？」ということです．2001 年度に大きな赤字が出て，いろ

ループ会社の経験者をメインにしました．外部の人を連れてくるのも案だった
のですが，ものすごく急いで改革をするものですから，外部の人では，100 年も
やっている複雑な会社の中身を勉強するだけで 1 年ぐらいはかかってしまいま
す．1 年はちょっと間に合わないです．7,000 億円の赤字というと，1 日に 20 億，
1 時間に 1 億のお金が出て行くわけですから，出血を止めるのが一番大事だっ

いろな対策をやって人員の対策もやりましたし，いろいろなことを当時考えて
半導体・液晶事業の改革もやったつもりでした．しかし本物ではありませんで
した．そのあとずっと最終利益の黄色い棒グラフが悪いままで営業利益も芳し

たので，中で育った人間で外を見てきた人でやろうとしました．
企業は何のためにあるのかを考えてみると，やっぱり企業は社会の中では
「稼ぐ人」なんですね．企業が利益を出さないことには社会はもたないわけで

くない．この営業利益を均すと 2 ～ 3％にしかなりません．
過去の成功体験をそのまま引きずって，あるいは商品の成功体験，事業の成
功体験を引きずってしがみついて，且つその時の組織体をずっと残して，その
うちだんだんと組織を残すのがマネジャーの仕事だと思う人が出てくるわけ

す．特に日本のような資源を他所から買ってこないといけない国はもちませ
ん．企業がきっちり稼がないといけない．企業が稼いで税金を払ったり，配当
にしたり，給料にする形で社会に還元する，あるいは開発投資として還元して
いく．それで社会の富が成り立っていくわけであって，稼ぐ力がない企業は存

です．いろいろな改革を考えるときに「自分の部を残すのが部長の責任だ」と
思うような人がでてくる．こういうときが一番危ないです．世の中のほうはガ
ラガラと動いているわけですから．先ほどのように IT 危機で世の中が変わり，
リーマンショックで世界中の需要がぐんと減退するというようなことが起きる

在意義がありません．これはもう社会にぶら下がっているだけなので，企業が
稼ぐ力を取り戻さないといけない．じゃあ，その時に経営者の役割は何か，わ
れわれは議論したわけです．

わけで，そういう事態にとても耐えられなくなります．ですから赤字黒字ギリ
ギリでやってきた事業はこの 2008 年度のリーマンショックで全部やられて最
終赤字がこれだけ出てしまった．それでも営業利益は 1 , 200 億円ほど残ってお
りました．この大きな赤字にまみれた部門をどうしようかというのが，2009 年
からの新しい経営陣の仕事でした．

経営のスピードと多様性
その時に私は社長で戻ったのですが，その時に人事に関しては非常に気に

経営者の役割
経営者の役割は「経営の専門職」としてちゃんとやることだろうなと．会社
の顔としてふるまう仕事もたくさんあって日本の場合，不必要なほどあるわけ
ですが，そこは申し訳ないけど削ってでも「経営の専門職をやろうぜ」という
ことで決心をしました．例えば，行事には全部は参加しない．営業は真っ赤に
なってお客さんの信頼はどうするのか，だとか言ってきます．開所式とかなん
とか式とか山のようにありますが全部は出ずに選んで出ます．財務の人は財務
の「専門職」
，調達の人は調達の「専門職」であるように，社長は経営の「専門
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職」を全うできなければだめだと．
つまり，ある期限を切って，それで収益が回復してこなければクビです．と
いうことです．社長の椅子に座っているだけの人はだめだね．というふうにし

越えた事業でも残存者利得が取れそうなものはいいのです．世界の中で私たち
と GE とシーメンスだけが残って，あるいは 2 社くらいしか作れなくて，残存
者利得をあと 10 年取れるのだったら残しておく意味があるのです．そうでな

ました．それは日立の連結グループ会社の長である社長でもそうですし，それ
に私がなったわけです．日立は持株会社でやっていますので持株会社の社長が
その下に並列でずらっと並んでいるわけです．グループ会社の社長たちにも申

くて，陳腐化してただ単に何番目にくっついて走っているだけの事業は山を越
えて収益が悪くなってきて，不良が出始めてというものに関しては，いつ止め
るかをきちんと決めて，お客様にも全部話をして，「代替の製品はこれですよ，

し渡しました．「あなたは経営の専門職だから椅子に座っているだけじゃだめ
だからね」
「結果を必ず出すこと」
「経営の専門職ですから業績もきっちり戻さ
ないとクビ」それを監視する人もずいぶん考えました．それが取締役会であり，
そこで監視誘導するようにしているわけです．一番大事なのは社長の意欲で
す．気持ちです．意思です．そこが一番大事です．

他社だとこういうものですよ」ということを全部やってたたんでいく．そこで
人・モノ・カネ・情報の資源をもっと伸びるほうに移していくということをや
ろうとしています．これは「平時の改革」．赤字脱却の終わった後，この平時の
改革が一番大事だと思って進めています．しかし実態は非常に難しい．本社で
も製造部門でも会社の中のあらゆる現場で，なんとなくこれまでの仕事のやり

「国民体育大会」と「オリンピック」

方を続けたがる．ずーっと続きたがる．やっぱり前と同じことをやるのが楽な
のですよ．ですから「平時に改革しろ」というのはものすごくエネルギーがい
るのですけれども，それが今，大事な仕事になっています．

それから申し上げますのは，2014 年度の売上高が 9 兆 7 , 600 億円，営業利益
が 6,005 億円．ここで何をいいたいかというと，6,005 億円で営業利益率は 6.2％
ですが，この 6 . 2％は「国民体育大会」の数字であって「オリンピック」の数字

6 人による意思決定

ではないということですね．要するに国際基準ではないということです．われ
われのコンペティターは GE にしてもどこにしても営業利益率で 10％は出しま
す．ROE にして 10％ぐらいは出すわけですから営業利益率で 10％は超えてい

「経営改革について」というのが本番のお話ですが，横軸に年度を取って，一
番左上に執行役兼会長で私の名前がありますが，社長兼会長兼務にしてもらい
ました．毎日お金が流れ出しているものですから，したがって意思決定を一人

く．それくらい行かないとオリンピックに出られません．世界で戦えません．
赤字から脱却する期間は赤字脱却に専念したわけですが，今は世界で戦えると
ころに行こうと言っていまして，2015 年が終わったところで 7％に上げて，そ
こからどういう計画を作るかを考えて今やっております．まずは 10％にした
い．これはものすごくしんどいですね．いろんなしがらみをかなり切ったので

でやらないと．意思決定に時間がかかって会長と社長の間で意見が揺れ動いた
りするともうだめだということで，一人で最終決定はやろうと．ただ一人では
やりきれないので，実際には 6 人で最終決定はやりました．副社長が 5 人いまし

すが，まだまだ残っているのがいっぱいあります．
先ほど，この 20 年間，過去の成功のままにやってきたというところで，だん
だん会社が重くなるのですね．いろんなものが重くなる．今年だけの経費とし
て計上したものが，いつの間にか毎年残っていたりします．寄付やなにかも大
学の 100 周年記念で寄付したら次は 110 年記念もとか，わかりやすい例もあり
ますが，もっと内部的なわかりにくいのがいっぱいありまして，いろいろなも
ので重くなって船はだんだん沈んでいくというものなのです．これはもう，あ
りとあらゆる時を捕まえていろいろなものを廃棄していかなければいけない．

計画的「廃棄」
一番大事なのは，普段から「山を越えた事業」をいつ廃棄するのかを計画的
に考えておかないとだめだということです．まだ伸びる事業はいいです．山を

たので，アメリカから戻してきた中西副社長，三好副社長とか全部で 5 人．私を
入れて 6 人．大事な意思決定は 6 人でやることにしました．当時 32 人いた専務
とか常務は 1 年間無視したのですね．これは非常に乱暴ですが早くやらないと
いけないのでそうしました．1 年後には一人しかいない弊害もいろいろ目立っ
てきましたので，会長と社長を分けました．社長を中西さんにやってもらって
会長を私がという恰好に分けましたが，前にやった改革に効き目がなかったの
は，やっぱり一つやってその結果を見て様子を見て，ハイ次とならなかったこ
とだろうと思います．だから，いろいろな改革を同時並列でやりました．いろ
んなことをいっぱい 2009 年，2010 年にやりました．例えば 2009 年の中頃に公
募増資をやりましたが，これはやるだけでも大変なのですね．あと 2，3 日後の
「私の履歴書」にも出てくるのですけれども，しこたまアメリカ人に怒られまし
て，機関投資家っていうのはさすがにその会社のことを分かっています．外国
人投資家と議論するのはものすごく大事です．日本の機関投資家は分かってい
るのですけど，遠慮してなにも言わないです．これは非常に良くないと思いま
す．外国人投資家が言うに「10 年前にもお前の会社にアラームを出した．こう
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いう事業はもうそろそろ（やめたほうが）いいのではないか？」
「放っておくと
ゾンビ事業になるよと言っただろう？やっぱりなっているだろ」つまりこのと
き赤字になっていた事業をさしていうわけです．こちらからもテレビ事業だと

して，それ以外に地元に残りたい人にはわれわれが売り渡した会社のほうと交
渉して．その前に事業を売り渡す契約をするところまでが大変なのが日本．労
働の流動性がないので，成熟産業から成長産業へと人を移すことが日本の中で

か自分たちも改革しようとしていますからと説明しても「10 年前にやっていれ
ばこんなことにならなかったのだ」と言われます．公募増資だけでもへとへと
に疲れたのですけど，このころにカンパニー制の導入，IR Day の開始をしてい

は素早くできないのが，改革のものすごく大きな足かせになっていて，ここは
相当に企業側で決心してやらないと海外に比べて辛いところ．ですが，それを
やったほうがズルズルっといって最後に全部ぺしゃんこになるよりはまだいい

ます．

んですね．同じように日立金属と日立電線の合併についても，この日立電線と
いうのはわれわれと同じころに創業した由緒ある会社でして二代目の社長がゼ
ロから作った会社なのですがこの 5 年間赤字なのです．私と三好副社長でいろ
いろやったのですが，今いる人たちでは無理だということで日立金属にくっつ
けました．日立金属株式会社の電線会社としました．そうしたら日立金属流の

「100 日プラン」の断行
これには理由がありまして，それは会社の中で日立本体が持っている事業の
成績がいちばん悪かったということです．日立本体は持株会社ですが純粋持株
会社ではなく，事業持株会社にしています．その理由は純粋持株会社にしてお
くと，そのうちに本当の事業から遊離してしまってチェックできなくなるだろ
う，ある程度自分で事業を持つのがいいだろう，ということで事業持株会社に
してあるのですが，その事業持株会社がもたれあいで非常に良くありませんで
した．日立製作所という大きな懐の中に 6 つぐらいの大きな事業がありました
から，いい事業にみんなもたれるのですね．バランスシートから何からきちっ
と分けていなかったので，ここで事業を全部独立させてインターナル・カンパ
ニー制にして，バランスシートも全部分けて，借金がいくらあってというのも
全部出すようにしました．そして，2010 年 5 月に IR Day というインベスターリ
レーションの株主説明会，機関投資家への説明会にインターナル・カンパニー
の社長に説明をさせました．機関投資家が来て「お前は去年こうすると言った
じゃないか，さっぱりできていないじゃないか」
「売り上げが増えたけど利益
が出ないのはどういうことだ」とかいろいろ言うわけです．そういうことも外
からチェックされるということにして改革を促していきました．こういうこと
を同時並行でやっていって，例えば代表的なのはテレビ事業で日立プラズマ宮
崎工場売却だとか，2012 年に自社生産終了とかありますけど，4 月 1 日から発
足して 100 日での間に大事な項目は全部やるぞということでやり方も決めて，
「100 日プラン」と称して進めていきました．テレビ事業の撤退は 2009 年 4 月に
やるぞと決めて 9 月に公表しているのですが，全部終わったのは 2012 年の 8 月
で 3 年もかかっていてこれはやっぱり大問題です．仕事をたたむときの大問題
で，要するに労働の流動性だとかいったものがものすごく邪魔をしているわけ
です．海外のテレビ事業は 1 年足らずでチェコも中国も工場を閉めましたし，
世界中の販売網も 10 か月程度で全部できました．日本は 3 年何か月もかかるわ
けです．これはやっているほうもくたびれてしまうわけです．人の異動も日立
に残りたい人，外に出てもいい人，地元に残りたい人に分けて日立に残りたい
人は再教育して，家も変わってもらって，九州だ，北海道だ，関東だと再配置を

合理化が進んで，ある程度のシナジーも効いて会社のサイズは 2/3 くらいにな
りましたけれど，立派に黒字化しました．このときは諸先輩，特に電線の先輩
には大変に言われました．私が覚えている電線の古いお爺さんが生きていたら
えらいことになったと思います．でもそれでも生き残りたい．世界で何とか戦
えるところで生き残っていけるように製品に関してはかなり絞ってきました．
あと三菱重工と合併した三菱日立パワーシステムズもずいぶん考えました．火
力事業をどうするか．日本の国内の電力会社が大きな経営改革を進めておりこ
れからも進むわけです．世界に出て行く事業として考えても海外の会社と比
べると国民体育大会レベルで，ある一部の国の特殊な製品でしか勝てません．
GE やシーメンスとくっつく案もいろいろ検討しましたが，それよりは製鉄事
業を一緒にやった経験のある三菱重工とやろうということにしました．私と三
菱重工会長の佃さんで大きな方向性を決めていったわけですが，製鉄機械を日
立と一緒にやるときに大変苦労された宮永さんが今，三菱重工に戻って全体を
指揮されていますからそこはやりやすかったです．やっぱりグループ会社に出
て，小さなところで俊敏にいろんな改革した人が本体に戻るのはとてもいいこ
とです．これは三菱重工の例ですが．ただ最大の問題は資本比率を見てチェッ
クすると 65 対 35．これは泣けてくる．運転席に座れないということですから．
助手席なわけです．われわれは．助手席でいいのかという問題です．諸先輩は
助手席ではよくないと言います．やっぱり自分が運転席で小さい車でもいいか
ら自分で運転したいというわけです．だけど「そうすると，10 年くらいすると
会社は跡形もないよ」と説得しました．われわれが三菱と一緒になれば全部は
残れないかもしれない．だけど日立が得意な中小型ガスタービンは残る．大型
のガスタービンは三菱重工が強いけれど世界中が大型を買うわけじゃないで
すから．小型で入っていって後で大型を売るわけで．例えば最初にオートバイ
を売って，次に乗用車を売るようなものです．「どこかの国に入っていくとき
にはオートバイがいるのだ，われわれはそのオートバイを持っているのだ」と
いろいろ説得してこのようになったのが去年．今年の受注は大変好調で，新し
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世界で戦える企業になる

389

い会社は順調に船出していますけどこれからどうなるかは大変です．ただ，そ
れでも世界で戦えるギリギリのところまできました．私も自分の出身の日立工
場に行ってグリーン色をした日立会社の人と，薄いイエローの三菱日立の人が

ですから「大学卒を何百人も採用して，どうして営業利益が 4％とか 5％とかし
か出ないのですか？」
「どうしてその出ないところで満足しているのですか？」
という質問を毎回されるわけです．これはなかなか大変です．すぐには答えき

両方混じって食堂でご飯を食べているのを見ると，多少複雑な気持ちになりま
すが，世界で戦うために作った会社としてはああいう形しかなかったと思いま
す．そのようにいろんなことをやってきました．

れない．「それは次回答えます」とかやるわけですけど（笑）
．逆に，取締役会で
海外の社外取締役から責められながらも提案が通れば「この提案は世界で通用
するな」という安心感にもなりますし，執行役の教育にもなります．いろんな

経営者の正当性
次に委員会設置会社ということで取締役会という経営全般の監査をするシ
ステムを 2003 年に作りましたが，形だけになってしまって反省しています．こ
の時は海外の投資家の声に負けて渋々やったのです．このシステムに魂を入れ
ようと 2011 年に切り替えました．しかしながら，2003 年に取締役会は監督で
執行役は執行で，そのためにスピードのある経営ができて，且つ，取締役会は
会社の不祥事監査だけではなくて企業価値の向上というところに関して執行
役を監督すると切り替えたところは非常に良いところだったと思います．つま
り，どんな人も上にチェックする人がいないと何年，何十年か経つと非常に緩
むわけで問題が出るわけです．汚職もでるかもしれません．自分と違う人間が
自分をチェックしているのだということをいつも意識しながらやらないとだ
めなわけで，しかもチェックする人は企業価値の向上というところをチェック
するのです．言い換えれば，今の社長はちゃんと働いているか，業績が持続的
に上がってきているかをチェックするわけです．業績が上がってこないときは
社長のクビが切れるようになっているということです．各委員会の過半数は社
外取締役ですから，社内論理でいろんなことをやろうとしてもそれが企業価値
を上げることにつながらなければできません．強引にやろうとしても，指名委
員会で社長を解任と決めたらその提案が取締役会に上がって，社長の選任・解
任ができてしいます．これは大事な制度だなということで大いに利用しようと
思い，取締役会の構成変更をやりまして，外国人をこの時に 3 人入れました．
2014 年 6 月には社外取締役 7 名にして，社内を 3 名＋ 2 名にして，したがって社
内出身の人がいくら 5 名で結束しても 7 名の社外には勝てないようにしました．
何故かといいますと，指名委員会と報酬委員会だけではまだ心配だったからで
す．本当に社長を解任できるのかと思いまして．社内論理でいくら通そうとし
ても社外が全員結束すれば社長をクビにできるし，新しい社長も就けることが
できるというようにしました．実際にそのようなことが発令されるのがいつの
ことかわかりませんが，そのようなことをいつも感じながら社長が経営をする
のがとても大事だと思います．取締役会はそのような構成にして，かつ社外の
外国人を入れたために二か国語でやらないといけなくて，同時通訳が必要で非
常に面倒ですがそれを補う効果は出ています．外国人のかれらは物言いが率直

意味で利用してきました．取締役会を利用して，私の意見を通すということも
やりました．やっぱり今までと違うことをやろうとすると，社内の抵抗勢力を
どうやって説き伏せるかが相当大変で，いろんな形で抵抗されるわけですが，
それらを撃破していくためにも取締役会を利用してきました．

Social innovation it's our future
最後になりますが，テレビで「この木 何の木」の歌と一緒に出てくるハワイ
の木なのですが，これはアメリカ・ネムノキです．これは非常にいい木でして，
皆さんハワイのホノルルに行かれたら，ホノルル空港から街に行く途中の公園
の中にありますので，ご覧になっていただくとおもしろいです．10 月頃には，
ピンクの花が咲いています．この木のいいところはいろんな大きな枝がありな
がらも，ちゃんと風通しが良いところです．この風通しが良いというのが非常
に大事でして，いろいろな事業を複合でやっておりますので，どこかの事業が
のさばったり，あるいはいちばん伸ばしたい枝の前に，日光をふさぐような枝
がいっぱいあったりすると，こういう木はよくないのですね．手も入れている
のでしょうけど，風通し良く向こう側が見える木のようにグループ全体を運営
したいという思いもあって，これを日立の樹にしてメンテナンス費用を払っ
て，画像を使ってテレビでやっているわけです．テレビでやっているときはこ
の絵と一緒にいろんな言葉が出てくると思いますが，Social innovation it’s our
future という言葉が出てきます．
これはわれわれが次の時代の商売はこれでやるぞというものです．Social
innovation it’s our future．例えば，今までは鉄道をお客様に買ってもらうとき
も，車両だとかモーターだという風に製品を単独で売るという形でしたが，信
号から運行システム，情報システムまでハードウェアと一緒にして，また，バ
ス運行データや鉄道会社とも連携してビッグデータに近いものにしてより良
いサービスを提供し，社会をより良くしていくソーシャルイノベーションビジ
ネスにしていくというものです．これをいま社内でも啓蒙しているところで
す．その鉄道事業がわかりやすいのですが，そのようなことを 2009 年の社会イ
ノベーションへの集中ということで発表しました．赤字退治をしようとするば
かりが大事だとみんながそっちの方向にいってしまって，将来方向を見誤るの
ですね．赤字退治ばっかりで暗くなって．ですからなおさら「この赤字退治の
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あとはこれで飯を食うぞ」と言ったわけです．特に強く言ったわけです．Social
innovation it’s our future とは社会イノベーション事業への集中ということで
あります．実際にはあらゆる事業でそういう大きなサービスを売るところまで
はまだいけていませんが．これから加速度的に増えると思います．ハードウェ
アだけではなくて IT と本当に融合したところで生きていくのだということを
言い続けています．
われわれの会社としては，
「山を越えた事業」を静かにきちっとたたむとい
うことに合わせて，
「次の方向はこれだから，自分の事業もこれに合う方向で
考えるように」ということで今やっています．時間の配分が悪くて教育とかグ
ローバル成長戦略のお話はできませんでしたが，オリンピックの世界規格の会
社になりたいと思っています．売上はそれほど増やさなくてもいいと思ってお
ります．売上は雇用とリンクしていますから，やっぱり売上を伸ばすというの
は雇用を増やすという意味で非常に大事でありますが，売上を伸ばす方向だけ
に偏って注力すると会社がガタガタになりますので，まずは稼ぐ力を大事にし
て，今から 10 年，20 年経った後の企業価値と社会価値の両方取れる仕事をやら
ないといけなくなるでしょう．企業価値は大いに稼いで社会価値になるような
分野に企業が出て行かないといけなくなりますが，われわれはまだまだそのよ
うな実力がありません．今，いろいろな NPO がいろいろな社会実験をやってい
ますが，国全体を薄く広く支えていくような活動は企業が共同でやっていくべ
きものだと思っています．社会価値を全体的に持ち上げていくような仕事にも
企業は乗り出さないといけないと思いますが，それは第二として，まず，われ
われは世界で戦える企業になろうと思っております．皆様のところにも私ども
の会社の人間が現れて，いろんなことを言ったりすると思いますが，ぜひよろ
しくお願いしたいと思います．では，このあたりで終わりたいと思います．あ
りがとうございました．
【略歴】 1962 年 3 月 東京大学工学部電気工学科卒業後，株式会社日立製作所入社，
2003 年 株式会社日立製作所取締役，日立ソフトウェアエンジニアリング株式
会社取締役会長，日立プラント建設株式会社取締役会長，日立マクセル株式会社
取締役会長等を歴任，2009 年 4 月，株式会社日立製作所代表執行役 執行役会長
兼執行役社長に就任．2014 年 6 月 同社相談役．
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学会 10 年の歩み

11 月25 日

学会 10 年の歩み
The Drucker Workshop’s Decade’s History

［2005 年］
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年報『文明とマネジメント』第 1 号刊行．

［2008 年］
1 月16 日

ドリス・ドラッカー氏，アイラ・ジャクソン氏（クレアモント大学院大学ドラッ
カー・スクール学長を迎え，「ドラッカー夫人を囲む会」を 48 名の出席で，リー
ガロイヤルホテル東京（東京都新宿区）にて開催．

5 月15 日

韓国 PDS（ピーター・ドラッカー・ソサエティ）の要請で，本会会員 田中弥生氏
が「リーダーシップ・コンファレンス」で講演．

11 月 9 日

設立準備委員会（東京都目黒区）開催．

5 月17 日 「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」が小林規威氏（慶応義塾大学名誉教
授）を招き，特別公開講座「日本の国際化企業――国際化と経営パフォーマンス」
を開催（日立総合経営研修所本郷研修所）．

11 月11 日

ドラッカー逝去．

5 月25 日

11 月 19 日

ドラッカー 96 回目の誕生日に合わせ，学会が正式発足．会員募集を開始．初代代
表に上田惇生氏が就任．

学士会館（東京都千代田区）にて，第 3 回総会・講演会・懇親会 を開催（95 名参
加）．

6 月11 日
～ 13 日

クレアモント大学院大学ドラッカー・インスティテュート主催にて 2008 ドラッ
カー・ソサエティ・グローバル・シンポジウムを開催．本会から 6 名が参加．ドラ
ッカーのブロンズ像を授与される．

8 月26 日
～ 27 日

韓国ピーター・F・ドラッカー・ソサエティ（PDSK）開催のイノベーション・ア
ワード授与式・国際会議に谷崎敏昭氏が出席．ドラッカー・ソサエティとの協力
関係についてスピーチを行う．

5月 7日

後の会員二名がクレアモントにドラッカーを訪れ，本人に学会設立の承認を受ける．

［2006 年］
2月 1日

ドラッカー学会 HP を開設．

5 月13 日

第 1 回総会及びドラッカー追悼懇親会（リーガロイヤルホテル東京〔東京都新宿
区〕）開催（98 名参加）．

6月 7日

韓 国 ピ ー タ ー・F・ ド ラ ッ カ ー 協 会 主 催 の Peter F. Drucker Memorial
Symposium & PDS Manifesto Declaration Ceremony に，本会理事の坂本和一
立命館大学教授が参加，記念講演を行うとともに相互協力と交流に関する覚書
（MOU）を締結．

10 月 9 日

ドラッカーと親しかったサイモン・クチャー＆パートナース社ヘルマン・サイモ
ン氏の特別セミナー「21 世紀の隠れたチャンピオンに学ぶ」を開催（14 名参加）．

11 月 3 日

クレアモント大学院大学のドラッカー・スクールのクレイグ・ピアース氏による
ワークショップ「シェアード・リーダーシップ」アメリカンクラブにて開催（37
名参加）．

11 月19 日

韓国ピーター・ドラッカー協会からのゲストもお迎えし，第 1 回大会（早稲田大学
小野記念講堂及びリーガロイヤルホテル東京（東京都新宿区）
）開催（110 名参加）

11 月19 日 『マネジメントとは何か』配布．
［2007 年］
5 月19 日

国立大学法人小樽商科大学札幌サテライト及び札幌全日空ホテル（北海道札幌
市）にて，伊藤雅俊氏（株式会社セブン & アイ・ホールディングス名誉会長，本学
会員），エリザベス・ハース・イーダスハイム氏を迎え，71 名の参加によるドラッ
カー学会第 2 回総会・北海道大会を開催．

6 月25 日
～ 27 日

ドラッカー・インスティテュート 主催の「ドラッカー・ソサエティ・グローバ
ル・シンポジウムに本会から三名が参加．

9 月14 日

韓 国 ピ ー タ ー・F・ド ラ ッ カ ー 協 会 主 催「2007 Peter Drucker Innovation
Award 授与式」に上田惇生代表，他 5 名が参加．ドラッカー思想と実践・発展に
関し，相互協力と交流を確認．

11 月25 日

第 2 回大会（早稲田大学小野梓記念講堂）開催（137 名参加）．高木直二氏，野中郁
次郎氏等が講演．

11 月19 日

第 3 回大会（立命館大学朱雀キャンパス〔京都市中京区〕）開催（106 名参加）．

11 月19 日

年報『文明とマネジメント』第 2 号刊行．

11 月29 日 「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」が近藤健彦氏（明星大学経済学部教
授）による公開緊急講演会「金融危機の本質と動向を考える」を開催（日立総合
経営研修所本郷研修所）．
12 月 3 日

名誉会員ヘルマン・サイモン氏（サイモン・クチャー＆パートナーズ CEO）公開
授業「脱・市場シェア主義」
（東京大学大学院情報学環・学際情報学府共催，東京
大学情報学環福武ホール）．

［2009 年］
5 月 17 日

第 4 回ドラッカー学会総会・講演会・懇親会を早稲田大学小野梓記念講堂及びリ
ーガロイヤルホテル東京（東京都新宿区）で開催（137 名参加）．

5 月20 日
～ 22 日

クレアモント大学院大学ドラッカー・インスティテュート主催でドラッカー・ソ
サエティ・グローバル・シンポジウムが開催．本会から 3 名が参加．

7 月 4 日 「グローバリゼーションとマネジメントの役割」
（ドラッカー生誕 100 年記念シン
ポジウム．淑徳大学共催，淑徳大学サテライトキャンパス）を開催（92 名参加）．
10 月12 日

ドラッカー生誕 100 年を記念し，「高校生にドラッカーを贈る」プロジェクトを
開始．第 1 回として 100 冊のドラッカーの著書を日本国内 100 の高校図書館に贈
呈した．合わせて希望校の募集を開始．

10 月25 日

第 4 回ドラッカー学会函館大会（ドラッカー生誕 100 年記念大会）を，152 名出席
で五島軒本店にて開催．

11 月14 日

淑徳大学大学院・ドラッカー学会共催 P. F. ドラッカー生誕 100 年記念シンポジ
ウム II「ドラッカーとネクスト日本型経営」を 181 名出席で開催（淑徳大学みず
ほ台キャンパス）．
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11 月19 日

年報『文明とマネジメント』第 3 号（生誕 100 年特別記念号）刊行

12 月13 日 「次なる知識社会に向けて」
（P. F. ドラッカー生誕 100 年記念講演会，早稲田大学
ビジネススクールと共催，早稲田大学早稲田キャンパス 11 号館 505 教室）開催
（266 名参加）．遠藤功氏（ローランド・ベルガー会長），伊藤雅俊氏（セブン＆ア
イ・ホールディングス名誉会長），アイラ・ジャクソン氏（クレアモント大学院大
学ドラッカー＆マサトシ・イトウ・スクール学長）らが講演．
［2010 年］
4 月15 日
～ 7月22日

クレアモント大学院大学ドラッカー・インスティテュート主催でドラッカー・ソ
サエティ・グローバル・ネットワーク・シンポジウムが開催され，本会から理事
一名が参加．

5 月22 日

第 5 回ドラッカー学会総会・講演会・懇親会を早稲田大学小野梓記念講堂及びリ
ーガロイヤルホテル東京（東京都新宿区）にて開催（169 名）．仙石通泰（三技協）
氏，岩崎夏海（作家）氏，柳井正氏（ファーストリテイリング）らが講演．
ドラッカー学会の社会貢献事業「高校生にドラッカーを贈る運動」の一環として
埼玉県立高等学校全 144 校への書籍寄贈（各校 2 冊）に対し，「県立高等学校への
書籍寄贈に関する感謝状贈呈式」が行われ，埼玉県教育局・前島富雄教育長から
感謝状を授与される．

11 月19 日

年報『文明とマネジメント』
（「次なる知識社会の展望）第 4 号刊行

11 月14 日

第 5 回大会（名古屋（愛知県産業労働センター「ウインクあいち」大会議場）イノ
ベーションの新展開）
（共催／（社）中部産業連盟）開催（95 名参加）．林衛氏（ア
イ・ティ・イノベーション代表取締役社長），竹内弘之氏（中部産業連盟副会長），
木村徹氏（国立大学法人名古屋工業大学教授）らが講演．
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11 月19 日

年報『文明とマネジメント』
（ドラッカー・スタディーズへの展開）第 6 号刊行．

11 月19 日

記念シンポジウム「断絶」
（明治大学文明とマネジメント研究所共催）開催（80 名
参加）．土屋恵一郎氏，阪井和男氏らが講演．

12 月17 日

ドラッカー学会・淑徳大学国際経営・文化研究科共催シンポジウム「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営の再生」を淑
徳大学池袋サテライトキャンパスにて開催．小仲正久氏らが講演．

12 月19 日

ドラッカー学会・明治大学文明とマネジメント研究所共催リーダーシップ・セミ
ナー「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」
を明治大学国際総合研究所内研修室にて開催．

亜細亜大学でドラッカー学会寄付講座 経営特講Ⅰ開始．

5 月20 日
～ 22 日

5 月27 日

学会 10 年の歩み

［2012 年］
3 月18 日

ドラッカー学会・明治大学文明とマネジメント研究所共催シンポジウム「ドラッ
カーの警鐘を超えて」を明治大学国際総合研究所にて開催（59 名参加）．

4月 1日

新代表に三浦一郎氏就任．

5 月26 日

第 7 回総会・講演会（早稲田大学小野梓記念講堂）開催（約 106 名参加）
．ブルー
ス・ローゼンステイン氏，ジョゼフ・リー氏らが講演．

5 月26 日

年報『文明とマネジメント』
（断絶の時代のマネジメント）第 7 号刊行．

11 月23 日

第 7 回大会「実践への第一歩」
（静岡県浜松市）開催（約 491 名参加）．長有紀氏，
志村なるみ氏，遠藤功氏らが講演．

11 月23 日

年報『文明とマネジメント』
（知識労働者の条件）第 8 号刊行．

12 月15 日

淑徳大学と共催でシンポジウム（ドラッカーの警鐘 日本の経営再考――オース
トリア学派の巨匠ドラッカーとシュンペーターの視点から）を開催．

［2013 年］

12 月 1 日 「高校生へドラッカーを贈る運動」の一環として，山梨県教育委員会へ山梨県立
高校・支援校 40 校分の図書 80 冊を寄贈．

4 月13 日

ドラッカーの窓から明日を考える研究会がその研究成果を『ドラッカーとシュン
ペーター――資本主義の未来をいかに見てきたか』
（高陵社書店）として公刊．

12 月 4 日 「ポスト・ピーター・ドラッカー生誕 100 年記念シンポジウム」
（淑徳大学池袋サ
テライトキャンパス）開催（98 名参加）．

5 月25 日

第 8 回総会・講演会（早稲田大学小野梓記念講堂）開催（約 107 名参加）
．野田一
夫氏，渋沢健氏，ヴィンフリード・ヴェーバー氏らが講演．

［2011 年］

5 月25 日

年報『文明とマネジメント』
（視座の定点と変遷）第 9 号刊行．

5 月14 日

年報『文明とマネジメント』
（イノベーションの新展開）第 5 号刊行．

10 月 3 日

5 月14 日

第 6 回総会・講演会（早稲田大学小野梓記念講堂）開催（158 名参加）．小林陽太
郎氏，茂木友三郎氏らが講演．

明治大学リバティアカデミーにおいて文明とマネジメント研究所・ドラッカー学
会共催のオープン講座 2 回シリーズ「教養としてのドラッカー―ドラッカーがこ
の世界について教えてくれること」開講．

9月 1日

明治大学文明とマネジメント研究所との研究連携を開始．同研究所に事務局を移
転．

10 月 4 日

明治大学リバティアカデミー「教養としてのドラッカー――今，ドラッカーを学
ぶ意味」開講．

9月 1日

早稲田大学ビジネススクールとの連携プロジェクト「ドラッカー経営思想研究部
会」設立．

11 月16 日

9 月11 日

第 6 回大会（北海道旭川市）開催（旭川ターミナルホテル（北海道旭川市），116 名
参加）．

第 8 回大会「『社会の絆をいかに創造するか』――多元社会の組織の原理 マネジ
（福岡県福
メントの課題・責任・実践 企業は NPO に学び，NPO は企業に学ぶ」
岡市）開催（約 75 名参加）．奥⽥知志⽒，藤屋伸⼆氏，⻑⾕川房⽣⽒，牧野恵美氏，
牧野洋氏らが講演．

9 月11 日

ドラッカー入門講座（明治大学文明とマネジメント研究所主催）開講．

11 月16 日

年報『文明とマネジメント』
（個，社会，コミュニティ）第 10 号刊行．

9 月12 日

ドラッカー学会の事務局を明治大学文明とマネジメント研究所に移転（東京都千
代田区神田小川町），HP にて発表．同日，本会創立以来代表を務めた上田惇生氏
が退任し，学術顧問に．藤島秀記理事が代表代行．

［2014 年］
5 月24 日

第 9 回総会・講演会（明治大学リバティタワー）開催（約 130 名参加）．猪狩誠也
氏，飯島延浩氏，内藤孝司氏らが講演．
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9 月19 日
から 15 回

立命館大学経営学部（経営学特殊講義（ドラッカーの思想と経営：ドラッカー学
会協力講座））開催

活動報告

【第 1 号議案】第 9 期事業報告及び決算関係書類承認の件

事業報告書

10 月 1 日 『ドラッカー――人・思想・実践』
（文眞堂）発刊．
10 月 3 日

明治大学リバティアカデミーにて，文明とマネジメント研究所との共催企画「教
養としてのドラッカー」開講．

11 月15 日

第 9 回大会（宮城県仙台市 TKP ガーデンシティ仙台勾当台）開催（103 名参加）．
大山健太郎氏（アイリスオーヤマ代表取締役社長），西條剛央氏（早稲田大学大学
院商学学術院客員准教授），岩崎夏海氏（作家）らが講演．

11 月15 日

年報『文明とマネジメント』
（マネジメントの新領域）第 11 号刊行．

［2015 年］
5 月23 日

第 10 回総会・講演会（伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール）開催（120 名
参加）．川村隆氏（株式会社日立製作所相談役），田中弥生氏（国際公共政策博士
独立行政法人大学評価・学位授与機構准教授），尾崎健一氏（臨床心理士株式会
社ライフワーク・ストレスアカデミー代表取締役）らが講演．

9 月19 日

第 10 回大会（帯広）開催（約 80 名参加）
．柴田憲次氏（ホーマック元会長）
，瀬戸篤
氏（小樽商科大学大学院教授）
，野村文吾氏（十勝バス代表取締役社長）らが講演．

10 月 1 日
から 15 回

立命館大学経営学部（経営学特殊講義（ドラッカーの思想と経営：ドラッカー学
会協力講座））開催

10 月24 日

ドラッカーの小さな学校開校

11 月21 日

学会 10 周年記念ものつくり大学大会（埼玉）

397

2014 年 4 月 1 日から
2015 年 3 月 31 日まで

Ⅰ . 庶務事項
会員数

前年度末

入会者

退会者

年度末

522 名

31 名

13 名

540 名

Ⅱ . 運営組織の状況に関する事項
1 . 総会
①開催日時
②開催会場
③出席者数
④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

2014 年 5 月 24 日（土）
東京都千代田区神田駿河台 「明治大学リバティタワー」
117 名

第 8 期事業報告及び決算関係書類承認の件
第 9 期事業計画案及び収支予算承認の件
規約一部改正承認の件
第 9 期役員承認の件

その他
3 . 閉会の辞
2 . 執行委員会（DWS12）
①原則月 1 回開催 2014 年 4 月～ 2015 年 3 月
②開催場所

10 回

2014 年 4 月〜 9 月 明治大学 文明とマネジメント研究所
2014 年 10 月〜 2015 年 3 月 明治大学 サービス創新研究所

Ⅳ . 年次大会の開催の状況に関する事項
1 . 講演会
①開催日時 2014 年 5 月 24 日（土）10 時～ 17 時
②開催会場 明治大学 リバティタワー
③出席者数 117 名
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④プログラム
演題
総会

登壇者（敬称略）
佐々木英明（本会理事）

開会挨拶
三浦一郎（本会代表）
「第9回総会・講演会にあたって」
プログラム説明
【会員研究発表①】

花松甲貴（本会企画編集委員）
中野羊彦（本会会員（東京 SG「ドラッカーの窓か
ら明日を考える研究会」）

昼食
【会員研究発表②】

伊藤年一（本会会員（東京SG「マネジメント研究会」）

【会員研究発表③】

江木宏志（本会会員（大阪SG「ドラッカー勉強会」）
休憩

講演（1）

猪狩誠也（東京経済大学 名誉教授）

講演（2）

飯島延浩（山崎製パン株式会社 代表取締役社長）
休憩

講演（3）

内藤孝司（柊みみはなのどクリニック 院長）

閉会宣言

藤島秀記（本会理事）

その後，明治大学文明とマネジメント研究所にて懇親会を開催
2. 学術大会
①ドラッカー学会 大会 2014 in 仙台
復興とマネジメント 〜マーケティングとイノベーションの実践〜
②開催日時 2014 年 11 月 15 日（土） 10 時～ 16 時 30 分
③開催会場 TKP ガーデンシティ仙台勾当台 ホール 2
④出席者数 103 名
⑤プログラム
演題
「フランクルとドラッカー
―レジリエンスについて」
「それぞれのドラッカー……
私の場合」

登壇者（敬称略）
安井猛（日本ロゴセラピー＆実存分析研究所仙台

所長・尚絅学院大学 名誉教授）

瀬賀孝子（株式会社 WIT（ウイット）代表取締役）

「売れるものを作るな―1 年で
立ち上げから全国展開まで．
佐々木康夫（株式会社東北堂）
ノウハウゼロからの，デザイ
ン商品開発術―」
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「ドラッカーの教育思想」

吉植庄栄（宮城教育大学附属図書館）

「自らを陳腐化させる経営の実
践〜ロングセラーが会社をだ
めにする〜」

大山健太郎（アイリスオーヤマ株式会社  代表取締役）

「日本最大級の支援組織をどう
マネジメントしたか？―
西條剛央（ふんばろう東日本支援プロジェクト 代表
“知識労働者はボランティアと 早稲田大学大学院商学研究科専門職学位課程 専任講師）
して扱わなければならない”
」
「なぜ「もしドラ」の続編を書か 岩崎夏海（作家・「もし高校野球野の女子マネー
ジャーがドラッカーのマネジメントを読んだら」著者）
ないのか？」
その後同ホールにて懇親会を開催
Ⅴ . 研究グループ活動
1 . 全国の研究グループにて活動を実施．研究会の開催案内等は本学会ウェブサ
イトにて告知．
2 . 現在活動中の研究グループは以下のとおり．
研究グループ名称

主な活動地域

仙台研究グループ

仙台

ドラッカー「マネジメント」研究会

東京

英語でドラッカーを学ぶ会

東京

ドラッカーの窓から明日を考える研究会

東京

ドラッカーマネジメント研究会

名古屋

京都研究グループ

京都

ドラッカー学会大阪 SG 勉強会

大阪

高知ドラッカー読書会

高知

ドラッカーのポケット

香川

医療介護版ドラッカー研究グループ

東京

「澁澤ドラッカー」研究会
ドラッカー・マネジメント＆イノベーション研究会・東京中央グループ

東京
東京

Ⅵ . 国際連携活動
1 . グローバル・ドラッカー・フォーラム 2014 への参加
①グローバル・ドラッカー・フォーラムは，「マネジメントの父」と呼ばれて
いるピーター・ドラッカーが生まれたオーストリアのウィーンで毎年 11
月に開かれるマネジメントに関する国際会議．欧州のドラッカー学会が主
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催し，マネジメントに関心がある世界中の人々が自由に参加し討論が行わ
れている．
・グローバル・ドラッカー・フォーラムのウェブサイト

知識社会とドラッカー
（ゲスト講師：小沢道紀（立命館大学スポーツ健康科学部））

7

11/10

8

11/17

9

11/24 祝日

10

12/1

スポーツマネジメントとドラッカー
（ゲスト講師：種子田譲（立命館大学スポーツ健康科学部））

11

12/8

食ビジネスとドラッカー
（ゲスト講師：田中浩子（大阪成蹊大学，食コンサルタント））

12

12/15

明治大学「文明とマネジメント研究所」との共催で明治大学リバティアカ
デミー・オープン講座として開催
1 . 開催場所 明治大学

ドラッカー経営の実践
（ゲスト講師：佐藤等（佐藤公認会計士事務所））

13

12/22

2 . 開催時間 19 時～ 20 時 30 分
3 . 講座の概要

15

http://www.druckerforum.org/
・参加レポートは Drucker Forum 創刊号に掲載
http://drucker-ws.org/wp/wp-content/themes/drucker_
workshop 2012/projects/pdf/candm_journal.pdf
Ⅶ . その他の活動
1. 寄付講座
①講座名 教養としてのドラッカー

90 分間

演題

登壇者（敬称略）

開催日

三浦一郎

10/4（金）

阪井和男
ドラッカーの社会生態学 （ドラッカー学会理事
明治大学法学部教授）

10/17
（金）

ドラッカーの世界

（ドラッカー学会代表 立命館大学経営学部教授）

2. 連携教育プログラム
①経営学特殊講義「ドラッカーの思想と経営」
1 . 開催場所 立命館大学
2 . 講義の概要
回

開催日

テーマ（担当者）

1

9/29

はじめに

2

10/6

ドラッカーの思想（三浦一郎）

ドラッカーの人物（三浦一郎）

3

10/13祝日

ドラッカーの業績（三浦一郎）

4

10/20

5

10/27

6

11/3祝日

書き手，聞き手，観察者としてのドラッカー
（ゲスト講師：井坂康志（東洋経済新報社））
ドラッカーの経営史上の意義（ゲスト講師：坂本和一

（ドラッカー学会学術顧問，立命館大学名誉教授））

顧客の創造とドラッカー
（ゲスト講師：岸本秀一（金沢星稜大学，元サンスター））

14

イノベーションとドラッカー
（ゲスト講師：坂本和一

（ドラッカー学会学術顧問，立命館大学名誉教授））

経営戦略とドラッカー
（ゲスト講師：肥塚浩（立命館大学経営学部））

人事の原則とドラッカー
（ゲスト講師：花松甲貴（日立製作所））

1/10 土
グローバル経営とドラッカー
祝日の振替 （ゲスト講師：佐々木英明（東燃ゼネラル石油））
1/19
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まとめ（三浦一郎）

出版物
ドラッカー学会年報『文明とマネジメント vol.11』
（A5，全 151 ページ）
発行日  2014 年 11 月 15 日（土）
発行部数  800 部
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【第 2 号議案】第 10 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
1 . 学会誌発行『文明とマネジメント』
年 1 回（印刷物として配布 ,HP 上随時更新）
ドラッカー・フォーラム 年 4 回（HP 上に掲出）
2 . ドラッカー学会第 10 回総会及び講演会
2015年5月23日（土） 伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホールにて開催
3 . ドラッカー学会第 10 回大会
2015 年 9月19日
（土） 北海道帯広市
2015 年11月21日
（土） 埼玉県行田市 ものつくり大学にてそれぞれ開催予定
4 . 寄付講座開講
明治大学リバティアカデミー 寄付講座
（ア）開催時期：2015 年 10 月
（イ）予定講師

全2回

三浦一郎 ドラッカー学会代表 立命館大学経営学部教授
阪井和男 ドラッカー学会理事 明治大学法学部教授
5 . 連携教育プログラム
立命館大学 経営学特殊講義を 2014 年に引き続き開講予定
6 . 公開講座
ドラッカーの小さな学校
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【第 3 号議案】 第 10 期役員承認の件
第 10 期

役員候補者名簿

役職

役割（担当）氏名

現職

顧問

顧問

野田一夫

多摩大学名誉学長

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

学術顧問

学術

野中郁次郎

一橋大学名誉教授

学術顧問

学術

小林薫

産業能率大学名誉教授

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

谷崎敏昭

上武大学教授

理事

企画

森岡謙仁

アーステミア（有）

理事

学術

阪井和男

明治大学教授

理事

財務

佐藤等

佐藤等公認会計士事務所

理事

学術

真野俊樹

多摩大学大学院教授
医療介護ソリューション研究所所長

理事

国際

佐々木英明

ジクシス株式会社

理事

企画

土井尚人

㈱ヒューマン・キャピタル・マネジメント

理事

企画

花松甲貴

理事

学術

井坂康志

ものつくり大学特別客員教授

監事

監査

種子田穣

立命館大学教授

（株）日立総合経営研修所
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研究グループの紹介
Study Groups

動します．ドラッカーの著作を中心に，しか

（設問の意図；顧客は本当に満足したか？）

しドラッカーだけでなく，さまざまな“いい

今後はアンケート結果も参考にしながら，

会社”や“いい組織”の実践事例を取り上げ
とはいえ独善的にならないよう，参加者の
とにしました．8 月実施の設問を参考まで記

グループの活動概要

DVD や WEB 動画も利用しています．伊

本グループでは，原則として毎月一回，仙

那食品工業株式会社の塚越寛会長や石坂産業

台市内の会議室を利用して読書会を開催して

株式会社の石坂典子社長といった経営者のイ

います．今年 3 月までは開催が不定期になり

ンタビュー動画などをご覧いただきました．

ましたが，4 月からは毎月 1 回ペースでの活

なお，本会で取り上げた書籍や WEB 動画は

動を再開しています．この 1 年間で計 6 回開

活動報告ページ（ http://www.drucker-toc.

催し，累計 49 人のご参加をいただきました .

com/）にリンクを掲載しています．

Q 1；今日もし本会がなかったら，この時
間は何をしていましたか？
（設問の意図；この時間の使い方におけ
るライバルは何か？）
Q 2；その別の予定ではなく，本会に参加
した理由は何ですか？
（設問の意図；本会の強みは何か？）
Q 3；あなたにとって本会に参加すること
によって得られる価値／得たいと期待

しドラ』はなぜ売れたのか？』
（岩崎夏海著）
，

国大会（ドラッカー学会大会 in 仙台）を開催

していた 価値は何ですか？（設問の意

4 月からは 5 回にわたって『ドラッカー名著

させていただきました．大会運営には日頃読

図；顧客の求める価値は何か？）

集 4 非営利組織の経営』でした．本グループ

書会に参加しているメンバーの皆さんにご参

の特徴は脱線が多いことで，ドラッカーの言

画をいただきました．なお大会報告はドラッ

葉に関連した話題へと脱線していきます．番

カーフォーラム創刊号に掲載済みですので，

外編と言いながらドラッカー以外の著作を取

そちらをご参照ください．

り上げることもあります．

今後の活動について大きな大会を成し遂

脱線する中で取り上げた本は先述の『
『も

げて燃え尽きないように，改めて本研究グル

しドラ』はなぜ売れたのか？』のほか，
『チー

ープの今後の活動を考えました．本研究グル

ムの力』
（西條剛央著）
，
『新人 OL，つぶれか

ープの中心的活動であるドラッカー仙台読書

けの会社をまかされる』
，
『新人 OL，社長に

会を次のように定義しました．
「個人それぞ

なって会社を立て直す』
，
『白いネコは何をく

れの目的を持って集まった人々に，自身の明

れた？』
（以上，佐藤義典著）
，
『7 つの習慣』

日からの行動を変えるためのトリガーを与え

（S.R. コヴィー著）
，
『リストラなしの年輪経

る場であり続ける．
」

総合技術監理部門）
，労働安全コンサルタン
ト（土木）
．ゼネコン勤務を経てプロジェク
ト・マネジメント支援事業を開始．その後，
TOC（制約理論）とドラッカーを学び，
“制
約”を強みとして活かすコンサルティングを
展開中．昨年 11 月開催のドラッカー学会大
会 in 仙台では実行委員長を務めた．
8 月度読書会開催状況

を手に入れることができたか？）
Q 5；次も出てみようと思いますか？思う
場合，その理由は？

◎ドラッカー「マネジメント」研究会
1 . 研究グループ名称：ドラッカー「マネジメ
ント」研究会
2 . 主催者：森岡謙仁

読書会に参加される方のニーズが人それ

勤務先：アーステミア有限会社 代表取締役
職 業：経営・情報システムアドバイザー

孝司著）
，
『いのち輝くホスピタリティ』
（望

から何かを与えるわけではなく，そこに集ま

1992 年より大手・中堅企業に対する経営

月智行著）
，
『全員経営』
（野中郁次郎，勝見

った人たちが作り出す場で，それぞれに何か

改善と IT 有効活用に関する助言・指導お

明著）
，
『ドラッカー 2020 年の日本人への「予

を感じ，それぞれが行動を変えるきっかけと

よび人材育成について支援活動を行って

言」
』
（田中弥生著）
，
『非営利組織の「自己評

なるような「それぞれのドラッカー仙台読書

いる．

，
『絶体絶命で
価指標」
』
（P. F. ドラッカー著）

会」であろうと思います．

・ CIO
（最高情報責任者）養成講座（日経

仙台研究グループは今後も「ドラッカー仙

（CCPM，SDBR，MTBasic）
，技術士（建設・

い満たされましたか？

ぞれであることはわかっています．主催者側

台読書会の開催」という場づくりを中心に活

合同会社桂利治コンサルタント事務所代

（設問の意図；顧客は自らの求める価値

著）
，
『グレートクリニックを創ろう』
（内藤

子著）などです．

桂 利治

Q 4；今日の会であなたの期待はどのくら

営』
，
『いい会社をつくりましょう』
（塚越寛

も世界一愛される会社に変える！』
（石坂典

ドラッカー仙台研究グループ（仙台 SG）

表．ゴールドラットスクール認定トレーナー

載しておきます．

読書会以外の活動では，昨年 11 月には全

使用した図書は，1 月に番外編として『
『も

より良い場づくりをして行きたいと思います．

ていきたいと思います．
ニーズ検証のためのアンケートを実施するこ

◎ドラッカー仙台研究グループ（仙台 SG）

409

BP 社）講師
・ 日経記事に学ぶドラッカー「マーケティ

ングとイノベーション」実践活用法
（日経ビジネススクール）講師
・ ドラッカー「マネジメント」実践入門（淑
徳大学公開講座）講師
著 書:
「図解 ドラッカー入門」
（KADAKAWA/
中経出版）
「教えてドラッカー 働く私は IT でどこま
で伸びるの？」
（日経 BP 社）
「ドラッカーの実践！！ MOT
（技術経営）
リーダーのマネジメントスキルアップと
テンプレート集」
（共著・監修，新技術開
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発センター）など多数．
3 . 出席者名：当研究会の主な運営スタッフは

研究グループの紹介

〈第三期分科会活動（2012 - 2013 年度）
〉
・「組織の社会的責任」分科会活動成果報

『マーケティング』と『マネジメント』
」
後藤 辰夫
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・「ドラッカーとマネジメント」上田 惇生
〈第 12 回；2009 年 11 月 17 日〉

告（リーダー；北村和敏，サブ；奈良間

・「ドラッカーに関する質疑応答」上田 惇生

・「ドラッカーとコミュニティ」今井 孝

・ 伊藤年一（伊藤 IT 経営研究所 所長）

英樹，伊藤年一）

〈第 6 回；2008 年 11 月 18 日〉

・「トヨタウェイと知識労働者としての職

・ 市川充 （アミュレット㈱ 代表取締役）

「ISO26000とドラ
※本分科会の成果は，

・「ラグビースタイルマネジメント」

以下のとおり．

・ 北村和敏（日本経営倫理士協会理事）
・ 奈良間英樹（㈱Social Vitamin代表取締役）
・ 和田憲一郎（エレクトリフィケーション
コンサルティング代表）
・ 一丸浩一郎（㈱マーケティングアンドア
イ代表取締役）
4 . 研究グループの主たる関心：当研究グルー
プの目的は以下のとおり．
ドラッカー「マネジメント」を適用した 21
世紀の組織運営や「一般教養としてのマネ

ッカーに学ぶ！
！ 社会責任経営の実践」
（淑徳大学公開講座で公開している）
〈第四期分科会活動（2014 年度～）
〉
・「少子高齢社会」分科会（リーダー；奈

根本 雅章
・「ドラッカー理論と仕事をつなぐ『はし
ご理論』
」北原 文司
・「リーダーシップは育てられる」升岡 勝友

良間英樹，サブ；山田博彰，岡崎宏昭，

〈第 7 回；2009 年 1 月 20 日〉

川澄佳美）

・「自己実現理論（マズロー）とマネジメ

・「商品開発とベンチャービジネス」分科
会（リーダー；和田憲一郎，サブ；高部
茂，渡邉明男）
5. Ⅱ . 研究会の発表成果

ント（ドラッカー）
」秋山 幸子
・「ドラッカーのキャリア開発理論」
市川 和臣
・「ポスト資本主義社会における社会的責

場リーダー」高部 茂
・「ドラッカーとミドルマネジメント教育」
浦崎 道教
〈第 13 回；2010 年 1 月 19 日〉
・「職場おけるドラッカー『マネジメント』
実践の具体例」長島 基
・「人はなぜ働くのか？」友渕 将樹，
〈第 14 回；2010 年 3 月 16 日〉
・「ドラッカーと掃除道」大林 茂樹
・「何故ドラッカーは日本絵画に魅せられ
たか～ドラッカーの精神性の形成～」
石丸 政之

ジメント」について，互いに学び合い成果

〈第 2 回；2008 年 3 月 18 日〉

をまとめること，普及に関する活動およ

・「民主的な組織は学習する組織」鈴木利和

〈第 8 回；2009 年 3 月 17 日〉

〈第 15 回；2010 年 5 月 18 日〉

び，ドラッカー学会の会員の増強に資する

・「私が考えるドラッカーの言う『マネジ

・「松下幸之助の仕事の哲学とドラッカー」

・「研究組織における成果創出のメカニズ

活動について，自ら率先して活動を行うこ
とを目的としています．
5 . これまでの発表資料

メント』とは」長島 基
・「福祉領域におけるドラッカー理論適用
の可能性」星野 晴彦

任とは何か」上野 周雄

小野 雅子
・「わが社の経営理念・ドラッカーから学
んだこと」仙石 通秦

下記資料のうち本人の了解を得た一部の

「成果主義とモティベーション」宗 初末
・

〈第 9 回；2009 年 5 月 19 日〉

資料については，ドラッカー学会 HP に掲

〈第 3 回；2008 年 5 月 20 日〉

・「セルフマネジメントとホスピタリティ」

載している．

・「成果をあげるエクゼクティブを目指し

5 - Ⅰ . 分科会の成果報告
当研究会では，適時，分科会（特定テーマ
の共同研究）を実施している．
〈第一期分科会活動（2008 年度）
〉
・「目標と成果」分科会・活動成果報告（リ
ーダー；宗初末， サブ；丸山有彦）
・「IT 企業とマネジメント」分科会・活動
成果報告（リーダー；伊藤年一，サブ；
片貝孝夫）
〈第二期分科会活動（2009-2010 年度）
〉
・「アントレプレナーシップ」分科会活動

て」梅田 友隆
・「法律実務におけるマネジメント」坂田
真吾
・「グーグルは 21 世紀のドラッカーマネジ
メント実践者たり得るか」伊藤 年一
〈第 4 回；2008 年 7 月 15 日〉
・「戦後日本の経営における『変化のため
の仕組み』…ドラッカーの観点から」
丸山 有彦
・「市場において目指すべき地位は，最大
ではなく最適である」片貝 孝夫

三石 昌夫
・「ドラッカー経営論と日本型経営」
西島 政信
（分科会報告概要）宗 初末，
・「目標と成果」
丸山 有彦
〈第 10 回；2009 年 7 月 22 日〉
・「ドラッカーとベンチャー企業経営」
熊沢 拓
・「ブレーンストーミング演習を実施して」
市川 充
・「環境をビジネスにどのように生かして
いくか」菅野 広治

ムに関する考察～慶応義塾大学先端生
命科学研究所の場合～」新川 雅之
・「なぜ日本の野菜はパック詰めされてい
るのか」河野 隆史
〈第 16 回；2010 年 7 月 21 日〉
・「ドラッカーに学ぶ，実践行動学」宗 初末
・「 イノベーション理論の展開と実践 」
升岡 勝友
〈第 17 回；2010 年 9 月 22 日〉
・「インテグリティと自己目標管理」
伊藤 年一
・「ドラッカーと不況時のマネジメント」
上野 周雄
〈第 18 回；2010 年 11 月 18 日〉
・「ドラッカーの方法序説」丸山 有彦
・「
“絆”プロジェクトの提言」片貝 孝夫
〈第 19 回；2011 年 1 月 18 日〉

成果報告（リーダー；根本雅章，サブ；

〈第 5 回；2008 年 9 月 16 日〉

〈第 11 回；2009 年 9 月 16 日〉

・「非営利組織のマネジメント」落合 崇仁

丸山有彦）

・「ドラッカーとヴェーバー―プロテス

・「使命と繁栄は企業の一貫したビジョン

・「ドラッカーから学ぶリスク（その 1）
」

・「マネジメント・スコアカード」分科会
活動成果報告（リーダー；長島基，サブ；
陣野壮太郎）

タンティズムと資本主義の視点から」
石川 正宏
・「ドラッカーの著述と日本の現状にみる

になりうるか」陣野 壮太郎
」
・「情報が仕事を変える（新情報革命）
北村 和敏

奥 晴美
〈第 20 回；2011 年 5 月 17 日〉
・「ドラッカーの遺言（The Last Words）か
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ら学ぶこと」小海 司
・「ドラッカー先生に学ぶ『日本の未来』
」

小海 司
〈第 30 回；2013 年 3 月 12 日〉

山下 淳一郎
〈第 21 回；2011 年 7 月 20 日〉
・「ドラッカーと経営会計」行本 憲治
・「ドラッカー流『いま，何をすべきか？』
乱気流時代の生き方講座事例」渡邉 明男
〈第 22 回；2011 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」

☆
「社会的責任投資（SRI）とマネジメント」
桜井 智之
☆
「ドラッカーのマネジメントから学ぶ自
らの会社経営」間瀬 正三
〈第 31 回；2013 年 5 月 14 日〉
☆
「ドラッカー教授に学ぶセルフマネジメ
ント」奥平 栄一
・「ドラッカーから学んだ働く意識の変化」

山田 博彰
〈第 23 回；2012 年 1 月 17 日〉
・「ドラッカーが考える社会的責任と ISO-

村山 均
〈第 32 回；2013 年 7 月 17 日〉
☆「商品開発を成功させる商品開発の手法：

26000」北村 和敏
・「ドラッカー流ワークシートの作成と実践」

STE BY STEP 法」高部 茂
・「ドラッカーに学ぶ成果主義とモチベー

市川 充
〈第 24 回；2012 年 3 月 17 日〉
・「韓国企業は何故，グローバル企業なのか」

ション～宗初末さんを偲んで～」長島 基
〈第 33 回；2013 年 9 月 10 日〉
・「ドラッカーが言う『顧客の創造』とは？

元 大振
・「乱気流，変化，グローバル…未来の企
業，個人の生き方は！？」安岡 裕二
〈第 25 回；2012 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」

～自分の経験を通じて考えること～」
北村 収
・「モンブラン登頂！
！～目標達成とセルフ
マネジメント～」三石 昌夫

☆
「なぜ『立ち話』が自死 0 を実現するため
のプロジェクトにつながったのか」

〈第 26 回；2012 年 7 月 18 日〉
・「ドラッカーを通して明治維新を考える」
・「ドラッカーの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
〈第 27 回；2012 年 9 月 19 日〉
人生を充実させる 5

つのメソッド」山内 治友
・「マネジメントとの出合い」高橋 明彦

〈第 38 回；2014 年 7 月 15 日〉
☆
「青年起業家たちの熱闘模様を語る」

☆「NPO が企業に代わって社会の問題を
解決する中心組織になる兆し」片貝孝夫
☆「ドラッカーがキルケゴールに見たマネ
ジメントの原点」森岡謙仁
～社会が機能しない重大な理由～
〈第 36 回；2014 年 3 月 11 日：ドラッカー

☆
「ドラッカーとリーダーシップ 3 . 0」
〈第 39 回；2014 年 9 月 10 日〉
☆
「知識労働とサービス労働について―社
会保険労務士業務を通じて―」川澄佳美
☆
「設備施工の現場から見えた，マネジメ
ントと『情報』
」高橋 磨
〈第 40 回；2014 年 11 月 11 月〉
☆
「実践・目標による管理」阿部素子

☆
「ブッタとドラッカーの組織論」中村正孝
〈第 45 回；2015 年 9 月 8 日〉
☆
「ドラッカーの視点で俯瞰するサービス・
マーケティング理論の潮流」佐藤幸夫
※☆印は，ドラッカー学会 HP で公開して
います．
6 . 研究会風景

レットへの評価について」中野羊彦
〈第 41 回；2015 年 1 月 14 日〉
☆
「弁護士に求められること」坂田真吾
〈第 42 回；2015 年 3 月 17 日〉
☆
「タイムマネジメントの実践 汝の時間
を知れ（ドラッカー博士の金言より）
」
塩見智和

◎「英語でドラッカーを学ぶ会」
（関東 SG）
1 . 主宰者プロフィール
上野 周雄
勤務先：株式会社エイジア（監査役）
専門分野：IT，マネジメント，企業統治，
業務監査
2 . 出席者延べ人数
直近一年の延べ人数：94 名（2014 年 9 月

・「ドラッカーにとってのMSC
（マネジメ

開始時からの延べ人数：891 名（2007 年 3

藤島秀記

〈第 29 回；2013 年 1 月 16 日〉

〈第 44 回；2015 年 7 月 14 日〉

☆
「ドラッカーのメアリー・パーカー・フォ

～ 2015 年 8 月，12 回開催）

ント・スコアカード）とは何だったのか」

バスの状況への挑戦！」大林 茂樹

和田一男

☆
「ISO9001の発展とドラッカー」森田裕之

上野周雄

の窓から明日を考える研究会と共催〉

・「プロジェクトとマネジメントを考える」
・「瀕死の赤字路線を再生させたイーグル

☆
「変わりゆく経営とマネジメントの未来」
☆
「魚介類養殖に関する話」谷口雄二郎

行本憲治

☆「成功するプロジェクトマネジメント」

〈第 28 回；2012 年 11 月 20 日〉
上野 周雄

ント」山田博彰

〈第 34 回；2013 年 11 月 12 日〉

〈第 35 回；2014 年 1 月 11 日〉

中村 正孝

☆
「典座教訓とドラッカーの組織マネジメ
〈第 43 回；2015 年 5 月 12 日〉

森川すいめい

和田憲一郎

奈良間 英樹

・「後半戦に向けて

・「私の経営とドラッカー『経営者の条件』
」
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☆「
『マネジメント・スコアカード』が目指
す経営」森岡謙仁
〈第 37 回；2014 年 5 月 13 日〉
☆
「意思決定の瞬間」一丸浩一郎

月～ 2015 年 8 月，87 回開催）
3 . 出席者名（直近 1 年間）
阿部 美穂，市川 充，一丸 浩一郎，上野
鈴江，落藤 伸夫，小野 木之隆，川澄 佳美，
斉藤 勝義，中野 羊彦，中林 秀之，野上

公秀，林 正，福山 穣，山内 治友，上野
周雄
4 . 研究グループの主たる関心
・ドラッカーを英語で学ぶことにより，翻
訳の背景にある幅広い知識を得ること．
・原著から，翻訳では伝わりにくいドラッ
カーの真意を探ること．
5 . この一年の主な深読みのテーマと発表
「5 つの質問」
「マネジメン
主なテーマは，
トにおける法的の意味」
「ビットコインにつ
いて」
「人のマネジメントのバリエーション」
「マズローによるドラッカー批判」など．
5 月 23 日開催の総会・講演会で，落藤 伸
夫さんが，活動報告と共に「Management
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Challenges for the 21 st Century からの学

ジメントの常識が変わる」の章に替えました

ません．発言をすることにより自身の考え

迎，常日頃から疑問に思っていることや，

び」と題して研究成果の発表をしました．

が，このテキストもあと数回で終えることに

方が整理できますので，自由な発言の中か

他の人の意見を聞いてみたいこと等，ドラ

6 . 当研究グループ（SG）について

なりますので，
新たなテキストを検討中です．

らドラッカーの学びを得て頂きたいと考

ッカーに関することなら何でも，ビールや

えています．

ワインと軽食をとりながらの，意見交換会

この SG は，原著の言語である英語を通し

英語の読書会と考える方もいるかも知れ

です．

てドラッカーを学びたいという会員有志によ

ませんが，
参加者が順番にテキストを翻訳し，

り，当学会元理事（現学術顧問）の小林 薫先

翻訳した範囲の興味のあるテーマについて数

テーマに意見交換を行い，この一年の主な

参加者は，ドラッカー学会会員限定で開

生に指導をお願いして 2007 年 3 月からスタ

名が深読み発表をする形態をとっています．

テーマは，
「仕事の生産性」
「なぜドラッカ

催していますが，ゲストや他の会との交流

ートし，8 年半が経ちました．現在は，小林

これにより翻訳の背景にある幅広い知識が得

ーは日本画を愛したか？」
「優れたコミュ

の際はこの限りではありません．今迄も上

薫先生は勉強会には来らませんが，顧問とし

ることができます．また原著を少しずつ丁寧

ニケーションとは何か」
「企業永続の条件」

田 惇夫先生も含め多くのゲストをお招き

てサポートして頂いています．

に読み下す翻訳の段階で，使われた単語や何

「リーダーとマネジメント」
「利益と報酬」

しましたが，今年は，学術顧問の立命館大

「ビジョンとミッション」
「非顧客の重要

学名誉教授 坂本 和一先生，また今年創業

当初は夏休みと冬休みがありましたが，現

故その単語だけイタリック体なのか等，その

在は毎月 1 回／年 12 回開催し，今年 9 月まで

表現の解釈をめぐり議論をすることも多々あ

の通算開催回数は 87 回，延べ 891 名（ゲス

りますが，その作業により一層ドラッカーの

ト・講師を含む）が出席しました．直近一年

本質に迫ることが出来ると考えています．

毎回ドラッカーに関するキーワードを

性」
「企業の『ミッション』とは何か」など．
6 . ドラッカー・サロンについて
このドラッカー・サロンは，ドラッカー

112 周年を迎える京都の乾物屋山城屋二代
目女性社長の真田 千奈美さんにもお越し
頂きました．真田 千奈美さんが来られた

の月毎の参加者数は平均 8 名，限られた時間

参加者は，原則ドラッカー学会員で，継続

学会設立時の 2005 年 11 月から毎月行われ

時のテーマは「企業永続の条件」でした．

内に全員が発言するのに適当な人数です．出

参加が可能な方であれば，英語の能力は問い

ていた推進会議がルーツです．毎月一回の

山城屋を事例として学ばせて頂きました．

席者は 2007 年当初からの継続者もいますが，

ません．開催は，平日 19 時からとし，仕事

推進会議はドラッカー学会の運営に関す

定員は，会議室の都合で 10 名の時もあ

少しずつ入れ替わり，また総会・講演会の発

帰りの空腹では辛いので軽食を用意していま

る会議の場でしたが，会議の後半は徐々に

りましたが，現在は 15 名で開催していま

表で当 SG を知り出席するようになった会員

す．参加費は 1 , 000 円で，軽食代，会場代，

上田 惇生前代表（現学術顧問）のお話を聴

す．参加者全員が同じテーマで議論をすべ

もおり，この一年で新たに 5 名が加わりまし

資料コピー代と共に，ゲストをお招きした際

き，また著書・訳書の Q&A や意見交換行

く，定員を最大 15 名としています．お気

た．当会がますます活性化しているのを感じ

の交通費に充当しています．今迄に米国から

うようになりました．毎回，会議後のイタ

軽にご参加ください．皆様のご参加をお待

ます．

2 名他，当学会前代表（現学術顧問）上田惇

リアンとワインの食事会でも話が継続し

ちしております．

2013 年 11 月 か ら テ キ ス ト を The Daily

生先生もゲストとしてお招きしましたが，今

て，このスタイルが定着してきました．

Drucker から，
『明日を支配するもの』の原著

後も多彩なゲストをお招きし，幅広く学んで

Management Challenges for the 21 Century

いきたいと考えています．

st

途中に中断もありましたが，事務局が明
治大学の文明とマネジメント研究所に移
り，2011 年 9 月から文明とマネジメント

「マネ
の“Management’s New Paradigms”

研究所の会議室に会場を移し再開しまし

◎「ドラッカー・サロン」
（関東 SG）

た．2014 年 4 月からは，上野が事務局を
辞めたこと，推進会議時代からの司会・進

治，中島 信，中野 羊彦，八谷 俊雄，安

行役を上野が務めていたことから，主宰者

上野 周雄

岡 裕二，山内 治友，和田 憲一郎，上野

をドラッカー学会から上野に替え，会場も

勤務先：株式会社エイジア（監査役）

周雄

転々としましたが，現在は和田 憲一郎さ

1 . 主宰者プロフィール

専門分野：IT，マネジメント，企業統治，
業務監査
2 . 出席者延べ人数（直近 1 年間）
60名（2014年9月～ 2015年8月 11回 ゲス
ト含む）

4 . ドラッカー・サロンの主たる関心

んの所属する会の渋谷の会議室に移し，毎

多様な出席者による意見交換から，個々

月一回継続開催しています．参加費は，会

の参加者がドラッカーマネジメントとそ

議室の都合で高い時もありましたが，現在

の思想の理解を深め，実践力を養うこと．

は 1 , 000 円，会場代と飲食代を賄っていま

5. 直近一年の主なテーマ

す．当サロンは，毎月その直近に起きた事

サロンの目的は気軽にテーマについて

件や時節の話題などに関連するテーマを

落合 崇仁，小関 珠緒，小野 雅子，北村

議論をすることを目的としていますので，

決めて議論を行いますが，テーマから脱線

和敏，佐々木 康太，佐々木 秀昭，菅野 孝

成果物や研究資料の作成は目的にしてい

しても参加者にとって有益な議論は大歓

3 . 出席者名（直近 1 年間）
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◎「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」
（関東 SG）
1 . 研究会概要

ネジメント・スコアカード」とは，企業が

417

4 . 読書会の内容

「事業の定義」と「事業の目標」を明確化

当研究会では，2015 年 4 月から，発表

近のイノベーションの事例を紹介し，
「全

し，その目標を 8 つの最重要課題（企業の

会と並行してドラッカーの初期の著作「企

ての従業員の活用」や「企業間連携」の重

目標）に分類したものである．組織の成員

藤島秀記理事を中心に 15 名ほどで活動し

要性を説いた．討議では特に，企業間連携

は，全員がこれをもとに目標を共有し，実

「企業とは何か」は，ドラッカーが第二次

ている研究会である．次のようなことを目

のイノベーションについて白熱した議論

行することができる．ドラッカーが実際に

世界大戦中にゼネラルモーターズを研究

的に活動している．

が行われた．

コンサルティングで活用していたのを，当

したものである．ドラッカーは，この中で

2015 年 5 月の発表会では，ドラッカー

研究会の藤島 秀記氏が見出し，ドラッカ

企業の社会的役割やマネジメントのあり

つであろう社会的な問題に焦点を合わせ，

の講義（ビデオ）を視聴し討議をした．こ

ーマネジメント研究会の森岡 謙仁氏と共

方について考察し，
「分権制」などマネジ

ドラッカーの視点と思想（ドラッカーの

のビデオは，当研究会主宰の藤島 秀記氏

同で研究した．これに当研究会のメンバー

メント思想の原点を形作った．これについ

窓）から，分析，討論，まとめを行う．
」

が 2001 年にドラッカーにインタビューし

やマネジメント研究会のメンバーが何人

て毎回各章ごとに議論を行っているが，単

たものである．テーマは，
「文明の衝突と

か加わり，淑徳大学で 2014 年 10 月から 12

なる本の内容だけではなく，ドラッカーの

識労働者，教育など様々なテーマをもと

日本の使命」
「会社は誰のためにあるのか」

月にかけて，3 回の公開講座を行った．

思想の本質に遡った議論をしている．

に，毎回，メンバーやゲストによる発表会

である．ドラッカーの講義を受けて，研究

を実施している．また，
テーマによっては，

会では，これからの日本の役割，株主資本

他の研究会との共同研究も行っている．今

主義の動向，知識労働者の活用などについ

年の 4 月からは，ドラッカーの学びを深め

て議論を行った．

当研究会は，毎月第 2 土曜日（原則）に，

「現在から将来にかけて重要な意味を持

具体的には，医療，人口動態，環境，知

る目的で，井坂康志理事や花松甲貴理事を

2015 年 6 月の発表会のテーマは，日立

講師として，
「企業とは何か」の読書会も

総合経営研修所の沢井 雅明氏による「若

開始した．

い知識労働者の育成」である．発表内容は，

以下，発表会の内容，共同研究の内容，
読書会の内容について紹介する．
2 . 発表会の内容
の最近4回は次のような発表会を行った．
テーマ

イノベーション，知識
4月 活用に関する動向と
課題
5月

ドラッカーの講義
（ビ
デオ）視聴と討議

場としてのトレーニングの重要性などで

内容

講師（敬称略）

マネジメント・スコア
10月18日 カードとは何か（概
藤島 秀記
要説明）
森岡 謙仁
MSCの導入方法，
北村 和敏
11月22日 ケース研究（ユニクロ・
伊藤 年一
グーグル）
中野 羊彦
MSCの実践方法，
森川すいめい
12月20日 ケース研究（ネスレ・
KAZOC）

月

内容

講師（敬称略）

ドラッカーの思想の本質と
「企
4月
業とは何か」の位置づけ
「企業とは何か」1章・2 章，
5 月 ドラッカーのフィードバック
の概念
6月

「企業とは何か」3 章・4 章，
ドラッカーにとっての企業

7月

「企業とは何か」5 章，ドラッ
カーの話法

井坂 康志
花松 甲貴

あった．これを受けて討議では，若い人へ

発表会は毎回開催しているが，2015年度
月

若い人の高速学習の必要性や，擬似経験の

日時

業とは何か」の読書会を実施している．

発表者
（敬称略）
中島 信
藤島 秀記

知の揺らぎ―知が見え ゲスト：
6月 るようになる，見せる （株）日立総合経営研
ようにするには
修所 沢井 雅明
ゲスト：
（株）
リクルート・マーケ
7月 人を活かすマネジメント
ティング・パートナーズ
桑原 史帆

2015 年 4 月の発表会のテーマは，当研

のコーチング・メンター活用の重要性や，

◎ドラッカーマネジメント研究会（名古屋 SG）

熟年者の教育も重要なことなどが議論に
なった．

ドラッカーマネジメント研究会は，ドラ

トをしてもらうことで，他の業界の知

2015 年 7 月の発表会のテーマは，リク

ッカー学会の名古屋 SG
（Study Group）とし

識など幅広い教養を身に付けること．

ルート・マーケティング・パートナーズの

て，ドラッカーマネジメントに関する本を読

3 . ドラッカーについてよく知らない方か

桑原史帆氏による「組織の活性化」であ

み合う「読書会」と，実践的な学びである「組

らベテランまで誰でも参加でき，ドラ

る．この会社は，
「日本で一番働き易い会

織見学会」とを，月に 1 回，交互に開催して

ッカーマネジメントの普及につなげて

社」として紹介されたこともある．この発

おります．

表では，会社の変革における「ビジョン作

「読書会」は，指定本を毎回 1 章ずつ事前

いくこと．
2015 年は，
セルフ・マネジメントへ回帰し，
「実践するドラッカー

行動編」
（上田 惇生

り」や「その共有化」のプロセスについて

に読み込み参加し，グループで話し合い，理

紹介頂いた．これを受けて討議では，
「個

解を深め，グループごとにプレゼンする，全

監修，佐藤 等 編著，ダイヤモンド 社）を課

人起点の組織変革の考え方」や，
「マンネ

員参加型アウトプット重視の勉強会です．

題本として，月に 1 章ずつアウトプット勉強

リ化しない方法論」などが議論になった．
3. 共同研究の内容

究会のメンバーの中島信氏による「イノベ

当研究会では，ドラッカーマネジメント

ーション」である．発表では，ドラッカー

研究会と共同で，マネジメントスコアカ

のイノベーションの概念を論じた上で，最

ード（MSC）について研究している．
「マ

読書会の目的は下記の 3 つ．

会を行っています．参加者は 15 名前後，さ

1. 全員アウトプットをすることでドラッ

まざまな業界の方々に参加いただき，学び，

カーマネジメントをより深く理解する
こと．
2. 各人の実務経験に基づいたアウトプッ

語らっております．
「組織見学会」は，会員のご紹介いただい
た組織を拝見し，マネジメントの理解や実践
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を，人や仕組み，事業のミッションや目的な

ざまな街で学ぶ機会をつくり，そんな機会を

んだ『京都で集う会』も積極的に取り組ん

り，具体的にイノベーションの実現に向け

どを参考に，それぞれが考え，質疑応答させ

増やし，ドラッカーマネジメントを学び，実

でまいります．第一弾として高台寺塔頭の

た取組をスタートする切欠となりました．

ていただく実践的な学ぶ機会になっていま

践する仲間の輪を大きくし，それぞれが所属

ご住職さまのご法話の拝聴と坐禅を体験，

当社においては，イノベーションの機会

す．民間企業，第三セクターな組織，非営利

する組織の成果をみつけ，また確認できる

第二弾として京の奥座敷亀岡で 300 年の歴

を体系的に探すことを目的に，営業部門，

組織など，知っておきたい組織や知るべき組

SG へと変化させていきたいと考えておりま

史を刻む，江戸時代の武家屋敷を守る女将

開発部門，製造部門から人選してイノベ

織などさまざまです．参加者は，東海地方を

す.

さんのイノベーティブなお話を伺うなど，

ーションチームを発足し，先ずは信頼性が

中心にさまざまな地域から名古屋に集まって

ドラッカーマネジメント研究会（名古屋 SG）
名節 弘康

おり，今後は名古屋を中心にしつつも，さま

ドラッカー学会京都 SG

高く，リードタームが極めて短いとされる
『予期せぬこと』に焦点を当てて取り組み

にも取り組んでいます．
この 1 年間においては，
『イノベーショ

ました．組織の中にある，また外部との交

ンと企業家精神』を課題図書として参加者

わりの中にある予期せぬ成功，予期せぬ失

で，それぞれの属する業界のイノベーショ

敗を抽出して全社で共有することで様々

し，本年 9 月で 50 回の開催となりました．

ンについて考察を深め，様々な気付きを得

な新たなテーマに取組むことができまし

参加される方々は，会社経営者，製造業・

ることが出来ました．特にイノベーション

た．今後も，それぞれの人が属する組織を

◎ドラッカー学会京都 SG
1 . 研究グループ名

京都という地の利を活かした様々な活動

飲食産業にお勤めの方，コンサルタント，

の 7 つの機会とトムケリー著イノベーショ

して高度の成果をあげられるようにドラ

NKE 株式会社 代表取締役社長 中村 道一

医師，自治会長，大学教員など本当に多様

ンの達人の 10 の人材と比較しながらの考

ッカー理論を実践する勉強会として取組

医療法人社団千春会 管理部 向井 弘美

な業種業界，職種の方々であり，参加者各

察においては，参加者の思考を刺激するこ

んでまいります．

人のこの読書会に参加する目的も様々で，

とができ，それぞれの属する組織に持ち帰

2 . 代表者名

3 . 参加メンバー数
8 ～ 10 人

異なる業界・職種・世代の方からの情報収

4 . 研究目的

集，より実践的なものを学びたい，参加者

ドラッカー学会京都 SG は，
「社会的存

◎高知ドラッカー読書会（高知 SG）

それぞれの経験を出し合い，その経験を自

在としての人間が幸福であること」を目的

分の現場に持ち帰り，それを活かすなど，

に，ドラッカーの教えを通じて，それぞれ

どのような立場であってもその人の立場

の人が属する組織をして高度の成果をあ

で読み込み，解釈することが出来，それぞ

げ，責任あるマネジメントを学ぶために共

れの立場における解釈を聞ければ勉強に

に集い，それぞれの立場で課題図書を紐解

なるとのことで，この読書会開催の目的の

いていきますが，ドラッカー理論を実践し

とおり，仕事にとどまらず，家事などにも

ていこうとする方々と語り合うことで得

使える，それぞれの人が属する組織をして

渋沢ドラッカー研究会は，2014 年に現主

し研究会を動かしてみたところ，渋沢を「日

られる学びから，自らの視座を上げること

高度の成果をあげるためのマネジメント

宰者の勝俣浩氏と井坂康志氏が個人的な懇談

本のマネジメントの先覚者」ととらえ，ドラ

のできる勉強会にしていきたいと取組ん

を学ぶということを改めて認識し，現在に

の場を持ったところから始まりました．ドラ

ッカーとのかかわりで，現在のマネジメント

至ります．

ッカーを切り口として，現代の変化やそのも

を日本の文脈でどう応用実践できるかに力点

たらす意味を考えていくという対話の場でし

を置くことにしました．

でおります．
5 . 活動概要

2010 年 7 月からは，
『P・F ドラッカー

実践レポート「ネクスト・ドラッカリアンを育てよう―MIE のすすめ」
（小笠原雄次，高知
ドラッカー読書会世話人）参照．

◎渋沢ドラッカー研究会（渋ドラ）

予め課題図書を決定し，月 1 回（第 2 火

理想企業を求めて』を課題図書に，いつも

た．月一回の定例で行われていたのですが，

定例は 2 か月に一回，主として会員の企業

曜 日 の 19 時 30 分 か ら 21 時 30 分 に 開 催 ）

違った視点から疑問，考えなどお互いの思

やがて親密さを維持したままに，人数を拡大

の会議室（ソニー生命，アーバンフューネス）

読書会を開催し，それぞれの考えや意見，

考を刺激し合い，2011 年 9 月からは『現代

し，研究グループとしても機能するものにし

をお借りして行っています．事前に関心テー

課題図書から学んだこと，疑問等を持ち寄

の経営（上・下）
』
，2014 年 4 月から『イノ

たらどうかとの意見から，現在のかたちに変

マを持ち寄り，報告者を決定し，報告内容に

り，参加者全員で考察して，何らかの気付

ベーションと企業家精神』
，2015 年 7 月か

化してきました．

対して自由に発言できる雰囲気づくりを心が

きを得る場としております．

らは『経営者の条件』を課題図書として考

研究グループ名「渋沢ドラッカー研究会」

けています．

察を深めています．

について，当初はドラッカーが敬意を払った

なかには本を執筆中の会員もいます．その

2010 年 7 月に第 1 回読書会を開催して以

また，京都 SG では他の研究グループとは

実業家・渋沢栄一とドラッカーの思想を複合

場合，目次案やはしがき，サマリーを事前に

来，原則毎月第 2 火曜日に継続的に開催

一味違う取組として，京都らしさを取り込

的に学んでいくことを考えたものですが，少

配布しておき，さまざまな目線からフィード

6 . これまでの活動内容
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バックしていくことも行われています．その

にて「巴」などの能楽鑑賞を行い，繊細な日

ア，品川） 25 名

成果の一つとして，
「フィードバック手帳普

本的知覚と内面的対話を共有いたしました．

①ドラッカースクールの風景（八木澤智正）

及委員会」が自発的に立ち上がり，著作活動

とても有意義であったと思います．

②ドラッカーの対話的枠組み（井坂康志）

が行われているところです．同時に，印刷会

渋沢ドラッカー研究会は，個の力を見つめ

社を経営する会員がフィードバック手帳を実

なおし，自由な活動を通してどうエネルギー

際に試作し品評を行うなど，活発な活動が行

を解放できるかをいつも考えています．ビジ

われています．

ネス社会でのストレスから解放されて，自分

③フラッグシップノート（飯田利男）
④最近考えていること（名節弘康）
10 月 16 日 ソニー生命（大手町サンケイビル）

今年の 8 月には定例研究会に加え，拡大研

が個としての自分であることを再確認しても

20 名

究会が開かれました．場所は品川の富士通ラ

らえる場でありたい．ですから，渋沢ドラッ

①人がいきいきと動き出し，圧倒的成果を

ーニングメディアで，戸田博人氏のご厚意に

カー研究会の成果はたった一つです．学びの

よるものです．最新鋭の設備と同時に，高度

回路をオープンにしてもらうこと，それだけ

②フラッグシップノートの検証（飯田利男）

かつ繊細なヒューマンタッチの空間で，午後

です．

③耳学問のすすめ（井坂康志）

、 、 、 、 、 、 、

いっぱいかけて 25 名のメンバーによる豊か

その目に見える成果は，来た時よりも帰る

な議論が繰り広げられました．参加者の方に

ときのほうが表情が（いくらかでも）柔和に

は，北は仙台，前橋，南は大阪から大分，沖

なっている，これだけです．

縄にいたるまで，遠方からお出ましくださる
方もいます．
会員の専門性の幅広さも特徴かもしれま

次回は冬の特別研究会として，12 月 19 日
に品川にて午後いっぱいを使って開催される
予定です．

せん．コンサルティング会社経営，獣医師，

「ドラッカー学会に入ったけれど，何をし

公務員，編集者，人材育成専門家，ネット物

たらいいのだろう？」という方も，気軽にお

流企業，葬祭業，大学教授，宗教団体，印刷

声かけください．お待ちしています．

会社などなど背景が違うことで，議論が奥行
き豊かになるのを実感しています．
フェイスブック経由での参加も少なくは

【活動実績】
2 月 18 日 アーバンフューネス（豊洲）

なく，登録会員は 50 名ほど．終了後はささ

参加者 10 名

やかな懇親会（ビター（渋）
・カフェ）も行わ

①ドラッカー学会総会（仙台）の報告（勝俣浩）

れています．

②自動フィードバック法と手帳（井坂康志）

主宰する勝俣，井坂両氏によれば，本研
究会は「何かを得に来る」というよりも，
「結

4月7日 ソニー生命（大手町サンケイビル）

果として何かが得られる可能性を得に来る」

10 名

のが目的です（いささか回りくどいですが）
．

①フィードバック手帳の使い方（井坂康志）

ともに場の持つ力を信じています．温泉に浸

②ナラティブアプローチ（森憲一）

かるように，日頃の頭脳や精神のこわばりか
らゆったりと解放され，ドラッカーと日本を

6 月 16 日 ソニー生命（大手町サンケイビル）

切り口として自由な話をすることで，内側か

20 名

らあたたまり，明日への希望と勇気が手にで

①知的農本主義のすすめ（井坂康志）

きるような場でありたいと願っています．

②フィードバック手帳普及委員会

11 月には通常会とは別に，有志によって
芸術鑑賞会が持たれました．水道橋の能楽堂

8月15日 CO☆PIT
（富士通ラーニングメディ
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創造している会社（森憲一）

④ドラッカースクールのドラッカー（八木澤
智正）
主宰者／勝俣浩・井坂康志
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プロシア軍に何が起こったか........................................................................................... 井坂康志
複雑性のマネジメント―ピーター・ドラッカーおよびニクラス・ルーマンの教訓
.................................................................................. ヴィンフリード・W・ヴェーバー
ドラッカー対ドラッカー....................................................................................................... 正慶孝

■研究ノート等

【研究ノート】
“哲学する”姿勢―ドラッカーと松下幸之助に学ぶということ. ......... 渡邊祐介
【研究ノート】ドラッカー思想と中小企業経営............................................................ 田舞徳太郎
【研究ノート】社会福祉領域におけるドラッカー理論適用の可能性―福祉の人材確保問題を
題材として.......................................................................................................................... 星野晴彦

【研究ノート】変革をマネジメントする仕組み................................................................ 丸山有彦
ピーター・ドラッカー―明日の思想家，昨日の思想家............................. ヘルマン・サイモン
................................................................................ 島田恒
【書評】
「時流とは異質のキルケゴール」
.
.
.................................................................................
【書評】
『断絶の時代』から学ぶこと
根岸正名
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『文明とマネジメント』バックナンバー目次

■実践レポート
事業家の本分......................................................................................................................... 東英弥

現場で生かすドラッカー................................................................................................... 土井尚人
ドラッカーと ODC................................................................................................................. 大島岳
未来への予見―人を中心とした変化を始動する................................................................. 林衛

ドラッカー思想を実践する―個人と組織の創造的革新法.............................................. 宗初末
起業家，若手リーダーこそドラッカーを―今こそ求められる正統なマネジメントの実践者
.......................................................................................................................... 藤田勝利
ドラッカー・スクール

Drucker School of Management......................................... 八木澤智正

卓越したパートナーシップに向けて.............................................................. アイラ・ジャクソン
【特別レポート】ファンドとは何か―国富ファンドを例として.................................. 小森正彦
■講演録

なぜ日本画に心惹かれたか............................................................................. ドリス・ドラッカー

【パネルディスカッション】21 世紀，あるべき実業の思想
............................................. モデレータ：佐藤等，パネリスト：上田惇生，大島岳，
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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

瀬戸篤，谷島宣之，大塚三紀子
公的機関で実践する人間中心のマネジメント―韓国 NPC を事例として..... ユ・ピョンジュン

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

大学新時代の作法.............................................................................................................. 高木直二
賢慮型リーダーシップと知の方法論............................................................................ 野中郁次郎

日本における P. F. ドラッカー研究 60 年の軌跡................................................................. 白珍尚

ドラッカーの洞察眼―先天か，後天か............................................................................. 李在奎
ドラッカー先生と中小企業コンサルティング................................................................. 國貞克則

革新こそ新たな伝統を生む............................................................................................... 小仲正久
ジャン・モネとドラッカー―同時代に生きた先導者の軌跡........................................ 近藤健彦
■エッセイ

トヨタを変えたひと言―ドラッカーの指摘..................................................................... 桐山勝
P. F. ドラッカーと私........................................................................................................ 斉藤勝義

非晶質系の世界とドラッカー―観測対象及び方法論について...................................... 脇秀徳
私たちの整体師・ドラッカー―体幹のゆがみを戻してくれる者................................ 花岡俊吾
時空を超えて語りかけるもの.......................................................... ブルース・ローゼンステイン

ドラッカー教授がユーモアとともに教えてくれた「責任」の考え方........ ウィリアム・A・コーエン
■活動報告
第 2 回「ドラッカーと私」最終審査結果
【優秀賞】

ドラッカーと私―ドラッカーは，意識を変え，行動を変え，人生を変える................ 長島基

第 2 回ドラッカー・ソサエティ・グローバル・シンポジウム報告............ 上野周雄，八木澤智正
【ドラッカー・インスティテュートの活動紹介】

ドラッカー・ソサエティ・グローバル・ネットワーク―アイデアを行動に転換するために
........................................................................................................... リック・ワルツマン
会計報告等
支部・研究会の活動

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

【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

【研究ノート】科学者のためのドラッカー............................................................................ 脇秀徳
【研究ノート】ドラッカーの世界に見る TOC（制約条件の理論）........................................ 桂利治
【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
【研究ノート】ドラッカー思想研究の方法論................................................................... 疋田秀裕
【研究ノート】ドラッカーとカール・ポランニー―「経済人」仮定，制度，グローバリゼー
ションについて.................................................................................................................. 石川正宏
■実践レポート

ドラッカーから得た学びと実践............................................................................................ 酒巻久
小さな企業における放牧型経営........................................................................................ 加藤聖隆

Drucker Taught Me How to Focus.......................................................................... Minglo Shao
ドラッカー的視点による IT 組織変革の道―7 つの指針...................................................... 林衛
今でも問いかけてくるドラッカー博士........................................................................ 田舞徳太郎

自社における新分野進出手法と「イノベーションと企業家精神」の企業家戦略との考察
............................................................................................................................. 東出憲明
未来にヒントをくれたドラッカー.................................................................................... 菅野広治

支部活動 HS 三河「フィードバック分析」研究会の学習成果―「自らの貢献は何か」
............................................................................................................................. 鈴木幸治

ドラッカーに学ぶ子どもの教育........................................................................................ 向井弘美

426

活動報告

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

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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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

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

■海外からの論考

「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

The Question: Drucker’s Tool for the Pursuit of Leadership Truths.......... Anthony Shapella

私のドラッカー博士の思い出........................................................................................... 斉藤勝義
P. F. ドラッカーの知的後継者は誰か？.............................................................................. 李在奎

What I’ve Learned from Peter Drucker: the Need to Reinvent Our Enterprises
................................................................................................................ Jack Bergstrand
Peter F. Drucker Taught a Discipline of Reading...................................................... Lee H. Igel

ドラッカーと二宮尊徳―二人の社会生態学者から学ぶ.......................................... 山縣基与志
企業存続のためになすべきこと........................................................................................ 伊藤末高

Tomorrow’s Tomorrow: Millennials and the Self-Knowledge Imperative
............................................................................................................ Joanna K. B. Balda
What I Learned from Peter Drucker................................................................ Bruce Rosenstein

Drucker on Leadership................................................................................ Jean Lipman-Blumen
What Peter F. Drucker Continues to Give Us................................. Elizabeth Haas Edersheim

The 100 th Anniversary of Peter Drucker’s Birth................................................. Ira A. Jackson
How I Remember Peter Drucker................................................ Cornelis A.“Kees” de Kluyver

................................................................ 深谷一枝
自ら未来を創り出すために「何を為すべきか」
The Life, Work and Legacy of Peter F. Drucker...................................... Joseph A. Maciariello

■講演録

非営利組織の運営―日本の現状とミスマッチ................................................................. 堀田力
ピーター・ドラッカー経営理論と山崎製パン................................................................. 飯島延浩
使命とともに歩む経営...................................................................................................... 国永秀男
ファルスタッフの教え.......................................................................................................... 小島明

2 つのグローバリゼーションの光と影............................................................................ 藤島秀記

■エッセイ―百周年特集・私の中のドラッカー
ドラッカーならどう考えるか............................................................................................... 小林薫
私の「ドラッカー先生の一冊」.......................................................................................... 猪狩誠也
私の中のドラッカー............................................................................................................... 宗初末

声が聞こえる......................................................................................................................... 長島基
永遠に“KNOW WHAT”を教えてくれる人................................................................... 田海威彦

私のメンター，ドラッカー............................................................................................... 高塚伸志
目的意識のない組織から目的意識のある組織への変化...................................................... 舘野聡
地域活性のためのソーシャルキャピタルとしてのドラッカー思想............................... 川島眞一
習慣的な能力を身に付ける................................................................................................... 槇殿肇
時間の使われ方の性質別時間マネジメント手法の着想.................................................. 宮脇博嗣
強みの上に築く.............................................................................................................. 大塚三紀子

ドラッカーの教えただ今実践中.................................................................................... 山谷恵美子
ドラッカーの 7 つの経験を模倣する................................................................................. 花岡俊吾
読書会と素晴らしき仲間たち........................................................................................... 佐藤正徳

A Lesson from Drucker: No One is Born to Leadership............................... William A. Cohen
What I’ve Learned from Peter Drucker............................................................. Rick Wartzman

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

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

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
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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
■講演録

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
■追悼・南尚鎮氏
■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
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「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

■一般投稿論文
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・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
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
■論考―思索と実践

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
................................................................... 和光良一
マネジメントに織り込まれた「自由の条件」
ドラッカー思想の革新...................................................................................................... 疋田秀裕
■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

『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
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）
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

■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

P. F. ドラッカーによる「イノベーションの発明」

―『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

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
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■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

............................................. 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
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

........................... 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』
■講演録

［講演］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
［講演］
■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
『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
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“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
■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

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

『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. 8 2012 年Ⅱ
■巻頭

第 8 回年報刊行に寄せて.................................................................................................... 三浦一郎
果たすべき役割.................................................................................................................. 谷崎敏昭
文明とマネジメント研究所との協働に寄せて................................................................. 阪井和男
■研究論文

ドラッカーとバーナード―両者に通底するもの.......................................................... 坂本和一
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................. 岸本秀一

Living in More Than One World: A Different Way of Looking at Your Life
................................. Featuring Bruce Rosenstein in a Conversation with Joseph Lee

知識労働者のマネジメントとフロー................................................................................ 森村正博
まちづくりにおけるドラッカー思想の応用に関する一視点.......................................... 粟島浩二

■研究論文

ソーシャルワーク・スーパービジョンの再構成に関する検討
―ドラッカーの MBO and Self Control を踏まえて..................................................... 星野晴彦

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
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
市場のグローバリゼーションと流通小売業.................................................................... 田中浩子

ラフリーにおけるドラッカー理論の具体化............................................................................ 肖栄

“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
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■論考

「ドラッカー・マーケティング」を散歩する.................................................................... 大木英男
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................................ 中野羊彦
組織の社会的存立について............................................................................................... 丸山有彦

『経営者の条件』から学ぶこと.......................................................................................... 根岸正名
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........................................................................................ 山縣俊夫

［対話］観察法の観察....................................................................................... 上田惇生／井坂康志
ポスト「もしドラ」時代のドラッカーマネジメント........................................................ 岩崎夏海
■関連論考

知識労働者のためのセルフ・マネジメント............................................... ジェレミー・ハンター
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............. ブルース・ローゼンステイン

コンサルタントの条件.................. ピーター・F・ドラッカー／ジョン・F・ギボンズ（聞き手）
■講演録

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
■活動報告
報告
研究グループの活動
『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. 9 2013 年Ⅰ
■巻頭

『文明とマネジメント』2013 Ⅰ刊行に寄せて.................................................................. 三浦一郎
■総会・講演会資料（2013 年 5 月 25 日）
第 8 回  総会・講演会プログラム

【会員研究発表①】エネルギーフローと『ネクスト・ソサエティ』.................................. 菅野孝治
【会員研究発表②】
「組織の社会的責任」分科会活動報告—事例報告・ISO-26000 による分析・
ドラッカーの言及.............................................................................................................. 北村和敏
【会員研究発表③】もし水原茂・三原脩両監督がドラッカーの『マネジメント』を読んでいた
としたら............................................................................................................................. 田山泰三

私にとってのドラッカー─当学会会員各位へ私が望むこと....................................... 野田一夫
渋沢栄一の「論語と算盤」で未来を拓く.............................................................................. 渋澤健

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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利益という概念...................................................................................................................... 佐藤等
社会生態学へのギブソン心理学の導入の研究 — その 1
—ギブソンの知覚論から得られるもの............................................................................. 佐藤等
マーケティング・リサーチによって顧客ニーズを把握することはできるか
—大木英男氏を偲んで.................................................................................................... 岸本秀一

日本の小売業研究の基本的視点に関する一考察............................................................. 西川英臣
■論考

大会後記—第 7 回ドラッカー学会大会 in 浜松を成功裏に終えて................................ 浅沼宏和
継続学習の方法についての考察—ドラッカーの意見を活用して................................ 中野羊彦
経済社会シミュレーターによる市民参加型政治システムの本質—工学的アプローチによる理
想の追求と問題の解決...................................................................................................... 山縣俊夫

就職指導講師の能力開発—現代の小規模企業における知識労働者の一側面............ 高橋貴之
もう一人のドラッカー—キルケゴールとの対話.......................................................... 宮脇博嗣
もし小中学校に「マネジメント」という教科があれば……........................................ 木之下浩一
マニュアルの再定義........................................................................................................... 丸山有彦

『創造する経営者』から学ぶこと...................................................................................... 根岸正名
小売業について考えるとき，わたしが考えること............................................................. 若山修
■関連論考

現代の経営に関する評価........................................................................... ロナルド・S・リッチイ
■追悼・大木英男氏

ドラッカーのアドバイスを「読みとる」力...................................................................... 大木英男
大木英男さんの思い出...................................................................................................... 三浦一郎
大木英男さんを偲ぶ........................................................................................................... 上田惇生
大木英男さんを偲ぶ........................................................................................................... 藤島秀記
大木英男氏の宿題.............................................................................................................. 阪井和男
大木英男さんを偲んで...................................................................................................... 谷崎敏昭
大木英男さんを悼む............................................................................................................... 佐藤等
大木英男さんへの追悼.................................................................................................. 佐々木英明
大木英男さんを悼む........................................................................................................... 上野周雄
森の番人としての大木英男さん........................................................................................ 花松甲貴
ちいさな者たちを弁護し続けた人.................................................................................... 井坂康志
■活動報告
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
ドラッカー学会の活動紹介
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

ソウルメート—ピーター・ドラッカーの経営哲学とドイツの優良中小企業.... Winfried W. Weber

■研究論文

『現代の経営』
（1954 年）を生み出したドラッカーの発想転換（1）................................. 坂本和一
ドラッカー—視座の定点と変遷…早稲田大学ビジネススクール  ドラッカー経営思想研究部会

Vol. 10 2013 年Ⅱ
■巻頭

はじめに............................................................................................... ドラッカー学会編集委員会
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■研究論文

................................. 坂本和一
『現代の経営』
（1954 年）を生み出したドラッカーの発想転換（2）
社会生態学へのギブソン心理学の導入の研究 – その 2
―ギブソンの知覚論から得られるもの............................................................................. 佐藤等

福祉現場職員のホスピタリティに関する認識に関する検討.......................................... 星野晴彦
................................................. 井坂康志
マネジメントにおける自由と戦略的曖昧さ〔井坂康志〕
商業経済論パラダイムとドラッカーのマーケティング的事業観
―森下とドラッカー....................................................................................................... 西川英臣
ドラッカーの知的業績の人材育成への応用................................................................ 八木澤智正
■論考
人類の進化からみた共通仮想世界の意義と明日の文明の姿
―政治の枠を超えて経済社会シミュレーターを考える.............................................. 山縣俊夫
■講演録

私にとってのドラッカー―当学会会員各位へ私が望むこと....................................... 野田一夫
渋沢栄一の「論語と算盤」で未来を拓く.............................................................................. 渋澤健
Soulmates – Peter Drucker’s Management Philosophy and
German Mittelstand Champions ................................................................... Winfried W. Weber
■関連論考

経営者の先生......................................................................... リンダル・アーウィック，訳／林正
耳を傾け続ける人....................................................... マーシャル・マクルーハン，訳／井坂康志
■活動報告
研究グループの紹介
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
ドラッカー学会の活動紹介
『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』バックナンバー目次

きっと，いろんな仕事がサクサクできるようになれればな.......................................... 根岸正名
■論考

マネジメントフレームワーク―ドラッカー教授の知的業績を活用する試み............ 八木澤智正
ドラッカーとミンツバーグの「マネジメント」観，マネジャーの役割............................. 福山穣

ポストモダン三十六景...................................................................................................... 井坂康志
組織行動を研究するために............................................................................................... 田中文武
リーダーの人間学としてドラッカーを読む.................................................................... 川口博己

■研究論文
................................. 坂本和一
『現代の経営』
（1954 年）を生み出したドラッカーの発想転換（3）
.................................................................
谷崎敏昭
渋沢哲学の再考―渋沢栄一の起業と経営理念
ドラッカーの経営戦略について............................................................................................ 肥塚浩
プロスポーツにおける顧客創造........................................................................................ 種子田穣
社会福祉サービス従事者のホスピタリティ意識に関する研究
―飲食業従事者の意識と比較して.................................................................................... 星野晴彦
社会生態学へのギブソン心理学の導入の研究 – その 3
―ギブソンの知覚論から得られるもの................................................................................ 佐藤等
ドラッカー思想と非営利組織における展開........................................................................ 島田恒
■講演録

ピーター・ドラッカーの経営理論（マネジメント）と生命の道..................................... 飯島延浩
グレートクリニックを創ろう！―「子供たちの未来のために
世界で一番ハッピーなクリニックを創る！」を目指して............................................... 内藤孝司
■活動報告
ドラッカー学会の公式活動
研究グループの紹介
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
ドラッカー学会の活動紹介

Vol. 11 2014 年
追悼  勇気と希望の人 ドリス・ドラッカー氏

20 0 0 年代に向けての 7 大課題―危機や停滞をも機会として利用する...... ピーター・F・ドラッカー
■巻頭

「実務家」にとってのドラッカー...................................................................................... 花松甲貴
医療とマネジメント........................................................................................................... 真野俊樹
■実践と思索
「ドラッカーのマネジメント」から糖尿病診療を考える

―もし糖尿病専門医がドラッカーの『マネジメント』を読んだら.......... 池田雅彦，江木宏志

イノベーションとは新しい責任を創造することである.................................................. 和光良一
山城屋おんな経営記―1000 年企業を目指して............................................................ 真田千奈美
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『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針
『ドラッカー－人・思想・実践』
（文眞堂）刊行のお知らせ
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ドラッカー学会の活動紹介

ドラッカー学会の活動紹介
Our Activities

1．ドラッカー学会新規ウェブサイトのご紹介（http://drucker-ws.org/）
1.1

新規ウェブサイトの狙い
学術研究活動を含むドラッカー学会の活動内容を周知するとともに，会員同士

の交流を促し，新たな会員の獲得に寄与することを目的に，以下の制作方針にも
とづいてコンテンツを構成しました．
（1）情報の整理・スリム化により，読みやすさと更新性をアップします．
（2）学術研究活動を手厚くカバーし，学会としてのプレゼンスを高めます．
（3）情報交流の場として広くコンテンツを公開し，新たな会員を誘致します．
（4）会員管理・情報発信の仕方をシステム化し，運営の効率化を図ります．
1 . 2 コンテンツの構成
（1）トップページ
インターフェイスを全面的に改訂し，メニューや最新情報の見やすさに留意し
つつ，清潔感と洗練された雰囲気が感じられるデザインテイストで構成していま
す．アクセントとして，現行サイトのコラム「今月の名言」を継続しています．

• 研究グループ発足の手引
（5）イベント＆セミナー
学会および会員（研究グループ）が企画するイベントを中心に紹介．主催者が
ウェブ上で開催告知を登録申請し，執行会の承認を経て「イベント情報」
「イベン
トカレンダー」に自動的に反映される仕組みを導入しました．
• イベントカレンダー........................ 申請に基づき自動更新
• イベント情報の登録........................ 申請の要件と手順

• 登録申請フォーム
• 開催レポート................................... 研究グループによる活動報告
（6）リンク集
（7）入会手続きについて
• 登録情報の更新・退会
• 入会申込フォーム
（8）お問い合わせ
• FAQ ............................................... 会員登録 / 登録情報の更新 / 会費の入金 / パ
スワード再発行 / イベント登録 / メーリン

（2）学会について
ドラッカー学会の目的と使命，主な活動内容がひと目でわかるよう，関連する
情報をここに集約しました．事業計画・事業報告についても必要に応じて当該年
度の情報を公開しています．
• ごあいさつ...................................... 三浦代表 / 上田顧問

• メッセージ....................................... ドラッカー / ドリス夫人

• 学会概要.......................................... 目的 / 主な活動 / 組織構成 / 所在地
• 学会の歩み...................................... 年表形式

• 学会規約.......................................... 当学会の活動規約
• 事業計画・事業報告........................ 今期の事業概要 / 前期の報告
（3）ドラッカーとは
• ドラッカーとは............................... 簡単な人物紹介
• 主要著書.......................................... 数冊程度
• ドラッカー年譜............................... 年表形式

• 各界会員からの声........................... 各界著名人（会員）からのメッセージ
（4）学術研究活動
これまでサイト内に分散していた研究活動に関する情報を一元化し，学術研究
団体としての性格を印象づけました．
• 研究年報.......................................... バックナンバー再掲 / 投稿規定・編集方針
• 学術大会.......................................... 簡単な説明と開催報告
• 学術連携活動................................... 簡単な説明と活動報告

• 研究グループ活動........................... 簡単な説明と活動報告
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グリスト / リンクなど（新規）
• 問い合わせフォーム
（9）What’
s New

• 新着ニュース................................... 学会からのお知らせ，ドラッカー関連情報
など

• イベント情報................................... 登録情報に基づいて自動更新
2．ドラッカー学会「研究グループ」のご紹介
（1）ドラッカー学会における「研究グループ」の位置づけ
「研究グループ」は，学会理事会で承認を得ることにより，下記「学会内での研究グ
ループの資格」に記された内容のサービスを，本学会から受けることができます．
研究グループの活動は，基本的に，すべて当該研究グループの責任に基づく自
主性に任されるものとなります．しかし，本学会の会員が多層な会員で構成され
ているために，多様なトラブルが起こる可能性もありうることから，トラブルの
処理および解決への責任は，すべて当該「研究グループ」が負うものとします．本
学会は，トラブル処理の結果を審議した上で適切な処置を行なうものとします．
以上の主旨から，
「研究グループ」の設立を希望する会員各位は所定の「研究グ
ループ設立申請書」の必要項目を明記の上，理事会に提出し，審査を経た後に申請
の可否が決定されます．
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【学会内での研究グループの資格】

439

『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 2016

（1）研究グループの資格
①会員資格：ドラッカー学会の個人会員資格の適用．ただし研究グループ
はオブザーバーとして非会員を含むことができるが，オブザーバーは学
会活動を行うことはできない．
②禁止事項：政治・宗教に関する活動，個人のビジネスに利用する活動，公
序良俗に反する活動．その他執行会議で禁止事項と判断する活動など．
（2）学会ホームページに開催時の研究活動の案内，研究報告・活動報告を掲載
できる．
（3）大会発表及び学会機関誌上での研究発表．
①研究発表：研究グループはドラッカー学会大会などで研究成果を発表す
ることができる，発表希望グループは所定の研究発表用紙に記入し企画・

◇本誌は年 1 回（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．

編集委員会に提出する，企画・編集委員会で審査した後に，執行会議で検

【投稿規定および編集方針】

討決定する．
②発表者：発表者は 1 名とする，但しドラッカー学会の会員に限る．
③研究グループの研究活動は，企画・編集委員会の規定により学会機関誌
「文明とマネジメント」に掲載する権利が与えられる．
（4）研究グループは必要に応じて学会の助言を受けることができる．
（5）以上の他に，学会が必要と認めた場合の処置を行う．

（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）
「研究グループ」設立のすすめ
ドラッカー学会では研究会（スタディ・グループ）の開催を歓迎しております．
ドラッカー思想の理解を深め，その実践を実効あるものとするために，会員によ
る研究会や読書会が各地で開かれています．こうした研究グループ活動は，ド
ラッカー学会の会員同士が直接学びあう場として，大切な活動になっています．
ドラッカーの著作から学んできた実務の経験を語り，また著作を皆で読みすす
めながらドラッカーの言葉をめぐる解釈について議論する，あるいは自らの専門
分野の課題についてドラッカーから学ぶべき点を提起する，こうした研究グルー
プ活動が全国に広がっています．会員たちとの交流の中から多くのことを学ぶ機
会が得られます．
設立後は，学会ウェブサイトにて，イベント開催の告知や開催レポートの投稿，
写真・pdf のアップなど，研究グループの活動を広く伝えることができます．
設立を希望される方は，上述の「研究グループの位置づけ」を熟読の上，設立申
請書に必要事項を記載，request@drucker-ws.org 宛に申請ください．学会内で審
議の上，再度ご連絡致します．

（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記
とし，略歴は論文に準ずる．
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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）
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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
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原稿ファイル（WORD 等一般的なソフト）を E メールに添付し，下記または，編
集委員会に送付するものとする．
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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