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自ら事業をマネジメントせずに，財務的な操作だけに頼るならば，必ず失敗
する．
―
『創造する経営者』
古代の偉大な科学者アルキメデスは，立つ場所を与えてくれれば世界を持ち
あげてみせると言った．アルキメデスの言う立つ場所が，集中する分野であ
る．
集中することによって，初めて世界を持ちあげることができる．
―
『マネジメント』

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』

最も犯しやすい過ちがよき意図を詰めこみすぎることである．ミッションはシンプ
ルかつ明確なものにしなければならない．仕事は，一つ追加したならば一つ
削除しなければならない．それほど多くのことができるはずはない．
―
『非営利組織の経営』

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』

規模が大きいということと，リーダー的な地位を占めるということは，同じでは
ない．
―
『創造する経営者』
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ドラッカー―今なお，
知の回路を開き続ける人
託された知のバトン
ドラッカー研究が一つの新段階に入ったのは，2005 年 11 月，ドラッカー学
会の設立時期と軌を一にしている．変化というものは必ずその前兆を持つもの
だが，今にして思えばドラッカーの死が始まりだった．ドラッカー学会が立ち
上がる 10 日前，あたかもバトンを見届けるように，ドラッカーはカリフォルニ
アの自宅で息を引き取ったのだった．
はからずもドラッカー学会は世界初のドラッカー研究団体となったわけだ
が，その後韓国，中国，アメリカ，ドイツなど期を同じくして同趣旨の団体が
続々と立ち上がっていく．
その感化力は経営者やビジネスパーソンだけに向けられたものではなかっ
た．ドラッカーは NPO のためにも書いたし，行政のためにも，国家のためにも
書いた．個人のためにさえ書いた．ならば，ドラッカーを総体として普及・顕
彰しつつ研究し，実践する学会があっていい．それが元経団連の要職を歴任し，
ドラッカー著作のほぼすべてを翻訳した初代代表・上田惇生氏が考えたこと
だった．

大いなる未完
ドラッカーには今なお大いなる未完がある．
あまりに多くの知的鉱脈がある．多くは十分に開拓しきれていない．一言で
言えば，見極め難いほどの埋蔵量を持つ未採掘の鉱脈の連なりである．
まさにドラッカーの未完性が，現代や未来の人々を魅了しかつ触発し続けて
いる．今なお意識を変え続けている．
というのも，ドラッカーは結局のところマネジメントのみで自らの知的世界
を構築したわけではない．
「ドラッカー＝マネジメント」とするほど，彼の業績
を矮小化するものはない．彼の経営学は世界観を提示する「便宜的な窓」とし
て私たちの目の前にある．
ドラッカーが世に問うた著書・論文は，彼が目にした世界についての血の
通った記述であって，マネジメントは全体を構成する一つの要素なのだという
ことはいくら強調してもし過ぎることはない．異なる複数の器楽が，オーケス
トラを構成しながらも，単独の楽器のみに焦点を当てすぎることは必ず全体の
音楽的豊かさを損なうことになる．
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逆に「それぞれのドラッカー」を過度に標榜するなら，ドラッカーは分析で
きない，あるいはすべきではないとの狭い観念にとらわれてしまうかもしれな
い．分析対象たりえないところが彼の至高性を証明するとの明らかな謬見にと

齢や立場を超えた普遍性を秘めていることを物語っている．ドラッカーの発言
が，現実を変え，何より自らを変えてしまうパワフルな哲学であることの証左
である．

らわれることにさえなりかねない．そこまでいくとある種の世俗的宗教に堕し
ていく危惧さえある．ドラッカーに熱狂するあまり，ドラッカー本人の問いに
きちんと応答するだけの批評的な目が欠如してしまうからだ．

問いを通した働きかけを行う点で，マネジメントはほとんど知的な革命に匹
敵する内省と実践を伴うようになる．そしてその働きを私たちが実践し始める
と，個人というミクロの世界だけでなく，世界全体に通じる先端的な意識に通

ドラッカーを知的対象とすることは，まず彼の置かれた時代状況と彼の内面
との連続性を見極めることである．そこにドラッカー本人の問いとの明確な意
味と批評性を探求することである．
その意味で，ドラッカーもまた，時代の移り変わりを観察する窓の一つに過
ぎないのだと思う．

じることになる．個の問いが周囲を動かし，一つのムーブメントに発展してい
くことになる．
ドラッカーが強調したのはまさにそこだった．人は個でありながらも，社会
から切り離されて生きているのではなく，相互に結び付いた存在なのだと考え
なければ，やはりマネジメントは実現できない．

触発し続ける思想家

ドラッカーの基本は，読み手の世界観の核を揺さぶり，自己刷新を迫ること
にあった．意識を変革することにあった．この感化力は，21 世紀の現在，いっ

ドラッカー学会は 10 年を経て，わずかながらもこの鉱脈の掘削に着手してき
た．全国に研究会が 12 以上，今なお新しい研究会が生まれている．知的成果の
最たるものは，2007 年以来毎年出され続けている年報『文明とマネジメント』
であろう．本誌はドラッカー研究の基幹的位置づけを持つものとして，今号で
13 号を数えている．
ドラッカーは書斎の思想家ではなかった．彼の考えたことを従来のアカデ
ミックな作法で「処理」されては意味を失う．
ならば，ドラッカー学会はアカデミックな学会ではないのか．そうではない
と思う．ドラッカー学会はアカデミックな学会でもある．ただ「アカデミック」
の解釈と範囲，アプローチが違うだけである．
アレクシス・ド・トクヴィルは，
「新しい時代は新しい科学を必要とする」と
述べた（『アメリカの民主主義』
）
．ドラッカーの言説の背後には，
「20 世紀がと
うていまともとはいいがたい世紀であった」との慚愧がある．それは言い換え
れば，手にすべき知識や認識を手にすべき時に手にできなかった悔悟と同義で
あって，21 世紀以降をいささかなりともまともなものとすべく意識を触発する
ところが，ドラッカーの最大のねらいだった．

学習回路を開き続ける人
触発に最大のレバレッジを与えるのが，問いの力だった．しばらく前にベス
トセラーになった『もしドラ』にもたくさんの有用な問いがある．「顧客って誰
だろう？」
「真摯さって何だろう？」―．主人公のみなみはいくつもの問いを
自分に投げかけていくなかで物語が展開していく．
あの小説が 200 万以上の読者を獲得した事実が，ドラッカーの問いの力が年

そう存在感を増しているように思える．
ドラッカーの原点的問いが，
「どうすれば全体主義の再来を招くことなく，
自由で機能する社会を手にしうるか」にあったのはあまり知られていない．21
世紀をいささかなりとも「まともな世紀」にする，手持ちの道具を使って，いか
にして私たちが自由で機能する社会を手にしうるか．これがドラッカーに学ぶ
者が手にした宿題なのではないかと思う．
今なお，学習の回路を開かれ続ける人々は後を絶たない．
ドラッカー学会編集委員会
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はじめに
本年 5 月に行われた安冨歩氏による「フィードバックと学習の原理」は，深い
示唆に富むとともに，今後の研究と実践にとっての新たな視座を提示するもの
となった．
第一が，ドラッカー研究が日本で開始されたのは 50 年代の終わりと考えら
れるが，日本におけるドラッカーの知的世界そのものが偉大な訳業によってき
た現実がある．日本の高度経済成長期と重なることもあり，工業化や大量生産
化の価値体系を支持するものとして都合よく受け入れられた側面も否定できな
い．
すなわち，私たちが日本語で彼の業績や思想を理解し，討究していくとき，
私たちはすでに特定の価値観のなかにいるということである．これはドラッ
カーのテキストを適切に解釈していくに際して，気づかれにくいながらも，欠
くべからざる視点である．
その意味で，安冨氏による問題提起は，
「真摯さ」などのキーワードに背後
にひそむ，現代日本人の危うさを指摘するとともに，翻訳されたドラッカーの
思想的有効性にも一定の賞味期限が存在すること，そして現在，新たなドラッ
カー像を適切な言語をもってイノベートすべきこと明らかにしてくれた．
強烈な一矢を放っていただいたというのが実感だ．
第二に，現在のドラッカーをめぐる論点が言葉にかかわることである．ド
ラッカー自身が次のように言う．
「物の世界の生態学者は，自然という創造物の神聖性を信ずる．また，信じな
ければならない．社会という世界の生態学者は，精神という創造物の神聖性を
信ずる．また，信じなければならない」
（
『すでに起こった未来』
）
．
言葉というものは時代とともに変わっていく．
真摯さを例にとっても，それは『もしドラ』のなかでも，最も鮮烈な印象を伴
う言葉である．日本人に背筋をぴんと伸ばさせる内的な強制力を伴う言葉のよ
うに思われる．力士が横綱や関取に昇進するときの口上に，ほぼ真摯さという
ワードが口にされる．
企業や政治家が不祥事を起こしたときなども，現状を真摯に受け止めるなど
といった言い方がなされる．
他方で，パワフルな言葉には，一方で思考停止を促す怖さがあるのも事実で
ある．一つの言葉ですべてを説明した気持ちなる怖さである．内面の情緒をか
き立て，体内をめぐる血を燃え立たせる言葉ほどにその傾向は強い．
パワフルな言葉が悪いといっているのではない．言葉とは本来諸刃であり，
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思考を与えるのも言葉であるとともに，奪いとるのもまた言葉なのだというこ
とが言いたいだけである．
安冨氏の発言には，私たちが陥りがちな言葉にまつわる課題も的確に示され
ていたように思う．
現在私たちが考えるべきは，そのような言葉をめぐる認識を「利用」しなけ
ればならないということだろう．それなくして次の発展はない．
思い起こせば，2009 年の『もしドラ』ブームも，同様の新たな認識の獲得に
とって大きな役割を果たした．もっぱらドラッカーの読み手，顧客の側の変化
を如実に知らしめることとなった．従来は企業経営者などに受け入れられたド
ラッカーが，一転して読者の裾野を劇的に広げ，学生や主婦，高校生にまで読
まれるようになった．これは新たな認識の先触れと考えるべきだろう．今なお，
私たちは『もしドラ』から言葉や認識の持つ力について改めて学ぶべきなのを
忘れるべきではない．
2010 年の旭川大会で，会場の後方に十数名の高校生が陣取って，熱心に講演
に耳を傾けていた光景を今も覚えている．高校生がいかなる形であれ参加する
などとは，通常の学会ではまずありえない．そのありえないことが目の前で起
こっていた．
その意味では，春の大会で安冨氏と岩崎氏が公開の場で対話を行ったのは大
きな意味のある出来事であったと言えるかもしれない．学者と小説家という二
人の言葉の専門家が見事な議論を交わしていた．
安冨氏の見解は，ドラッカーの知的世界内部のイノベーションを説く点でラ
ディカルな指摘となっている．
おそらく，共通した問題意識は，次の世代に響くだけの言葉やメッセージを
生み出せるかであろうかと思う．本人が没して今それを行うのは，おそらく学
会の使命としてさしつかえないだろう．
三浦一郎（本会代表，立命館大学経営学部）
阪井和男（本会理事，明治大学法学部）
井坂康志（本会理事，ものつくり大学）

研究論文
Research Papers

4

ドラッカーマネジメントに関する信念対立の解明̶世界の経営学の「最先端」が抱える本質的問題とは何か？

研究論文

ドラッカーマネジメントに関する
信念対立の解明

5

（1）
を出版した．これはたちまちベストセラーとなり，世界中の企業，政府
何か』
機関，大学，病院，NPO といったあらゆる組織経営に重大な影響を与えた．ま
た本書は，現在では常識ともなった組織原理の一つである「分権化」を提唱し

た最初の書籍でもあり，フォードの再建をはじめとした世界中の企業再編の教
科書として参照された．この書籍をはじめとしてドラッカーの著書は多くの経
営者（実務家）に大きなインパクトを与えたが，経営学者からは統計的な裏付

―
世界の経営学の「最先端」が抱える
本質的問題とは何か？
Why Management Scientists and Actual Managers Have
Opposing Opinions of Drucker’s Management Theory?:
What are the Fatal Problems Faced on the Front Lines of
Management Science?

西條剛央
Takeo Saijo

（早稲田大学大学院商学研究科）

〈キーワード〉経営学の危機，ドラッカー・マネジメント，構造構成主義，信念対立
Crisis of Management Science, Drucker Management, Structural
Constructivism, Resolution of Belief Conﬂict

Summary
The aim of this paper is to uncover the reason for the conflicts of beliefs on
Drucker’s Management Theory between actual managers and scholars who
place importance on practical usefulness and management scientists who value
quantitative research. Managers are interested in how management theory can be
practically applied to an organization to improve its function, so they value Drucker’s
Management Theory. On the other hand, researchers tend to place importance on
what they consider to be scientific results, not real world effectiveness. On the
surface, they seem to have opposing intentions but fundamentally it could be pointed
out that they have the same interest of surviving in their own fields. I suggest that
management scientists and even referees of academic journal believe that using just
statistics constitutes “scientific”work, but that they don’t fundamentally comprehend
the meaning of “science”. So if they don’t use statistics, it’s very difficult to
increase their achievements (number of published papers) and to win in highly
competitive academic field. It suggest that the management scientists needs to ask
the fundamental question, “What is science?” and the answer to that question will
lead to the principle foundation of science that could enable management scientists
to produce more practical and useful papers.

1. 問題と目的
1 - 1 ドラッカーに関する信念対立的な評価
1946 年，ドラッカーは当時世界最強のメーカーだった GM（ゼネラルモー
タース）をフィールドとした世界初のマネジメントのケースブック『企業とは

けがないことから科学的ではなく，単なる評論という批判にさらされた（2）．
日本では『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』
（3）
を読んだら』
が公刊されてから，いわゆるマネジメント分野を超えて，ドラッ
カーの言説は経営の現場で役立つ，役立ったという声を耳にするようになっ
た．そして，最近では日本でも『ドラッカーを読んだら会社が変わった！―
（4）
日本企業による実践の教科書』
で，ドラッカー・マネジメントを応用した様々
な企業の業績改善の実例が示されたように，多くの経営者に参照され，実務の改
善に役立てられている．しかし，
「米国だけではなく，日本でもアカデミックな
（5）
レベルでドラッカーを取り上げている研究者は非常に少ない」
状況といえる．

こうしたドラッカー評価を巡る正反対ともいうべき評価は，近年公刊された
以下の 3 冊に象徴的にみることができる．一つは 2012 年に公刊された入山の
『世界の経営学者は何を考えているのか―知られざるビジネスの知のフロン
（6）
ティア』
である．これは，「ドラッカーなんて誰も読まない！？」とその帯に
あるように，内容は国外の経営学の実情を捉えたものといってよい．つまり経
営学者による経営学の現状認識，実状，知見を紹介するテキストである．
二つ目に，その本を受ける形で 2015 年 4 月に出版された菊澤の『ビジネスス
（7）
である．入山の著書は全体の方向性
クールでは教えてくれないドラッカー』
として，世界の経営学の実証主義的な動向を是としているのに対して，菊澤の
著書は，明らかに入山の著書へのアンチテーゼという側面を持っており，「は
じめに」には以下のように記されている．
「今日の米国では『実証主義的な科学的経営学』がまかり通り，市場をも支配
できるという傲慢な発想にまで発展しているのだ．それがリーマンショック
を導いた原因の一つかもしれないと思った．そして，この米国流の疑似科学
的な経営学から，ドラッカーの哲学的経営学をも許容する日本の経営学をど
のようにして守るべきか．いかにして科学主義に負けないようにするか．さ
さやかながら抵抗してみたいという思いが強くなった．それをまとめたの
が，この本である．
」
菊澤の書籍は，
「米国流の疑似科学的な経営学」の現状を踏まえ，そこに何が
欠けているのかを明らかにした上で，それを補完する意味でドラッカー哲学を
学ぶ必要がある，という議論の流れになっている．
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さらに入山は 2015 年 11 月に『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経
（8）
営学』
を公刊した．これは直接的に菊澤への反論という形はとっていないが，

にそれを深化，発展させた竹田青嗣の「欲望論的現象学」，存在論ではロムバッ
（12）
ハの「構造存在論」
，ソシュールとそれを整理した丸山圭三郎の「一般言語

書名が菊澤の前著『ビジネススクールでは教えてくれないドラッカー』の題名を
なぞらえたものになっていることから，菊澤の著書を意識した可能性は十分考
（9）
と述
えられる．しかし「科学ではないドラッカーなど読んでいるヒマはない」
べているように 2012 年の著書と基本的なスタンスは変わっていない．

学」
，池田清彦が創唱した「構造主義科学論」といったように，哲学の各領域の
到達点といえる成果を「人間科学の原理」として体系化したのが「構造構成主

1 - 2 本論の目的
このように，
『企業とは何か』が公刊されて以来，経営現場におけるドラッ
カーマネジメントの成功事例は積み上がってきたが，ドラッカーに対する対立
的な評価は緩和されるどころかより先鋭化している．もちろん特定の理論に対
して様々な評価があってしかるべきし，個人として読むも読まぬも自由であ
る．しかし，ドラッカー評価を巡る信念対立というべき状況は，そこに一定の
傾向のようなものがみられることから，これは一つの事象に留まることではな
く，経営学というフィールド全体の構造的な問題が顕在化した結果である可能
性が考えられる．
本論では，ドラッカーに対する信念対立的な評価はなぜ生じているのかを解
明し，それを通して，経営学が抱える本質的な問題を浮き彫りにすることを目
的とする．

2. 方法
2 - 1 経営学をフィールドとした社会生態学的なテクストの選定
本論では，先に紹介した入山と菊澤の著書に基づき，適宜引用しながら議論
を進める．というのも，これらは，観点は異なるものの，経営学という営みを観
察するという意味においてはいわば「社会生態学的」に世界の経営学の現状と
課題を論じていることから，上記の目的を達成するために有用なテクストと考
えられるためだ．
2 - 2 信念対立構造の解明のために構造構成主義を導入
さらに，ドラッカー評価を巡るこの信念対立的な評価の理由を解き明かして
いくために，信念対立の解明，および人間科学の基礎づけのために体系化され
た「構造構成主義」を採用する．構造構成主義は，2005 年に公刊された『構造構
（10）
においてはじめて体系的に提示された普遍的な原理の体系
成主義とは何か』
（11）
である．現象学の祖フッサールの「普遍学（Universalwissenschaft）」
の確立
というコンセプトを志向しており，人間諸科学を基礎づけるために，異なる前
提の壁により生じる「信念対立」を解消することを指標課題として体系化され
た．
思想的な系譜を概説すれば，認識論としては「フッサール現象学」をベース

義」である．ときとして排他的なニュアンスを帯びる通常の「主義」とはまった
く異質であることから，
「構造構成学」
（Structural constructology）と呼ばれる
ことや（13），「構造構成理論」と記載する研究者もいる（14）．
また通常の客観主義や社会構築主義といった「メタ理論」がソフトウェアだ
とすれば，それらを目的や状況に応じて選択し，相対化した上で十全に機能さ
せる OS（Operation System）としての「超メタ理論」
（超認識論）の条件を備え
（15）
ている ．
その普遍性から領域やテーマを問わずに応用することが可能となっており，
医学，看護学，作業療法，理学療法，感染症，精神医療，助産学，チーム医療，緩
和ケア，痛み論といった医療領域（16）をはじめとして，心理学，教育学，社会学，
研究方法論，ソーシャルワークといった様々な領域に応用されている（17）．

3. ドラッカーを巡る信念対立の解明
3 - 1 ドラッカーを読むヒマもない世界の経営学者
入山は「ドラッカーの言葉は，名言ではあっても科学ではない」，「それらの
言葉はけっして社会科学的な意味で理論的に構築されたものではなく，また科
（18）
と述べ，そのため「アメリカ
学的な手法で検証されたものでもありません」
の経営学の最前線にいるほぼすべての経営学者は，ドラッカーの本をほとんど
（19）
読んでいません」
と主張した．
それに対して菊澤は「チェスブロウ教授，ティース教授，そしてクリステン
セン教授など，ビッグ・アイディアを創造しているようなわずかな大物研究者
たちは，ドラッカーの本を読んでいるし，いまでもときどき，コメントする」と
して具体的な引用例を紹介している（20）．その一方で，業界内での「出世」に関
心がある「一般的で平凡な実証主義的な研究者たちにとって，ドラッカーの本
はまったく読む価値がない．時間の無駄なのだ．データを集めて実証研究する
ことに忙しくて，そんな暇もない．それゆえ，入山さんの本の帯に書かれてい
る『ドラッカーなんて誰も読まない』というキャッチ・コピーは，まさに現在の
米国の現実を表しているといえる」と述べている（21）．
この点については 2015 年の著書で入山は，「米国の研究大学のビジネスス
クールに所属する教授は，だからこそできるだけ科学的な方法で研究し，上位
の学術誌に論文を掲載するために努力することが求められる」ことから，
「社
会科学としての経営学研究の競争に勝つためには，科学ではないドラッカーな
ど読んでいるヒマはない」ということになると，菊澤の見解を首肯するように
米国の研究者の現実を書いている（22）．
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ここから双方とも，厳しい競争にさらされ，
「実証研究」を量産することに忙
殺されている経営学者はドラッカーを読む時間的ゆとりがない，という点では
同じ考察をしていることがわかる．
3 - 2 海外の最先端の経営学に対する科学主義批判
では，違いはどこにあるのか？それは現在の経営学における「科学主義に基
づく業績主義の風潮」を是とするか，否かである．
菊澤は，「最近の科学主義的傾向に同調しているのが経営学における科学主
（23）
義である」
，「統計的手法によって仮説を実証することが『科学的』だという
（24）
論理実証主義的なバイアスが根強くある」
と，経営学の科学主義への偏重を
指摘しており，それについては以下の引用箇所にみられるよう否定的な考えを
もっている．

「80 年代の株式市場ブームに対応して，米国のほとんどのビジネススクール
が，コーポレート・ファイナンス（企業金融）の教授をたくさん雇用した．そ
して，その後，米国経営学は科学主義的で経済性志向が強まることになった．
企業の目的は利益最大化，株主価値最大化である．この単純な仮定から，比
較的容易に数理モデルが展開できるので，このような経済合理的マネジメン
トが科学的と見なされることになったのだ．
さらに，MBA コースでは，実務家の知識や経験に依存することが批判さ
れ，講義では経験的で科学的な厳密性が求められた．そして，この傾向から，
統計学によって経験的に実証された命題だけが科学的とされ，そうでないも
（25）
のは非科学的で無意味と見なされる傾向が形成された．」

またこうした偏重の背景には，
「計量的な研究論文のほうが学術雑誌にアク
（26）
「統計ソフトもかなり発達し，非常に
セプトされ，掲載されやすい」 ことと，
便利になっており，統計学の数理的構造を十分に理解しなくても統計処理がで
（27）
きる状況にある」
ことが大きな要因として考えられると推察している．
菊澤はそうした動向を踏まえつつ，「重箱の隅を突っつくような」
「統計学の
お遊びになってしまった経営学」に対して「このような科学主義的な研究から，
実務の世界に対して大きなインパクトを与えるような科学的成果はほとんど出
ていない」
「科学を目指して研究している人のほとんどが，ドラッカー以上のイ
ンパクトを実務の世界に与えることなく，
『平凡な』研究者で終わっている」と
指摘する（28）．
以上のことから菊澤は，
「学会誌への掲載される」ことや，そのための条件で
ある「統計を使った実証研究」よりも，
「実務世界へのインパクト」を重視して
いることがわかる．
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「したがって，今日，米国の実証主義的な経営学者からすると，ドラッカーの
経営学は非科学的で無意味でナンセンスなものとなる．彼の経営学は，すで
に遠い過去のものであり，それは陳腐な経営学にすぎない．そして，このよ
うな非科学的で陳腐なドラッカー経営学を学んでいる日本の実務界を冷笑し
たり，それを取り上げる日本の経営学者を，世界から取り残されている人た
（29）
ちと見なすのだろう」
こうした記述に見られるように，菊澤にとっては実務において有用な指針であ
り続けているにもかかわらず，
「科学ではない」という理由から「ドラッカーなど
読んでいるヒマはない」と軽視するかのような発言をしている入山のようなスタ
ンスは，本末転倒で経営学の本質から外れたものに見えたのだと考えられる．
3 - 3 世界の経営学者は実務に役立つ研究を志向していない
他方で入山は，「経営学は『役に立つ』ことを目的とした学問である」と思わ
れがちだが，それは「最も根本的な誤解」であるとして次のように述べている．
「これは，米国で 10 年間経営学を学び，研究してきた私が見た事実です．
「役
立つかどうか」は，少なくとも欧米を中心とした海外の経営学者にとっては，
最重要の関心事ではありません．これは米国だけでなく欧州でもアジアで
も，主要大学にいる経営学者の間では，程度の差こそあれ似たようなものだ
（30）
と思います．
」
そしてその根拠として「経営戦略論のトップ学術誌の一つである『ストラテ
ジック・マネジメント・ジャーナル』に 2012 年に掲載されていた論文全 73 本を
確認」したが，「実務への示唆」の議論に 2 段落以上を割いていた論文は，わず
か 8 本」にすぎなかったことを挙げている（31）．
そして，経営学の分野で「優れた研究」と評価されるための二つの軸を挙げ
ている．第一に「厳密性」
（Rigorous）である．これは「社会科学にとしての科学
性が重視」されていることから，「厳密な理論展開と実証分析」が求められる，
ということである．第二に「知的に新しい（Novel）こと」であるという．つま
り「より斬新な理論を提示したり，これまで誰も注目しなかったビジネスの側
面を分析したりした研究ほど『新しい』
『面白い』とされ，上位の学術誌に掲載
される傾向」がある．そのため「結果としてトップ学術誌への論文掲載を目指
す学者ほど，
『自分の論文がいかに Novel か』を強調」しがちになるという．
つまり，
「トップ学術誌に論文が掲載され」
，学界で評価をあげて「経営学研究
の競争に勝つため」に，
「優れた研究」として評価される評価軸である「厳密性」
（実証的研究）や「新奇性」
（目新しさ）を重視することになり，結果「実践で有用
であること」
（Practically useful）のウエートは小さくなるというのである（32）．
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実際，入山は前述の『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マ
ネジメント』を読んだら』の著者，岩崎との対談（33）において，
「入山先生も，学
者でいることのモチベーションは，個人的な『おもしろさ』ですか？」と聞か
れたことに対して，
「そうですね．役に立つかどうかよりも，
『おもしろいか，
おもしろくないか』が僕の最大の価値基準ですね」と答えている．そのためド
ラッカーがいかに現実社会において有用であっても，目新しくも科学でもない
「ドラッカーなど読んでいるヒマはない」ということになるのだろう．
3 - 4 関心相関的観点の導入による相対化
こうした入山や菊澤の議論にみられるような，ドラッカー・マネジメントに
対する真逆ともいえる評価の理由は，構造構成主義の中核原理といえる「関心
（34）
を「価値の原理」として導入することによってより明晰に理解する
相関性」
ことができる．関心相関性とは，
〈あらゆる価値は，欲望や関心，目的といった
ものに応じて（相関的に）立ち現れる〉というものであり，この観点からこれま
での議論を整理すれば，世界の標準的な経営学者は，〈上位の学術誌に論文が
掲載され，研究競争に勝ち，地位を高めていくこと，そしてそれに求められる
研究の実証性（科学性）や新奇性（目新しさ）
〉に〈関心〉があるため，そうした
「実証研究」に価値を見出し，邁進する一方で，実務で役立つ知見には価値を見
出さないためドラッカーは読まない，ということになる．
その一方で，実務へのインパクトを重視する菊澤のような研究者や，現実世
界で会社を経営する経営者は〈経営に役立つ知見に関心がある〉ため，その〈関
心〉に照らせば科学的かどうかは些末なことであり，とにかく経営に有用な理
論や方法論，哲学，洞察，ノウハウ，命題といったものに価値を見出すようにな
る．ドラッカーが残した著書が未だに多くの経営者に参照され，多くの成果を
挙げているのは，その洞察が有用であるからに他ならない．
こうして〈関心に応じて価値は立ち現れる〉という関心相関的観点からみる
と，ドラッカーの洞察や著書に対する真逆ともいえる経営学者と経営者の評価
は，
〈現実の経営における有用な知見に関心がある経営者〉と，
〈学界での生き
残りや地位向上，そのために求められる研究の科学性や新奇性に関心がある経
営学者〉に見られるように，おおもとにある〈関心〉の違いを起点に生じている
ことがわかる．
言い換えれば，経営者は〈現実社会でどうやって会社が生き残らせるか〉に
関心があるため，その関心に照らしてドラッカー・マネジメントに価値を見出
すが，経営学者は〈学界でどうやって学者として生き残るか〉に関心があるた
め，その関心に照らして科学的な研究業績の増加につながらないドラッカーの
著作には価値を見出さない，と理解することができる．それぞれのフィールド
における「生き残り」に関心があるという観点からみれば，それらは全く異な
るものではないことは指摘しておく必要があろう．

ドラッカーマネジメントに関する信念対立の解明̶世界の経営学の「最先端」が抱える本質的問題とは何か？
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（35）
〈関心〉は〈契機〉によって生じる（これを「契機相関性」
という）．この観
点からすれば，学者としての生存をかけた競争に投げ込まれた研究者として
は，それが契機となり，そのような〈関心〉を持たざるをえなくなるともいえよ

う．これを裏づけるように，先に触れた岩崎氏との対談において，
「だから，
『世
の中の役に立ちたい，インパクトを与えたい』というところから学者を志すと，
学問の途中で絶望しちゃう人がいる」
「ごくまれに『世の中の役に立ちたい』と
（36）
いう人もいるかもしれないけれど，それだと学者間の競争に負けてしまう」

と自身が目にしてきた現状を率直に述べている．
入山は，こうした経営学の現状を受け入れており，菊澤はその科学主義に基
づく業績主義自体が，経営学の歪んだ姿であり，是正すべきと考えているとい
えよう．
ともあれ，このように双方の価値判断の根拠となっているそれぞれの〈関心〉
を相対化することで，それぞれの価値判断が絶対的なものではないと考えるこ
とができるようになり，その分信念対立を緩和する可能性が生まれるのである．

4. 経営学者の学問観を問い直す
4 - 1 有用性と科学性どちらを優先すべきなのか
次に，こうしたことを踏まえた上でなお，
「どちらの関心が妥当か」を問うこと
ができる．その際私の考えでは，
「そもそも何のために？」と問うことが有効だ．
そもそも経営学は何のためにあるのだろうか？
まずはドラッカー・マネジメントに価値を見出す実務家の立場に立って考え
てみよう．組織のマネジメントを実践する立場からすれば「経営学はよりよい
経営実践のためにある」のであり，
「経営学や経営学者のために経営があるわ
けではない」ということになる．これに異論を挟む実務家はまずいないだろう
（経営学者の中には自分たちの知的好奇心のために経営があると信じている人
はいる可能性はあるが）
．
「そもそも何のため」にという本質的な問いに立ち返れば，経営学は，よりよ
い経営実践のための学であるならば，経営に役立つという「有用性」のほうが，
「科学性」よりも上位に位置づけるべき妥当な関心ということができる．
もっとも，この「実践的な有用性」ということに関しては，入山は軽視してい
るわけではない．むしろ，一つの研究で「厳密性」
（科学性），「新奇性」，「有用
性」を満たすのは難しいため，「一つの研究・書籍だけで三つの実現を目指す
のではなく，今後は『役に立ちそうな経営法則を地道に，厳密に実証する』こと
を積み重ねるべき」であり，そうすれば「経営学がビジネスパーソンにもっと
身近になるはず」といった主張をしている（37）．
そして，入山は「そもそも『経営学が役に立つ』とは，どういうことでしょう
か」
「私たちは何をもって経営学が『役に立つ』というのか」と問いを立てて，
以下のように議論を展開していく（38）．少し長くなるがそのまま引用する．
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「私がこれまでビジネスパーソンと交流してきたなかで興味深かったのは，
経営学の知見について『こんなことは当社で既にやっていることだ』と言う
方がいる一方で，『今まで考えたこともなかった』と言う方もいたことです．
経営学の知見への目新しさは，企業や個人でかなり濃淡があるようです．
そしてそれ以上に興味深かったのは，どちらの意見の中にも『だから経営
学は役に立つ』と言う方もいれば，
『だから役に立たない』という人もいたこ
となのです．
なぜ，バラバラの感想が出てくるのでしょうか．私は，それは『経営学に課
答え・正解 を求める方と，経営学を 思考の軸 と捉える方がいるからで
はないか』と考えるようになりました．そもそも求めているものが違うため
に，
『役に立つ』と感じる人と，そうではない人が別れるのではないかという
のが私の仮説です．
」
つまり，入山は「答え・正解」を期待していると，経営学の主張と自社の方策
が重なる場合，「それはもう知っているから役に立たない」となり，逆に自社
が取り入れていない場合「抽象的ですぐに実務に応用できない（＝答えになら
ない）」と考えて，だから「役に立たない」となるのではないかというのだ．逆
に経営学を「思考の軸・ベンチマーク」として使っている人にとっては，経営
学が示す結果が自社で取り入れられていた場合には，
「自社で取り入れている
ことの是非を論理的に確認」できたと感じ，他方目新しい主張だった場合には
「その考えを軸に，実務への思考を深める」ということをしているため，
「思考
の軸として役立つ」と感じることになると述べている．
その上で，
「経営学が何を提供できるか」と問いを立てて，
「
（1）理論研究か
ら導かれた『真理に近いかもしれない経験法則』と，
（2）実証分析などを通じ
て，その法則が一般に多くの企業・組織・人に当てはまりやすい法則かどうか
の検証結果，の二つだけです」として，
「この二つを自身の思考の軸・ベンチ
マークとして使うことが，経営学の『使い方』だと私は考えています」と持論を
展開している．
このように，少なくとも入山は「役に立つ」ということを軽視してはいない
どころか，思考の軸・ベンチマークとして使うことで「役に立つ」と考えてお

ドラッカーマネジメントに関する信念対立の解明̶世界の経営学の「最先端」が抱える本質的問題とは何か？
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業績につながりやすい「新奇性」と「科学性」に強い関心があるが，経営学全体
としては「実務における有用性」にも関心があるといったところであろう．
4 - 2 自覚されていない経営学における実証研究の限界
では，経営学者はなぜ実証研究が重要と考えているのだろうか？先に見てき
たように「学界における地位向上や競争に勝ち抜くこと」という関心が背後に
あるともいえるのだが，ここでは理論的な理由をみていきたい．入山は実証研
究を行う意義について次のように述べている．
「経営学者は，まず理論を用いて経営法則についての仮説を導出します．し
かし，一社・一個人だけに当てはまっても意味がありません．トヨタ自動車
がいくら素晴らしい企業でも，その法則がトヨタにしか当てはまらないのな
ら，それは真理法則ではないからです．
したがって世界の経営学では，その法則が多くの企業・組織・個人に当て
はまる『真理に近い法則か』を検証するために，データ分析を重視します．経
営学者は，何百・何千・何万，場合によっては何百万という企業データ，組
織データ，個人データを使った統計分析をしたり，あるいは人を使った実験
やコンピューター・シミュレーションをしたりして，その経営法則が正しい
（39）
かどうかを確認していくのです」

統計を学んだことがない，一般の人は，このように膨大な「量」に基づく「客
観的な」データ分析を経れば，
「客観的で真理に近い正しい法則」が得られると
思うかもしれない．しかし，菊澤は，量的研究に依拠するほとんどの経営学は，
相関関係を因果関係と誤解し，統計学的に確認されたものを素朴に実証された
と思い込んでいることをはじめとして，次々と標準的な経営学者の「統計学の
乱用」を指摘する（40）．
また，実証主義者からの事例研究に対する典型的な批判として「一事例の研
究結果は母集団に一般化できない」というものがあるが，実はそれと同様に，

り，実際に書籍のなかで「役に立つ」であろうと判断した数々の実証研究の成
果をピックアップして紹介していのだ．
つまり「厳密性」
（科学性）と「実践的な有用性」
（実務で役立つこと）という関

原理上は「母集団において一般化された結果は個々の組織や個人に一般化でき
ない」のである（41）．しかし，前者はよく事例研究に対する批判として指摘され
ることがあっても，後者の限界はことさら無視されており，多標本に基づく解
析結果は「客観的で真理に近いもの」とみなされているがそれは間違いである．
この点について，心理統計学者の南風原と小松（42）は，集団における相関係

心に限ってみれば，菊澤は「科学性よりも実務における有用性を重視すべき」と
考えているのに対して，入山は「有用性を科学性ほど重視してはいないが，軽視
しているわけではない」と言うことができる．しかしその一方で先に触れたよう
に，入山は有用性よりは新奇性（面白さ）のほうに関心があると明言している．
これらを勘案すると，一研究者としては「優れた研究」として業界で評価され，

数は個人内の共変関係と必ずしも類似したものとはならないため，前者の関係
から後者の関係を推測したり，また逆に後者の関係から前者の関係を推測した
り，あるいは完全に同一視したりしてはならないと注意を促している．共分散
構造分析など高度な統計手法が誰にでも簡単に使えるようになったが，集団の
データによって提示されているパス解析による得られたモデルは，集団におけ
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る変数間の関連性を示したに過ぎず，個々の企業や個人に当てはまるものでは
ない．
「母集団において一般化された結果は個々の組織や個人に一般化できない」
以上，「多標本に基づく統計解析の結果」＝「客観的で真理に近いもの」にはな
りえないことがわかるだろう．
菊澤が科学哲学者カール・ポパーの議論を援用し，
「実証科学の名のもとに
平凡な経営学者が扱っている命題もまた，実証することはできない」ため，「統
計的に実証されていないドラッカー・マネジメントを無意味だとはいえないこ
（43）
とになる」
と主張しているのは，こうした統計を使った研究が決して絶対的
なものにはなりえないことを示すためなのだ．というのも，入山の著者は「ド
ラッカーを否定しているわけではない」と言いながらも，科学とは「世の中の
真理を明らかにするもの」であるという前提に立つことで，経営学者の生み出
す「科学的研究」を真理的なものに位置づけ，それに比べてドラッカーをはじ
めとする「名言」は「
『真理に近くない』可能性が大いにある」ため読むに値し
ない，という印象を与える論調になっているためだ．
研究者が用いている統計モデル自体を開発している心理統計学者の荘島は次
のように述べている．
「測定器具が変われば異なるデータが得られるし，統計モデルを変えれば異な
る結果が得られる．つまり，同じ現象に向き合っていたとしても，分析者に
よって千差万別の知見が得られる．分析者は，自らが得た知見を必然であるか
のように思うこともあるだろうが，実際は無限の通りの経路からたった 1 つの
道筋をたどって当該の結果を得ているのである．したがって，自らの立場を明
（44）
らかにしないで自らの唯一であるかのようにふるまってはいけない」
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「人によっていろいろな定義があるとは思いますが，それは『世の中の真理を探
求すること』である，ということに異論はないでしょう」と述べている（45）．
しかし，「科学とは何か」という難問に最も深く強靱な答えを出した「構造主
（46）
を 25 年以上前に提唱した池田清彦は，
「日常的に『科学』という
義科学論」
言葉を使っている人でもその大半は，いざ『科学とは何か』と大上段に問われ
ると，答えに窮するか，あるいは，
『科学とは真理を探究するものだ』
，
『科学と
は客観的なものだ』といった程度の断片的な答えに終始するかのどちらかだと
（47）
と述べているように，入山の「世の中の真理を探究すること」と
思われます」
いう科学観は，一般人の科学観と同じ素朴なものであることがわかる（だから
こそ一般の人には説得力を持ってしまうともいえる）
．
その一方で，入山は「企業経営とは所詮は人間がすることであり，したがっ
て，経営学は人間が何をどう考えるかを分析する学問」にほかならないとして，
それゆえ経営学の「科学性はまだかなり薄弱なものだということを強調せねば
なりません」と述べている（48）．そして入山は「経営学者はこの未成熟な分野を
それでも発展させようと，日夜努力・奮闘している」
「そして真理の探求のため
には，可能なかぎり頑健な理論を構築し，それを信頼できるデータと手法でテ
ストすることが何よりも重要です．これは科学分野，たとえば物理学や化学，
（49）
あるいは経済学でも同じことです」
と巧みに論じることで，自然科学と経営
学を同列に位置づけ，あたかも同じレベルで真理法則を探求できるかのように
印象づけている．
しかしながら，そもそも再現可能性の高い物理現象を対象とする物理学の方
法論を，経営という人間的営みにそのまま適用することは，理論的にも原理的
にも無理があると言わねばならない．

統計モデルの構造と機能を最も深く理解している統計学者ほど，その限界も
十分自覚しており，統計によって得られた結果を唯一の真理（やそれに近いも
の）として扱ってはならないと注意を促しているのだ．もし世界の最先端の研

日本を代表する哲学者の一人である竹田青嗣は『人間科学におけるエヴィデ
ンスとは何か―現象学と実践をつなぐ』の中で，
「誤りの第一歩は，人文科学
の領域において，自然科学の基礎方法である定量的な実証主義の方法がそのま
（50）
として，多くの「実証主義者」のエヴィ
ま適用可能だと考えられたことです」
デンス主義の無自覚性について次のように述べている．

究者がこうした統計の限界に無自覚に実証研究を量産しているとしたら，統計
学をその限界も含めて深く理解することも含めて，「科学的リテラシー」を高
めていく必要がある．そしてもしそうした統計の限界，実証研究の限界を自覚

「多くの実証主義者的研究者は，その定量的なエヴィデンス主義がどのよう
な場面で可能性をもち，またどのような重要な限界をもっているかについ

している（自覚した）にもかかわらず，実証研究によって得られた結果を，唯一
の真理に近いものかのように振る舞い続けるならば，それは学者として不誠実
な態度と言わねばならない．
4 - 3 経営学者の素朴な科学観
そもそも，入山らが，経営学のアイデンティティとして重視している「科学」
とは何なのだろうか？入山は「そもそも科学とは何でしょう」と問いを立てて，

て，いまのところほとんど無自覚です．その方法が科学的，実証的であると
いうことは，人文的領域においては，ただちにその方法が客観的，普遍的な
認識を導くわけではない，という事態についてもほとんど無自覚です．この
事態についての自覚を欠くと，実証主義は，容易にそれぞれの直観的な信念
を実証データによって補強しあうだけの，信念補強の思考に落ち込んでしま
（51）
います．」
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ここでいう「実証主義的研究者」は，そのまま定量的な実証研究に偏重する
「経営学者」に当てはめて考えることができることがわかるだろう．
4 - 4「科学」という言葉の習得プロセス
では，なぜ研究者が，科学の本質を理解することなく科学的研究を行うなど
という事態が成り立つのだろうか．ここではまずクーンが，「パラダイム」とい
（52）
う概念を生み出した『科学革命の構造』
の 15 年後に公刊した「パラダイム論
（53）
再論」
を元に考えていこう．そこで，クーンは，パラダイム論の主眼は，
「模
範事例」
「見本例」にあったと繰り返し主張している．どういうことか．この文

献の訳者の伊藤がその論文を「クーンは見本例修得を子供が水鳥の分類を学習
していく過程とパラレルに考えている」と解説しているように，クーンのパラ
ダイム論のポイントは，見本例（標準事例）を基軸とした師弟や研究仲間の間
でのコミュニケーションを通してパラダイムごとに異なる学範（discipline）を
修得していく，という点にあったのだ．
「科学」というコトバの同一性（シニフィエ）を修得していく過程は，クーン
の説明になぞらえれば，ジェーンが「白鳥」や「ガチョウ」
「アヒル」といったコ
トバを習い覚える過程と同じなのだ．人は周囲の親や大人から「それは白鳥」
「あれは白鳥じゃなくてガチョウだよ」
「これは白鳥じゃなくてアヒル」といっ
た形で教わることで，
「白鳥」というコトバの同一性（シニフィエ）は脳内で明
確なものになっていき，
「これが白鳥なんだと」判断できるようになる．経営学
者が「科学」というコトバを獲得するプロセスも基本的にはこれと同じなのだ．
「数量的なデータを用いない曖昧なものは科学ではない．科学とは対象を数量

ドラッカーマネジメントに関する信念対立の解明̶世界の経営学の「最先端」が抱える本質的問題とは何か？
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表記）とシニフィエ（内実）とのズレに気づきにくく，
『科学とは○○である』
という答え（確信）は絶対的なモノとして実体化，絶対化しやすくなってし
まうのである（59）．」
さらに，その前提に立って「科学的研究」に邁進した結果，その実績が認め
られ，大学でのポジションを得るという研究者の関心に結びつき「成功体験」
が積み上がるにつれて，その「科学的研究」というコトバは「絶対的な価値」と
なっていく．そうして「科学主義に基づく業績主義」は加速しているというの
が，現在の経営学の現状なのだ．

5. 本質から外れた「最先端」の危うさ
経営学ではないが，私は圧倒的な多標本縦断データと高度な統計手法を用い
て，権威ある学会で学会賞を受賞した「最先端」の実証研究が何重にも統計学
的な誤ちを犯していることを論証したことがある（60）．
菅原らの研究（61）は，開始時 1360 名を対象に 11 年追跡調査した研究によって
日本で最も権威ある心理学会の一つである発達心理学会の学会賞を獲得した．
通常は間違いを見つけても逐一指摘したりはしないのだが，その知見がマスコ
ミにもとりあげられ発達現場にも直接的な影響を与える状況となっていたこと
から，論文として以下のような誤りを指摘した．
まず，高い相関が出るに決まっている近接した時期の同じ質問項目の関連性
を示す決定係数をして，対象とする発達プロセスモデル全体の予測力であるか

化した上で統計学を用いたり，実験やシミュレーションにより検証を重ねてい
き，真理法則を探究するものだ」と教わることで，そのようなものとして「科

のように提示している誤りを指摘した．また相関（関連性）の大きさを解釈す
る際に，重要な情報は「効果の大きさ」であって，無相関検定による有意性では

学」というコトバの同一性（シニフィエ）を獲得していくことになる．
（54）
と，
構造構成主義の体系に組み込まれている丸山圭三郎の「記号論的還元」
（55）
その大元になった「ソシュールの一般記号論」 に基づきその構造を概説した
ものを引用すると以下のようになる（56）．

ないのだが，実際は効果の大きさのいかんに関わらず有意であることにより関
連性が大きいかのように考察している誤りを指摘した．そこで提示されていた
相関係数 0 . 26 は，単回帰分析を想定するならば，全分散の 6 . 76％を説明するも
のでしかない．つまり 93 . 24％は説明されないため，
「ほとんど関連性がないこ
とが有意に示された」とすべきところを，関連性が大きいかのように考察して
いたためだ．

「『科学』というコトバは，他のコトバとの差異を基軸として成立するコトで
あり（コトバの差異性）
，根本的には恣意的なコトなのだが（コトバの恣意
性）
，それをそのように呼ぶのだと先人から倣い覚える形で同一性（シニフィ
エ＝内実）が構築されていくため，そうした差異性，恣意的な側面は顕在化
せず（コトバの弊盲性（57））
，ある事柄に対応するコトバが外部世界に実在す
るかのようにコトバは実体化するのである（コトバの物神化（58））．コトバに
対応するものがそれ自体として実在しているという『実念論』はこうして生
じることになる．さらに，科学というコトバはアヒルやガチョウのように対
応する物体がない抽象概念である．そのため，そのシニフィアン（呼び名・

以上をはじめとして何重にも誤りがあることを論証した論文は『発達心理学
研究』に掲載されたが，その後著者等からの反論がなされることはなかった．
当時の発達心理学の最先端で求められた圧倒的量の縦断データを用いている時
点で，内容の吟味が甘くなったため，多くの不備が査読で正されることなく掲
載された可能性も考えられる．こうしたことからも「権威ある雑誌に掲載され
た最先端の知見」＝「真理に近い」という図式は成り立たないことがわかる．実
際には学界にも「こういう研究がよい」とされる流行のようなものがあり，そ
れに乗ったものが評価されるという傾向もある．
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経営学の世界の「最先端」というと聞こえはいいが，それは「最も優れてい
ること」も，「最良であること」も意味しない．むしろリーマンショック（世界
金融危機）をもたらしたのが金融業界の最先端で金融工学を乱用した結果で
もあったように，過度な利益追求等により本質から外れたとき，膨大なエネル
ギーが集中する「最先端」で最悪の事態が進展することも珍しくないのだ．
藤井は『プラグマティズムの作法』で，
「論文というのはそもそも新しい発見
や知見，技術を世に広く知らしめ，著者が死んでも人類の共有財産として蓄積
していくために残すものですから，そういう目的を実際に持っている限りにお
いては，たくさんの論文を書くことそれ自体は，大変結構なことであるのは間
違いありません」と述べている．しかし，その一方で，学知を生み出す最先端の
場であるはずの様々な学会の営みをみていくなかで，「兎に角，たくさんの論
文を，ステータスの高い学術雑誌にて出版することを通して，たくさんの個人
的な利益を得たい」という「 不誠実な思い だけが，論文を書いている唯一の
動機となっているのではないかと，感ずるような論文」があり，単なる「論文量
産を通した利益獲得ゲーム」に従事して論文を書いている人たちがいることに
気づいていったと現状を憂いている（62）．

ドラッカーマネジメントに関する信念対立の解明̶世界の経営学の「最先端」が抱える本質的問題とは何か？
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6. 今後の課題：経営学の二つのイノベーションの道
ここまで原理的な観点から検討してきた結果，科学主義，業績主義に飲み込
まれつつある経営学に対して批判的な考察が多くなったが，私は，実証研究に
は本来の果たすべき役割があると思っているし，実際に自分もそうした研究に
も取り組んできた．ここで論じてきたことは，過大になりがちな実証研究の価
値を原理的な観点と統計学の正しいリテラシーにより等身大の姿に戻しただけ
といえる．本稿はいわば，今後，経営学をまっとうな形で発展させる科学的，理
論的基盤を体系化していくための 地ならし のような位置づけになる．
しかし，その一方でドラッカー・マネジメント側にも大きな課題が残されて
いると考えている．できるだけ簡潔にいえば，第一に経営学の営みに適合する
科学論的基盤を整備し，その流れにドラッカー・マネジメントをどう乗せてい
くか，第二にともするとドラッカーの「名人芸」の上に成り立っている社会生
態学的アプローチによる「本質洞察」を，いかに公共性のある学問として位置
づけ直すかというものである（63）．

研究という営みは近代以前はダーウィンのような裕福な人の趣味であった
が，近代化にともない学者の「職業化」が進み，科学主義とそれに基づく業績主
義，研究費獲得が自己目的化していっている．入山は研究競争の現実を次のよ
うに説明している．
「日本でも知られているような大学の多くは『研究大学』で，それらは大学同
士で熾烈な『研究の競争』をしているのです．
そのために，研究大学にいる教授は『研究という競争世界』で勝つことが
最優先の義務となります．そして，米国での研究の戦いで勝つとは，優れた
学術誌に論文を掲載するということに他なりません．
（理系分野の場合はグ
ラント［研究補助費］をとる，という競争も加わります）．」
こうした熾烈な「研究競争」によって，藤井も指摘したように，学問の本質は
見失われてつつあり，これは一分野ではなく，学問界全体に横断的に起きてい
る事象なのだ．そして，世の中の役に立つ研究がしたいと思ったところで，そ
れが業績として認められなければ家族も路頭に迷うことになりかねないため，
そうした厳しい競争にさらされたならば，とにかく業績があがりやすい統計学
を使った実証研究をやっておこうというインセンティブが働くのは自然のなり
ゆきといえる．
したがって，経営学のこうした危機的状況は個々人の経営学者の問題である
と同時に，業界全体の構造的な問題ととらえたほうがよいだろう．

6 - 1 経営学にマッチする等身大の科学論的基礎の整備
第一の点について少しだけ踏み込んでいえば，社会科学としての原理的限界
を正しく踏まえた上で，社会科学としての経営学に相応しい科学性を再構築
することである．実際，入山も「ドラッカーと既存の『科学を目指している経
（64）
営学』を結びつけることができるのであれば，それは素晴らしい事である」
「私はドラッカーを否定するわけではありません．それどころか，『これだけド
ラッカーの言葉に注目が集まるということは，彼の数々の名言を科学的に咀嚼
して，経営学に反映させることも重要なのかもしれない』とすら考えています．
実際，ドラッカーの本は他の多くの経営学者が書いた本より売れているのです
（65）
から，それだけみなさんの心に響いているわけです」
と述べているが，その
ためには，社会科学としての経営学にマッチする科学論的基盤を構築する必要
がある．
それが実現したならば，社会科学としての経営学もより十全に機能するよう
になり，また実務家が有用性を認めるドラッカー・マネジメントのような理論

を，実証研究のまな板に乗せることも可能になるだろう．さらに，これによっ
て，社会科学としての経営学に即した科学性が担保可能になれば，入山が主張
した「今後は『役に立ちそうな経営法則を地道に，厳密に実証する』ことを積み
（66）
重ねる」
ことにもつながり，実証研究を得意とする研究者とドラッカー・マ
ネジメントに精通している研究者との共同研究も可能になると考えられる．
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6 - 2 本質を捉え，実践を本質的にする学問的基盤の確立
第二の課題を実現するためには，私は，構造構成主義によって「本質学」
（Essential Science）を基礎づけ，
「本質」と「有用性」を兼ね備えた「本質行動
（67）
学」
（Essential Management Science）という新たなフレームワークを確た
るものにして，そこにドラッカー・マネジメントを位置づけることによって，ド

ラッカー・マネジメントをあらためて実務と学術界の双方を架橋する学問として
再生させることが可能になると考えている．
なお私の観点からすると，入山は本人が思っているよりもその学問的な関心
はドラッカーに近いと考えている．現に入山は書籍の中で次のように本質を捉
える重要性に言及している．
「優れたビジネスモデルの本質とは何か？」という問いに，一体どのくらいの
方が答えられるでしょうか．もちろん「それは企業によって異なる」という
ことかもしれませんが，
「〜によって異なる」のであれば，結局何の基準を
（68）
頼って我々は新しいビジネスモデルを描いたらいいのか，分かりません」
こうした記述から，入山が「思考の軸」として役に立つ「本質」に関心を持っ
ていることがわかる．
そして，ドラッカーこそ，入山が関心を持っている「本質」を掴む達人であっ
た．ドラッカーの数々の言葉は，なぜ時代や文化を超えて，「名言」と呼ばれ
人々の判断や意思決定の基準として役立っているかといえば，それが本質を捉
えたものだからなのだ．一例を挙げればドラッカーは「事業とは，市場におい
（69）
て知識という資源を経済価値に転換するプロセスである」
とその本質を見事
に言い当てており，これは今なお事業を志す人々の「思考の軸」として役立っ
ている．たとえば NPO を運営する人達はこの命題を「思考の軸」として活用す
ることで，
「自分達が持っている知識や経験を 経済価値に転換する にはど
うしたらよいか」と問いを立てることにより，経済的に自立した経営体質を目
指しやすくなると考えられる．このように 本質 は実践をより本質的なもの
にする際に役立つのだ．
6 - 3 今後の課題
構造構成主義は，最深の科学論でもあるため，第一の課題，すなわち経営学
の科学論的基盤の再構築を可能にするものであり，また超メタ理論であるた
め，第二の課題である本質学の理論的基盤を構築することの双方を可能にする
が，紙面も尽きたことからそれらについてはそれぞれ別の論文で論証していく
必要がある．
経営学者達は「イノベーション」という事象に関心はあり，研究はしている
が，自分でそれを実践することはごく稀である．せいぜい目先を変えたり，表
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層的な新奇性を追求することはあっても，自分達が立脚しているパラダイム自
体を変えるという意味での真のイノベーションを起こすという発想をもたな
い．それゆえ，実務家に役立ちながらも学問としての本質からぶれない新たな
経営学を実現していくことは，容易なことではないかもしれない．しかし，実
務に役立つ本質的な研究が正当に評価される科学論的な基盤が整備されれば，
本質に関心がある人達とともに，日本から新たなパラダイムに基づく 最深の
経営学を発展させていくことができるだろう．
研究者の関心は学界のトレンド相関的に変化する．経営学が〈本質に基づく
新たな研究パラダイム〉に価値を認め，それが学界での地位向上といった競争
優位性につながる状況になれば，そのような研究に邁進する経営学者も増えて
くるだろう．結局のところ人々は 本質 を求めているのだから．
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哲学の重要性を説いた菊澤（3）の対立の根底には，経営学を巡る根本問題が潜ん
でいると考え，ドラッカーを巡る信念対立の理由を解明することを通してその
問題を洞察した．

―
量的アプローチと事例研究，そして社会生態学的
アプローチの共通地平を目指して
Systematization of the Foundation of Science Based on Structural
Constructivism Applied to Management Science:
Toward a Comprehensive Foundation of the Quantitative Approach,
Case Study, and Social Ecology

西條剛央
Takeo Saijo

（早稲田大学大学院商学研究科）

〈キーワード〉経営学の危機，構造構成主義，構造主義科学論，ドラッカーマネジメント，社会生態学
Crisis of Management Science, Structural Constructivism,
Structuralistic Philosophy of Science, Drucker Management, Social Ecology

Summary
The objective of this paper is to systematize a scientific foundation of management
science by utilizing the universal meta-theory, called Structural Constructivism.
Firstly, I demonstrated that management science has a fatal problem because of
the lack of a universal scientific foundation. Secondly, in order to overcome this
problem, I answered the fundamental question, “What is the nature of science?”
The nature of science is to construct a structure enabling you to predict and control
phenomena and to show the conditions of the process of creating the structure.
Showing the process is also a condition for academic research. I showed that the
fundamental theoretical conditions of science and academic research established by
structural constructivism do not require quantitative research and the use of statistics
for scientific research. Under these conditions of structural constructivism, one case
study, theoretical research, and even research based on Social Ecology could be
considered scientific research.

1. 問題と目的
1 - 1 経営学の危機
（1）
西條（2016）
は，世界の経営学者は「科学ではないドラッカーなど読んでい
るヒマはない」と世界の経営学者の現状を紹介した入山（2）と，科学主義に基づ
く業績主義に陥っている経営学を問題視し，経営学におけるドラッカー思想，

その結果，統計を使った「科学的研究」により「世の中の真理」を明らかに
できるという素朴な科学観のもとに，統計学の限界には注意を払わずに，過度
な研究競争状態にある「最先端」の経営学の姿が明らかになった．またそのこ
とが，「厳密性」
（科学性）と「新奇性」を満たした研究が「優れた研究」として
評価され，ジャーナルに掲載されるため，多くの経営学者が「実務に役に立つ
研究」への関心を失っている現状とあわさることで，経営学は危機的な状況に
陥っているように思われた．
これがなぜ経営学の危機なのか？ それは（1）本質的には実務に役に立つこ
とに関心をもっていない研究者が，（2）
「統計を使った実証研究」によって「真
理に近い経営法則」が得られるという素朴な科学観を前提に，（3）その主要
ツールである統計学の営みの本質や限界を十分に理解せず「統計学」を乱用す
ることで，（4）導き出された結果が「真理に近い経営法則」として権威化され
て，一般の人が批判的に吟味，精査できない形で提示されることになるためだ．
統計を使った実証研究を批判的に吟味するためには，高度な統計学の数理構造
を理解し，統計を使いこなせること，そしてローデーターにアクセスできるこ
とが必要だが，こうした条件を一般の人が備えることは実質的にはなく，その
結果を受け入れるしかなくなるのだ．つまり，（1）現場で役に立つことを志向
していない実証研究により得られた結果（現象をうまくコードできておらず予
測と制御に使えない構造）を，（2）統計により権威づけることであたかも信じ
るに足る真理法則かのように提示し，（3）しかも実質的に第三者がその真偽を
確かめられないといった条件が揃うことは，可謬性を内包しているはずの科学
的知見を盲目的に信じさせ，間違った意思決定をさせる条件でもあるのだ．
これは高度な数学を使った金融工学の理論を乱用し開発したサブプライム
ローンが米国の住宅バブル崩壊を引き起こし，投資銀行リーマン・ブラザーズの
経営破綻から世界金融危機（Global Financial Crisis）が生じた条件と酷似してい
る．そのメカニズムを論じている記事（4）からいくつか引用しつつできるだけ簡
潔に類似点を述べる．世界金融危機の主犯は「金融工学」であるかのように言わ
れているが，そうではない．もともと金融工学は，数理ファイナンスを理論的背
景に，金融事業にまつわる様々なリスクを測定し，適切に管理することにより，
不確実な未来のリスクを極小化することが目的に発展した分野である．
「東大大学院教授の楠岡成雄が理論を逸脱した商品とみるのが『債務担保証
券（CDO）
』
．住宅ローンなどの債権を集めてつくった証券を再加工し，低い
リスクで高い利回りをうたった商品をつくりだす．サブプライムローンは，
この手法で 2 重 3 重に証券化され，世界各地の投資家に売りさばかれた．だが
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『証券化を繰り返すなかで，リスク管理に必要な元々の資産の情報がたどれ
なくなっていた』
．
」

1 - 2 経営学の危機を乗り越える二つの道筋
西條論文（2016）では，こうした経営学の危機的状況を乗り越えるため
に，経営学をまっとうな姿に再建する理論的道筋として二つの方向性が示さ

これは「リスク管理に必要な元々の資産の情報がたどれなく」なることで，
本来の金融工学の主眼であった金融に関するリスクを管理するための条件が失
われていったことを意味する．

れた．一つは，経営学にマッチする科学論的基盤を整備することにより，量
的アプローチ，ケーススタディ，社会生態学的アプローチといった多種多様
なアプローチにおいて科学的な研究を可能にすること，二つ目が「本質学」

「慶応大教授の前田吉昭は『数学には前提があって結果が得られる．
『数学は

（Essential Science）を基礎としたまったく新しい経営学，すなわち「本質行動
学」
（Essential Management Science）を確立することである．

絶対だから，その公式を使えば間違いない』と思いこまれがちだが，そうで
はない．前提や数学モデルのあてはめ方を間違えば，結果も間違う．リーマ
ン・ショックは，それを知らしめるための警告だと思う』と語る．」

1 - 3 目的
本論文では，第一の方途，すなわち経営学の科学性を契機とした諸問題を克

そして，金融工学を専門とする中央大学教授の今野浩が「もうかるならなん
でもあり．そんな経営判断こそ金融危機をもたらした」と語っているように，
金融工学の本質から外れた乱用こそが，世界金融危機によって追い詰められ，
自死に至った人々をはじめとして多くの人を不幸にする引き金となったのだ．
つまり（1）高度な数学を使った金融工学を乱用することで自らを権威づけ，
（2）それを利用して低リスクで高い利回りをうたった商品をつくりだし，
（3）
もとのリスク情報を辿れなくすることにより，消費者はそれを盲目的に信じて
多額な資産を投じ，甚大な損失を被ったのである．
これは科学主義と過度な研究競争が相まって，統計を乱用し，実証研究を過
度に権威づける現在の世界の経営学の情勢と構造的に同型であることがわかる
だろう．つまり，経営学において「
（1）現場で役に立つことを志向していない実
証研究により得られた結果（現象をうまくコードできておらず予測と制御に使
えない構造）を，（2）統計により権威づけることであたかも信じるに足る真理
法則かのように提示し，
（3）しかも実質的に第三者がその真偽を確かめられな
いといった条件が揃うことは，可謬性を内包しているはずの科学的知見を盲目
的に信じさせ，間違った意思決定をさせる条件」になるのだ．先の今野の指摘
になぞらえて言えば，
「自分の価値を高められるならなんでもあり．そんな研

服するため，科学の本質を明らかにした上で社会科学としての経営学に適合す
る科学論的基盤を構築することを目的とする．

2. 方法
上記の目的を達成するためには，特定の前提に依拠することなく，
「科学と
は何か」
「研究とは何か」
「理論とは何か」
「統計とは何か」といった営みの本質
について普遍的に了解される原理群からなる「超メタ理論」が必要となる．そ
の条件を備えているのが，脳科学や遺伝子工学といったハードサイエンスか
ら，臨床心理学や文化人類学といったソフトサイエンスまで多種多様なパラダ
イムやディスィプリンが混在する人間科学という総合領域を，信念対立に陥る
ことなく基礎づけるというモチーフのもとで設計，構築された「構造構成主義」
（Structural constructivism）なのである．言い換えれば，それは「科学や理論
を巡る哲学的難問を解き明かして問題性を構造上解消してしまう解明の理論」
であり，
「多種多様な枠組みのあり方や関係を調整・基礎づける学的基盤とな
（5）
る理論」
といえる．
普遍的な原理群からなる構造構成主義は領域やテーマを問わず応用するこ
（6）
とができるため，
『構造構成主義とは何か』
で体系的な理論が提示されてから

究者の判断こそ経営学の危機をもたらしている」ともいえよう．
「われわれは実証研究により得られた知見を提示しただけであり，仮にそれを
信じて会社が倒産したとしても，それは最終的に意思決定した経営者の自己責

10 年ほどの間に人間科学的医学，医療論，感染症，実践原理論，看護学，看護
学教育，障害論，QOL 理論，チーム医療，医療教育，異職種間連携，作業療法，
理学療法，緩和ケア，痛み論，臨床心理学，心理療法論，認知運動療法，精神医

任だ」と開き直ることもできるだろう．しかし，
「実証的研究によって得られた
知見を真理法則に近いもの」とすることは，受け手が主体的，批判的に吟味する
姿勢を奪い，その真理法則（に近いもの）に従うという盲目的な姿勢を生むこと
につながるのだ．結果的に，経営学者が生みだした「科学的知見」に従って意思
決定をした企業が倒産するということが続けば，経営学の信頼は失墜していく

療，認知症アプローチ，スピリチュアルケア，リハビリテーション論，ソーシャ
ルワーク，EBM，EBR，NBM，インフォームドコンセント論，パターナリズム
論，歴史学，国家論，メタ研究法，質的研究法，質的研究論，事例研究法，統計
学，実験研究論，生態心理学，社会学，教育学，教育指導案作成法，心理学論，
アサーション理論，自己効力理論，メタ理論構築法，文学論，理論論，他者論，

だろう．これが経営学の危機でないというなら何が危機になるのだろうか．

メタ理論構築法，健康不平等論 , 妖怪論，縦断研究法，ダイナミック・システ

28

研究論文

構造構成主義による経営学の科学論的基盤の構築―量的アプローチと事例研究，そして社会生態学的アプローチの共通地平を目指して

29

ムズ・アプローチ，発達心理学，英語教育学研究法，英語教育，日本語教育，音
楽教育，議論論，学融論，信念対立論，助産学，社会構想法，職業リハビリテー
ション，地域福祉活動評価法，メタ科学論といった多種多様なテーマに着実に

いまもなおこれを超える原理性を備えた科学論は存在しない．
構造主義科学論によれば，「科学とは現象を上手にコードする構造（同一性）
を追求する営み」ということになる．科学とは，我々に立ち現れる現象をより

広まっている（7）．

上手に予測し，制御可能な 構造 を構成していく営みなのである．なお，ここ
でいう 構造 とは， コトバ（同一性）とコトバ（同一性）の関係形式 のこと
を指しており，外部に実在する構造物を意味しないことには注意を要する．

3. 経営学の科学論的基礎づけ
3 - 1 科学とは何か
では，科学とは何だろうか．世界の経営学の動向に詳しい入山の主張には一
般的な経営学者の考えがあらわれていると考えられることから，以下にあらた
めて確認してみよう．
「では，そもそも科学とは何でしょう．人によっていろいろな定義があるとは
思いますが，それは『世の中の真理を探求すること』である，ということに異
論はないでしょう．そして真理の探求のためには，可能なかぎり頑健な理論
を構築し，それを信頼できるデータと手法でテストすることが何よりも重要
です．これは，他の科学分野，たとえば物理学や化学，あるいは経済学でも同
（8）
じことです．
」
「構造主義生物学」を提唱した池田はそれを深化，発展させ「構造主義科学
論」
（Structuralistic Philosophy of Science）を体系化したが，その著書『構造主
（9）
のなかで「科学理論は徐々に究極の真理に向かって近づき
義科学論の冒険』
つつあるのだ」という考えを「ナイーブな（幼稚な）科学観」と言下に否定して
いる．その理論書は次のようなモチーフから書かれたものだ．
「本書を貫く思想は，科学は何らかの同一性の追求であり，しかもその同一性
には根拠がない，という今ではごく当たり前のテーゼである．私の外部に私
とは無関係に何らかの現象が存在するということを否定する根拠はない．し
かしそのことは，外部世界に普遍の実体や普遍の法則が存在することを意味
しない．それらは自然の中に実在するものではなく，人間が発明したものな
（10）
のだ．
」
この理論の神髄は，徹底的な懐疑によっても疑えないとされる「私」と「コ
トバ」と「現象」の 3 つにより科学の本質を言い当て，外部世界を前提としなく
とも科学的営みが可能になることを論証した点にある（11）．学派による科学観の
違いを超えるためには，外部世界の実在を含め特定の前提に依拠することなく
「なるほど確かに論理的に考える限りそれが科学の本質と考えるほかない」と
広く共通了解を得られる深く強靭な理路が必要となるのだ．その「科学の原理」
というべき理路が，25 年以上前に池田が提唱した「構造主義科学論」であり，

3 - 2 より上手に現象を説明できる構造を追求するとは？
池田は優れた構造化の追求の例として，太陽系の惑星の動きを説明する理論の
発展過程を例に説明している（12）．以下，それをポイントのみ概説する．
地動説を唱えたアリスタルコスを除き，古代ギリシャの天文学は天動説で
あった．プラトンやアリストテレスは，天体の運行を円という同一性でコード
しようとしたが，惑星は見かけ上しばしば逆行する現象を説明できなかった．
プトレマイオスはそれらを説明するために「周転円説」を提唱し，ある程度は
うまくいったが 80 以上の円を使ってもすべてを首尾よく説明できない煩雑な
ものとなった．コペルニクスは太陽中心説を採ることにより，34 の円を用いて
惑星の運行を説明することが可能となった．その後，ケプラーは「惑星の軌道
は太陽を一つの焦点とする楕円である」
（第一法則）等，7 つの楕円で惑星の運行
を説明することに成功し，これが古典的天文学の最後の完成品となる．
それに対して，ニュートンは力学の三法則による説明を試みた地球と月との
間には互いに引き合う力があり，それが二つの物体の質量の積に比例して，か
つその二つの物体間の距離の二乗に反比例すると考えることによって，天体の
運行も地球の落下法則も同じ形式で書けることを示したのだ．ニュートンの構
築した理論は，具体的な天体という個物をその説明原理から消してしまうこと
により，「存在を超越した普遍法則」になった．
池田が定義した「科学とは現象を上手にコードする構造（同一性）を追求す
る営み」とは，まさにこういうことを指している．現在では容易に 100 年先ま
での暦を作ることができることからもわかるように，天体の運行のような単純
なシステムについては，うまく構造化できれば少ない変数で高度に予測するこ
とが可能となる．
3 - 3 量的研究か質的研究かは科学的かどうかとは無関係である
多くの社会学者，経営学者だけでなく，竹田青嗣のような原理的思考の達人
というべき哲学者ですら，「自然科学の基本方法は（略），自然事象の「数学化」
（13）
と誤解しているように見受けられるが，そうではない．相対性理論は
です」
［E ＝ mc 2］という公式であらわされるが，これは「エネルギーは，質量かける
光の速度の 2 乗」というコトバでできた関係形式に他ならない．つまり，科学と
は，上手に現象をコードし，予測と制御ができる構造（同一性）を追求する営み
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であり，それが可能になるのであれば，数量的アプローチであろうが，質的な
アプローチであろうが関係ないということがわかる．
逆にいえば，どんなに多標本に基づいていようが，厳密に統計を用いて「統

た（15）．そのため，2016 年 4 月に熊本地震で震度 7 が起きた際に，メディアもあ
らゆる専門家も震度が大きいということだけの理由で本震とみなしており，
「余震に注意してください」としか報道していなかったが，私は，これは東日本

計学的に有意な結果」が得られようが，そこで得られた構造が現象の予測と制
御に役に立たなければ，科学的研究としては失敗ということになる．2011 年の
日本地震学会において，東日本大震災を想定できなかったことを踏まえ「地震

大震災と同じパターン（構造）で，本震ではなくさらに大きな地震が起きる可
能性があると予測することができた．
東日本大震災の 2 日前，震度 5 の地震があった．大川小学校ではその際津波注

学の敗北」と自己批判をし，今後の防災に寄与する研究の方向性などを模索す
るシンポジウムが開催されたが（14），これはこれまでの地震学が地震現象の予測

意報が発令されたが，校長は高台に避難するという意思決定を行わず校庭待機
であった．震災時，校長が不在のなか，複数の教員が裏山への避難を訴えたに
もかかわらず避難を決断できなかった理由の一つとして，2 日前の校庭待機が
一つの前例要因となってしまった可能性が考えられた．しかしもし 2 日前の地
震を本震とみなさず，さらなる大きな地震が起きる「前震」であるとみなして

と制御に役立つ構造化ができていなかったことに対する反省という点では，科
学者として真摯な態度といえる．
3 - 4 カオス理論に基づく長期予測不可能性
20 世紀末，
「カオス理論」が台頭すると，人間や社会のような複雑なシステ
ムについては長期予測が不可能であることが明らかとなった．蝶が羽ばたくほ
どのわずかな動きが遠く離れた大陸の 1 週間後の大気の流れを変えてしまうと
いった「バタフライエフェクト」に代表されるように，初期値鋭敏性ゆえに，複
雑なシステムではほんのわずかな変化が増幅されるため，長期予測が事実上不
可能になるのである．複雑なシステムという点では，人間の集合体による組織経
営やそれを巡る経済活動にもこの長期予測不可能性はついてまわることになる．
世界の金融市場，大企業の経営など一見確固たるシステムに依拠しているよ
うにみえるものも多数の人間，要因が複雑にかかわりあって成り立っている以
上，長期予測不可能な，複雑なシステムに他ならない．ちなみに地震も―地
面は硬いため単純な物理的事象のように思われるかもしれないが―長期予測
を受け付けない複雑なシステムと考えられる．
まず科学において重要なことは，対象が複雑なシステムなのか，単純なシス
テムなのかを見極めることである．原理的に不可能なものは不可能と認めるこ
とで，無駄な対策をしなくて済む．たとえば，地球温暖化への対策を訴える議
論は，気候の長期予測不可能性の 1 点において，その根底から崩れている．長期
的に温暖化と寒冷化どちらに転ぶかは予測できないためだ．しかし，現実に我
が国の 27 年度予算では，8000 億円以上の巨額な予算が温暖化対策に投じられ
ている．長期予測可能かどうかをまず見極め，長期予測が不可能な事象であっ
ても，短期予測ができるよう構造を構成していき，予測可能なところで着実に
予測し，制御していくことが科学的アプローチといえるだろう．
3 - 5 過去の事例から抽出した構造から熊本地震の本震を予測した例
実際に，長期的には予測不可能であったとしても，短期的には予測できる
ケースもある．筆者は，東日本大震災時，児童 74 名と教職員 10 名が亡くなった
石巻市立大川小学校で起きた悲劇がなぜ起きたのかに関する質的研究を行っ

いたならば，この悲劇は起きなかった可能性が高い．
そうしたこともあり，本震かどうかはその後にさらに大きな地震が起きたか
否かで決まる「事後的な解釈」でしかないことは既にわかっていた．加えて熊
本地震の最初の震度 7 は「前震」に過ぎず，さらなる大きな本震がくる可能性が
あると思った根拠は他にもあった．最初の地震は，震度こそ最大の 7 だったも
のの，マグニチュードは 6 . 5 であり，これは東日本大震災のマグニチュード 9 . 0
と比較すると，1/4000 以下のエネルギーに過ぎず，その後も同規模の地震が続
いたことからエネルギーが十分に発散されていない可能性が高いと考えたの
だ．そのため，さらに大きな本震に警戒したほうがよいと Facebook で警告し
た（予測に基づく制御）
．
その後，実際に 28 時間後にマグニチュード 7 . 3（最初の地震の約 16 倍のエネ
ルギー）のさらなる巨大地震が発生し，報道から最初の地震以上の地震はこな
いと思い込み，半壊していた家に留まった多くの人が亡くなった．
3 - 6 正しい予測を可能にする構造は実践に役立つ
地震の長期予測は不可能だが，今回のケースでは〈巨大地震が起きたときに，
それを前震とみなすことで，その後数日以内に 50 % 以上の確率でさらなる大
きな地震が起きる可能性がある〉という構造を用いることで，短期的には，か
なりの程度で予測することは可能であった．実際，熊本に講演活動のために出
張して最初の地震を経験した方から，筆者の Facebook での警告をみたおかげ
で「危機感を持ち１日早く移動する後押しをいただき救われました」と本震を
逃れることができた旨の連絡を頂き，後にその年のドラッカー学会でお会いす
ることができた．もし他の専門家が，東日本大震災時の「構造」をもとに，さら
なる大きな地震を予測し，テレビ等で警告していたならば，28 時間後の「本震」
の被害は最小限に留めることができたと考えられる．
その後，2016 年 7 月には当時の内閣府特命担当大臣（防災担当）のトップで
ある河野太郎氏との面談の際に上の構造の話をして，本震かどうかは事後的に
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しかわからないのだから，1 週間後に本震とみなすことにして，当面はさらな
る巨大地震に注意してくださいと警告することにしたほうがよい旨を進言し，
河野氏は部下に指示すると約束してくれた．翌 8 月，政府の地震調査委員会は 1
週間程度後に本震とみなし，一週間程度は同規模の地震が起こる危険性を警告
することに方針を変更したと発表があった（構造に基づく対策）．
入山は科学性（厳密性）と現実社会で役に立つこと（Practically useful）が
別ベクトルの要素であるように語っているが，これは科学論的には間違いであ
る．現象を上手に構造化できていればいるほど，正しい予測が可能になるため，
適切な介入も可能になり，現実社会でも役に立つことにつながるのである．そ
れが科学の本質的な意義なのだ．

4. 社会科学としての経営学に適した科学論的基盤を整備する
4 - 1 経営学の再現性の低さを再考する
ともあれ，自然科学が対象とする物理現象については，―それが複雑なシ
ステムではない限りにおいて―，上手に構造化さえできればかなりの予測可
能性，制御可能性，そして再現性がある．象徴的にいえば，水（H 2 O）は 0 度に
なれば固体になると予測できるため（予測可能性）
，0 度以下にすることで（制
御可能性），何度でも凍らせることができる（高い再現性）
．また 100 度で気体
になると予測ができるため，気体にしたければ 100 度にすればよく（制御可能
性），そこにはやはり高い再現性がある．
しかし，社会科学が扱う事象は，それほど単純ではない．それを複雑系とは
少し異なる観点から説明してみよう．たとえば，経営実践において，特定の経
営学の理論を適用したとしよう．しかし，それは実験室の実験（16）とは異なり，誰
がどのような状況でどのように適用したかによって結果は変わりうる．
（17）
たとえば，
『ドラッカーを読んだら会社が変わった！』
に掲載されている，
ドラッカーのマネジメント理論を適用した 18 の成功事例（物語）をとってみて
も，それはそれぞれの固有の状況において生じた固有性の高い事象である．も
ちろんそれらの成功例のエッセンス（構造）を参考に自社にあった形で導入する
ことで組織改善につなげることは可能だが，まったく同じようにすれば同じよ
うに成功するというものではない（たとえば，キーマンの力量が違うことによっ
て，実質的に組織に浸透せず，改革は進まないということはありうる）
．
しかし，この再現性の高低については，研究対象の性質に規定されてしまう，
というだけのことなのだ．そのため，物理学者が経営現場で実務に関する研究を
行うならば，純粋な物理現象を扱う場合と比較して，再現可能性も予測可能性も
格段に低くなる．再現性の高低は研究対象が規定する側面があり，経営学の研究
において再現性が低いということは経営学者が物理学者より劣っているという
ことを原理的には意味しないのだ（ただし経営学が対象に即したパラダイムに
依拠していないこともあり，実際の学問の進歩の違いはある）
．
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4 - 2 社会科学における 2 つの「一般化不可能性」
こうした限界を超えるために，量的アプローチでは，推測統計学等によって
「一般化」するための道筋を理論的，方法論的に整備してきた．ところが，原理
的に考えるならば，量的研究といえども，厳密な一般化は不可能なのである．
というのも，社会科学においては，そもそも対象の「同一性」を担保することが
難しいためだ．
たとえば，同じ「リーダーシップ」に関して推測統計学によって一般化可能と
された知見も，文化や地域，風土を超えて一般化できる保証はない．中国中央部
のデパートでは，新入社員に対して上に服従する習慣を定着させるために，軍隊
式の訓練を数週間受けさせ，店内研修では，従業員がミスを人前にさらすといっ
たように，部下に恥をかかせることによって，優れたリーダーであると評価を受
けるという研究がある（18）．しかしながら，先述したようにリーダーシップのス
タイルは国民文化にあわせなければならず，
「中国ではうまくいく方法でも，カ
（19）
ナダやフランスではうまくいかない可能性が高い」
のである．煎じ詰めて考え
れば，これは国に限ったことではなく，隣のビル，隣の部屋の「企業」とも文化
は異なることがあるように，この文化の壁はあらゆるところにみられる．これを
「文化的な壁による一般化不可能性」として定式化しておこう．
さらにいえば，この中国の事例は，1995年に公刊された文献に基づく知見であ
ることに注意しなければならない．日本においても20年ほど前は「ブラック企業」
という言葉もなく，社員に対する「野蛮な扱い」は現在と比較すれば広く見られた
現象であったが，最近では電通の新入社員が自殺したことを受けて，社長が残業
時間の上限を減らす方針を社員に通達したことに象徴されるように，日本社会は
変化している．
このことは社会科学の本質的な限界を示している．つまり，経営学，組織行
動のような社会や文化，人間を対象とした研究は，同じ「企業」
「NPO」
「病院」
「大学」といった名前（同一性）を冠していたとしても，その対象自体が変化
してしまうのである．そこが物理現象を対象とする物理学とは決定的に違う．
100 年前と現在で，水の構造の「H 2 O」が変わることはないが，社会や人間は時
代とともに変化していくのだ．
そのため，どんなに厳密な研究を行って，統計学的に有意な結果が得られた
研究でも，一般化できないということが起こる．一例を挙げれば（20），2010 年に
原発の安全性に対する意識調査を行った研究が，知見を一般化してよいとされ
ているランダムサンプリングに基づき統計学的に有意な結果が得られていた
としても，その結果が今の社会にそのまま当てはまると考える人はいないだろ
う．それは 2011 年の東日本大震災の福島第一原発の事故によって，社会や我々
の意識自体が変わってしまったためである．このように人間や社会を対象とし
た人間科学，社会科学といった分野では，対象そのものが変化してしまう可能
性があるため，いかに厳密に一般化の手続きをとろうとも一般化できないとい
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う原理的限界があるのである．これは「時代変化の壁による一般化不可能性」
として定式化しておこう．
なお，こうした社会科学における推測統計学の限界，一般化不可能性につい
ては，ドラッカーは 20 世紀前半の時点でとうに認識していた．
「ドラッカーというと，どうしても統計学とは無関係のように思えるが，実
はそうではない．彼は証券会社に勤めているとき，実は統計を駆使して株式
市場を分析していた．ところが，1929 年の大恐慌で大損失を出し，統計学が
まったく役に立たないことを認識し，そのことで彼は統計学を信頼しなく
（21）
なったようだ．
」
ほとんどの経営学者はこうした社会科学における原理的な限界を十分自覚で
きていないようにみうけられるが，社会科学においては対象の同一性を担保で
きないことから，文化的，時代的の両側面から「一般化不可能性」という問題が
立ちはだかっているのである．
「時代変化の壁による一般化不可能性」と「文化
的な壁による一般化不可能性」をあわせて，社会科学における「時間的，空間的
な一般化不可能性」と呼ぶこととする．
4 - 3 アナロジーに基づく一般化による一般化不可能性の打破
それではこの「一般化不可能性」をどのように乗り越えればよいのだろうか．
その理論的枠組みは，構造構成主義では「アナロジー（類推）に基づく一般化」
として定式化されている．実は，一般化とは研究論文の中で完結するものでは
なく，原理的には人間が行う営為である．つまり，我々が「この知見は目の前
のこの現象にも当てはまるが，これには当てはまらないな」と類推することが，
アナロジーに基づく一般化にほかならない．ただしその類推を妥当に働かせる
ためには，十分な情報が記載されている必要がある．
それでは，その 十分な情報 とはどういったものになるのだろうか．研究に
関わる情報は無限といってもよいほどいくらでもある．研究者の年齢，性別，
研究時の気温，湿度，等々．そのため，その中から，構造化に影響を与えている
と考えられる「諸条件」を開示していくことが重要になる．つまり，類推に基づ
く一般化を適切に行うためには，
「構造化に至る諸条件」を開示していくこと
が必要になるのだ．これは社会科学における「科学性の条件」にもなってくる
ため，さらに議論を深めていこう．
4 - 4「科学的研究の条件」とは？
科学と非科学を区別するために，反証可能性を掲げたポパーは，しかし科学
理論は神からの啓示によって得られたものであってもよいとした．なぜなら，
ポパーのいう反証可能性とは，科学理論から導きだされる仮説は実験や観察に
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よって反証される可能性を持たなければならないというものだったからだ．そ
して，自然科学が対象とする事象には基本的に再現性があるため，それを科学
の条件とするならば，仮説の検証可能性は誰にも開かれている以上，科学理論
はどのような経緯を得られようがどうでもよいことになるためだ．
しかし，先に述べたように，社会科学においてはそもそも同じとされる事象
の同一性を担保することが困難であることから（同じ「企業」といってもその
構造は時代的，文化的背景からして本質的に異なる），方法論的な次元以前に，
その本質的性質として再現性が低いのだ．である以上，仮にその理論が検証可
能性には開かれていたとしても，
「検証」といった手続きによってその理論の
真偽を確認することが困難なのである．では，社会科学においては何を科学性
の条件にすればよいのだろうか．それが「構造化に至る諸条件を開示すること」
なのである．
4 - 5 アナロジー
（類推）に基づく一般化
（23）
先に触れたように，これは「アナロジー（類推）に基づく一般化」
を適切に
行うための条件でもある．先に，原発の安全性に対する意識調査の具体例を挙
げたが，2010 年に得られた結果は，未曾有の原発事故を引き起こした東日本大
震災以降の社会に当てはまらない（一般化できない）と読者が考えることがで
きるのは，
「方法」部分に調査時期等のその結果が得られた条件（状況）が明示
されているからなのだ．つまり，研究論文では，何を目的として誰を対象にい
つどのように調査した結果，どのような知見が得られたのか，構造化に至るま
での諸条件が明記してあるため，読み手が自分の目の前の事象に当てはまるか
どうかを吟味できるようになっているのである（24）．
4 - 6 料理のレシピと構造化に至る諸条件の開示の類似性
わかりやすく料理の例で説明しよう．この観点からいえば，完成した料理を
ポンと目の前に差し出すだけではダメで，その料理を作るまでの手順をレシピ
として提示して初めて科学的研究となる．なぜか．単に料理があるだけではそ
の作り方が妥当かどうか第三者が検討することはできないためだ．他方，フラ
ンス料理を作るためのレシピに，その方法として中華料理を作る手順が書いて
あったら，それはおかしいと気づくことができる．レシピに「野菜をみじん切
りにする」と記載されていたのに，完成した料理はぶつ切りになっていたなら
ば，レシピ通り適切に調理されなかったと判断することができる（内的整合性
に欠いていることがわかる）．このようにレシピに料理を作る過程（手順，条
件）が開示されていることによって，他者がその過程を吟味することができるよ
うになるのだ．
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4 - 7 再現性は社会科学の科学性の条件には不適合
そして，そのように「レシピ」
，すなわち「料理が得られるまでのプロセス」
（構造が構成される諸条件）が開示されていることによって，他者がそのレシピ
をみながら，同じ料理を再現してみせることも可能になる．ただし，ここで注
意が必要なのは，原理上は「構造化に至る諸条件を開示すること」と「料理のレ
シピを残すこと」は同じだが，社会科学と自然科学はその対象が本質的に異な
るため，社会科学においては「再現性」を科学性の最低条件に据えてはならな
いということである．
料理の対象は材料や火や油といった物理現象である．そのためレシピが詳細
であるほど，精密にその手順通りにやれば，同じ料理を作ることが可能になる．
しかし，繰り返すが，社会科学の対象とする事象は，たとえば「会社経営」や
「人材育成」は多くの要因が複雑に影響する固有性の高い事象であり，まったく
同じように働きかけてまったく同じ結果が出ることのほうが稀といえる．
したがって，社会科学における「科学性」において重要なことは，
「どのよう
な条件を経て得た結果なのか」が明記されていることによって，他者が批判的
に吟味し，その内的整合性を確認したり，目的に応じてよりよい方法を提案し
たりすることが，原理上可能になるという点になる．
社会科学に求められる科学性とは，実験や観察により実際に反証できるとい
う意味ではなく，批判的に吟味できて反証できる余地があるという点での 反
証可能性 である．真偽を検証できるか否かではなく，批判的に吟味した上で，
代案を出したり，洗練したり，修正したり可能という点での 更新可能性 を備
えていることである．そして，実際の再現性ではなく，再現できる可能性が残
されているという意味での 再現可能性 である．
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で計測し，分析した結果なのかを開示しなければ，ある時間，たった数回測定
した中のいちばん高い（低い）数字を示した可能性も否定できず，第三者がそ
の知見の得られた条件も含めて批判的に吟味することはできない．
このように「科学的研究の条件」として「構造化に至る諸条件の開示」を置く
ことで，
「精密機器で測定した数値を写真に撮って提示する」といった一見客観
的にみえる手続きも，科学的ではないと判断することが可能になる．量的アプ
ローチであっても「構造化に至る諸条件」を開示されていなければ科学的研究に
はなりえず，逆に事例研究であっても結果がどのような条件下で得られたもの
なのかを開示していれば，科学的研究の条件を満たしているといえるのである．
4 - 9 統計学の原理
統計学者の荘島（2005）は，「統計学の営みの本質」について次のように的確
に説明している．
「われわれの興味の対象は，言うまでもなく現象である．学者は総がかりでこ
の現象解明に取りかかっているといえる．そのうち，量的研究と呼ばれるや
り方は，現象をまず数値にコーディング（符号化）することから始まる．これ
は測定法や調査法の射程である．そして，数値にコーディングされた現象を，
モデルによってデコーディング（解読）して，現象をわれわれ人類に理解可
（32）
能な形にする作業がおもに統計学の営みといってよい」
（34）
荘島（33）は最先端のテスト理論の一つである「項目反応理論」
を挙げて，非

こうした意味での 広義の科学性 を備えるために「構造化に至る諸条件を
開示すること」が求められるのである．

常に強力な統計ツールであるがゆえに，
「現場において，万能で，純粋な意味で
の客観的知見を提示できるかのような幻想を抱いてしまうことがある」と注意
を促している．

4 - 8 科学的研究かどうかを判断する
実際にこの「構造化に至る諸条件を開示する」ことを科学性の条件とするこ
とにより，科学的か否かを吟味する視点として活用できるようになる．
性能が確認されている放射線測定器（ガイガーカウンター）で計測した値を

項目反応理論（IRT）モデルも，研究者によって創られた「模型」の一つであ
る以上，
「現象の方が，模型よりも豊かであることは疑いようがない」として，
「あらゆる知は『純粋に客観的』ではありえないし，まして『絶対的』なものに
はなりえない」としている．
研究結果とは，いかなる高度な統計モデルを用いていようと，厳密な実験や

写真に撮り，「ここはこんなに高い（低い）数値が出ています」といった報告を
するのは科学的研究といえるか？という問題を例に考えてみよう（25）．結論を言

シミュレーションを通していようと，ある特定の関心（目的）に照らして，デー
タを収集し，分析（加工）した結果得られた加工物に過ぎない．そのため統計モ

えば，
「構造化に至る諸条件を開示すること」を基準に考えるならば，
「科学的
研究とはいえない」ということになる．第三者が，その数値はどのようにして
得た結果なのかを吟味できないためである．実際，身長や体重と異なり，放射
線量は一瞬ごとにばらつきが大きく，測定の仕方によってもその値に大きく影
響するため，通常地上から一定の高さで，一定間隔で何度も測定して平均値を
算出し，その結果を経時的に記録するといった手続きをとる．どういう条件下

デルを用いる場合も「予測が目的なのか，あるいは現象記述が目的なのかでモ
（35）
のだ．
デルの立て方，分析のやり方も変わってくる」
そして荘島は「分析者はそのつど態度を明確にして自らの立ち位置も合わせ
て記述しておくとよい」と言及しているが，これは，統計モデルによる解析結
果は，真理どころか「仮象」にすぎないのだから，分析者はどういう関心から
どの統計モデルを選択し，どのように分析した結果得られたものであるかを開
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示することによって，他者が批判的に吟味できるようにすべきということなの
だ．これは広義の科学性の条件となる「構造化に至る諸条件の開示」と重なる
ことがわかるだろう．
4 - 10 なぜ経営学者は統計を用いた実証研究の結果が客観的な真理かのよ
うに言いたがるのか？
私も統計を用いなければ専門誌に掲載されない心理学分野出身であり，博士
論文（36）は統計を使った研究で構成した経験を持つ一人だが，ある統計モデル
では有意な結果が出ても，他のモデルでは有意な結果はでないということはい

構造構成主義による経営学の科学論的基盤の構築―量的アプローチと事例研究，そして社会生態学的アプローチの共通地平を目指して

39

象とし，どのようにデータを収集し，どのように分析をした結果得られたもの
なのか，その諸条件を開示していくことにより，その構造がどのような条件の
下で得られたものか，「構造化に至る諸条件」を明示的に示すことで，他者が批
判的に吟味することが可能になることから，社会科学においても広い意味での
科学性を担保できるのだ．
こうした科学性の条件に基づく研究構成の在り方を「科学的研究デザインの
原理」
（関心相関的研究デザイン（22））と呼ぶこととする．それを図式化すると以
下のようになる（Fig.1）
．

くらでもある．社会科学において実証研究が真理法則を生み出すようなもので
はないということは，実際に統計ソフトを使って分析したことがある人なら誰
でもわかっているはずだ（研究関心とデータにひっぱられる形で結果が出るた
め）．
ではなぜ，実証研究によって真理法則に近い結果が得られているかのよう
な印象を与えたがる学者が少なくないのだろうか．それは，ドラッカーやポー
タークラスの天才的な才能と影響力を持つ人は例外として，標準的な研究者は
彼らが生み出す個々の研究は一つ一つみればたいして役に立たないと本当はわ
かっているのだ．しかし，学問はごく一部の天才による躍進と，個々の研究の
積み重ねで全体として発展していく．学問とは基本的にそういうものなのだ．
しかしながら，それを理解していない一般の人から個々の研究が価値がない
とみなされるのは辛い．時に経営学者は，経営という厳しい実践フィールドの
なかで鍛え上げあげられている百戦錬磨の経営者に対して己の価値を示さなけ

5 - 2 価値の原理
「科学的研究デザインの原理」を十全に駆使するためには，いくつかの方法装
置が有効となる．
（26）
である．これを「価値
一つが構造構成主義の中核原理である「関心相関性」

ればならない．実務家から「そんなことはとっくの昔に実践している（故に価
値はない）
」と言われると存在価値が揺らいでしまうため，ことさら「単なる個

の原理」としていえば，「すべての価値は，欲望や関心，目的といったことと応
じて（相関的に）立ち現れる」というものになる（Fig.2）
．

人の経験知とは異なる実証研究の厳密性（科学性）の価値」を強調しようとす
るインセンティブが働くと考えられる．
その気持ちはわからないでもないが，しかし，荘島（2005）が忠告するよう
に「モデルに閉じ込めた現象は，まさに分析者によって創造された仮象にすぎ
ない」
，「分析の結果から得られたモデルは現象より必ず貧困である」という事
実を踏まえずに，実証研究によって得られた知見を真理法則に近いものかのよ
うに振る舞ってはならない．

5. しなやかで合理的な研究デザインのために
5 - 1 科学的研究デザインの原理
量的アプローチであっても，単一事例であっても，科学性を担保するために
は①「現象を理解し，予測や制御につながる構造を得ること」に加えて，②「構
造化に至る諸条件の開示」が必要となるのだった．つまり研究者が構成した構
造（結果・仮説・理論・結果・モデル）は，どのような関心や目的から，何を対
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この関心相関的観点からみると，たとえば統計を用いた実証的研究にしか価
値を見出せなかった人も，
「全体的な傾向や分布を把握することに関心があっ
たため事例的な研究には価値を見出せなかったが，一つの事例を深く調べて有
効な構造を得たいならば事例的研究のほうがよいだろう」といったように柔軟
に考えることができるようになる．
5 - 3 方法の原理
「価値の原理」に「状況要因」を加えた応用原理が「方法の原理」である．
「方
（27）
法の原理」
によれば，
「方法」とは，
（1）特定の状況（制約下）で，（2）何らか
の目的を達成するために使われる手段である（Fig. 3）．我々はそうしたものを
我々は「方法」と呼んでいるのだ．したがって，どういう状況で，何がしたいか
（目的）を抜きに，この方法が絶対に正しいということはできない．つまり状況
と目的抜きに普遍的に正しい方法などないということになる（普遍的足りうる
としたらこの「方法の原理」であろう）
．
研究とは，現象を探求する方法の一つである．そのため「科学的研究デザイ
ンの原理」には，「方法の原理」が適用されている．すなわち，研究をどのよう
に構成すべきかは，
「研究目的」
（研究関心）と「状況」
（現実的制約や研究者の
強み）を抜きに考えることはできないのである．
これを視点とすれば，研究方法の有効性も（1）状況（現実的制約）と（2）研
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排除したりすることなく，あくまでも目的に照らしてより有効な方法を選択
し，必要に応じて修正したり（28），新たな研究法を開発するような，しなやかで
合理的な研究態度を自覚的に持つことが可能になる．
5 - 4 理論の原理
経営学にも異なる理論的前提に依拠するいくつかの主要学派があり，特に経
営学は真理法則を追求するものであるという前提に立つと，他の理論を認める
わけにはいかないという偏狭かつ排他的な態度になりやすいため，理論をどの
ように捉えるかは，一見研究実践とは無関係なようだが，しなやかな研究実践
には欠かせない．では，理論とは何か？
（29）
によれば，「すべての理論は，人間がコトバでこしらえた現
「理論の原理」
象を説明するためのツール」ということになる．現象説明のための手段である
以上，状況と目的に応じて理論の有効性も変わることになる．理論を外部世界
に実在する説明するかのような本体のように捉えてしまうと，優れた「理論」
にであったときに「真理」と思い込んでしまいやすい．また理論を外部世界に
対応しているモノと考えると，特定の事象に対して背反する理論が存在した場
合，異なる理論を排除しにかかって信念対立に陥ってしまったり，自分が依拠
する理論で説明できない現象に出会った場合に，現象自体を否定する偏狭な態
度につながる可能性があるため，そのような事態に陥らないためにも「理論の

究関心（目的）応じて変わることになることから，それに照らして有効と思わ
れる対象，データ収集法，分析法等を選択していけばよいということになる．

原理」を研究者の一般教養として身につけておく必要がある．

またこの「方法の原理」を持っていることで，統計を使うことが目的になるよ
うな「方法の自己目的化」に陥ったり，自分が習ってきたのとは異なる方法を

5 - 5 認識論の原理
関心相関的観点からすれば，「客観主義」
「社会的構築主義」
「プラグマティズ
ム」，あるいは「社会生態学」といったあらゆる認識論的な枠組みは，「根本仮
（30）
説」
として目的に応じて有効なものを選択すればよいことになる（認識論の
（31）
原理 ）．認識論は世界認識の根底をなすものではなく，関心相関的に選択す
る対象となる「根本仮説的な世界をみる視点」へとその意味を変えることにな
る．これによって異なる世界観に基づく方法論もあらかじめ排除することな
く，目的達成に資するものであれば柔軟に選択し，研究を進めることが可能に
なる．

6. 学術的研究の条件
「科学的研究の条件」とは，①現象を上手に予測，制御できる可能性のある構
造を構築し，提示すること，②その構造化に至るまでの諸条件を開示すること
であった．しかし，量的研究，事例研究や理論研究，ツール開発，あるいは社会
生態学において①の現象の構造化を志向しない研究は当然ありうる．その場合
は②から「構造化」を引いたもの，すなわち「結果（結論，理論，ツール）を提示

42

研究論文

構造構成主義による経営学の科学論的基盤の構築―量的アプローチと事例研究，そして社会生態学的アプローチの共通地平を目指して

するに至るまでの過程（諸条件）を開示すればよい．
何を目的としており，その目的を達成するためにどのようなアプローチをと
り，どのような過程（加工，論証）を経てその結論に至ったかを論じるのであ
る．そうすることによって原理的には他者が批判的に吟味する条件を備えるこ
とができる．たとえば文献ベースの理論研究であっても，文献を辿って本当に
そのようなことが書いてあるかを確かめることができるし，その解釈が妥当
か，全体の論証が通っているか等を吟味することが可能になる．
6 - 1 SCRM 論文型は知見を公共化する機能を持つ
事例研究や理論研究，ツール開発，あるいは社会生態学を 学術的な研究 に
（37）
したいという場合には，
「SCRM 論文型」
が役立つ．これは，【問題−目的−
方法−結果−考察−引用文献】という型は，研究を広義の反証可能性に開かれ
た 公共性 を備えた「学術的研究」にするための「最強の型」となっているこ
とを論証したものである．そして以下の Table 1 はその「SCRM 論文型」を評価
（38）
視点へと反転させた「学術的研究論文の公共性評価法（構成法）」
である．
Table １ 学術研究論文の公共性評価チェックリスト
評価視点
問題 □読み手が研究関心の妥当性が理解できるよう
□（1）関連する先行研究に位置づけながら
□（2）研究を行う意義を論じているか
目的 □研究目的が明記してあるか
□（1）その研究の成否が判断できるほど明確に書いてあるか
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ら，関連する先行研究を引用しつつ論じることになる．
『APA マニュアル』は世界で 1000 万人以上が活用している研究論文マニュ
アルであり，そこでは，各セクションで何を書くべきか精密に指示しているが，
SCRM 論文型で論証しているような各セクションの機能とそれらの有機的な
関連性とその全体の機能は論証されてはいない．つまり，一般的な経営学者の
ように深く考えずにその型に沿って書くか，あるいは，そのマニュアルに従い
たくないラディカルな研究者からすれば，そもそも何のためにそのマニュアル
に従わなければならないのかとなり，それにはしたがわずに自由に書くという
ことになる．
しかし，SCRM 論文型は，他者が批判的に吟味可能な「公共性」を担保する
という機能を持っていることが論証されている．また『APA マニュアル』は実
証研究の型として提示されており，総説，理論論文，方法論を扱う研究，事例研
究にも活用可能な型とはされていないが，「SCRM 論文型」は公共性を担保し
たいあらゆるスタイルの研究論文に適用可能な型となっている．そのため，ド
ラッカーに関連しているものもそうでないものも，理論的論考，方法論に関す
る考察，事例的研究，ツール作成型の研究においても，公共性のある学術的な
研究にすることが可能になる．
たとえばドラッカー・マネジメントの実務における有効性を「実践的な学術
的研究」として提示したいならば，この「SCRM 論文型」の機能を理解した上
で，それに沿って書き，「公共性評価法」の観点から吟味していくと，他者が批
判的に吟味可能な学術的な研究としてまとめやすくなるだろう．

□（2）結果からみて整合性のある（過大ではない）目的設定となっているか
方法 □（1）目的を達成するために有効と考えられる方法を採用しているか
□（2）その選択理由の妥当性を含めて検討できるように論じてあるか
結果 □「結果」が研究の目的を達成できているか
□方法と照らして整合性のある結果となっているか
□根拠を示した上で結果が提示されているか
考察 □関連する先行研究に位置づけながら
□（1）得られた知見の学術的意義・実践的意義・社会的意義を論じているか
□（2）知見の有効な範囲と限界について論じているか
文献 □引用先が辿れるよう（各種雑誌のフォーマットに沿った形で）正確に明記してあるか

6 - 2 ドラッカーの成功事例を「事例研究」にする
それではドラッカーの考え方を実務に応用した成功事例を，どのようにすれ
ば学術的な研究にしていくことができるか具体例をみていこう．ここでは，ド
ラッカーのマネジメント理論を適用した 18 の成功事例を掲載している『ドラッ
カーを読んだら会社が変わった！』にもとに考えてみる．なおこれは最初から
研究書として書かれたものではなく，一般書としてのわかりやすさを優先して
書かれているため，以下の指摘は本書に対する批判ではまったくない．そうし

「問題部分」
（Introduction）では，問題設定が妥当であるか―社会的，実践
的，学術的に研究を行う意義があるか―が論じられ，その論証に基づいて研
究「目的」が明記される．次に「方法」では，設定した目的に照らして有効と思
われる方法が選択される（認識論，理論，フィールド，企業，対象者，データ収

た成功事例の紹介がどのようにすれば「事例研究」になりうるのかを論じるた
めにあえて検討することとした．
まず「この知見が得られた条件は自分の組織にも似ているから適用できるか
もしれない」といったように，妥当な類推を働かせるためには，ドラッカーの

集法，分析法，テクスト等々）．その方法を経て，
「結果」が提示される（その
「結果」は「目的」を達成することができているかという観点から評価される）
．
「考察」では，研究を行った社会的，実践的，学術的意義が論じられる．つまり
「得られた知見の射程とその意義」を論証する必要がある．そのため「問題」と
「考察」では，学術的意義を明らかにして，議論を深める必要が出てくることか

マネジメント理論を導入することにした経緯や状況，目的といったことが十分
に記載されていななければならない．この点，18 の成功事例は「物語」として
十分な状況説明がされており，読者が自分の関心のある対象に応用することが
可能になっている．
たとえば，最初の十勝バスの事例（39）では，利用者減少が続く状況を打開する
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ために，ドラッカーの「ほとんどあらゆる組織にとって，もっとも重要な情報
は，顧客ではなく非顧客についてのものである」という命題を視点として，「顧
客であってもおかしくないにもかかわらず顧客になっていない人たち」に 3 年

ンとしての自分自身のセルフマネジメントに応用している．具体的には，どん
な活動にどれだけ時間を使ったかを 24 時間× 2 週間分をすべて記録し，項目毎
に分類し，調査した結果，成果に結びつかない「その他の面談」を「準備」の時

にわたり約 1000 世帯にインタビューを行い，客がバスに乗らないのは「不便」
だからではなく，乗り方も料金もどこにいくかもわからない「不安」が阻害要
因であること，またどの施設がどの路線の近くにあるかわからないといったこ
とも阻害要因になっていたことを突き止め，そこから「バスの乗り方を説明す

間に割り当てることで，さらなる躍進を果たしたことが論じられている．
そしてこの事例の最後では，実践したことを必要なステップにまとめた「構
造」を提示することによってドラッカー・マネジメントの「ツール化」に成功

るパンフレット」を作成したり，
「ケーブルテレビでバスの乗り方を説明する
CM」を流したり，どの路線を使えば，どんな施設に行けるかを解説する「目的
別時刻表」を作成した（原因の把握と対策）
．そうした活動を 3 年続けていくこ
とで，「実に約 40 年ぶりに全体の利用客数が増加に転じた」という（結果）
．こ
れは，たとえば他の利用者減少に悩むバス会社も参考になるだろうし（事実十
勝バスは全国の地方路線バスを活性化するという新たな挑戦をはじめている），
構造が似ている業界であれば，たとえば路線電車などバス以外の業種にも応用
できる可能性がある（アナロジーに基づく一般化）
．

していることから，
「ツール化に至るまでの過程（条件）
」を開示していれば，
それは「ツール作成研究」に位置づけることもできる．
6 - 4 ドラッカーに関する学術的文献研究
ドラッカー亡き今，ドラッカーの人となりや考え方それ自体を対象とした研
究は，自ずと文献研究にならざるをえない．このときも何を目的に，どのよう
な文献をどのように読み解いた結果，このような記述があることから，このよ

また，学術的な研究論文として書く場合には，まず目的を設置して，その目
的を達成するのに適したインタビュー対象者を選択した，という形にすること
で，
「ドラッカー理論が有効であることを示すために恣意的に都合のよい事例

うに考えていたと考えられるといったように，根拠を示しながら論じる必要が
ある．例えば，藤原はドラッカーの基本哲学を「絶対普遍妥当性，すなわち絶
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
（42）
と表していた．ドラッ
くことは出来ても決して手に入れることは出来ない」
カーの科学観に関心があった私は「本当だろうか」と確かめたかったが，ド

やテクストを選んでいるのではないか，都合の悪い部分を捨象しているのでは
ないか」という質的研究に寄せられる典型的な批判「恣意性問題」を呼びよせ
ない論文構成にすることが可能になる（40）．
また，その人にどのようにインタビューをして，それをどのように分析した
ところ，どのようなことがわかったのか（結果）という形で提示していくと，

ラッカーのどのような発言に基づいてそのようにいえるのか，その根拠や引用
文献が示されていなかったため，その解釈が妥当なものかどうかを吟味するこ
とができなかった．すべてについて根拠を示す必要はないだろうが，学術的な
文献研究としては，重要な箇所については根拠となる発言や，少なくとも根拠
とした引用文献とそのページ数を示すことで学術的研究の条件を備えた文献研

その結果がどのような条件，過程を経て編集，加工されたものなのかがわか
り，読者が批判的に吟味しやすくなる．インタヴューの実施についても，どの
ような項目についてどのように聞いたか，たとえばうまくいったことばかりで

究にすることが求められるといえよう．これはドラッカーに関する文献研究以
外も同じである．

なく，大変だったこと苦労したこと，工夫したことといったことも含めインタ
ビューしたと明記することで，読者は「ポジティヴなことばかりを聞いたわけ
ではないんだな」といった形でインタヴュー方法を考慮した上でその結果を受
け取ることができるようになる．
もちろん事例を通して示された構造が，現象をうまく構造化できており，今

6 - 5 社会生態学の科学論的基礎づけ
ドラッカーは自らを社会生態学者と位置づけたが，社会生態学を体系として
提示することはなかった．それは目的が明示化された枠組みであったが，ここ
ではその方法に焦点化して検討するため，その手法を的確にまとめている佐藤
の論文から引用する（43）．

後の予測や制御に役立つものになっていれば，それは科学的研究として成功し
ているということになる．

「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

6 - 3 ツール作成型研究
たとえば，
『ドラッカーを読んだら会社が変わった』に収録されている「個人
（41）
で取り組む時間管理―活動を仕分けて「上位 0 . 03％」のエースに躍進」
で
は，ドラッカーの「『経営者の条件』に書かれている時間管理の手法」を営業マ

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ができる厳
（44）
密な手法でなければならない』
と指摘した．
その手法の目的は，企業家が『定性的な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，別の表現では『世界に変革をもたら
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す特異な事象』，『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（46）．」
これから社会生態学的アプローチを一言で言えば，
「社会の変化に焦点化し
た観察に基づく定性的（質的）研究」ということができる．したがってこのアプ
ローチによって社会科学における「科学性の条件」を満たす際には，どのよう
な関心から，どのようなこと（定性的な変化，特に「世界に変革をもたらす特異
な事象」
，
「限界的な事象」
）に着目した結果，このような事象がみられたという
形で結果を記述していく必要がある．さらに，ここからこのような構造（本質）
が取り出せるという形で現象の予測と制御可能性を備えた構造を提示できれ
ば，科学として成功したことになる．また，提示された「構造」が特定の「方法
論」であれば「方法論を提起する研究」となり，何らかの「理論」であれば「理
論論文」となる．
ただし，観察を通して物事の本質―重要なポイント―を見事に言い当て
た点がドラッカーの真骨頂だが，その点については「本質行動学」としてあら
ためて基礎づける必要がある．

7. 考察：経営学の理論的基礎の欠如による弊害とその超克
最後に本稿の考察（まとめ）として経営学に適合する科学論が欠けているこ
とは，具体的な研究の営みにどのような弊害をもたらしており，また本稿で提
示した科学論的基盤を活用することによってどのような解決の道筋が得られた
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ラシー」を高めることによって，統計学の乱用による弊害を減らし，等身大の
参考資料として経営学の知見を提供することで実務に着実に貢献できる可能性
が高まったといえる．
7 - 2 事例研究が過小評価されなくなり，現場の知が積み上がりやすくなる
事例研究についていえば，企業のケース研究をはじめ，経営学では伝統的に
事例研究を尊重する文化が他の人文社会科学領域よりも強いように感じてい
る．しかし多標本に基づく実証研究により真理に近い結果が得られるという素
朴な科学主義の風潮においては，
「一社・一個人だけに当てはまっても意味が
ありません．トヨタ自動車がいくら素晴らしい企業でも，その法則がトヨタに
（47）
しか当てはまらないのなら，それは真理法則ではないからです」
といった意
見（批判）がまかりとおることになり，どうしても一事例に基づく研究の価値は
低く見積もられがちになる．そしてこうした状況を打開するためには事例研究
の結果を他の事例に適用できるかどうかをどうすれば適切に判断できるように
なるのか（一般化できるようになるのか）という難問をクリアする必要があっ
た．本稿ではアナロジー（類推）に基づく一般化によって事例研究でも科学性を
担保し，他の事例に適用可能な道筋を拓いたことから，今後事例研究が正当に
評価され，より多くの質の高い事例研究を生み出す礎を築いたといえよう．
7 - 3「知見のツール化」を研究論文にできる
次に「知見のツール化」に関する本稿の意義について手短に考えてみよう．
まず以下のように入山が述べているように，知見のツール化は学術的な業績と
して認められない状況がある．

かを論じる．
「『学術的な知見のツール化』は，ファイブ・フォースなどの限られた例を除
7 - 1 実証研究によって得られるのは真理法則ではなく人間が加工した
「参考資料」である
冒頭でも述べたように，統計学を用いた実証研究においては，統計ソフトの
普及により，数理的な構造がわからずとも簡単に高度な統計を用いることがで
きるようになる中，科学とは何か，統計学とはどういう営みなのか，その本質
を理解していないために，統計学の乱用という事態が起きている．米国を中心
とした過度な業績主義による論文量産ゲームの流れのなかで，それは加速する
一方である．そうした知見が「真理法則に近いビジネスの法則」として現場に
還元されたとき，間違った意思決定を誘発する契機となり，ひいては経営学の
信頼が損なわれることになるというのが，冒頭で指摘した「経営学の危機」で
あった．
しかし，本稿を通して，科学の本質を理解し，全般的な統計学という営みの
本質やそれによって生み出される結果の受け止め方といった「科学論的なリテ

けば，十分に進んでいるとはいえません．なぜかというと，実は経営学者が
あまりこの『ツール』化に熱心ではないからです．
（略）その大きな理由の一つは，経営学では『ツール化』が学術業績として
認められないからでしょう．世界の経営学では，研究によって新しい知を生
（48）
み出すことが重視されているからです．
」
「したがって教科書に掲載できるような新しい分析ツールがなかなか生ま
れず，その結果，経営学の学術的な研究がどれだけ進んでも，その知見がビ
（49）
ジネススクールの教科書には反映されないのです．
」
こうした状況を打開するためには，先に具体例を示したように「科学的研究
の条件」に沿って研究を行う（論文をまとめる）ことによって「ツール作成に関
する学術的研究」として位置づけることが可能になる．
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7 - 4 社会生態学を「公共性」を備えた学問に
ドラッカーは自らを「社会生態学者」に位置づけ，数多くの本質的な洞察，有
用な知見を残した．しかし社会生態学を学の体系として提示することはなかっ
た．そのため社会生態学はアプローチとしてはドラッカーの名人芸に留まって
いる感はいなめなかった．本稿では社会生態学的アプローチを「社会の変化に
焦点化した観察をベースとする質的研究」として捉えることで，他の研究スタ
イルと同様なやり方で，その機能を損ねずに「科学的研究」として位置づける
ことも可能になることを示した．これによって，ドラッカーの名人芸ともいえ
る研究スタイルをより多くの研究者が学術的アプローチとして実践しやすくな
るだろう．
7 - 5 包括的な科学論的基盤が経営学にもたらす恩恵
以上は，経営学の実態（対象）に即しているという意味で妥当な科学論的基
盤を確立することにより，経営学の営みを本質的なものにする試みであった．
科学や学問の営みの本質を把握することで，過大になりがちなものを等身大
に，過小にみられているものは正当に評価されるようにしたのである．これ
によって，統計学に基づく量的研究と事例を中心とした質的研究の価値の均
等化，実証研究と社会生態学（ドラッカー・マネジメント理論）といった方法
論間の信念対立の緩和や相互理解にもつながっていき，何でもアリ（anything
goes）の無政府主義にならない形で，方法論的多元主義を実現することが可能
になる．また信念対立に陥らず，それぞれのワークが研究実績として認められ
るようになれば，相互交流や建設的なコラボレーションも可能になり，その分
経営学は発展すると思われる．
【注】
（1）西條剛央（2016）ドラッカーマネジメントに関する信念対立の理由を解き明かす―経営
学の「最先端」が抱える本質的問題とは何か？ 文明とマネジメント 印刷中 11 , 4 - 23 .
（2）入山章栄（2012）
『世界の経営学者はいま何を考えているか』英治出版 .
入山章栄（2012）
『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』日経 BP 社 .
『ビジネススクールでは教えてくれないドラッカー』祥伝社 .
（3）菊沢研宗（2015）
（4）朝日新聞グローブ（GLOBE）産業との深いかかわり 数学という力 Power of Mathematics 02.
（5）西條剛央（2007）メタ理論を継承するとはどういうことか？―メタ理論の作り方 . 構造
構成主義研究 , 1, 11-23.
（6）西條剛央（2005）
『構造構成主義とは何か―次世代人間科学の原理』北大路書房 .
（7）構造構成主義（構造構成学）を継承し，発展させた書籍や論文は，2011 年時点でも 200 本
以上にのぼっている．詳細は，「構造構成主義文献リスト」で検索．
（8）入山章栄（2012）
『世界の経営学者はいま何を考えているか』英治出版 , p. 16 .
（9）池田清彦（1990）
『構造主義科学論の冒険』毎日新聞社（初出）.
（10）池田清彦（1998）
『構造主義科学論の冒険』
（文庫版）講談社 , p. 5 .
（11）本稿では詳細を論じる紙面はないため重要なポイントだけを説明した．その科学哲学と
しての意義を深く理解したい人は『構造主義科学論の冒険』と『構造構成主義とは何か』
の 6 章を参照してもらいたい．

構造構成主義による経営学の科学論的基盤の構築―量的アプローチと事例研究，そして社会生態学的アプローチの共通地平を目指して

49

（12）池田清彦（1998）
『構造主義科学論の冒険』
（文庫版）講談社 , pp.141 - 152.
（13）竹田青嗣（2015）人文科学の本質学的転回（小林隆児 , 西研（編著）竹田青嗣 , 山竹伸二 ,
鯨岡峻（著）
『人間科学におけるエヴィデンスとは何か―現象学と実践をつなぐ』新曜
社 , p. 16 .）
（14）
「MNS 産経ニュース」2011 年 10 月 12 日 .
（15）西條剛央 大川小学校の悲劇はなぜ起きたのか？―SCQRM による構造化と再発防止案
の提案 構造構成主義研究 , 特別号 .
（16）比較的再現率が高いと考えられる心理学の「実験」においても，Science に掲載された以
下の研究で，3 つのハイランクとされている心理学のジャーナルに掲載された 100 の実験
の追試を行ったところ，再現された効果量は 1 / 2 程度であり，実験結果が統計学的に有意
であったのは 2 / 3 程度であったことが検証された．
Nosek, Brian A., Aarts, Alexander A., Anderson, Christopher J., Anderson, Joanna E. and Kappes,
Heather Barry. ( 2 0 1 5 ) Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 3 4 9
( 6251 ). aac 4716 -aac 4716 .
（17）佐藤等（著）, 清水祥行（編集協力）
（2016）
『ドラッカーを読んだら会社が変わった！―
日本企業による実践の教科書』日経 BP 社 .
（18） Military-Style Management in China , Asia Inc., 1995 , p. 70 .
（19）Robbins, S. P.（1997）. Essentials of organizational behavior
（5 th ed）
. Upper Saddle River, N.J.：
Prentice Hall.
（高木春夫訳（2009）
『（新版）組織行動のマネジメント―入門から実践へ』
ダイヤモンド社 , p. 279 .）
（20）西條剛央（2013）構造構成主義による人間科学の基礎づけ―科学哲学の難問解明を通し
て 科学基礎論研究 , 40（2）, 37 - 58 .
（21）菊澤研宗（2015）
『ビジネススクールでは教えてくれないドラッカー』祥伝社 , p. 92 .
（22）西條剛央（2009）
『JNN スペシャル 看護研究で迷わないための超入門講座―研究以前の
モンダイ』医学書院 , p.94 - 85
（23）西條剛央（2005）
『構造構成主義とは何か―次世代人間科学の原理』北大路書房 , pp. 163 169，
西條剛央（2009）
『JNN スペシャル 看護研究で迷わないための超入門講座―研究以前の
モンダイ』医学書院 , pp.78 - 89 .
西條剛央（2008）
『ライブ講義・質的研究とは何か SCQRM アドバンス編―研究発表か
ら論文執筆，評価，新次元の研究法まで』新曜社 , pp.95 - 110 .
（24）経営を始めとする社会科学分野の学術誌の中には目的や方法が明記されていないものが
散見されることからも，【問題 - 目的 - 方法 - 結果 - 考察 - 引用文献】とう型の本質的な意義
は理解されておらず，単なる形式的なマニュアルと思っている研究者が多いと思われる．
（25）西條剛央（2013）構造構成主義による人間科学の基礎づけ―科学哲学の難問解明を通し
て 科学基礎論研究 , 40（2）, 37 - 58 .
（26）西條剛央（2005）
『構造構成主義とは何か―次世代人間科学の原理』北大路書房 , pp.51-81.
（27）西條剛央（2009）
『JNN スペシャル 看護研究で迷わないための超入門講座―研究以前の
モンダイ』医学書院 , pp.10 - 16 .
（28）方法論を妥当に修正する方法については上の文献の pp.18 - 22 .
（29）西條剛央（2007）理論とは何か？―構造構成主義アプローチ（西條剛央・菅村玄二・斎
藤清二・京極真・荒川歩・松嶋秀明・黒須正明・無藤隆・荘島宏二郎・山森光陽・鈴木平・
岡本拡子・清水武（編）
『エマージェンス人間科学―理論・方法・実践とその間から』北
大路書房 , pp.19 - 31 .）
西條剛央（2009）
『JNN スペシャル 看護研究で迷わないための超入門講座―研究以前の
モンダイ』医学書院 , pp.23 - 33 .
（30）西條剛央（2009）
『JNN スペシャル 看護研究で迷わないための超入門講座―研究以前の
モンダイ』医学書院 , p.50 - 55 .
（31）西條剛央（2009）
『JNN スペシャル 看護研究で迷わないための超入門講座―研究以前の

50

研究論文

モンダイ』医学書院 , p.56-72.
（32）荘島宏二郎（2005）縦断データに適した統計手法とその選択（西條剛央（編著）
『構造構成的
発達研究法の理論と実践―縦断研究法の体系化に向けて』北大路書房, pp.112-113.）
（33）荘島宏二郎（2004）項目反応理論（IRT）の発展と最新動向（植野真臣（編著）日本行動
計量学会第 7 回セミナー講演論文集―知識社会のための情報・統計学 長岡技術大学 ,
pp.58 -77.）
（34）池田央（1994）
『現代テスト』理論朝倉書店
豊田秀樹（2002a）
『項目反応理論［入門編］―テストと測定の科学』朝倉書店
豊田秀樹（編著）
（2002b）
『項目反応理論［事例編］―新しい心理テストの構成法』朝倉書店
（35）荘島宏二郎（2005）縦断データに適した統計手法とその選択（西條剛央（編著）
『構造構
成的発達研究法の理論と実践―縦断研究法の体系化に向けて』北大路書房 , pp. 107 .）
（36）西條剛央（2004）
『母子間の抱きの人間科学的研究―ダイナミック・システムズ・アプ
ローチの適用』北大路書房 .
（37）西條剛央（2012）SCRM における「論文の公共性評価法」の定式化―論文の「型」を巡る
難問解消に向けて．構造構成主義研究 , 5 , 240 - 273.
（38）西條剛央（2009）
『JNN スペシャル 看護研究で迷わないための超入門講座―研究以前の
モンダイ』医学書院 , pp.96-101.
（Structural Construction Research Method；構造構成的質的研究法）と SCRM
（Structural
SCQRM
Construction Research Method；構造構成的研究法）は，構造構成主義から生みだされた一
卵性双生児のような枠組みであり，厳密にいえば異なるが，基本原理は同じものからな
る．SCQRM は質的研究に特化した方法枠組みであり，SCRM はより一般的なメタ研究法
となっている．
（39）佐藤等（著）, 清水祥行（編集協力）
（2016）
『ドラッカーを読んだら会社が変わった！―
日本企業による実践の教科書』日経 BP 社 , pp.17-34.
（40）西條剛央（2008）
『ライブ講義・質的研究とは何か SCQRM アドバンス編―研究発表か
ら論文執筆，評価，新次元の研究法まで』新曜社 , p.68.
木下は，「質的研究一般について指摘されることとして，論文を読んだり発表を聞いて
も，どうしてその結果が導かれたのかがわからない，データから都合のよい部分を恣意
的に選び抜いたのではないか，あるいは典型例だけをつかっているのではないかといっ
たことや，あるいは，分析結果と相容れないデータ，例外となる部分は捨象したのではな
いかという疑問や批判が多く見られる」と指摘している．
木下康仁（2003）
『グラウンデッド・セオリー・アプローチの実践―質的研究への誘い』
弘文堂 .
（41）佐藤等（著）, 清水祥行（編集協力）
（2016）
『ドラッカーを読んだら会社が変わった！―
日本企業による実践の教科書』日経 BP 社 , pp. 126 - 129.
（42）藤原健一（2015）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 . 文明とマネジメント , 10 , pp. 177- 193,（引用箇所 p. 179）.
（43）佐藤等（2015）社会生態学の体系化に関する考察―これまでの小括として . 文明とマネ
ジメント , 10, 154-166（引用箇所
.
p. 155 .）
（44）P. F. Drucker（1993）.（上田惇生訳『すでに起こった未来』ダイヤモンド社 , 1993 , p. 316 .）
（45）P. F. Drucker（1993）.（上田惇生訳『すでに起こった未来』ダイヤモンド社 , 1993 , p. 316 .）
（46）P. F. Drucker（1993）.（上田惇生訳『すでに起こった未来』ダイヤモンド社 , 1993 , p. 313 .）
（47）入山章栄（2012）
『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』日経 BP 社 ,
pp.17 -18 .
（48）入山章栄（2012）
『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』日経 BP 社 , p. 21 .
（49）入山章栄（2012）
『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』日経 BP 社 ,
pp.22 -23 .

51

「発想転換」なくして「イノベーション」なし
―私の経験
No Innovation without any Concept Conversion—My Experiences

坂本和一

Kazuichi Sakamoto
（立命館大学名誉教授，本会学術顧問）

Summary
This essay intends to discuss a relation between concept conversion and innovation.
Our conclusion is that no innovation is without any concept conversion. Background
of innovation has always meaningful concept conversion.

はじめに
ある研究会で，若い参加者の方から「先生には『大学のイノベーション』とい
う著書と『大学の発想転換』という著書という著書がありますが，「イノベー
ション」と「発想転換」はどう違うのですか，二つの間にはどのような関係が
あるのですか」という質問を受けた．このことがこの論考を書くことになった
きっかけである．
その場では，
「
『イノベーション』の前提には必ず既成概念からの何らかの『発
想転換』がある．
『発想転換』なくして『イノベーション』なしということではな
いか」という趣旨のお答えをさせていただいたが，率直的にいうと，恥ずかしな
がらこれらの 2 つの関係を明確に意識してこなかったことに内心赤面した．
質問に対する私の答えは上述の通りであるが，ここで，この答えを導くに
至った私自身の発想転換とイノベーションの関係の経験を改めて事例的に整理
しておくことが必要であると感じた．その結果生まれたのがこの論考である．
以下紹介する事例は，私が 1980 年代から 2000 年代に，当時本務校であった
学校法人立命館での具体的な経験である．この時期の立命館の歴史はすでに法
人が編集，刊行した正史『立命館百年史』通史Ⅲ（2012 年刊）に公式にまとめら
れている．この『立命館百年史』通史Ⅲの編集には，私自身が編纂室長として関
わった経緯もある．
この時代，私自身は教学部長や副総長などとして，法人・大学の経営に 15 年
以上にわたり関わりを持った（もとよりその時その時に関わった仕事の局面は
異なっているが）．この時期は，立命館にとり大きな変革の時期であったが，今
からそのような変革を振り返ってみると，上記のような発想転換とイノベー
ションの関わりが蘇ってくる．
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この論考は，このような発想転換とイノベーションという観点から，私自身の経
験した立命館の改革の歴史のいくつかの出来事をレヴューしてみたものである．

1. イノベーション理論における「発想転換」の意味
現実のイノベーションの実現において「発想転換」というものがどのような役
割を果たしているのかということについては，これまで意識的に取り上げられ
たことはないように思う．ここで発想転換とは，いろいろな事柄について，現在
のあり様や通常の観念を大幅に転換し，様相を一新した状況を作り出そうとす
る思いをもつことである．敢えて説明の必要もないと思われるが，分かりやすい
例でいえば，ブラウン管 TV 全盛の時代に壁掛け TV を作れないかと考えること
や（これが液晶というイノベーションに繋がった）
，プラスチックは電気を導か
ないものと考えられていた時代に電気を通すプラスチックが出来ないかと考え
ること（これが白川英樹博士の電導プラスチックの発明に繋がった）である．
イノベーションにとってこのような発想転換が大切な役割を持っていそうな
ことは誰もが感じている．しかし，このことをこれまで意識的に取り上げるこ
とはなかったように思う．イノベーション論のバイブルとされるドラッカーの
『イノベーションと企業家精神』においても，このことは取り上げられていない
ように思われる．
このことを考える一つのきっかけは，
『イノベーションと企業家精神』で論
じられている有名な「イノベーションのための七つの機会」が実際にイノベー
ションに結実する際に，どのようなプロセスを辿るのかということである．
※ ドラッカー『イノベーションと企業家精神』における「イノベーションのための七つの機
会」とは，以下のようなものである．―①予期せぬ成功と失敗を利用する，②ギャップを
探す，③ニーズを見つける，④産業構造の変化を知る，⑤人口構造の変化に着目する，⑥認
識の変化をとらえる，⑦新しい知識を活用する．

この点で大切なことは，イノベーションのための七つの機会に等しく直面し
ていても，機会を経験したすべての人が等しくイノベーションを経験する，成
し遂げるというものではないということである．むしろ同じ環境の中に置かれ
てもイノベーションを果たせる人（組織）は少数で，決定的なイノベーション
を実現するのは多くの場合特定の一人（一つの組織）である．ほとんどの人は
同じ環境に置かれているのに，その環境変化をイノベーションの機会として生
かせていないということである．イノベーションのための機会は平等に与えら
れているのに，実際にこれをイノベーションにつなげられるのは個人（個別組
織）である．
これはなぜであろうか．
誰もが経験する（経験できる）七つの機会と，これをイノベーションの機会
として生かすことの間には，なにかの飛躍がある．それが，発想転換というも
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のではないかと思う．
イノベーションのための七つの機会に遭遇しても，人によって態度は多様で
ある．ある人は七つの機会に遭遇しても，それによってこれまでの活動の前提
が大きく変わるものではない，多少の微調整でやっていけると考えるかもしれ
ない．またそうしてやっていく方法を積極的に考えようとするかもしれない．
他方，ある人は，そのような事態に直面した時，これまでの仕方での対応で
は将来危ういのではないか，これまでのやり方を見直し，根本的に変える必要
が生じてきているのではないかと考えるかもしれない．またこれを機会に，こ
れまでのやり方を転換して，新しいビジネス機会を見出そうとするかもしれな
い．要するにこれまでの考え方，やり方を転換したい，しなければならないと
考えるわけである．
一般的には，後者のような方向は圧倒的に多くの人によって支持されるであ
ろう．しかし残念ながら，実際に直面した時，勇気をもって思い切った発想転
換に乗り出すことはなかなか稀である．普通は，何とか現在のやり方の微調整
で乗り切れるのではないか，乗り切ろうと考える．
このとき，本気で大胆な発想転換を行ない，実行を試みたものに訪れるのが
イノベーションである．したがって，イノベーションを実現するものは，個別
であり，少数にならざるをえないのである．
置かれた状況が同じであり，同じ機会を経験していても，そこからどのよう
な発想転換，つまり既存のものを変える発想ができるかによって，イノベー
ションの可能性が大きく変わってくるということである．ここが人間らしいと
ころであり，大切なところである．
ここで，このような発想転換の事例を私自身の経験に沿っていくつか紹介して
みる．それらはいずれも私がかつての本務校での大学改革のなかで経験したこと
である．またそれらの改革の内容，結果については外部でも周知のことである．
※ 以下のことは私自身の個人的経験であるが，基本はすでに学校法人立命館が編集，刊行し
た正史『立命館百年史』通史Ⅲ（2012 年刊）で公式にまとめられている．

2. 立命館大学びわこ・くさつキャンパス（BKC）の開設をもたらし
た発想転換
改革の遅れ―いかにして活路を開くか
BKC の開設は，教育システムのあり方の点でも，キャンパス編成の点でも，
100 年近い歴史を持つ（当時）大学としてかつて経験したことのないもので
あった．それだけに，その成否は学園の命運を懸けた大プロジェクトであった．
BKC 開設・理工学部拡充移転の計画があきらかにされたのは，1994 年 4 月開
設に先立つ 5 年前，1989 年 9 月のことであったが，それは学内外で大きな反響
を呼ぶものであった．
しかし学内的には，BKC 開設に結実する新キャンパス造営と理工学部拡充移
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転の発想は，さらにその 3 〜 4 年前から始動していた．当時 1980 年代に入って
社会は情報化，国際化といい習わされる変化が加速していく中で，これに対応
した高等教育機関，大学の改革が叫ばれ，周辺の有力私立大学はこぞって動き

換」であった．
しかし，どうしたら理工学部財政を自立化できるのか．その時私たちは実際
に主として関東に存在する代表的な理工系の単科大学（社会・人文系をもた

を強めていた．とくに情報化に即した理工学系の分野の強化が目立ってきてい
た．周辺の大学は理工系の新分野の開拓，新学部，新大学院の設置を進めてい
たし，そのための新キャンパスの用意を始めたところもあった．また学生数の

ない大学）の財政研究を行った．その結果わかったことは，実に単純なことで
あった．そのような大学と総合大学としての立命館の理工学部とは，学生数が
ほぼ倍ほど違うということであった．当時立命館の理工学部の学生数は 2 , 500

増加による体制強化を進めたところもあった．
そのような中で，立命館内部でも，1980 年代に入ると，理工系強化の論議が
はじまり，そのためのプロジェクトもできた．しかし，理工学部改革の論議が
始まるといつも乗り上げる暗礁があった．財政負担の問題である．学部を拡充
するにしろ，設備を更新するにしろ，
「改革の財源をどこから得るか」というこ

名ほどであったが，単科の理工系大学はほぼその倍の 5 , 000 から 6 , 000 名の規
模になっていた．
ここで私たちは，大学（学部）が擁する学生数規模が作り出す財政的耐久力
の現実をリアルに認識することになった．またそれまでこのような現実を認識
できなかったことを，内心率直に恥じた．

とである．
日本の総合大学では，多かれ少なかれ財政負担の大きな理工学部は戦後ずっ

学生数倍増と新キャンパスの必要

と財政的には社会・人文系の大規模学部が作り出す財政資源に依拠する形で成
り立ってきていた．まして社会・人文系のウエイトが圧倒的に大きかった立命
館の場合には，理工学部は「金食い虫」の付属物のようにみられ，それが新しい
分野の開拓や規模拡大を自己規制，自己抑制するという消極的な循環が続いて
きていた．社会・人文系学部が財政資源を作り出す力をもっているのであれば，

この発想転換が起こると，引き続いて新しい発想転換に迫られた．もしこの
学生数倍増を実現するとなると，現状のキャンパス（衣笠キャンパス）ではと
ても無理であることがわかった．このキャンパスでは当時あった 6 つの学部・
大学院を収容するのに手一杯だったからである．
ここから，私たちは新キャンパスを開拓する必要に迫られることになった．

余裕の資金を理工学部に回してもよさそうなものであるが，実際にはそうは
なっていなかった．社会・人文系学部には「理工学部の改革はほどほどに」と
いうスタンスがあり，理工学部自身，たえずそのような社会・人文系の意向を

しかし理屈は簡単であるが，現実にキャンパスをもう一つ開設するということ
は容易ならざることであった．もとより大学のキャンパスは教育・研究に適し
た環境になければならないのであるが，そのような場所が見つかったとしても

気にしながらの改革の取り組みであった．

そのような土地を入手するには莫大な資金が必要であることはいうまでもない．
しかし，こうして私たちは，理工学部の財政自立を果たそうとすれば，結局，
新キャンパスが必要というというところにたどり着くことになった．これは，
当初の思いからすれば関係者には，発想転換の驚きの結論であった．

いかにして財政自立を実現するか―鍵となった発想転換
この消極的循環を断ち切ったのが，理工学部の「財政自立論」であった．
「理工学部だから必ず財政的に自立できない，ということになるのか．理工系
の単科大学ではちゃんと自立してやっているではないか．」
この素朴な「問い」が発端となり，理工学部改革の論議の方向が一変するこ
とになった．
立命館では 1988 年，国際関係学部という新学部を 20 数年ぶりに創ったが，
この新設学部が当初意図したほどの規模を認可してもらえず，かなり小規模な
ものに甘んじざるを得ないことがわかったころ，財政担当責任者を中心に，専
門分野の教員も含めて，学園の財政問題の将来を検討する研究会が立ち上げら
れた．この際，とくに問題となったのは，理工学部の財政問題であった．そして
この席上で，出されたのが上記の問題提起であった．
いままで理工学部の財政は社会・人文系と一体で考えないととても無理とい
うのが常識であったから，これを自立させ，独立で考えるという発想は学内に
はなかった．したがって，これを独立で考えるという発想は，大きな「発想転

当時立命館には，そのために用意できる土地があったわけでも，また調達で
きる資金があったわけでもなかった．したがって，この時点でこの発想転換の
実現をあきらめることもあり得た．
しかし私たちは，わずかでもこれを実現する可能性がないか，関西一円のめ
ぼしい場所を吟味した．しかしいずこも望ましいと惚れ込む場所には法外な
（私たちには）資金が必要であることが，残念ながら前進を拒んだ．
このような中で，1988 年滋賀県からの申し出は，私たちに思わぬ機会を与え
てくれるものであった．
「もし立命館が京都の理工学部を移転するのであれば，土地を無償で提供し
てもいい」という隣接滋賀県からの打診である．
種々交渉の結果，「びわこ文化公園東隣接地」約 50 ヘクタールが造成済みで
無償供与提供されることになった（現在の BKC は約 62 ヘクタール）．これは立
命館にとって，またとない幸運であった．
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以上が「学生数規模 2,500 を倍増させ，5,000 〜 6,000 名にすれば自立してやっ
ていける」という発想が生まれ，ここから，
「理工学部の学生数規模→新学科増
設→新キャンパスの必要」という，それまでの立命館大学では考えられなかっ

る過程で，このような現実に疑問を感じ，結果的に現状の大きな発想転換に踏
み切った．企業のニーズを積極的に吸収し，その実現のために企業と資金，施
設，人材など様々なレベルでの協力関係を構築することにした．そのために，

た新しい発想の連鎖，いわば「逆転の発想」が生まれてきた経緯の概略である．
これが，80 年代後半の「21 世紀の立命館学園構想」の論議に引き継がれ，BKC
開設・理工学部拡充移転の実現に結実していくわけである．

企業と大学を結ぶ「リエゾンオフィス」というものを設置し，ここを統一の窓
口にした．
このような発想転換の背景にあったのは，企業と大学はそれぞれ異なるミッ

新キャンパスのための，莫大な資金を要する土地の調達をこのような外部と
の連携によって入手するということは，最初から意図したわけではない，偶然
の結果であったが，結果としてのこの経験は，私たちに貴重な経験を残した．
「これからは必要なものを何でも自分の力だけでやる」という時代ではないの
ではないか，社会との連携によって必要な資源を得ることが求められる時代な

ションをもっているが，実際に進めている科学技術の開発や知識啓発活動は，
共通するものがあり，お互いに活動や資源，人材を共有，融通できるのではな
いかという単純で素直な認識であった．
BKC 開設・理工学部拡充移転事業がこれまでの観念から発想転換を図り，積
極的な産学連携の方向に舵を切らせたのは，もはや一私学の限られた財政資源

のではないか，ということである．このような認識も私たちの大きな発想転換
であった．

では社会からの期待に応えられるような研究・教育活動，とりわけ理工系の研
究・教育活動を展開できない時代なのではないかと自覚したからであった．社

1990 年代以降，21 世紀の今日に至るまで，立命館は連続的に様々な改革に取
り組み，キャンパス複数化，学部・大学院の拡充などに取り組んできているが，
これが可能になった原点はまぎれもなくこの BKC 開設・理工学部拡充移転事
業であった．そのことを振り返ってみると，理工学部の財政自立，学生数規模
倍増という発想転換がいかに大きな役割を果たしたかに思い至る．これによっ

会の求める大学の研究・教育は，社会とのさまざまな連携の中で実現していく
時代が到来していたのである．
立命館がこのような取り組みを始めたのは，BKC 開設・理工学部拡充移転事
業が佳境に入る 1990 年代初めであるが，このようなスタンスの取り組みをす
る大学は国公立，私立を問わずまだ日本にはなく，当時立命館は周りから相当

て立命館のイノベーションに火がついたといえる．
この BKC 開設・理工学部拡充移転事業は，立命館のその後の発展に様々な
新しい経験を創り出した．その最大のものは，なんといっても，さらに引き続

異端とみられた．
「立命館のように産業界と連携し，資金，資源の導入を図るこ
とは大学の自由，自治を破壊するものである」といったようなことが公然とい
われた．

く APU 開設事業である．この点は，改めて述べる．

このなかで私たちは，
「自主，民主，公開，平和利用」といった立命館独自の
外部資金導入に関わる倫理規定を策定し，これに則った産学連携を構築するこ
とにした．そのような関係の窓口となったのがリエゾンオフィスといわれるも
のであった．

産官学提携の推進
地方自治体・滋賀県との連携による BKC 開設・理工学部拡充移転事業の推
進は，さらにもう一つ，大学の教育・研究レベルでの発想転換とイノベーショ
ン，「産官学提携」の積極的推進を作り出した．
今頃そんなことをいうと，そんなこと当たり前ではないか，それがなぜ発想
転換なのかという方が多いのではないかと思われる．21 世紀に入り，特に国立
大学の法人化が進められ，政府・文部科学省は大学の産官学提携を積極的に奨
励してきた．大学の設置申請などでも産官学提携の推進計画を掲げることを求
めてきた．
しかし，BKC 開設の準備に入る，1990 年代初頭には，状況はまるで違ってい
た．戦後日本の大学を覆っていた産官学提携，とくに産学提携を罪悪視する雰
囲気は今では考えられないものであった．大学と産業界の連携，協同は，大学
の自治，学問の自由を侵すものとして敬遠された．産業界サイドも大学に対す
る信頼が薄く，両者の連携はなかなか進んでいなかった．
1990 年代初め，立命館は上記の BKC 開設・理工学部拡充移転事業を推進す

私たち立命館の発想転換を象徴する，このリエゾンオフィスというコンセプ
トは，1990 年代末には産学連携を積極的に推進するようになった文部科学省，
経済産業省によって国立大学での産学連携推進の方針として取り入れられ，一
般化していくことになった．

3. 立命館アジア太平洋大学（APU）の開設をもたらした発想転換
私が経験した発想転換とイノベーションの経験の第二のものは，立命館アジ
ア太平洋大学（以下，APU）の創設に関わるものである．
APU は，学校法人立命館が地方自治体・大分県および別府市と協力し，立命
館学園創立 100 周年を記念して，2000 年 4 月に大分県別府市で開設された．以
来 APU は比較的に順調な歩みを続けつつ，2016 年に開設 17 周年を迎えた．
APU 開設に関わっては二つの側面での発想転換とイノベーションがあった．
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一つは大分県および別府市との協力である．この連携は，滋賀県との連携によ
る BKC 開設の経験の延長上にあるもので，BKC の場合と同じく土地の調達お
よび施設整備に関わる財政支援を中心とする，大学と地方自治体との大型連携

成は画期的な留学生比率を実現するとともに，多様な外国人教員を含む大胆な
教員構成をとり……，
」
「留学生の受入れ目標は 50 % 以上とし，英語能力に比重
をおいた選考を行い，日本語能力を入学の障壁としない．」
（「第五次長期計画員

であった．これは APU の開設財政には中核的意味をもった連携であったが，私
たちの教訓としては BKC 開設と同様のものであった．
もう一つは大学のあり方そのものの発想転換とイノベーションである．ここ

会・第一次答申」
）
新大学の基本コンセプトがこうして新大学構想検討の最初の段階から明確に
打ち出されていたことは，きわめて意義の大きいことであった．

では，この点を中心に述べる．
「学生の半数（50%）を国際学生（留学生）で構成する」大学を創る
APU は，日本の大学として，来るべき「アジア太平洋の時代」に相応しい国
際貢献を果たし，同時に日本の大学の国際化に新境地を切り拓くという志の下

しかし，このコンセプトの源は実はもっと以前に遡る．
このコンセプトの発想の発端は，1994 年 4 月 11 日の，平松大分県知事を迎
えての立命館・大分県トップ会合の席上での，新大学構想をめぐるやりとりで
あった．
平松知事からアジア地域との国際化をにらんだ新大学開設の誘いを受けた

に構想された国際大学である．
この大学は，それまでの日本の大学のあり方をいくつかの点で大きく発想転

最初の立命館側の反応は，「立命館はこの間，第三次長計，第四次長計の中で，
他に先がけた新しいタイプの二つの新学部をつくり，前例のない新キャンパス

換したものであった．そのコアとなったのは「学生の半数（50%）を国際学生（留
学生）で構成する」というところにある．APU では，教育プログラム，使用言語，
教員組織，キャンパス・インフラ，大学を構成するすべての条件が，この「学生
の半数を国際学生で構成する」という考えを前提として組み立てられている．
1990 年代後半，このような新大学構想が学内，学外に打ち出されたとき，そ

BKC 開設と理工学部の大拡充・移転を果たしてきた．引き続き何か新しい大学
創設をやるというのであれば，これまでに日本のどの大学もやったことのない
ようなものでないと，本物のファイトが沸かない．今，日本に 500 ある四年制
大学が一つ増えるような程度の大学づくりだったら，大した意味がない」とい
うものだった．

れがめざす志への積極的評価と同時に，この時点でそのような構想を一気に実
現することは困難ではないか，もっと率直にいえば「無謀ではないか」という
声が各方面から上げられた．

これに対してすかさず平松知事から，
「ではどのような大学だったら，立命
館が創設に値する，わが国初のユニークな大学と考えるのか」との質問が返っ
てきた．平松知事からのもっともな質問に対して立命館側はあらかじめ用意し

APU 開設の具体的な準備は，1995 年から本格化することになったが，それ
は，学内的にも社会的にも，
「夢」と，
「厳しさ」
「不安」が入り交じった複雑な
雰囲気の中での出発だった．1997 年後半から，日本への国際学生の大部隊の送
り出し先であるアジア全域を襲った通貨危機，経済危機は，APU プロジェクト

た回答をもっていたわけではなかった．しかし，知事の質問には何らかの意味
のある反応を示す必要があり，「今，文部省は留学生 10 万人計画実現といって
いるけれども，実際にはまだ目標の半分も行っていない．留学生が多い大学と
いっても学生比率でほんの数 % だ．一番比率の高いところでも 10 数 % ではな

の先行きをより一層不安にするものであった．
しかし，様々な困難はあったが，APU は 2000 年 4 月，ほとんど 100 パーセン
ト，当初の計画どおり開学した．そして現在 2016 年，17 年目を順調に経過して
いる．

いか．この際，学生の半数，50 % を留学生にする大学を考えたら，これは確実
に日本初ということになるのではないか」という主旨の反応を示した．
その場のやりとりは，あらかじめ首脳陣が相談して用意していたわけではな
かったので，「今までに日本にない大学は何か」と聞かれたから，「たとえば」

「国際学生半数」のコンセプトがいつ，どこから生まれたのか
今も APU の歴史を語るとき，必ず出される質問は，この「国際学生半数」の
コンセプトがいつ，どこから生まれたのかということである．

ということで，いわばとっさに出された反応であった．
しかし，大分県平松知事との最初の出会いの中で交わされたこのやりとりの
余音は，立命館側と大分県側の，それからのいろいろなレベルの作業の中で消
えるどころかますます波紋の拡がりをつくり出していくことになった．

このコンセプトがはじめて学園の公式文書に登場してくるのは，1995 年，立
命館学園は第五次長期計画を構築するための計画委員会答申においてである．
1995 年 4 月に出されたこの委員会の答申は，この新大学開設の課題について，

1994 年 4 月 11 日の立命館・大分県のトップ会合のあと，具体的にこの会合の
フォローアップ作業が双方の研究会や事務局レベルで進められた．その中で，
想定される新大学のコンセプトを検討していくにしたがって，
「国際学生半数」

以下のように述べている．
「（新大学は）国境を越え世界に開かれた新しいタイプの大学であり，学生構

の大学イメージが双方関係者の間でますます大きくなっていくことになった．
このコンセプトについてよく聞かれるのは「これがどのような論議の結果生
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まれてきたのか」ということである．しかし，このような経過からもあきらか
なように，このコンセプトは必ずしも何かいろいろな状況，条件を細かく，十
分検討した上で生まれてきたものというわけではなかった．むしろ，「わが国
初の，これまでに存在しない大学」として，何よりもこのコンセプトが先に生
まれてきたということである．そして，関係者がこのコンセプトに「惚れ込ん
だ」ということである．今振り返ってみると，このような経緯がこのコンセプ
トを育てていく上で有効だったように思われる．
もし，このコンセプトを，同時にいろいろな実現条件を考えながら定着させ
ようとしたら，途中で挫折していたのではないかと思われる．何よりもこのコ
ンセプトに惚れ込んだ者たちが，何としてもこれを実現しようと執念を燃やし
たがゆえに，これが本物になったのではないかと，今私は思い返している．
APU という今注目されている国際大学は，遡れば，こうしてふと交わした自
分たち自身の会話に惚れ込んだ者たちの，人材養成における国際貢献と日本の
大学の国際化にかける，いわば執念が結実していったものといえる．
ところで，新大学のフレームワークとして「学生の半数（50 %）を国際学生
に」というコンセプトを採用することに腹を決めたとき，私たちは大学国際化
というものに新しいコンセプトを採用しつつあることに気づくことになった．
それは，「日本の大学環境のグローバル化で日本学生をグローバルに育てる」
という国際化のコンセプトである．私たちはこれを「迎え入れる国際化」と呼
び，従来の学生を外国に留学させてグローバル人材を育成するという「送り出
す国際化」と対比することになった．
「迎え入れる国際化」の特徴は，大学環境自体をグローバル化し，そこに日本
学生を入れて人材のグローバル化を図るという考え方である．日本の大学環境
を外国留学で経験できるような環境に仕立て，国内で外国留学的体験を経験
できるようにするということである．いまなら「インバウンド国際化」とでも
いったかもしれない．
大学にとって「送り出す国際化」はそれを経験できる学生が限られざるをえ
ないところがあるが，
「迎え入れる国際化」はキャンパスを構成する学生が等
しく留学的経験をえることができるというメリットがある（そのような「送り
出す国際化」の限界を克服するための試みが在学中の一定期間の外国留学を義
務化する仕組みである）
．
また近年，大学の世界レベルでの評価が問われることが多くなってきてい
る．このような際，重要な意味を持ってきているのは，当該大学が世界的に若
者からどれだけ評価を受けているかということであるが，そのレベルを示すの
は，ここでいう「迎え入れる国際化」のレベルということになる．
ただ，
「迎え入れる国際化」の難しさは，いうまでもなく学生構成の高い比率
を国際学生とすることが求められることである．APU 構築のために求められ
た苦労の大きな部分は，国際学生を受け入れるための苦労であったといえる．

「発想転換」なくして「イノベーション」なし―私の経験
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「日本語の壁」を越える
―日本語・英語二言語による教育システム
APU 開設に際して行ったもう一つの大きな，大学のあり方についての発想
転換は，教育を日本語，英語の二言語によって行うということである．
日本では国際学生受入れというと，今でも日本語での勉学が当然のごとく前
提となっている．しかし，事前に日本語を習得して日本への留学に備えている
学生がある程度の規模で存在しているのは，韓国，中国，台湾の三つの北東ア
ジアの国・地域に限られている．アジアでもその他の，東南アジア，西南アジ
ア，中央アジアの国・地域，ましてその他の世界の各国・地域では，日本語を
習得している学生層はごく限られている．
このような状況の中で，いかに国際学生受入れのネットワークを拡げても，
日本語での学習を前提とし，したがって日本語の事前習得を前提した場合，実
際に十分な入学志願者が現れるかどうか，北東アジアの三つの国・地域外では
きわめてリスクを伴うものであった．
また，北東アジアの国・地域でも，海外留学をめざす積極的な学生層は，第
一に英語の習得をめざしており，それらの層は当然のこととして英語圏，具体
的には合衆国やカナダ，イギリスやオーストラリアへの留学を第一希望として
いる．それらの層は，よほどの動機がない限り，改めて日本語を習得して日本
にくるということはない．このような状況は，当時も今も基本的に変わらない．
そのようなことを考えると，私たちはどうしてもこの「日本語の壁」を打破
して，講義などでの使用言語を少なくとも日本語と英語の二言語システムに踏
み切らなければならないと考えるに至った．北東アジアの三つの国・地域を越
えてアジア全域，さらに世界中から国際学生を受け入れ，また北東アジアでも
事前に英語を習得して欧米への留学をめざしている優秀な学生層を受け入れる
には，この「日本語の壁」を越えることは必須の条件であった．
理屈はわかっても，この決断は，今の日本の大学では相当勇気のいることで
あった．講義や演習の一部を英語化するのならそれほど難しいことではない．
しかし，APU では，やるとしたらすべてのカリキュラムについて二言語化を図
らなければならない．果たしてこれを実現できるような条件を整えることがで
きるだろうか，担当体制を組むことができるだろうか，というのが最大の思案
であった．
幾分の不安を感じつつも英語・日本語二言語システムに踏み切らせたのは，
APU を普通の国際学生受入れ大学にしてはならない，日本の通常の大学のよ
うに，国際学生といえば北東アジア三国・地域からの国際学生がほとんどを占
めているような状況にしてはならない，国際学生が世界中から集まる本格的な
国際大学にしたい，という強い思いであった．
授業体制を英語・日本語二本立てですることは，担当体制，教室条件，時間
割など条件面でも，これまでに私たちが経験したことのない負担を強いられる
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ことになった．また，日本語能力を入学の前提としないということは，授業体
制だけではなく，事務室での学生対応から始まって，様々な面でのバイリンガ
ル体制の実現が求められる．授業を担当する先生方だけではなく，事務室窓口

なぜ日本語・英語二本立てか
ところで，ここで一つの疑問が出てくるのではないかと思う．「それならば，
なぜ英語一本の教育システムにしなかったのか」という疑問である．特に APU

で様々な相談事に対応する一人一人の職員メンバーがバイリンガル能力を求め
られることになる．授業体制を二言語化するということは，単に英語の授業を
並行させればよいというものではないのである．

後，実際にいくつかのところでそのような試みがある．大学単位では秋田の国
際教養大学がその典型である．
APU の設置に際しても当初の段階では，そのような論議が学内外であった．

日本に大学は数多いけれども，このようなシステムを全面構築した大学は，
APU がはじめてであった．このような日本語・英語二言語システムの導入は，
幾多の苦労を伴ったが―それは今も続いている―，それを通して多くのこ

そのような国際大学を目指すのであれば，いっそ英語一本で行ったらどうかと
いうという意見である．設置担当者の中でも，このことは大切な思案の一つで
あった．
この中で，結局二言語二本立てで行くことにしたのには，二つのことがあっ
た．

とを学んだ．また，日本の他の大学ではないような新しい状況を生み出した．
日本語・英語二言語教育システムの成果
日本語・英語二言語教育システムのなによりの成果であり，ここから学んだ
ことは，「日本語の壁」を越えることによって，世界中から日本に国際学生が
やってくるようになったことである．また，北東アジア三国・地域からは，事
前に日本語を習得した学生だけではなく，英語を習得している，当初は欧米志
向の学生たちが多数入学してくるようになったことである．
現在，入学条件に日本語能力の事前習得を求めない APU では，二種類の学生
の志願がある．いうまでもなく，受講を基本的に日本語による学生と，英語に
よる学生である．APU では前者の学生を「日本語基準」の学生，後者を「英語
基準」の学生と呼んでいる．現在北東アジア三国・地域からの学生は，常識的
には日本語基準の学生が中心と思われがちであるが，実はその約 80 % が英語基
準の学生である．これはあきらかに，
「日本語の壁」を越えることが生み出して
いる結果である．
いずれにしても，現在 APU には，世界 80 前後の国・地域から学生が来てい
るが，これは明らかに「日本語の壁」を越えたことの効果である．この発想転換

第一は，英語一本で行った場合の国内学生（日本で教育を受けた学生）の対
応能力の課題である．いずれ将来的には国内学生も国際学生とともに英語一本
で行く時代が来るとしても，現状の日本の中等教育までの英語運用能力の習得
の現状では，それなりの規模の国内学生を擁する大学では（APU では約 3 , 000
名），本当に大学として求められる基礎的，専門的学力を英語一本で十分に身に
着けさせられるかどうかという問題である．特別に英語能力の高い学生だけを
選抜して大学づくりをするのであれば，それは可能である．しかし，ある程度
幅広い国内学生を受け入れた大学では，当面は無理があるのではないか，とい
うのが私たちの現実的な判断であった．
しかし国内学生の英語能力を軽視したわけではない．むしろ，英語能力のま
だ十分でない国内学生は，他方で英語を基本として勉学し生活する国際学生の
たくさんいる環境で，自ら英語能力を磨くことができるようになると考えた．
第二は，もう一方の国際学生の問題である．日本にやってくる国際学生の多
くは当時もいまも，学部卒業後日本での就職を求めている．しかしそれには，

なしには，決してこのような状況は実現しえなかったであろう．
もう一つ，こうして APU では日本語を事前に習得していない学生の入学を
可能にしたことの反面として，入学後は英語による通常課目の履修と同時に，

一つの壁がある．それはもう一つの「日本語の壁」である．日本の企業は多くの
場合，社内でのコミュニケーションを日本語によっており，日本企業への就職
の成功は日本語能力によるところが大きいという実態がある．APU 創設のこ
ろに比べて状況はかなり変わりつつあるが，それでも日本企業が入社条件とし

並行して（一，二回生を重点的に）日本語の習得を義務づけているが，注目され
るのはこのことが生み出す効果である．
これは特に，一，二回生の国際学生の学習活動を相当にハードなものにして
いる．しかし，国際学生たちはこれにめげず，連日深夜，図書館の閉館時刻まで

て日本語能力を求める現実は大きくは変わらない．
このような中で，APU が日本語能力を入学条件としないという大胆な方針
をとることは大きなジレンマであった．とくに APU の場合，英語ができるのに
わざわざ APU
（日本）に来るのは日本企業への就職が大きな目的であった．

学習に励むような状況が拡がっている．
このような学習の雰囲気は，入学した当初の日本人学生には驚きである．し
かし，このような雰囲気の中で日本人学生も負けずに学習に励むようになるの
であり，国際的相互刺激による効果が，APU の大きな特徴となっている．

そこで必要とされたのは，入学後 APU 学内での日本語の特別強力なトレー
ニングであった．日本語ができずに入学してくる（もちろん個人差はあるが）
英語基準の国際学生にいかに有効な日本語のトレーニングを施すかであった．
英語基準で入学した国際学生に対する日本語教育の結果は，結局四年後の就
職時に試されることになるが，日本企業への就職実現という高い意欲に支えら
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れて，これまでのところ順調な評価を得ているように思われる．
それは人並み以上に多くの時間をかけての結果というものではない．むしろ
APU の日本語教育は相当破格の時間節約でのスタートであった．それは日本
語教育界では無謀といわれても仕方のないような，常識破りの教育システムで
あった．そのような相当な時間節約型の日本語教育を人並み以上に効果を上げ
させたのは，正規の授業時間を超えた学内外の日本語トレーニング環境の整備
と活用だった．一言でいえば学生の半数が日本語学生としての国内学生が存在
する環境の活用であった．
このような，国内外の学生が共生，共学する環境があったからこそ，多少破
格の時間節約的な日本語教育のシステムの中で教育の実質を上げることができ
たように思う．
こうして，APU の開設は，
「学生の半数を国際学生で」という，学生数構成
の面だけでなく，周囲からかなり成り行きが不安がられるくらいの様々な発想
転換に導かれてのイノベーションであった．
「発想転換なくしてイノベーショ
ンなし」という私の確信は，このような経験から来たものである．
［参考文献］
坂本和一『大学のイノベーション』東信堂，2007 年
坂本和一『大学の発想転換―体験的イノベーション論 25 年』，2012 年
P. F. ドラッカー『イノベーションと企業家精神』原著 1985 年，邦訳 ダイヤモンド社，1985 年
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小論「日本画に見る日本」にみる
社会生態学のフレームワーク
Framework of Social Ecology in the Essay
“A View of Japan through Japanese Art”

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 find a valid knowledge to the systematization of social
ecology from the essay “A View of Japan through Japanese Art”. In the beginning,
we revealed the validity of the hypothesis that “this essay is positioned as a general
theory in the social ecology”. This hypothesis was obtained several findings as a
basis. First discovered the concept of a “polarity”, “tension”. Secondly, humans
revealed that take “adaptive behavior” to ease the tension. As a result, these findings
could be organized as following basic processes. 1. “new reality of the society that
produces a two-polarity, 2. the environment tension of those who put themselves
in, 3. the person of adaptive behavior, “social reform. This process is intended to be
referred to as the basic framework of social ecology. In conclusion, this essay is that
it revealed the general theory of social ecology that produce the transformation of
society by individuals tensions born two polarity of society as the cause.

崎谷実穂・柳瀬博一『混ぜる教育―APU の秘密』日経 BP 社，2016 年
立命館史関係：
立命館大学 21 世紀学園構想委員会「21 世紀の立命館学園構想」1989 年（内部資料）
学校法人立命館『立命館百年史』通史Ⅲ，2013 年
立命館百年史編纂委員会『立命館百年史紀要』掲載論文 :
・坂本和一「立命館アジア太平洋大学（APU）創設を振り返って―開設準備期を中心に」第
14 号，2006 年 3 月
・対談「立命館アジア太平洋大学（APU）開学を回顧して」第 17 号，2009 年 3 月
・座談会「APU 創設をめぐる公私協力の展開」第 7 号，2009 年 3 月
・座談会「APU 留学生受入れの海外行動を振り返って」
（1）
（2），第 18 号，2010 年 3 月
・座談会「BKC『産官学提携』を回顧して」第 18 号，2010 年 3 月
【略歴】 本会学術顧問，立命館アジア太平洋大学初代学長，立命館大学名誉教授．京都大
学大学院博士課程単位取得（経済学博士）．著書に『アジア太平洋時代の創造』法
律文化社，『大学のイノベーション』東信堂，『ドラッカー再発見』法律文化社，
『ドラッカーの警鐘を超えて』東信堂，『いま改めて読む，ドラッカー『現代の経
営』』東信堂，
『ドラッカー『断絶の時代』で読み解く 21 世紀地球社会論』東信
堂等．

Ⅰ. はじめに
Ⅰ-1. 考察の背景と目的
2015 年，没後 10 年の年にドラッカーの日本画のコレクションが来日した．
千葉，長野，山口の美術館を約 6 か月をかけて巡回したコレクションを筆者は
各会場に計 5 回足を運び，鑑賞した．目的は日本画が社会生態学に与えた影響
を知るためである．あわせて本学会の会員等と各会場で小論「日本画に見る日
本 A View of Japan through Japanese Art」を読み，所感を共有した．その経
験を交えて考察を行う．
ドラッカーは自らを社会生態学者と呼ぶ．そして社会を「特異な動物たる人
（1）
間の環境」
と位置づけた．生態学 ecology という名称を世界で初めて使った
Ernest Haeckel は，「生態学とは生物とその環境との相互作用を解明する科学
（2）
である」
と定義した．これを借用すると「社会生態学とは人間と社会との相互
作用を解明する科学である」となる（3）．
この定義を基にすれば，小論「日本画に見る日本」
（以下「小論 VJ」という）
は，A View of Japan
（日本の見方）を明らかにすること，すなわち日本社会と
日本人の相互作用を解明することを目的として，日本画という手段を用いたも
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のだと位置づけることができる．その意味で小論 VJ は社会生態学の正統な論
文と位置づけることができる．
本論考の目的は，小論 VJ から社会生態学の体系化に有効な知見を見出すこ
とにある．もし小論 VJ が日本という社会だけに限定された社会生態学の特殊
理論であるならば，その結論を日本社会以外には適用できないものとなる．こ
こで一つの仮説をおき検討する．
〈仮説〉小論 VJ は社会生態学における一般理論として位置づけられる
Ⅰ- 2 . 考察の方法
本考察では，まず〈仮説〉の当否を検討する．そのために第一に，ドラッカー
が小論 VJ の結論「日本画から見た日本について言える最も重要なことは，日
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②次に「日本の見方」に関しての一般的認識と現実とのギャップを指摘した．
すなわち，
「日本の芸術を見ると，その最も大きな特徴は個人主義である」
，
「芸術とくに絵画では，西洋の画一性と日本の過剰な多様性が対照的であ
（7）
る」
と述べた．〈認識 2〉

③ドラッカーは，このような認識に関するパラドクスへの答えを「窮屈なコ
ミュニティとしての家社会と，自発性や個人主義との関係を説明する鍵が
（8）
のなかに
ある」とし，「日本画の歴史，あるいは日本画家にまつわる話」
求めた．
〈認識のパラドクス解明の手段〉

二に，それらの考察が社会生態学にどのように位置づけられるかを検討する
（Ⅲ）．第三に，仮説の当否を評価する（Ⅲ-6．
）
．

④ドラッカーは，このような過程を経てパラドクスの核心の言明に至った．
すなわち「何かに属し，それに自分を合わせることと，自発性，自律性，個
性を重視することとのあいだに生ずる緊張は，日本の芸術や文化を特徴づ
（9）
ける諸々の二極性がもたらす緊張のうちの一つにすぎない」
と表明し，
「日本の芸術や文化を特徴づける諸々の二極性」が人に「緊張」をもたらす
根本原因であることを指摘した．〈原因〉

次いで仮説の当否の評価を経て小論 VJ から社会生態学の体系化に資する何
らかの知見を探索する．具体的には，本考察では，小論 VJ および小論「日本美
術への恋文」
（以下「小論恋文」という）を用いて社会生態学における意味を考

⑤最後にドラッカーは日本社会全体の特徴へと一般化した．すなわち，二極
性が日本の芸術や文化の領域にとどまらず「日本の中核には，人間を包み
込む窮屈な社会，人間を支えてはくれるが強い規律の要求をともなう社会

える．「小論恋文」は小論 VJ と同時期に書かれ，結論が小論 VJ とまったく同じ
であり，かつ内容がより詳細であり姉妹論文と位置づけられる．

（10）
と，自律性を要求する競争的な個人主義との継続的な二極性がある」
と
し，日本社会全体の特徴であることを示した．〈一般化〉
⑥その結果，
「その歴史において，日本を対照的な国，変化の急激な国にして
（11）
と評した．〈評価〉
いるのは，その緊張と二極性によるものである」
⑦一方で〈結論 1〉を次のようにも表現した．「日本の近代社会の成立と経
済活動の発展の根底には，日本の伝統における知覚の能力がある．これに

（4）
本は知覚的であるということである」
に至る論理の展開を考察する（Ⅱ）
．第

Ⅱ．小論 VJ「日本画に見る日本」の結論に関する考察
Ⅱ-1．小論 VJ の目的と結論の確認
分析にあたって小論 VJ の目的，手段，結論（Ⅱ- 1．
）と原因（Ⅱ-2．
）を抽出する．
（5）
ドラッカーは「私はこれまで，日本を見るために日本画について述べてきた」
と述べた．つまり〈目的〉を「日本を見る」ことにおき，その〈手段〉として「日
本画」を用いた．
この小論 VJ の結論は「日本画から見た日本について言える最も重要なこと
．ここで知覚とい
は，日本は知覚的であるということである」である〈結論 1〉
う言葉は人間の能力に対して使うものである．日本社会が知覚的であるとの表
現は比喩に過ぎない．
Ⅱ- 2 . 結論に至る過程の考察 〜「二極性」から「知覚的」まで
ここでは〈目的〉から〈結論 1〉
「日本は知覚的である」に至る過程について考
察する．
①まずドラッカーは，小論 VJ の冒頭でいくつかの例示とともに「日本の見
方」に関する一般的認識を示した．すなわち「日本は，よく知られている
ように厳格な規律の国であり，全体の意思に個人の意思を合わせる国であ
（6）
る」
．〈認識 1〉

よって日本は，外国である西洋の制度や製品の形態を把握し，それを再構
成することができた．日本画から見た日本について言える最も重要なこと
（12）
は，日本は知覚的であるということである」
．〈結論 2〉
Ⅱ- 3．「緊張」と「知覚能力」の関係
ここまでの考察で一つの疑問が湧いてくる．すなわち「その歴史において，
日本を対照的な国，変化の急激な国にしているのは，その緊張と二極性による
ものである」
〈評価〉と「日本の近代社会の成立と経済活動の発展の根底には，
日本の伝統における知覚の能力がある」
〈結論 2〉との言明の関係性についてで
ある．つまり結局，結論は何かである．
ここでキーワードを整理する．これらは，〈二極性〉→〈日本を対照的な国，
変化の急激な国に〉→〈日本の近代社会の成立と経済活動の発展〉という原因
と結果（変化）の連鎖で表現し得る．問題は〈緊張〉と〈知覚能力〉の関係をど
のように考えるかである．
二極性は緊張をもたらす原因である．しかも二極性は主体的には排除できな
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い環境の特性である．日本という社会の二極性が日本人に緊張をもたらしてい
ることになる．その緊張下で，発揮されているのが「日本の伝統における知覚
の能力」である．

Ⅲ-2. 社会生態学における「二極性」の意味
ドラッカーは 2 つの小論で二極性に関して次のように述べた．
「私の心のなか
では，文明の進歩の二極である継続と変革の相克 the tension between continuity

ここで〈二極性〉は環境の特性であり，
〈知覚能力〉は人間の特性である．〈緊
張〉は両者の特性の相互作用の一つである．
〈二極性〉⇔〈緊張〉⇔〈知覚能力〉
と整理される．

（14）
and change as a central polarity への関心から，技術に対する関心が育った」
．

〈二極性〉⇔〈緊張〉⇔〈知覚能力〉というキーワード群と〈二極性〉→〈日本
を対照的な国，変化の急激な国に〉→〈日本の近代社会の成立と経済活動の発
展〉というキーワード群をつなぐには新たなコンセプトが必要である．次にこ
の点を検討する．
Ⅱ- 4 .「再構成」という適応的な行動
ドラッカーは小論 VJ の最後で「日本画から見た日本について言える最も重
要なことは，日本は知覚的であるということである」の前に「これ（日本の伝統
における知覚の能力）によって日本は，外国である西洋の制度や製品の形態を
（13）
把握し，それを再構成することができた」
（カッコ内筆者加筆）と付け加え結
論を述べた．
かかる言明は，日本（人）がとった行動を表現している．二極性が排除できな
いとすれば日本人は何らかの適応的な行動をとるしかない．それは緊張を緩和
するための行動であり 「
, 再構成 redesign」である．このコンセプトがⅡ- 3．の 2
つのキーワード群を結ぶ．

Ⅲ. 小論 VJ を社会生態学の体系に位置づけるための考察
Ⅲ-1．社会生態学における「二極性」
「緊張」
「知覚能力」の関係性について
これまでの考察を踏まえて，これらの関係性を社会生態学の定義「社会生態
学とは人間と社会との相互作用を解明する科学である」に照らして考えると
「知覚能力」は人間の能力の一部であり，
「二極性」は社会という環境の特性で
あると位置づけられる．さらに両者の相互作用として「緊張」が位置づけられ
る．これらは下図のように整理される．

ここでは継続という一つの極と変革というもう一方の極を示した．
また「私には，仕事が，社会や社会秩序やコミュニティを規定する中心的な
要因であることが明らかになってきた．私には，一方の極に偉大な思想，とく
に宗教があり，一方の極に仕事の仕方があって，ここでもまた社会は，二つの
極のあいだの緊張関係 tension of two poles によって支えられていることがま
（15）
すます明らかになってきた」
．ここでは，思想や宗教という一つの極と仕事
の仕方というもう一つの極の存在を明らかにした．
ドラッカーは，小論 VJ で二極性を日本社会の特質であるとしたが，
「社会は，
二つの極のあいだの緊張関係 tension of two poles によって支えられている」と
の認識を示し，社会一般にも二極性とそれに伴う緊張関係があることを明らか
にした．
Ⅲ- 3．社会生態学における「緊張」の意味① ―「緊張」ならざるもの
これまでの考察で「二極性」と「緊張」は，社会生態学一般における重要な
コンセプトであることがわかった．そうだとすれば小論 VJ における「緊張」と
「知覚能力」というコンセプトから得られる知見も社会生態学の一般論として
用いることができるはずである．ここでは小論 VJ で用いられた相互作用とし
ての「緊張」についての言明を吟味する．
ドラッカーは，
「日本では，緊張は矛盾でも対立でも摩擦ではない For the
（16）
Japanese tension is not contradiction or contrast or conﬂict」
と述べ，緊張
に類似する相互作用として矛盾，対立，摩擦というコンセプトを提示した．

まず contradiction および contrast は，
「反…」
「逆」
「反対」などを意味する接
頭語 contra- を冠する同じ語群にある（17）．また conﬂict は「ともに」を意味する
接頭語 con- に「たたく」という意味のラテン語 ﬂigere が接続した語である（18）．
これらの語は他者の存在を前提としており，他者との対立的な構造を前提と
し，互いに相容れない状態を示す．これに対して polarity の名詞形 pole は「極」
を原型とし（19），正反対を意味するが南極と北極のように同時に存在し，優劣，
正誤，高低，当否などの価値や意味を有していない．
次に polarity と語群 contradiction，contrast，conﬂict
（以下「語群 con-」と略記）

図 1. 日本社会の特質と日本人の優れた能力の相互作用としての緊張

との異同を検討する．両者には「異なる」という共通点がある．しかし polarity
は両極のような正反対を意味するが，後者は正反対である必要はなく，少しで
も差異があれば状態として起こりうる．また語群 con- はいずれも排他的であ
り，polarity は共存的である．前者の排他性は，相手との対立構造が弱まった
り，一方を排除したりすると弱くなり，対立構造が高まれば強くなる．これに
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対して「極」は排除できず，もしくは排除の対象ではなく，常に環境内に存在す
る．さらに，それを原因とする緊張は常態的なものである．

知覚は人間能力であり，形態は知覚の対象を意味する．対象は，社会という
環境の中にあり，それを人間能力である知覚が認識する．
「緊張」は知覚によっ
て引き起こされる心の状態である．

Ⅲ - 4．社会生態学における「緊張」の意味② ―「日本における緊張」なら

第三に，実存的な緊張 the tension of existence について考察する．existence
は，
「外に」を意味する接頭語 ex- に「位置づける」という意味の語が連なるコ
ンセプトである（27）．

ざる緊張
上記の原文For the Japanese tension is not contradiction or contrast or conﬂict
に続けて― the tension of the analytical mind「それは分析的な緊張でもな
（20）
い」
と述べた．語群 con- が「緊張」と異なるコンセプトであるのに対して，こ
こでは「緊張」の性格について言及し，日本における緊張は分析的な知性によ
る緊張ではないとした．
ここで the tension of the analytical mind と次節で取り上げる the tension of
perception との違いを述べる時，次の言及と同一の意識に基づいている．すな
わち，「300 年前，デカルトは『我思う．ゆえに我あり』と言った．今やわれわれ
は，これと同時に『我見る．ゆえに我あり』と言わなければならない．デカルト
以来，重点は論理的な分析におかれてきた．しかし今後は．論理的な分析と知
（21）
覚的な認識の均衡が不可欠となる」
．
以上ドラッカーはⅢ- 3．を含め「日本における緊張」ならざるものとして 4 つ
のコンセプトを提示することで「日本における緊張」を明らかにしようとした．
Ⅲ- 5．社会生態学における「緊張」の意味③ ―「日本における緊張」の 3 つ
の性質
ドラッカーは，次に It is polarity − the tension of perception, of conﬁguration,
of existence. であると述べ，
「日本における緊張」の性質を 3 つ挙げた．すなわ
ち，知覚的な緊張であり，形態的な緊張であり，実存的な緊張である（22）．
第一に，二極性を原因とする緊張が知覚的な緊張であるという意味について

これまでの考察でわかるように「知覚的な緊張」とは社会という環境に生き
る者には排除しえない心的な緊張である．それは自分を環境に位置づけること
で生まれる．
実は実存的な緊張こそはドラッカーの問題意識の根底にあるものである．
1949 年に書かれた小論「もう一人のキルケゴール」で「人間の実存はいかにし
（28）
て可能か How is human existence possible?」
と問うた．
キルケゴールの答えは簡単だった．
「人間の実存は，精神における個人と社
（29）
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」
．
そこで用いられた緊張はやはり tension だった．小論 VJ で「日本における緊張」
の性格として「実存的な緊張」と表現し，特別視したが，そもそもドラッカーの
問題意識の根底にあり，人間一般に適応されるべきものであると考えていたこ
とがわかる．
Ⅲ- 6．仮説の当否の評価
これまでの考察をふまえて本稿冒頭で掲げた〈仮説〉
「小論 VJ は社会生態学
における一般理論として位置づけられる」の当否を評価する．
ドラッカーは，人間一般が二極による緊張の中で生きざるを得ないことを明
らかにした（Ⅲ- 2．
）．このことは〈図 1. 日本社会の特性と日本人の優れた能力
（知覚）の相互作用としての「緊張」
〉の一般化を意味する．すなわち〈日本社会

考える．先に述べたが二極性は同時に環境内にあり排除の対象ではい．それゆ
え知覚的な緊張は，人間が環境内にあって緊張の有無，その強弱，程度などを
認識するものである．
第二に，形態的な緊張の意味について考える．conﬁguration は，ゲシュタル
ト心理学における重要コンセプトであり（23），形態と訳される．筆者は 2009 年

の特性〉は〈社会における特性〉に，
〈日本人の優れた能力〉は〈人間の能力〉に
修正しうるということである．
これは小論 VJ で明らかにしたことは社会生態学における一般理論として位
置づけられることを意味する．つまり仮説は「当」と評価するのが妥当である．
このような評価は，小論 VJ から社会生態学の体系化に資する新たな知見が得

の論文で「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
（24）
をいう」
と定義した．

られる可能性があることを示唆している．以下でその探索を行う．

ドラッカーは，
「生態なるものはすべて，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．部
（25）
分は全体との関係において存在しうるにすぎない」
と述べた．全体は形態的
に認識できるということである．ドラッカーは形態の例示として「多元社会の
不均衡状態，グローバル経済と地球環境問題，緊急に提示することが求められ
（26）
ている教育ある人間のモデル」
を挙げた．

Ⅳ . 社会生態学の体系化に資する小論 VJ から得られる知見
Ⅳ-1．「二極性」と「緊張」というコンセプトの発見
これまでの考察で社会生態学の一般理論に「二極性」と「緊張」という重要コ
ンセプトを発見し，導入することができた．第一に，社会生態学にいては，社会
に生じている排除することの出来ない二極性を認識することが重要である．
第二に，人間能力としての知覚の重要な対象として「二極性から生じる緊張」
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を認識することである．緊張という心的状況が新たな行動を引き起こす．この
点を次に考察する．
Ⅳ- 2．小論 VJ における「再構成」の社会生態学の体系化における意味
先にみたように小論 VJ で「これ（日本の伝統における知覚の能力）によって
日本は，外国である西洋の制度や製品の形態を把握し，それを再構成すること
ができた」
（カッコ内筆者加筆）と述べた．かかる言明は，日本人がとった「適
応的な行動」を表現している．その行動が「再構成 redesign」である．自分もし
くは自分たちのものとは異なる形態を知覚し，緊張を感じ，その本質を観取し，
独自で新たな形態を再構成してきたのである．形態を理解し，そこから本質と
いう部分を観取する際に必要な能力は，知覚能力である．
さらに日本人は二極性による緊張は環境内から排除できないため，これを緩
和する適応的な行動をとった．それが「再構成 redesign」である．ドラッカー
は，小論「ある社会生態者の回想」で「社会生態学者の目的は，単なる知識の獲
（30）
得ではない．その目的とするところは正しい行動である」
と表明した．
日本人の「再構成」という適応的行動は，
「正しい行動」そのものである．そ
（31）
れはドラッカーが自身の関心を「継続と変革 continuity and change の相克」
というときの変革の別名である．ちなみに「イノベーション」は代表的な適応
行動である．
Ⅳ- 3．社会生態学のフレームワークの提示
ドラッカーは社会生態学の目的を「社会生態学の目的 goal は，単なる知識の
（32）
とした．具体的
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」
には，「その（社会生態学の）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
（33）
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ある」
（カッコ内筆者付加）
．ここで継続と変革の相克とは，継続という目的のための
手段として変革があるということである．
小論 VJ はこの目的に関する理解をさらに深めるのに有用である．
「動的な不
均衡状態にある社会」は「二極性による緊張がある社会」と読み替えることが
できる．そして日本の優れた結合力こそは，
「再構成 redesign」能力であると位
置づけることができる．
「図 2. 社会生態学のフレームワーク」はその概略を示
している．
図 2 は人が知覚により必ず「緊張」という相互作用を生むことを意味しない．
たとえばドラッカーが『
「経済人」の終わり』
（1939）で描いたのは「大衆の絶望
the despair of the masses」だった．
「絶望」は全体主義の選択という最悪の結
果を招来させた．
また図 2 は常に意図的に正しい行動をとることを意味しない．意図せざる行

図 2 . 社会生態学のフレームワーク

動や誤った行動も社会を変質させる．社会の変革とは目的的行動が生み出す正
の結果につけられた名称に過ぎない（たとえば負の結果に結びつく行動として
たとえば環境破壊がある）
．
このように小論 VJ は社会生態学の目的 goal をより具体的に示すとともに
「社会の二極性」とそこから生まれる「緊張」の重要性を認識させ，人間能力と
しての「知覚」と「適応的行動」の必要性を明確にしたと評価することができ
る．
このような小論 VJ に対する評価は，社会生態学を単なる社会の生態の分析
と領域を狭めることなく，人間能力へと展望を広げ，その能力をもって社会に
継続と変革をもたらすという目的に至る社会生態学の体系が一貫性をもって明
確になったことを意味する．具体的には図 2 に示し，①「社会の新しい現実」，
②「環境に身を置いた者の緊張」，③「人間の適応的行動」，④「社会の変革」と
いうタイトルで一つひとつの要素をまとめた．
ときに適応的行動の典型例であるイノベーションは社会生態学の領域に分類
されないかもしれない．たとえばドラッカーが「企業の目的が顧客の創造であ
ることから，企業には二つの基本的な機能が存在する．すなわち，マーケティ
（34）
というときイノベーションはあたかもマネジ
ングとイノベーションである」
メントの重要領域として認識されている．
しかしそれは順序が逆である．社会という人間環境に誕生した「企業」とい
う人間組織が社会という環境の変化にいかに適応的に行動してきたかを示すの
（35）
（36）
が「シアーズ物語」
や「IBM 物語」
である．ドラッカーは，これらの物語を
受けて「基本的な機能」としてイノベーションを位置づけたに過ぎない．イノ
ベーションこそは社会生態学における正統かつ重要なコンセプトである．
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Ⅳ- 4．適応的行動の例としての画家の行動
ドラッカーは，パラドクスともいうべきギャップ，すなわち窮屈なコミュニ
ティとしての家社会と，自発性や個人主義との関係を解き明かす鍵は日本画の
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①〈社会の新しい現実〉 江戸幕府の官僚化，物質主義と精神主義
②〈環境に身を置いた者の緊張〉 形態的緊張，実存的緊張
③〈人間の適応的行動〉 修練（学習）による「緊張」からの超克

歴史，あるいは日本画家にまつわる話のなかにある（37）と述べ，小論 VJ に数多
くの画家を登場させ，日本人の二極性を説明する鍵として彼らの物語を利用し
た．しかし先に見たように「二極性」というコンセプトは本来日本社会に特有
のものではなく，社会一般に適用すべきものである．
このように考えれば，小論 VJ に登場する画家と当時の日本社会の関係を図 2
に示した①〜④の要素でとらえることができるはずである．
一例を示す．ドラッカーは「達磨のような精神的人間になり得た禅余画家で
あって初めて達磨図を描くことができ，かつ，白隠の達磨図の一つに見るよう
（38）
な「どう見ても（これは達磨だ）
」と賛を書きつけることもできるのである」
と述べた．
白隠の生きた時代は，江戸幕府の官僚化の進展し，
「幕府政治の理念は世俗

的な儒教に基礎を置いていた（中略）僧侶は今まで通り公の称号や階位を受け
ていたが，国家的な問題はおろか，高等教育における指導的立場からも除外さ
（39）
ま
れていた．宗教は非常に『個人的問題』になってしまっていたのである」．
た元禄時代（1688 〜 1707）に広がった物質主義的な文化は，
「世俗的，華美放
（40）
縦」
と評されるなど，社会の大きな変化があった．

明らかに社会の形態が変化していた．ドラッカーは，その時代に生きた白隠
（1686 〜 1769）など幾人かの禅画家によってカウンター・カルチャー（反体制
的芸術）が生まれたと考えた．このような背景によって実存的緊張が高まった
時期である．ドラッカーは白隠のとった適応的行動を「修養」という継続学習
の賜物であるとし，
「白隠は，大きな達磨の絵を描くのにどれくらいの時間が
（41）
かかるかという問いに対して，
『十分と八十年』と答えたといわれている」
と紹介した．「日本人の言う『八十年』とは，まず何よりも，達磨図を描くこと
のできる『人間』になるために必要な精神的な自己体得を意味しているのであ
（42）
る」
．
「自覚しつつ孤独な存在となりうる詩人や哲人，キルケゴールやドフトエフ
スキーならば，魔物にひるむことなく正気でいることもできる．しかし普通の

人間は，唯物的合理追求の結果もたらされた計算不能で意味のない力による完
全な分子化，非現実化，無意味化，秩序の崩壊，個の崩壊に耐えることはできな
（43）
い」
とドラッカーがいう時，白隠は完全にキルケゴールやドフトエフスキー
を凌駕した存在として，少なくとも同列の存在として評されている．白隠を魔
物に方法論で対抗した稀有の存在として評価している．
白隠の物語も図 2 のフレームワークの応用に過ぎない．整理すると次のよう
になる．

ちなみに小論 VJ などドラッカーの記述にはないが白隠禅師の後世の研究家
によって④〈社会の変革〉がなされたことが明らかにされている．すなわち「白
隠慧鶴禅師（1685 〜 1768）は日本臨済宗中興の祖として，もっとも著名かつ
重要な宗教家です．いま日本には臨済・曹洞・黄檗という三つの禅流が伝わっ
ていますが，現在の臨済禅の法系はすべて白隠下になっているので，文字どお
（44）
り『白隠禅』ということができます」
．

Ⅴ. まとめと課題
ドラッカーは二度にわたる社会的イノベーションを成し遂げた日本の秘密を
解明しようと日本画を切り口にした．日本画を通して日本という社会と日本人
の能力を探索した．
しかしそれはドラッカーの根底にある問題意識「継続と変革の相克」に一致
し，小論 VJ から「二極性」と「緊張」いうコンセプトを見出し，ドラッカーの社
会生態学の一般論としてのフレームワークを導き出すことができた．
ここでは，図 2 に示した〈社会生態学のフレームワーク〉の可能性を深めて
おきたい．すなわちドラッカーの著作および著作の中の記述の多くは，このフ
レームのどこかにあとづけることができるものであることを示したい．具体例
を一つ挙げる．
『企業とは何か』
（1946）で記された「大量生産」は新しい現実である．未熟練
労働者を前提とする「大量生産」という新しい現実は新たな極が社会に誕生し
たことを意味する．その結果，従来，個別生産に従事した熟練労働者に「緊張」
が生まれた．ドラッカーはこれら熟練労働者に対してそのトップである職長か
ら現場管理者への位置づけの変更という適応的な行動を促した（45）― ①〈社
会の新しい現実〉
，②〈環境に身を置いた者の緊張〉
．
その後，『現代の経営』
（1954）で「人の働き方は変化していく．肉体的な力
だけを提供していた昨日の未熟練労働者は，今日は半熟練の機械工となってい
る．機械の操作や機械への原材料の供給，製品の検査という定型的な仕事さえ
判断力を必要とするようになった．他方，熟練労働者は，技術者として，あるい
は現場管理者として働くようになっている．そして今日の企業には，彼らに加
（46）
えて三つの新しい職種，すなわち事務員，専門職，経営管理者がいる」
と述べ
た．これらの記述は三種類の人間の適応的な行動を示している―②〈環境に
身を置いた者の緊張〉
，③〈人間の適応的行動〉
．

76

研究論文

さらにドラッカーは，
『経営者の条件』
（1966）で知識労働者の人間能力（成
（47）
果をあげる習慣） について記述した．それは知識労働者の増加（48）という社会
環境を生き抜くための能力について記述されたもので，新しい社会における緊
張状態を緩和するための適応的行動という意味を有している―③〈人間の適
応的行動〉
．
これらの変化の背景には，
「大量生産」や「オートメーション」などの技術に
関する環境変化や専門職などの知識労働者の登場が生み出した社会の二極性と
それを原因とする緊張の存在がある．こうした過程を経て生まれたのが知識社
会（49）である（④〈社会の変革〉
）
．
上記の具体例には企業やマネジメントをも包含する世界観がある．それはド
ラッカーが自身を社会生態学者と呼んだ所以でもある．このフレームワークの
可能性のさらなる検討は課題としたい．
またこのフレームワークは小論「ある社会生態学者の回想」と小論「もう一
人のキルケゴール」を架橋する位置に小論「日本画に見る日本」があることを
示している．「もう一人のキルケゴール」について自身で後年，
「今日までの私
の著作は，すべて社会に関するものである．そして唯一の例外が，キルケゴー
（50）
ルに関する論文である」
と評した．それゆえキルケゴールに関する小論は，
ドラッカー山脈における孤高の独立峰のように見える．
さらに社会生態学は，社会の生態に関する観察と記述であると理解されがち
である．ドラッカーも表面的には現代社会の移り変わりを記述しているように
見える．
しかし社会生態学という領域は，人間行動にまで広げることで真に実学とし
て機能する．ドラッカーもそのことは自覚的であった．すなわち処女作に次の
記述がある．
「政治の世界と社会に偶然や奇跡は存在しない．政治と社会の動きには必ず
何らかの原因が存在する．社会の基盤を脅かす革命もまた，社会の基盤におけ
る基本的な変化に起因しているはずである．人間の本性，社会の特性，および
一人ひとりの人間の社会における位置と役割についての認識の変化に起因して
（51）
とし，その「分析は最初から社会的領域と経済的領域に限
いるはずである」
（52）
定することにした」
．
ドラッカーは「人間が動物の王国に属するとともに，神の王国にも属する存
在である」との認識を示し，
「人間の成長とその変化は，社会活動や事業活動に
（53）
現れると同時に，精神活動や芸術活動において現れる」
述べ，自身では精神
的な側面のすべてを分析することが不可能であることに触れ，分析領域を限定
した．この方針は生涯貫かれた．その唯一の例外がキルケゴールに関する小論
だった．
ドラッカーが記述しなかったことは，個人の領域あるいは精神的な側面の分
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析が不要であることを意味しない．「はるか昔の 1928 年のあのとき，私はただ
ちに，私の人生は社会のなかにとどまりきることはないであろうし，またその
ようなことはできないであろうこと，そして，社会を超越した実存にかかわる
（54）
次元とかかわりつづけざるをえないであろうことを悟った」
とキルケゴール

との出会いを邂逅した．生涯を通じた「社会を超越した実存にかかわる次元と
かかわり」が社会生態学者ドラッカーを生んだのである．
「社会を超越した実存にかかわる次元」の探求が社会生態学を真に意味ある
ものにする．その深化も今後の課題である．
【注】
（1）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版〔1939〕
『「経済人」の終わり』ダ
イヤモンド社 p.286（付録 4「1995 年版へのまえがき」
（2）マイケル・ヘゴン，ジョン・ハーパー，コリン・タウンゼント著（堀道雄，神崎護監訳）
〔2003〕
『生態学―個体，個体群，群集の科学〔原著〕第 3 版』京都大学学術出版会 はじめに
xi 本書は生態学の定番教科書．他に A.Mackenzie・A.S.Ball・S.R.Virdee
（岩城英夫訳）
〔2012〕
『生態学キーワード』p. 1 . には「生態学は生物とその環境の相互作用に関する学問である」
とある．
（3）筆者〔2013Ⅰ〕
『文明とマネジメント』ドラッカー学会編「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」p. p. 84 - 88
（4）P. F. ドラッカー（上田惇生ほか訳）
〔1993〕
『すでに起こった未来』ダイヤモンド社 p.265
（5）同上 p. 268
（6）同上 p. 243
（7）同上 p. 244
（8）同上 p. 245
（9）同上 p. 248
（10）同上 p. 246
（11）同上 p. 252
（12）同上 p. 268
（13）同上 p. 268
（14）同上 p. 306
（15）同上 p. 307
（16）同上 pp.251 - 252
（17）小島義郎ほか［2004］
『英語語義語源辞典』三省堂 p. 254 ほか
（18）同上 p. 245 ほか
（19）同上 p. 864 ほか
（20）P. F. ドラッカー〔1993〕前掲書 p.252
（21）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1989〕
『新しい現実』ダイヤモンド社 p.299
（22）P. F. ドラッカー〔1993〕前掲書 p.252
（23）筆者〔2011Ⅱ〕
『文明とマネジメント』ドラッカー学会編「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〜」pp.127 -129
（24）筆者〔2008〕
『文明とマネジメント』ドラッカー学会編「『未知なるものの体系化』という
方法論に関する一考察〜未完の書の下絵として」p. 110
（25）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1989〕前掲書 p.298
（26）同上 p. 298
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（30）同上 p.319
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『在外日本の至宝』第 6 巻「文人画・諸派」毎日新聞社 付録 月
報 6「日本美美術への恋文」
（五）P. F. ドラッカー（仲町啓子訳）p. 3
（39）監修島田修二郎他〔1980〕
『在外日本の至宝』第 5 巻「琳派」毎日新聞社 付録 月報 5「日本
美美術への恋文」
（六）P. F. ドラッカー（仲町啓子訳）p.3
（40）同上 p.3
（41）監修島田修二郎他〔1980〕
『在外日本の至宝』第 6 巻「文人画・諸派」毎日新聞社 付録 月
報 6「日本美美術への恋文」
（五）P. F. ドラッカー（仲町啓子訳）p. 2
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『白隠禅画をよむ』ウエッジ社 p.8
（45）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版〔1946〕
『企業とは何か』ダイヤ
モンド社 pp.154-164
（46）P. F. ドラッカー〔1954〕前掲書〈下巻〉p.92
（47）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版〔1966〕
『経営者の条件』ダイヤ
モンド社 p.43
（48）P. F. ドラッカー〔1993〕前掲書 pp. 317 - 318
（49）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版〔1969〕
『断絶の時代』ダイヤモ
ンド社 p.280
（50）同上 p.272
（51）P. F. ドラッカー〔1993〕前掲書 まえがきⅳ
（52）同上まえがきⅳ
（53）同上まえがきⅳ
（54）P. F. ドラッカー〔1993〕前掲書 pp. 271 - 272
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Summary
Japanese society is stagnating for approximately 20 years. The world is confused
by poverty, terrorism, victim and globalization. Social reform is needed to settle
these problems. Development of globalization in the United States changed
economy of the world and social structure. An enterprise changed style of working
by development of information technology and globalization. And laborers are
perplexed. Japan should reform carefully about social structure.

はじめに
失われた 20 年といわれるように長い間，日本の経済は停滞が続いている．こ
の長期の停滞を解決するためには，今起きている問題について，しっかりと直
視する姿勢が必要である．現代日本は社会の大きな変革期を迎え，従来から日
本で行われてきた慣習や制度などについて，様々な方面から検討が加えられ
るようになってきた．停滞から復帰するために試みられた，あらゆる経済政策
の効果は小さくてほとんど失敗といってよいほどである．ドラッカーは，日本
にとって必要な改革は，経済の問題ではなく社会の問題であると見通してき
た（1）．
今，日本に必要な社会改革とは何か，慎重に考えなければならない．人口問
題は日本の将来を考えた場合，最も大きな問題で，ピーク時に比べて既に 100
万人以上の人口が減少している．教育費も，税金も高い日本で育児は大きな負
担である．戦後，導入された核家族制度で，育児は女性にとって大きな負担に
なった．働く女性は家事，育児，あるいは親の介護まで抱え込み，多くの子供を
育てることは不可能である．男子労働者は，長時間，会社に拘束され，主体的に
家事や育児に携わることが出来ずにいる．企業における女性の活用度は，先進
国どころか，途上国と比べても驚くほど低く，世界で 100 番目以下である．こ
のような社会では，少子化になるのは当然である．ほかにも日本の社会制度で
問題と思われる事柄は多いが，ここではグローバル化を中心に検討する．
グローバル化は，日本にとって社会改革の切り札となるかも知れない最重要
課題と思われるが，実際にこの問題を直視することが出来ているのか疑問に
思われる事が多い．たとえば，グローバル化のために雇用制度の改革，生産拠
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点の海外移転など，これを受け入れないと日本の未来はないとか，痛みを伴う
が，少し我慢したら明るい未来が来ると説明されてきた．グローバル化が不可
欠だから，規制緩和も自由競争も必要で，格差が広がっていくのも仕方がない．

人々の不満は広がり，テロ，貧困，格差社会などの問題は，それぞれ別の問題で
はなく，同じ根を持つ事柄が，異なった現象として起こっているにすぎない．

それも自己責任だと主張する論調を多く見受けられるようになった．それがグ
ローバル国家のルールだとすると，グローバル化に対する抵抗が強くなるのは
避けられない．

（2）グローバル化の本質
1970 年代のアメリカは経済の停滞と，それに伴う混乱が社会体制を揺るがし
ていた．そこに現れた救世主が，アメリカシカゴ大学のミルトン・フリードマ

格差については，幸い日本はそこまでひどくないが，社会改革を進める上で，
問題の所在と解決方法について，日本なりの解決方法を探らなければならな
い．島国である日本の場合，起こっている問題と解決方法は諸外国とは少し異
なるように思える．はたしてグローバル化の本質とはどのようなもので，本当
に日本の社会問題の解決に寄与するのか，ポスト資本主義といわれるこれから

ンをはじめとする経済学者たちである．それまでとは全く異なる新しい経済政
策を掲げ，アメリカ経済再建のために行動を起こした．レーガン大統領は，彼
らを政府の経済ブレーンとしてアメリカ経済の立て直しのために迎え入れた．
いわゆるレーガノミクスといわれる経済政策で，ケインズ政策から古典経済学
へ回帰したのではないかと思われるような，自由放任経済政策を始めた．同時

の時代に，日本の社会構造をどのように変えていかななければならないのか考
察し，新しい時代の新しい仕事や働き方について検討する．

に経済に関するあらゆる規制を緩和し，経済のことは経済の世界に任せ，政府
は国防の問題に集中すればよいと考えた．そのうえで，金利を上げて，世界の

Ⅰ. 今起こっていること
（1）ポスト資本主義とグローバル化
P. F. ドラッカーはポスト資本主義社会について「市場自体は依然として『資
本主義的』であるとしても，今や市場を支配しているのは『情報資本主義』であ
る」と説明している（2）． ポスト資本主義社会は資本主義社会とよく似ているけ
れど，その構造は全く異なる．資本主義社会はものづくりが中心であったのに
対し，ポスト資本主義社会は情報や知識が中心となっている．その意味で，現
在先進国の多くは既にポスト資本主義社会に入っているといえる．
グローバル化はポスト資本主義社会の基礎となりえるのだろうか．グローバ
ル化は，その性格上，一国では達成できないので，グローバル化による社会改
革は個別段階的に行われるのではなく，先進諸国の多くが同時に，その変化を
享受することになる．アメリカは同盟国のイギリスとともに，世界中の国に規
制緩和とグローバル化を呼びかけ，貿易の優遇を持ちかけて自由貿易協定を結
び，日本に対しても規制緩和，公営企業の民営化を要求し，国鉄，電電公社，専
売公社そして郵便局を民営化し，TPP の締結も視野に入っている．
国際化が進み，国家間の交流が活発になる中，グローバル化は必然ではある
が，今のグローバル化には多少の問題がある．現在のやり方で，全ての国が関
税や規制を廃止し，自由に貿易ができるようになると結局，力の強い国に有利
な状況が出来上がる．更に多様な分野に渡ってアメリカからグローバル化の
要求が強くなって，すでに経済面だけではなく法律，言語，固有のシステムや
文化までグローバル化の要求は際限がなく，画一的社会を生み出そうとして
いる．グローバル化の行き着くところは，競争の勝利者が支配する社会で，巨
大組織，そして経済大国による支配がはじまり，規制がないので勝者はますま
す大きな富を手に入れることになる．時間がたてば立つほど，矛盾は拡大し，

余剰資本をアメリカに集め，その資金を利用して世界中に投資を行った．この
政策でアメリカ経済の立て直しに成功し，現在まで世界最大の経済大国として
君臨することが出来ている．アメリカは，世界中の国にアメリカ同様の規制緩
和を求め，経済の世界から国境を無くしてしまおうと考えた．世界の経済が一
つになれば，アメリカが赤字であるとか，日本が黒字であるという事実そのも
のが意味のないことになってしまう．つまりアメリカが進めてきた政策は，ア
メリカ主導のグローバル化であり，グローバル化イコール，アメリカ化といわ
れる理由はそこにある．
グローバル化によって生まれた格差社会解決のために，貧困者救済目的とし
て豊かな階層から，多くの税金を取り，貧困者に分け与えようとした．しかし，
国の経済を支配しているのは一部の豊かな階層に属する人々であり，彼らの協
力なしに経済政策は決められないし，政治も豊かな階層の中から指導者を出さ
なければ政治を動かすこともできない．多くの国で，格差はますます広がり，
豊かな中間層さえ両極に分解してしまった．
ポスト資本主義社会への移行は，社会的混乱を引き起こさないで実現可能な
のであろうか．ドラッカーは，自身が暮らしたオーストリアとドイツの二つの
帝国が崩壊するのを見て，国家を絶対的なものとは考えないようになった．国
家は崩壊することがあることを，身をもって体験し，そのことがドラッカーの
国家観を構築している．この数十年の間に先進国で起こった貧困層の増加は，
豊かな先進国において，これほど短期間に，国民の中に格差を生み出すとはだ
れも考えられなかったほど異常な事態である．社会改革の失敗は国家の崩壊を
もたらすということも視野に入れつつ慎重に進めなければならない．
自由競争を前提とするグローバル社会は，階級別競争レースではなく，全く
のフリーの競争である．当然，先進国，巨大企業，大金持ちが勝者となる．これ
を公正で公平な競争だといえるのだろうか．こうした社会が将来長きにわたっ
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て維持できるのだろうか．まさに資本主義の危機と言わざるを得ない．これが
いま私たちの生活している世界の中で起こっている事柄である．グローバル化
の本質が，アメリカによる自国の経済的優位性を堅持するために始められた政
策である以上，その進む方向は私たちの豊かさにつながるものではないし，経
済が世界の共通システムで統一されると考えるのは早計である．
（3）人工知能は頭脳労働者の仕事を奪う
ついに，人間の能力に追いついた人工知能は，私たちが考えている以上に手
ごわい相手である．人工知能の出現は，ドラッカーの予想通り，ドラスティッ
クに私たちの社会を変えてしまうかもしれない．知識社会における，知識労働
者は，自ら知識という生産手段と生産要素を所有する専門家である（3）．始まっ
たばかりの知識社会に，あまりにも早すぎる人工知能の出現が，知識労働者た
ちにどのような影響を与えるのだろうか．動力機械の発明による産業革命が，
職人の仕事を奪ったように，人工知能は知識労働者の仕事を奪うことになるの
だろうか．
人工知能の未来について，この技術がどのように利用されるのか，私たちは
もっと注目しなければならない．情報化，IT 化が進歩すれば，人工知能社会が
訪れるのは当然である．今まで利用できなかったビッグデータが人工知能に
よって解析可能になり，それを基に新しい仕事や産業が生まれるようになって
きた．そのため企業によるビッグデータの収集が積極的に行われるようにな
り，何に使われるのか，誰がどのようにこのデータを利用するのか分からない
まま，データが集められている．経営者は人工知能が，ビッグデータを処理し，
新しい産業を導き出し，人工知能が自らの目的に沿って，何か仕事を行うよう
になると考えている．問題なのは人工知能をどのように利用するのか，その目
的も進む方向も分からず，規制や法律もない状況で，多くの企業が散逸的に人
工知能を利用し始めたことである．この人間の知能を凌ぐ人工知能に，私たち
の未来を託してしまってよいのであろうか．私たちが危惧すれば危惧するほ
ど，人工知能は巧妙に人間をだまして彼らのめざす世界へ私たちを連れていく
ことになる．
頭脳労働者の労働は，これまで機械には代替困難と思われてきたが，人工知
能はこうした状況を変えて，頭脳労働を自動化してしまう．こうして頭脳労働
者の仕事も結局，機械によって横取りされてしまう．人工知能によって生み出
された新しい産業や仕事も，人工知能のさらなる発展によって再び横取りさ
れ，人間労働は次々と隅へ追いやられるようになる．
オックスフォード大学の M. オズボーンは，これから 10 〜 20 年の間に消滅す
る可能性の高い仕事について，いくつかの職業を上げている．日本の場合は，
今ある仕事のうち 49％が消滅する可能性があるとされ，その多くの仕事は機械
化や人工知能の発達によって，人間労働を機械に置き換えることが出来るよう
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になる職業である（4）．

Ⅱ. 人間労働と労働の自動化
（1）格差と社会体制の崩壊
ヨーロッパにおける資本主義成立史について見てみると当初，政治的には
封建的な古い支配者階級と，新しく台頭してきた資本家階級の対立に，国王が
絶対的な権力を持ち両者を力で抑えつける体制が出現した．やがて，古い支配
者階級は力を弱め，新しい支配者階級が力をつけてくると，それによって絶対
的な権力を持っていた国王も，力のバランスが崩れ社会は混乱した．そして資
本家階級を支持する市民による革命が起こり王国は崩壊し，新しい支配者であ
る，資本家を中心とした資本主義国家が成立した．
日本における資本主義は，後発の資本主義国家として，欧米資本主義国の影
響を強く受けながら発展してきた．明治維新は下級武士階級による社会改革と
して始まり，商人資本を上手に利用しながら欧米的な資本主義の形を整備して
きた．大きく違うところは，次の時代を担う産業資本家が生まれていなかった
ので，国家の手によって新しい時代を強制的に社会の中に受け入れさせたこと
である．そのため武士階級は消滅し，人々は新しい社会体制を受け入れるため
に，新しいシステムを受け入れたのである．当然のことながら市民の手による
市民革命は起こらず，古い時代の支配者階級や封建的システムの一部が，新し
いシステムの中に温存され，革命ではなく改革によって封建社会から資本主義
社会へと移行し，日本的資本主義社会が完成したのである．
ヨーロッパでも日本でも，この変革期には，社会の中に格差が生まれていた
ことである．ヨーロッパにおける農民層の分解で，豊かな農民は羊毛工業の経
営者になり，貧しい農民は労働者となって資本主義社会の基礎が出来上がっ
た．日本では寄生地主制によってゆがめられてはいたが，豊かな農民の富は商
人資本の手に収められ，貧しい農民は小作人となって日本の資本主義体制にお
ける，安い賃金で働く労働者の供給元となっていった．いずれも封建社会体制
の崩壊が，資本主義社会における多数の労働者を創出することになった．
格差社会の拡大は，社会体制の崩壊を招き，そしてそれは次の社会体制構築
の基礎ともなる．このまま，格差が広がることで現在の社会体制が崩壊した場
合，つぎにどのような社会が生まれてくるのか推測すれば，ポスト資本主義社
会がどのような時代になるのか，ある程度見えてくる．
（2）人間は働かなければいけないのか
人工知能という新しい機械の出現は，人間労働の質を大きく変えようとして
いる．経済の発展段階や，地域格差によって世界で起こる問題は異なるが，先
進国における改革は途上国にも大きな影響を与えている．先進国が，生産設備
を途上国に移すのは，労働の生産性や，格差を利用するために行われる行為で
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あるが，それは生産性の低い地域や，途上国に発展の機会をもたらすものでも
あった．現在先進国で起こっている生産方式の改革は，再び途上国に大きな混
乱をもたらすことになる．

（3）人間労働の自動化
産業革命以降，合理化や新しい機械の導入によって，人間の仕事を機械が
奪ってきた．人工知能の発達は，かつてないほど大胆に社会そのものを大きく

日本における雇用制度について，終身雇用，年功制などが独自の制度が始
まったのは，それほど古いものではなく，製造業では大正末期からといわれて
いる．実際に制度として定着したのは，戦後の高度経済成長による人手不足の

変えてしまう．今まで人間が行ってきた多くの労働が，機械によって自動化さ
れることになる．労働を苦しいもの，できれば避けたい行為であると考える者
は機械に仕事を任せることで仕事から解放されたと思うであろう．一方，仕事

時期に熟練労働者を囲い込むために取られた政策であった．現在では状況も変
わり，日本的労務管理にも変化がみられる．日本的労務管理がうまく機能した
理由は，近世の厳格な身分制度の影響もあり，働き方が，親の仕事を引き継ぐ
など，基本的に労働者が生涯同一職業を前提にした働き方を自然なこととして
受け止め，無理のない制度だったからである．

を通して自らを成長させたいと思う者にとって仕事を失うことは敗北と感じる
だろう．労働を生きがいとしている多くの人々からは，仕事と生きがいの両方
を奪い取ることになる．実際，最近数十年の間に人間の労働時間はかなり短縮
されている．ワークシェアリングを進めていけば，最終的にはかなり短時間労
働でも生活していくことは可能である．

今，雇用制度の改革で行われている問題は，制度の導入によって，日本の未
来が明るくなるのであろうか．改革は企業側の都合によるもので労働者の側に

人工知能を基礎にしたロボット産業で重要なことは，ロボットや人工知能に
対して徹底的に社会貢献について教え込む必要があるということである．人に

立つものでなく，半ば強制的に導入されたものである．労働者を大切にするの
が日本的経営の神髄であったから，今まで日本人は良く働いた．経営資源の三
要素をヒト・モノ・カネというようになってから，人間労働をモノやカネと同
等の扱いをするようになり，人間をコストの一つと考えるようになった．コス
ト削減をしたい経営者が，ヒトをできるだけ企業の内部から排除しようと考え

対して優しく接することの大切さは日本発の大切な文化である．企業経営の目
標が金儲けでは，ロボットや人工知能は，あらゆる手段を使って金儲けするこ
とになる．企業経営の目標が社会貢献であることを正しくロボットや人工知能
に教えなければならない．
知識労働が 21 世紀型の新しい人間の働き方なのか，あるいは他の労働と同じ

るようになった．日本的経営では企業は従業員のためにある，と考えて従業員
を大切にしてきたが，ブラック企業といわれる企業は結局，人間を大切にして
いない会社である．労働改革は労働者を大切にする視点が欠ければ，格差が広

ように，生産システムの発達によって，頭脳労働者も職場から追放される可能
性はあるのだろうか．グローバル化に伴い，企業を株主のものである，と考え
る経営者は増えてきた．多くの出資者から少しずつ資本を出してもらって，大

がり不公平な制度になる．
ポスト資本主義社会で人はどのように働けばよいのだろうか．そこでは知識
や情報が仕事の中心となる．人は，その知識や情報を使って働くことになるが，
やがて新しく開発された機械が，人間の仕事を代替するようになる．全自動の

きな会社を作るという発想は素晴らしいし，そのシステムも称賛されるべきも
のである．しかし会社に対する考え方や働き方は，一つではないし，どれが正
しいということもない．近代企業の成立過程が全く異なる日本において，企業
は労働者のものと考える経営者が多かった．200 年以上継続する老舗企業の数

工場やオフィスが誕生して人間の労働を必要としなくなるかもしれない．人間
が関わらなくても企業は利益を上げることが出来るようになるかもしれない．
こうした状況を，どのように人々の暮らしに役立てることが出来るのか，それ
は私たちがどのような社会を創ろうとしているのかということである．現在は

は，世界でも圧倒的に日本に多く，組織の継続を重視する日本企業では，古く
から番頭経営が行われ，優秀でまじめな従業員の存在が何より重要であった．
企業文化が同じではないのは当然で，儒教を経営理念とする多くの日本企業は
家訓・家憲に基づいた経営を行っている．

そこから得た利益は企業のものだから，企業が全てを手にすることになる．た
とえば，そこから得られる利益を全ての人に還元すれば，人間は働かなくても，
あるいは短時間の軽微な仕事だけで，豊かな生活が出来るようになるはずであ
る．かつて社会科学者たちが考えたことが現実のものになってきた．はたして
人間は労働から解放される日が来るのだろうか．労働から解放された人間は進
歩するのだろうか．私たちは働くという意味を根本から考え直さなければなら
なくなる．ポスト資本主義では，労働からの解放についても考えなければなら
ない．

Ⅲ. 新自由主義
（1）新自由主義の導入
アメリカには，古くからプラグマティズム（実用主義）的発想があって，役に
立つものは優れていて，発展する．役に立たないものは衰退するという考え方
である．この考え方は経営学にもあてはめることが出来て，制度論，あるいは
制度学派と呼ばれ，ドラッカーもこの学派に分類されることもある．アメリカ
で始まった新自由主義思想は，ヨーロッパや日本にも大きな影響を与え，規制
緩和と自由経済で競争を前提とする経済体制の導入を余儀なくされたが，限り
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なくアメリカ的である．
アメリカの意向に沿って，自由経済を受け入れた国に対して，アメリカは大
量の消費財を購入することで，これら諸国の経済を保証した．当初，新自由主

見せかけだけの正社員制度を導入した（5）．かつて派遣社員は特殊専門的職業に
のみ許可されていて 1993 年に 57 万人ほどだったが 1999 年政府の原則自由化
の方針が発表されると急激に増加し，2004 年にそれまで禁止されていた製造業

義を前提とするグローバル化された国々の経済は順調に発展を実現したかの様
に見えた．ところが，グローバル化することでこれらの国々は，アメリカの巨
大な産業体制の中に組み込まれて，以後アメリカの発展に奉仕することになっ

にも適用されると 200 万人を超え，リーマン・ショック直前には 400 万人にも
達するほど派遣社員が増加した．企業が縮小に合わせて従業員を解雇し，正社
員の人数を減少させ，派遣労働者の利用で生き残りを画策しているとしか考え

た．一旦アメリカの産業体制の中に組み込まれたら，決してアメリカを追い越
すような大成功は望めない．アジア経済危機の際，韓国の巨大企業は経営再建
のため多くの株式をアメリカと日本に譲渡した．現在でも半数程度の外国人株
主が同社の株を所有していて，その多くの配当金がアメリカと日本に支払われ
ている．

られない．日本社会では，グローバル化を進めなければ未来はない，との意見
に賛同するものは多いが，グローバル化を盾に保身を図る経営者や企業が後を
絶たない．ブラック企業と呼ばれる企業がそれである．労働者という経営資源
を節約，酷使することで，企業利益を確保することは，イノベーションともグ
ローバル化とも関係ない．

アメリカにおける新しいモノづくりについても変化がみられる．工場を自前
で所有せず，全てモノづくりが得意な，アジアの複数の企業に下請けとして製

（3）国際競争の激化

造・組み立てを依頼している．その結果，アメリカの製造業はリスクを負うこ
となく，モノづくりで大きな利益を上げることが出来るようになった．世界の
工場として，経済の中心地であると自負しているアジアの国々の工場を下請け
として利用するやり方は，関税の撤廃を行えば今後ますます増加するものと思
われる．日本の巨大企業も，その例外ではなく，油断しているとアメリカの下

グローバル化による自由競争は，国家についても企業と同様で，先進国が有
利である．経済大国が小国，発展途上国と同じスタートラインに並び競争する．
もちろんここでも先進国の勝利は決まっている．小国，途上国はこの先進国の
産業体制に組み込まれ，絶対に先進国を追い越すことはできない．
グローバル化における先進国間における競争は，経済力だけではなく政治力

請け工場になってしまう．Apple 社や，電気自動車のテスラ社にも，そのよう
な傾向がみられる．

も大きな要因になるが，そこでも当然熾烈な競争が繰り広げられている．とく
に自国の経済力や技術が他の先進国にどの程度，影響を与えることができる
かが重要であり，国と企業が協力しながら他国に影響力をおよぼしている．グ

（2）イノベーションと新自由主義
日本の停滞は社会的，経済的に大きなイノベーションが行われなかったこと
が原因である．日本経済はネットなど通信分野のイノベーションが起こったに
も関わらず，企業の業績は低迷したままであった．

ローバル化が更に進展してしまうと，先進国間の関係も固定してしまう．だか
ら現在の先進国間の競争は激しく，かつてのように特許で独占的な利益をあげ
るより，技術を公開して他の先進国にも自分たちが開発した技術を使わせ，自
国の技術を世界基準に引き上げようとしている．

日本企業の経営は，停滞の結果，国内経済の小売業の売り上げ減少が続き 20
年前にブランド品が飛ぶように売れていたのと比べて，この 20 年の間に話題
となった企業は格安店が多かった．国内の停滞を回避するため，グローバル企
業は相次いで日本を捨てて海外へ拠点を移した．それまで集中豪雨的輸出な

グローバル化によって，アメリカ以外の先進国も，途上国同様にアメリカの
生産体制の中に組み込まれようとしている．アメリカほどではなくても，グ
ローバル化で大きな利益を手に入れることができる．ちょうど，ねずみ講のよ
うにアメリカを頂点としたピラミッドの，上部に位置すればするほど得る利益

どと言われた輸出産業は，すっかり影をひそめ，国内の空洞化が目立つように
なった．イノベーションが起こらなかった日本の産業は，韓国や中国に相次い
でキャッチアップされ，それまで日本が得意としてきた，家電業界などの製造
業で輸出が停滞した．1980 〜 90 年代には毎年 1 , 000 億ドルほどの貿易黒字国

は大きくなる．
成功した日本の企業も，途上国の追い上げで次第にその牙城を突き崩され，
かつて世界を席巻した日本の家電メーカーは韓国，中国，台湾のメーカーに
よって世界中の市場を奪われてしまった．途上国の追い上げに日本メーカー

であったものが，2000 年ころからドイツ，中国，ロシアなどに抜かれ，2011 年
の東日本大震災以降は貿易赤字国に転落してしまった．
企業は停滞する経済の中で，利益を確保するために雇用のシステムを変え

は，高級品，高性能品で対抗しようとした．しかし世界で起こっていることは，
それまでテレビやエアコンを買えなかった国の人々の生活レベルが上がり，
様々な家電製品を購入できるようになったことである．それらの国々の人口は

て，成果主義を取り入れるようになった．さらに正社員を切り捨てるために派
遣労働者を増やし，それが社会問題になると「限定正社員」という，ごまかしで

数億人を超える巨大な市場である．彼らは，初めて家電を購入するのである．
そこで高価な日本製品は敬遠され，韓国，中国製品が飛ぶように売れることに
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なった．それでも日本の家電メーカーは高級家電を作り続けたが，その市場は，
人口の少ない先進国の買い替え需要だけであった．良いものを作れば売れると
いう古い概念と，成功した組織を壊し，イノベーションを起こすことが出来な

戦後大成功したシステムを，民主的な手法で，破壊し再構築をはかる作業を考
えたなら 20 年程度の時間は必要だったのかもしれない．ドラッカーが明治維
新に対して「非西欧の中で，日本だけが近代社会となった．100 年前の日本の改

かった日本の敗北である．
かつて貿易大国だった日本が，現在経済を支えているのは，世界中に投資し
た資本の利益や特許料などによる収入である．日本は海外に保有する資産は

革者たちが，意図して，伝統的な日本の価値観と文化の上に，新しい西欧の行
動様式を据えることによって，この日本の近代化は実現された．
」と述べたよう
（8）
に，日本の文化を捨てずに近代化に成功した ．また，レヴィ＝ストロースは

14 年末で 366 兆円と世界 1 位である．さらに 2015 年の日本の輸出総額は 75 兆
6000 億円であったのに対し，対外直接投資残高は 147 兆 8000 億円にも達して
いる（6）．経済においても日本の社会構造は大きく変わってしまった．もう一度，

「日本はヨーロッパから，さらに最近ではアメリカ合衆国から，多くのものを受

日本の本当の強みは何なのか検討する必要がある．

Ⅳ. ポスト資本主義と社会
（1）ポスト資本主義と国家の役割
世界中の国々がグローバル化を目指しているが，はたしてめざしているグ
ローバル国家像は同じなのであろうか．ポスト資本主義で，どのような国を造
ろうとしているのかと同様に重要な課題である．各国が強大な経済国家を構築
しようと考えているならば，それは理想的な社会とは程遠いものになる．
資本主義は複雑で長い時間を経て構築された社会システムであると同時に，
柔軟に変化し，新しいシステムを取り込むことで寿命を延ばし続け，社会改革
を行い自ら変化してきた社会体制である．そして歴史的にも地域的にも多様な
変化を繰り返しながら，生きながらえてきた社会体制である．いまも資本主義
は，変わり続けなければ維持できない組織であることに変わりはない．
先進国に共通の悩みは，政府の力によって経済をコントロールすることが，
以前よりも困難な時代になったことである．財政政策を駆使し，様々なアイ
ディアを実行しても，思うような成果を発揮することはできず，金融政策も中
央銀行が，どのように金利を上げても下げても，同様に経済をコントロールで
きなくなった．日常的に政府も企業も投資効率を上げるために，あらゆる政策
が取られていて，不況だからといって財政支出を増やしたところで効果はあま
り期待できない．グローバル経済における一国の経済政策では，十分な成果を
上げにくいので，よりグローバルな経済政策を追及するようになるが，それで
も十分な成果を上げられずにいる．ドラッカーは財政赤字を最後に頼るべき武
器とするべきであると述べている（7）．現在，資本主義国で，政府や国家の役割
が縮小しているが，日本の場合，明治維新でもそうであったように，時代の転
換期には，政府が果たす役割に期待するものは多い．
（2）ポスト資本主義と日本的システム
日本の停滞をどのように理解するのか，困難なことではあるが，日本にとっ
てグローバル化の導入は，簡単な問題ではない．政策の失敗もさることながら，

け取りました．けれども，それらをすべて入念に濾過し，その最上の部分だけ
を上手に同化したので，現在まで日本文化はその独自性を失っていません．
」と
日本文化や日本的なシステムを残すことに成功したと述べている（9）．
いま行われているグローバル化の受け入れ作業も同様で，日本の雇用制度改
革では，成果主義を取り入れたが，うまくいかない場合はそれを廃棄し，日本
的に昇華出来るまで辛抱強く検討し続けている．グローバル言語としての英語
も，新たに小学生の時期から英語教育を始めたが，それは日本語を捨てるので
はなく，母国語の日本語教育も，もっとしっかりと教育することを，合わせて
提言されている（10）．
日本のグローバル化は，自分たちの文化・システムを捨ててグローバルなも
のを受け入れるやり方ではなく，矛盾しているようではあるが，日本的なもの
を残した日本的グローバル化を始めようとしている．そうでなければ日本の社
会は動けないし，過去の歴史の中でも，そのようにしてきた．日本は日本の文
化や理念を捨てることができない．したがってたとえ失われた時間といわれよ
うとも，改革には長い時間を必要とする．
グローバル化には，文化の画一性と多様性についても考えなければならない
し，グローバル化していくと文化の裏付けというものが重要な意味を持つ（11）．
（3）民主主義の危機
新自由主義のように，勝者が大きな権力を握ることが出来るようなシステム
では，民主主義はありえない（12）．多くの企業が人工知能を利用するようになれ
ば，利潤の極大化のためにこれを使うようになる．人工知能の利用については，
多国間の取り決めが必要だと考えるが，おそらく全体主義国家や，金権主義国
家の人工知能が大暴れすることで，民主主義の根底が破壊されることになるの
ではないだろうか．良心的な，人工知能機械が一般化するようになれば理想的
である．
グローバル化が格差をもたらすことは，既によく知られている．グローバル
化は，平均的な生活をしているアメリカの中間層を破壊して，巨額な富を独占
する階層に入るか，あるいは多くの労働者と同様に下方へと転落するかのい
ずれかである．これはアメリカばかりではなく，世界中で起こっている現象で
ある．現代社会は市場経済を重視し，市場主義をめざしてきた．現代の市場経

90

研究論文

ポスト資本主義と社会改革

91

済は，先進国家も発展途上国家も含めたグローバルな市場経済である．その市
場経済の背後に，金権的性格が見え隠れしている．先進国におけるエゴイス
ティックな勝者の理論や，途上国の拝金主義が民主主義を破壊し続けている．

にも関わらず有効な対策は打ち出されていない（14）．先進諸国を悩ましている
移民問題についても日本は目をそらしている．女性労働力の活用や教育制度な
ど，この国も未来や進むべき方向が示されていないし，問題は全て先送りして

ポスト資本主義は始まったばかりで，これから現代社会がどのような方向に
向かおうとしているのか分からないが，格差をもたらすような社会が，誰にも
納得のいく社会ではないはずで，民主的な政治制度を持つ先進国では，起こる

きた．未来を示せずに縮小していく国に投資する投資家はいない．日本の場合，
地政学的にも孤立した島国のため，友好国家と陸続きになっていないため，イ
ンフラの共同開発はできないし，隣国の港湾を利用することも，エネルギー資

はずがない現象だと信じてられてきた．ところが民主的な先進国家において，
一部の豊かな資本家と大多数の貧しい労働者階級が出現し始めた現在，まさに
シュムペーターの予言通り，資本主義社会の崩壊が現実のものになる可能性を
示唆している（13）．

源を融通し合うこともできない．そのため全ての事柄が日本国内で完結して
なければならないので，社会的コストは割高である．したがって，社会的イノ
ベーションは他の大陸国家よりも重要である．

まとめ
今，起こっていることは，日本だけではなく資本主義という大きな社会体制
の変更に関わる変化の一部である．だからこそ，私たちは日本の社会が進むべ
き方向を間違えないように議論し，確認しあうことが必要なのである．
日本にとってグローバル化は 避けられない重要な課題であることは確かで
ある．グローバル化といえば，何でも変更が許されるものではないし，問題は
グローバル化を盾にして自分たちの保身や，既得権者の利益を守ろうとしてい
る状況がみられることである．成功したシステムを壊して新しいシステムを構
築するのが，いかに困難な作業であるかは，私たちは経験済みである．戦後の
日本の発展は，奇跡のような出来事で，その後，多くの途上国が日本を参考に
したのも事実である．そのような成功したシステムを壊すために，多くの時間
を費やしてきたわけだが，何でも壊せばよいのではなく，日本のこれからの社
会のために何を壊し，何を残すのか考えなければならない．イノベーションが
企業の手によってなされる場合が多いので，どうしても社会のためという観点
が抜けてしまいがちである．その意味でも政府の役割は大きく，国民の納得で
きる社会的合意が必要である．ポスト資本主義を見据えた，大きな変化の潮流
を，誰にでも理解が出来るように説明することも重要である．なぜ資本主義が
手詰まりになったのか，なぜグローバル化しなければならないのか，説明する
必要がある．
ポスト資本主義社会における働き方については，人工知能を搭載した機械と
人間労働の関係は，人々がどのような生活を望むかによって決まってくる．そ
こでは多様な働き方が可能であることは当然である．
具体的な日本社会の問題として，硬直した官僚制を挙げることが出来る．意
思決定に時間と資金が掛かりすぎるし，既得権で締め付けられ，前例主義で新
しいことが出来ないようになっている．人口問題についても既に毎年数十万人
が減少し，45 年後の 2060 年には 8 , 674 万人に減少することが予想されている

【注】
（1）P. F.ドラッカー，上田惇生訳，
『ネクスト・ソサエティ』2002年，ダイヤモンド社，266ページ．
（2）P. F. ドラッカー，上田惇生訳，
『ポスト資本主義社会』1993 年，ダイヤモンド社，300 ページ．
（3）同上書，29 〜 30 ページ．
（4）Carl Benedikt Frey† and Michael A. Osborne，September 1 7 , 2 0 1 3，“THE FUTURE OF
EMPLOYMENT”．
（5）厚生労働省労働基準局平成 26 年 7 月「多様な正社員の円滑な導入・運用のための提言」．
（6）日本銀行「2015 年国際収支貿易関連統計」．
（7）前掲書，『ポスト資本主義社会』274 ページ．
（8）P. F. ドラッカー，上田惇生訳，『未来企業』1992 年，ダイヤモンド社，232 ページ
（9）クロード・レヴィ＝ストロース，川田順造訳，
『月の裏側』中央公論新社，2014 年，40 ページ．
（10）文部科学省教育課程部会小学校部会 , 平成 28 年 2 月 ,「小学校における外国語教育の充実
に向けた取組」
（11）ドラッカー学会監修，小仲正久稿「ドラッカー人・思想・実践」文眞堂2014 年，202 〜 203
ページ．
（12）J.A. シュムペーター著，中山・東畑訳『資本主義・社会主義・民主主義 中巻』東洋経済新
報社，昭和 37 年，236 ページ．
（13）同上書『資本主義・社会主義・民主主義 上巻』162 ページ．
（14）
『厚生労働白書 平成 27 年版』
「人口減少の見通しとその影響」4 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，
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Premises about Study of Sports Business in Japan:
Using Management Theory of Drucker as a Lead

種子田 穣
Joe Taneda

（立命館大学スポーツ健康科学部）

Summary
There are many studies or researches about sports business and management recently.
And many of them are itemized discussion. However for making a contribution to
society and people, every person doing research are fully informed of the present
society circumstances and the wants of people. Because the appointed task of study
and research is solving a contradiction in present society and responding to wants
of people. So this thesis tries to make clear about premises of studies or researches
about sports business in Japan for happiness of all people, using management theory
of Drucker.

1. はじめに─今，深く考えなければならないこと
近年，「情報技術の発達，新しいメディアの誕生，消費者のニーズの多様化
（1）
などにより，スポーツ産業はますます拡大し続ける」
状況にあると言われ，
2020 年の東京オリンピックの開催に多くの企業がビジネスチャンスを求めて
大きな関心を寄せ，その傾向はさらに顕著になりつつある．また，ビジネスサ
イドのみならず，リオオリンピック，パラリンピックでの日本選手の活躍にも
刺激されて，人々のスポーツへの関心も大きな高まりをみせている．さらに，
種々困難な課題があるとはいえ，文部科学省による「日本版 NCAA 構想」の提
唱などは，国もスポーツの持つ可能性に注目している証左であると言えるであ
ろう．
こうした状況のもとで，全国の大学では，盛んにスポーツマネジメント，ス
ポーツビジネス，スポーツマーケティングをカリキュラムに据えた学部，学科，
コースなどが設置され，この分野での研究論文も数多く発表されている．ビジ
ネスは，社会が抱える問題の解決に貢献できるものでなくてはならないが，発
表されているほとんどの論文は，いわば，スポーツマネジメント，スポーツビ
ジネス，スポーツマーケティングの各論をテーマとして展開されており，今日
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の社会がどのような社会で，そこで人々は何を求め，それにどのように働きか
けて社会に貢献しようとするのかという前提が明示されている論文はほぼ見当
たらない．その結果，先進事例はあるものの，いわゆるアマチュア組織を含め，
スポーツ組織全般に，「わが国のスポーツは現在，これまで経験したことのな
い巨大な環境変化（経済の停滞，情報価値の高騰，組織再編，人口激減，等々）
に直面しているわけであるが，スポーツ組織や実践者の多くは，何をどう考え
ればいいのか，発想の方法そのものすら容易につかめず，もがき苦しんでい
（2）
という状況が生まれるのであろう．どのような前提に各論が論じられる
る」
かは，学問が社会から求められる役割を果たし，また，スポーツが社会に貢献
するうえできわめて重要であると考えられる．
また，
「研究者や実務家，そして学生がスポーツマネジメント研究分野の学
（3）
術論文を読む際には，非常に多くの統計的分析手法の概念的な理解が必要」
であり，「近年のスポーツマネジメント分野での研究論文では，基礎的な統計
的分析手法だけではなく，高度な統計的分析手法も多く用いられており，その
（4）
理解は不可欠なものとなってきている」
と言われるように，定量的研究が多
く行われる傾向にある．定量的研究の意義を認めたうえで，筆者の不理解を恐
れず敢えて言うならば，統計的分析手法を用いた定量的な研究からは，一般化

され均されて，前提としての実際の社会の在りようや生きた人々の姿が見えに
くいように思われる．
さらに，一般に，企業の目的，事業の目的は，「利益の最大化」，「利潤の極大
化」であると言われ，スポーツビジネス関連分野でもそれを前提として論を進
める研究論文がみられるが，利益の獲得を自己目的とした経営は，これまで多
くの例に現されるように，社会や人々への貢献に逆行する大きな誤りを生じさ
せており，それは決して許されることではない．
加えて，研究の中には，スポーツマネジメント，スポーツビジネス，スポー
ツマーケティングを，その「親学問」である経営学と対峙して捉えるものもあ
る（5）．しかし筆者は，スポーツビジネスを一般のビジネスと対峙するべきもの
であるとは考えておらず，他のビジネスと同様，ビジネス共通の土台にサービ
スビジネスであるスポーツビジネスの特性を踏まえたものであると考えてい
る．
そこで本稿では，ドラッカーの顧客創造論に依拠し，数少ない先行研究を手
掛かりに，スポーツビジネスを研究する前提となる，社会に貢献し，人々を幸
せにするスポーツビジネスの役割，使命について考えることを試みたい．

2. スポーツビジネスの特性
スポーツビジネスの領域は広く，様々な業界でスポーツを商品として捉えた
ビジネスが展開されている．例えば，旅行業界におけるスポーツの観戦を目的
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としたスポーツツーリズムやテレビでも多くのスポーツ関連番組が放映されて
いる．それらは，その部分を取り出せばスポーツビジネスではあるが，業界全
体としては，必ずしもスポーツビジネスであると言うことはできない．そこで，

ジネスにおいては，エンターテインメント性やヒューマンウェルネスの要素が

もっぱら，スポーツを商品としている業界をみれば，プロスポーツビジネス，
スポーツイベントビジネス，フィットネスビジネス，スポーツエクイップメン
トビジネスの 4 つに分類することができるであろう．しかし，このうち，スポー

こうした特性を持つスポーツビジネスであるが，当然のことながら，スポー
ツビジネスも他のビジネスと同様，社会に貢献できるものでなくてはならな
い．そのためには，市場を形成する社会が，人々が，何を求めているかを知るこ
とが必要である．
この点とかかわって町田は，ドラッカーの「事業の目的は顧客の創造である」
という言葉の意味するところについて，次のように言う．

ツエクイップメントビジネスは，スポーツ関連用品という形のあるものを製造
するビジネスであり，自動車製造業や食品製造業など，物を作って販売するビ
ジネスとその基本は変わらず，自動車や食品がそれぞれ，その商品特性から競
争要因を有しているのと同様に，スポーツ用品としての競争要因にその特性が
現れるものである．したがって，典型的なスポーツビジネスはサービスビジネ
スであるということができる．
サービス業における商品特性は，
「サービス商品の生産と販売・消費が，特
定の時間的，空間的制約の中で同時に行われる（6）」ことであるということがで
きる．「すなわち，サービス商品はサービス提供者と消費者の同一の場の中の
協働の中で成立する（7）」のである．
「みる」スポーツビジネスにおいては，テレ
ビを通じてスポーツを観戦する機会が増え，また，近年の家庭電化製品の録画
技術の発達によって，時間的・空間的制約から解放されたという主張もあるが，
ゲームが行われている時間以外，スタジアムやアリーナ以外でスポーツを観
戦できるのは，ゲームが行われているその時間，その場所で，テレビカメラが
ゲームを収録，放映しているからであり，その点を考えると，今日もこのサー
ビスビジネスの定義は有効であると言うことができる．
サービスビジネスとしてのスポーツビジネスにおける商品は，いうまでもな
く，他のサービスビジネス同様，形のある物ではなく，無形の財である．
「無形
財は，保存性がなく，一過性のものであるため，人々は購入する前にその商品
価値を判断することが容易ではなく，実際に体験して初めてその価値を量るこ
（8）
．つまり，スポーツビジネスにおいては，顧客
とができる『経験財』である」
の「経験価値」がきわめて重要である．それは，プロスポーツビジネスや「み
る」スポーツイベントビジネスにおけるレベルが高く，結果の読めない白熱し
（9）
たゲーム（試合）
，フィットネスビジネスや「する」スポーツイベントビジネ
スにおける顧客の目的によって効果的なトレーニングやみんなで楽しむことの
できるゲーム（試合に加え，遊戯性のある運動を含む）など身体を動かすこと
をコアとしながらも，スタジアム，アリーナやフィットネスクラブの仕様，設
備といったハードウェア，プロスポーツにおける顧客を楽しませるためのイベ
ント的要素やフィットネスビジネスにおけるプログラムなどといったソフト
ウェア，顧客に接するプロスポーツにおけるスタッフやフィットネスビジネス
におけるインストラクターなどのヒューマンウェアのように，コアを取り巻く
拡張領域がビジネスとして重要であることを意味する．すなわち，スポーツビ

重視されなくてはならない．

「事業の目的を売り上げや利益など，自社の内部に置くのではなく，顧客や
市場など外部に置くのである．つまり企業とは社会に対して価値を提供し，
人々に受け入れられて初めて発展することができる，社会的な存在なのであ
る．また社会は常に変化し続けるものであるから，いま目に見える顧客の欲
求に対応するのでは不十分であり，常にその先の社会を見据え，そこにある
課題や人々の欲求を読み解き，新たな価値を創造し提供しなければならない
という事を示しているのである（10）．」
そこで次節では，本節で述べたスポーツビジネスの特性を念頭に置き，ド
ラッカーのいう事業の目的をみることにしたい．

3. 事業の目的と「顧客創造」
周知のように，ドラッカーは「事業の目的は顧客の創造である」とする．先に
も述べたように，事業，あるいは企業の目的を「利益の最大化」
，
「利潤の極大
化」に置く教科書を含む文献，研究は多々みられるが，ドラッカーは『現代の経
営』においてそれを明確に否定したうえで（11），事業の目的は利益の獲得ではな
く，そこに至るプロセスである顧客の創造であり，
「利益とは，企業が社会の公
器としての役割を果たし続けていくためのコストであり，条件である．そして
（12）
成果の判断基準である」
としている．
ドラッカーは「マネジメント」第Ⅰ部第 4 章「マネジメントの役割」の冒頭で
以下のように述べる．
「企業をはじめとするあらゆる組織が社会の機関である．組織が存在する
のは，組織それ自体のためではない，社会的な目的を実現し，社会，コミュニ
ティ，個人のニーズを満たすためである．組織は目的ではなく手段である．
したがって問題は，その組織が何かではない．その組織は何をなすべきか，
あげるべき成果は何かである．
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（中略）組織から離れたマネ
（13）
ジメントは，マネジメントでさえない． 」
すなわち，三浦の言うように，
「事業の目的は事業自体の外にあらねばなら
ない．実際，企業 business enterprise が社会の機関 organ であるからには，事
（14）
のである．三浦は，「市場の中で活動す
業の目的は社会にあらねばならない」
る事業の存在を正当化するのは，事業の内側ではなく，事業の外に対する貢献
（15）
とし，
「社会の機関として，企業は何を貢献することができるかとい
である」
（16）
うことが，企業および事業の目的を決定する」
と言う．同様に，上田は次のよ
うに述べる．「組織は一義的に社会のためのものである．そこにいる人たちの
（17）
（18）
ためのものではない．
」そのうえで，
「しかしこの当然のことが忘れられる」
と指摘している．したがって，事業の目的は社会にあらねばならず，「顧客を創
造する」ことが，事業の目的として有効な唯一の定義なのである（19）．
このような，ドラッカーのいう「事業の目的」の視点から，今日の社会におけ
るわが国のスポーツビジネスの現状をみるのであるが，そのためには，特殊性
をもつわが国におけるスポーツの発展経緯をたどる必要があると考えられる．
次節で概観したい．

4. わが国におけるスポーツの発展経緯
わが国に欧米の文化であった，野球，サッカー，ラグビー，バスケットボー
ル，テニス，陸上競技，ボクシングなど，いわゆる近代スポーツが外国人教師な
どから伝えられたのは，明治時代の文明開化以降，1871 年から 1877 年ごろで
あると言われる．換言すると，それまでわが国にはスポーツが存在しなかった
ことを意味する．しかし，わが国古来の独自の「身体文化」は存在しており，剣
道，柔道，空手道，合気道などの武道がそれである．武道には目的があり，それ
は，実社会での闘いに勝利することであり，そのために身体を鍛え，格闘の技
術を磨いたのである．また，武道は武士が武士として生きるための精神鍛錬の
「それらの行為をとおして精
道具として用いられた（20）．その結果，武道では，
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体育という形で学校教育を通じて普及していった．
また，明治以降，欧米に追い付き，追い越すことを目的とした政府は，「富国
強兵」と「殖産興業」をその政策の軸としたが，わが国に移入したスポーツは，
その「富国強兵」政策に沿う形で普及していった．第二次世界大戦が終結する
まで，体育の授業で軍事教練が行われていたのはその典型的事例である．いう
までもなく，軍事教練に，もともとのスポーツの意味である「遊び」の要素は混
入する余地がない．
その後，第二次世界大戦の敗戦により，政府の政策は「富国強兵」から「経済
復興」に転換することになった．佐伯によれば，それはすなわち，「産業立国＝
再生日本を担う表舞台に，戦前の「軍」に変わって新たに「企業」が登場したこ
（22）
とを意味する．
」

戦後の経済復興の中心は，投資額が少ない労働集約型産業，とりわけ，紡績・
繊維工業が担うことになったが，そのためには，安価で良質な労働力を安定し
て供給することが必要であった．それを可能にしたのが「集団就職」である．集
団就職では，地方から若年労働者，特に女子若年労働者が都会に出て，親元か
ら離れ，初めて出会う仲間と生活することになった．そこで企業は，職場宥和
と福利厚生のための仕組みとして，バレーボールなどのスポーツを取り入れ
た（23）．それは，女子若年労働者が生活を律し，仲良く仕事をするための職務モ
ラルや企業アイデンティティを涵養するための仕組みではあったが，スポーツ
をみんなで楽しむという点で，スポーツが本来持つ意味に近いものであったと
考えられる．その後，この仕組みは「企業スポーツ」として発展することになっ
た．
わが国が高度経済成長期を迎え，「高度大衆消費社会」と言われる 1960 年代
になると，安価で高品質の日本製品は，国内市場，海外市場に広く進出するよ
うになった．この時期は，「テレビ時代の幕開け」の時代ともいわれ，一般家庭
にテレビが普及し始めたことから，企業スポーツは，当該企業，製品の広告・
宣伝媒体としての役割を期待され，新たにメディアバリューを持つことになっ
た．この，企業スポーツの広告・宣伝媒体としての役割が増すにつれ，当該企

（21）
神を磨くことが『道』として強調されている」
のである．
したがって，わが国に移入された近代スポーツは，スポーツが本来，人々が
共に楽しむための遊びであったにもかかわらず，日本古来の「道」の影響を受

業のブランド力を高めるために，企業間の競技力強化の競争を激化させること
となった．そしてそれは，競技者のプロ化，チームの専門化をもたらした（24）．
佐伯は，このような経緯をみて，「こうした企業スポーツの変容は，結局，一
方においては企業・商品イメージの高揚に機能する高いメディアバリューを獲
得することになったにもかかわらず，他方においては，それがこれまで有して

け，精神性が協調されることになった．
当然のことながら，わが国にはスポーツが存在しなかったのであるから，そ
れを意味する日本語がなく，
「体育」とされた．体育は，教育の要素である「知
育」
「徳育」
「体育」の体育であり，学校教育の一環として身体を鍛えることが目
的であり，楽しむことを目的とするスポーツとは異なる．しかし，スポーツは，

（25）
いた組織統合と組織活性化の機能を急速に失うことになった」
と指摘してい
る．
企業スポーツはその後，放映のグローバル化や BS，CS など，メディアの多
様化により，海外のよりレベルの高く，テレビにとってのコンテンツとしての
価値の高いスポーツが視聴されるようになってそのメディア価値が減少し，ま
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た，バブル崩壊後の経済状況下にあって，企業によるスポーツチームの所有か
らスポンサーシップへの転換により，企業チームの廃部が相次ぐ状況にある．
しかし，企業スポーツは長年にわたり，学校を卒業した選手がスポーツを継続
するうえでの受け皿としての役割を果たしてきた．他方で企業スポーツは，敗
戦後の企業活動を通じて国に奉仕するという「経営ナショナリズム」とそれ
を支える「経営家族主義」の下での「終身雇用制」と「年功序列型賃金」によ
り，企業スポーツにおける選手の身分と給与を担保してきたということができ
る（26）．しかし，この企業スポーツにおける選手たちの身分と給与の安定は，活
動環境が保証された微温湯のような環境で，チームや選手たちの目を企業の外
に向けさせることを妨げ，彼ら自らがスポーツを続けることが自己目的化され
たことは否めない．

5. わが国の社会とスポーツビジネス
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ポーツの「高度化」が重視されてきたし，スポーツ庁の基本政策などをみても
今日もその傾向は強いと言わざるを得ない．
ある意味で，わが国のスポーツの発展を支えた企業スポーツは，その初期に
は，職場宥和と福利厚生をその目的とし，職務モラルと企業アイデンティティ
を涵養する仕掛けであったが，先にみたように，当該企業，その自社製品の広
告・宣伝媒体としての価値の高まりによって，企業間の競争が激しくなるに
つれ，企業の仕掛けとしての役割を果たしながらのスポーツの普及から，その
高度化に重点が置かれることとなった．それはその後，今日までのわが国のス
ポーツに強い影響を与え，その結果，わが国のスポーツ団体はそのほとんどが
特定競技の高度化を目指す競技者団体であり，その競技の普及は団体の主たる
目的ではない．2020 年の東京オリンピックの開催が決まってからも，JOC に加
盟する競技団体は，メダルの獲得に向けてその高度化に力を入れるが，スポー

スポーツが発展するには，競技ごとに裾野が広く高いピラミッドを実現する
ことが必要である．ここでいう裾野の広がりはスポーツの普及を，その高さは
スポーツの高度化，すなわち競技力の向上を意味する．このピラミッドの頂点

ツへの関心の高まりを好機に，その普及活動への取り組みに本格的に取り組も
うとする競技団体の話題を耳にすることはない．こうした競技団体をみている
と，彼らの目的は，究極的には，今，その競技に取り組んでいるチームや選手の
既得権を守り，自分たちがその競技を続けられる条件を維持することに置かれ
ているようにも思われてならない．

にはプロスポーツが位置する．すでに述べたように，プロスポーツはレベルが
高く，白熱したゲームをファンに提供しなければならず，それは，プロスポー
ツビジネスが成立するためのコアをなすものである．しかし，スポーツは努力

しかし，そうであるならば，これは間違っている．すなわちそれは，「事業の
目的は事業自体の外にあらねばならず，組織は一義的に社会のためのもので
あって，そこにいる人たちのためのものではない」という，ドラッカーの言葉

すれば誰もがプロ選手の領域に達するものではない．スポーツにおける競技能
力の向上は，いわゆる，持って生まれた才能に大きく左右される．音楽や芸術
における演奏技術や制作力，表現力や創造する力などと同様である．したがっ
て，より高いピラミッドを実現するためには，その競技の母体層を広げなけれ
ばならない．その母体層は，みんなで楽しむ「遊び」としてのスポーツであろ

に反しており，この姿勢からは，スポーツの社会への貢献の姿を見出すことは
できないし，スポーツ組織が発展することも望めない．そのあるべき姿は，今
日のわが国の社会の在りように規定されるべきものである．

う．
先にみたように，スポーツは元来，
「遊び」であり，誰もが楽しむものであ

あらためていうまでもなく，わが国において，従来は親密であった生活の中
でのつながりは希薄なものとなっている．大家族の消滅，近所付き合いの減少，

る．楽しいからこそ多くの子供たちがそのスポーツに参加するようになる．そ
して，その多くの子供たちの中から，そのスポーツに優れた適性を有する者が
競技スポーツの世界に足を踏み入れることになる．しかし，競技スポーツに足
を踏み入れた者がすべてピラミッドの頂点に達することはなく，その多くは，
競技スポーツの世界からピラミッドの裾野に戻ってくる．そして，レクレー

年齢を超えた子供たちのコミュニティの消滅などその事例は枚挙に暇がない．
人々のライフスタイルの多様化もその傾向に拍車をかけていると考えられる．
企業社会もまた同様である．明治以来の「経営ナショナリズム」を底流に，戦
後の荒廃から高度経済成長期の日本企業の驚異的な発展は海外からも注目さ
れ，アメリカを中心に「日本的経営」の研究が盛んに行われた．日本的経営は，

ショナルスポーツを楽しんだり，健康志向とも結びついてフィットネスクラブ
に通ったり，贔屓のプロチームや出身大学のチームを応援したり，関連する商
品を身に着けるなど，さらにスポーツのピラミッドの裾野を広く，厚くする存
在となり，その結果，人々の生活とスポーツとの距離が近くなって，そこにス
ポーツビジネスが発展する可能性が生まれるのである．
しかし，わが国においては，その発展経緯にみた特殊性とも結びついて，ス

「終身雇用制」
「年功序列型賃金」
「企業別組合」に特徴づけられ，それらは，「経
営家族主義」の下で機能した（27）．「経営家族主義」の下では，その言葉通り，同
じ企業で働く役員，社員は「家族」であり，社員の家族をも含めて，社内の人と
人との繋がりは緊密であった．他方，この日本的経営の三つの特徴は，日本経
済の「右肩上がりの成長」を前提として機能し得るものであった．しかし，日本
経済の成熟とバブル経済の崩壊は，「右肩上がりの成長」を過去のものとした．

今日のわが国の社会は急速に「個」が重視される社会に変化している．
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そして，企業活動発展の道筋の不透明化は，それまで日本的経営の底流を流れ
てきた平等主義をも過去のものとした．今日では従来の，集団を重視する考え
方から，
「能力主義」の導入，転職をキャリアアップの契機とする考え方が一般
的となっている．
このような社会であっても，人は独りで生きていくことはできない．人々は，
スタジアムで共にチームの応援をすることにより，また，共にゲームをプレイ
することにより，フィットネスジムで励まし合いながらそれぞれの目的に応じ
たトレーニングを行うことにより，感動，喜び，悔しさ，達成感などを共有し，
人と人との繋がりを実感することができる．すなわちそれは，人が生きていく
うえで必要ではあるが，今日の社会では希薄となった人と人との関係を補完す
る，いわば「社会装置」としての役割が期待できるのである．したがって，この
ような社会の要請に応えることによって初めて，スポーツは顧客を創造するこ
とができるのであろう．
筆者は，
「個」が重視され，人と人との繋がりが希薄になった時代と述べた
が，最近のスポーツをめぐる社会の現象は，さらに大きな社会の変化を感じさ
せる．その現象とは，競技を問わず，日本代表への熱狂であり，勝利後の練り
歩きと行き交う人々とのハイタッチであり，みんなでレプリカユニフォームを
纏ってのパブリックビューイングであり，
「カープ女子」
「TORACO」
「オリ姫」
（28）
「セレ女」
「スー女」
などである．彼ら，彼女らの関心の中心は競技そのもので
はない．また，すでに確立し，ヒエラルキーを有する既存のスポーツではなく，
X スポーツ，
「する」と「みる」の垣根をなくし，音楽やファッションなどエン
ターテインメントの要素を盛り込んだ「3 x 3 .EXE」や，順位を競うよりもむし
ろみんなで楽しむ祭りのようなスイーツマラソンや「Color Me Rad」などのユ
ニークマラソンといった新しいスポーツの隆盛が目を引く．町田は，「彼らが
求めているものは，日本が成熟社会を迎え，価値観の多様化・価値の相対化が
進み人々の存在がバラバラになる中で消えていった，皆が共有できる「大きな
（29）
と言う．すなわち，かつて，共通する価値観で結びついて
物語」なのである」
いた人々が，
「大きな物語」を失った孤独と不安の中で，スポーツという共通の
フィールドに集い，自己の存在を確認し，そこに集う人々との連帯を実感する
「場」としての役割をスポーツが果たしているということであろう．この傾向は
ますます増大していくことが考えられる．
変化し続ける社会の中で，
「われわれの事業は何か」
，
「顧客は誰か」
，
「顧客
のとっての価値は何か」
，
「満たされていない欲求は何か」，「われわれの事業は
（30）
何であるべきか」 という問いに，スポーツが，スポーツビジネスが答えるた
めにはこの大きな社会の変化を理解することが前提に座っていなければならな
い．
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6. おわりに─再び，今，深く考えなければならないこと
このようにみてくると，わが国のスポーツビジネスは未だ発展途上である．
しかし，2004 年の「プロ野球の再編劇」以来のプロ野球の近年の変化に顕著に
みられるように，また，トレーニングのみならず，温浴施設を設けるなど，コ
ミュニティ形成の場としての機能を強く意識したフィットネスクラブが増加し
ているように，わが国のスポーツビジネスは確実に変革の中にある．しかしそ
こにはまだ，ビジネスの現状と，期待される姿とのギャップが存在する．
ドラッカーは，
「ギャップとは，現実にあるものと，あるべきものとの乖
離，あるいは誰もがそうあるべきとしているものとの乖離であり，不一致であ
（31）
と言い，この「ギャップの存在はイノベーションの機会を示す兆候であ
る」
（32）
る」 と述べている．ギャップが存在するがゆえに発展途上ではあるが，それ
は同時にイノベーションのチャンスでもあるということである．したがって，
本稿でみた社会の在りようを深く理解したうえでスポーツビジネスを分析，研
究することが，私たちに与えられた使命であり，そうであってこそ，スポーツ
はわが国において文化として根付き，私たちの研究は，社会に貢献し，人々を
幸せにするスポーツビジネスの発展に寄与できるのであろう．若手研究者をは
じめ，すべての研究者がその点を深く認識しなければならない．
【注】
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ドラッカーの社会的責任（CSR）

―ドラッカー思想を通してISO26000を再検証する
Social Responsibility of Drucker:
To Reinspect the ISO26000 through Drucker Thought

北村和敏

Kazutoshi Kitamura
（日本経営倫理士協会常務理事）
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■マネジメントの重要な三つの役割
ドラッカーはゼネラルモーター（GM）社に招かれて組織の活動調査をしてい
く中で，組織を機能させるためのマネジメントを体系化していった．そして組
織をマネジメントしていく上で重要な三つの役割を発見する．
（図 1）
1）自らの組織の特有の使命を果たす（事業）
2）仕事を通じて働く人たちを活かす（人）
3）自らが社会に与える影響を処理するとともに社会問題にも貢献する（社会）

Summary
The viewpoint of Drucker regarding to a social responsibility has consistency
in that he always observes organization from society. According to Drucker, a
social responsibility is not obligation to organizations. He defined clearly that it is
responsing themselves to social needs, request for functional society. This thought
comes from his experience when in early 20th century, he witnessed the totalitarian
state by the Nazis that makes priority to a nation than individual. The society actually
is not all around, like air. What should be the society for happiness of people, we
reinspected ISO 26000 (International standard regarding to a social responsibility)
through thought of Drucker.

■はじめに
組織の社会的責任に関するドラッカーの視点は常に社会から組織を眺めてい
るところに一貫性がある．ドラッカーが言う社会的責任とは組織が負わされる
義務ではない．社会が機能するために自らが社会の要請・ニーズに応えること
だと明確に位置付けている．これは 20 世紀初頭のナチスによる全体主義を目の
当たりにし，社会が一夜にして個人よりも国家を優先した時代を経験したこと
にある．社会は空気のように，いつでもそこにあるものではない．ドラッカー
は，これを痛いほど身に染みた青年期を過ごした．人間を幸せにするには社会
は如何にあるべきか．若きドラッカーはドイツから英国，そして米国へと移り
住む中で常に心に問い続けた質問だった．社会の中で人間が生きがいを持って
活動し，それが社会の発展・繁栄につながるための仕組みを追い求めていくの
である．米国に渡ったドラッカーは，そこで自分が追い求めていた産業人の未
来をはっきりと見出す．灯台下暗し，足元に求める未来があったのである．企
業という組織の中で個人は地位と役割を持って活動する姿に，全体主義には果
たしえない人間の幸せの在り方を知ることになる．そしてドラッカーは，企業
という組織を機能させているマネジメントを誰もが活用可能とするために，体
系化していったのである．

図 1.

そしてこの三つの役割のうち，一つでも欠けたら企業は自己矛盾に陥り，社
会から消滅するとしている．それぞれを責任に置き換えると，1）は経済的責任
であり，事業を軌道に乗せて継続的に利益が出せる会社にすることである．社
会からヒト・モノ・カネを預かって事業をする以上は預かったのを無駄にしな
いで持続的な成長のためにも利益を出す責任であるとした．2）は人材育成の
責任であり，働く人たちの強みを活かし，従業員の自己実現を可能にする責任
である．ドラッカーはこの人材育成，能力開発こそが企業が社会に存在するた
めの正当性と位置付け，人は組織の中で強みを活かされれば大きく成長する唯
一の資源であることを言及している．戦国武将の武田信玄が常々口にした「人
は石垣」である．組織は人で成り立っており，人が活かされなければ城が崩れ
るように組織も崩壊するとした．そして 3）は社会的責任である．今風に言えば
CSR（Corporate Social Responsibility）である．ドラッカーが社会というものを
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意識したマネジメントの重要さを示した責任である．
「社会は人間の実在の表
層であり外皮である」
（
『断絶の時代』p. 391）と言及している．社会と人間の活
動は常に一体化されたものであり，社会が病むことは人間も苦しむことに等し
いとした．不健全な社会は人間に喩えると皮膚病に値する．つまり病んだ社会
では人間が行う組織活動が阻害されるのである．だからこそ組織は常に社会の
健康と発展的繁栄に貢献する行動をとり，外皮である社会を健全な状態に保つ
ことが組織の責任であるとした．
「企業の健康は，マネジメントの責任である．
企業の健康は社会の病とは両立しない．企業が健康であるためには，健全な，
少なくとも機能する社会が必要である．社会の健全さこそ，企業が成功するた
めの前提である」
（
『マネジメント（上）』p.392）としている．社会の中で活動し
ていることを常に意識した行動の大切さをマネジメントの役割の基礎としてい
る．
以上が，企業が繁栄し，持続的な成長をするためのマネジメントの三つの責
任である．

■社会的責任の問題は，企業にとって二つの領域において生ずる
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を示す．厳しい追及が待っている．これも裏を返せば，最大の成功を収めてき
た企業の代償である．ドラッカーは企業を含めたすべての組織に対して厳しい
警告とも取れる言葉を発している．「企業をはじめあらゆる組織が，社会の深
刻な病気のすべてに関心を払わなければならない．できれば，それらの問題を，
組織の貢献と業績のための機会に展開しなければならない．それが出来なく
とも問題がどこにあり，どう取り組むべきかを検討しなければならない．関心
を払わないということは許されない．この組織社会においては，彼ら組織の他
に，諸々の社会の問題について関心を払うべきものがいないからである．」
（『マ
ネジメント（上）』p. 407） 社会問題に関心を払わないことは許されないとま
で言及している．厳しい言葉である．しかし，ドラッカー・マネジメントはこ
こにこそ大きな解が潜んでいる．社会問題を業績のための機会に展開すること
を求めている．組織が成長するためには現況維持では退歩することを 組織の
常 としている．ドラッカーは組織のサスティナビリティ（持続可能な成長）を
継続と革新と位置付けている．革新すなわちイノベーションをなくした組織は
生き残れないのである．その革新の手段として社会課題を成長の機会に変える

次に，三つ目の責任である社会的責任について，ドラッカーはより具体的に
企業の守備範囲を説明している．一つは「自らの組織が社会に与える影響への
対応」，そしてもう一つは「重要な社会課題への対応」を挙げている．まず一つ

ことを薦める．社会の発展と組織の繁栄を同時進行させることを組織の社会的
責任の概念として位置付けている．1969 年に行われた CIOS の国際マネジメン
ト会議における講演にて，
「企業，政府機関，大学，労組，軍隊のいずれであれ，
社会的機関が持続性を維持するための唯一の方法は，自らの組織構造そのもの
の中に，体系的かつ組織的なイノベーションのメカニズムを組み込むことであ

目の自らの組織が社会に与える影響とは，例えば製造企業が生産活動していく
中で排気ガスや廃液，騒音などの副産物（負の影響）が発生するが，それを極
力ゼロに近づける努力を求めている．副産物の中にはいまだに気付いていない

る」
（
『すでに起こった未来』p. 119）と言及している．組織社会においては社会
の課題の解決を事業の機会とするためのイノベーションについて，60 年代に発
していたのである．

ものも存在する．また今後起きる可能性のある負の影響も予期・予防する努力
が必要である．さらに一歩進んで副産物をゼロに近づける活動のプロセスの
中で，それを事業化できるかどうかも考慮に入れることも要求している．そう
いう目線で負の影響を捉えることが重要としている．このような事業化を「経
営・業務のイノベーション」と位置付けた．負の影響に対するドラッカーの要

それから半世紀後の 2010 年に米国の経済学者マイケル・ポーターが提唱し
た CSV（共有価値の創造 :Creating Shared Value）も社会の課題に目を向けた．
企業の強みを活かし，社会課題に挑戦することが，企業の競争性の向上につな
がり成果をだす，社会と企業の Win − Win の関係構築が CSV だと定義した．企
業活動とは本来，競争性と社会性が相反するものではなく，相乗効果をなすも

求のハードルは高い．
「故意であろうとなかろうと，自らが社会に与える影響
については責任がある．これが原則である．
（野獣の原則） 組織が社会に与え

のとした．競争性と社会性の均衡拡大こそが本来の企業活動とし，より具体的
な戦略理論を提唱している．ポーターの CSV は，ドラッカーがすでに提唱して

る影響に，いかなる疑いの余地もなく，その組織のマネジメントに責任がある」
（『マネジメント（上）
』と言及した．
ドラッカーが言及するもう一つの社会的責任とは，本業の強みを活かして社
会の問題・課題に取り組み，解決することである．これは「社会的なイノベー
ション」であり，組織は少なくとも社会の問題・課題に取り組む姿勢と検討が

いた社会的責任をより具体的に戦略化したもので社会課題を企業のイノベー
ションの機会と捉える点では発想は同じと言える．ドラッカーは社会的責任の
使命は，QOL
（クオリティ・オブ・ライフ）の改善・向上としている．生活，コ
ミュニティ，社会そして世界を今より，より豊かにしていくことを組織の使命
だと位置づけている．現在の先進国は，約 150 年の歳月を掛けて，豊かな生活

不可欠としている．20 世紀において組織の中で企業ほど成功した組織はない．
それだけに企業に対する社会の期待も大きいのである．その企業が自分勝手な
ご都合主義で社会に迷惑を掛けるような不祥事には社会は異常ともいえる反応

を手に入れた．しかし，世界の三分の二の人たちは豊かとはほど遠い生活をし
ている．先に豊かになった先進国にはもっと速いスピードで途上国に豊かな生
活を伝播する義務があるとする．
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ドラッカーの視点は常に外から内を見る考え方である．社会・世界が困って
いる課題から自分たちに出来ることを考える発想である．ここにドラッカーが
追い求めていた次の社会・経済システムを感じる．ポスト資本主義社会である．
経済至上主義からの脱却である．組織は競争と効率だけを追い求めても人も社
会も豊かになれない．半世紀以上も前からドラッカーは思い描いていたのであ
る．
最近よく質問されることがある．ドラッカーが考える CSR
（企業の社会的責
任）とポーターが提唱した CSV の違いについてである．ドラッカーもポーター
も新しい資本主義社会を求めている点では一致している．経済性（競争性・効
率性）と公共性（社会性・人間性）を均衡拡大させる社会である．上述したよう
にドラッカーは，CSR は二つの領域に発生するとした．一つは自らの存在によ
り発生する負のインパクトをゼロに近づけること，もう一つが自らの存在とは
関係のないところで発生している社会課題（社会の病）に強みを活かして挑戦
することだという．マネジメントの役割は，社会を豊かにすることである．二
人は結果オーライの社会課題の解決ではなく，社会の課題に焦点を当てて，事
業の拡大を図ることだと言っている．ゴルフに例えるとホールインワンを狙っ
て達成するようなものであり，ミスショットが樹にあたってホールに入るもの
ではないとしている．つまり，ポーターが提唱した CSV はドラッカーがマネジ
メントの役割としてあげた社会的責任に内包されているのである．

■ ISO26000（社会的責任の国際規格）とは何か
マイケル・ポーターが CSV（共有価値の創造）を提唱した同じ年（2010 年）
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できるだけ統一しようとすることである．国によって異なる基準で製品やサー
ビスが提供されると，その利用や流通の面などで大きな支障が生じることがあ
るからだ．当初は工業製品の規格化が強く求められた．その背景の一つには第
二次世界大戦がある．兵器の修理部品が届いたが，それがうまくフィットせず，
組み立て作業に影響する事態がみられたようだ．このことが工業規格を整備し
ておかないと大きなマイナスがあるという認識を広めた．
その後，ISO は，鉄鋼，自動車，航空機，食品，化粧品，繊維をはじめ工業の
世界を規格化することになり，この分野では国際的地位を確立することとなっ
た．現在までに 18 , 000 を超える規格を生み出している．近年では，サービスを
対象とする規格にも進出し，たとえば銀行や試験の業務に関するものなどもあ
る．なお，ISO は英語の略ではなく，ギリシャ語で均質などを意味する ISOS
（ア
イソス）を語源とすると説明されている．
ISO は工業規格の成功を踏まえ，新しい分野の標準化に踏み出すことにな
る．まず，1986 年に登場した品質管理の ISO 9000 シリーズ，そして 1996 年に
は ISO 14000 がヒットした．この ISO 14000 は 1992 年のリオデジャネイロでの
地球環境サミットの流れを受けたもので，環境管理のためのシステム規格であ
る．工場が環境に与える影響は大丈夫か，という問いに答えようとしたもので
ある．
ISO 9000，ISO 14000 シリーズは，いずれもマネジメントシステム規格であ
り，組織管理の仕組みについての規格である．この規格は，外部の専門機関の
認証を受けることにより，企業や組織がその内容を満たしていることが保証
（第三者認証）されるのである．ところで「マネジメントシステム規格」の日本
語訳について議論があったようだが，
「管理制度規格」などとせずに，あえてカ

に，社会的責任の新たな潮流が動き出した．ISO（国際標準機構）が組織の社会
的責任についての新しい国際規格，ISO 26000 を発行したのである．
「持続可
能な発展」をテーマにしたすべての組織のための手引書である．ISO 9000 や

タカナを選択したことにより日本で受入れやすくなったことは間違いないよう
だ．
ISO は，9000 シリーズ，14000 シリーズの成功を受けて，次に組織のあり方

ISO 14000 の認知度に比べると ISO 26000 はまだ十分には浸透していない．し
かし，組織が毎年出している CSR 報告書の中にはかなりの比率で ISO 26000 の
言葉が出てくる．特に企業は ISO 26000 を意識した報告内容にしている傾向で
ある．
これからの社会的責任を語る上で外せないものだけに多少詳しく解説をし

の標準化についての検討を進めた．1990 年代後半ごろから CSR
（企業の社会的
責任）が国際的な課題となりつつあった．グローバル化が進むなかで，相次ぐ
世界的な企業不祥事，雇用問題の深刻化などを受けて，1990 年代末の欧州には
じまる「CSR」の取り組みは，世界への広がりをみせた．ISO は，この流れの中
で，2001 年に CSR を規格化することを検討し始めた．

て，この ISO 26000 をドラッカーの社会的責任に関する思想を通して，再度検
証してみたい．

そして，2004 年に企業だけでなく組織一般の社会的責任を取り扱うことを確
認し，2005 年から ISO 26000 の策定を開始している．先進国（31 カ国）から途

まずは ISO アレルギーのある方もしくは，馴染みの薄い方のために，その
組織と規格化の特色について説明する．ISO は，正式には「国際標準化機構」
（International Organization for Standardization）といい，1947 年に発足した
民間の国際標準組織である．国際標準化とは，製品やサービスの規格や仕様を

上国（68 カ国）の 99 カ国が関与し，複数の主要なステークホルダー（企業，消費
者，労働組合，政府，NGO，その他の有識者）によって議論され規格化された．
これだけの国とステークホルダーが集まって規格されたものは初めてのことで
あった．そして 2010 年 11 月に ISO 26000 が発行された．社会的責任に関する最
新の国際行動規範である．準備期間を含めれば構想から 10 年の歳月を掛けて
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まとめあげられた．

■ ISO
（国際標準機構）が ISO26000 を規格化した背景
私たちは世界規模で環境問題の悪化，終わりなき飢餓と貧困，テロと戦争，
コミュニティの崩壊など誰も望んでない現実が生み出されることが明白なのに
もかかわらず，なかなか軌道修正が掛けられないという社会システムの機能不
全の時代に生きている．社会，経済，環境，精神性など至る所で人間が健全に生
活を営む上での基本的な基盤が揺らいでいる．
より意識的に，意図的にそして戦略的アプローチでこれからの課題に取り組
むためには新たな集合的な意識とリーダーシップが絶対不可欠である．そのよ
うな能力を開発することは，私たち人間がより大きな可能性に満ちた未来を生
み出すことを可能とする．
グローバル化， The World is Flat （世界の均一化）は，社会・環境へ好影
響もあったが，同時にネガティブ・インパクトの拡大が目立ってきた．しかし
大きな枠組みがなく，多国籍企業の自主性に委ねられていた．
しかし，途上国の労働・人権問題，環境破壊，感染病拡大，貧困問題が世界で
問題化し，特に多国籍企業の社会責任について厳しく責任が問われていった．
社会の要請に応えるために，先進国が CSR 基準を上げていく結果，途上国の輸
出産品の取り扱い条件の厳しさが顕在化し，貿易障壁となっていった．途上国
からは世界共通の統一された CSR の規格化の願望が高まっていった．願望の高
まりは，熱望となり，ISO が規格化する期待へとつながっていった．つまり，先
進国が規格化を積極的に進めたのではなく，グローバル社会において途上国か
らの要望の声が背景にあったのである．むしろ先進国産業界は ISO 規格化には
反対であった．しかし途上国は先進国のそれぞれの CSR 規格が乱立した中で
は輸出産業が打撃をうけると主張していたのである．それを受けて ISO では，
2001 年 5 月から水面下で準備委員会が動き出している．
ISO では長期的事業戦略として 5 年タームのメインテーマをもって規格化
に取り組んでいる．2005 年〜 2010 年のテーマは持続的な世界のための標準
（Standards for Sustainable World）であった．ちなみに 2011 年〜 2015 年の
テーマは，グローバルな課題解決のための標準（Solutions to Global Challenge）
である．これらの戦略に呼応するように，消費者・労働組合などのステークホ
ルダーが積極的に関与する中で NGO はネットワークを結成して ISO による規
格化策への関与を強めていった．今回の ISO 26000 の規格つくりは，いわば 21
世紀に求められる新次元の規格つくりと言える．ISO 機関がこれまで経験のし
たことのないケースであった．グローバリゼーションが必然的に要求してきた
ものと捉えるべきである．
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■ ISO26000 が発行されるまでの経緯
上述したように，途上国は先進国のそれぞれの CSR 規格が乱立した中では輸
出産業が打撃を受けると主張．2001 年からの調査準備委員会を経て，2004 年 6
月に途上国の ISO メンバーの大合唱のもと，ISO 26000 の規格化へのスタート
が正式決定した．
2010 年 11 月に発行された ISO26000 は，99 カ国（先進国 31 カ国，新興国・途
上国 68 カ国），6 ジャンルセクター（消費者，政府，産業界，労働，NGO，学術研
究機関他）から 470 名以上のエキスパートが集まり，作業部会において 5 年以
上の歳月を掛けてまとめ上げられた．ISO の規格は通常 2 年〜 3 年で標準化規
格が作成されているのと比較すると本規格をまとめ上げることがいかに大変な
ことだったかを物語っている．
最初の発案構想はさらに 5 年前であるから，2001 年に準備作業がスタート
し，2005 年から作業部会，そして 2010 年の発行に至るまで，足かけ 10 年の歳
月がかかった．各国代表者の異なる価値観，文化，国益に関する考え方をもっ
た各方面のエキスパートが集まって民主的に話を積み上げていくのである．考
えただけでもまとめるのは至難の業だと出席者の誰もが思った．実際，何度も
壁にぶつかり，まとめるのは不可能とする時期もあったようだ．このカオスの
状態に欧州のあるエキスパートの一人が，ギリシャのシンファス神話を持ち出
し「神が世界中の人間の業に試練を与えた」とつぶやくほどだった．しかし，作
業部会は幾度の困難にぶつかりながらも，最終的に規格としてまとめ上げたの
である．ISO としては，初のマルチステークホルダー・プロセスを作業部会で
採用し，一切多数決を取らずに合意をつみあげた（合意重視）のである．規格に
正統性を持たせた．
際立たせる大きな副産物として，参加者は「創造的な対話とは何か」を学習
したのである．ISO 26000 の規格化プロセスは，通常の ISO 規格作業とは比較
にならないくらいの苦労がひしひしと伝わる内容だった．まとめ終わった時，
議長国であるブラジルの代表者は涙を流しながらスピーチでこう言った．「文
化，宗教，貧富の差，価値観の違う国々の代表が激しい意見のやり取りに人間
のもつすべての種類の感情を見ました．何度も壁にぶつかり，正直挫折を覚悟
したことも事実です．そんな中で最後は，皆さんは自分たちの立場の意見では
なく，将来の世界を考えて建設的に意見を積み上げて頂いた．個々の『差異』よ
りも『共通の責任』，『歴史的責任』よりは『将来に向けた責任』の立場で意見
をまとめ上げて頂いたことに感謝申し上げます．」と，この議長国ブラジルの
代表者のスピーチに如何に大変な作業だったかが凝縮されている．まさに，人
類が英知と忍耐と使命感で創り上げた奇跡である．U 理論の提唱者であるオッ
トー・シャーマーは，開かれた思考（オープンマインド），開かれた心（オープ
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ンハート），開かれた意思（オープンウイル）の 3 段階の気付きのレベルが変革
のプロセスを促すと言っている．まさに 470 名のエキスパートの人たちは，頭
で理解し，心で共感し，共に行動することで変化を促した．当初は自己中心的
な人たちの集まりが，外部からそして他人の目で自分を見て，自分は何者かを
考えた時，参加した本当の使命に目覚め，人類としてやるべきことを自覚した
のだと思う．大げさな表現ではなく，まさに奇跡，ISO 26000 は人類が創り上げ
た奇跡なのである．

的責任の重要な要素としている．
ISO 26000 の価値観としては，①「持続可能な発展を目指すこと」．具体的に
は，環境保全と開発とのバランスをとり，両立させて，公平，公正な社会を実現
することである．②「人間の尊厳と多様性を尊重すること」．これは，あらゆる
組織や社会の強化となるとしている．

■社会的責任を示す「7 つの原則」と「7 つの中核主題」

■ ISO26000 の特徴
この国際規格は規模や場所を問わず，すべてのタイプの組織を対象とする，
世界初の総合的な国際規格 である．国際的に合意されたステークホルダーの
期待が明記された ガイダンス（手引書） を提供する国際規格であり，適合性
評価や第三者認証に供されることを目的としていない．したがって，ISO 9000
や ISO 14000 とは異なり，第三者認証を取得するための費用は必要ない（マネ
ジメントシステム規格ではない）
．

図 .3

図 2.

ISO 26000 では，社会的責任という用語が広く用いられるようになったのは，
1970 年代前半としている．記載されている社会の期待は，組織の法令以上のこ
とを求めている．社会貢献活動としての慈善活動は，社会にプラスの影響を与
えることができるとしながらも，これを社会的責任にかかわるものとして利用
してはいけないと言及している．また，男女平等は経済的，社会的発展との間
にプラスの関連性があるとしている．ダイバーシティを推進することは，社会
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ISO 26000 は，考え方の基本として 7 つの原則と 7 つの中核主題で構成されて
いる．CSR の目標は，組織が自らの及ぼす影響に対して本業（プロセスとプロ
ダクト）における責任ある行動により，持続可能な環境・社会の実現のために
最大限の貢献をすることである．
CSR 7 原則のうち，
「説明責任」と「透明性」は CSR の定義に直接かかわるも
ので，中核主題の中で最も基本的な「組織統治」に関連しながら，組織の誠実さ
を表す根幹となる原則である．7 原則の特徴は「コンプライアンス」
（倫理的な
行動，ステークホルダーの利害の尊重，法の支配の尊重，国際行動規範の尊重）
を包含する「組織統治（ガバナンス）
」
（説明責任，透明性）と「人権」
（人権の尊
重）が主要であることを示している．
（図 3）
CSR の 7 つの中核主題は，
「組織統治」
，
「人権」，
「労働慣行」
，
「環境」
，
「公
正な事業慣行」
，「消費者に関する課題」
，
「コミュニティ参画・開発」である．
（図 4）それぞれの中核主題は，相互依存性がある．お互いの課題は有機的に影
響し合う，エコシステムである．
（図 5）
7 つの中核主題の下には，36 の課題，さらに課題から派生する 300 を越える
原則と期待（ニーズ）が記載されている．組織は ISO 26000 をモノサシにして
グローバル社会が求めているものを自分たちの組織活動にあてがってみると
よい．ISO 26000 を実践することは，たとえて言えば，組織が人間ドックならぬ
「組織ドック」に入るようなものである．それを通じて，グローバル時代の社会

図 .5

的責任とは何か，自分たちは何が優れていて，何が劣っているか，何を伸ばし，
何を改善すべきなのかを具体的に知ることができる．そして，自らを見つめ直
し，柔軟に，組織の改善に活用することができる．これが，ISO 26000 が 組織
行動ガイダンス と呼ばれる所以でもある．
（図 6）
先に述べたように，ISO 26000 の価値観は，
「持続可能な発展を目指すこと」
である．そして持続可能な発展の定義は，
「将来の世代の人々が自らのニーズ
を満たす能力を危険にさらすことなく，現状のニーズを満たす発展」としてい
る．
ドラッカーは，マネジメントと人間社会について次のように言及している．
「われわれの社会が組織社会化しつつある中にあって，いまやあらゆる組織が
社会の質に責任を持ち，社会的な価値と信条と目的の実現を本業への制約条件
としてではなく，正常な活動の主たる目的としなければならなくなった」さら
に続けて，
「組織は社会の質の向上を自らの本業と一致させなければならない．
このことは，社会の質の向上を利益のあがる事業に転換する機会として捉えな
ければならなくなったことを意味する」と訴えている．ISO 26000 の意義も社
会の質の向上を意識して持続可能な発展をしていくことであり，まさにドラッ
カーと同じ考え方である．

図 .6
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■ ISO26000 は社会発展・繁栄に寄与するイノベーション・ツール
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いている．ISO 26000 には，いたるところにイノベーションの原石が詰まって
いるのである．
（図 7）

ISO 26000 が示す 7 つの中核主題にはそれぞれに原則と期待が記載されてい
る．原則を外さないで，期待に応えることで，組織は社会の発展・繁栄に貢献
するツールとして活用できる．組織は中核主題毎に原則と期待の項目と現状の
自分たちの活動を比較して，出来ているか，出来ていないかのモノサシとして
SR（社会責任）を評価することができる．本当に必要なことは中核主題ごとの
期待に対して主体的に行動すること，自主・自律の行動を組織にもたらすこと
である．原則を押さえて，期待に対応することで，インスピレーションを感じ
ることである．自分の組織の強み，特長，思い，理念を基に創造力をもって主体
的なアクションを身につけることが大切である．
社会的責任の原則について，ドラッカーは次のような言及をしている．
「組
織の責任に関する原則は，自らのもたらす影響（インパクト）を事前に知り，予
防することである．好ましからざる影響を自ら防がなければ，問題のほうから
やってくる」
（『断絶の時代』p. 203）
．組織は受け身ではなく，能動的にインパク
トの処理に向かうことが肝要である．原則をないがしろにすると組織の積み重
ねてきた信用が崩壊するのである．
次に ISO 26000 を活用してイノベーションに如何に貢献するか．この規格は
もともとイノベーションを促す手引書とも言えるのである．中核主題にはそれ
ぞれ原則と期待が記されている．原則は絶対に外してはならないことが記され
ている．それを外せば社会的信用，信頼が崩れていく．期待に記されているも
のは，社会のニーズであり，組織の強みを生かして期待を機会と捉えて今まで
考えつかなかった価値の創造ができるのである．
「イノベーションとは人的資
源や物質的資源に対し，より大きな富を生み出す新しい能力をもたらすことで
ある．マネジメントたる者は，社会のニーズを持って，利益をあげる事業機会
として捉えなければならない」とドラッカーはイノベーションを定義した．さ
らにイノベーションの機会を 8 つに体系化した．その 8 つの機会とは，[ 1 . 予期
せぬ成功と失敗を利用する．2 . ギャップを探す．3. ニーズを見つける．4 . 産業構
造の変化を知る．5 . 人口構造の変化に着目する．6. 認識の変化をとらえる．7 . 新
しい知識を活用する．8 . アイディアによるイノベーション ] とした．しかもこの
順番は成功確率の高い順番だという．
社会的責任についての手引き書である ISO 26000 には，社会のニーズが記載
されている．これをもとに組織は，出来ていること，出来ていないことを冷静
に見つめることができる．あるべきレベルと現実の乖離や不一致を見ていく．
まさにギャップを見つけるのである．ドラッカーの言う確率の高いイノベー
ションが可能である．
ドラッカーは，組織は静的な状態では成長できない，常に変化が不可欠と説

図 .7

■ ISO26000 の SR
（社会的責任）の定義とその定義がはっきり
させたもの
ISO 26000 は，社会的責任を次のように明快に定義した．それは「組織の決定
および活動が社会および環境に及ぼす影響（インパクト）に対する社会が担う
責任」である．目的は［ 1）健康および社会の繁栄を含む持続可能な発展に貢献
すること．2）ステークホルダーの期待に配慮すること．3）関連法令を順守し，
国際行動規範と整合していること．4）その組織全体に統合され，その組織の関
係の中で実践する．
］としている．
ISO 26000 では持続可能な発展には，経済・社会・環境という三つの側面が
相互に依存していると説いている．例として，貧困の撲滅には，社会正義，経
済発展，環境保護が欠かせないとする．組織の社会的責任の包括的な目的は持
続可能な発展に貢献するものであるべきとする．ISO 26000 が提示した原則と
期待に応えることが，持続可能な発展に意義ある貢献を果たすとしている．ド
ラッカーもまた同じような思想を展開している．病んだ社会，不健全な社会，
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機能不全の社会では，人間が行う組織活動は阻害されてしまう．だから組織は
常に社会の健康と発展的繁栄に貢献するような行動をとり，社会の健全な状態
を保つことが組織の責任だとしている．

■ ISO26000 が伝えたいメッセージ
グローバルに事業を展開している組織にとって ISO 26000 の概念を通して事
例を見て行けば，経営のグローバルリスクはある程度は予測出来できる．
具体的な活用方法として，ISO 26000 は以下の三点に注意するように記載さ
れている．
①影響の範囲
②不正行為への加担
③当然払うべき注意
従来の発想に捉われないで，自分たちの組織を冷静に判断していくことが肝
要である．
しかし，それだけで ISO 26000 の本当の意義を理解したとは言えないのでは
ないだろうか．経営リスクの管理は企業の内側から社会の問題点を眺めてい
るだけである．内側の論理で社会的責任を捉える（天動説）のではなく，外側
に立って社会の病（課題）を見つめ，自分の組織の強みを生かして解決してい
く（地動説）ことが重要である．コペルニクス的発想の転換である．組織基点か
ら社会基点へのパラダイムシフトである．組織が社会と一体となって社会の課
題を解決することこそ ISO 26000 が訴えたい本当の意義である．手引書には，
ISO 26000 を組織に組み込む時の注意点が 3 つ記載されている．
①組織の行為の影響を受ける側（影響を与えられる側）に中心がある．
②影響を受ける方々に配慮する．
③自分の評判を守ることではない．
CSR をリスクマネジメントと捉えるとそれは「自分の評判を守る」という今
までの考え方の枠から抜け出せないのである．経営リスクの為だけに活用して
は，「人類が創り上げた奇跡」に申し訳ないではないか．もっと付加価値のある
ものへと進化させなければいけない．
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今までは経営者の信念とポリシーをベースに社会に信頼されると信じたやり方
だった．ただただ手探りの活動だった．双方向性に欠けていた．しかし，今では
体系的アプローチが可能となった．ISO 26000 が我々に提供したものは，社会
的責任とは何かを体系的に考えさせ，そしてどのようにすれば社会的に責任あ
る方法で組織運営をすることができるかの一助となるガイダンス（手引書）で
ある．
ISO 26000 の内容は，一過性の話題ではない，区切りがつくものでもなく，継
続して話し合われて進化させて行かなければならない全地球的課題である．常
に変化，拡大，進化するものであり，これは我々地球人の宿命と捉えなければ
ならない．
ISO 26000 は，CSR を創造的なイノベーションに繋げる未来志向の規格化と
して，注目もされている．欧米の価値観に偏ることなく，アジア的な文化の価
値観・慣行についても規格内に反映されている．企業の公器性，事業の公平性，
誠実さ，人間視点，日本の伝統的倫理観，「三方よし」
「君子財を愛す，財をと
るに道あり」
「共生そして和の精神」も規格の中に盛り込まれている．日本人に
とって未曾有の震災だった東日本大地震への世界各国の援助は，我々日本人に
世界をこれほどまでに身近であることを肌で感じさせた．世界は広いが実は狭
い，隣人感覚がある．
「グローバリゼーションは，ローカリゼーションのつなが
り」とは名言である．西洋の東洋化，東洋の西洋化，自国の価値観，文化をベー
スに発展・繁栄のしくみを作っていくことが真のグローバル化である．
ISO 26000 を活用し，社会的責任を実践することは，実はマーケティングと
イノベーションに大きく係わり，組織の価値を高めることになる．社会のニー
ズがあるからこそ，組織は継続と革新（イノベーション）を実践できるのであ
る．ニーズのない社会では組織は生きられないのである．
偶然かもしれないが，ISO 26000 が発行された 2010 年に，マーケティングの
父と言われているフィリップ・コトラーが『マーケティング 3 . 0』を発表した．
マーケティング 1 . 0 は，製品中心のマーケティングであり，目的は製品を販売
することである．マーケティング 2 . 0 は，消費者志向のマーケティングであり，
目的は消費者を満足させてつなぎとめることである．コトラーがこれからの
マーケティングと称したマーケティング 3 . 0 は，価値主導のマーケティングで

■ ISO26000 が発行される前と後で，何が変わったか ?

あり，目的は世界をよりよい場所にすることだと定義した．消費者はグローバ
ル化した世界をよりよい場所にしたいという思いから，自分たちの不安に対す
るソリューション（解決策）を求めているのである．つまり ISO26000 の中核主

2010 年に社会的責任の国際規格，ISO 26000 が発行され，グローバル社会に
おいて組織は社会的責任を果たすためのガイダンス（手引書）を手にした．地
球規模で社会が求めているニーズを企画から 10 年の歳月を掛けてまとめ挙げ
られた，ISO 26000 は組織運営の羅針盤である．これまでも組織は社会からの
信頼・信用を得るための行動はやってきた．しかし体系化されていなかった．

題に記載されている期待（ニーズ）に応えることは，世界をよりよい場所にし
たいとするマーケティング 3.0 の目的に合致する．マーケティング 3.0 を実行す
る企業は，社会・経済・環境というトリプルボトムラインに存在する不安の解
消に取り組むことで，消費者を感動させるのである．これからの時代のマーケ
ティングの姿だと思う．その姿を具現化する手段として，ISO 26000 を位置付
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する能力のことである．
社会的責任の問題は，組織にとって次の二つの領域で生ずるとしている．
第一に，自らの活動が社会に与えるインパクト（影響）から生ずる（The ﬁrst
deals with an institution does to society）
．第二として，自らの活動とは関係
なく社会自体の問題として生ずる（The second is concerned with what an
institution can do for society）のである．このドラッカーが示した二つの領域
を組織は常に意識し，具体的に目標を立て管理しなければならない．
この二つの領域に責任を持つということは，組織の維持と革新（イノベー
ション）に責任を持つということである．その目標作成にあたり，ISO 26000 に
記載されている原則（維持）と期待（革新）を手引きとして活用し，定量化した
目標を立てることで組織のやるべき社会的責任の位置付けと優先順位が明確に
なるだろう．
CSR 活動は，組織が社会の機関である限り当然実行されなければならない．
社会が直面する課題こそ組織にとっては機会であり，イノベーションを起こす
原動力になる．社会の問題，ニーズ，そしてこれから起こるであろう課題を予
図 .8

けることができる．
（図 8）
そして ISO 26000 を活用する上で絶対にはずしてはならない事として，
「特
定の部門がやるのではなく，組織全体のマネジメントとして取り込むこと」と
規格書には記載されている．

測して，取り組むことが組織の成長につながる．本業の拡大・成長そして強み
を生かした新たな事業を創造するチャンス（機会）である．
「組織は社会の質の向上を自らの本業と一致させなければならない」とド
ラッカーは言う．
ISO 26000 が要求する期待（ニーズ）を利益の上がる事業や活動に転換する
機会と捉えることが重要である．ISO 26000 と向き合うことで社会の大きな流
れを読み取ることができるのだ．企業の目的，そして成果は企業の外にある．

■まとめ（ドラッカーの CSR と ISO26000）

ステークホルダーのニーズに応えることで組織は市場（社会）の中で活動する
ことを許されているはずである．より謙虚に向き合うことで社会のニーズが，
より鮮明に見えてくる．ISO 26000 は組織の持続的な発展を考える時に必要不

ISO 26000 を詳しく解説してきた．規格化されるまでの背景と経緯，特徴と
定義，そして規格の骨格である「7 つの原則」と「7 つの課題」，さらにはイノ
ベーションのツールとしての位置付けにまで言及してみた．マルチステーク
ホルダーを交えての世界初の試みで作成された ISO 26000 は，準備段階から 10
年の期間を要した．人類の英知と忍耐の賜物であった．発行から 6 年目に入る

可欠なものであり，真摯に向き合うことで組織の長期の繁栄と持続可能な成長
を手にすることができる．取り組む最終の目的は成長を続ける持続可能な社会
の実現である．健康で機能する社会がなければ，組織は存在しえないのである．
社会の質の向上に貢献することを自覚すること，すなわち組織から社会を見る
のではなく，社会から組織を見つめることが大切である．

ISO 26000 は，改定の準備が続いている．世界の環境の変化によって，社会の
ニーズも変化してくる．組織はその変化にやまない社会からの要求に真摯に
応えなければならない．組織が社会に対して応え続けるための実行の手引きが
ISO 26000 なのである．まさに経営における社会的責任の羅針盤なのである．
ド ラ ッ カ ー が 言 及 す る 社 会 的 責 任 は，企 業 が 繁 栄 し，持 続 的 な 成 長 を
す る た め の 責 任 と 捉 え て い る．責 任 は 自 ら 社 会 の ニ ー ズ に 応 答 す る 責 任
（Responsibility）のことである．取らされる責任ではなく，社会ニーズに応答

ドラッカーがマネジメントの役割として挙げている 社会的責任 について原
著では， The quality of life is the third major task area for management と書
かれている．この社会の質の向上に対する責任について，ドラッカーは次のよう
な言及をしている．
「マネジメントは，経済という定量化しうるものだけでなく，
社会としての基本的な信条と価値に関する問題に取り組むことになる．生活水
準だけでなく，社会の質を追求することになる．
」
（
『マネジメント（上）
』p.40）と
明快に社会の持続的成長への貢献をマネジメントの役割としている．
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「あらゆる組織にとって，社会的責任とは，自らの役割を徹底的に検討し，目
標を設定し，成果をあげるべき重要な課題だということである．かくして，社
会的責任はマネジメントされなければならない．」
（Social impacts and social
responsibilities have to be managed.）
（
『マネジメント（上）
p. 368』
）とドラッ
カーは言及した．
つまり，社会的責任は，他の役割と同じくマネジメントされるべきテーマで
あり，成果をあげることを求められているのである．
ISO 26000 が示す組織の社会的責任もまた，
「組織活動が社会及び環境に及
ぼす影響に対して組織が担う責任であり，様々な組織が持続可能な社会への貢
献に責任を持つこと」だとしている．
（図 9）持続可能な社会には成長が不可
欠である．維持だけでは社会は持続可能とはならない．成長（変革）が不可欠
なのである．人間にたとえると人体は常に古い細胞の死と新しい細胞の誕生
のメカニズムの中で生かされているのと同じである．そういう意味において，
ISO 26000 の持続可能な社会とドラッカーの社会の質の向上は同義だと言え
る．つまり社会が健全に機能するためには，
「継続と変化」の概念を積極的に取
り入れなければならないのである．ドラッカーがこの「継続と変化」を生涯の
テーマとした所以は，まさにこのサスティナビリティ（持続可能な社会）にあっ
たのである．マネジメントによる組織の維持と健全なる発展である．そこには，
ナチスの全体主義による悪夢のような社会へは絶対に戻さないという決死の信
念が見えてくる．
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コーポレートガバナンスと内部監査と
ドラッカー
Study of the Relationship between Corporate Governance,
Internal Auditing and Drucker

森 雅司

Masashi Mori
（本会会員）

Summary
This paper investigates the relationship of corporate governance, Internal auditing
and Drucker. And I checked the progress status of the last paper. As a result, it
was found that there is a surprising commonality between the three. In addition, it
deepened my understanding of the theory of Drucker.

1．内部監査
（1）内部監査というと会社の風紀係，細かいこと言われそうで近寄りたくな
い，などマイナスイメージを持たれている方もいらっしゃるかも知れま
せんが，まずは，内部監査の本来的意義を確認しつつ潜在的実力・可能
性についても簡単に紹介させて頂くことにしたい．
「内部監査の定義」
（内部監査基準：一般社団法人日本内部監査協会）
内部監査とは，組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として，
合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で，ガバナンス・プロセス，リス
ク・マネジメントおよびコントロールに関連する経営諸活動の遂行状況を，内部
監査人としての規律遵守の態度をもって評価し，これに基づいて客観的意見を
述べ，助言・勧告を行うアシュアランス業務，および特定の経営諸活動の支援
を行うアドバイザリー業務である

上記定義を見ると，
第 1 に，内部監査は「組織体の経営目標の効果的な達成に役立つ」ためのもの
であることがわかる．内部監査は会社に役立つもの，会社が儲かるための仕組
みの一つなのである．仕事が増える，口うるさいと敬遠せずに是非積極的に内
部監査の活用を検討して頂きたいところである．
第 2 に，内部監査の業務は①アシュアランス（保証）業務②アドバイザリー
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（改善）業務の 2 種類にわかれている．①アシュアランス業務は，会社のリスク
を低減させるために，組織の運営状況を客観的に評価する検査業務であり，所
定の機関に監査結果を報告して意見を表明することで組織の活動の有効性，効
率性およびコンプライアンスについて一定の保証を与えるものである．②アド
バイザリー（改善）業務は，アシュアランス業務の過程で発生した課題又は別途
経営者又は対象部門からの依頼に基づいて，課題解決の支援を行う業務である．
そもそも，本来は内部統制の一環として，各部署が経営方針の浸透や整理整
頓なども含めて自己統制すべきものである．この自己統制は上司が部下に適時
指示することが出来るので，スピードが速く，また効果も高いと言われている．
しかし，管理者によっては，嫌われることを恐れる・怠慢などの理由で機能し
なくなる恐れがある．そこで，独立の立場で評価する機関として内部監査が必
要となるのである．この業務からの独立性を保つことは内部監査の重要な特質
と言える．
（2）ドラッカーとの共通点
①傍観者としての立場
先述の通り，内部監査業務では，客観性を保つため，業務からの独立性が必
要とされる．また，直接の監査対象のみならず会社全体についてより改善でき
る点はないか，大きなリスクが潜んでいるような点はないかという目線を常に
持ち続ける（持ち続けなければならない）のが内部監査でもある．
これは，視点を変えると，ドラッカーが社会を俯瞰的に傍観者として観察し
たのと同じように，内部監査は当該会社を傍観者として観察しているともいえ
ると考える．
② integrity
内部監査の国際的なフレームワークであるIPPF
（International Professional
Practices Framework）の基本原則を見ると，最初の項目が「Demonstrates integrity.」であることに驚く．ここだけを見ても「内部監査＝ドラッカーの実践」
と言っても過言ではないのではないか（!?）と驚きを感じる次第である．
原文

日本語訳

Core Principles for the Professional
Practice of Internal Auditing

内部監査の専門職的実施の基本原則

1 . Demonstrates integrity.

1 . 誠実性を実践により示すこと．

2 . Demonstrates competence and due
professional care.

2 . 専門的能力と専門職としての正当な注意を
実践により示すこと．
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3 . Is objective and free from undue
inﬂuence(independent).

3 . 客観的で不当な影響を受けないこと
（独立
的）．

4 . Aligns with the strategies, objectives,
and risks of the organization.

4 . 組織体の戦略，目的，リスクと整合してい
ること．

5 . Is appropriately positioned and
adequately resourced.

5 . 適切に位置付けられており，十分な資源が
提供されていること．

6 . Demonstrates quality and continuous
improvement.

6 . 品質と継続的改善を実践により示すこと．

7. Communicates eﬀectively.

7. 効果的なコミュニケーションを行うこと．

8 . Provides risk-based assurance.

8 . リスク・ベースのアシュアランスを提供する
こと．

9 . Is insightful, proactive, and futurefocused.

9 . 見識に富み，率先的で，未来志向であるこ
と．

10 . Promotes organizational improvement.

10 . 組織体の改善を促進すること．
（IPPF HP より）

他の項目についてもドラッカーの教えと共通・整合する点が随所に見られ，
驚きは深くなるばかりである．

2. コーポレートガバナンスと内部監査
（1）コーポレートガバナンス・コードの中での位置づけ
コーポレートガバナンス・コードの中での内部監査について直接の記載は下
記 2 箇所に限られる．
① 取締役会及び監査役会は，外部会計監査人と監査役，内部監査部門や社外
取締役との十分な連携を確保すべき旨の記載（3 - 2 ②（ⅲ））
② 上場会社は，内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきであ
る旨の記載（4 - 13 ③）
2 箇所とも，連携確保が重要と記載しているのみであるが，その連携すなわ
ち有効なコミュニケーションが取れていることは，コーポレートガバナンスが
有効に機能するためにもとても重要といえる．
なお，内部監査部門は従来社長の全面指揮下にあることが多かったが，監督
機能をより強化するためには，監査役会（or 監査等委員会）と社長の 2 系統の
報告経路を確立すべきとの考え方がある．
英米型の Audit・Committee では，内部監査部門は監査機能の指揮命令下に
あり，こちらがグローバル・スタンダードともいえる．
近年の東芝の調査報告書にも「経営監査部は経営トップである社長が所管し
ていたものであったことから，社長の意向に反すると担当者らが考える事項に
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（1）
との記
ついては，必要な指摘等を行うことが出来なかった疑いが存在する」
載がある．
ただ，アドバイザリー（改善）業務の視点及び組織体の経営目標の効果的な

達成に役立つという内部監査の目的からは，経営陣との効果的なコミュニケー
ションを築き，経営陣の戦略的ビジネスパートナーとして価値を付与していく
ことは非常に重要であるので，個人的には，監査機能の直下のみでなく，社長
の指揮下で動くとともに監査機能へも適時報告・連携を行う体制が望ましいと
考えている．

3. 前回の考察とその後（コーポレートガバナンスとドラッカー）
前回の投稿では，安倍内閣が推し進めているコーポレートガバナンスの改革
について，攻めのガバナンスと守りのガバナンスの観点から概観するととも
に，ドラッカー的観点を踏まえて留意すべき点を検討した（図 1 参照）．
図1
項目

攻めの
ガバナンス

守りの
ガバナンス

目的

持続的な成長と中長
期的な企業価値向上
のための迅速・果敢
な意思決定
不祥事を防止するた
めの仕組み

主な
メンバー

主な内容

ドラッカー的
ポイント

機関投資家

エンゲージメント
（投
資家と企業の目的を
持った対話）

複数目標の設定

社外役員

経営陣の職務執行の
監督

監督

―
（会社全体）

適切な管理体制の整
備と運用

自己管理による
目標管理

これらの項目について，その後の改革の進捗状況を簡単に整理する．第 1 に，
機関投資家の果たす攻めのガバナンス項目である，機関投資家のエンゲージメ
ント（投資家と企業の目的を持った対話）については，確実に年金・機関投資
家の意識に変化が生じているようであり，年金基金から運用会社への議決権行
使方針に対する問合せなども確実に増えているようである．そしてエンゲージ
メントを担うサービス提供業者は，複数の契約分をまとめて企業に働きかける
（
「集団的エンゲージメント」ことで投資先企業へ効果的にアプローチしようと
いう動きも見られる．
さらには，2015 年 9 月，年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が国連の
責任投資原則（PRI）に署名したことを安倍晋三首相が自ら公表したことで資
産運用管理者や年金関係者の ESG（環境，社会，ガバナンス）に対する関心は一
段と高まった（2）．
これらが実施・浸透されることで，売上・利益などの単一目標ではなく，

128

研究論文

ESG なども考慮した複数目標を設定し，実践する企業が今後はより増えていく
ものと思われる．
なお，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．
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，マネジメント能力，人的資源，社会的責任である（3）．
」
上記記載からすると，ドラッカーの必要と考えた八つの領域にはまだ足りて
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第 3 に，守りのガバナンスの肝といえる「自己管理による目標管理」について
述べた．目標管理の利点は，自らの仕事を自ら管理することにある（4）．自己管
理によるマネジメントには，自らの目標だけでなく，明確な評価基準や仕事ぶ
りを測定するための情報が必要である．この情報は，上司ではなく本人に直接
伝えられることが肝要である．いまや，IT 技術などの発達により情報収集能力
が急速に増大し，仕事と成果を測定するための情報が容易に入手できるように
なったため，効果的な自己管理が可能になっている．
ここで，情報の有効な活用例として GE の例がある．
「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

いないものの ESG なども配慮した複数目標を設定する企業が増えることにな
れば，この点もドラッカーの先進的かつ的確な指摘に時代がやっと追いついて
きつつあるといえると思われる．

（5）
の慣行に起因している．
」
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
るわけでもないが，このエピソードはこれからの会社のあり方，ひいてはこれ
からの内部監査のあるべき姿として理想的ではないかと思える．

第 2 に，社外取締役による攻めのガバナンス項目である経営陣の「監督」につ
いては，近年，従来の監査役会設置会社から，執行と監督を分けるモニタリン
グモデル（監査等委員会 or 3 委員会制）へ移行する日本企業が増えている中で，
社外取締役が経営陣のモニタリング（監督）機能を適切に果たしているかがポ

そして，一人ひとりが「自己管理による目標管理」を実現するとともに，自
らの強みをもって自己啓発をすることは，組織の目標と個のニーズを合致させ
る唯一の方法であり（6），われわれが目指すべきこれからの新しい社会，ドラッ

イントとなる．
そこで，コーポレートガバナンスの強化の取組みと企業価値向上への貢献との

（7）
カーの言う「自由で機能する社会」
を築いていく上での重要なポイントでは
ないかと考える．

関連性を参考文献（EY Institute 日本企業のＲＯＥの現状とコーポレートガバナ
ンス，2016 年）の分析結果をもとに検討する．ここではコーポレートガバナンス
の強化の取組みとして社外取締役の人数，企業価値向上への貢献度については，
目安となる指標である自己資本利益率（ROE）
の向上への貢献と捉えている．
分析結果としては，まず，①社外取締役の人数の平均値が年々上昇している

4. 最後に（ドラッカーと私）

こと② ROE の推移を見ると 2013 年以降は概ね伊藤レポートが示す 8％前後で
推移していることがいえる．ただ，ROE の内訳，時系列的な増減傾向までを確
認すると，コーポレートガバナンス強化の取組みと ROE の向上への貢献につ

と感じるところである．
今後は，ドラッカーの理論・哲学などについて，より理解を深めつつ，より
実践での成果をあげ，得た学びを社会に還元できる機会を少しでも増やせるよ

いての直接的な因果関係は存在しないという分析結果だった．
その理由しては，経営者・社外取締役ともに実際の業務・案件がうまく行く
かどうか（結果として目標が達成できるかどうか）に意識が傾いており，限ら
れた経営資源をどの事業に優先的に配分するかという意識が十分に高まってい

う小さいことからこつこつと始めて行こうとフィードバック手帳に記載したと
ころである．

ないのではないかという指摘が挙げられている．いずれにしても，コーポレー
トガバナンスを強化し，取締役会を有効に機能させるためには社外取締役の監
督が有効に機能することが大切であり，今後とも注視すべきと考える．

今回このような形でドラッカーと内部監査との密接な関係（?!）に触れるこ
とが出来るとは思いも寄らなかったが，自分の人生に責任を取ることを強く意
識してから，ドラッカーに学ぶことが人生のあらゆる面で羅針盤となっている

【参考文献】
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
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
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True Value to the Customer through Customer’s Eye:
Entrepreneurship of Japanet TAKATA
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Summary
In this paper, we consider “to see things through customer’s eye”, as a case of
Japanet TAKATA. TAKATA has grown based on customer’s eye. Generally, seeing
things through customer’s eye means to think in the viewpoint of the customer, In
this viewpoint, TAKATA has been offered new method for using or new goal to
various customers.
To see things through customer’s eye is not to accommodate the wish of the
customer. The important things is to produce customer’s unexpected output on the
extension of the customer’s eye, which is to create the true value of the customer.

（6）P. F. ドラッカー / 上田惇生訳『経営者の条件』ダイヤモンド社・2006 年・P 227
（7）P. F. ドラッカー / 上田惇生訳『ドラッカー 365 の金言』ダイヤモンド社 , 2005 年・P 53

【略歴】 ドラッカー学会会員 企画編集委員
公認会計士，GMO インターネット（株）勤務

はじめに
『イノベーションと企業家精神』第 12 章（1）には起業家としてのマネジメント
に関する章が設けられており，既存企業，社会的機関，ベンチャー・ビジネス
において，それぞれのマネジメント層が起業家として振る舞うべき内容が書か
れている．彼らには起業家精神を基盤に持つマネジメントが必要とはいえ，企
業の究極の目的は顧客の創造であるため，そのために必要なマーケティングと
イノベーションという 2 つの機能（2）を活かさなければならない．本稿では，起
業家に必要なマネジメントの一つである市場志向（for Market Focus）と顧客
目線による顧客ニーズの理解という 2 つの点から，起業家のマネジメントを考
えてみたい．
ここでは，事例としてジャパネットたかたを取り上げる．同社はテレビの通
販を通じ，創業後約 30 年で売上規模が 1 , 800 億円近くに急成長した企業であ
る．同社 CM での高田明前社長の独特の話しぶりは多くの人が知るところであ
る．CM から見られる高田明氏の人柄と，顧客への丁寧な説明は多くの顧客の
支持を得，同社成長の原動力となってきた．創業者である高田明氏による独自
のプロモーションと，成長企業としての背景にある同氏の考え方は，常に 顧
客目線（3）（4） というキーワードで，顧客の考えを理解しようとしていてきた姿
勢が伺われる．
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え，すなわち，同じ 顧客 という言葉ではあるが，顕在顧客と潜在顧客には差
があり，それぞれの顧客目線の先にある顧客ニーズには違いがあるということ
も考えていきたい．

1. ジャパネットたかたのこれまでの成長
1 . 1 ジャパネットたかたの創業と現在
創業者である高田明氏は，長崎県平戸市でカメラ店の次男として生まれる．
長崎県立猶興館高等学校を卒業後，大阪経済大学経済学部に進学する．大学時
代は英語の勉強に明け暮れ，卒業後は京都府内の株式会社阪村機械製作所に入
社し，東欧を中心に数年間海外赴任を経験する．翻訳会社を設立しようと退社
したが挫折し，1974 年から実家のカメラ店の手伝いを経て，1986 年 1 月，佐世
保市にカメラ店ジャパネットたかたの前身である株式会社たかたを設立してい
る．
当時は隣県である佐賀県の嬉野温泉の団体客を相手に撮影をし，その写真
を販売していた．夜の宴会を撮影し，その後店に戻り明け方の 3 時，4 時までか
かって現像し，翌朝 6 時には朝食会場にできた写真を並べ，お客様に買っても
らっていた．買ってくれるのは，婦人会や戦友会などの仲間意識の強いお客さ
んであり，かなりの成功を収めていた（6）．
その後，1990 年にはラジオショッピングをスタートした．この時のラジオ放
送で，2 万円のコンパクトカメラをラジオ通販で紹介したところ，1 日で 50 台
（半月分の売り上げ）が売れたことをきっかけに，ラジオ通販を始める（7）．1994
年には，深夜の 30 分番組でテレビショッピングがスタートする．1999 年には
「（株）ジャパネットたかた」を設立している．
2001 年には佐世保に自前のスタジオを開設した（東京スタジオは 2012 年に
開設したが 2014 年に閉鎖）
．社員を研修に行かせ，ハードだけでなくスタッフ
も自社の社員とした．このスタジオ開設の目的は，とにかくスピードであり，
それまでの CM は，製作会社とやり取りをして広告を作るため，1 ヶ月近くか
かっていた．そのため，新商品の紹介のはずが新商品で無くなっていた．この
問題を解決するために自前のスタジオとスタッフを準備したのである．朝入手
した新製品を，その日の夕方には紹介できるようになり，また，災害地にお見
舞いの言葉が言えるのも，自前のスタジオだからこそできることだった．
図 1 にジャパネットたかたの売上高推移（8）を示す．創業後順調に売り上げを

伸ばしてきたが，2004 年 3 月 9 日，利用者の顧客リストが社外へと流出してい
たことが発覚（9），この事件により，一連の広告活動や商品の販売を，同年 4 月 24
日まで自粛する（10）．自粛していた 1 か月半の間の営業損失はおよそ 150 億円に
なったと報じられている．
2010 年に売り上げのピークを迎えたが，その後 2 年連続して売り上げが減少
し，高田明氏は 2013 年には営業利益が過去最高にならなければ社長を辞める
と宣言して事業の引き締めを行い，同年，見事過去最高益を上げることができ
た．2015 年には社長を退任し，息子の高田旭人に譲ったものの，テレビ出演は
続けていた．しかし 2016 年 1 月にはテレビの CM 出演からも離れ，現在は「伝
える力」の伝道師として復興支援や地元観光の後押しをしている．
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はできるだけ避けたい．安富は，ドラッカー同様 顧客目線 を重視することは
望ましいことではなく，顧客至上主義は，顧客創造ではなく顧客迎合につなが
るものだと述べている（5）．そこで今回は，目線の主体である顧客についても考

133

19

本稿では，ジャパネットたかたの成長事例における重要なキーワードである
顧客目線 という観点から，ドラッカーのベンチャー企業のマネジメントと顧
客創造について考察していく．ただ， 顧客目線 という言葉を安易に使うこと
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図 1 . ジャパネットたかた売上高推移

1 . 2 企業としての成長プロセス
創業時における起業家の動機，モチベーションは様々な理由があり，起業家
が必ずしも崇高な理念からスタートした訳ではない．しかし，企業が成長する
につれ，起業家が，業務上の指示，事業計画の作成，予算配分，理念の伝達・教
育などを一人で行っていたものが，それらを一人で行うことができなくなり，
組織をマネジメントする必要性が生じてくる．ベンチャー企業の成長プロセス
には，様々なモデルが提唱されているが（11），一例として柳によるベンチャー企
業の成長モデルを挙げ（12），ジャパネットたかたの高田明氏の成長過程を俯瞰す
る．
柳によるベンチャー企業の成長モデルは，第 1 段階では「創業」
，第 2 段階は
「事業仕組みの構築」
，第 3 段階は「競争優位の確立」
，第 4 段階は「組織文化の形
成」である．
ジャパネットたかたに当てはめて考えれば，第 1 段階の「創業」では，すでに
父親の創業したカメラ店があったものの，独立して佐世保に株式会社たかたを
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設立し，旅館の宴会などの写真を撮り，それを販売している時期が該当するで
あろう．
第 2 段階の「事業仕組みの構築」では，高田明氏の特徴のある声，そして誠実

する組織文化が形成される大きな出来事であった．この事件を機に，同社はセ
キュリティに関するシステムに多額の投資をし，IC カード，有人モニター，監
視カメラ，生体認証を導入しセキュリティの強化を図った．

な話し方によりラジオ，テレビでの通販により，ジャパネットたかたが地元で
は有名になりつつあった時期であると考えられる．売上高が 50 億円に満たな
い時期ではあったが，視聴者やリスナーへの商品の配送は，もはや家内工業と

高田明氏の起業家としての成長プロセス及び企業としての成長プロセスは，
柳のベンチャー企業成長のプロセスモデルに沿って考えることができ，他のベ
ンチャー企業の成長プロセスモデルにおいても当てはめて考えることができ

しての梱包・配送ではとても捌ききれない量である．この時期には通販のビジ
ネスに必要な人材や設備，資金などの方向性が明らかになってきたと考えられ
る．
第 3 段階の「競争優位の確立」では，いかにして競争優位を確立するかとい
う時期である．競争相手に打ち勝つにはどのような戦略で，何を差別化すべき

る．
このように，高田明氏は氏独自の特徴的な個性を前面に出し，企業を成長さ
せてきた側面はあるものの起業家および企業としての成長は多くの成長プロセ
ス理論に当てはめることができる．

かを考えなければならない．この段階ではテレビでの通販が主力となり，全国
区の知名度を確立してきた時期である．例えば「金利手数料はジャパネットた

2. 高田明氏の起業家的行動

かたが負担いたします」などの差別化内容を宣伝してきた時期であろうし，高
田明社長自身の信念に基づき，丁寧さ，速さ，気配りなどコールセンターやク
レーム受付などが確立されてきた時期であると考えられる．また，高齢者がパ
ソコンなどの使用方法がわからない場合，直接サポートするなどのサービスが
挙げられる．こうしたサービスを実現するために，商品の仕入れ，コンテンツ

高田明氏のお客様に対する考え方は大きく 3 つの柱からなると考えられる．
1 つ目はお客様の立場に立って，その目的，用途，使用方法を考え，それを提案
する．メーカーが考えた用途は必ずしも顧客のニーズに合っているとは限ら

の制作，注文の受付，発送，アフターフォローまで社内にすべての部署を持つ
（13）
「自前主義体制」
を確立し，他社との差別化を進めたのもこの時期であるとい
える．
第 4 段階の「組織文化の形成」では，2004 年の顧客情報の流出が，組織文化を
形成するための大きな出来事であったと考えられる．2004 年 3 月，新聞でジャ
パネットたかたの数十万人分の顧客情報が流出したことが判明する．その直後
の対応として，①朝一番で役員会議を開き，朝 11 時には記者会見を実施．②朝
からテレビ，インターネットを即座に閉鎖．③ 50 日間の営業自粛．④内部調査
を実施し，警察発表の 30 万人分よりさらに多い 51 万人分の顧客情報の流出を
発表．⑤マスコミ対応は，質問がある限り記者会見を継続し，説明責任を全う
したなど，顧客に対して企業としての真摯な対応を示してきた．高田明社長自
身はもはや事業は終わりだと考えたが，一方では倒産することにより，従業員
の雇用が失われ，その家族も含めた生活を考え，倒産させてはいけないという
思いがあったという．
経営トップが迅速に対応し，説明責任を全うする．4 月という繁忙期で，売上
げが最も期待できる時期でありながら，利益を度外視して，企業の責任を明ら
かにするため 50 日間の営業自粛を行った．これにより 150 億円の減収となっ
たが，利益を優先する現代社会において，その利益よりもお客様に迷惑をかけ
てしまった責任を明確な形で経営トップが示したことは，従業員全員が企業の
理念，組織の思考を理解する最高の経験となったといえる．高田明社長の標榜

ない．2 つ目はそれを如何にわかりやすく伝えるかである．お客様の年齢層は
様々であり，必ずしも若年層，壮年層とは限らない．その用途により高齢者に
も分かりやすく伝えることが重要である．3 つ目はお客様の信頼を裏切らない．
お客様との接点であるコールセンターや，クレームを受け付けるカスタマーセ
ンターの対応はお客様満足度に大きな影響を与える．そのためセンターで働く
従業員はすべて自社社員としている．以上のような 3 つの柱から，高田明氏が
どのような考えでビジネスを進めてきたかを，インタビュー記事などを参考に
まとめていく．
2 . 1 さまざまなお客様の立場に立って使用例を考える．
企業が製品を開発し，それを広告する際には，用途や使用方法を説明するが，
それは企業がその機能を利用する最大多数と考えるメインユーザーにとっての
目的，用途，使用方法である．したがって，それ以外の顧客の目的，用途，使用
方法について説明することはほとんどない．
高田明氏はお客様の立場に立って考えることの重要性を，常日頃から社内
に向けて発信し，メインユーザー以外の目的，用途，使用方法を考えさせるよ
うにしている．メインユーザー以外とは，高齢者や子供であることもあり，少
なくとも発売当初考えていたターゲット層と異なるターゲット層である．この
ターゲット層であるお客様に思いを巡らし，商品の使用方法を提案することに
なる．
その商品が，お客様が常日頃から気になっていることが解決できる手段にも
なることを提案する．様々な使用例，同じ使用方法であっても異なる目的にも
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対応できることを提案している．例を挙げると IC レコーダーが代表例である．
IC レコーダーは会議内容の録音などに使用することを目的として開発された
ため，ビジネスマンがメインユーザーと考えられる．しかし，高田明氏は，そ

を重視しており，紹介する側に自分が入り込まないように心がけているところ
からも，お客様目線を重視していることが分かる．

の商品機能を異なる状況で使用できることを提案している．共働きのお母さん
が，学校から家に戻った子供に用件を伝えることができる機器として紹介す
る．あるいは高齢者がお医者さんの指示を家で再生することにも使うことがで

2 . 3 お客様の信頼を裏切らない
2004 年に顧客情報が流出した際の高田明氏の対応は，企業が利益よりもお客
様に迷惑をかけたという企業側の責任に対する対応を具体的な形で示したもの

きる機器として紹介している（14）．これ以外にも学生やビジネスパーソンが勉強

であり，企業の対応としては数少ない対応例となった．この事例から分かるよ
うに高田明氏のお客様の信頼を裏切らないという姿勢は，言葉だけの表面的な
ものではないことが分かる．さらにお客様の信頼を裏切らないという姿勢は，
コールセンターやカスタマーセンターの運用にも表れている．
ジャパネットたかたがお客様と接するのは，情報の発信側では主に高田明氏

や仕事に使う電子辞書を，親や祖父母が子や孫に英語を学ぶ楽しさを伝える機
器として紹介したり，カーペットや畳のなどのクリーナーを，梅雨や花粉飛散
で布団がベランダで干せない時期のダニの除去を目的とした布団専用クリー
ナーとして紹介している（15）．このように，メーカーが考えるメインユーザー以
外にも，その商品機能を必要とするターゲット層を見つけ出している事例は，
お客様の立場に立って考え抜くという姿勢から生み出されている．
2 . 2 いかにわかりやすく伝えるか
高田明氏の特徴は何といっても，長崎県平戸なまりの独特のイントネーショ
ンとあの甲高い声による商品説明である．その姿からは，高田明氏の誠実な人

であり，情報の受信側はコールセンターやカスタマーセンターである．いくら
顧客のことを思って情報発信を行っても，もう一方の情報受信側でお客様を蔑
ろにする対応があれば，おのずとお客様は離れていき，リピートもなくなる．
経営者と社員の思いが 1 つになるように，同社はクレド（企業理念）を制定し，
社員に徹底している．さらに，コールセンターではどのような質問が来ても各
担当者が対応できるように，情報の共有化を図り，2009 年にはコールセンター
とテクニカルサポートセンターを統合した新たなコールセンターを開設してい

柄が視聴者にも伝わってくる．ジャパネットたかたが全国ネットで知名度を上
げてきたころは，そのしゃべくりを面白く伝える記事も多かったが，その高田
明氏の経営姿勢が理解されるにつれ，そのような記事は減っている（16）．
高田明氏は，お客様へのメッセージを伝えるには，いくら上手にしゃべって
も相手には伝わらないので，心の中にある思いを自然体で表現することが大事
だと述べている（17）．商品に対する思いがあって，同社の理念を理解しているこ

多い中，このようにお客様との接点であるがゆえに，企業理念を共有化した社
員を配置させることは，まさにお客様の信頼を裏切らないという姿勢の表れで
ある．コンテンツ，受注，発送，アフターフォローまでを「自前主義体制（25）」を

とが最も大事だとしている．そのためジャパネットたかたでは，しゃべりのト
レーニング一切なく，台本すらない（18）．お客様に分かってもらうには，とこと

取ることも，お客様の信頼を裏切らないための組織づくりの一環であるといえ
る（26）．

んお客様の視点でしゃべることが大切であり，伝える側の人間の中に，しゃべ
りに対するおごりなどがあれば，お客様は敏感に感じてしまう．このため「自
分を捨てる」ことが大事だという（19）．
もちろん，思いだけでしゃべっているわけではない．メーカーが考えている
以上に幅広いターゲット層を想定して，例えば IT に弱い高齢者や中高年の女

高田明氏はコールセンターこそが成長エンジンを担うとしており，要望や
クレームは精査して，社内はもちろん，取引先メーカーにもフィードバックし

性などにも分かりやすく伝えるために多くの工夫をしている．例えば，専門用
語や決して難しい言葉は使わない．複数の優れた機能があっても，一度には紹
介しない．目的が明らかでも，それを使う具体的なイメージが難しい場合は，

営トップは多い．それはクレームこそリピーターを確保し，新たな市場の開拓
に大きな影響を及ぼすからである．

使用する生活シーンを再現して伝えることもある．それにテレビなどでは，32
インチの液晶テレビと伝えるだけではなく，横何 cm，縦何 cm という情報まで
伝えている．またわかりやすく伝えるためには，話のスピード，声のトーン，間
などにも配慮している（20）（21）（22）（23）．
このように，お客様に伝えることに対しても，徹底してお客様の立場，目線

る．その後，持株会社化した際はコールセンター部門を独立会社とし，正社員
100 % の会社へと移行させている（24）．コールセンターなどを外注化する企業が

て改善している．クレームの背景を読み解きながら，お客様の声を一つひとつ
改善していく姿勢が，お客様の信頼を生み，新たな市場を開拓しているのであ
る（27）．高田明氏に限らず，このようにクレームに対して自ら目を通している経

3. 起業家の考える顧客目線
3 . 1 企業目線
（28）
『イノベーションと起業家精神』15 章「ベンチャーのマネジメント」
には，
ベンチャー企業におけるビジネスのマネジメントとして 4 つの項目が書かれて
いる．1 つ目は市場に焦点を合わせること，すなわち市場志向が必要である．2
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つ目は財務上の見通し，3 つ目はトップマネジメント・チームの構築，4 つ目は，
創業者はいかに自らの役割，責任，位置づけを明らかにし貢献できるかであ
る（29）．2 番目から 4 番目の項目は，ベンチャー企業の成長過程で組織に求められ

（31）
けである」
というドラッカーの言葉が，十分検討をしていない企業目線での
失敗事例を説明している．そして「顧客が価値とするものは，あまりにも複雑
であって彼らにしか答えられないものである．憶測しようとしてはならない．

る内容であり，起業家が起業家としてスタートする際に，あるいはスタート前
から有していなければならないのは 1 つ目の市場志向である．

常に顧客のところに行って答えを求める作業を系統的に行わなければならな
（32）
い」
のである．

この章でドラッカーのあげる事例から，成功するアントレプレナーがどのよ
うな市場志向を持たなければならないかを考えていきたい．市場志向の事例を
まとめれば大きく 2 つに分けることができる．1 つ目は新製品が世に出ても，そ
の使用者は少ないと考えられていたが，実際には使用者が飛躍的に増加した事
例．2 つ目は新製品が本来の目的と違う目的で使用されたにも拘らず，市場に
広く普及した事例である．
ゼロックスの採用，ジェット機の大西洋航路の就航，コンピューターの使用
は前者であり，DDT，スコッチテープ，ノボカイン，原動機，ナイロンは後者
の例である．ノボカインの発明者は，それが本来の外科の全身麻酔に使用され
るのではなく，歯科医に使用されたことに対して非常に腹を立てていた．一方
ではスコッチテープの用途が本来の目的でないところで使用されていることを
知った 3 M は，新しい市場が存在することを直ちに知り，予期せぬ市場に販売
するようになった．市場志向を持つ起業家は後者である．企業あるいは発明者
が，当初考えた製品の使用目的やサービスの利便性が予期せぬ市場で使用され
たとしても，その予兆を的確に把握し，真の顧客ニーズを理解すること．それ
により自らの考えを柔軟に変更していくことが市場志向であり，その柔軟性を
持つことが起業家にとって必要である．
ドラッカーは，製品やサービスの意味を決めるのは顧客であって生産者では
ないことを常に思い起こし，企業が顧客以上に知っていると思うことは非常に
危険であると述べている．予期せぬ成功ですら，侮辱としてではなく成功の機
会としてとらえる柔軟性が起業家や企業には必要なのである．
ではなぜ，ドラッカーがこのように市場志向の重要性を述べるかといえば，

3 . 2 顧客目線
前節でいえることは，企業目線で開発した製品やサービスを顧客に提供して
はならないということである．製品やサービスの意味を決めるのは顧客であ
り，少なくとも顧客の立場に立った目線で製品の意味を考えなければならな
い．しかし，顧客目線だからと言って，常に真のニーズが分かるわけではない．
マーケティングで顧客のニーズについてアンケート調査を行っても，顧客は
現在あるものだけを想定して回答をする．この回答をもとにして，顧客の真の
ニーズは知ることはできない．市場アンケート調査で上位の項目ではないか
らといって，そこに真のニーズはないと判断することはできない．かつて，掃
除機の機能に期待する項目をアンケート調査すると，騒音が低いもの，軽量，
コードレスなどが上位に挙がっていたが，排気がないことは第 7 位で上げられ
ていた．しかし，当時そのような掃除機は存在せず，ほとんどの人がその掃除
機をイメージすることさえ難しかった．しかし，ある家電メーカーが排気を循
環させ，排気をなくした掃除機を販売し大ヒットした．
iPhone をいきなり見せられても，多くのアンケート回答者はすぐにほしい
と回答することは難しいであろう．日本でも，ウォークマン，ポカリスエット，
カップヌードルなども，発売に関しては社内の大多数が反対であり，その反対
を押し切って発売している．しかも最初の売り出しは，非常に低調であったが，
やがて爆発的なヒットになっていったという経緯が多くの書籍で紹介されてい
る．このように顧客がその製品を見たことがなく，容易に用途や使用方法をイ
メージできない製品やサービスに対して，顧客は答えようがなく，それが真の
ニーズであっても市場調査からは見出すことができない．ドラッカーも，「マ
ネジメントの教科書はこのような問題の解決策として市場調査を教える．しか

それは企業が往々にして自らの目線で，製品やサービスを提供してしまうから
である．経営学の書物には，企業側の研究者が，本当に必要なものを自分たち
のほうが市場よりもよく知っていると判断し，市場を啓蒙するために開発した
製品が，全く売れなかったという事例も数多く記載されている（30）．すなわち，
企業側が自らの目線で顧客ニーズを勝手に忖度し，モノづくりを行うことは非
常にリスキーであり，企業側の傲慢とも受け取られかねない．十分な検討もな

し間違った処方箋である．新しいものについて市場調査することはできない．
市場に出ていないものを市場で調査することは不可能である（33）」と述べてい
る．
このように，顧客自身の目線でとらえても，それが顧客自身の顧客ニーズで

く，往々にして企業目線を顧客の立場に立った目線として判断し，失敗するこ
とは多い．
「メーカーは合理的に行動しない顧客のことをこぼす．しかし合理的に行動
しない顧客などいない．昔からいわれるように，いるのは不精なメーカーだけ
である．顧客は合理的に行動する．単に顧客の事情がメーカーの事情と違うだ

あるかどうかすぐには判断が付かない場合がある．すなわち，多く顧客は現状
を所与の条件として，その製品やサービスを見て，使用しているだけであるか
ら，顧客の考えは，改良や低価格にするというレベルでの要望に留まることに
なる．
『イノベーションと企業家精神』第 15 章で事例として挙げた DDT は，最初兵
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士を熱帯の害虫や寄生虫から守るために開発されたが，やがて家畜や作物を守
るために使われるようになった．これは DDT のメーカーだけでなく，最初の
顧客である軍隊にとっても想定外の使い方であったに違いない．おそらく軍の

アウトプットを提供できなければならない．そしてその製品・サービスが，サ
イズ，デザイン，機能，性能，価格，信頼性，利便性，顧客満足度等において顧
客の想定以上であるならば，その製品・サービスは広く市場に受け入れられる．

担当者目線では，もっと安く，もっと効果の高い DDT を要望したであろう．ノ
ボカインや原動機付自転車の原動機も，最初の顧客は想定しなかった用途を，
他の顧客が見出したことになる．このような現在の顧客を対象とする限り，企

顧客と同じ目線でスタートしながらも，顧客の想定以上のアウトプットを提
供することは，何も製品やサービスそのものに限ったことではない．同じ製品
であっても，新しい用途，使用法を顧客に提供することで，顧客の想定以上の

業がその要望に従って，新しいアウトプットを提供しても，大きな成功は得ら
れない．

アウトプットを提供することとなり，新たな価値創造につながる．
ジャパネットたかたの高田明氏も，企業よりもよりお客様に近い立場で，商
品をお客様に提供してきた．そして，IC レコーダーの例が示すように，新しい
顧客に，新しい用途，使用方法を知らせることにより新しい価値を提供してき
た．また，お客様の要望を企業に伝え，製品の改良を提案することで，企業が想

3 . 3 顧客価値の創造
顧客目線の延長線上にあり，企業がアウトプットとして顧客に提供できるも
のは新たな顧客価値がなければならない．顧客にとっての価値創造がなけれ
ば，起業家として成功することは難しい．
『イノベーションと企業家精神』第

定もしなかったターゲット層に，新たな価値を提供することができる．
起業家には，予期せぬ用途や顧客の使用方法から顧客ニーズをつかみ取り，

（34）
19 章「価値の創造」
には，社会環境が大きく変化しても顧客創造が変わらな
い真理であることを示すために，4 つの戦略「効用の創造」，
「価格の設定」，
「顧
客の社会的・経済的現実への適応」
，
「顧客にとって価値あるものの提供」が述
べられている（35）．これら 4 つの実現には徹底的な検討を要し，それらそのもの
がイノベーションであるとした（36）．

柔軟的思考をもってイノベーションとして取り組むことが重要である．しか
し，顧客自身が予期せぬ使用方法，用途，効用を見出し，新たな価値を創造す
ることも重要である．起業家が顧客目線を有しながら，顧客が予期せぬ製品や
サービスを提供することはまさに起業家的である．

企業の目的は顧客の創造であるが，企業が何であるのかを決めるのは顧客で
ある．企業が顧客の価値を創造することで，企業そのものが定義されていくこ

4. 顕在顧客と潜在顧客

とになる．ドラッカーも「逆に，企業が何であるかを決めるのが顧客である．顧
客だけがその支払いの意思によって，資源を富に変え，物を商品に代える．（中
略）顧客が買っていると思うもの，価値ありとするものが，決定的に重要であ

ドラッカーは，マーケティングは単に市場調査と市場分析にとどまらず，そ
の調査と分析に基づいて，技術や設計や生産の各部門に対し，顧客が何を求め，
いつどこで求め，いかなる価格で支払ってくれるかを示すものであり，さらに

る．それらのものが，企業が何であり，何を生産し，繁栄するか否かを左右す
（37）
（38）
る」
と述べている．すなわち，企業は顧客創造のために，顧客にとっての
価値を創造し，その価値によって，自らの存在意義，役割，位置づけを見出すこ
とができる．

GE の年次報告書を引用し，販売，流通，アフターサービス，製品開発，生産日
程，在庫管理においても主導的な役割を果たすものであると述べている（39）．
そして，市場調査に留まるマーケティングは，単に顧客の要望を聞くだけで，
顧客創造にはつながらないとしている．また安富も，顧客至上主義は自分を見

したがって，起業家においても，顧客の立場に立ち，顧客価値を創造する製
品やサービスを提供しなければならない．そのことによって，自身の企業が何
であるかを知ると同時に顧客創造にもつながっていく．それ故，起業家のもつ

失って顧客迎合になってしまい，顧客の意見ばかり聞いていると，顧客の意見
で耳触りの良いものだけを選択し，自分も知った気になることを危惧してい
る（40）．

顧客目線の延長線上にあるものは，顧客にとって価値のあるアウトプットでな
ければならない．当然企業目線で考えるアウトプットであってはならないし，
現状における改善や低コストを要望する顧客目線であってもならない．そのよ
うなアウトプットである限り，真の顧客価値ではない．
したがって，企業家には顧客目線の延長線上に，顧客も想定もしなかった製

この章では，顧客目線という言葉における 顧客 という言葉について考え
てみたい．顧客の声には単なる 要望 もあれば， クレーム もある．この両
者には大きな差があり，顧客の 要望 は現状の製品やサービスに満足してい

品の機能，サービス，用途を提供することが求められる．優れた起業家は，顧客
と同じ目線でスタートしながらも，その延長線上のアウトプットには顧客が考
える以上のアウトプット，それはまさに顧客の予期せぬ製品・サービスである

る顧客が，企業に対して新たに述べる期待である．一方， クレーム はいまだ，
現状の製品やサービスに満足していない顧客が，企業に対して述べる不満であ
る．こうした，顧客の違いを考えることで，上に述べたドラッカーや安富が問
題としている顧客からの意見について考えてみたい．
この違いについて，統計学の世界でよく引用される事例を挙げてみたい．第
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2 次世界大戦中，統計学者のエイブラハム・ワルドは，敵からの攻撃に対する戦
闘機の脆弱性について調査していた．入手したデータはいずれも，ある部分の
被弾頻度が他の部分のそれよりも過度に多いことを示していた．当然，軍関係

そ，企業あるいは起業家にとって，コミュニケーションの相手となる顧客の選
定が重要になる．また，ドラッカーは，我々の事業は何かという問いは，事業の
開始時や危機においてのみ発すべきものではなく，事業が成功しているときに

者は，この頻度の多い部分を補強すべきであると結論した．しかし，ワルドの
それは全く正反対のものだった．いわく，最も被弾の少ない部分を補強すべき
である．彼の意見は，データに内在する選択バイアスを踏まえたものだった．

こそ発し，十分に検討することが必要である（45）と述べている ．それゆえ，その
時々での顧客の選定には慎重さが求められるのではないだろうか．

得られたデータは帰還した戦闘機ばかりのものである．ワルドは次のように推
論した．致命的な部位に被弾した場合，帰還できる可能性は低くなる，逆に，被
弾しても帰還した戦闘機は，そのような致命的な部位に攻撃されたのではな
かったと考えられる．それゆえ，ワルドはこのように主張した．被弾に耐えて
帰還した戦闘機の傷んだ部分を補強しても何の効果もないと（41）（42）．
卑近な例をあげれば，味が不味くて流行らないラーメン店がある．1 日の客
数はせいぜい 10 人程度である．味が不味いにも拘わらずラーメンを食べにくる
客に対して，店主は「どうすれば客が増えるか」と要望を聞いた．来店していた
客からは「店のブラウン管テレビを，画面の大きな薄型テレビにしてほしい」
，
「製氷機付きの給水器がほしい」
，
「最新号の雑誌を置いてほしい」との要望が
あった．この要望は，今店に来ている顧客の要望であり，顧客ニーズであるこ

高田明氏はクレームをつけるお客様，あるいは相談を持ち掛けるお客様を非
常に大切だと考えており，コールセンター，カスタマーセンターこそが企業成
長のエンジンだと述べている（46）．すなわち，クレームをつける顧客，相談を持
ち掛ける顧客，あるいは一度は購入したがクレームをつけずに離れていった顧
客が新たな顧客創造につながる顧客であり，顧客にとっての価値を教えてくれ
ている顧客である．したがって，このような顧客の声を聴くことができるコー
ルセンター，カスタマーセンターこそが重要だと考えているのである．
ただ，現在のジャパネットたかたを考えれば，コールセンター，カスタマー
センターだけでは，一度も買おうとしない，あるいはクレームをつけずに離れ
ていった顧客のニーズは見出すことはできない．これらの顧客の要望を知るこ
とができれば，新たな顧客創造に繋がる．

とには間違いない．店主は奮発して，テレビは薄型テレビにし，製氷機付きの
給水器を備え，毎週最新刊の雑誌を届けてくれるよう書店と契約した．

5. まとめ

その後の結果は明らかであろう．客は増えなかった．肝心の味が不味くても
来店する客は，致命的な部位に被弾することなく帰還した戦闘機と同じであ
る．集客を左右する味に対して何ら不満を感じない客であるからだ．致命的な
部位に被弾して帰還できなかった戦闘機は，この店で一度ラーメンを食べ，そ
の味の不味さから，二度とこの店に来るものかと誓った客である．
したがって，顧客創造には顧客ニーズを考える必要であるが，その際，味に

ドラッカーは，予期せぬ顧客，予期せぬ市場の存在を見つけた際に，その真
のニーズを見出し，素早く対応することが市場志向であり，この市場志向が起
業家にとって必要なマネジメントの一つであるとした．市場志向があってこ

不満を感じず来店する顧客の要望を聞いたとしても，顧客の真のニーズにはな
りえない．これでは大多数の潜在顧客のニーズを知りえるには至らない．すな

いし，現状の改良，低価格化だけを望む顧客目線の延長線上に，企業のアウト
プットを提供してもならない．優れた起業家は，予期せぬ市場のニーズを受け
入れるだけでなく，自らが，市場が予期せぬ製品，サービス，目的，用途，使用
方法を提案できなければならない．それは顧客目線と同じ目線でありながら，
徹底的に，体系的に考えることで，顧客目線の延長線上に顧客が予期せぬ製品

わち，致命的な欠点に対しても不満を感じない顧客の要望は，企業や起業家が
新たに提供すべきアウトプットになり得ないのである．
既存の顕在顧客から要望を聞くということは，顧客創造の前提となる我々の
事業は何かを問うにあたり必要な「顧客はだれか」，「顧客は何を価値あるもの
とするか」という問い（43）における顧客を，安直に選定したことになる．従って，
顧客のニーズを把握するために要望を聞かなければならない顧客とは，クレー
ムをつける顧客であり，あるいは相談を持ち掛ける顧客であり，一度は購入し
たがクレームをつけずに離れていった顧客であり，一度も買おうとしない顧客
である．
顧客創造に必要なマーケティングは，顧客とのコミュニケーションを通じて
己が何者かを知り，その結果我々の事業は何かを知ることである（44）．だからこ

そ，正しいマーケティングを行うことができ，間違ったマーケティングを行わ
ないためにも，市場志向という方向性を常に起業家は示さなければならない．
起業家は，もちろん独断による企業目線で顧客のニーズを憶測してはならな

やサービスのアウトプットを提供することである．
ジャパネットたかたの高田明氏は徹底した顧客目線で，顧客にどのように伝
えるのかを考え続け，顧客が想像もしなかったものを提供してきた．同社成長
の背景には，顧客目線の延長線上に，顧客が予期せぬ製品やサービスの目的，
用途，使用方法を数多く提供してきたことが大きく関わっている．顧客の予期
せぬものを提供し続けた高田明氏は，まさに起業家的である．
さらに，顧客目線という言葉の 顧客 について，その意味を細分化する．顧
客目線で顧客創造をすることは危ういと危惧されるが，まさに顧客目線の延長
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線上に，顧客が考えるアウトプットを企業が提供するのであれば，それは顧客
迎合となる．それを避けるために，現状に満足している顧客を顕在顧客と呼び，
クレームや相談を持ち掛ける客，一度は購入したがクレームもつけずに離れ
ていった客，まだ購入したことのない客を潜在顧客とするならば，それぞれ異
なった顧客として考えるべきである．そして，両者の目線の延長線上のアウト
プットを考えるならば，それらは大きな差がある．顕在顧客の目線の延長線上
にアウトプットを見出すのであれば，失敗のリスクは上昇し，潜在顧客の目線
の延長線上にアウトプットを見出すのであれば，失敗のリスクは低減する．
エイブラハム・ワルドの事例からも分かるように，顕在顧客の目線の延長線
上のアウトプットには大きな成果は期待できない．しかし，潜在顧客は少なく
とも現状に満足していない顧客であり，その潜在顧客の目線の延長線上のアウ
トプットは，今までにない新たな顧客価値につながるアウトプットである可能
性が高い．
今回，ジャパネットたかたの事例から，顧客目線について考えてきたが，こ
の目線という言葉が広く使われだして 20 年近く経つ．この顧客目線という言
葉は，いつしかお客様の絶対的なニーズあるいは要望を表すかのような意味で
使われることも増えてきた（47）．そのように顧客目線という言葉を解釈すること
は，すべての顧客の要望を受け入れることであり，それは顧客迎合となり，ド
ラッカーの顧客の創造には結びつかない．マーケティングを通じて顧客の創造
を行うには，顧客の意見に耳を傾けなければならないが，その顧客は慎重に選
ばなければならないというのが本稿での結論でもある．ドラッカーは 顧客
という意味をどのように考えていたのだろうか．そのヒントは『現代の経営』
などにおいても与えてくれているが，この顧客目線という言葉を通じても， 顧
客 の意味を再度，考えていきたい．
【注】
（1）P. F. Drucker［1985］, pp. 143 - 146.（ドラッカー，上田惇生訳（2007 年），pp. 166 - 169．）
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（3）知的漫遊紀行：http：//plaza.rakuten.co.jp/ryu32/diary/200610050000/（2016 年 9 月 18 日閲覧）
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葉の出現回数を調査すると 1982 年は 2 件，1985 年は 1 件，1987 年は 8 件，1988 年は 2 件，
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佐世保市の風景などを映した環境映像を流していた．
（11）ラリー・E・グレイナー「企業の成長 5 段階」，アゼディス「組織の PAEI ライフサイクル」，
柳孝一「ベンチャーマネジメントの変革モデル」などがある．
（12）柳［2003］，pp.147 - 149．
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『宣伝会議』
［2012］，pp.12 - 14．
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［2014］，pp.26 - 29．
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（29）P. F. Drucker
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（34）P. F. Drucker
［1985］, p. 243 - 252（ドラッカー，
.
上田惇生訳（2007 年），p. 296 - 308．）また，
ドラッカーは同書において「これらの例は当たり前のことと思われるかもしれない．多
少なりとも頭を使えばだれでも同じ戦略を考えるのではないかと述べている．
（p. 250 .
（上田惇生訳（2007 年），pp.305 - 306．））
（35）三浦［2014］，p.103．三浦は 4 つの戦略を，by creating utility を「効用の創造」，by pricing を
「価格の設定」，by adaptation to the customer s social and economic reality を「顧客の社会的・
経済的現実への適応」
，by delivering what represents true value to the customer を「顧客にとっ
て価値あるものの提供」と表現している．また，三浦は，これら 4 つの実現には，徹底的な
検討を要するとしている．
（36）P. F. Drucker
［1985］, p.243.（ドラッカー，上田惇生訳（2007 年），p.296．）また，ドラッカー
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は同書において「これらの例は当たり前のことと思われるかもしれない．多少なりとも
頭を使えばだれでも同じ戦略を考えるのではないかと述べている．（p. 250（上田惇生
.
訳（2007 年），pp. 305 - 306．））高田明氏が新しい用途や使用方法の提案，金利負担など推
し進めてきた内容はこの 4 つの戦略に当てはめることができるため，氏の活動は顧客に
とっての価値創造でもある．
（37）P. F. Drucker
［1947］, p.37.（ドラッカー，上田惇生訳（2006 年），pp. 46 - 47．）
（38）P. F. Drucker
［1973］, p. 61（ドラッカー，
.
上田惇生訳（2006 年），pp. 73 - 74．）
『現代の経営』
と『マネジメント』に類似の表現がみられたが，ここでは『マネジメント』の日本語訳を
掲載した．
（39）P. F. Drucker
［1954］, p39.（ドラッカー，上田惇生訳（2006 年），p. 49．）
（40）安富［2014］，pp.94-97．
（41）Jerker Denrell
［2 0 0 5］Harvard Business Review, Selection Bias and the Perils of Benchmarking
（ジャーカー・デンレル：西尚久訳『Diamond Harvard Business Review』2005 年 7 月号，
pp.88 -95．』）
（42）Marc Mangel, Francisco J. Samaneigo
［1 9 8 4］, Journal of the American Statistical Association,
Abraham Wald’s Work on Aircraft Survivability , Vol.79, No. 386 , pp. 259 - 267 .
（43）P. F. Drucker
［1973］, p.86（ドラッカー，上田惇生訳（2008 年），p. 109．）
（44）安富歩［2014］，pp.94-97
（45）P. F. Drucker
［1954］,p.51.（ドラッカー，上田惇生訳（2006 年），p. 65．）
（46）
『経済界』
［2010］，pp.10-13．
（47）伊丹，伊藤，沼上，小川［2002］，pp. 206 - 213．
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を論じた書であるということができる．要するに，経済学的なイデオロギーが
世界を規定した時代は終わるということである．このことこそが，産業革命を
起点として西洋で始まった前回の歴史の転換の次に来るべき，今次の歴史的転

A Study of the “Post-Capitalist Society”

田中文武

Fumitake Tanaka

（本会会員）

Summary
“Post-Capitalist Society” was written by Drucker in his later years. In this essay,
I deal with the philosophical background and existing issues of the work, such
as Economic Development, Diplomaism, Economic Crisis, Deflation, Corporate
Governance, and others.

換の最大の特徴といえるだろう．
「本書は幅広い領域を対象とする．ポスト資本主義の社会を扱い，政治体制を
（2）
．ドラッカーは『ポ
扱う．そして，知識そのものに関わる新しい課題を扱う」
スト資本主義社会』の主要な論点として，
「社会」
，
「政治」
，
「知識」の三つを挙
げ，同著を三部構成（第Ⅰ部「社会」，第Ⅱ部「政治」，第Ⅲ部「知識」）としてい
る．彼はこれらの領域を，
「重要な順に並べたわけではない」
「予測が容易な順
に並べた」として，そのうちの「知識」が重要な要素でありながら最も予測が難
しいものとしている（3）．
ポスト資本主義社会の経済的側面についてドラッカーは，「資本主義の主要

1. はじめに
『ポスト資本主義社会』
（Post-Capitalist Society）は，1993 年，ドラッカーが
83 歳のときの著作である．本稿は，ドラッカーが提示した「ポスト資本主義社
会」の思想的背景を考察し，発刊から 20 年余りを経た同著の今日的な論点につ
いて筆者の見解を述べる．

2.「資本主義と国民国家の時代を改めて見直そうとするもの」
「われわれはいま，ポスト資本主義社会へと移行し，ようやくこれまでの資
本主義と国民国家の時代における社会，経済，政治の歴史を検証し，修正する
ことができるところまできた．したがって本書は，われわれがあとにしつつあ

機関は残る．銀行をはじめとするいくつかの機関も，これまでとは異なる役割
を担うようになるかもしれない．だが，生き残るだろう．」という．そしてポス
ト資本主義社会の経済活動は，
「自由市場を使用する」という（4）．ポスト資本
主義社会の主要な経済資源は「知識」であり，「ポスト資本主義社会における
経済的な課題は，知識労働と知識労働者の生産性である」としている（5）．注目
すべきは，ドラッカーいわく「 ポスト の言葉を冠されたものに，永遠のもの
はない．永続するものさえない．今日のわれわれの時代は，まさに転換期であ
る．
」と序章で述べていることである（6）．未来の社会が，本当に我々の望むよう
な知識社会になるかどうか，どのようなものになるかさえまだわからないとし
ている．要するに，ドラッカーの提示した「ポスト資本主義」とはすなわち「転
換期の課題」であり，
「知識社会」とは，1993 年に同著が書かれた当時における
「我々の望むもの」なのである．

（1）
る時代を改めて見直そうとするものである」
．ドラッカーは『ポスト資本主義
社会』の序章でこのように述べている．1989 年にベルリンの壁が崩壊し，1991

3. 経済発展の理論家としてのドラッカー

年にソ連が解体されて冷戦が終わった．
『ポスト資本主義社会』が出版された
1993 年は，世間が資本主義の勝利を信じてやまなかった時代だ．そんな時代に
ドラッカーはなぜ ポスト 資本主義社会，すなわち 資本主義の終わり を敢
えて論じたのだろうか．
「資本主義」の定義はその論者ごとに様々であるが，その理論の中核を構成

文筆家としてのドラッカーの，職業人生における最大の関心事とは何か．18
歳から博士号を取得するまでの 4 年間， 働きながら学ぶ という学生生活をハ
ンブルグとフランクフルトで過ごした若き日のドラッカーの職業生活のはじま

するものが「近代経済学」であることは一般的に認識されている．ドラッカー
の『ポスト資本主義社会』を考えるときの最も重要な点として，わたくしは，同
著が経済学の書ではないということをはじめに指摘したい．言い換えれば，ド
ラッカーは次に来る時代を論じるための基礎を経済学に置こうとしていないの
である．この点で『ポスト資本主義社会』は，マルクス経済学が規定したマルク
ス主義でも，あるいは近代経済学が規定した資本主義でもない，新しい世界観

りは，社会が全体主義に染まろうとしていた時代であった．夕刊紙の記者時代
にナチスの台頭と文明の崩壊を目撃し，24 歳のときにイギリスに逃れた．イギ
リスではエコノミストとして職業人生を再出発させ，さらにアメリカに渡って
転職し，文筆活動を本格化させたのである．1942 年の『産業人の未来』以降，彼
の最大の関心は「自由で機能する社会」の実現と維持のための方策を考え抜き，
伝えることにあった．若き日に文明の崩壊を目の当たりにしたことが，そのよ
うに彼を動機づけたとみて間違いないだろう．渡米後にドラッカーが注目した
のは，GM
（ゼネラル・モーターズ）をはじめとするアメリカの大企業であった．
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アメリカの産業社会の発展が中流階級を育て，経済発展を基礎とする自由で機
能する安定した社会を実現させた．ドラッカーはそのような社会の主役，経済
成長の機関としての企業組織を論じたのである．自由で機能する社会のモデル
として，戦後のアメリカの大企業とアメリカの社会を彼は観察し，描写し，伝
えた．経済発展の継続のために企業の生産性の向上を訴え，知識の生産性を上
げることこそマネジメントの責任であると説いた．これらの仕事は誰の真似で
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ティ，個人のニーズを満たすためである．組織は目的ではなく手段である．し
たがって問題は，その組織は何かではない．その組織は何をなすべきか，あげ
（12）
るべき成果は何かである．
」

5. 新しい価値の源泉は，マーケティング・イノベーション・生産性

もなかった．ドラッカーがその道のフロンティアであった．ゆえに彼の著作群
にみられる企業組織とそのマネジメントに関する理論を総称して「経済発展の
ドラッカー理論」と呼ぶことができるとわたくしは思う．これを経済学風に言
い換えれば，
「ドラッカー流 諸国民の富 （国富論）」である．
文筆家ドラッカーの最大の関心は， 経済発展の理論 にあった．そのために

1954 年の『現代の経営』においてドラッカーは，「企業には二つの基本的な
（13）
機能が存在する．すなわち，マーケティングとイノベーションである．」
とし
たうえで，事業とは何か，利益とは何かを明らかにするにあたり，
「利益は原因

彼はマネジメントの体系を 1973 年の著書『マネジメント』までに確立し，1969
年の著書『断絶の時代』を起点として組織社会論を政治学に還元させた（7）．ド
（8）
といいながらも，資本主義経済をめぐ
ラッカーは自身を「経済学者ではない」
る戦後の論壇の中心で大いに経済発展を論じた．そして文筆家というよりむし

ケティング」
「イノベーション」
「生産性」の三つの要素のいずれも向上させ，利

ろ社会思想家と呼ぶにふさわしい業績をのこした．これがドラッカーの職業的
関心と業績についてのわたくしの見方である．
本稿では以下，ドラッカー流の国富論の文脈から経済発展のためのどのよう
な思想が生まれ，どのようにして『ポスト資本主義社会』にたどり着いたのか
を評論してみたい．

4. あらゆる組織は社会的機関であり，企業は特に経済成長の機関
である
（9）
「未来は，利益の蓄積としての資本の力によって築かなければならない」
．
（10）
「経済発展とは，新しい雇用に必要な資本の増大のことである」
．これらの主

張はドラッカーの経済発展の理論の中核であり，1946 年の著書『企業とは何
か』以降，同様の一貫した主張が繰り返されていることを彼の作品にみること
ができる．
ドラッカーは 1954 年の著書『現代の経営』で，企業を経済成長の機関として
位置づけ，事業の目的は顧客の創造であると主張した．「企業とは何かを理解
するには，企業の目的から考えなくてはならない．企業の目的は，それぞれの
企業の外にある．事実，企業は社会の機関であり，その目的は社会にある．企業
（11）
の目的として有効な定義は一つしかない．すなわち，顧客の創造である．」
1973 年の著書『マネジメント』では，あらゆる組織が社会的機関であるとし
て，組織に固有の社会的な目的の実現こそがその組織の成果であると主張し
た．
「企業をはじめとするあらゆる組織が社会の機関である．組織が存在する
のは，組織それ自体のためではない．社会的な目的を実現し，社会，コミュニ

ではなく結果である．それは，マーケティングとイノベーションと生産性に関
（14）
わる仕事ぶりの結果である．」
と述べた．社会的機関としての企業は，「マー
益（成果）をあげなければならない．これらの三つの要素が，新しい価値を創出
するための源泉である．三つの要素をマネジメントし，成果をあげることが企
業の社会的責任である．企業の利益こそが，新たな雇用を生み人々を豊かにす
るための資本の源泉であり，経済発展の源泉である．ドラッカーの経済発展の
理論のエッセンスを端的に表現するとすれば，このようになるだろう．

6. 生産性研究の父としてのドラッカー
1954 年に『現代の経営』が発表された当時の世界情勢は，戦後でありながら
次の戦争の始まりを予感せざるをえないような緊張感がまだ残っていた．それ
ゆえドラッカーは戦争を意識した経済発展の必要性を論じている．「長期の冷
戦による経済負担に耐えるには，経済発展を引き続き進めなければならない．
冷戦は平時経済を拡大すると同時に，国防上のニーズに即応できる能力を要求
する．国民経済に対し，平時生産から戦時生産へ瞬時に移行するという未曾有
の能力を要求する．われわれが生き残れるかどうかは，それらの要求を満たす
ことができるか否かにかかっている．そしてそれらの要求は事実上，何にもま
（15）
してマネジメント，特に大企業のマネジメントの能力に対する要求である」
．
自由市場を通じて大企業が牽引する一国の経済発展の理論は，社会の富が上層
から下層へと浸透して全体を豊かにすることを期待するトリクルダウンの考え
方に近い．これは特に戦時や戦後復興期の経済発展，あるいは開発途上国の経
済発展に不可欠の理論だということができる．ドラッカーは 1942 年の『産業人
の未来』で戦後アメリカの産業社会を構想し，1946 年の『企業とは何か』でこ
の構想を「自由企業体制」と名付け，具体的に論じた．その論旨を端的に表現す
（16）
れば，
「経済発展を社会の目標にする」
となるだろう．1954 年の『現代の経営』
では生産性の意義とコンセプトに言及し，「生産性とは，最小の努力で最大の
成果を得るための生産要素間のバランスのことである．生産性の向上は肉体労
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働によっては実現されない．逆にそれは，肉体労働をなくす努力，肉体労働を
他のものに置き換える努力によってもたらされる．一国の経済発展にとって最
も重要な要因は，ブレーン形成率，すなわち想像力とビジョンをもち，教育を
受け，理論的，分析的な能力をもつ人たちの算出率である．
」と述べた（17）．以後
のドラッカーは生産性向上の方策に必ず言及した．1959 年の『変貌する産業社
会』に至るまでの彼は，指導者の育成による人的側面と，資本財と資本効率に
かかわる資本的側面の両面から生産性の向上を論じている．知識社会の到来に
本格的に言及した 1969 年の『断絶の時代』では，
「知識の生産性が経済の生産
（18）
性，競争力，経済発展の鍵となった」と指摘した ．1973 年の『マネジメント』
では「先進国におけるこれからのマネジメントの最大の課題は，知識の生産性
を高めることである」と指摘した（19）．

7. なぜ ポスト資本主義 なのか
ドラッカーの経済発展の理論の最大の特徴は，
「人間」を中心においている
ことにある．他方で近代経済学の理論は，
「貨幣」を中心においている点でド
ラッカーの理論と対照的であるといえる．両者の共通点は，経済発展の基礎を
「資本」においている点である．ドラッカーはポスト資本主義社会の経済的側面
について，
「資本」が主役であることを否定していないし，ポスト資本主義社会
の経済活動は，自由市場でおこなわれるとしている．これらの点において近代
経済学理論との間に齟齬はない．要するに，ドラッカー理論における経済発展
の基礎は「資本」であり，同様に近代経済学理論における経済発展の基礎も「資
本」である．ところが，ドラッカーの理論と近代経済学のそれとの決定的な違
いは，「人間」と「貨幣」の位置づけにある．この決定的な違いのゆえに，それ
ぞれの理論が交わることはおそらくないだろう．
シカゴ学派の経済学者ベッカーは 1964 年に『人的資本』を著し（20），その後，
ドラッカーが『ポスト資本主義社会』を発表する前年の 1992 年にノーベル経済
学賞を受賞した．ベッカーが主唱した 人的資本 は，教育訓練投資により知識
や技能を身につけた労働力を通貨に換算して資本に見立てた経済学用語であ
る．他方，ドラッカーは 1993 年に『ポスト資本主義社会』を著し，
「知識社会の
（21）
中心は，人である」と述べた ．ドラッカーいわく，
「知識は通貨のような物的
な存在ではない．知識は人の中にある．それゆえに知識社会への移行とは，人
（22）
が中心になることにほかならない」
．要するに，ポスト資本主義社会の最大
の資本たる知識は，人の中にある．したがってポスト資本主義社会において最
も有力な資本家は，知識をもつ人間である．通貨を媒介として人間が社会で生
存し豊かになるための協力関係を経済というならば，人間の能力，あるいは人
間そのものを資本に見立てるベッカーの人的資本の論理は，ドラッカーの知識
労働者の論理と本質的な部分で相容れない．なぜなら，人間の能力を経済に貢
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献させるとき，量ではなくその性質が問われるからである．ポスト工業社会で
は特にこのようにいえる．言い換えれば，経済学において人間の能力を定量的
に表現することが可能であるとすれば，あたま数としての単純労働力に限られ
る．つまり経済学は，人間の能力を定量化するために，同質の労働者を前提と
した機械的な単純労働力をモデルとせざるを得ないということである．「人的
資本」とは，投資によって教育・訓練を受けさせ，高度で多様な知識・技能を
獲得させた労働力を基礎とするものとして理解するならば，人的資本へのイン
プットとアウトプットの関係を定量的に表現することに成功しない限り，「人
的資本」と「単純労働力」は永遠に等しい．要するに，経済発展のために人的な
投資をした結果として最も期待すべきものは，教育・訓練を受けた労働者が追
加的に獲得する所得，あるいはそれによって増加する消費や貯蓄や投資の額で
はない．それらは期待すべきもののうちの僅かな一部に過ぎない．経済的価値
の源泉として知識や技能の重要性がより高まるということは，経済学がこれま
で役に立たなかった労働生産性の向上の問題なのである．

8. 知識労働と知識労働者の生産性
「ポスト資本主義社会における経済的な課題は，知識労働と知識労働者の生
（23）
産性である」
．「知識の生産性に関する経済理論は，まだない．あるいは，そ
（24）
のような経済理論は生まれえないのかもしれない」
．ドラッカーは『ポスト
資本主義社会』でこのように指摘した．おそらく知識の生産性に関する経済理
論はこのさき千年以内には誕生しないのではないか．特にイノベーションの源
泉となるような，人間の認知と行動の間にある何かは，それほど多様で複雑な
ものだとわたくしは考えている．ドラッカーいわく，「少なくとも今日までの
ところ，知識を定量化することは不可能である．
」
「経済的な事象を定量的に表
すモデルが存在しなければ，経済理論とはならない．
」
「知識の定量的側面たる
（25）
．「し
知識の量は，知識の定性的側面たる知識の生産性ほどには重要でない」
かし，マネジメント上の処方はある．実は知識の生産性を上げることこそ，マ
（26）
ネジメントの責任である」
．
経済学で説明することのできない知識の生産性の問題を，ドラッカーがマネ
ジメント上の処方として提示したことは，彼の卓越した先見性によるところで
あり，経営学史上の最も偉大な業績のひとつといっても過言ではない．

9. 能力と価値観の多様性の観点から人的投資はどのように変わるのか
ベッカーは人的投資を勧奨したが，この点においてドラッカーの考え方との
間に相違はない．一国の教育水準の底上げは国民経済の発展の礎であり，従業
員への職業訓練は組織の成果を大きくする．このような一般論的な認識も基本
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的には同じだろう．それではドラッカーとベッカーの考え方の最も大きな違い
は何か．社会や組織を構成する個人に着目したときに，ドラッカーは次のよう
にいう．「強みこそが機会である．強みを生かすことは組織に特有の機能であ
（27）
．教育訓練投資から最大のアウトプットを得るためには，強みの上に強
る」
みを築くような，個別の能力に応じた人的投資が最も効率的である．そのため
に最適な教育訓練とは，自らの強みを知り，自らの意志をもって自らを自発的
に成長させるということである．
「これからは，誰もが自らをマネジメントし
なければならない．自らをもっとも貢献できる場所に置き，成長していかなけ
（28）
ればならない」
．
一国における高等教育の普及は，必ずしもその国の経済成長にいつでも寄与
するわけではない．日本を例に挙げれば，戦後の経済成長による国民の所得の
増加にともなって大学進学率は上昇した．しかし大学進学率の上昇にともなっ
て経済成長率が上昇したわけではない．このことは 1990 年代以降の日本の経
済成長率の推移をみれば明らかだろう．要するに，教育投資の総額とその結果
新しく創出される富の総額の間に関数で表現されるような関係はない．それは
なぜか．価値観の問題だからである．
「知識と教育が就職のパスポートになっ
た」と 1989 年の著書『新しい現実』でドラッカーは指摘した（29）．所得水準の向
上が社会的な価値観の変化をもたらし，卒業証書と学歴を就職へのパスポート
にしているのである．学歴社会の進学の動機は，より高い給与水準と上方の社
会的地位を得ることが可能な集団に所属するための通行手形の購入という側面
が強まり，身につけた専門知識をもってどのような成果を生むかという観点か
ら生じているわけでは必ずしもない．このような大多数の人々の価値観が関係
することは，知識の生産性の向上を難しくしている一因といえる． 働きなが
ら学ぶ という職業人の動機と高校の卒業生の進学の動機には相当の違いがあ
るのではないか．

10. 人的投資と少子化対策の関係
人的投資を家計と公的資金のふたつの視点から考えてみたい．少子化対策は
今，先進国に共通の課題である．少子化が先進国の人口減少の主因であり，人
口減少が労働力と消費総額を減少させ，一国の経済規模を縮小させる．それで
は，少子化の原因は何か．わたくしは，複合的だがはっきりとした原因がある
と考えている．少子化の原因を明らかにし，そのうえで教育訓練投資を効果的
におこなうことが，知識の生産性を向上させ，知識社会の経済発展に寄与する
だろう．
開発途上国では 10 代の少年少女が家計を助けるために社会に出て労働をす
ることが珍しくない．貧しい地域ほど家計を支えるための生産力の源泉を多産
に求める．このことは人類史上に家族が登場して以来の普遍的な生態なのでは
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ないだろうか．ホモ・サピエンスは家族が支え合うことで生存率を高めてきた．
新石器時代に農耕社会が登場し，農業生産の拡大と並行するように家族は大規
模化したが，近代の産業社会が都市化を促進して核家族化が進み，家族は小規
模化した．都市化の意義は，文明的な社会的分業の恩恵があれば，家族の協力
がなくても単身で生存することが可能になることである．
20 世紀の日本の地方都市または農村の平均的な世帯では，子どもが学校を卒
業すると親元を離れて大都市に移住し，就職し，サラリーマンになることが経
済的に合理的な選択だった．そしてサラリーマンは大都市で結婚し，故郷に戻
らずに大都市近郊に家をもつことが経済的に合理的な選択だった．戦後の高度
成長期を経て，
「子どもは卒業後に独立」
「卒業後は大都市のサラリーマン」が
代表的なモデルとして一般的な価値観になったのである．もうひとつの新しい
価値観が，家計の教育投資である．つまり学歴社会である．経済発展を遂げた
国では一様に学歴が就職のパスポートになったため，子どもの学歴が家計の最
大の関心事になった．子どもの大学進学のためなら親は惜しみなくお金を払
う．このような支配的な価値観が根付いたために，家計における子ども一人当
たりの教育費負担が増加した．教育費負担の増加が母親のキャリア志向を後押
しした．それと並行して，若者の非正規雇用化と若年失業率の高止まりの世界
的傾向が数十年の長期にわたって現在も継続している．そのために子育て世代
の世帯の所得水準は伸び悩み，子どもの教育費にあてる家計支出は限られるよ
うになった．そのようにして学歴競争社会が訪れる．学歴競争社会が進行すれ
ば晩婚化がより支配的な潮流になるだろう．大都市への人口移動，高学歴志向，
低所得の若者の増加，晩婚化のそれぞれが複合的な少子化要因になっている．
少子化がさらなる学歴競争社会を招き，学歴競争社会がさらなる少子化を招く
負のスパイラルを形成する．これらのことが先進国に共通する少子化の背景で
ある．
特に日本の少子化についていえば，社会的な慣行と社会的な価値観が人々の
心理に強く作用していることが大きな要因だと言える．例えば大卒者が大企業
に就職しようとする場合，いわゆる新卒一括採用の悪しき慣行が，学歴を就職
へのパスポートとみなす社会的な風潮を助長している．そのような風潮は，進
学そのものを所期の目的とし，本来の目的であるべき学ぶことを疎かにする
し，一様の職業観を植え付けることにもなる．「最初の仕事はくじ引きである．
最初から適した仕事につく確率は高くない．
」とドラッカーはいう（30）．若者が
自らの強みを知り，天職と呼ぶべき職業に就くためには，学びながら働き，学
びながらスポーツをし，学びながら遊ぶことが一番の近道だとわたくしは考え
る．あらゆる経験のフィードバックがあってこそ強みを発見することができる
のである．多様な立場の人たちの考え方に接することが若者の想像力を鍛え
る．自己の認知能力の相対的な特性に気付くためのいくつかの発達段階を経る
のに，相当の月日と経験を要する．学ぶ時期と働く時期の境界を企業や役所や
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学校の都合で線引きしない方が，学生自身による強みの発見を容易にするとわ
たくしは思う．組織社会では，それぞれの個人が強みを発揮してこそ，社会的
な協力関係が成果を生む．
企業と行政の要請は影響力が大きい．企業が，高卒より大卒，大卒より大学
院卒の採用を志向するほど，家計の負担は増加し，少子化に拍車がかかる．行
政が，公的資金をもって高等教育課程の一部を一律に無償化しても，学歴競争
の長期化を事実上要請することになり家計負担は必ずしも軽減されないかもし
れない．逆に，若者が自らの強みを早い時期に発見し，主体的な職業の選択を
するならば，専門知識を自発的に，働きながら学ぶようになるだろう．
働きながら学ぶ ．これが知識の生産性向上のひとつの鍵になる．大学時代
の専攻と卒業後の職業の専門性に密接な関連がないことはまったく珍しくな
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体主義の暗黒の中で彼が抱いた「自由で機能する社会」の実現と維持という政
治学的構想があった．大戦後の産業社会に生きる個々の人間への位置と役割の
付与がその実現と維持のために不可欠であり，経済発展がそれを担保した．マ
ネジメントの体系はまさにそのために生み出されたのである．組織に成果をあ
「自由で
げさせるマネジメントこそ，全体主義に代わる唯一の存在である（33）．
機能する社会」を維持するためには，マネジメントが継続と変革の相克に取り
組まなければならない．それに失敗すれば，
「自由で機能する社会」は内なる脅
威によって自壊するだろう．そこで本稿は，
「自由で機能する社会」への今日的
な脅威を明らかにし，それを取り除くための方策を考察する．そうすることが
現実に即したポスト資本主義社会のビジョンを描くための基礎になるだろう．

い．わたくしの場合，経済学部で学んだ専門科目は卒業後ほとんど役に立たな
かったし，そうなることは在学時に予感していた．職業体験・職業経験が少な

12. 経済危機が経済発展をふり出しに戻す

いほど職業選択上のミスマッチが起こりやすい．ミスマッチの解消の鍵は，自
らの経験に基づく想像力である．だからこそ 最初の仕事はくじ引き と考え
る価値観の浸透が労働市場をより効率的で生産的にする．わたくしの提案がも
うひとつある．次世代のリーダー育成の為に，ドラッカーが経験したような飛
び級を可能にする制度を導入して，優秀な人材に職業経験の早期化を促すこと

今日の「自由で機能する社会」の最も現実的な脅威は，経済危機である．歴
史的な経済危機の例を挙げれば，世界大戦の原因となった 1929 年の世界恐慌
がまずある．暴力は絶望的な経済危機から始まったのである．近年では 2008 年

を，日本の教育行政は検討してみてはどうか．就職を前倒しした人材には余暇
や留学・遊学の機会を付与し，幅広い教養と豊かな経験に基づく想像力を身に
つけさせる．いつの時代も社会の病根はエリートにある．エリートこそ知識を
生産的に使う責任があると考えるからである．
（31）
「知識社会では，もはや学校と生活は切り離されたものではありえない」
．
最も効果的な少子化対策は， ディプロマイズム と呼ぶべき，学歴社会をつく
りあげている支配的な価値観に変化を促すことだとわたくしは考えている．そ
れは，自らの意志で働きながら学び，学びながら働くような価値観とライフス
タイルを容認し，推奨することと，職場から学校に復帰し，学校から職場に復
帰するようないわゆる自発的失業者にのしかかるリスクを軽減することではな
いかとわたくしは考えている．そのために公的資金を充てて自発的な教育・訓
練を促す奨学金制度や雇用保険制度を新たに創設することは効果的な政策にな
るだろう．働く若者の自己投資が増えることは次世代の親の心理的な負担を軽
くするし，労働者の自己投資は知識の生産性を向上させる．

11.「自由で機能する社会」を維持するための「ポスト資本主義社会」
「自由で機能する社会の建設を，戦争が終わるまで待つわけにはいかな
（32）
．第二次世界大戦の只中の 1942 年，ドラッカーは『産業人の未来』でこの
い」
ように述べた．
『ポスト資本主義社会』に至るドラッカーの思想的背景には，全

のリーマンショックとそれに続く 2010 年の欧州債務危機が記憶に新しい．経
済危機はある日突然市場経済を襲い，積み上げてきた経済発展を振り出しに戻
してしまう．資本主義の歴史上，局所的なものから世界的規模のものまで，経
済危機は世界のどこかで絶えず発生し，その負の影響と深刻さは増しているの
に，人類はまだそれを退治する術を知らない．
経済危機とは何か．その性質は時代とともに変化するが，その本質は社会現
象である．つまり，自然災害のような物理現象ではない．すべての社会現象を
発現させるものは人間の心である．社会科学の方法論をめぐって，わたくしは
このような立場をとる．要するに，社会現象とは，物理的な力学が作用したた
めに発生するものではなく，社会を構成する最小単位の個人を動かすもの，す
なわち個人の心理が作用するために発生するものである．現代においては，そ
の最大の要因は情報である．
そのわかりやすい例として，組織に生きる個人の心理を挙げてみる．組織に
生きる個人の心理により強く作用するものは，知覚よりも情報である．組織に
生きる個人の行動と態度を決めるもの，すなわち組織人の認知活動は，自らの
知覚をもって感じることよりも，むしろ他者の発信した しらせ に依存して
いる．つまり，自らの感覚器官を駆使する代わりに，他者の発信した情報を処
理し，推論し，想像するのである．
情報とは，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であ
る（34）．したがって情報は，それを受け取るときの人間の心理的な作用を除いて
しまえば，単なる記号でしかない．ドラッカーは哲学者のマウトナーの言葉を
借りて，言語とは 意味 であることを指摘した（35）．人間は視覚したイメージ，
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あるいは聴覚した音声，あるいは記述された文字列から，想像する力を働かせ
て意味を知覚している．これは意図せずとも起きてしまう心理現象である．も
ちろん人間は，意識して想像力や推論を働かせる能力ももっている．しかし，
人間の想像する力，見えない事物をイメージする能力は，意識を働かせていな
くても当人の認知活動を支配している．霊長類学者で比較認知科学に詳しい松
沢哲郎は，チンパンジーと人間の認知能力の比較研究から，人間のそれの最大
の特徴が 想像するちから にあることを指摘した（36）．
組織の中で働く個人は，職務にかかわる認知活動の大部分を情報に頼る．現
代の一般的な組織人は，組織的な活動のために共有する情報の真偽を立ち止
まって検討する時間を与えられていない．一般的な共同体の内部においては，
情報の真偽の判断はその受け手の心理に委ねられる．ところが，組織の中で活
動する個人にとって，情報は与件である．情報はほとんど疑う余地のない所与
の条件として受け入れられる．なぜなら組織とは，共通の目的のために成員に
役割分担を与え，仕事を効率的におこなうための仕組みだからである．一定の
ルールに基づいて組織的に用いられるフォーマルな情報の真偽の確認は，原則
的に当該組織の情報管理者もしくはその情報の発信者の仕事としてみなされ
る．うわさ話などのインフォーマルな情報の場合でも，影響力のある者，権威
ある者がその情報の発信，取得，共有に関与していれば，その真偽の確認をす
べき責任は，すくなくともその受け手の側にはないものとして事実上みなし，
その情報にかかる真偽の確認を省略して受け入れようとする心理がはたらく．
ここでは組織を例に挙げたが，複雑化した現代社会において，同様のこと
（知覚するのをやめ，与えられた情報に依存すること）が社会現象として，組織
以外の共同体でも起こり得る．その具体例として一国のインフレ（インフレー
ション）とデフレ（デフレーション）を考えてみたい．経済学においてはインフ
レもデフレもすなわち貨幣的な現象とされている．しかしこの見立ては正しく
ない．通貨は記号に過ぎない．インフレもデフレも心理的な現象である．

13. デフレ脱却は優先課題ではない
近代経済学の最も基本的な教義に従えば，価格は需要量と供給量の従属変数
として関数で表現される．しかし現実にはそのようなことはあり得ない．価格
は人間の心理が決めている．要するに，経済的な事象の最小単位は人と人の取
引であるから，人間が現実に取引をおこなう際に，たとえば需要量に関する情
報，供給量に関する情報，類似の取引において過去に用いられた価格に関する
情報，市場の動向などの情報と記憶を参照し，あるいは推論し，あるいは想像
しながら，取引の当事者の心理が価格を決定する．汎用品の購買であれば，そ
の市場で支配的な価格水準を購入者が受け入れて価格が決定される．汎用品の
販売者は他の同業者の販売価格に関する情報と記憶を参照したり想像したりし
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てそれに近い価格を取引に先立って提示する．希少品の場合であれば価格決定
に交渉の余地がより大きくなる．通貨と通貨（証券を含む）の交換比率，金利も
同様に心理的に決定される．取引の当事者はその時点におけるマネタリーベー
スを知らなくても価格を決定するのである．
日本では現在，長期的な経済の停滞から成長の軌道へと戻るために，政府が
デフレ脱却を目標として掲げ，そのために物価水準を上昇させることを政府と
中央銀行が事実上の共通の政策目標にしている．そして物価水準目標を達成す
るために，中央銀行が大胆な金融緩和を長期にわたり実施している．しかしマ
ネタリーベースの調節や金利水準の誘導で物価水準のコントロールが可能に
なると考えるべき根拠はどこにもない．そもそも経済発展が停滞した原因が物
価水準の低迷にあるかのような発想そのものに誤りがあるのではないか．一般
論として，生産性の向上に伴う供給能力の増大は物価水準の低下をもたらす．
生産性の向上により生産現場では人員が過剰になる．企業は価格競争力を強化
するために生産拠点の一部を戦略的に国外に移し，不断の努力の結果としてコ
スト削減を実現させる．複雑な流通構造を果敢に改革したユニクロのような企
業家精神が消費者物価を押し下げているのである．ユニクロの成功は社会的イ
ノベーションとマーケティングの成功でもある．経済成長の結果として物価水
準が上昇することが経験則上明らかだとしても，その逆に物価水準の上昇を契
機として経済成長を取り戻した例が人類の歴史上ひとつでも存在するのだろ
うか．そのような例は全く存在しない．デフレを解消させなければ富は蓄積し
ないのだろうか．そうではない．日本経済が 20 年を超える長期のデフレ傾向に
あっても，通貨に換算した国富の価値の大きさは維持されている．したがって
日本が人口減少の局面に入った今，たとえ僅かであってもインフレを誘って国
富の価値を減少させることは正しい政策ではない．デフレだからこそ通貨の価
値が安定しているのである．デフレを解消させなければ経済成長はできないの
だろうか．そうではない．多元社会と知識社会の時代はデフレの時代である．
低成長の原因をデフレに帰属させようとする経済学者と政策決定者の信念は，
単なる思い込みに過ぎない．デフレ脱却は優先課題ではない．金融政策をもっ
て市場の心理，大衆の心理を操作しようとするような発想は，呪術師やシャー
マンと何も違わない．
中世から近代に至る人類の発展の歴史は，魔術や迷信との戦いの歴史であ
る．すなわちそれは己の心との戦いでもある．1637 年にデカルトが著した『方
法序説』がその戦いを楽にした（37）．1634 年のチューリップ恐慌を経済危機の始
めとするならば，経済危機の歴史は近代における科学と資本主義の歴史そのも
のである．近代経済学は古代の呪術や中世の魔術とどれほど違うのか．経済学
はどこで間違えたのか．
いつの時代も社会的な現象は人間の心理が引き起こす．比較認知発達科学の
研究者の明和政子によれば，人間は生まれて間もなく新生児模倣をするような
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強い社会性をもつ動物である（38）．新生児も幼児も青年も老人も学者も政治家も
投資家も聖職者もみな模倣をする．教科書が間違えていても，社会の指導者層
や学会の権威がその教科書を信じている限り，社会的な現象は教科書どおりに
実現してしまうのである．

14. 通貨の価値は有るか無いかだけが問題となる
通貨そのものが情報を媒介する機能をもつ．通貨とは交換のための情報媒体
である．近代国家のモデルにおいては，中央銀行の発行する通貨は返済義務の
ない国家の債務の一種とみなすことができる．中央銀行の発行した通貨に表示
された情報の真偽は，デフォルトが宣言されるときまで一般的には誰も知らな
い．したがって，通貨に表示された記号の系列が嘘か本当か，その通貨に価値
が有るか無いかだけが問題になるのであって，その中間はない．要するに，取
引上通貨の受け手がいないと感じられれば，その通貨の価値は一斉に下落する
のであって，通貨の価値が関数の従属変数として曲線上を徐々に上昇したり，
徐々に下落するということはない．交換のための媒体としての通貨の価値は，
有るか無いかだけが問題になる．通貨の価値が将来にわたって保たれると認め
られるときにだけ，時間差で通貨と通貨を交換するための比率，すなわち金利
が曲線上を上下するように見えるのである．人々が 通貨の価値なし の確か
な情報に接したときは，市場は一方向に一斉に動く．しかし実際には，たとえ
それがデマやうわさの類であったとしても，市場に混乱がもたらされることが
ある．市場の価格形成に影響力をもつ者の発信した情報であれば皆が追従す
る．市場の美人投票は，美人か否かについて，誰も目で見て確かめることはし
ない．パニックのさなかでは，見知らぬ隣人の選択が指標になってしまう．
要するに，価格形成の前提として，通貨を介した取引が開始されるか否かが
問題になるのだから，通貨の価値がゼロでないときには，交換の対象に対する
主観的価値のみを変動させて取引の当事者の心理が価格を決めるのである．通
貨の価値がゼロのときには，すなわち当該の通貨を介した取引が開始されない
ときは，他の通貨を選択したり，あるいは他の交換手段を探したりして，仮に
いわゆるヤミ経済や物々交換のような非効率なインフォーマル市場であった
としても，人間が生存し社会が存続するための最低限の交換は混乱のさなかで
もおこなわれるだろう．したがってマネタリーベースの変化は，物価水準に直
接の影響を及ぼさない．通貨は記号を提示するだけの存在なのである．日本銀
行がマイナス金利を導入し，あるいは低金利を誘導した結果として，仮に銀行
間で流通する通貨の量が変動したとしても，それだけでは物価水準に影響しな
い．
日本のバブル崩壊による 1990 年代の深刻なデフレは，1980 年代に銀行がお
こなった過剰な融資によって実態のない信用が膨れ上がり，そこにあてがわれ
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た通貨の過剰な供給と流通に原因があったとみることができる．しかし，金融
機関の不良債権処理の問題がほぼ終息した 2000 年代半ば以降の日本の物価水
準の下落傾向は，2008 年のリーマンショックの影響が大きいとはいえ，主に
ICT 革命にはじまる技術革新の恩恵と経済活動のグローバル化の恩恵によって
もたらされている可能性が高い．

15. バブルとは何か
国家を通貨の発行主体とし，中央銀行を最後の貸し手として法定する近代国
家の経済においては，信用創造の一次的なリスクを民間銀行が負担し，最終的
なリスクを中央銀行が負担する仕組みになっている．健全な国民経済には，銀
行の信用創造を通じて常態的にバブルがある．なぜなら，経済活動を時間的・
空間的に拡大させることが金融の機能だからである．健全な金融仲介機能をは
たらかせた結果としてバブルが存在する経済は，むしろ健全な動的不均衡の経
済ということができる．しかし問題は，信用秩序に不安が生じたときに，繰り
延べている決済を前倒ししようとする心理が市場に一斉に発生することであ
る．このことがいわゆるバブルの崩壊という現象の直接的な原因になる．要す
るに，真実ではない情報が流通していたことを債権者が知らされたあとに，交
換のための特定の媒体の使用を忌避しようとする心理と，保有する資産価値の
減損を逃れるために時間を前倒して決済や交換を済ませようとする心理の集合
がバブルを崩壊させるのである．したがってバブルの崩壊を防ぐための基本的
な方策として，融資・出資を受ける事業主体に偽りのない会計情報を開示させ
ること，金融機関にその実力を超えた融資・出資をさせないこと，流動性と信
頼性が高く多様な決済手段が社会的に用意されていること，国と地方の議会の
機能を強化して行政を効率的にし，財政を健全にすること，中央銀行のおこな
う政策の目的を「通貨の価値の安定」と「金融システムの安定」に限定すること
を挙げたい．
「通貨の価値の安定」をより厳密にいえば「中央銀行自らが発行す
る通貨の価値の安定」ということになる．「物価の安定」ではない（39）．中央銀行
には，物価を安定させたり，株価や不動産価格や債券の価格を維持したり，雇
用を増大させたりする能力はない．金融機関に適度なリスクを負担させるため
に，中央銀行は常に「最後の貸し手」でいなければならない．
（40）
「半分の赤ん坊は，いないより悪い」
．2007 年のサブプライム問題の本質
は，経済活動の最小単位を人間ではなく通貨だと信じ込んだ勘違いにある．金
融工学の 天才 たちが百分の一，
千分の一の人間を証券に埋め込んでシンボル
経済の世界に拡散させた．このことが過剰な信用を発生させ，金融機関の過剰
な融資を招いた．資金需要に対して金融市場の機能が通貨をあてがうことをし
なければ，通貨の流通量は増加しない．したがって実体経済を拡大する動的不
均衡の状態におくために，まず新たな産業を興し，かつ金融機関と金融市場が
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効率的に金融の仲介をしなければならない．中央銀行がマイナス金利政策を導
入し，その結果として銀行の金融仲介機能が低下するのであれば，マイナス金
利政策は経済発展を阻害する可能性が高いというべきである．渋沢栄一は 1873
年から 1916 年にかけて商業銀行と民間企業を育て，近代日本の経済発展の礎
を築いた．近代経済学は当時まだ誕生したばかりで，明治の資本主義はそれが
なくても国民経済を発展させたのである．世界に先行してポスト資本主義社会
への過渡期を行く 21 世紀の日本は，渋沢が育てた明治の産業社会にこそ経済
発展の王道があったことを思い出したい．

16. 社会の指導者層のついたウソが社会を混乱に陥れる
結論をいえば，経済危機のような社会的な混乱は，真実ではない情報の共有
が引き起こす．2010 年の欧州債務危機は，ギリシャの粉飾決算が危機の引き金
となった．1998 年の日本の金融不況は，山一證券の粉飾決算が金融危機の引き
金を引いたために起きた．不正会計が招く危機の事例は経済史上枚挙にいとま
がない．
2007 年から発覚している日本政府の年金記録問題も，広義の会計情報の不正
の問題ということができる． 消えた年金記録 に象徴される組織上の情報管
理能力の不在により，当時の第一次安倍内閣は退陣に追い込まれた．財務会計
上の記録の不正や不備が，国民の経済活動に及ぼす負の心理的効果と家計に与
えるリスクを大きくすることを，年金記録問題は世に知らしめたのである．政
府や企業の情報管理能力の不在は，自由市場の機能を阻害する．2016 年に発覚
したパナマ文書問題は，会計情報の操作を伴う大企業や大富豪の租税回避が，
税の公平な徴収を妨げ自由市場の機能を著しく低下させることを強く示唆し
た．
経済危機に限らず，外交上のウソが世紀をまたいだ混乱を引き起こすことも
歴史が証明している．1916 年のサイクス＝ピコ協定と 1917 年のバルフォア宣
言は，1915 年から 1916 年のフサイン＝マクマホン書簡の内容に抵触し，イギ
リス，アラブ世界，ユダヤ世界の三者の見解に相違を生じさせた．大国の二枚
舌が現代に至る中東の混乱の原因をつくった．

17. 社会規範を構成する 教科書 と 教典
経済危機の原因となる真実ではない情報は，会計情報のほかにもある．教科
書である．そして教典である．これらは社会規範を構成する．昭和の高橋是清
がデフレ脱却を成功させたならば，そのような成功の経験は情報化されて教科
書になる．特に権威ある指導者や専門家が共有する教科書は，それを支持する
後継者，すなわち次の世代のエリートによって更新されて社会規範になる．古
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代の占星術や中世の天動説も，そのようにして世代を重ねながら，信仰の対象
としてエリートたちの間で共有されるようになったのかもしれない．世代を重
ねて教科書が更新されると，経済学の学説は単なる学説を超えて教典になる．
教典には理論的な正しさはただちに求められない．なぜなら信仰の対象だから
である．今日の日本の経済政策は，過去の成功体験に縛られていないだろうか，
その成功体験に，誇張や思い込みが潜んでいないかと問うべきである．経済政
策が経済学の理論に従っても，経済学の理論はあくまで見立てである．経済学
の理論は必ずしも現実に従っているわけではない．
ピラミッド型の近代組織のエリートの正統性の基盤は，長老から付与され
る影響力である．そこでは人事が最大の関心事になる．何が正しいかよりも誰
に従うかに関心が向かう．エリートに成り上がるために，その地位にとどまる
ために，集団の規範に各々のアイデンティティを重ねる．日露戦争の成功体験
は，情報化されて次世代のエリート官僚に引き継がれた．それは成功の疑似体
験のイニシエーション，ときには悪のイニシエーションを通じて集団のアイデ
ンティティを共有するための教典に変質していったのではないか．そのような
教典は 40 年後の太平洋戦争までに彼らの想像力を削いでしまっていた．成功
体験は個人の記憶として有用だとしても，共同体の情報として共有されるとき
に，必ずしも有用とは限らない．むしろ成功体験への信仰こそが運命共同体を
自滅させたことを歴史から学ぶべきである．

18. 組織のガバナンス
組織とは成果を最大にするための道具であり，知識社会における組織は，知
識の生産性を最大にするための道具であるべきである．組織に固有の目的の実
現こそがその組織の成果であり，組織の成果は組織の外部にある．組織の成果
に関するドラッカーの理論のエッセンスを端的に表現するとすれば，このよう
になるだろう．マネジメントには「自由で機能する社会」を実現・維持するた
めに組織に成果をあげさせる責任がある．そして，人間の心こそが社会現象を
発現させるがゆえに，「自由で機能する社会」への現実的な脅威は 情報 にあ
ることを本稿は論じてきた．この論点に基づいて知識社会の組織のガバナン
ス，特に企業のガバナンスを検討する．

19. 指揮命令型組織から責任型組織へ
「アメリカが第二次世界大戦に勝利したのは，指揮命令型の組織構造を軍事
（41）
生産や兵站にまで浸透させたからだった」
．指揮命令型の組織構造は近代組
織に共通の特徴である．指揮命令型の組織は工業社会の常識だった．ドラッ
カーによれば，近代組織とは 19 世紀中葉のプロシア軍をモデルとする組織の
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類型のことである．現代においても軍隊，警察，消防隊，官庁，企業など世界中
のあらゆる組織で近代組織のモデルが採用されている．
近代組織でおこなわれる指揮と命令は，上から下へのコミュニケーションで
ある．ドラッカーは 1969 年に講演で次のように述べた．
「何世紀にもわたって，
我々は上から下へのコミュニケーションを試みてきた．我々がこれまで行なっ
てきたことは，コミュニケーションの送り手，とくに経営管理者・行政官・指
揮官を，優れた送り手にする方法の研究だった．しかし，上から下へのコミュ
ニケーションで可能なことといえば，命令，つまりあらかじめ設定された信号
を送ることぐらいである．コミュニケーションのためには，下から上への働き
（42）
かけ，すなわち知覚する者からのコミュニケーションが必要である」
．
近代組織におけるコミュニケーションは，あらかじめ設定された戦略を上か
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（51）
として，ジャズバンドや外科チームをモデルとする「チーム型組織」
がある」
の概念を提示し，「チーム型組織」はこれまでの組織論の枠外にあるとした（52）．

同著では「今日の組織は知識組織である」と指摘した（53）．1989 年の『新しい現
実』では，オーケストラをモデルとする「情報型組織」を提示した（54）．1993 年
の『ポスト資本主義社会』では「知識組織におけるマネジメントの仕事は，指
（55）
と主張して，
「情報型組織」を発展させ
揮命令ではない．方向づけである．
」
た「責任型組織」の概念を提示した．責任型組織では，期待と成果にかかわる情
報を記述した共通の楽譜，すなわちメタファーとしての オーケストラの楽譜
が重要な構成要素となる．オーケストラの楽譜と指揮者の方向づけが各専門家
の活動の合目的性を担保する．

ら下へと伝達するための一方通行の命令である．一般論として，その受け手は
前線において命令に忠実な執行を求められた．しかし，知識の生産性を最大に
するためにそこに欠けているのは，組織的な学習の機能である．組織が学習を
するために，知覚した者から情報をフィードバックさせなければならない．ド
ラッカーは次のようにいう．
「組織内コミュニケーションを成立させるために

20. ガバナンスの要諦はコミュニケーション

は，コミュニケーションの受け手が，常に可能なかぎり意思決定の責任を分担
するようにさせなければならない．説明によってではなく，意思決定の責任の
（43）
．
経験によって理解させなければならない」
ボトムアップの組織構造は，なぜ，何のために必要なのか．ドラッカーは

コミュニケーションとは知覚することである．コミュニケーションは情報が

1969 年の著書『断絶の時代』で，
「技術的なイノベーションが活発，急速，かつ
重要な時代においては，中小企業が生まれ育ちやすくなっていることが致命的
（44）
に重要である」
として，労働力と資金の生産的な仕事への移動を妨げるよう
な制度的障害に懸念を表明している（45）．1989 年の『新しい現実』では，
「これ
からはあらゆる組織にとって，いかなる規模が適切かが問題となる」と述べ，
組織社会の重点が大企業から中小企業へシフトしつつあることを示唆した（46）．
1991 年発表の論文「未来企業」では，
「アメリカ経済を推進するエンジン役は，
中規模企業が急速に大企業にとって代わりつつある」と伝えている（47）．ドラッ
カーの経済発展の理論は，トリクルダウンの大企業組織論からスタートし，
1960 年代を通じてボトムアップの組織論へと変遷した（48）．その企図したとこ
ろについて彼は，1992 年の論文「ある社会生態学者の回想」のなかで，
「変革も
マネジメントの対象となるべきことに気づいた．変革とは，組織が継続性を維
持するためのものであり，そのための唯一の方法は，組織構造そのもののなか
に，体系的かつ組織的なイノベーションの仕組みを組み込むことであると認識
するに至った．」と述べている（49）．彼のこの認識から，イノベーションを体系的
な活動として発展させることを試みた 1985 年の著書『イノベーションと企業
家精神』が誕生した（50）．
1969 年の『断絶の時代』では，
「イノベーションのための組織をつくる必要

（56）
「情報はコミュニケーションを前提にする」
．ところがコンピュータが登場
したあとの現代社会においては，「いまや我々は，コミュニケーション的要素
を含まない情報を処理するという問題を抱えている」とドラッカーはいう（57）．

無くても成立するが，情報はコミュニケーションなくして意味をなさない．と
ころがコンピュータは，組織の成員に情報の使用を強いる．コンピュータはコ
ミュニケーション的要素を含まない情報を与件として与えるのである．コミュ
ニケーションとは人間と人間が互いに知覚を作用させることである．だから知
覚を前提としない情報は単なる記号にすぎない．コミュニケーションに重要な
ものは，情報ではなく知覚である．論文集「すでに起こった未来」に収録された
ドラッカーのコミュニケーション論から，特に本稿の論旨に重なる部分を要約
すれば，このようになる．彼は 1969 年の講演で「情報システムが有効に機能す
るためには，いかなる情報が，誰によって，何のために必要とされているかを，
事前に徹底的に検討する意思と能力の必要性がある」としたうえで，体系的な
「事前のコミュニケーション」の確立が必要であると指摘した（58）．情報を基盤
とする組織のガバナンスの要諦はコミュニケーションなのである．

21. 情報の体系的なフィードバックを組織の中心機能にする
日本政府に置かれた有識者検討会が 2014 年に策定した日本版スチュワード
シップ・コードは，機関投資家と経営陣・取締役の間のコミュニケーションを
促進した点で評価できる．これと 2015 年に東京証券取引所が策定した日本版
コーポレートガバナンス・コードをあわせて，日本ではようやくコーポレー
ト・ガバナンスに関する一般理論を考えるための入り口に立つことができた．
これらの指針の運用が開始されたことだけをもってただちに企業統治改革の効
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果が十分に期待できるとは言い難いが，とはいえこれらの指針が策定されたこ
とによって，日本の上場会社の経営陣と取締役，および従業員はより大きな緊
張感と責任感をもって職務にあたることになるだろう．しかし，他方で今般の
ふたつの指針は，非上場の株式会社や非株式会社との間に，企業統治改革への
コミットの度合いや改革への意欲に温度差を生じさせることにもなる．
コーポレート・ガバナンスを機能させるための制度設計上の最も重要な視点
は「企業の富の創出能力の最大化」である（59）．
「財務上の責任こそ，経営陣と企
（60）
業の仕事ぶりにとって鍵となるものである」
とドラッカーはいう．この点で
資本コスト，資本効率を意識した経営が求められるのと同時に，不正な会計情
報の取り締まりや事業監査の重要性がより増すだろう．ふたつめの視点として
わたくしが挙げるのは，組織に固有の目的を達成するために活動するすべての
メンバーから，過不足のない情報をマネジメントへフィードバックさせること
である．「共通の楽譜を演奏するオーケストラのみが，オーケストラの音楽を
（61）
．つまりその目的とするところは，成員が共有すべ
演奏することができる」
き期待と成果にかかわる情報の体系的なフィードバックを中心に企業を組織す
ることである．したがって，マネジメントを中心とする全方向のコミュニケー
ションを通じて，体系的なフィードバックと効果的な意思決定が実現するよう
に組織を設計することが望ましい．もちろん不正な情報の取り締まりはこの
観点からも重要になる．制度設計上の三つめの重要な視点は，無名企業のイノ
ベーションが将来の基幹産業を誕生させ，その国際的な競争力が向上するよう
に狙うことである．イノベーションとは，人的資源や物的資源に対し，より大
きな富を生み出す新しい能力をもたらすことである（62）．この点で今，日本の中
小企業の統治改革の重要性と必要性は非常に高い．
これまでの日本のコーポレート・ガバナンスの議論は，経済協力開発機構
（OECD）の策定した原則に準拠して，株主の権利と利益を確保することに主眼
をおき，上場会社に対象を限定する議論に偏りがちだった．投資家の関心が投
資先としての上場会社に向かうことは自然だとしても，産業を育成しようとす
る政府の関心が上場会社に偏重することは好ましくない．この点でいわゆるア
ベノミクスと呼ばれる一連の経済政策にはクールダウンを求めたい．
「企業統
治改革」を産業政策のエンジンとすれば，
「働き方改革」と「学び方改革」は両
翼である．ジェット機をテイク・オフさせるように，労働生産性の向上と人口
減少トレンドの反転を目指すことを中・長期的なビジョンとしたい．構造的な
諸改革の断行に先行するセーフティ・ネットの整備も欠かせない．
日本の会社法は，株式会社の諸機関の類型と機能を規定し，その階層構造を
法定している．そのため同法は，2014 年の改正法施行後も，コーポレート・ガ
バナンスの多様なあり方に対する規制として作用している．しかれども構造は
個々の戦略に従うべきである（63）．イノベーションの主役は企業である．株式会
社の他に，持分会社，相互会社，協同組合，非営利法人のような類型も選択肢と
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しては存在するが，ベンチャー企業育成の観点からは，上場を目指して事業を
拡大・成長させるような株式会社のモデルが最も多く成功している．これらの
組織モデルから優れた機能だけを採用して新しい組織モデルを創出することも
制度改革のひとつとして重要だ．したがって個々の企業の実情に即した組織設
計を可能にするために，これからの日本の企業統治改革は，株式会社の組織形
態を規定している現行の会社法の改正を含めた総合的な制度改革をもって推進
すべきである．

22. おわりに
ドラッカーは『ポスト資本主義社会』の序章で，国民国家の時代が去り，多元
主義の政治体制へと移行するとし，この政治体制を「ポスト資本主義政治体制」
と名付け（64），その時代を「ポスト国民国家の時代」と呼んだ（65）．この話題を含
め，本稿は『ポスト資本主義社会』のいくつかの重要な論点に触れていないが，
これらを次号以降で論じる．
【注】
（1）ドラッカー著，上田惇生訳『ポスト資本主義社会（ドラッカー名著集 8）』ダイヤモンド社 ,
2007 年（原著 1993 年）p. 4
（2）同上 p. 19
（3）同上 p. 20
（4）同上 p. 9
（5）同上 p. 10
（6）同上 p. 21
（7）1969 年の著書「断絶の時代」の第 10 章では，
「政府の病い」と題して政府活動の再民営化，
政治理論と社会理論の合体等を論じた．1992 年の論文「ある社会生態学者の回想」では，
「近代社会に見られる集中化や社会一元論や政府万能主義の傾向に同意できないことを自
覚していた」と述べ，政府の限界とは何かという問題意識について，「断絶の時代」でこ
れを問題提起し，「ポスト資本主義社会」の第 6 章「国民国家から巨大国家へ」
（新訳は「国
民国家からメガステイトへ」）で詳細に論じたとしている．
（『すでに起こった未来』p.309312）
（8）ドラッカー著，上田惇生・佐々木実智男・林正・田代正美訳『すでに起こった未来 ‐ 変
化を読む眼』ダイヤモンド社 1994 年（原著 1993 年）p. 29
（9）ドラッカー著，上田惇生訳『企業とは何か（ドラッカー名著集 11）』ダイヤモンド社 2008
年（原著 1946 年）p.260
（10）ドラッカー著，上田惇生訳『マネジメント（上）― 課題，責任，実践（ドラッカー名著集
13）』ダイヤモンド社 2008 年（原著 1973 年）p. 88
（11）ドラッカー著，上田惇生訳『現代の経営（上）
（ドラッカー名著集 2）』ダイヤモンド社
2006 年（原著 1954 年）p. 46
（12）前掲『マネジメント（上）』p. 42
（13）前掲『現代の経営（上）』p. 47
（14）同上 p. 59
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（18）ドラッカー著，上田惇生訳『断絶の時代（ドラッカー名著集 7）』ダイヤモンド社 2007 年
（原著 1968 年）p. 273
（19）前掲『マネジメント（上）』p.35
（20）ゲーリー・S・ベッカー著，佐野陽子訳『人的資本 ― 教育を中心とした理論的・経験的分
析』東洋経済新報社 1976 年（原著 1964 年）
（21）前掲『ポスト資本主義社会』p. 265
（22）同上 p.265（原文を要約した．）
（23）同上 p.10
（24）同上 p.240
（25）同上 p.233-234
（26）同上 p.240
（27）ドラッカー著，上田惇生訳『経営者の条件（ドラッカー名著集 1）』ダイヤモンド社 2006
年（原著 1966 年）p. 102
（28）ドラッカー著，上田惇生編訳『プロフェッショナルの条件 ― いかに成果をあげ，成長す
るか』ダイヤモンド社 2000 年 p. 111
（29）ドラッカー著，上田惇生訳『新しい現実 ― 政治，経済，ビジネス，社会，世界観はどう変
わるか』ダイヤモンド社 2004 年（原著 1989 年）p. 197
（30）ドラッカー著，上田惇生編訳『ドラッカー名言集 仕事の哲学 ― 最高の成果をあげる』ダ
イヤモンド社 2003 年 p.76
（31）前掲『断絶の時代』p. 325
（32）ドラッカー著，上田惇生訳『産業人の未来（ドラッカー名著集 10）』ダイヤモンド社 2008
年（原著 1942 年）p. 281
（33）前掲『マネジメント（上）』まえがき
（34）梅棹忠夫著『情報の文明学』
（『梅竿忠夫著作集 第 14 巻 ― 情報と文明』中央公論社 1991
年 p.25）
（35）前掲『すでに起こった未来』p. 321
（36）松沢哲郎著『想像するちから ― チンパンジーが教えてくれた人間の心』岩波書店 2011
年
（37）ルネ・デカルト著『方法序説』筑摩書房 2010 年
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書房新社 2004 年
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知的障害者の地域生活支援に関する
ホスピタリティ意識形成に関する検討

人間的な生活が保障されることになる．グループホームで生活するようにな
り，親，きょうだい，養護者，そして本人が物理的精神的にプラスの影響を受け
る．特に本人は親，きょうだい，養護者から離れ，一人で生きていける可能性を
実感しエンパワメントされ，成長することができる（3）．しかし，1989 年の制度
化以来，現実的にはその移行は十分に進んでおらず，中核的施策として展開し

A Study on the Hospitality Attitude of Social Welfare Service Staffers
toward the Community Life of the People with Intellectual Disability:
Based on Drucker Theory

ているとは言いがたい．今でも 11 万人以上の知的障害者が入所施設において生
活している（4）．それに対して，2013 年現在で知的障害者のグループホーム利用
者は 55733 人である（5）．その阻害要因として，行政の支援の薄さ，世話人不足，
グループホーム事業を運営する資金不足が挙げられる（6）．さらに地域生活推進

―ドラッカー理論を踏まえて

星野晴彦

Haruhiko Hoshino
（文教大学人間科学部）

Summary
In this paper, I discuss on the hospitality attitude of social welfare service staffers
toward the community life of the people with intellectual disability. We can find
many obstacles to realize the community life, such as living in the group homes, for
the people with intellectual disability in Japan.
In order to overcome this situation, it might be useful to consider the organizational
management theory mentioned by Drucker, which pays attention to organizational
mission, customer satisfaction and innovation.

Ⅰ. はじめに
筆者は知的障害者福祉サービス従事者が利用者に対するホスピタリティ
（サービス利用者をかけがえのない存在として捉える）に関する意識を形成す
る際に，どのような要素が，どのようなプロセスで展開するのかを明確にする
ことを検討してきた（1）．その中で知的障害者の生活の質を向上させるためのホ
スピタリティ意識を考える際，知的障害者の地域生活支援まで視野に入れなけ
ればならないと考えた．さもなければホスピタリティ意識が単なる「笑顔」
「言
葉遣い」などのおもてなしの技術論（2）に矮小化されてしまうためである．
現在，わが国では知的障害者の支援施策として，入所施設から地域生活へ移
行する取り組みが行われている．政府が 2002 年に定めた「障害者基本計画」で
は，入所施設から地域生活への移行推進の方向が示され，入所施設に関して
「施設等から地域生活への移行推進として入所者の地域生活移行の促進と入所
施設は，真に必要なものに限定する」という考えを示した．障害者の生活の場
は国の脱施設化政策により近年グループホーム（知的障害者少人数が一つの住
居で生活し，世話人が支援する形態）がその存在感を増している．集団生活を
余儀なくさせる施設ではなく，少人数で生活することによりきわめて自立的で

の阻害要因を示すように近年「介護・障害者福祉従事者の人材確保のための介
護・障害者福祉従事者の処遇改善に関する法律」が制定されている．即ち障害
者福祉サービスに従事する職員が確保困難になっている深刻な事態を示すとと
もに，その重大性を国が認識したということである．
顧みれば，20 世紀前半，欧米の多くの国々では大規模な入所施設を作り，知
的障害者を収容していたが，ノーマライゼーションの理念がデンマークのバン
クーミケルセンによって提唱され，生活の質の向上や人権の保障のために，地
域の小規模な住居でサービスを受けながら暮らす生活へと施策の焦点が変化し
た（7）．日本でもその影響は受けているが，グループホーム開設に取り組んでい
る事業所と取り組んでいないところがある．その違いはなぜ生じるのか．さら
にその中で，前線の従事者たちのホスピタリティ意識はどのように形成され，
方向性が異なってくるのか．本稿ではそのプロセスを明確にしていきたい．

Ⅱ. 方法
1 . 調査方法
1）目的
知的障害者の地域生活支援に関する福祉サービス従事者のホスピタリティ意
識形成プロセスを明確にする．
2）調査協力者
下記の知的障害者福祉サービス従事者 12 名にインタビューした．インタ
ビューイの選択は機縁法による．
・知的障害者福祉施設管理者 3 名（40 代 1 名，50 代 1 名，60 代 1 名）
・知的障害者福祉施設生活支援員 9 名（30 代 3 名，40 代 6 名）
なお対象者の性別は 12 人中，男性 5 人，女性 7 人であった．
3）質問内容
筆者が平成 28 年 6 月に 12 人の知的障害者支援施設の生活支援員にインタ
ビューした．文末注に掲載した平易な質問票を提示し，それに対して調査協力
者に自由に語ってもらうという半構造化面接を行った．
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2 . 倫理的配慮
倫理的配慮としてインタビューイに対して，下記のことを行なった．
・インタビューの参加は任意であり，いつでも協力を拒否・撤回することが

支援の姿勢

できることを伝えた．
・インタビューによる速記録をとることの了承を得る
・本人が答えたくないことは答えなくても良く，いつでも中断できる旨を伝
える
・インタビュー結果は研究に使うこと，そしてそれ以外では用いないことを
伝えた．
さらに時間も全インタビューでそれぞれ約 40 分の時間設定として，インタ
ビューイの物理的負担を軽減するように努めた．

影響因子
「支援者個人変
数の媒介」

3 . 分析方法
インタビューした 12 名の速記録を分析対象とした．
佐藤郁哉（8）の「質的データ分析法」の「事例―コードマトリックス」に基づ
いて分析した．知的障害者の地域生活支援に関するホスピタリティ意識形成に

る焦点的コーディングに移行する，というものである．
（国際医療福祉大学研究倫理審査委員会：承認番号：16 -Ig- 1）

「自分は今まで障害者への支援で様々な困難にぶち当
たってきたが，これまで克服することができた．これか
らも同様の困難があっても大丈夫だと思う．」
「これまで知的障害者の支援の実績があり，そのノウハ
ウについても組織として蓄積している．」
支援者の専門性・
「これまでグループホームを開設してきた実績があり，新
キャリア
しいグループホームを開設するノウハウを持ち合わせて
いる．」
「知的障害者の特性を知らないものに支援をさせても，
十分な支援はできない．きちんとした教育を受ける必要
がある．」

支援者を育成
する姿勢

「発達障害の特性について外部から講師を招き講習会
を実施するようにしている．」
「職員の状況に合わせた研修を実施する．中堅職員の責
任を明確化して，責任を委譲するようにしている．」
「経験の少ない職員に，職場間交流がなく視野が狭く
なってしまうので，職場間交流を試みている．」

物理的状況

「グループホームを設立したいと思ってもそれに従事す
る職員が乏しいために，実現することができない．」
「現実に職員の確保ができないために，グループホーム
を閉鎖せざるを得なくなる事例もみられる．」
「職員の勤務体制の厳しさから，職員を研修に生かすこ
とができない．」
「現在人材確保が難しくなっている．」
「せっかく採用した職員も給与体制の低さから数年でや
めてしまう．継続できるような給与体系が必要である．」

組織としての
プリンシパルの
共有化

「組織全体に浸透したプリンシパルがあり，ミッションが
明示・共有されている．」
「組織の方向性として障害者の地域生活を当然のように
考えており，職員に特に疑問も抱かせない．組織として
同じ理念を持つ人を増やしていこうとしている．」
「過去にいろいろなことに挑戦しており，新しいことに取
り組むことに抵抗のない雰囲気．」

Ⅲ. 結果

理すると，表 1 の通りとなった．

影響因子
「支援者を取り巻
く状況の媒介」

表 1. 文書セグメントの整理結果
焦点的コード

背景因子

具体的表記

「障害の重度な人がグループホームで生活するには，生
サービス利用者
活の支援が必要となるために困難である．」
の特性と支援の
「グループホームの職員体制上，支援の必要度が高い
必要性
知的障害者の支援は困難となる．」

「現在の社会資源の状況を考えれば，それぞれの知的障
害者の生活に寄り添うことは難しく，仕方がないと思う．
」
「利用者の利益について積極的に考えようとしない．」
「本人の夢に寄り添おうとする．」
「利用者の話を誠実に聞くようにしている．そして本人が
本当に望んでいることを明らかにしたい．」

「職員に伝えようとしていることを受け止める力が無い．
」
「いとも簡単に，自分に向いていないと退職してしまう新
支援者の社会性 人職員が見られる．」
「職員の応募者が少ない中で，ようやく採用した職員も
人格的に課題がある．」

関する概念モデル構築するために，
「カード分類による体系化」を行なった．こ
れは，定性的データ（複数の聞き取り結果）の類似性をもとに分類・要約する
ものである．具体的には，インタビューの速記録の文字データをまずオープン
コード化して，次に焦点的コーディングを行う．オープンコーディングで文字
テキストデータそれ自体からコードを立ち上げる．そして抽象的なコードであ

上述の文書セグメントごとにカードが 36 枚作成されたが，それらを整理し
て，下記の通りの焦点的コードが得られた．それを具体的な表記とあわせて整
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管理者の認識

職場仲間との
関係形成

「現在のサービスで満足してしまうことなく，自分たちの力量
を踏まえつつも，利用者のために前進することを考えたい．
」
「中堅職員が若手職員にものを言ってもなかなか聞いて
くれないので，トラブルが起きたときなどに適宜注意す
るようにしている．」
「利用者の支援についてなかなか通じなくてもあきらめ
ずに適切なタイミングをとらえて伝えるようにする．」
「利用者の要望により新しい事業を展開するのは管理者
の役割である．」
「仕方がないものは仕方がない．」
「地域生活は当然のことなので組織として，そのうねり
を作っていきたい，その中で職員にもその意味を分かっ
てもらいたい．」
「施設長は前線の職員の支援に口を出さず，任せていれ
ば大丈夫と考えているが，現実には問題も多く，中間管
理職のものが事態に対応している．」

上記の図で示していることは，知的障害者の地域生活支援を福祉理念のみで
捉えられるものではないということである．福祉サービスが決して一様の展開
をしないことが示されている．そこでは，知的障害者の地域生活支援に関する

「利用者のために組織内でのコミュニケーションができ
ないと，よい支援ができない．よいコミュニケーションに
より，前向きに考えることができる．」
「先輩との話し合いにより，自分の狭い視点から見てい
たことに気が付いた．利用者の視点から見ていなかった
ことに反省させられた．」

状況となっており，グループホームなどの地域生活支援は十分に展開していな
い．様々な原因が考えられるが，一つにはグループホームを担う当事者能力の
ある職員が給与体系の低さなどにより確保できないことにある．知的障害と
いう障害特性をきちんと理解して支援を行うことが求められる．しかし，その
理解の乏しさにより，障害の重度さや特性（高齢，疾病，反社会的行動，行動障

「施設の方針に従って，障害者の地域生活を支援していきたいと思う．」
「現在の社会資源の状況を考えれば，それぞれの知的障害者の生活に寄り
知的障害者の地
添うことは難しく，仕方がない．特に障害特性によっては，地域生活を支援
域生活支援に関
することは困難であり，仕方がないと思う．」
する意識
「誠実に話を聞くようにしているが，そこでできることについては創意工夫を
凝らしたいが現在不可能なことは仕方がないと思う．」

Ⅳ . 考察
インタビューの中で感じたことは，極めて主観的であるが「仕方がない」と
いう言葉が頻繁に聞かれたことである．これは新人，中堅，管理者レベルにお
いて共通して認められた．さて，上記の焦点コードの関係性を視覚的に理解し
やすくするために，図式化すると下記の図 1 の通りになると考えられる．
支援者の個人変数
の媒介
障害特性と支援
の必要性

知的障害者の生活支援
に関する意識
支援者を取り巻く
状況の媒介

図1.
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ホスピタリティ意識の形成プロセスが以下のように示唆されている．障害の特
性と支援の必要性に対して，支援者の個人的変数の媒介と支援者を取り巻く状
況の媒介が影響して，知的障害者の生活支援に関する意識が形成されると考え
られる．そこでは特に，個々の職員の支援姿勢・専門性とキャリア・社会性が
作用していることが明らかになった．ともするとホスピタリティ向上に関する
著作ではこの個別性に関する言及が少ない．しかし，これを十分に配慮しない
と，マネジャーの技術の稚拙さという視点に議論が矮小化しかねない．
さて上記の図によれば，以下の三段階があることを示唆された．
第一段階として，知的障害者の生活のしづらさと現実提供されているサービ
スという次元である．特に現在は家族に依存するか，施設に入るかという選択

（9）
害）
により，地域生活をする可能性が閉ざされてしまう可能性があるという

ことである．
第二段階として，
「支援者個人変数の媒介」と「支援者を取り巻く状況の媒
介」からの影響を受ける．「支援者個人変数の媒介」としては「今のシステムに
問題があり，利用者に不利益があっても仕方がない」と「支援者の生活を改善
する職場の仕事に夢を持っている」という回答が見られた．他方で「支援者を
取り巻く状況の媒介」としては「支援者を育成する姿勢」
「物理的状況」
「組織と
してのプリンシパルの共有化」
「管理者の認識」
「職場仲間との関係形成」という
因子が示された．特に管理者の認識では「仕方がないものは仕方がない」
「地域
生活は当然のことなので組織として，そのうねりを作っていきたい，その中で
職員にもその意味を分かってもらいたい」という正反対の回答が見られた．ま
た「組織としてのプリンシパルの共有化」には「過去にいろいろなことに挑戦
しており，新しいことに取り組むことに抵抗のない雰囲気」
「組織の方向性と
して障害者の地域生活を当然のように考えており，職員に特に疑問も抱かせな
い．組織として同じ理念を持つ人を増やしていこうとしている．
」という回答が
見られた．
第三段階として，自分たちの支援の省察と行動の選択がどのようになされる
のかということである．省察とは利用者・家族・施設・関係機関・地域・社会・
時代の流れの中で自らの在り方を振り返ることである．結果的に「施設の方針
に従って，障害者の地域生活を支援していきたいと思う」
「現在の社会資源の状
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況を考えれば，それぞれの知的障害者の生活に寄り添うことは難しく，仕方が
ない．特に障害特性によっては，地域生活を支援することは困難であり，仕方
がないと思う」
「誠実に話を聞くようにしているが，そこでできることについて
は創意工夫を凝らしたいが現在不可能なことは仕方がないと思う」との 3 種の
回答が見られた．制度からの要請があったり，組織的志向や官僚的志向により
他の選択肢が検討しようとしなかったり，という状況では，「仕方がない」とい
う責任回避の態度も継続していくであろう．他方で，「誠実に話を聞く」という
ことにおいては，システムな組織の改善に至らず，支援者と当事者の二者関係
にとどめてしまう可能性が見られた．
本調査では，サービス従事者のホスピタリティ意識を醸成する上で「支援者
を育成する姿勢」
「組織としてのプリンシパルの共有化」
「管理者の自分の役割
の認識」
「職場仲間との関係形成」が促進要因として挙げられた．以上の知見は
まさにドラッカーの下記の理論と軌を一にしていると，言えないだろうか．経
営のマネジメントについて，ドラッカー（10）は以下の原則を挙げている（下線は
筆者）
．
① 人が共同して成果を上げることを可能として，人の強みを発揮させ，弱み
を無意味なものにする．
② 人と人との関係に関わるものであり，それぞれの文化に深い関わりを持つ．
③ 組織が，成員に対して仕事について共通の価値と目標を持つことを要求
する．
④ 組織と成員を成長させなければならない．
⑤ 意志の疎通と個人の責任が確立していなければならない．
⑥ 非営利団体も具体的な目的に応じた成果の評価基準を持たなければなら
ない．
⑦ 成果は顧客の満足である
以下に本稿では「理念の浸透」に着目して述べていきたい．理念の浸透につ
いて正面から論じている田中は，ミッションマネジメントを「経営理念を組織
の隅々に浸透させ，それを従業員のやる気と組織の発展につなげる，経営理念
（11）
を体現化する経営」
と定義づけ，ドラッカーが具体的な次元では十分な議論
をしていないと述べている（12）．ミッションマネジメントは，組織の理念に沿っ
て働くことで，個人がミッションに気づき，それを個人の働きがいや成長，組

織の競争力につなげることである．そのためには，組織運営を行う場合に，展
望＝目的を明確に定め，目的を達成するために果たすべき組織の役割＝使命
と，それを果たすための価値観・行動規範＝価値を明確にして，組織運営を行
うことが求められる．ここで特に重要となるのは，
「理念浸透」である．理念浸
透にとって大切なことは，働く一人一人が，どれだけ個人のミッションを高め
て働くことができるかであろう．しかし，田中自身（13）も現実の企業の経営場面
で末端まで浸透していないことを指摘している．遠藤（14）は福祉サービスの原

知的障害者の地域生活支援に関するホスピタリティ意識形成に関する検討―ドラッカー理論を踏まえて

177

点が本来「顧客の満足」であるにもかかわらず，現場では必ずしもそれが順守
されていないことを指摘している．さて，田中の批判に対して，筆者は実はド
ラッカーが具体的な対応方法を示唆していると考えている．それが自己目標管
理である．ドラッカーは，次のように述べている．
「今日必要とされているものは，一人ひとりの人の強みと責任を最大限に
発揮させ，彼らのビジョンと行動に共通の方向性を与え，チームワークを発
揮させるためのマネジメントの原理，すなわち一人ひとりの目標と全体の利
（15）
益を調和させるためのマネジメントの原理である」
ドラッカーの自己目標管理について，ポイントとして以下の 2 点を挙げたい．
第一は，個々の職員が，自分にどのような組織の使命が期待されているのか
を理解するようにしなければならないことである．ドラッカーは次のように述
べている．
「組織に働く者は，事業の目標が自らに求めているものを知り，理解しなけ
ればならない．上司もまた，彼らに求め期待すべき貢献を知らなければなら
ない．そして彼らを評価しなければならない．このことが行なわれなければ，
組織に働く者は方向付けを誤る．目標管理には特別な手法と非常な努力が必
（16）
要である」
「使命を明らかにして，人材を的確に配置して，継続して学習を施し，目標
によるマネジメントを行い，要求水準を高くして，責任をそれに見合うもの
（17）
として，自らの仕事ぶりと成果に責任を持たせる」

本調査でも次のような回答があった．「現在のサービスで満足してしまうこ
となく，自分たちの力量を踏まえつつも，利用者のために前進することを考え
たい」
「利用者の要望により新しい事業を展開するのは管理者の役割である．」
「地域生活は当然のことなので組織として，そのうねりを作っていきたい，その
中で職員にもその意味を分かってもらいたい」
ここで強調したいのは職員の育成が極めて重要であるということである．同
時に上司も自分に期待されている貢献を知る必要があるのである．そのために
は組織の使命を常に自省的に考え続けなければならない．この対話には極めて
努力を要するのである．そしてこの成果が地域生活の具現化の促進要因となる
のである．
第二は，目標の設定は誰かの強制によるものではなく，自らの意志に基づく
ことである．
「この原理だけが，指示や命令ではなく，仕事のニーズによる行動への意欲
を起こさせる．誰かの意思によってではなく，自ら行動しなければならないと
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（18）
いう自らの決定によって行動させるようになる．
」
とドラッカーは述べてい
る．ここで「自らの決定」という点に着目したい．本調査でも支援者の社会性に
関して下記の回答があった．
「職員に伝えようとしていることを受け止める力

が無い」
「いとも簡単に，自分に向いていないと退職してしまう新人職員が見ら
れる」
「職員の応募者が少ない中で，ようやく採用した職員も人格的に課題があ
る」
それに対して，管理者の立場からコミュニケーションを図ろうとする下記の
回答があった．「中堅職員が若手職員にものを言ってもなかなか聞いてくれな
いので，トラブルが起きたときなどに適宜注意するようにしている」
「利用者の
支援についてなかなか通じなくてもあきらめずに適切なタイミングをとらえて
伝えるようにする」
以上から，従事者の個別性を鑑みる重要性が示唆されている．マズロー（19）の
批判により，ドラッカーが「これに従って，私自身は直ちに考えを改めた．彼の
（20）
と，自ら修正したように，「人は機会さえ
立論には圧倒的な説得力があった」
（21）
与えられれば，成果を上げるべく働くなどと仮定することはできない」
と述
べたことも，踏まえておく必要はあろう．従事者とマネジャーのコミュニケー
ションが極めて難しいが重要であることは言うまでもないことである（22）．特に
ジェネレーションギャップもあってお互いの理解が難しくなっている（23）のも
事実であろう．参画メンバーによる活発な議論を促し，基本目的に関する認識
や目標水準の考え方についてのパーセプションギャップを明らかにしつつ，基
本目的の具体化を進める重要性を吉原

は述べている．久田 は福祉の現場
において，
「やる気がない職員」との対話・傾聴の必要性を指摘している．同時
に「部下にうまく思いが伝えられず悩んでいる」事例より，管理者が従事者に
（24）

（25）

納得させられるコミュニケーションをしているのかを自省する必要性も指摘し
ている（26）．お互いの理解を得て，組織を前進させるコミュニケーションの重要
性は言うまでもないことである．そこではホスピタリティの向上に関する両者
のコミュニケーション技術に関する検討も無論不可欠であろう．例えば福島（27）
はディズニーランドのリーダーがその使命を伝える手法について述べている．
きわめて説得力があるが，これは技術的な次元で終始するものではない．マネ
ジャーから発するメッセージが伝わるのは，従事者の具体的な社会性・状況を
も踏まえた相互交流の結果である．その重要性が本調査から示唆されていると
思われる．

Ⅴ . おわりに
本稿では知的障害者の地域生活支援を支える根源となる職員のホスピタリ
ティ意識形成がどのようなプロセスを経るのかを明確にしたいと考えた．とい
うのは様々なヒアリングで「制度が悪いから仕方がない」とあきらめてしまう
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ことに対して少しでも何かできないのかという問題意識を抱いたためである．
そしてドラッカー理論に当てはめてみた．しかし，グループホーム推進に関し
て財政を含む政策上の問題があることは軽視するつもりはない．すべてがマネ
ジメントで解決できるものではない．また本稿では限られた従事者へのインタ
ビューに関して論じたものであり，得られた知見にも限界がある．今後とも継
続して理論を深めていきたいと考えている．
【注】
質問票
下記の項目についてどのようにお考えかを，お尋ねいたします．答えたくないことについては，
答えなくても結構です．
1 . 知的障害者が地域で生活することへの支援についてどのように考えますか．積極的に進
めたいと思いますか．
2 . 知的障害者の地域生活を支援するうえで，何が特に支障となると思いますか．
3 . 利用者への支援に関して心がけていることはありますか．
4 . 利用者への支援を向上させるために，組織に対して期待することは何ですか．
5 . あなたは，同僚の職員と管理者のコミュニケーションをどのようになさっていますか．それ
により利用者への支援に関する意識は，どのように変わりましたか．
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営業活動における知識労働の生産性に
関する一考察
―米国のセールスマンの創造性研究を中心に

A Study on Knowledge Worker Productivity in Sales Activities:
Focus on Salesperson Creativity Research in the U.S.

中村真介

Shinsuke Nakamura
（三菱電機株式会社）

Summary
Peter Drucker believed that improving the productivity of knowledge workers
in a knowledge society is extremely difficult. The author focuses on the intimate
relationship between knowledge workers and salesperson, who interface with
customers. With respect to the matter of knowledge worker productivity highlighted
by Drucker, the author presents a specific response to the questions about creativity
in salesperson that have recently come to the fore in the U.S.

はじめに
ドラッカーは，1969 年『断絶の時代』で知識社会の到来について触れ，はじ
めて知識労働者という言葉をつくった．また知識労働の生産性に関する問題こ
そ 21 世紀の先進国にとって最大の問題であると論じている（1）．知識労働者のマ
ネジメントは，肉体労働とは異なり自らの専門的知識や経験を通じて答えを導
き出すため，その領域に他者が踏み込んだり，プロセスを定型化することは難
しい．なぜならば，知識労働の主たる部分は思考のプロセスであり，それを明
確な要素に分解して捉えることが困難だからである（2 )．
また，ドラッカーは『マネジメント』においてマーケティングの理想は販売
を不要にすることであるといったが（3），今日ビジネス市場において営業（4）と
は，単なる販売活動でなく，様々な知識をつかって価値を生み出す中核的存在
になりつつある．営業の仕事は幅広く，顧客からの情報収集や製品開発，価値
提供，事後サービス，また顧客との関係構築から維持に関わる企業全般の活動
に携わっている（5）．特に昨今のように顧客ニーズが多様化し変化が激しく取引
規模が大口になるほど，売り手には顧客適応性が求められる．つまり営業活動
には，個々の顧客の異なるニーズに対して全業務過程を顧客適応させるかが重
要となってくる（6）．また，営業活動とは状況依存的で動態的であるため，標準
的で定型的な台本としてマニュアル化することは困難であり，他人が容易に模
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倣できるものではない（7）．仕事の成果についても顧客に如何にどれだけ売った
かではなく，如何なる価値を創造したのかが問われなければならない．
本研究は，営業活動と知識労働の密接な関係に着目すると共に，ドラッカー
が困難なテーマであるとした知識労働の生産性という問題に対して，近年，米
国で展開されているセールスマンの創造性に関する議論が，ごく一部であるけ
れどもこのドラッカーの問いに答えを与えているものと考える．
ではなぜ米国でこのような議論が進んでいるのか，そこには日米における仕
事の捉え方の違いがあるだろう．通常米国では，Job Description（職務明細書）
によって事前に詳細の業務範囲，業務の進め方などが明確に定義されている
が，日本ではこれに相当するものをもつ企業はほとんどない．よって仕事の範
囲が曖昧で，顧客の要求に臨機応変に動くことが求められる日本の営業とは違
い，米国のセールスマンが創造性を発揮するには Job Description という領域か
ら外れたより広い視点からセールスを捉える必要性があったのではないだろう
か．
本研究の構成は，まず創造性研究が心理学から誕生しどのように展開されて
きたのか，そしてセールスマンの創造性が如何に定義されどのような意義を
持っているのかを考察し，セールスマンの創造性に影響を与えるとされる心の
知能指数（EI）や市場志向（MO）との関係性を明らかにすることで，知識労働
の生産性への貢献と課題について考察を行なう．よって本研究は，セールスマ
ンの創造性研究の文献レビューを通じてドラッカーの知識労働の生産性をめぐ
る問いに対し一定の貢献をしたいと考える．

1. 米国におけるセールスマンの創造性研究の展開
創造性に関する研究は，社会心理学の分野から始まり，心理学的理論による
個人へのアプローチ，また認知能力のアプローチに焦点をあててきた（8）．後に，
ビジネスとの関係において創造性（個人の特性と姿勢の要素）が重視したのは，
革新的問題解決姿勢（例：Barron 1969，Kirton 1989），直感，内部動機，曖昧
さに対する耐性，リスクの 5 つの分野であった．また創造性の認知プロセスで
は，通常と異なる「独創的」な考え方と「横」のつながり（例：de Bono 1991）
に重点が置かれた（9）．
Eliashberg および Lilien，Kim は，問題解決が営業機会や顧客との長期的関
係が向上すると述べ，多くの研究で問題解決による営業アプローチの重要性
を強調している．心理学的考察が示すように，問題解決の成功は創造的問題解
決と強い相関関係にあるといえる（10）．また，セールスマンの動機（例：Ford
他 2008）と知識および専門性の役割（例：Stern 1989）はともに創造性を育む
と考えられた．また組織の観点から創造性を高めることに着目した研究では，
社会的環境（例：Csikszentmihalyi 1988）と，組織文化および職場環境（例：
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Amabile 1988，Mumford および Gustafson 1988）が個人およびチームの創造
性を高める要因であることがわかった（11）．
創造性の定義については現代の社会心理学では，
「創造性の概念化は，個人
の特性や一般的能力としてでなく，個人の特徴や認知能力，そして社会環境の
集合とすることで最適化される」と論じられている（12）．言い換えれば，創造性
は個人（個性，認知能力など）と環境の相互作用の結果として生まれる製品も
しくはその他目に見える反応として現れ，斬新で実際に役立つ考えや行動の流
れを意味している．ただし，創造性はほぼ誰もが有するが，その方向や程度は
必ずしも同じではないことが指摘されている（13）．

2. セールスマンの創造性の役割
Pullins および Strutton，Pentina は，セールスによる創造性の役割について
『リアルタイム環境でより創造的な代替案を提示できるセールスマンは，その
ソリューションで高水準の差別化を実現する』という仮説を説いた（14）．また
Wang および Netemeyer は，優秀なセールスマンは新製品を見出し，顧客の真
のニーズを捉え，顧客の課題に適したソリューションを追求するなどの仕事に
は創造性が不可欠だと提唱している（15）．
そもそもセールスにとって創造性の意義は，買い手と売り手の異なるニーズ
のバランスを取り，それぞれが満足する win-win の代替ソリューションを提供
することにある．したがってセールスは仲介役として，販売という立場ではな
く，情報や問題を識別しながら代替ソリューションを生み出す能力が重要にな
るため創造性のニーズがますます高まる．さらに，自身の通常の役割や日々の
業務を超えて市場を感じ取り，企業にとって重要な外部環境で何が起きている
かを理解する能力が求められる．これは，創造的な人間が目先の問題で何が重
要かを「感知」するために多様な情報をふるい分けなければならないのと非常
に似ている（16）．
もう一つの理由として，セールスは顧客や自社のために多種多様な機会や価
値を自ら進んで創造しなければならないからである．今日，販売で成功するに
は，顧客とその問題および重要な課題について新たな考え方を生み出す必要が
ある．非常に優れた能力を備えるセールスマンなら，これまでになかった（あ
るいは，あることはわかっていた）顧客のウオンツもしくはニーズを創り出す
（あるいは，革新的に発掘する）ことも多々あるだろう．有能なセールスマンで
あれば，集中的思考を使って新たなソリューション，もしくは既存のソリュー
ションの新たなバリエーションを生み出す可能性が高い．有能な者は新たな
メッセージ，もしくは既存のメッセージの生産的バリエーションを生み出し，
新規に創り出したアプローチを通じてそれを実現するだろう（17）．
創造力のあるセールスマンはそうでない者に比べ，変化する環境の課題に，
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より周到に，責任を持って立ち向かうだろう（18）．創造力のあるセールスマン
は，従来に比べはるかに優れたソリューションを生む可能性に富んだ新しい
有効な販売アイデアを自ら進んで考え出し，それを自分のものにする．事が上

また一方で EI が仕事の満足度と深い結びつきがあることがわかった．EI の
高い人間は自身および他人の感情の評価に，より長けており，EI の低い者より
意志決定の際の感情を活用し調節している．つまり EI の高いセールスは，自

手く運ばない最悪の場合であっても，創造力のある販売員なら「これはここの
売り方でない」というような不毛の言い訳に固執することはない．彼らは，対
面（リアルタイム）販売の際のプレッシャー下でも創造的思考をする必要があ

身がストレスや不満に出会ったときにそれを認識でき，味わっているストレス
に対処するために感情を調節することができるのである．こうした EI のスキ
ルは，顧客との接点であるがゆえに顧客や組織の上司・同僚と関わらなければ

る（19）．

ならないセールスにとって不可欠である．よって EI のスキルをうまく使えば，
望ましい社会的交流が促され，自身の仕事満足度を上げることができるだろ
う（27）．

3. セールスマンの創造的成果と尺度
Wanga および Netemeyerb は，セールスマンの創造的成果と尺度について当
人が生み出す新しいアイデアと斬新な行動の量が，セールスマンの創造的成果
であると概念化した．またセールスマンは，組み立てが不十分な販売上の問題
を解決する際，これらのアイデアや行動が有効且つ妥当で，販売成果に貢献し
たいという思いからそれらを生み出し実行に移していることがわかった（20）．
実証試験を通じ，特に創造性が現れるのが，問題に対して新たなソリュー
ションを生み出し検証する，問題を違う観点から捉え，新たな問題を見つけ解
決する，あるいはこれまで見過ごされていた問題を見つける際であることがわ
かった．また問題となりやすいのが，顧客関係の管理，ロジスティクス，教育，
社内協調の分野であり，セールスマンはこれらの問題を通じて，提案営業をす
る，顧客とのつながりを築く，異なる領域の知識やスキルを販売における問題
に適用することで創造性を発揮しているのである（21）．
また尺度については 7 つの尺度として①革新的方法による販売提案，②リ
ソース豊富な方法における販売業務の実施，③顧客ニーズを満たす新アイデア
の考案，④従来ない顧客問題に対し複数の代替案を創出および評価，⑤旧来の
問題に新規の見方を導入，⑥答えが不確かな場合に問題解決法を改善，⑦創造
的販売アイデアの創出であることを示唆した（22）．

4. セールスマンの創造性を如何に育むか
4 . 1 心の知能指数（EI）と創造性の関係性

Sosik および Megerian は，EI の高いマネージャーは，自己意識の高くないマ
ネージャーに比べて仕事の能力が高く，EI と仕事の成績との間に正の相関があ
ることを明らかにした（28）．これによって，セールスマンおよびマネージャーの
EI が仕事の成果に対して大きなプラスの影響を与えると同時に，個々の仕事の
満足度とも相関関係にあることが明らかになった（29）．
4 . 2 セールスの市場志向（MO）が及ぼす創造性へのプラス要因
顧 客 価 値 創 造 を 通 じ て 企 業 に 優 れ た 成 果 を も た ら す 市 場 志 向（MarketOrientation 以下，MO）は，現代のマーケティングの考え方の中核にある（30）．
MO は 3 つの行動的適応（①顧客志向，②競合対応，③部門間協調）で構成され
ている（31）．Guenzi および Troilo は，その内の③部門間協調に着目し，顧客の価
値創造においてマーケティング部−セールス部による部門間協調の重要性を指
摘し，両者の有効な関係に向けて価値観や戦略，プロセス，姿勢においてそれ
ぞれが協調することが望ましいと論じている（32）．
従来の研究では，目標や結果に対する過度な短期的志向はマーケティング−
セールスの相互関係の有効性を抑制すると共に，部署間の対立を生み，ビジョ
ンや目標，活動に不整合をもたらすと論じられてきたが，Guenzi および Troilo
は，企業が長期戦略を志向することで両者が強調し優れた顧客価値を生み出す
ることを明らかにした（33）．これは日本企業の場合，企画部門と営業部門，事業
推進部門と販売部門といったケースなどが想定されるだろう．
本来，顧客対応能力とはマーケティングとセールスの共同責任を必然的に意

Lassk および Shepherd は，セールスマンの感情面に関連した要素とされる
心の知能指数（Emotional Intelligence 以下，EI）と創造性が相関関係にあるこ
とを明らかにした（23）．心の知能指数とは，個人の問題解決と社会的関係の広範

味するものである．実際に，顧客対応管理に関する研究では通常，社内組織が
顧客価値創造に向けて一丸となった努力の必要性を強調しているように，販売
プロセスが一個人の能力を超えるときは組織横断チームが必要であり，総合的

な多様性を説明する変数であり（24），EI にはいくつかの概念化があるが，代表的
なものに「統合モデルアプローチ」がある（25）．ここで EI の定義は，
「的確に物
事を捉え，称賛し，感情表現する能力；思考を促す際に感覚にアクセスしたり
感覚を生み出す能力；相手の感情や感情的知識を理解する能力；そして感情的
および知的な成長を促すために感情を調節する能力」とされる（26）．

努力が求められることがある（34）．同様に，管理者やセールスなど顧客との接点
となる職務には顧客関係管理の重要な責任があるため，マーケティング戦略導
入の際に販売部門が非常に重要な役割を担う場合がある（35）．顧客対応能力にお
いても，優れた顧客価値を生み出す企業の能力は，明らかにマーケティングと
セールスの従業員が行う意志決定と活動を調整し統合する能力にかかっている
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は，データベース営業，プロセス管理，チーム営業など営業担当者の知識や活
動を可視化，共有することで従来の個人型営業から組織型営業への転換を示唆
したが，現場の営業担当者の創造性についてはあまり触れられてこなかった．

一方，Wang および Miao はセールスマンの MO と創造性の潜在的抑制要因
について「業務の相互依存性」と「成果の相互依存性」の観点から考察を行な
い，
「成果の相互依存性」に顧客志向を阻害する側面を持つことがわかった（37）．

しかし同研究によって，企業が競争優位性を築き，優れた成果をあげる上で，
セールスの創造性（イノベーション，顧客価値創造）が重要な役割を果たして
いることが明らかになった（44）．またセールスマンの創造性が経営的に重要な意

業務の相互依存性は，同一部署の販売員が業務を効率的にこなすためにお互い

義を持つだけでなく，経営者に対して顧客と密接な関係にあるセールスが自ら

の知識やスキルに依存する度合いのことであり，成果の相互依存性はセールス
マンの役目や評価，報酬が販売部門の成績に直接結びつく度合いを示してい
る（38）．
Wang および Miao は，検証によって「業務の相互依存性」には何の抑制効果
もないが，「成果の相互依存性」は販売員の創造性に対する競合対応のプラス

創造的に考え，どうすれば製品を位置付けし，販売するのが最も良いか自ら意
思決定することが出来る権限を彼らに与えることの重要性を示唆しているとい
える（45）．またセールスの市場志向が与えるプラス要因とマイナス要因を明らか
にしたことで，セールスマンの創造性が創造的組織文化の下で有効に機能し，
仕事の成果に大きな効果をもたらすことがわかった．

効果を高める可能性がある一方で，創造性に対する顧客志向のプラス効果を阻
害することを明らかにした．この要因として，顧客と競合の情報の違いにある．
競合情報とは直感的，短命で，競合が何をしているか，あるいはどうしようと

一方で課題点もある．それは組織として如何にアイデアを実現するかという
問題である．ドラッカーは，
『マネジメント』の「創造性という幻想」において，
個人のパーソナリティとしての創造性ではなく，マネジメントによる創造性の

しているかに関する情報を基にして競合を出し抜くための素早い行動が求めら
れ，競合情報に基づいたイノベーションは抜本的というより漸増的で，差別化
よりコスト優位性を追求する傾向がある（39）．
これに対し，顧客情報は競合情報より直感的でなく，より深い解釈と分析の
時間を必要とする．したがって，成果の相互依存性はセールス部門全体の目標

重要性を強調している．昔ながらのスローガンで「ひとりひとりの創造性を活
かそう」等といわれているが，その根拠は存在せず，基本的なツールが提供さ
れないかぎり，創造性は効果を発揮しないと論じている．要するに創造性とは
分析や知識の代わりにはならないのである（46）．
またレビットは，
『アイデアマンの大罪』で，創造性を礼賛する人々はアイデ
アばかりに焦点をあて，成果をあげるためのプロセスを軽視していると指摘し

達成を遅れさせ，目先の業績を脅かす可能性があるため，セールスマンが顧客
のあまり明確でない潜在的ニーズを十分判断するのに必要な時間を割くことを
阻害する．このように「成果の相互依存性」はセールスマンの創造性に対する
顧客志向のプラス効果を弱める可能性があることがわかった（40）．
また Wang および Miao は，これらを踏まえ企業がよりセールスとイノベー
ションの関係性について認識することの重要性を指摘している（41）．従来，販
売機能は創造性とイノベーションの源泉とは見なされていないのが一般的で，
セールスには通常，正式にイノベーションを果たす役目はなかったが（42），現実
的には，過度に競争の激しい環境のなかで価値を創造し，そのためには管理者
とセールスは同様に創造性を発揮し，革新的プロセスを導入することを頻繁に
求められる．よって企業は，セールスマンが顧客と市場に接しているだけに製
品の改良を促す重大な役割を果たすことを認識した上で，現場のセールスの革
新的アイデアに耳を傾けることの重要性を説いた（43）．

5. 知識労働の生産性問題への貢献と課題
ドラッカーが『断絶の時代』で問題提起した知識労働の生産性について，こ
れらの創造性研究は多くの視座を与えてくれている．これまで日本の営業研究

た．そもそも着想（アイデアの創造）とイノベーション（実現）は異なる．画期
的なアイデアが生かされないまま何年も放置されるのは，アイデアを生み出す
という意味の創造性ではなく，イノベーションすなわちアイデアを具体化する
営みが欠けているのである（47）．
Google 創業者のラリー・ペイジは母校ミシガン大学の卒業スピーチで実行
性が伴わないアイデアに価値はないと言ったように（48），我々の最終目標は現場
の創造性で留まるものではなく実際に成果をあげることにある．よって創造性
は手法であり一通過点でしかない．またセールスマンの創造性研究の歴史は浅
く，現時点での研究データは断面的で便宜的サンプルによるため予備的な位置
づけとされることから，より多様な実務家との理論的且つ実証的な検証が必要
であるだろう．今後求められるのは，セールスマンという個人を対象とした創
造性の問題から，組織としてそれらを如何にマネジメントし成果につなげてゆ
くのかについて議論を深めてゆく必要があるだろう．
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Declining Birthrate and a Growing Proportion of Elderly People

田中浩子
Hiroko Tanaka

（県立広島大学大学院経営管理研究科）

Summary
The purpose of the present study is to consider the changes in food distribution
industry from a point of view of Drucker’s theory. In particular, a drastic change has
been observed in a convenience store and a drag store, so that the definition of the
business category may have to be reconsidered.

1. 食品を扱う小売業の変化
食料品は主に青果店，鮮魚店，精肉店など業種別小売業やスーパーマーケッ
ト，百貨店で販売されてきたが，近年ドラッグストア，ホームセンター，ディス
カウントストアなどでも扱われるようになってきた．
総務省統計局の全国消費実態調査によれば，食料品の購入先は 1994 年には
一般小売業（青果店，精肉店，鮮魚店などの業種別小売業）が 23 . 2％であった
が，2014 年には 9 . 7％と全体の 1 割を切っている．また生協や購買（1）からの購
入は 1994 年には 7.3％であったが 2014 年には 4.0％となっている．それに対し，
スーパーマーケットからの購入は 1994 年には 38 . 8％であったが，2014 年には
46 . 8％まで増加している．またコンビニエンスストアでの購入が 1994 年には
1 . 6％であったが 2014 年には 4 . 0％，通信販売が 0 . 4％から 2 . 5％と増加してい
る．コンビニエンスストアの店舗数は 2016 年 8 月末現在，54 , 000 店を超え過去
最高となり（2），通信販売は申込み方法が電話や FAX，郵便からインターネット
へと変化している（3）．本稿ではドラッカーの視点から食品を取り扱う流通業の
変化を読み解いていくことを目的とする．
1 . 1 スーパーマーケット
スーパーマーケットでは，顧客への販売手段と店内レイアウトに関して大き
な変化が見られる．店舗における顧客への直接販売以外に，インターネットに
よって注文を受け付け，顧客宅へ商品を配達することが行われており，この方
法はネットスーパーと呼ばれている．2000 年に西友が取り組み始めて全国に広
まったが（4），現在ではその仕組みはさらに進化している．
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ネットスーパーには，受注した商品を実際の店舗で取り揃えて宅配する「店
舗型」と物流拠点から広範囲に配達する「センター型」の 2 つ運営方法がある．
滋賀県に本社を置く平和堂では，「店舗型」のネットスーパーを展開してお
り，2010 年に「平和堂ホーム・サポートサービス」と名付けた宅配サービスを
開始した．利用者は年会費 1000 円と 1 回あたり 108 円の手数料を支払う．ス
タッフは平和堂の OB や OG が担当している．従来のネットスーパーとの相違
点は，あいまいな注文にも対応していることである．例えば電話注文の際に
「すきやきが食べたい」と伝えれば，必要な材料をスタッフが顧客に確認しな
がら注文を取り配達する．日本では生協の宅配が長年利用されているが，注文
から配達まで 1 週間を要するため，発注から受け取るまでの時間が短いネット
スーパーの利用が進んだ．2011 年には「暮らしのお手伝い」と名付けられた庭
木の伐採や蛇口の取り換えなど，細々とした家の内外の用事にも対応するサー
ビスを開始している．1 時間あたり屋外作業は 1500 円，屋内作業は 1200 円と設
定されている．
このようなサービスは利用者に大変喜ばれ，サービス未実施地域からも
「ホーム・サポートサービス」の要望の声が上がった．平和堂は採算が取れな
いため実施が難しいと判断していたが，地域の代表が平和堂へ取りに行き，自
分たちで各家庭に配達するという提案を行い，サービスを開始するに至った．
2015 年 2 月末の実施店舗は 14 店，会員数は 1870 名 , 年間のサービス実施件数は
33 , 800 件，その売上高は 1 億 4000 万円となり , 客単価は店舗の 2 倍となってい
る．
「暮らしのお手伝い」も年間 450 件と順調に伸びている（5）．2016 年 2 月，こ
のサービスがフレンドマート日野店でスタートしたことにより，滋賀県内 19 市
町・23 店舗でのサービス体制となった（6）．
「倉庫型」に積極的に取り組んでいるのはイトーヨーカ堂と西友である．イ
トーヨーカ堂は 2001 年に「店舗型」のネットスーパーを開始し，2009 年には黒
字化した．2013 年度の会員数は 170 万人で売上高は 450 億円であった．ネット
スーパー事業をさらに拡大するために，2015 年 3 月ネットスーパー西日暮里店
の運用を開始した．西日暮里店は「倉庫型」のネットスーパー専用店舗であり，
インターネットで注文を受け付け，各家庭に配送を行う施設であるが，単なる
物流倉庫と異なるのは実店舗と同様に，店内調理による惣菜作りや生鮮品も取
り扱う点である．路面にある小さな店舗は酒類販売免許などを取得するために
設置した店舗であり，後方にある倉庫のような建物において，インターネット
での注文を受け，商品を詰め合わせて各家庭へと配送している．イトーヨーカ
堂のネットスーパー実施店は 1 日平均 10 便で配送しているが，西日暮里店は 1
日 23 便体制で配送となっている．10 , 000 品目を取り扱い 1 日 2000 件の出荷が
可能で，年間 50 億円の売上を計画している（7）．
西友は同じウォルマート傘下にあるイギリスの小売業アズダが導入してい
るネットスーパー専用端末を取り入れてネットスーパー事業を運営している．
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「倉庫型」の強みは，実際の店舗が少ない地域
でもフルラインの品揃えで提供することができることである．また新たな取
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いる．首都圏で食品スーパーを展開するマルエツは，店舗面積が 40 〜 150 坪の
「マルエツプチ」を 2009 年から新たに運営しており，2016 年 5 月末現在 69 店舗
となっている（16）．

（8）
り組みとして長野県の店舗にて「うけとロッカー」
と名付けられた専用ロッ

カーで受け取ることができるサービスも開始した（9）．
顧客にとっては，単に食品を手に入れたいという欲求に加えて，買い物その
ものを楽しみたいという思いもある．東京に本社をおくスーパーマーケットの
いなげやでは，サピア飯能店にて 11 名乗りのワゴン車による無料送迎を行っ
ている（10）．
次に店内のレイアウトについて見ていく．店内で購入した弁当やおにぎり
などの中食商品を食べるための空間を「イートインコーナー」と呼んでいる．
2000 年ごろからイートインコーナーはコンビニエンスストアでよく見かけら
れるようになった．最近ではスーパーマーケットや大型ショッピングモールの
中の食品売り場，そして百貨店の「デパ地下」にも設置され（11），座席数も増え，
テーブルや椅子も豪華になってきている．
2013 年 4 月にオープンした「イオン東久留米店」では 100 席ほどの本格的な
イートインコーナーを設置し，作りたて，出来立ての惣菜が量り売りで購入で
きる「マイセレクトデリ」を導入した．単に店内飲食によって売上を高めるだ
けではなく，無料でくつろぐことができる場所を作ることにより，店内の滞留
時間を長くして買いまわりを増やし，1 人当りの客単価を上げていくのが狙い
である（12）．同年 11 月にオープンした板橋前野店では，周辺に飲食店が少ないた
め，約 350 席のイートインコーナーと外食，物販を融合させた「マルシェダイ
ニング」を設置した．国産野菜を，注文を受けてから鉄板で焼き上げる焼き野
菜ショップ「ベジマイル」も併設している（13）．12 月にリニューアルオープンし
たイオンスタイル御嶽山駅前店では，イートインコーナーで飲酒できるように
した．2016 年 6 月に開店したイオンスタイルユーカリが丘店では食品売場内に
マンゴーやストロベリーなどを使用したデザートアイスバーを対面販売する
「カラフル」を展開している（14）．
スーパーマーケットに新しいタイプの店も登場している．総合スーパーマー
ケットの小型化（15）と言うべきか，食品スーパーの拡張と言うべきか迷うとこ
ろではあるが，1 階は食品売場，2 階に生活に必要な雑貨や衣類を一通り揃えた
「ミニ総合スーパー」である．この業態を積極的に展開しているのはライフコー
ポレーションやイズミヤで，
「スーパースーパーマーケット（SSM）」と呼んで
いる．
またコンビニエンスストアと食品スーパーマーケットの中間で，生鮮食品
の品揃えが充実した「小型食品スーパーマーケット」も増えてきている．イオ
ンは「まいばすけっと」という業態名で 2006 年 3 月に横浜市に 1 号店を出店し
た．その後首都圏や北海道で展開しており 2016 年 9 月末で約 670 店舗となって

1 . 2 コンビニエンスストア
世界金融危機以降，日本の小売業は低迷し，コンビニエンスストアの売上高
も店舗数も伸び悩み，市場は飽和したかのように見えたが，コンビニエンスス
トアは 2011 年以降再び増加に転じ，売上高，店舗数ともに増加している．コン
ビニエンスストアは「戦後日本のイノベーション 100 選」にも入っており，近
年ではフライドチキン，コーヒー，ドーナツなど，外食産業では市場が飽和し
たのではないかと考えられていた商品が，コンビニエンスストアで販売され
ると爆発的に売上を伸ばした．また駅の構内への出店や「自動販売機型コンビ
ニ」，「置き薬型コンビニ」の開発により，顧客接点を増やし続けている（17）．
コンビニエンスストアの来店客層は変化している．セブン‑イレブンの年
齢別の 1 日平均客数割合を見てみると，1993 年は 20 歳代が全体の 37％と一番
多く，次いで 20 歳未満が 23％で来店客の半数以上が 30 歳未満であったが（18），
2015 年には 20 歳未満は 6％，20 歳代 20％，30 歳代 20％，40 歳代 22％，50 歳以
上が 32％となっている（19）．
セブン ‑イレブンでは，現在「セブン・ミール」，
「セブンあんしんお届け便」，
「セブンらくらくお届け便」という 3 つの店舗外サービスを実施している．「セ
ブン・ミール」は 2000 年に開始した配食事業である．このサービスは会員制
サービスで，会員は月刊カタログでメニューを選び，店頭またはセブン・ミー
ルの受注センターへ申し込むものである．様々な業種の企業が配食事業に参入
したが，自由にメニューが選べないことや味そのものに不満を持っている人が
多かったため，セブン ‑イレブンでは自社の PB 商品を作っている既存のベン
ダーのノウハウを生かし商品開発を行った．2000 年 9 月に埼玉県川口市・浦
和市にてサービスが開始され，11 月には東京都の一部にて，翌 2001 年 2 月に
は 神奈川県の一部，5 月千葉県の一部にてサービス開始された．物流コストの
問題を解決し事業を拡大していくためには，2003 年 4 月より店がこのサービス
に直接関与せず，セブン・ミールサービスと顧客が直接取引をする仕組みに変
更された．また商品の製造も通常のベンダーではなく，「セブン・ミール」専用
となり，工場から宅配業者を経て顧客に直接届けられるようになった．しかし
この新システムもうまく稼働せず，2004 年から当初の店舗基点のサービスへ
と戻った．2005 年以降は順調に拡大し，2007 年 7 月には北海道にてサービスを
開始した（20）．2010 年には従来の冷蔵惣菜に加え，主菜 1 品，副菜 2 品で構成さ
れた冷凍総菜の宅配も開始した（21）．また独自で展開していた「セブン・ミール」
の品揃えを店舗の品揃えと統一し，店頭に並べている商品と同じものを宅配す
るサービスへと切り替えた．また 2011 年 5 月，配達条件を大幅に変更し，それ
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までは商品代金の合計が 1000 円以上で配達可能とし，その際 200 円の配達料
を上乗せしていたが，商品代金が 500 円以上の場合は無料で配達するようにし
た（22）．

しての印象を植え付けながら，他の業態から顧客を奪っていった（32）．

2012 年には，ヤマト運輸に委託していた配送を，店舗スタッフが行うように
なり，配達の際に顧客の要望を直接聞き取る仕組みとなった（23）．2016 年 5 月末

中には食品が売上の半分を超えるところもある（33）．

現在，全国約 14 , 200 店で展開し，一部の地域では自治体との協定に基づき，配
達時に高齢者の安否確認も行っている（24）．
2011 年 5 月より店舗から 10 キロ圏内に対し 150 アイテムを届ける「セブンあ

は，一般食品 55.2％，雑貨 17.0％，医薬品，15.6％，化粧品 10.6％，その他 1.6％
となっている（34）．プライベートブランド「ON 365」で食品を展開し，店内奥に
は巨大な冷凍ショーケースが設置されている．食品の売り上げが半分以上を占

んしんお届け便」を開始した（25）．コンビニエンスストアの店頭商品の宅配事業
は，1990 年代に am/pm が取り組んだが十分に機能しなかった（26）．「セブンあ
んしんお届け便」は，店舗と同じ 5 つの温度帯の商品を積むことができる移動
販売車で，食品や日用雑貨等約 150 種類の商品を品揃えしている． ハンディタ

め，「美容と健康を増進する店」には変わりはないが，ドラッグストアでありな
がら，主たる取り扱い品目が「薬」ではなくなっている．日用品よりもさらに買
い物頻度の高い「食」を中心に売っていくことが，来店回数を上げ，売上を増
大させていると考えられる．薬よりも利益率の低い食品を多く品揃えするため
に，自動発注システムの導入し，また人口 1 万人に 1 店舗という高密度のドミナ

イプの簡易レジを使用して精算し，主に老人ホームや事業所，住宅地などに出
向いて販売を行っている．
2012 年 7 月からは「セブンらくらくお届け便」と名付けられた宅配事業も開
始した．このサービスは，約 2700 種類の店頭商品の中から電話注文もしくは店
頭で購入された商品を専用保冷ボックス搭載の超小型電気自動車に積み込み配
達している（27）．2016 年 5 月末現在，1 道 18 県 35 店舗で実施されている（28）．
1 . 3 ドラッグストア
日本におけるドラッグストアの発展のきっかけは，1970 年にオールジャパ
ンドラッグと日本ドラッグチェーンという 2 つのボランタリーチェーンが発足
したことに始まる．その後ハックイシダがハックファミリーセンター杉田店
をオープンし，本格的なドラッグストアの幕開けとなった（29）．薬店経営者がア
メリカ視察を繰り返し，チェーン化と必要性と専門店の業態開発を学び，日本
のドラッグストアを作り始めた（30）．2000 年のドラッグストアの売上構成比は，
医薬品（OTC）20 . 3％，化粧品 13 . 5％，日用消耗品 13 . 1％，食品は 9 . 7％であっ
た（31）．
2002 年，ドラッグストアは『商業統計』の中で，独自の「業態」として登場し
た．それ以前は医薬品小売業，すなわち「業種」で区分されていたものが，
「ド
ラッグストア」という「業態」へと変わったのである．薬を売る店から「美容と
健康」のライフスタイルを提案し，それに対応した品揃えを豊富に扱った店へ
と変化していった．この変化の要因の 1 つとして，マツモトキヨシが 1987 年に
開業した上野アメ横店において，薬店を「体調が悪い人のための薬店」から「健
康な人が美容と健康を増進するために利用する店」へとイメージチェンジさせ
たことが挙げられる．食品や飲料，日用消耗品を置くことによりドラッグスト
アでワンストップを狙った．その後，粗利率の高い医薬品や健康食品で得た利
益を元に，洗剤などの日用品を大幅に値引きする方法で，ディスカウンターと

2015 年のドラッグストアの売上構成比は，食品は 22 . 9％，化粧品 13 . 8％，医
薬品（OTC）13 . 2％，日用消耗品 11 . 2％であった．ドラッグストアチェーンの
九州に地盤を置くドラッグコスモスの 2016 年 5 月期の売上 4474 億円の内訳

ント出店を行うことにより物流コストを抑えている．加えてレジでは現金のみ
を取扱うことにより高収益を確保している．
1 . 4 通信販売
次に通信販売のアマゾンジャパンの食品の取り扱いについて見ていく．2006
年 8 月に飲料，調味料，健康食品，サプリメントなどを取扱う「ヘルス＆ビュー
ティー」ストアをオープンさせた後（35），2008 年には生鮮食品や飲料を含む「食
品＆飲料」ストアを開設した．高島屋，オイシックス，ゴディバジャパン，成城
石井などがサイト内の「マーチャント @amazon.co.jp」を通じ商品提供してい
る（36）．
2015 年 9 月には食品などの生活必需品を少量ずつ組み合わせて購入できる
サービス「アマゾンパントリー」を開始した．年会費 3900 円を支払う「プライ
ム会員」が対象で，まとめて届ける専用の箱を用意し，1 箱 290 円の手数料で全
国配送するものである（37）．
2015 年 11 月には注文から 1 時間以内に商品を届けるサービス「プライムナ
ウ」を始めた．有料会員限定で，対象地域は東京都心の世田谷区，渋谷区など
8 区を対象とし，1 回あたり購入金額が 2500 円以上の場合にこのサービスが利
用できる．その際に配送料が 890 円かかる．対象は食品や日用品，家電など約
18 , 000 点で，冷蔵・冷凍品も初めて扱う．配送は午前 6 時から深夜 0 時まで行
う．1 時間以内に届かない場合は，配送料を返金する．2 時間単位で配達時間帯
を選べるサービスも無料で始まった（38）．このサービスは 2016 年 1 月には関西
にも拡大され，大阪市や兵庫県尼崎市などの一部地域で利用可能になった（39）．
2016 年 2 月，ワインを買う時にソムリエに無料で電話相談できるサービスを
開始した．扱う 8000 本以上から好みや価格にあわせて最大 3 本を推奨してくれ
るもので，アメリカにこのようなサービスはなく日本独自のものである．イン
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ターネットで申し込むとソムリエから電話がかかってきて，購入についてアド
バイスがもらえる仕組みである（40）．
アメリカのアマゾンではプライベートブランド商品を開発している．有料
会員向けのサービスとして，プライベートブランドの離乳食，サプリメントと
いった食品や農家の適正な収入確保に配慮した「フェアトレード」で仕入れた
有機栽培のコーヒー豆などの販売も開始した（41）．
これまで見てきた流通業の変化は大きく 2 つにまとめられる．1 つは，
「食」
へのアクセスの改善，そしてもう 1 つは，
「内食・中食・外食」のボーダーレス
化である．近年，「買い物困難者」
，
「食の砂漠」という言葉を目にする．地方の
過疎地だけではなく，高度成長期に立てられた団地からの住民流出により，食
品小売業の経営が立ち行かなくなり，日常の買い物ができない状態が生じてい
る．また職場に近い都心に住居を構える人も多くなっているが，地価が高く，
食品小売業が出店できないため，店舗が少ない地域もある．買い物困難者の増
加の大きな原因は少子高齢化である．人口減少とともに，予想を上回るスピー
ドで高齢者が増加しているためである．買い物の困難さを解決するために，宅
配や買い物客の送迎を行っている．また複数の店を買い回りすることなく，欲
しいものが手に入るように，ワンストップショッピングができるような品揃え
をし，買い物の動線が短くなるように店舗の小型化が進んでいるのである．
また「イートインコーナー」の拡張は，人口減少によって「食市場」が縮小す
る中，食品小売業の各業態が外食を取り込もうとする意志の表れである．内食
のために「食材」を売っていた小売業は，惣菜に力を入れ，食品製造販売業を兼
ねるようになり「食事」を売るようになった．そしてイートインコーナーを設
けることにより「食事時間・空間」を売り，外食産業市場規模に計上されない
「外食市場」を創りだしているのである．

2. すでに起こった未来
近年の食品流通の変化を描いてきたが，ここでドラッカーの視点でこれらの
変化を読み解いていくことにする．ドラッカーは『創造する経営者』の中で人
口の変化について次のように述べている（42）．
「社会的，経済的，文化的な出来事と，そのもたらす影響の間にはタイムラ
グがある．出生率の急増や急減は，20 年後までは労働人口の大きさに影響を
もたらさない．だが，変化はすでに起こった．戦争や飢饉や疫病でもないか
ぎり，結果は必ず出てくる．
」
「人口の変化は，労働力，市場，社会，経済にとって最も基本となる動きで
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ある．すでに起こった人口の変化は逆転しない．しかも，その変化は速くそ
の影響を現す．
」
日本の人口問題については 1970 年ごろから新聞で取り上げられている．「老
人国へまっしぐら」と題された記事では，当時の厚生省人口問題研究所の推計
として少産少死が急速に進み，21 世紀には世界一の老人国になることが書かれ
ている．1972 年には「高齢社会がやってくる」と題し，47 回にわたり新聞で連
載された．しかしまだこのころは遠い未来のことであまり実感がなかったよう
に思われる．1984 年に発行された『昭和 59 年版国民生活白書』の副題は「人生
80 年のゆとりと安定のために」となっており，高齢化社会への不安よりも長寿
化した人生の準備を促す内容で，比較的明るい論調で書かれている．
「少子高齢化」という言葉がよく使われるようになるのは，1992 年に発行さ
れた『平成 4 年版国民生活白書』以降である．この年の副題は「少子社会の到
来，その影響と対応」であり，ここで「少子化」の定義がなされている．また
1994 年に発行された『平成 6 年版国民生活白書』は「実りある長寿社会に向け
て」という副題がつけられており，このころから「少子高齢化」について活発に
議論がなされていった．
食品小売業の各業態も，この変化には敏感に反応し早くから準備をしてき
た．高齢者が多くなるという予測のもと，宅配や介護分野にも事業を拡大し，
また食品メーカーとともに高齢者向けの食品や食事の開発も行ってきた．しか
し実際には，予想をはるかに超えるスピードで高齢化は進んできた．1970 年に
予測された 2015 年の 65 歳以上の人口は総人口の 17％で，2350 万人に達する見
込みだったが（43），実際に 2015 年を迎えると，総人口の 26 . 7％，3392 万人（44）が
65 歳以上人口となり，このうち 1641 万人が 75 歳以上の後期高齢者であり，年
少（14 歳以下）人口 1611 万人をわずかではあるが上回っている（45）．1 世帯あた
りの人数は 1960 年には 4 . 14 人であったが，1990 年には 3 人を下回り，2015 年
には 2 . 38 人となった（46）．
単純に高齢者が増えただけではなく，食生活のバックグラウンドがこれまで
とは異なる人々が増えているのである．1970 年代にニューファミリーを形成
し，ファストフードやファミリーレストランを日常的に利用してきた団塊の世
代が 70 歳を超える．戦前生まれの高齢者とは異なり，日常的に外食習慣があ
り，食の外部化に抵抗がない世代が今後増え続けるのである．
若い男性の利用が多かったコンビニエンスストアは，増加する高齢者に対応
するために開始した食事宅配サービスの売上が伸びなかった．しかし高齢者向
けの品揃えから店舗と同じ品揃えに変更し，加えて外注していた配送を各店舗
のスタッフが行うしくみに変えたことで，配達時に「御用聞き」をして買い上
げ点数を増やすことにも成功し，宅配事業の取扱高が急速に拡大している．ま
た宅配サービスの利用者は店舗から遠い顧客を想定していたが，実際はほとん
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ど半径 500 メートル以内であった（47）．
ドラッグストアでは，薬のついでに食品を買うのではなく，買い物頻度が高
い食品の品揃えを厚くすることにより他店との差別化を行い，売上げを伸ばし
た．
高齢者の増加に伴い高齢者向けのサービスを多くすると売り上げが伸びると
いう単純な話ではないのである．ドラッカーが述べた「すでに起こった未来」
は，間違いなく現実のものとなるが，それに対応するためには大きなイノベー
ションが必要となってくるのである．
【注】
（1）家計調査において「購買」とは農業協同組合や会社，官公庁等が職員のために設けている
購買部を指す．
（2）日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計調査月報 2016 年 8 月度」
（http://www.jfa-fc.or.jp/folder/1/img/20160920103026.pdf）2016 年 9 月 25 日参照．
（3）日本フードスペシャリスト協会『三訂食品の消費と流通』2016 年，10 ページ．
（4）
『日本経済新聞』2000 年 4 月 5 日．
（5）
『販売革新』2016 年 4 月号，54 ページ．
（6）株式会社平和堂『第 59 期報告書』2016 年，6 ページ．
（7）
『ロイター通信ニュース』2015 年 3 月 5 日．
（8）
「西友ホームページ」
（https://www.the-seiyu.com/front/guide/cc）2016 年 9 月 30 日参照．
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『日本食糧新聞』2015 年 3 月 11 日．
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『日経 MJ』2011 年 8 月 10 日．
（11）
『毎日新聞』
（西部夕刊）2014 年 12 月 5 日および阪急梅田本店ホームページ「ライフスタイ
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『食品商業』2016 年 10 月号，110 ページ．
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aeonretail.jp/pdf/151109R_3_2.pdf）2016 年 9 月 26 日参照．
（14）株 式 会 社 イ オ ン リ テ ー ル『AEON NEWS RELEASE』2016 年 5 月 17 日．（http：//www.
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（15）
「小型 GMS」という表現はバブル経済崩壊後の 1993 年に長崎屋がフランチャイズ契約で
仙台に売り場面積 1800 平方メートの店舗を開業した際に使われている．
『日経流通新聞』
1994 年 8 月 30 日．
（16）株 式 会 社 マ ル エ ツ「 マ ル エ ツ 2016 会 社 案 内 」
（https://www.maruetsu.co.jp/corporate/
pdf/2016_kaishaannai.pdf）2016 年 9 月 20 日参照．
（17）田中浩子「コンビニエンスストアにおける顧客の創造―セブン ‑ イレブン・ジャパンの
中食事業を中心に―」
『立命館経営学』第 54 巻第 4 号，2016 年，140 〜 147 ページ．
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ムをサービスの技術基盤として用いることで，より多くのデータを一元管理
し，効率的に質の高いサービスを顧客に提供することが可能になると考えられ
る．このようにして，モノ同士がつながる仕組みとしてのプラットフォームに
価値が見出されるのではないだろうか．
本研究の目的は，どのような産業の企業において，プラットフォームの事業
における利用が見られるか，産業構造の変化期とも言える現在において，企業
はドラッカーの言説から何を学べるか，プラットフォームを利用したどのよう
なビジネスモデルがあるか，を明らかにすることである．

Summary

2. 日独におけるプラットフォームを利用した事業の展開

Businesses utilizing platforms can be examples of innovation in the Fourth Industrial
Revolution. Among German and Japanese large companies, communication and
software companies tend to develop platforms with their technologies to sell them
to other industries. Companies in other industries build platforms for their own
businesses. In knowledge society, it is significant for companies to systematically
incorporate knowledge not only from inside but from outside the industry to be
competitive.

本章では，どのような産業がプラットフォームの事業への利用に着手してい
るか，また実際にどのようなプラットフォームが存在するかを明らかすること
を試みる．そのために，フォーブス・グローバル 2000（3）のランキングに基づく
ドイツと日本の大企業上位各 10 社について，企業のウェブサイトからプラット
フォームを利活用した事業の有無，またプラットフォームの種類を調べた．表

1. はじめに
第四次産業革命は，ドイツ政府においてはデジタル化が進みネットワークシ
ステムが発展することによりスマート・ファクトリーにおける自律的な生産
が可能になる第四の産業革命（1），日本政府においては，モノのインターネット
（IoT）
，ビッグデータ，人工知能，ロボット・センサーといった技術によって引
き起こされる経済産業社会システムの変革（2）と理解されている．日独政府が焦
点を当てている分野は異なるものの，両政府や各国の産業界において，第四次
産業革命の基礎となる技術については類似した見解がある．産業革命の最中で
ある今日においては，それがどのような変化であるかを定義することはできな
い．第一次産業革命から第三次産業革命もそうであったように，技術革新がイ
ノベーションの種となり，社会全体に変化がもたらされるのが産業革命である
からだ．しかしながら，実際に第四次産業革命の一部とも言える新しい事業が
生まれている．本研究では，その例として，
「プラットフォーム」を利用した事
業に着目したい．
立本（2012）は，プラットフォームを「異なる要素やグループを結びつけて
ネットワークを構築する基盤」と説明している．かつて，企業は機器やネット
ワークインフラといった要素を単体で提供していた．しかし，様々なモノがイ
ンターネットにつながる IoT の環境下では，要素がつながる仕組み自体を提供
することで，顧客がシステム構築にかける労力が減る．また，プラットフォー

にその結果を示す．また，プラットフォームの有無の判定基準としては，顧客
に対する事業において，何らかの形でプラットフォームを利用している場合を
対象とし，社内で利用するためのシステムは除いた．また，現在既に収入を得
ている事業だけでなく，開発中のプラットフォームも対象とした．
プラットフォームの事業利用の有無については，ドイツの 10 社は全てプラッ
トフォームの利活用を進めており，日本の 10 社のうち 9 社も同様であった．ま
た，残り 1 社の日産自動車も，「プラットフォーム」という言葉を使用していな
くとも，他の自動的メーカーと同じく，つながる車あるいは自動運転のプラッ
トフォーム開発に携わっていた．表の結果において，プラットフォームはその
性質に基づいて，以下の四つのグループに分類することができる．
（1）従来の事業において，顧客へのサービスをより潤滑に行うための技術基
盤として導入されているプラットフォーム
アリアンツ，バイエル，ミューニックリー，日本郵政，三菱 UFJ ファイナン
シャル，三井住友ファイナンシャル，みずほファイナンシャルにおけるプラッ
トフォームがこの分類に当てはまると思われる．アリアンツにおけるプラット
フォームは，投資のサービスを統合するシステムであり，ミューニックリーの
場合は，国際再保険事業のサービス向上のため，データを一元管理して処理・
分析する．バイエルは，その材料科学分野が独立した企業において，e -コマー
スのプラットフォームを使用しており，顧客は注文や製品情報の検索だけでな
く，注文した商品の発送状況などを知ることができる．日本郵政は決済システ
ムなどを含むネット通販のプラットフォーム，三菱 UFJ ファイナンシャルは
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表 . フォーブス・グローバル 2000 における日独の各上位 10 社におけるプラットフォーム
の事業利用（4）
世界
順位 * 1

企業名

業種 * 1

プラット
フォームの
事業利用* 2

プラットフォームの種類
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盤として導入されたものである．プラットフォーム技術が企業の内外のいずれ
において開発されたものかが明記されていない企業があったが，ウェブサイト
上の資料に記載のあった企業については，その全てが他者によって開発された
プラットフォーム技術を用いてシステムを構築していた．

【ドイツ】
21

アリアンツ

保険

有

投資

22

フォルクスワーゲン
グループ

自動車メーカー

有

つながる車

24

ダイムラー

自動車メーカー

有

つながる車

45

BMWグループ

自動車メーカー

有

つながる車

51

シーメンス

コングロマリット

有

産業全般向け

73

ドイツテレコム

通信サービス

有

スマートホーム，産業向け

94

BASF

総合化学

有

農業

97

バイエル

総合化学

有

e- コマース

101

ミューニックリー

保険

有

再保険

179

SAP

ソフトウェア，
プログラミング

有

産業全般向け

【日本】
10

トヨタ自動車

自動車メーカー

有

つながる車

29

日本郵政

生命・健康保険

有

ネット通販

34

三菱 UFJファイナン
シャル・グループ

地方銀行

有

金融

44

日本電信電話

通信サービス

有

産業全般向け

69

ソフトバンクグループ

通信サービス

有

多種

70

三井住友ファイナン
シャルグループ

地方銀行

有

デジタルバンキング，外貨両替

74

本田技研工業

自動車メーカー

有

つながる車

85

日産自動車

自動車メーカー

無

（つながる車のシステム開発有）

106

みずほファイナンシャル
グループ

大手銀行

有

インターネットバンキング，イン
ストアブランチ

136

三菱商事

商社

有

建設業向けコンサル

出典：各社ウェブサイト上の各種資料をもとに筆者作成
＊1：2016 年版フォーブス・グローバル 20 0 0 における順位，業種に基づく．
＊2：各企業ウェブサイトにおける記載の有無．

（2）主に従来の市場における新しい事業のために開発されたプラット
フォーム
BASF，三菱商事のプラットフォームがこれに該当する．BASF は，作物の耕
作に関するデータを収集，分析し，農家の意思決定を支援するためのプラット
フォームを開発した．三菱商事のプラットフォームを用いたサービスは，建設
業の顧客に対し，そのデータベースからビッグデータ解析やコンサルティング
を行うというものである．
この 2 社のプラットフォームは，顧客側が持つデータを用い，顧客のプロセ
スに変革を起こす新しい事業に組み込まれているという点が共通している．ま
た，三菱商事については自社のプラットフォーム活用だけでなく，他社のプ
ラットフォーム技術を用いた事業の例も見られる．その詳細は，第 4 章の事例
研究で説明する．
（3）従来の製品を含むインフラとしてのプラットフォーム
日独の各自動車メーカーによる，つながる車，自動運転のプラットフォーム
がこれに当たる．自動運転に関するビジョンは企業によって異なり，それらに
沿って産業内外の組織とプラットフォームの共同開発が行われている．つなが
る車のプラットフォームについても，第 4 章で詳述する．
（4）他社が目的に応じてシステムを構築する基盤となるプラットフォーム
自体を商品として提供している企業
シーメンス，ドイツテレコム，SAP，日本電信電話，ソフトバンクがこの分
類に当たると言えよう．これらの企業にとっては，幅広い産業分野にプラット
フォームを提供することが重要であるため，応用性の高いプラットフォームを
自社で開発している．その一例として，後にシーメンスの事例研究を行う．
上記の結果を概観すると，（1）は保険会社，銀行のサービスや，バイエルの

様々な金融サービスのためのプラットフォーム，三井住友ファイナンシャルは

e -コマース，
（3）は自動車メーカー，
（4）は通信，ソフトウェア企業，
（2）はそ

デジタルバンキングと外貨両替のためのもの，みずほファイナンシャルの場合
はインターネットバンキングに加え，スーパーマーケットなどが設置するイン
ストアブランチのネットワークを含むプラットフォームを活用しており，いず
れもサービスの効率を向上させるものである．
これらのプラットフォームは，従来からの事業において，サービスの技術基

の他の化学，商社と，分類とプラットフォームが用いられるサービス・産業が
一致していた．通信，ソフトウェアといった産業の企業は，プラットフォーム
の開発を得意とし，他社に商品として提供することを事業としており，他の産
業においては，自社の事業において使用するためにプラットフォームを構築し
ていることが分かった．後者の多くの場合は，プラットフォームの技術を外部

206

研究論文

に依存しており，共同開発をおこなったり，システムの構築を他社に依頼して
いる．どのような産業においてプラットフォームが事業に活用されているか，
という問いに対しては，本章で対象とした日独 20 社全てにおいて事例がある
という結果が得られた．これは，プラットフォームが今日の産業において不可
欠な技術基盤となりつつあることを示唆している．

3. 第四次産業革命においてドラッカーから学べること
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さなければならない．後者の専門市場戦略は，市場についての専門知識に基づ
くものである．市場における新しい傾向などの変化について絶えず体系的な分
析を行い，どのようなニッチがあるかを問わなければならない．ニッチ市場を獲
得しても，製品やサービスの向上に常に努めなければ，地位を失うことになる．
3 . 2『ネクスト・ソサエティ』

3 . 1『イノベーションと起業家精神』
ドラッカーは，標記著書において，イノベーションを体系的に行うことの必

2002 年にドラッカーが著した『ネクスト・ソサエティ』は，10 年以上経った
現在の社会にも多くの示唆を与えている．ネクスト・ソサエティは知識労働者
が中核となり，知識が基盤となる経済である．同書において，人口構造の変化

要性を説き，イノベーションの七つの機会（予期せぬことの生起，ギャップの
存在，ニーズの存在，産業構造の変化，人口構造の変化，認識の変化，および新
しい知識の出現）について説明している．プラットフォームを用いた事業の出
現と発展に関しては，産業構造の変化と言えるのではないだろうか．産業構造
が変化する際の兆候として，ドラッカーは，
（1）ある産業の急速な成長，
（2）

は，予想と管理が難しいが，考慮すべき重要な要因であることが強調されてい
る．特に先進国で，急速な少子高齢化の進行に加え，知識労働者が増加し，製造
業労働者が減少している．かつて主要な産業であった農業が製造業に取って代
わられたように，製造業の相対的な地位が低下しているとドラッカーは説明し
ている．生産量の増加の一方，労働力が減少していることから，生産性の向上

いくつかの技術の合体，
（3）仕事の仕方の急激な変化，があると述べた．かつ
ては，プラットフォームを構成するインフラや機器といった要素がそれぞれ顧

が必須となる．日独両国において，製造業内部だけでなく，政府や他の産業も
そのことに十分に気付いていると言えよう．製造業は第四次産業革命，IoT の

客に提供されるというあり方が主流であったが，それらの技術が統合された仕
組みがサービスとなった．また，プラットフォームの歴史は浅いが，前述のよ
うに日独の大手企業は，業種に関わらずプラットフォームに着目し，開発や活
用に取り組んでいる．したがって，上記の（1）
，
（2）に当てはまると言えるの
ではないだろうか．
産業構造が変化する際，業界に関わる全ての者が起業家精神を求められ，
「わ

重点分野となっている．
知識社会においては，産業や組織に必要な知識のあり方が以前と異なる．も
はや，いかなる産業や企業においても，独自の技術のみによって事業は成り立
たない．事業の発展のため，企業同士のみならず，大学や公共機関との提携に
よって開発を行うことが当然のこととなっている．ドラッカーは，企業におい
て価値，使命，ビジョンを確立するトップマネジメント以外の要素は，すべて

が社の事業は何か」を問い直し，直ちに行動を起こさなければならないとド
ラッカーは述べている．新規参入者が急成長を遂げる可能性がある一方，これ

アウトソーシングが可能だと述べている．つまり，企業は産業内部だけでなく，
外部の情報も収集・活用する必要があり，他の組織との連携によってイノベー

まで成功を収めていた企業でも，行動を起こさなければ，地位を失うことにな
る．また，従来の関連産業の外部の者にとっても，イノベーションの機会とな
る．前章において，全ての企業においてプラットフォームを利活用した事業の
例が見られたように，様々な産業においてイノベーションの機会があり得る．

ションを行える基盤を持っていることが重要である．また，ドラッカーは同書
において，『イノベーションと起業家精神』での主張に加えたいこととして，ネ
クスト・ソサエティで組織が生き残るためには，自らチェンジ・エージェント，
変革機関とならなければならないと述べた．

ニーズを見つけることも，イノベーションの機会の一つである．プラット
フォーム・ビジネスに携わる誰もが知っているが，当然のことと受け止めてい
るようなプロセス上の欠陥や欠点があるとすれば，それを課題として捉えるこ
とがイノベーションの機会となる．
ニッチの占拠は，起業家戦略の一つである．ニッチ戦略では，限定的な領域
を，他者と競争することなく独占することを目指す．その具体的な方法として，
ドラッカーは専門技術戦略や，専門市場戦略について説明している．前者は，
新しい産業や市場が生まれるとき，その生態学的なニッチに当たる専門的な技
術によって市場を獲得するというものであり，優れた技術を開発し続けること
でその地位を維持できる．起業家は，専門技術によるニッチ市場を体系的に探

4. 事例研究
第 2 章では，プラットフォームを開発し商品として供給する企業，および自
社で使用するためのプラットフォームを開発する企業があることに言及した．
本章では，調査対象の日独各 10 社の中から，前者の例としてシーメンス，後
者の例として自動車メーカー各社と三菱商事を取り上げ，3 つの事例研究を行
う．ポーター，ヘプルマン（2015）によれば，製品システムやシステムの複合
体をつなぐプラットフォームの開発において，製品の最適化が何によってもた
らされるかによって，適するプロセスが異なる．製品自体の最適化が重要であ

208

研究論文

る場合は，周辺の製品分野に事業を拡大し，独自のプラットフォームを構築す
るのが合理的である一方，製品以外を最適化する場合は，オープン・プラット
フォームが適していると述べた．以下の事例では，どのような開発手法が適用
され，またどのようなビジネスモデルが見られるだろうか．
4 . 1 シーメンスの例
シーメンスは，エネルギー，発電，ビル管理，モビリティー，デジタル・ファ
クトリーといった複数の事業分野において，独自で開発したプラットフォーム
を顧客に提供している．
エネルギー消費データのプラットフォームは，IoT 機器と企業をつなぎ，電
気，ガス，水の消費量のメーターデータを集める前者と，それを使用する後者
の間のデータの流れを仲介するものである．例えば，電力会社は，電力メー
ターが通信機能を備えるものに変わっていくのに従い，供給先一軒一軒の IoT
メーターからのリアルタイムデータを大量に処理しなければならなくなる．国
際規格に準拠したこのプラットフォームは，様々なメーターへの適合性が高
く，そこから取得したデータを処理・配信する（5）．
ビル管理においても，エネルギー消費はコストの大きな割合を占める重要
な要素である．シーメンスは，企業向けに提供しているビル管理のプラット
フォームは，冷暖房，換気，照明を含むエネルギー管理の可視化と最適化を支
持するほか，火災やセキュリティー管理の機能を備えている（6）．さらに，2016
年 2 月には，IBM との協働により，分析やエネルギー効率の向上のための診断を
行う，クラウドを用いたビル管理プラットフォームを開発することを発表した（7）．
製造業を対象としたプラットフォームは，製品のライフサイクル・マネジメ
ント（PLM）や製造実行システム（MES）のソフトウェアをつなぐことで，全
社的に用いられるデータを統合管理し，予知保全やエネルギー管理などのため
の分析を可能にしている（8）．
4 . 2 日独自動車メーカーのつながる車のプラットフォーム
第 2 章では，フォーブス・グローバル 2000 のランキングにおいて，ドイツ・
日本それぞれで上位 10 社に 3 社の自動車メーカーが含まれており，各社が「つ
ながる車」のプラットフォーム開発に取り組んでいることが分かった．各プ
ラットフォームの開発グループにはどのような組織が含まれるのだろうか，ま
た，プラットフォーム間にコンセプトの違いはあるのだろうか．
フォルクスワーゲンは，2016 年より LG エレクトロニクスとの協働で，クラ
ウドによるプラットフォームを開発している．プラットフォームは，リアル
タイムのデータ解析により，安全，エネルギー効率の観点から運転を最適化す
るためのメッセージを運転手に伝える．また，自動車だけでなく，家庭からの
データも収集し，外出中に家の照明やセキュリティーシステムを監視，コント
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ロールできる（9）．
ダイムラーと BMW グループは，アウディとともに自動運転システムの構築
に取り組んでおり，2015 年 8 月にノキアのデジタル地図事業の共同買収を発表
した．同三社の開発するプラットフォームにおいては，自動車が自動車同士，
または交通インフラと通信することで，安全な走行につなげる．この実現のた
めには，デジタル地図が不可欠であり，欧州や北米を走る自動車の大きな割合
に使用されているノキア製の地図が適していた（10）．
トヨタ自動車は，1990 年代より自動運転の技術開発に取り組んでおり，2016
年にはシリコンバレーに人工知能技術の研究・開発拠点を設け，スタンフォー
ド大学，マサチューセッツ工科大学と共同研究を行っている（11）．同社のプラッ
トフォームは，（1）通信機能を備えた同社の自動車から得られたビッグデータ
を解析し，運転手や企業，自治体に交通情報や災害時の避難情報を伝える．
（2）
スマートフォンで公共交通機関の案内を見ることや，カーシェアリングの予約
を可能にしている．また，自動車は自動車間通信や，道路，歩行者の持つ端末と
の通信により，運転手に事前に渋滞情報や事故防止の警告を出す．また，トヨ
タ自動車は，2011 年よりマイクロソフトのプラットフォーム技術を用い，GPS
やエネルギー管理のシステムを構築するパートナーシップを締結している（12）．
ホンダは，自動運転システム構築に向けたロードマップを，安全確保，被害
軽減，危険回避，安全創出という 4 段階に分け，漸進的な技術開発を行ってい
る．2016 年 7 月には，ソフトバンクとともに，人工知能が運転を支援するシス
テムを開発することを発表した．クラウド上の人工知能が運転手と会話し，作
業を代行するほか，収集した走行データから，故障予測などを行うことなどを
可能にする（13）．
日産自動車は，2015 年 1 月にアメリカ航空宇宙局（NASA）と自動運転シス
テムの共同開発のため，パートナーシップを締結した．自動走行システムや
ユーザーインターフェースの開発を通じ，多様な道路状況に対応出来る自動運
転技術を搭載した車両の商品化を目指している（14）．
また，トヨタ自動車，ホンダ，日産自動車を含む自動車メーカー 6 社は 2016
年 3 月，部品供給企業 6 社とともに，自動運転に必要な 8 分野で共同研究を開始
することを発表した（15）．以前，各社はそれぞれ研究を行ってきたが，標準技術
の確立により，安全技術や通信に関する国際規格の議論において，より日本企
業が持てる影響力が向上すると考えられる．また，ドイツ政府は Strategy for
Automated and Connected Driving ，日本政府は「官民 ITS 構想・ロードマッ
プ」という自動運転に関する戦略を立てており，それぞれの国の自動車メー
カーの協力が促進されている．
上記のいずれの企業も，業界内外の変化を捉え，つながる車のプラット
フォーム開発のため，オープン・イノベーションに取り組んでいることが分
かった．取り上げた全ての自動車メーカーが，他者との連携により研究開発を
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行っている上，事業の買収または共同開発という形で産業外部の知識を取り込
む様子が見られた．トヨタ自動車は，それに加え研究機関を設置し，大学との
共同研究を行っている．
各社の「つながる車」のプラットフォーム構築のコンセプトに関しては，安
全やエネルギー効率向上のためという目的は類似しているが，その対象となる
範囲は異なり，車両内に収まるものから，他の車両やインフラ，家庭などを含
むものまで見られた．企業ごとに研究開発が行われ，市場の獲得競争も厳しい
ものになることが予想される中，プラットフォームと各種機器やインフラとの
接続性のため，標準化は一つの重要な要因になる．立本，小川，新宅（2010）は，
「技術経営の分野で用いる『オープン化』と呼ばれる現象は，企業間で（あるシ
ステムの）インターフェースの情報を共有することであり，産業標準化に他な
らない．
」と説明している．日独両国で実施されている自動車メーカー同士の共
同開発は，標準化に対する有効な戦略である．

日独企業におけるプラットフォームの事業利用―第四次産業革命におけるドラッカーからの学び
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の利活用が見られ，特に産業界で第四次産業革命や IoT への注目が高まってい
る背景からも，プラットフォーム技術の重要性が一般的に認識されていると考
えられる．プラットフォームは商品として提供されるだけでなく，サービスの
一環として様々な形で開発・活用が進んでおり，既にドイツ・日本両国の産業
における基盤技術となっていることが分かった．本研究では，日独の大企業の
みを対象にしたことから，産業や企業の規模に偏りがあり，また他の国々の企
業が考慮されておらず，全体的な議論となっていない．しかし，産業構造や経
済規模の似通い，第四次産業革命における共通の課題も多い 2 ヶ国を扱い，以
上のような結果が得られたことは一つの成果である．
アーヘン工科大学のイェシュケ氏は，第四次産業革命は第一次から第三次の
産業革命に比べて格段に早く進み，10 〜 15 年後には完了すると予測している．
このように産業構造が急速に変化する中，企業には体系的に外部の知識を取り
込みつつイノベーションの機会を探す組織的な枠組みが必要であり，自らチェ
ンジ・メーカーとして，他者に先んじて行動を起こす姿勢が重要になる．

4 . 3 三菱商事の例
三菱商事の建設業向けクラウドサービス事業は，3 万社が使用するクラウド
プラットフォームを利用し，ビッグデータ解析やコンサルティングといった
サービスを提供している．従来の顧客へのサービスを向上するとともに，収集
したデータを活用して新しい事業を行っている例と言えよう（16）．
もう一つの例は，スマートコミュニティのプラットフォーム事業である．同
社は，三菱重工業，日立製作所とともに，新エネルギー・産業技術総合開発機
構の委託を受け，スペイン・マラガ市のスマートコミュニティ実証事業に参加
した．二酸化炭素排出量の削減のための交通インフラを構築することを目的
とし，電気自動車の普及に必要な急速充電器や管理センターといった電気自
動車インフラおよび電力システムの連携を，プラットフォームが可能にする．
プラットフォームは，充電ステーションや車載器，利用者の持つスマートフォ
ンからデータを収集，一元管理する．充電ステーションの混雑情報やナビゲー
ションサービスを提供することで，利用者の利便性が向上する．この事業にお
いて，電気自動車とそのインフラは，三菱重工業が供給し，プラットフォーム
技術は日立製作所が提供したものである．三菱商事は，事業全体のデザインを
行い，他の 2 社による要素を組み合わせたパッケージをサービスとして提供し
た（17）．この事例において，同社はプラットフォームの開発に携わっていない
が，従来のプロジェクトを設計するノウハウを使い，プラットフォームをサー
ビスに組み込むことで新しい事業を生み出した．

5. 結論
本研究で対象とした日独各 10 社全てにおいて，事業でのプラットフォーム

【注】
（1）ドイツ Plattform Industrie 4 . 0 のウェブサイトより．
（2）首相官邸日本経済再生本部「日本再興戦略 2016―第 4 次産業革命に向けて―」より．
（3）2016 年版 FORBES Global 2000 http://www.forbes.com/global 2000 /list/
（4）各社ウェブサイトから，以下の資料を参照した．
アリアンツ：Business 記事 AllianzGI creates dedicated European investment platform （2010
年 5 月 20 日）．
フ ォ ル ク ス ワ ー ゲ ン グ ル ー プ：News Volkswagen and LG agree joint development of an
innovative connected car platform （2016 年 7 月 6 日）．
ダイムラー，BMW グループの「つながる車」プラットフォーム：ダイムラーウェブペー
ジ Networked with the infrastructure ．
シーメンス：Annual Report 2015．
ドイツテレコム： Innovation ウェブページ．
BASF：News New online platform Maglis supports farmers to improve crop management （2016
年 3 月 17 日）．
バイエル：Annual Report 2015．
ミューニックリー：Press release Munich Re successfully introduces new IT platform in international reinsurance business （2006 年 9 月 20 日）．
SAP： Platform and Technology Solutions ウェブページ．
トヨタ自動車：Annual Report 2013 , Sustainable Report 2012．
日本郵政：郵政グループビジョン 2021．
三菱 UFJ ファイナンシャルグループ：MUFG Report 2016．
日本電信電話：Corporate Profile 2015 , Annual Report 2016．
ソフトバンクグループ：Annual Report 2015 「法人サービス」
,
ウェブページ．
三井住友ファイナンシャルグループ：2016 Annual Report, 2016 統合報告書．
本田技研工業：Honda Sustainability Report 2015 「安全に関する取り組み」
,
ウェブページ．
日産自動車： What s AUTONOMOUS DRIVE? ウェブページ．
みずほファイナンシャルグループ：2016 Integrated Report．
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三菱商事：「IT サービス事業本部」ウェブページ，Corporate Brochure 2016．
（5）シーメンスウェブサイト：EnergyIP Datasheet EnergyIP Appliation より．
（6）シーメンスウェブサイト： Desigo CC ? integrated building management platform より．
（7）シーメンスウェブサイト：Press release Siemens and IBM team on next generation of cloudbased building energy management solutions より．
（8）シーメンスウェブサイト： Industry Software ? Driving the Digital Enterprise より．
（9）
（4）と同様．
（10）
（4）と同様．
（11）Toyota Research Institute http：//www.tri.global/
（12）トヨタ自動車ウェブサイト News Microsoft and Toyota Announce Strategic Partnership on
Next-Generation Telematics （2011 年 4 月 6 日）．
（13）日本経済新聞「AI で運転支援，共同開発 ホンダとソフトバンク」
（2016 年 7 月 15 日）．
（14）日産ホームページ：ニュースリリース「日産自動車とアメリカ航空宇宙局（NASA），
2015 年内に自動運転車両の共同開発・展開を目指しパートナーシップを締結」．
（15）日本経済新聞「自動運転で共同開発 トヨタや日産など 6 社，欧米に対抗」
（2016 年 3 月 23
日）．
（16）
（4）と同様．
（17）三 菱 商 事 ウ ェ ブ サ イ ト：Press room Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi and Mitsubishi
Corporation Launch Smart Community System Demonstration Project in Malaga, Spain （2013
年 4 月 26 日）．
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渋沢栄一の壮年期における
経営者の選択についての考察

Consideration of the Selection of Managers by Eiichi Shibusawa
in the Prime of his Life

薄木伸康

Nobuyasu Usuki
（本会会員）

Summary
Eiichi Shibusawa involved in the creation of many companies on the rise of modern
industry in Japan. In this paper, we discuss the selection of managers by him in
the prime of his life. P. F. Drucker evaluated that in Japan, entrepreneurship and
human resources were emphasized by Shibusawa, and he led to enhance the labor
productivity and economic development .Shibusawa was involved in the corporate
establishment of unprecedented industry,and he aimed to improve the status of
economic man, emphasizing in particular the selection of human resources engaged
in corporate management.He was devoted to managers who had good understanding
of the company's mission and purpose, and had network of field of human resources.
We consider three companies as an example of managers selection by Shibusawa.

はじめに
埼玉県深谷市血洗島（以下地名は現在の表記）で藍の栽培などを営む大規模農
家に生まれた渋沢栄一は，明治維新以降の日本の近代産業勃興期における多く
の企業の創設に関わり，近代の日本を代表する企業家であることは論を俟たな
い（1）．渋沢は，孔子の天命観，すなわち，天は一私人に利せんとするがごとき偏
頗（へんぱ）なことは許さず，人間行為の指導者として崇敬すべきもので，自然
界に対しても偉大なる配剤の力を持ったもの（2）という基本思想に根差していた．
これは渋沢が 7 歳から従兄で後に富岡製糸場初代場長や第一国立銀行（現（株）
みずほフィナンシャルグループ）盛岡及び仙台支店支配人となる尾高惇忠から
論語を含む四書五経を学んだことによる．また，徳川幕府政権末期の幕臣として
ヨーロッパを回遊し，合本組織（後述）の合理性を目の当たりにしたことで，東
洋思想と合本組織を融合させ，それを渋沢自身が自ら実践することにより，明治
期の日本における資本と人材の活用による経済発展に大きく寄与した．
ここでは，ドラッカーによる渋沢の評価を踏まえ，渋沢が 20 代から 40 代頃
に起業又は企業の再構築にあたって招聘した経営者の選択について，渋沢の回
顧録や後世の研究で明らかとなった事実を踏まえ渋沢の言葉を出来るだけ引用
した上で考察してみたい．
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1. ドラッカーによる渋沢栄一の評価
ドラッカーは『断絶の時代』において，経済がグローバル化し全世界が情報
で結ばれているにもかかわらず豊かな国と貧しい国の国家間の経済格差が広
がっていることは紛争を誘発し，結果として全世界の経済発展を損ねるだけで
あり格差から逃れられないとしている．そして，途上国の経済発展の好例とし
て明治維新後の日本を取り上げ，渋沢を岩崎弥太郎と共に経済発展の範として
挙げている．「資金の生産性を高め」
，
「利用可能な資金を可能性のある分野に
動員」するのみならず，
「人間の生産性を高め」
，
「人間のエネルギーを可能性
のある分野に動員」すること，この渋沢による企業家精神と人材重視が，労働
生産性を高め経済発展に繋がる二本柱となったことで日本が経済発展の範と
なったと明言した（3）．
また，『マネジメント』において，渋沢が「プロフェッショナルとしてのマネ
ジメントの必要性を世界で最初に理解」し，
「渋沢の経営思想と行動力」によっ
て日本経済が発展を遂げることが出来たと評価している（4）．
渋沢は，経済人が『仁者＝君子』であり，社会の繁栄は個々の経済人が公益の
増進をめざした「意識的な努力」の積み重ねによって実現すること，その過程
で彼ら自身も私的利益を獲得し，さらにその経済人の行動の結果社会がより豊
かになり，多くの公益を皆が享受できる，という長期的で動態的な視点で『論
語と算盤』を説いている（5）．この「意識的な努力」はドラッカーにおける「社会
的責任」であり，企業が社会に与える悪影響を限りなく減らし，自分の強みを
生かし社会の課題に貢献していくべきというドラッカーの思想に大きな影響を
与えている（6）．

2. 渋沢のマネジメント
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幕運動の疑いで幕府から目を付けられていた渋沢が，むしろ幕府親藩の家臣と
して仕えることで幕府の嫌疑を解消し，徳川御三卿から幕藩体制の切り崩しを
目論めると判断しての一大転機であった（8）．雑務の傍ら平岡の秘書官として公
家や有力藩との宴席に出席し情報を引き出す（9）とともに有力者や後に政財界の
重鎮となる若者と交流した（10）．この時期に人材を見抜く力を養っていたことは
想像に難くない．
ここで壮年期の渋沢のマネジメント能力として特筆すべきなのは，歩兵募集
での功である．一橋家は京都守衛総督でありながら兵士は幕府からの傭兵で有
事の統率力に不安があった．1865（慶応元）年，渋沢は自ら領内を回り募兵す
る計画を立て実行した．岡山の一橋領地内で志願者を募るが，地元代官の圧力
により一人として応じなかった．渋沢は，土地の武術の達人と手合わせをして
勝ち，儒学者で後に明六社（日本学士院の前身）に参加した阪谷朗 蘆と開国に
ついて宴席の場も使いながら対等に議論することで領民の信頼を得た．さらに
若者と酒を酌み交わし，自ら農民出身であることを明かし，領主に仕えること
の意義を諭すことで，漢学や武術に興味を持つ者が次々と志願した．岡山から
の帰路，大阪の領地内も回り 460 名弱もの志願兵を集めて京都の一橋家に戻り
自軍組織を整えた（11）．
なお，一橋領内の経済事情を把握した渋沢は，自らの提案で播磨米や播磨木
綿を需要の高い造り酒屋や問屋へ市価で売却，肥料の原料である硝石の製造所
を設置し商品化，さらに藩札発行を行い領地内での取引を広げ金銀との交換手
数料収入を獲得し一橋家の財政改善に寄与した（12）．渋沢は農民出身の家臣とい
う自身の立場を最大限に活用しながら人心を得つつ，2 年足らずで一橋家領内
の人材発掘と新事業創出によって防衛力強化と財政改善に成果を挙げたのであ
る．渋沢による人材と資本を活用したマネジメント力萌芽期の成果と言える．
（2）日本初の合本組織設立

（1）維新前のマネジメント
渋沢が企業設立や拡大あるいは重大な転換期などに，必要とされた経営者を
出資者の意向も踏まえながら機敏に選び出し招聘する能力を持っていることは
よく知られている．渋沢のマネジメント能力は既に壮年期にその片鱗を示して
いた．

1866（慶応 2）年，一橋慶喜が将軍に就任し渋沢も幕臣となると，将軍の実
弟昭武のフランス使節団人事・庶務・会計担当として抜擢され，パリを中心に
1867（慶応 3）年から明治政府樹立後の翌 68（慶応 4 年＝明治元）年にかけヨー
ロッパに滞在した．この間，兌換紙幣制度と資本を集中し投資することで近代
の産業発展に寄与する銀行制度，商工業の地位が高く官吏や軍人と対等な位置

その能力を理解するため，幕末における渋沢の活動についてやや詳細に触れ
てみる．渋沢は外国勢力による開国圧力や国内の政治情勢を聞き及ぶことで次
第に尊王攘夷の思想に傾き，1863（文久 3）年に尾高やその弟尾高長七郎，渋沢
の従兄渋沢喜作等と大河内松平家が治める高崎城夜襲を計画するが激論の末，
京都に赴き事情に詳しかった尾高の判断を聞き入れ中止する（7）．
翌 1864（元治元）年，24 歳の渋沢は，前年に知己を得た一橋徳川家の用人職
である平岡円四郎の推挙により一橋家の御用談所下役となり雑務を勤めた．討

にあること，の 2 点に特に感銘を受けた（13）．
帰国後，渋沢は慶喜への忠義心から静岡藩に戻り，1869（明治 2）年，28 歳の
渋沢は実業の世界に身を投じる決意を持って官民合同の銀行と商社機能を併せ
持った「静岡商法会所」を静岡市葵区紺屋町の代官屋敷内に設立した．商法会
所は明治政府が発行し廃藩直前の諸藩へ融資（石高拝借金）した不換紙幣であ
る太政官札の流通促進と各藩各地の商家の統制を目的として全国に設置された
が，渋沢は静岡商法会所を，「石高拝借金を基礎としてこれに地方の資本を合

216

研究論文

同させて一個の商会を組立て，売買賃借の事を取扱せたならば，地方の商況を
（14）
一変して大いに進歩」
できる組織，かつ一部の大商人のみが利益を独占せず
日本の商業全体が広く受益できる合本組織を実現する場と捉え，26 万両の拝借
金，1 万 6 千両の藩出資金及び 1 万 8 千両の士族や商人からの出資金を資本とし
た．経営者の人選も自ら行い，渋沢は頭取格に就任，旧知の静岡藩士を代表者
とした．実務については，
「運転方の枢機を自分（渋沢）に一任せらるるように
願いたい．さすれば地方の商人中において相応の人才を撰抜して各部の事務を
（15）
として，
分担させ，いわゆる協力同心して進歩の効を奏するように処置する」
（16）
優秀な地元商人も経営に参加させた ．また，収入源を失った旧幕臣を静岡に
受け入れ，製茶業や養蚕業を始めるためのベンチャーを起業する資金貸付も行
うなど経営を軌道に乗せ，1 年を満たずして 8 万 5 千両の高収益を実現した．
渋沢は初の合本組織により静岡の経済基盤を強化すると同時に明治政府へ
の発言力を強めることも意識していたとされる．静岡商法会所は 1872（明治 5）
年には県に移管して廃止されたが渋沢にとっては合本組織を資本面，人材面の
両方から実践し後の企業勃興へ飛躍させる試金石となった．静岡商法会所の設
立後に大蔵省に出仕した渋沢は，ヨーロッパ見聞や静岡商法会所の経験を元に
（17）
を 1871（明治 4）年に著し，日本人
企業制度の仕組みを解説した『立会略則』
として初めて会社制度について啓蒙し，企業は私有物でありながら関連当事者
全てに利益をもたらし，かつ物資の流通にかかわることから全国の公益を考慮
した合本組織となるべきと主張した（18）．

3. 渋沢の起業理念
（1）経営者選択のポリシー
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過しており，国内の金銀貨幣が流出しインフレが生じていた．なかでも綿織物，
綿糸及び綿花の輸入額は年々増加の一途を辿っていた．一方で，1876（明治 9）
年に明治政府は財政の窮乏解決を目論み，秩禄処分を実行し，華族や士族に対
して 5 年据置き後 30 年内に償還する金禄公債証書という国債を発行，付与する
ことでそれまでの禄制を廃止した．これにより幕藩体制期から華士族が得てい
た秩禄が完全に廃止され，収入源を絶たれた華士族の困窮化が問題となった．
渋沢は，これらの国家的な課題を克服すべく農家，華士族の雇用を創出し，
華士族の幕藩体制期から蓄積された資産を経済産業へ投資させることにより
華士族の収入機会を確保しつつ国内紡績業を発展させ貨幣流出を止めるため，
大規模な綿糸紡績企業の設立を画策した．渋沢は前田・蜂須賀・毛利家の各華
族，益田孝（三井物産（株）初代社長，（株）日本経済新聞を創立），大倉喜八郎
（東京電燈（株），（株）帝国ホテル，大倉組土木（現大成建設（株））等を創立）
，
藤田伝三郎（藤田組（現 DOWA ホールディングス（株）等を設立），松本重太郎
（大阪麦酒（現アサヒグループホールディングス（株）等を創立）ら広く投資家
と事業家に紡績企業の設立意義を説明し 1882（明治 15）年に当時としては巨額
の資本金 25 万円で大阪紡績を設立し，自らは相談役に就任した．
当時すでに官営や官主導の紡績工場は各地にあったがいずれも小規模で，か
つ外国製の製綿機械に向かない国産綿花を使用していたため経営難にある工場
が多かった．繊維業の知識があった渋沢は当初から洋綿を輸入し大量生産を行
（20）
なう経営を想定していた．
創立前より経営者の選定に当たっていた渋沢は外国人技師を招くことも検討
したが，
「西洋人を聘して，種々の滑稽を演じ，ついに失敗を取った例もある，
どうしても其の中堅となるべき人物は，日本人でなくてはならぬ」と考えてい

大蔵省退官後の渋沢は前例のない業種の企業設立に次々と関わるが，経済人
の地位向上を目指し，関与する企業経営に従事すべき人材の選定を特に重視し
た．また，旧華族など多くの出資者や設立間もなく経営基盤が万全でない銀行

た．日本人で欧米の経営管理や経営政策の知識があり既存の紡績業に捕らわれ
ない若い人材を探していたところ三井物産ロンドン支店の笹瀬元明を介して
イギリスのロンドン大学に留学し経済学・保険学を学んでいた山辺丈 夫を知

が参加し，出資者や銀行の命運も委ねることになるため，利益を上げ経営規模
を拡大し，合わせて出資者への配当や銀行への利子を確保することで投資家全
てにその利益が行き渡ることを重視し，事業や利益を独占し財閥を形成するこ
とには断固として抵抗した．
人材選定にあたっては，企業の使命や目的をよく理解し，事業を進める実行

り（21），1879（明治 12）年，28 歳の山辺に紡績会社の経営と技術移転の中心的な
存在となるよう手紙を送り説得した．周到な渋沢は，実父の清水格亮にも会っ
て山辺の説得を依頼している（22）．

力に加えて，門地や学歴に拘らず広くパートナーを求め，協力することができ
る視野の広さと協調性，それらを支える人的なネットワークを持った人材を充
てた（19）．以下，「新規設立」
，
「企業再構築」及び「経営再建」について実際の采
配事例を挙げる．
（2）新規設立企業の例（大阪紡績）
明治初期の日本経済は，工業化の端緒であっため海外からの輸入が大幅に超

山辺は，徳川慶喜に仕えた後明治政府で官僚を務めた西周（にしあまね）の
私塾生を経て旧津和野藩主の養子亀井茲明のイギリス留学に随行する身であっ
たが渋沢の熱意に動かされ，渋沢の資金援助を得てキングスカレッジに転学し
て機械工学を学び，マンチェスターの紡績工場で実務を経験した．山辺はイギ
リスで工場に設置する蒸気を動力としたインド綿用ミュール紡績機械の買い付
けも自ら行った．また 1880（明治 13）年に帰国後は渋沢と共に工場設置場所を
検討し，石炭のほか原料や製品の船運が可能な流水量を得られる木津川沿いの
大阪市大正区三軒家に工場設置を決めた．山辺は 1883（明治 16）年の操業開始
時より工務支配人となり取締役を経て 1898（明治 31）年に社長となった．
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操業を開始した大阪紡績は上述の多数の有力株主を抱えるため山辺は経営方
針についてしばしば株主からの攻撃にさらされたが，渋沢は山辺を支持し，守
り通した（23）．渋沢の経営者選択に当たっての調整能力が遺憾なく発揮された大

温泉を供給し土地開発を図ることに賛同し，渋沢秀雄・益田信世・阪谷芳郎や
本宿家全（大倉組監査役）等が発起人となり 1930（昭和 5）年箱根温泉供給株式
会社が設立され益田が社長，渋沢秀雄と本宿が監査役に就任した．同社は難工

阪紡績は昼夜二交代制の操業により大量生産を実現し，創立当初から順調に業
績を拡大した．その後 1914（大正 3）年，大阪紡績は同様に渋沢が設立に関与し

事を経て渋沢栄一の没後 1933（昭和 8）年に大涌谷から仙石原へ給湯を開始し
た．耕牧舎は解散となり渋沢が試みた箱根の牧羊業は実現しなかったが，宮内
省及び現在の箱根登山鉄道（株）
・仙郷楼・万岳楼・俵石閣など当時大涌谷に

た三重紡績と合併し，東洋紡績（現 TOYOBO（株））が創立され，山辺が初代社
長，渋沢が初代相談役となった．
（3）企業再構築の例（耕牧舎から箱根温泉供給へ）
1876（明治 9）年東京医学校教授のエルヴィン・フォン・ベルツは，温泉研究
のため箱根を訪れ，内務省に対し温泉場改革に関する提案をした．さらに 1887
（明治 20）年宮内省に対して箱根大涌谷の利用を進言，これにより当時数軒の
湯治宿が利用しているにすぎなかった大涌谷の源泉地区及び周辺山林を宮内省
が皇室御料地として買収したが有効活用には消極的で行わなかった．大正時代
に入り箱根も次第に開発され温泉需要が増加，大涌谷の利用申請が相次いだ．
そのため引湯管が並行，交差したため，開発者それぞれが莫大な投資をしたに
もかかわらず噴気孔の移動，枯渇のため常に供給は不安定な状態にあった．
遡ること 1880（明治 13）年，
「
（商工業）と同時に必要な事は又共に進めねば
（24）
ならぬ，例へば牧畜の如きも出来る丈進めたい」
と考え，毛布製造に着目し，
原料の緬羊飼育を計画していた 40 歳の渋沢は，自ら現地を調査し，適地を仙石
原に定めた．渋沢は，益田孝，小松彰（東京株式取引所（現（株）東京証券取引
所）初代頭取）と共に仙石原の原野約 740 ha を牧畜試験場用地として所有して
いた神奈川県から払い下げを受け，3 名の出資で耕牧舎を設立した．
耕牧舎の経営者として渋沢は従弟である須永伝蔵を選んだ．須永は渋沢と同
様に幕末に一橋家に仕え，維新後紅茶製造 , 牧畜などを学んでいたため耕牧舎
の経営に適任と判断したのである．須永伝蔵は野に臥し山に寝て開拓に努力
したが，一帯の植生により牧羊場として利用できず，止むを得ず乳牛放牧に変
更した．翌年以降は牛乳とバターの生産も開始し，外国人観光客らに好評を得
た（25）．その後小田原や東京にも支店を設けて販路を拡げたが，所期の成果が得
られず，須永が死去した 1904（明治 37）年営業を廃止し，所有地の半分は仙石
原村に寄付し，残地については，
「何かに利用したいと考へて居ります．…益
田君と実地検分して方法を立てる積りであります．将来は箱根の勝地にも対し
（26）
」と渋沢は開発の方向性を変え，その後渋沢の意向を
たいと思うて居ります．
受けて渋沢秀雄・益田太郎・益田信世・阪谷芳郎（阪谷朗蘆の子で渋沢の娘婿，
後大蔵大臣）らが 1928（昭和 3）年仙石原地所を設立し，土地利用を牧場から別
荘地開発へ方向転換し同地への温泉供給を画策した．
一方で宮内省内部でも上述の御用地を活用した大涌谷源泉の整備，統合が検
討され，大涌谷温泉源を改良拡充して温泉に恵まれない奥箱根の広大な地域に

温泉権を所有しそれぞれの施設，分譲地まで引湯していた旅館企業の理解と英
断による土地の現物出資，さらに箱根開発の意気に燃える渋沢をはじめとする
発起人達の努力により日本で初めての源泉権利の統合と集中管理が実現し，現
在の大規模な給湯そして奥箱根の開発に繋がったのである（27）．
（4）経営再建の例（清水建設）
第一国立銀行本店（1872（明治 5）年竣工時三井組ハウス）の請負工事を契機
として三井組大番頭の三野村利左衛門を通じて渋沢と知己を得た清水方（現清
水建設（株））の 2 代目店主清水喜助は「宮大工の棟梁で終始三井家の工事にも
関係しているいわゆるお出入り大工であって，なかなか立派な腕を持っておっ
（28）
」と渋沢から評価され，3 代目満之助とも懇意にしていた．満之助は職制
た．
や会計制度を改革するとともに優秀な技術者確保のため造家学会（現日本建築
学会）への支援，寄付を始めるなど経営の近代化に着手していたが，大型土木
工事の難儀などで経営が圧迫される状況の中 1887（明治 20）年に 34 歳で急逝
した．妻ムメは後継の長男が幼少であったことと満之助の遺言により，渋沢に
相談役の就任を懇請した．これを受けた渋沢は着任 1 月足らずで，オーナーに
変わり経営の采配を行う支配人制度を明確化し，当主と血縁関係にある原林
之助を人物鑑定したうえで支配人に任命するとともに営業規則の制定を行っ
た（29）．
渋沢による速やかな対応によって，不文律な血縁による経営が強く残ってい
た時代にオーナー経営者でない支配人の責任や権限を営業規則によって明確
化し，社内・得意先・取引業者への周知徹底を図り支配人経営をバックアップ
することとなった．さらに，営業規則の制定は清水店が個人経営から組織経営
へ進化する転機となり，3 代目満之助による経営近代化の流れを継続し経営危
機を脱することができたのである．その後，渋沢は会社組織となった合資会社
清水組の相談役を 1916（大正 5）年まで 30 年に渡って務め，一企業に留まらず
建設業界の近代化に貢献した．清水組は渋沢の長年にわたる恩顧に報いるため
1917（大正 6）年王子の渋沢邸に晩香盧を建築，寄付した．

まとめ
渋沢は，明治維新による政治体制の変革期に，秩禄処分前に所有していたが
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活用先の無い旧士族の資金と近代産業化に向けた新規事業を起こす知識や経験
のない商人を説得し出資に繋げることで，国内に滞留していた富を回転させ経
済発展に結びつけると同時に，起業の際に適材適所でその業種の経営にふさわ
しい人物を時には渋沢と境遇の近い親族から，また時には信頼する人物の評価
をもって判断・選任し，彼ら経営者が経営遂行にあたって生じる困難や経営者
と出資者間での利害に関わる解決困難な紛争が生じた際には直接出向いて真
摯に応対し経営者，出資者双方の信頼を得るようになった．実業家時代の渋沢
は株主総会や取締役会は勿論のこと，経営者，出資者との打ち合わせ，面会が
絶えなかったが労を厭わず常に丁寧に接したという．この姿勢が渋沢の起業家
としての信頼を向上させ，新たな起業に結び付ける好循環を生み出したことで
500 社とも言われる起業を実現した．それら企業の成長により日本が急速な近
代化を実現したことの功績は計り知れない．
現在は，ドラッカーが 40 年以上前に指摘した経済のグローバル化が更に進
み，IOT 技術の発展により金融や通信分野などは瞬時に世界中で同一の情報が
認識され，農産物や工業製品の輸出入も関税障壁が取り除かれる方向に進んで
いる．また，リーマンショック以降，先進各国を中心に金融機関救済目的とし
てマネーサプライを過剰気味に供給することで財政状況が悪化し，社会保障削
減や増税など家計への負担を増大させる傾向が強まっている．一方で宗教・政
治的な対立などにより世界的な経済制裁を受け，国民の生活環境が悪化してい
る国も少なくない．このように従来の金融資本を中心とする資本主義経済が抜
本的に改善するべき時代に入っていると言える．壮年期の渋沢の経営者選択に
ついて事例を挙げて考察したが，現代の我々が単純にこれに当てはめた行動を
取ることは無論出来ないものの，現代の資本主義が抱える問題を人材面から改
善する手がかりとなるのではないかと思われる．
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（1984）岩波書店 pp.215 - 220
（13）
前掲（7）
『雨夜譚−渋沢栄一自伝−』
（1984）岩波書店 p.164
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島田昌和『渋沢栄一 社会企業家の先駆者』
（2011）岩波書店 p.30 - 33
（16）
前掲（16）
『渋沢栄一 社会企業家の先駆者』
（2011）岩波書店 p. 45
（17）
島田昌和編『原典で読む 渋沢栄一のメッセージ』
（2014）岩波書店 pp.3 - 4
（18）
前掲（1）
『グローバル資本主義の中の渋沢栄一』
（2014）東洋経済新報社 pp.160 - 161
（19）
土屋喬雄著『人物叢書 渋沢栄一』
（1989）吉川弘文館 pp.193 - 198
（20）
前掲（12）
『渋沢栄一を知る事典』
（2012）東京堂出版 p. 70
（21）
山崎泰央『紡績業の発展を支えた技術企業家―山辺丈夫と菊池恭三―』
（2012）法政大学
（22）
イノベーション・マネジメント研究センター pp.2 - 5
宮本又郎著『日本の近代 11 企業家たちの挑戦』
（1999）中央公論新社 pp.287 - 289
（23）
公益財団法人渋沢栄一記念財団情報資源センターブログ『今日の栄一 1920（大正 9）年 8
（24）
月 22 日）』
箱根温泉旅館協同組合編『箱根温泉史』
（1986）ぎょうせい pp.147 - 152
（25）
前掲（24）
『今日の栄一 1920（大正 9）年 8 月 22 日）』
（26）
箱根温泉供給株式会社 HP『温泉供給の歴史』
（27）
清水建設株式会社編『清水建設二百年』
（2003）清水建設株式会社 p. 24
（28）
前掲（12）
『渋沢栄一を知る事典』
（2012）東京堂出版 p. 60
（29）

【略歴】 清水建設株式会社主査，学校法人ものつくり大学事務部総務課長（出向）
，税理士
東北大学大学院経済学研究科前期課程修了
主に首都圏の不動産開発・管理，学校法人運営や経営計画策定などに関わる．渋
沢ドラッカー研究会所属．
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株式会社 都田建設
経営者の中で，ドラッカーの考えを学び，それ
を自分の会社の経営に活かしている人は多い．
今回は，そのような会社の一つとして，都田建設
を紹介する．都田建設は，浜松を中心とした県
西部密着の工務店である．けっして大きな会社
ではないが，
「顧客本位」の「感動経営」を実践
し，発展し続けている会社である．注文住宅新築
を中心に，リフォームや庭造り，インテリアショップなども手掛けている．都
田建設の出発点は，1986 年に現会長の内山覚氏が設立した内山建築店である．
2007 年に蓬台氏が社長に就任し，
「感動の家づくり」をコンセプトに業容を拡
大している．今回は，その蓬台氏にインタビューを実施した．

1. ドラッカーとの出会い
蓬台氏は，社長になるのと相前後していろいろな経営書を読んだ．その中で
も，ドラッカーの本が心に響いたと言う．ドラッカーは，「マネジメントこそが
文明」と述べている．蓬台氏もまた，
「マネジメントで，ヒト・モノ・カネの幸
せのスパイラルを作る．このようなあり方こそが，21 世紀の社会・文明を創る」
と考えている．ドラッカーのマネジメントの中心には「人の心」がある．単に利
益を上げるのではなく，顧客，社員，パートナーと感謝でつながり，経営を継
続・成長させていく．蓬台氏は，このような考えに共鳴し，ドラッカーを深く
学ぶようになった．そして，2012 年に開催されたドラッカー学会の浜松大会で
は実行委員長を務めた．何かマネジメントで行き詰った時には，折に触れてド
ラッカーの本を読むという．

2. 都田建設のミッション・事業
ドラッカーは，企業のミッションを第一義的に考えたが，都田建設もミッ
ションをもとに経営を行っている．都田建設のミッションは，単に家を設計し，
建てるのではない．
「一生に一度の住まいをつくるというかけがえのない過程
を感動あふれる時間にしたい」
「完成してからの人生を楽しむ，家族の絆を深め
る，家をそんな空間にしたい」
．これが都田建設の想いである．
本物こそを提供し，心から幸せになるライフスタイル，生活の豊かさを
伝えたい．都田建設は，ライフスタイル提案のブランドとして DLoFre’s
（ ド ロ フ ィ ー ズ ） を 展 開 し て い る．こ れ は，夢（Dream），愛（Love），自 由
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（Freedom）を組み合わせた造語であり，最後の ’s は「仲間」を表している．
単に，家を建てて売るだけではなく，リノベーション・リフォームも手がけ，お
客様と長いお付き合いをする．家を建てていただいたお客様に，家具・雑貨・
インテリア・エクステリアなどの提案をし，ドロフィーズ（夢・愛・自由・仲間）
のライフスタイルを広げて行く．
社員は，お客様の家を建てる時，人生を楽しむ家をどのように作るか，お客
様に生活価値提案をしながら一緒に考える．
「家」は人生に一度か二度しかな
い買い物である．家を単に商品として「売る」のではなく，家作りそのものが
「家族の一生の思い出になる」
，そのような想いもまた商品にする．家ができあ
がり引き渡し式が終わった後に，施主の奥様から家族の前で，ご主人に対して
感謝のプレゼントを渡し，手紙を読んで貰う．家族みんなが，この日の大切さ
を想い感動を共有する．都田建設は，そのような「感動の家作り」を行ってい
る．

3. 社員への想い
ドラッカーのマネジメント
の中心には「人の心」がある．
都田建設も，これを実践して
い る．蓬 台 社 長 は，「 社 員 は
労働者ではなく，かけがえの
な い 資 産 で あ る 」と 考 え て
い る．社 員 1 人 1 人 の ポ テ ン
シャル・アイディアを生かし
ていけば，大きなパワーが出る．社員が自ら楽しく仕事を行い，お客様と感謝
でつながるためにはどうしたら良いか，蓬台社長は考えた．
かつて，都田建設の社員の中には「自分の仕事，図面書きや現場管理さえで
きれば良い」という意識の人がいた．お客様から「現場の対応が良くなかった」
と言われたこともあった．そこで，「感動の家作り」を標榜することにした．お
客様に，家作りの最中に涙を出すほど感動していただく．そして社員は，お客
様に感動していただいたことを，翌朝に発表する．お客様本位の仕事は，人間
力を磨くことにつながる．人は，「図面さえ書けば良い」という自我の殻を破
り，利他の精神になった時，潜在力が輝き始める．これは，技術・知識・スキル
の問題ではない．
人間力を磨くためには，基本ができていなければならない．まず，きちんと
挨拶をすることからはじめた．そのために挨拶リーダーを作った．指摘できる
リーダーを作ることが重要で，「指摘されて，自分に気づいて心を広げていく」
そのような風土に変えようとした．そして，社風は着実に変化していった．
「感
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動」を売り物にするためには，まず自分たち自身が「感動体質」にならなけれ
ばならない．そうした中で，蓬台社長が始めたのが，
「バーベキュー」である．
社員のみんなが，笑顔でひとつになれることを毎週やりたい．蓬台社長は，毎

ポータルウェブページに掲載された．
蓬台氏は，単に「家を建てて，それを売ればいい」という大手住宅会社に失望
し，退職して自立の修行のために内山建築店に入社した．入社した時は，内山

週木曜日の昼休みに，全員参加のバーベキューを行うようにした．社員が当番
でメニューを決め，買出しを行い，60 人分の材料を 15 , 000 円で買う．バーベ
キューは 1 時間でやりきる．バーベキューを行う時には，担当のリーダーだけ

現会長，蓬台氏，パートの事務員の 3 人しかいなかったが，その会社は，地元に
根ざして発展し，都田建設として今や社員 60 人の会社になった．蓬台氏は，今
後について次のように言っている．
「地元に貢献したい．地域を良くし，日本を

は順番で決まっているが，互いの役割が決まっていない．社員は想いを 1 つに
し，言われなくても自分の役割を考え，事柄の流れを予測しながら行動する．
みんなで協力し合い，みんなで笑顔のランチをとる．
お客様に対する「感動経営」を実践するために，良い行動を習慣化し学習し
ていく仕組みも作った．目標管理の制度を取り入れ，社員が自分を見つめ，理

良くしたい．ここに自分の事業を生かしていきたい．住まいづくりやものづく
りを通して『愛，夢，自由，仲間』のライフスタイルを広めていきたい．人間を
大事にすることはドラッカーにつながる．社員・顧客・地域社会・日本・全部
がつながり，豊かに生きていく考え方，共感の輪を広げていきたい」

想の状態をイメージし，チームの目標と個人の目標を考えるようにした．そし
て，1 年間の目標を毎週の活動に落とし込む．バーベキューの前，木曜日の午前
中に，自分の貢献すべき数字，できている目標と現実とのギャップを見て，自
分で考える．9 : 00 から 12 : 00 まで徹底的に考え，1 週間にやるべきことを明確に
する．
蓬台社長は，社員に対して，理念や人生観，目的やビジョンを，毎朝，毎週伝
え続ける．年 2 回の勉強会でも伝える．また，1 年間に 4 回行われる個別面談で
も伝え続ける．
バーベキュー以外にも，ユニークなイベントがいろいろある．海がめ放流会
やドロフィーズ DAY，ご入居されたご家族への感謝訪問など．これらは地域に
貢献するとともに，みんなが念を 1 つにする機会になっている．

4. 社会貢献
都田建設では，地域貢献，社会貢献にも力を入れている．地域の人々が「都田
建設がいて嬉しい」という気持ちになってもらっている．そこで，売り上げの 1
部を浜松の孤児院に寄付をし，地域交流イベントの開催などを行ってきた．ま
た，「地域の街を良くしたい」という想いにより，近くの休耕地や空家を安く借
りてリノベーションをし，都田建設がドロフィーズ・キャンパスとして利用，
街づくりにも貢献している．最近では，近くの都田駅（無人駅舎）を，独自のデ
ザインによって駅カフェへとリノベーションをし，天竜浜名湖鉄道からの依頼
で，車両の 1 つをスローライフトレイン「レトロドロフィーズ」として，改装・
提供した．そして，駅カフェのデザインでは，
「2015 年グッドデザイン賞」を受
賞した．
環境保全活動にも取り組んでいる．2010 年には，エコアクションや使用電力
100 % グリーン電力化などにより，環境大臣賞で表彰された．先日には，都田建
設の二酸化炭素を出さない取り組みが，国連機関に評価され，ナスカ気候行動

社
名： 株式会社 都田建設
所 在 地： 〒 431-2102 静岡県浜松市北区都田町 2698-1
設
立： 平成 8 年 4 月
資 本 金： 2,000 万円
代 表 者： 代表取締役会長 内山 覚
代表取締役社長 蓬台 浩明
従業員数： 60 名
事業内容： 木造注文住宅建設事業など
会社 URL： http://www.miyakoda.co.jp/company/
蓬台浩明（ほうだい ひろあき）氏
略
歴： 1994 年 静岡大学工学部光電機械工学科 卒業
1995 年 千葉大学工学部建築学科 編入学
1999 年 三井ホームを経て（株）都田建設 入社
2007 年 （株）都田建設代表取締役社長 就任
著
書：「 サービスは『かけ算』！」東洋経済新報社
「社員をバーベキューに行かせようー」東洋経済新報社
「もし，大統領が日本で家を建てるとしたら！？」東京書籍
「おもてなし経営」東洋経済新報社
「お客様に選ばれる『社風力』をつくる」日本実業出版社
「人を動かすリーダーの『おもてなし力』の磨き方」日本実業出版社
「吉田松陰の言葉に学ぶ『本気の生きざま』」現代書林
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株式会社 大和製作所
経営者の中で，ドラッカーの考えを学び，それを自分の
会社の経営に活かしている人は多い．ここでは，そのよう
な会社の一つとして，大和製作所を紹介する．大和製作所
は，日本の製麺機メーカーである．うどん，ラーメン，蕎
麦の製麺機の製造・販売を行っており，業務用小型製麺機
の分野において，日本でトップシェアとなっている会社で
ある．

1. 製麺機の製造・販売業として出発
大和製作所は 1975 年に創業された．現社長で創業者の藤井薫氏は，もとは
川崎重工で飛行機や船舶の設計・製造に従事するエンジニアであった．藤井
氏は，1975 年，27 歳のときに川崎重工を退職して独立したが，当初は工業用
ロボットの設計を手がけていた．麺に関わるビジネスを始めたのは，76 年のこ
と．会社が讃岐うどんの本場である香川県だったこともあり，製麺機の製作の
依頼が多かった．そこで，製麺機ビジネスに参入したが，最初は製麺機の製造・
販売のみだった．
藤井社長は，製麺機ビジネスの本質，それは「安全で美味しい麺ができる製
麺機をつくる」ということと定義した．それこそ寝食を忘れて一心不乱に研究
に没頭した．その結果「これは！」という納得のできる麺が完成．そして，そん
なうどんが打てる製麺機を開発，続けてラーメンやそばの製麺機も同様に開発
し，どの製麺機も順調に売れていった．
美味しい麺が打てる製麺機なのだから，当社の機械を導入した店は，当然成
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く，
「どうしたら繁盛するか」そちらのノウハウだと気づいた．20 年前に，会社
の使命を「麺専門店繁盛支援会社」であると定義したことで，会社の形が大き
く変わった．
まずは，365 日のお客様サービスを考え，365 日メンテナンスを実施した．飲
食店は土日など休日ほど忙しいからその分，機械が故障する可能性が高くな
る．
「麺専門店繁盛支援会社」ならお客様の繁盛に支障が出てはならない．365
日メンテナンスは，お客様は喜ぶが，社員の方は大変だ．実際はじめると社員
は，何人か辞めていった．しかしお客様の喜びの声を社員が実感して定着して
いった．そこから，自分たちが「麺専門店繁盛支援会社」であると自信と誇りを
持ち始めてくれた．お客様は選ぶもの，選んだお客様に喜んで頂く．
15 年前には，「麺専門店繁盛支援会社」として，麺の学校も開校した．理由は
ニーズが変わったからである．昔のお客様（店主）は，プロだったが，今はアマ
チュアになってきた．麺の学校では，生徒さんからの課題や質問に答えなけれ
ばならない．亀城庵という直営のうどん店を作り，麺や経営のノウハウを研究
した．

3. ドラッカーとの出会いと経営の実践
藤井社長がドラッカーに出会ったのは，麺の学校を開校した頃である．ド
ラッカーの考えは，藤井社長の琴線に触れドラッカーにのめりこんだ．ダイヤ
モンド社のドラッカー塾に理解を深めるために 2 年間通った．
ドラッカーと出会って，会社の使命が，更に明確になった．それまで「麺専門
店繁盛支援会社」のコンセプトでやってきたが，麺専門店の人の中には，必ず
しも繁盛を望んでいない人もいる．そこで，次のような使命にした．
「人生の成

功すると思っていた．ところが店によって業績はバラバラ．なかには閉店を余
儀なくされたところもあったほどだ．商売には，味だけではない何かが必要な
のだと悟った．

功つくりをする会社」
「日本の麺文化を広める会社」
麺の学校での教育も，ドラッカーの考えに沿った経営方法を教えるようにし
た．ドラッカーの理論をもとにすると，起業に際して明確にすべきは 3 つ，ミッ
ション，コンセプト，そして戦略である．もし，開業しても，なかなか成功しな
い店があるとしたら，この要素が足りないのではないか．何のために開業する

2.「 麺専門店繁盛支援会社」としての事業推進

のか，どんな店にしたいのか，どうやって繁盛させるのかをはっきりさせる．
そのうえで，しっかりしたマネジメントをすることが必要である．藤井社長は，

そこから，大和製作所は顧客のために何ができる
かを真剣に考えるようになった．その中で掴んだコ
ンセプトが，「麺専門店繁盛支援会社」だった．それ
まで大和製作所は製麺機を製造・販売する会社とい
うつもりでいた．しかし，お客様（製麺機械を購入さ
れる店主）が求めているのは，製品の良さという視点ではな

ドラッカーに出会い，ぶれないで一貫性のある講義ができるようになった．ド
ラッカーにちなんで継続的に学んでいく．麺学校で教えることは自分の学びの
場でもある．
ドラッカーは従業員第一と言っている．社内でも，従業員と一緒にドラッ
カーの勉強会を開催した．「価値観 ‑ 使命 ‑ コンセプト」これを明確に表し，従
業員と共有するようにした．従業員が，客を大切にし，客にフォーカスするこ
とを意識するようになった．また，社員を健康にするため，従業員にオーガ
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ニックの食事を，ランチ及び夜食として提供するようにした．社員を健康にす
れば，社員が顧客を大切にすることにつながる．
会社の各地域の拠点も，営業所ではなく，ドリームスタジオと名づけた．お
客様の夢を実現するイメージからである．ここでは，女性が機械を教えている．
大和製作所は，女性を活用している会社でもある．役員の半分が女性であり，
社員の 55 % が女性である．
このような活動をして，大和製作所は，創業当時は最後発の麺機械メーカー
から，10 年前には，麺機械メーカーとしてトップに立つようになった．

4. 今後の課題
藤井社長は，今，ドラッカーのマネジメントを改めて
学び直している．
『イノベーションと企業家精神』を改
めて読み直し，イノベーションを更に起こしたいと考
えている．
会社の使命は，
「世界に日本の麺文化を広げる事を通
して，世界の食生活向上に寄与する」である．日本の麺
の良さと日本文化をセットにする，これを世界に送り
続けることが大切だ．これからは，グローバル化が最大の経営課題である．製
麺メーカーとして，日本だけではなく，グローバルでもトップになりたい．
また，麺専門店のサポートを通じて，日本を元気にしたい．麺専門店を支援
することで，麺専門店に来られるお客様も元気になる．大和製作所の麺学校の
卒業生を組織化して地域を支え，社会を笑顔にするソーシャルアクションを展
開すること．これも重要だと考えている．
ドラッカーと出会うことにより，会社の使命が深まり，広がりを持つように
なった．企業経営のコンセプトや実践において，一貫した考え方ができるよう
になった．しかし，藤井社長は学びを止めない．ドラッカーを更に深く学び，使
命を実現したいと思っている．

会 社 名：株式会社 大和製作所
代 表 者：藤井 薫
資 本 金：9,000 万円
設
立：昭和 55 年 4 月 1 日
創
業：昭和 50 年 10 月
事業内容：うどん・そば・ラーメン用製麺機 製造販売
うどん・ラーメン・そば・パスタ学校の運営
麺専門店経営・店舗運営相談，
新規開業トータルプロデュース事業
香川県創造法認定麺専用塩「46 億年」製造販売
住
所：〒 769-0203 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁 37 番 4
電話番号：0877-85-6168
FAX 番号：0877-56-7317
機 関 紙：YAMATO 通信（http://www.yamatotsushin.com）
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数少ない記述の 1 つ，自らをマネジメントすることを説いた『経営者の条件』で
は，時間管理における記録することの作業的な必要性を説く一方で，「時間の
（4）
記録の方法については気にする必要はない．大切なのは記録することである」

“Record It (Write It Out)”

名節弘康

Hiroyasu Nabushi

（本会会員）
（1）
ドラッカー教授は，
「私の人生を変えた七つの経験」
の 1 つに「書きとめて
おく（write out）」ことをあげている．教授が，イエズス会の修道士とカルバン

派の牧師が実践していた，いわゆる「フィードバック分析」を学んだ時の話で
ある．彼らは「何か重要な決定をする際に，その期待する結果を書きとめてお
かなければならないことになっていた」という．
「この方法は，『強みは何か』
という，人が自らについて知ることのできるもっとも重要なことを明らかにし
てくれる」とも述べ，フィードバック分析のためには「書きとめること」が不可
欠であることを，教授の 50 余年もの実践も含め，明らかにしている．
この「書きとめておく」ことは，マネジメントを実践する上での「作業」の
一つとしていろいろな場面で登場する．上述の「強み」を知るフィードバック
分析以外では，例えば，個人の時間管理において，
「実際の結果」を「記録する
（2）
（record）」ことを「作業」として求めている ．また，マネジメントやエグゼク
ティブの意思決定では，成果に焦点を合わせた「管理手段」の一つとして，各自
の業務日誌の作成や自己目標管理，マネジャーの従業員能力管理，マネジメン
トの事業の進行管理などではデータの管理手段として「記録すること」が組み
込まれている．つまり，
「書きとめておく」こと，
「記録する」ことが，マネジメ
（3）
ントを実践する上で必要な，
「事実を把握する」 ために欠かすことができない
作業だとするならば，これらをより正しく理解し，自主的に，主体的に行なう
ことによって，マネジメントの実践はもちろん，マネジメントを学ぶ進度や深
度が変わるとも考えることができる．この仮説をもって，「書きとめておく」こ
と，「記録する」ことの論考を進め，検証してみたい．
ちなみに，論考を進める上で，ここでは「書きとめる」ことと「記録する」こ
ととを区別しないこととする．何らかの書式をイメージして読み進めていただ
きたい意味合いを込め，後述では「記録すること」に統一して表現することと
する．

「記録する」方法について
先述のように，記録することは，個人の能力からマネジメントの事業成果の
把握に至るいろいろな場面で多用されている．ただ，教授の関心の強さやその
有用性・必要性の割には，その方法やその書式についての記述はほとんど無い．

と，決まった書式や方法がないことを明らかにしている．また，時間管理以外
でも具体的な記述がないことから，記録する書式や方法については自由とみな
し，いろいろな種類があってもいいと考えるものとする．実際に，現在，時間管
理の書式や方法を鑑みると，スケジュール帳の種類は多く，使い方についても
多様である．先述のフィードバック分析についても，記録の書式や方法はいく
つか存在する．それぞれの書き方を加えれば十人十色である．加えて，最近の
記録方法として，PC のソフトやスマートフォンのアプリなどを用いた「入力」
を選択することもできるようになり，書式や方法の多様さはますます増してい
る．その有効性は考慮できないが，そもそも，記録する書式や方法の自由や多
様さは，このような状態を見ての通り，当然の帰結だったと言える．

記録の内容について
記録の書式や方法が自由である一方，記録する内容については一定してい
る．ドラッカー教授の記述を大きく分けると，何かをする前，準備の段階で記
録する「期待する結果」と，実際に活動した後に記録する「実際の結果」の二つ
である．
「期待する結果」については，上述の『経営者の条件』の「人の強みを生かす」
の章では，
「貢献の目標と実際の成果を記録する」とし，
「期待する結果」を「目
標」と置き換えている．「意思決定とは何か」の章では，「解決策がもたらすべ
きだったもの（中略）を書き留めておき，本当にそれが実現されているかを定
期的に確認しなければならない」と述べ，
「もたらすべきもの」と言い換えてい
る．時間管理についてを付け加えれば，スケジュール帳に記載した予定そのも
のが「期待する結果」ということになる．
この他にも，製造現場の作業予定表，業務日誌，各種の計画などの「目標」の
欄に書くことが「期待する結果」ということにもなり，日常的に接しているこ
とになる．
ドラッカー教授は，「目標は，将来を予期することによって設定され」，「目
（5）
標が明日のための行動を要求する」
と述べ，目標を設定することで，目標を達

成するための現在の適切な手段を決定し，モチベーションを刺激し，近い未来
への不安を期待へと変換させる効果があることを表している．
一方，「実際の結果」の記録については，先の「実際の成果」であり，
「実現さ
れている」ことであり，時間管理では「実際の時間の使い方」がこれに当たる．
ただ，この「実際の結果」を記録することは，決して日常的，一般的ではない
ことが多い．適切に，または何も記録されていないことが多いのが現実である．
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記録されていたとしても，評価や見直しの対象でなかったり，フィードバック
分析の対象でなかったりすることが多い．
逆に，記録することを事業や仕事に組み込んでいる組織は，私の知る限りで

あるからである．この答えは，そのまま「なすべきこと」に変わる．意思決定の
必要条件が，そのまま，行動の基準に変わるように．つまり人は，時間を行動ご
とに分け，スケジュールとして管理している．それぞれの行動を記録し，それ

は，教育・保育，看護・介護，プロスポーツをマネジメントする組織に多く見
ることが出来る．私が関わってきたところでは，保育園・幼稚園や各種学校の
子どもの保育や学習指導に関する「記録」物である．特に，幼児期の成長の記

ぞれの行動が成果をあげるものであったかどうかという評価基準で見直し，そ
の結果，成果をあげる時間の使い方へ方向づけし，スケジュールを組み替える．
これが時間管理である．
『経営者の条件』でドラッカー教授は，これを自らをマ

録は，成長の速さも手伝って，いろいろな形で見直すことができる．保育士や
学校教諭が記録する「保育計画」や「学習計画」は，いろいろな形式があるもの
の，子どもの行動面や心理面の目標などを設定し，具体的に関係者に行動を促
し，「実際の結果」を記録し，後日，評価の対象となる．多くの子どもたちの人
格形成や学力向上につながっており，また関係する保育士や教諭の行動（指導）

ネジメントする最初の「作業」とし，人は行動管理から「事実」を明らかにし，
それを確定することを学ばなければならないと論じたのである．

評価になっており，マネジメントにとって模範とすべき実態の一つである．
また，最近では，著名な企業家やプロスポーツ選手の経験で作成された

記録することは，自らの行動や状態などの「管理手段」の 1 つであり，成果を
あげるために自らの行動全体を管理する，方向づけるものであることから，一
般に個人の裁量に委ねられていると考えられる（8）．ドラッカー教授の「自己目
標管理」がその最たるものである．
自己目標管理は，
「自らの仕事ぶりとその成果を，目標に照らして測定する

「ノート」や「フィードバック手帳」といった「記録すること」にまつわる話題
や商品が世に多く出て来ている．ただ，スケジュール帳と同様，その有効性，ま
た，成果に焦点を合わせたものであるかどうかは今後の検証を待たなければわ
からないが，記録することの「主旨」には沿っており，道具の種類が増えると同
時に，記録への関心は高まっていると考えられる．

管理の視点から : 事実の有意性と評価基準について
実際に記録すると気づくことが，自分たちの意思や行動の「言語化」の難し
さである．それは，何を予想し，期待し，どんな目標を設定し，実際に起きた結
果（事実）の何を記録するのか，そこに記録すべきこと，例えば，要件や事実を
どう表現すべきなのかを問う難しさである．いわゆる「管理」からの要求であ
る．ドラッカー教授は，
「何が事実であるかを確定するには，有意性の基準，評
価の基準についての決定が必要である」と述べている（6）．これは，記録すべき
ことに条件を付すことが必要だと言い換えることができる．
例えば，時間管理における予定と実際の結果（事実）を想定すれば，記録すべ
きことは，今日一日のスケジュール一つひとつに「有意性」を持たせ，そこに実
際の行動後の結果を記録することで，対比させ，何らかの「評価」ができるもの
でなければ時間管理の目的は果たせないことになる．時間管理の目的は，第一
義的には「知識労働者が成果を上げるため」であり，希少な資源である時間を
「成果をあげるため」に有効に使うために「その（記録した）結果を毎月見て」，
「日々のスケジュールを調整し，組み替えていかなければならない」という行動
目標を果たすことが第二義的な目的である（7）．
翻って，そもそも，なぜ時間を管理するのか．時間はすべての人が平等に享
受している唯一の資源であり，成果をあげるために時間は欠かせない資源でも

自己目標管理の視点から：測定すべきものは何か

ことが必要である」とし，
「明確な共通の評価基準を与えられることが必要で
ある」と管理の条件を示している（9）．記録することは，この条件を満たすもの
でなければならないと言い換えることができる．
先述した「記録の内容」における「実際の結果」は，この条件を満たすもので
あるかどうか．仕事ぶりや成果の「結果」を測定する，それらのポイントとなる
項目とは何かを見つける，決めることが 1 つの課題となる．ここで「評価基準」
が問われることになる．ドラッカー教授は，
「評価基準は，定量的でなくともよ
い．緻密でなくともよい．しかし，単純で明確，かつ合理的であることが不可欠
である」と大胆な見解を上げている（10）．何らかの測定または評価可能な項目で
あればいいことになる．記録の性質上，その場で知覚できること，実際に知覚
したこと，またはその場での自分自身の感情や感想，そこにある価値観になる
ことが多い．そんな主観的なものを律する「目標と照らして」がポイントにな
（11）
を
る．つまり「期待する（目標とする）結果」または「要求されているもの」
記録することがポイントとなる．

フィードバック分析の視点から：管理から実践へ
実際に目を転じれば，ここ数年で，日頃から Blog を何度もアップしたり，
SNS に投稿したり，コメントしたり，日々の仕事の中で義務付けられている業
務日誌の類を書いたり，計画の遂行についてまとめる方は多くなった．ただ，
公私で書く機会がある中で，
「目標と照らして」という意識をもって取り組ん
でいる方は多くはない．
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そこで，近年，記録の目的を定め，取り組まれているのが「フィードバック分
析」である．冒頭のように，ドラッカー教授は「この方法は，
『強みは何か』と
いう，人が自らについて知ることのできるもっとも重要なことを明らかにして

的に検証する必要がある．また，時間管理やフィードバック分析などへの取り
組みはもちろんのこと，その準備であり，資料としての「記録すること」への取
り組み，その重要性を改めて見直す必要が，今，ここにあると問いかけて終わ

くれる」1 つの道具として紹介している．私の経験上，フィードバック分析の記
録には，自らの真摯さを問うプロセスがあることを学んだ．ドラッカー教授は
ほとんど記述していないが，書くべき項目や書いた内容以上に，自分が何を知

るものとする．

覚し，それらをどう意味づけ，どう言語化すべきかで大変悩んだことを憶えて
いる．ここでいう真摯さとは，ありのままの自分と向き合うこと，知覚を重視
し，感じるままを言葉にすること，毎回評価しないこと，記憶ではなく「今，こ
こで」のことを記録すること，などである．この記録への苦悩と，そこから出来
上がった私なりの工夫が，いくつかの成果を生みだした．マインドセットへの
関心，他者への尊敬と尊重の理解と実践，成果や貢献の意味づけ，目標や成果
の設定など「自分自身をマネジメントする仕組みこそがフィードバック」であ
り ，フィードバック分析のための記録の実践は，一番のマネジメントの学び
だったことは間違いない．先述の「記録の方法については気にする必要はない．
大切なのは記録することである」は，実践すればわかるという意味だったよう
（12）

にも思える．

記録する時：今，ここで，記録せよ
ドラッカー教授は，
「記憶によってあとで記録するのではなく，リアルタイ
ムに記録すること」を求めている（13）．時間管理でも，フィードバック分析でも，
いつ書くのかが課題になることが多い．そもそも記録とは，明日以降に残すこ
と，情報を記憶から廃棄することであるという仮説を立て，いろいろと実践し
（14）
ている最中ではあるが，
「記憶より記録のほうが正しい」
と述べているよう
に，人の記憶を重視しない，いわば事実を客観視するための手段としても利用
されているのは間違いない．今，ここで，事実を，自らの知覚を記録する．私自
身，会議やミーティング，学びの機会で，いかにその場で記録することができ
るかを重視している．自分が知覚したことの記録である．これをもとに議事録
を作ることもあるが，これをもとに自らの課題を見つけたり，自らの習慣や仕
事の仕方を見直したり，時には新たな発見もある．

まとめ
ドラッカー教授は，
「記録すること」は「医学の父」ヒポクラテスの時代から
現代まで何度も確認されてきた「古い手法」であり，よくわからない現象や，目
に見えない事実などを知るための「科学的な管理法」の 1 部であるであると述
べている（15）．電子的な記録も可能な現代にあって，改めて記録することを多面

［注］
（1）P. F. ドラッカー『プロフェッショナルの条件』Part 3 1 章，p.105 - 106
（2）P. F. ドラッカー『経営者の条件』第 2 章 汝の時間を知れ p. 57
（3）同上，第 7 章 成果をあげる意思決定とは，p.192
（4）同上，第 2 章 p. 58
（5）P. F. ドラッカー『現代の経営』
（上）第 8 章 明日を予期するための手法，p.121
（6）P. F. ドラッカー『経営者の条件』第 7 章，p.193 - 194
（7）同上，第 2 章 p. 58
（8）同上，第 7 章，p.192
（9）P. F. ドラッカー『現代の経営』
（上）第 11 章 自己管理による目標管理，p.180
（10）同上，p.181
（11）P. F. ドラッカー『マネジメント』
（中）第 34 章 自己目標管理，p. 69
（12）井坂康志 + フィードバック手帳研究会『自らをマネジメントするドラッカー流フィード
バック手帳』
（かんき出版，2016 年），p. 23
（13）P. F. ドラッカー『経営者の条件』第 2 章 汝の時間を知れ p. 58
（14）同上，第 2 章，p. 48
（15）同上，第 6 章 意思決定とは何か，p.174

【略歴】 1970 年，愛知県生まれ．神奈川大学大学院法学研究科博士課程修了．出版社編
集部，経済団体事務局を経て，現在，中部商事有限会社（不動産事業）取締役．ド
ラッカー学会名古屋 Study Group 代表．自称「熱烈マネジメントファシリテー
ター」．
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Study of the Change in the Human Resources Development of
the Company

中野羊彦

Yoshihiko Nakano

（日立総合経営研修所）

Summary
How does the human resources development in the future company change?
I studied the change of the current human resources development and I understood
that a way of thinking of the self-management of Drucker was more and more
important in future. It is necessary to spread a way of thinking of Drucker in the
Japanese society.

1. 知識労働者を取り巻く外部環境
今，世の中がめまぐるしく動いている．AI
（人工知能）が出てきて，囲碁の
トッププレーヤーに勝つ．そして，AI のために，それまでの伝統的な仕事が消
えるという予測が出てくる．自動運転などの新しい技術が出てきて，自動車産
業が激変することが言われている．インバウンド消費で爆買いが起きたと思っ
たら，高額商品から日用品に，爆買いの対象が移っている．世界の潮流として
グローバル化が一本調子に進むかと思えば，英国の EU 離脱のようなことが起
きてくる．
ドラッカーは，知識労働者の世界では，知識の陳腐化が速いことを言ってい
る．そのため，継続学習が必要であり，変化をチャンスに変えることが重要な
ことを言っている．私は，企業内研修所で人財開発に携わっているものである．
ここでは，知識労働者の人財開発をテーマとして考え，ドラッカーの「変化を
掴む 7 つの機会」の考え方を参考にしながら，人財開発の潮流の変化を考えた
い．特に企業で働く人の人財開発の潮流の変化を考えたい．そして，企業の教
育担当者として，このような潮流の変化に対して，どのようにチャンスに活か
すかも考えてみたい．次のような構成で考える．
①これまでの人財開発の変遷（企業内教育の変遷）
②ドラッカーの「変化を掴む七つの機会」
③これからの「人財教育の変化」のきざし（私が企業内教育で感じた「予期せ
ぬできごと」
）
④ ATD
（Association for Talent Development）国際大会で見る「人財開発の
変化」
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⑤「人財開発の変化」のチャンス

2. これまでの人財開発の変遷（企業内教育の変遷）
今後の人財開発の変化を考察する前に，今まで企業内教育でどのような変
遷が起きたかを見てみたい．企業内教育というと，同じようなことを継続して
行っているようなイメージがあるが，実際には世の中の動向に合わせて変遷を
してきている．私が企業内の研修所に来たのは，1990 年代の半ばころである
が，図 1 は 1990 年以降の私が感じた変遷である．
図表 1 . 企業内教育のテーマの変遷
年代

世の中の環境・トレンド

教育テーマ

1990 年代後半

先輩から内部スキルを伝承する内部講師型で
はなく，外部の汎用スキルを習得する外部講師
型研修が求められるようになる

外部スキル研修

20 0 0 年頃

幹部育成のための，MBA 型選抜者研修が流行
となる

選抜者教育

20 03 年頃

外部に人を出すアウトプレースメントとの関連
で，キャリア研修が流行となる

キャリア，エンプロイヤ
ビリティ

20 05 年頃

景気回復，若手を採用するも即戦力にならず，
若手教育
若手教育が流行になる（経済産業省の
「社会
育
人基礎力養成」）

20 07年頃

若手教育との関連から若手を育成する管理者
教育に関心が高まる

リーダーシップ教育

20 09 年〜 2014 年

リーマンショックの後からグローバルリーダー
教育の波が起きる

グローバルリーダー教育

2015 年〜

従来のグローバル化に加えイノベーションに関
する関心が高まる

イノベーション型リー
ダー教育

BASIC 教

もちろん，人財育成であるから，その基本は変わらない．しかし，企業内の教
育である以上は，経営に資するような人財育成を求める．従って，やるべき基
本は変わらなくても，重点を置くテーマ自体は変化していく．企業が異なれば，
その経営状況によって，テーマが互いに違ってくる可能性はあるが，私が観察
した限りでは，多くの企業（特に大企業）では，上記のような傾向をたどってい
るようだ．例えば，次のような傾向である．
1990 年代に入りバブルが崩壊すると，日本型経営の変革が模索されてくる．
それにつれて，先輩から後輩へのスキル伝承型ではなく，外部の汎用スキルや
経営者育成のための選抜者 MBA 教育が求められてくる．2000 年代初めの景気
が悪い状況ではリストラを考えざるをえなくなり，エンプロイヤビリティ（雇
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われる能力）やキャリア開発がテーマになる．2003 年くらいから景気が良くな
ると，若手の採用が始まり，若手の教育がテーマになってくる．若手の教育が
上司の指導によって左右されることが分かると，2007 年頃は上司のリーダー

なってくることだ．ドラッカー流の継続学習が必要であることが分かる．実際，
これらの必要知識・スキルの学習は，仕事にかなり役に立ってきた．
ただ問題は，自分が変化にアグレッシブに対応していたわけではないこと

シップ教育が出てくる．2008 年にリーマンショックが起きると，グローバル化
が事業の大きな課題になり，人財開発もグローバルリーダーの育成がテーマに
なる．また，最近では，グローバル化だけではなく，社会の課題解決のためのイ

だ．仕事の必要性に応じて受け身で対応してきただけである．だからイノベー
ションを起こしたわけではない．つい最近までは，変化をチャンスにして積極
的に変えていくという意識にはなっていなかった．「変化をチャンスにする」

ノベーションも言われるようになっている．イノベーション型リーダーやイノ
ベーターの育成がテーマになる．
今まで，企業内教育の変遷を言ってきたが，ここでのポイントは，景気の変
遷による違いはあるが，次第にスキル・知識教育から，リーダーシップやイノ
ベーター型の教育になってきたことだ．事業が次第に難しくなってくると，今

という意識になり始めたのは，2010 年以降，ドラッカーを学び始めるように
なってからである．
今後は，人財開発の変化に対して能動的に対応し，新しい潮流を起こしたい．
これから，ドラッカーの考え方を参照しながら，今後の人財育成の変化とチャ
ンスを考える．先ず，変化をチャンスに変える目の付け所として，ドラッカー

までのマネジメントやリーダーシップのやり方では通用しなくなる．単なるス
キルや知識だけではなく，
「意識変革」が重要になってくる．

の「七つの機会」を紹介する．次に，ドラッカーの「七つの機会」の考え方を参
照しながら，今後の人財育成の変化とチャンスを考える．

さて，そうなると，企業の教育担当者の必要とされる知識自体も変遷してい
くことになる．ドラッカーは，仕事が変化するとともに，必要とする知識も変
化し，そのために継続学習が必要なことを説いたが，私にも同じようなことが
起きた．
図表 2. 私の仕事内容の変遷と継続学習の内容
年代
1990 年代
後半

教育テーマ

私の仕事内容

私の学習

外部スキル研修

論理的思考・異文化コミュニケー 人的資源管理
ション研修等の調査と導入
（外部教育講座 3 ヶ月）

20 0 0 年頃

選抜者教育

選抜者用経営基礎教育研修体系 中小企業診断士
の立案と経営基礎研修の開発
（資格取得講座 2 年）

20 03 年頃

キャリア，エンプ
ロイヤビリティ

先端大学からの，キャリア開発研
修の導入

20 05 年頃

BASIC・若手
教育

若手用ビジネススキル研修体系の 社会人基礎力研究
立案とビジネススキル研修の開発 （文献調査 6 ヶ月）

キャリアアドバイザー
講座
（当該大学1年）

3. ドラッカーの「変化を掴む七つの機会」
ドラッカーは，
「イノベーションと企業家精神」の中で，変化をチャンスに変
えるための目の付け所として，次の七つの機会を分析せよと言っている．
図表 3 . 変化を掴むための七つの機会
機 会

要

①予期せぬことの生起

事業を推進していく上での，予期せぬことの生起，即ち，予期せぬ成
功・予期せぬ失敗・予期せぬできごとが起きること

②ギャップ

現実にあるものと，あるべきものの乖離 あるいは 誰もがそうあるべき
としているものの乖離であり，不一致

③ニーズの存在

プロセス，労働力，知識などにおいて，具体的に欠陥を補うための課
題があり，この課題を解決する必要性があるもの

④産業構造の変化

ある産業内の，急速な成長や技術の変化により，当該産業の構造や市
場の構造が変化すること

⑤人口構造の変化

産業や市場を取り巻く，人口の増減，年齢構成，雇用，教育水準，所得
など，人口にかかわる構造の変化

20 07年〜
20 09 年

リーダーシップ
教育

新任主任研修・新任課長研修の
大改訂と教材作り

インストラクショナル・
デザイン理論
（社内勉強会，大学教
授アドバイス6 ヶ月）

20 09 年〜
2014 年

グローバル
リーダー教育

グローバルリーダー用ビジネスス
キル研修体系の立案

ドラッカー学会勉強会
ATD日本支部勉強会

⑥認識の変化

2015 年〜

イノベーション
教育

研修の評価・改善提案・研修講
師

コーチング・ファシリ
テーション

⑦新しい知識の出現

上記のように，仕事の内容の変遷に基づき，自分の学習内容を変えてきた．
ここでのポイントは，研修のテーマによって，必要となるスキルがかなり異

概

同一の物事に対して，市場や社会の人たちの認識が変化してくること．
例えば，半分の水が入っているコップに対して，
「半分入っている」から
「半分入っていない」に認識が変化する等
新しく大きな発明や発見により，新たな産業や市場を作り出すこと．例
えば，ライト兄弟による飛行機の発明が，航空機産業を作り出した等

この 7 つの機会のうち，①②③（予期せぬこと，ギャップ，ニーズ）の部分は，
日頃現場でお客様や関係者と接触して分析の糸口をつかむ部分である．これに
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対して，④⑤⑥⑦（産業構造，人口構造，認識，新しい知識）は，現場で見るだ
けではなく，もっと広く世の中の動向を見て，情報を集めて分析しなければな
らない．ここでは，人財育成を考える手段として，先ず，現場で体験した「予期

群・B 群合同で実施したが，B 群は幹部に対して，ビジネスに関する前向きな
質問をしていたが，A 群は仕事の困難性を訴える質問が多かった．つまり，B 群
の方が，ずっと研修の効果が上がっているように見えた．

せぬできごと」を例として示す．次に世の中を広く見て，ATD（Association for
Talent Development）国際大会の情報をもとに，人財育成の潮流を考える．

何故，このような違いが出てくるのか，私自身は，この研修の開発担当者で
はなかったが，事務局をやっていたので，このアンケートを徹底的に分析する
ことにした．「ビジネスマネジメント」と「リーダーシップ」の両方の講義の評

4. これからの「人財教育の変化」のきざし（私が企業内教育で感
じた「予期せぬできごと」
）
ここでは，企業内教育で感じた「予期せぬできごと」として，
「管理者研修の
アンケート・反応」と「グローバルのマネジメント」の二つの事例を紹介する．
（1）管理者研修のアンケート・反応
①課長研修の「予期せぬできごと」
2013 年の時のことである．課長研修の事務局を実施していた時に，
「予期せ
ぬこと」に遭遇した．当時の課長研修は 5 日間実施していた．1 日目の午前中が
オリエンテーションで，1 日目の午後から 2 日目がビジネスマネジメント，3 日
〜 4 日がリーダーシップ，5 日目が幹部講話とまとめであった．

オリエンテーション

ビジネスマネジメント

2日目

ビジネスマネジメント

3日目

リーダーシップ

4日目

リーダーシップ

5日目

幹部講話

施する時に，A 講師と B 講師の講義を観察した．先ず，講義のマニュアルをも
とに，詳細なタイムテーブルを作成した．次に，そのタイムテーブルを基準に
しながら，A 講師の講義と B 講師の講義の内容・やり方を分刻みで書き取って
いった．そしてタイムテーブルをもとにした比較対照表を作った．すると，次
のことが分かった．
図表 5 . A 講師と B 講師の講義
項目

図表 4. 課長研修カリキュラム
1日目

価を調べると，違いは「リーダーシップ」の講義にあるらしい．同じ教材で同じ
マニュアルで同じ内容で実施しているが，講師が違うと講義の仕方も異なる．
仮に A 群の「リーダーシップ」の講師を A 講師，B 群の「リーダーシップ」の講
師を B 講師としよう．A 講師と B 講師の講義の仕方の何が違うのか，それが受
講者の反応にどう効いているのか，それを調べたい．その後，私は事務局を実

全体的な姿勢

A 講師

B 講師

講義のマニュアル通り正確
に実施している

講義の内容はマニュアルに従っているが，
状況に応じて時間配分を変えメリハリを
つけている．

「リーダーシップ」の部分の マニュアルに書いてある以上に，1日目・2
マニュアルに合わせて，その 日目の
「ビジネスマネジメント」と，自分の
講義のストーリー性
部分の内容に特化して実施 「リーダーシップ」の講義を意識してつな
している
いでいる
まとめ

私の会社の場合，課長は人数が多いので，課長向けには大量に研修を実施す
る必要があった．そのため，課長研修は，20 人ずつ 2 研修，同時並行で実施して
いた．通常の講義（1 日目後半から 4 日目の，ビジネスマネジメントとリーダー
シップ）は 20 人で実施するが，1 日目午前中のオリエンテーションと 5 日目の
幹部講話・まとめは，2 研修合同の 40 人で実施していた．ある課長研修で，研
修終了後，受講者アンケートを見て驚いた．
同時に並行して実施していた 2 つの研修の名前を，仮に A 群と B 群としよ
う．A 群と B 群とは，同じ課長研修なので，当然同じ教材で同じ内容で実施す
る．ただ，講師が違うだけである．ところが，アンケートで見た受講者の反応
が違っていた．B 群は A 群に比べて，
「この研修がすぐに役に立つ」
「業務に必
要なことが提供されている」と言った評価が高い．また，5 日目の幹部講話は A

話の内容

「演習」と
「振り返り
部分」とのバランス
討議のやり方

マニュアルに合わせた内容
の話をしている

自分の経験の話をし，受講者の内面に訴
える形で講義を実施している
（特に
「覚悟」
の重要性）

セッションのまとめと振り返
りを重視している．

「演習」を丁寧に実施している．振り返り
は流している所が多い．
（マニュアルとは
若干異なるが）

単純に，各グループで討議
をさせ，発表させている．

グループ討議で，ワールドカフェ方式や 2
グループ方式などの工夫をしている

以上を見ると，A 講師よりも B 講師の方が工夫をしているのが分かる．B 講
師の方がベテランであり，講義のやり方がうまいと言えばそれまでだが，やは
り講義のポイントがある．私が中でも注目したポイントは次の二つだった．
a. 事業の成果と自分の業務をつなぐ重要性
B 講師は，
「ビジネスマネジメント」と「リーダーシップ」の講義を意識して

246

論考

今後の企業内人財育成の変化を考える

247

つないでいる．受講者に対して，自分の業務について事業の成果に焦点をあて
ることを，より意識させている．
b. 内面への訴えかけ

会議）に行った時，その時寄った現地のグループ会社で，「予期せぬできごと」
に会った．現地の会社であったが，人事担当者は日本人であった．彼に，その
グループ会社の研修ニーズを聞いた．彼が言うには，「日本人の管理者はアメ

いかに，受講者の内面に訴えかけ感情を動かすか．これについて，B 講師は
いろいろ工夫をしている．声の口調，間の取り方，自分の体験の話，演習を丁寧
に実施すること，グループ討議におけるワールドカフェの工夫など．

リカ人の管理者に比べてマネジメント力が足りない」という．目標の設定や目
標達成までの道筋が曖昧な人が多い．リーダーシップやマネジメントのやり方
が自己流となっており，定石に従っていない．それは当時の海外担当者にとっ

a.b. どちらのポイントも重要である．a のポイントは後で見るとして，ここで
は，b のポイントを見てみよう．最近の研修の潮流の変化を見ると，いろいろな
体験をさせて「内面への訴えかけ」の工夫をしている研修が増加している．
②研修潮流の変化…内面への訴えかけの工夫
例えば，部下への動機づけを学ぶ研修では，単に動機づけの考え方を学ぶだ

ては常識であったかもしれないが，その時の私にとっては初めて聞く話であっ
た．彼が言うには，事業の成果に合わせた目標の連鎖が大切であり，日本人の
場合，もっとマネジメントの仕組みを厳格にした方が良いと言う．自由にやら
せるよりは，先ず「マネジメント・リーダーシップの定石」を身につけることが
大切だと言っていた．

けではなく，自分と職場の状況の絵を書かせている．職場の絵を模式図的に書
くことにより，自分が職場をどう見ているのか，潜在意識が認識できる．ある

ところが，その時同時に訪問した ASTD 国際会議では，
「もっと従業員に自
由にやらせた方が良い」とか「マネージャーは部下に弱みを見せても良い」と

受講者に問題となる部下がいた．その受講者が描いた絵は，きれいな大きさの
等しい赤いリンゴが並んでいる中に，一つだけ変な色のリンゴが書いてあっ
た．きれいな赤いリンゴは通常の部下で，変な色のリンゴが問題の部下であ
る．部下の個性を尊重する立場から見ると，きれいな赤いリンゴだけではなく，
様々な色の大きさの違うリンゴがあっても良い．自分の絵を見て，受講者は，

いう話が多かった．ASTD 国際会議ではそのような論調だったので，「仕事の
定石を身につける方が大切だ」と言う人事担当者の話は，「予期せぬできごと」
だった．考えてみると，ASTD の主体であるアメリカのマネージャーの場合に
は，このような目標の設定や目標の連鎖，仕事の定石がもともと明確なのだろ
う．だからこそ，それが行き過ぎないように，
「従業員に自由にやらせた方が良

部下を自分の価値観だけの目で見ていたことに気付いた．
また，
「仮説と検証」について考えさせる研修も，工夫をしていた．
「仮説と検
証」の習慣を作るためには，限られた時間の中で，意図的に仮説を作ることが必

い」という話になっているのだろう．
しかし，日本人の場合には，
「目的・成果・事業への貢献」をシャープに考え
るよりも，人間関係を過度に重視する傾向がある．
「周りの人と貢献・責任関

要である．そのために，仮説を作るグループ討議を実施する時に，あえて短い時
間にして受講者を困らせてみる．意図的に討議の段取りをつけさせる演習をや
らせてみる．単なる討議だけではなく，体験を通じて考えさせるのである．
このように，単なる講義と討議だけではなく，色々な体験をさせて「内面へ

係を明確にし，目標を必達するための定石」が身についていない．本来「成果・
貢献」を達成するのが重要なのに，協力関係・一体感・人間関係に引きずられ
てしまうのだ．協力関係・一体感・人間関係を重視するのは良い面もあるが，
ある面では効率が悪くなる．また，「成果」を測る物差しがないと，同質化を優

の訴えかけ」の工夫をしている研修が増加している．単なるスキルや知識では
なく，自分の内面からの意識を変える工夫をしている研修が増加しているの
だ．これが最近の研修の変化の傾向である．
尚，例の課長研修の結果であるが，この研修については，私は，A 講師と B 講

先し，多様化を阻害してしまうことがある．そして，これは長時間残業を生む
温床にもなる．
このようなことがあって，「アメリカの人財育成の国際会議で言っている内
容を，無批判に日本にそのまま入れること」は良くないことが分かった．

師の講義のやり方の比較や，マニュアルの改善について検討したあと，その研
修の開発担当者にフィードバックした．そして，その後の研修改善の参考にし
てもらった．

②研修潮流の変化…「リーダーシップの定石」
「目標設定とセルフマネジメ
ント」の強化
このようなできごとの後，その年の 9 月にリーマンショックが起き，日本企
業はグローバル化に舵を切る．私の会社もグローバルリーダーシップ研修を導

（2）グローバルのマネジメント
①アメリカでの「予期せぬできごと」
以上，（1）では研修の現場における予期せぬできごとを取り上げたが，（2）
では出張先における予期せぬできごとを取り上げたい．
2008 年 6 月の頃である．アメリカの ASTD 国際会議（人財開発担当者の国際

入し，会社で「リーダーシップの定石」を考え，教えるようになった．私は 2008
年頃から 2009 年にかけて，新任主任研修や新任課長研修の改定をおこなった
が，この時に，念頭に置いたのが，アメリカで遭遇した「予期せぬ出来事」の内
容だった．そこで，会社が考えた「リーダーシップの定石」などを勉強した．ま
た，「事業の成果に合わせた目標の連鎖が大切であり，自分の成果達成に焦点
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を絞る」ということを重要視し，
「目標の設定とセルフマネジメント」を，研修
の主軸に据えた．
考えてみると，「目標の設定とセルフマネジメント」は，成果・貢献・目標

財開発・組織開発の支援をミッションとした，人財開発担当者の会員制組織であ
る．2013 年までは，ASTD
（American Society for Training ＆ Development）と
呼ばれていた．ASTD の名称が「Training」という単語を含んでいるのに対して，

管理を重視するドラッカーの「セルフマネジメント」の考え方に合っている．
この研修の改定を検討した当時は，ドラッカーを学んでいなかったが，2010 年
10 月以降ドラッカーを学び始めてからは，研修の改定の方向性が間違っていな

ATD は含んでいない．ASTD から ATD に名称が変わったのは，トレーニングに
とどまらず，より広い立場からタレント・ディベロプメント（人財開発）全体に
テーマを広げるためだと思われる．年に 1 回，国際大会が開催され，400 近いセッ

かったことを確認した．
また，この考え方は，これからグローバル化，ダイバーシティ，生産性向上を
志向する，日本人の「働き方改革」の潮流にも合っていると思う．
（1）の「管理者研修のアンケート・反応」であった，次のような話を思い出し
てほしい．

ションや展示会が開催される．私は 2008 年と 2012 年に大会に行ったが，毎年行
くわけには行かないので，ATD 日本支部の研究会に参加したり，また，日本での
国際大会の報告会を聞きに行ったりしている．それらの報告を聞き，私は，2016
年の潮流は次のように感じた．
① 学習・学びの場のトータル設計へ

a. 事業の成果と自分の業務をつなぐ重要性
B 講師は，「ビジネスマネジメント」と「リーダーシップ」の講義を意識して

今回の ATD のセッションを見ると，学習を，研修のような「イベント」とし
て捉えず，普段の生活まで含めた「プロセス」として捉えているもの，即ち，職

つないでいる．受講者に対して，自分の業務について事業の成果に焦点をあて
ることを，より意識させている．
課長研修の B 群の人たちも，自分の業務と事業の成果との連動性を，より意
識して考えることによって，自分の業務について，より前向きに考えていくこ
とができた．今後，日本人がマネジメントを効果的に行うこと，生産性を上げ

場での経験や相互作用，様々な学習機会を通して学ぶという事例の発表が多
かった．もともと，企業内教育は，「研修」などのイベントだけでできているも
のではない．本来，職場の「On the Job Training」や本人の「自己啓発」などが
基盤であり，それとの組み合わせとして研修がある．しかし，この場合新しい
のは，学びの場全体を「見える化」して，効果を測定しながら考えるというこ

る働き方改革を行うに際して，
「事業の成果」
「事業の成果と自分の業務との関
連」
「目標の連鎖」をシャープに考え，実践していくことが重要になってくるだ
ろう．「リーダーシップの定石」や「目標設定とセルフマネジメント」は，今後

とである．また，集合的に集めて教育するのではなく，個人の都合に合わせて
時間と場所を問わない学習のあり方へとシフトさせることが潮流になってい
る．多様な学習機会やリソースを「誰かが」ブレンドするのではなく，学習者が

の人財開発を考える際の大きな変化の潮流になっていくと思う．
（3）この節のまとめ
以上，
（1）と（2）で，日常の行動における，2 つの「予期せぬ出来事」を見て

選択し，調達し，増幅させていくような生態系の形成を意識して考えるように
なった．そうなると，職場の中でいかに「学習する文化」を作っていくかが重要
になる．仮に研修を実施したとしても，研修で学習したことが実際の仕事に適
用され，移転を促進できるような学習環境を職場にいかに築いていくかが重要

きた．その結果，人財開発の変化の潮流として次の 2 つを認識できたと思う．
①いろいろな体験をさせて「内面への訴えかけ」の工夫をしている，意識改
革の研修が増加していること
②グローバル化や働き方改革に合わせて，事業と自分の成果に明確に焦点を

になってくる．
② IT・モバイル等様々な手段の活用
ATD では，上記に関連して，IT やモバイル機器を使った「ソーシャル・ラー
ニング」や「マイクロ・ラーニング」のような学習スタイルを，学習プロセスに

合わせる研修が重要になってきていること（
「リーダーシップの定石」
「目
標設定とセルフマネジメント」
）
次に，より大きな視点で分析する意味で，ATD における人財開発の潮流の変
化を見ていきたい．

埋め込むことを考えるセッションも多かった．
「ソーシャル・ラーニング」とは，Twitter や Facebook などの SNS や，ブロ
グ，YouTube，Q&A サイトといったソーシャルメディアを学びのツールとし
て活用する学習システムである．教える側と教えられる側の役割を明確化・固

5. ATD
（Association for Talent Development）国際大会で見る
「人財開発の変化」

定化した一方的な教育ではなく，参加者同士がネットワークを通じてインタラ
クティブに教え合い，学び合う形態が特徴になっている．
「マイクロ・ラーニング」とは，学習者が「自身にとって重要かつ不足してい

（1）
ATD 国際大会に見る変化の潮流
ATDは（Association for Talent Development）の略であり，企業や政府などの人

るもの」だけを効率的に学べるように，コンテンツを 4 分〜 7 分程度の短い時
間に細分化する，そして，モバイル機器で「必要なときに」
「好きな場所で」手
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軽に学ぶ学習スタイルである．毎日，4 〜 7 分程度の，一掴みのコンテンツを学
んでいくので「バイト・サイズド・ラーニング」とも呼ばれている．これだと集
中して必要なことが学べ，繰り返し学べば，知識が定着する．そして短時間学
習した後，すぐに実践させる．実践させた後，メンターやコーチが（時に IT シ
ステムを活用して）即座にフィードバックを与え，それに基づいて次の学習を
デザインすれば，効果的に学べる．
③ 内面の知見の明確化と「信頼に基づいた安全な場」の必要性
最後が，個人の内面への切り込みである．個人の内面の状況に肉薄するため，
脳 科学を活用するようになった．例えば，
「怖れ」や「不安」といった脳内反応
が，学習や協働を大きく阻害していることが明確になった．そして，これらを
働く場から減らし，「Trust
（信頼）
」と「Safety
（安全・安心）
」を育むことが，学
習やイノベーションを効果的に推進することが，あきらかになった．ここでで
てきた考え方が，「信頼に基づいた安全な場」である．基調講演では，失敗を恐
れずチャレンジできるような職場風土を育むためには，
「信頼に基づいた安全
な場」の構築が重要であることを言っていた．確かに，
「学習する文化」を作る
ためには，個人がお互いに教えあい，学習したことを自由に試す「信頼・安全
な場」を作ることが必要である．これが脳科学的に説明できた所も面白い．
（2）
ATD の変化の潮流における機会の分析
ATD 国際大会は，一応国際大会となってはいるが，アメリカの組織が開いて
いる大会であるから，アメリカの社会背景が大きく影響している．アメリカの
社会の文脈で分析する必要がある．ここでは，ATD 国際会議の内容を，「①予
期せぬできごと」以外のドラッカーの「7 つの機会」で分析してみよう．すると
次のようになる．
図表 6. ドラッカーの「機会」の分析（特にアメリカの場合）

②ギャップ

今の教育では，場所・時期が限られており，
「必要なものを必要な時」と
ギャップがある．組織内で働く人たちが，必要なことを必要な時に必要
なだけ学習したいと思っているのにそうなっていない．アメリカは広大な
ので，必要な時に同一場所に集まれない．モーバイルラーニングなどは，
ギャップの解消になる．

③ニーズの存在

自分がこれから継続学習をするに際し，必要な情報を即座にとりたい
ニーズがある．しかし，どのような手段で，どのように取りに行ったら良い
か，即座にはわからない．
「学習・学びの場のトータル設計」は，このニー
ズを満たす．

④産業構造の変化

IT化とグローバル化により，産業構造の変化が加速している．大量生
産のモノを提供する産業から，多様で激しく変化するニーズに即応した
サービスを提供する産業に移ってきている．知識を基盤とする産業構造
に変化しつつある．ATD の潮流は，これに適合的である．

⑤人口構造の変化

⑥認識の変化

⑦新しい知識の出現
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アメリカでは数年後に70％が「ミレニアル世代」と呼ばれる，20 ? 30 歳
前半の人口が中位世代となり経済を牽引する中核の人口構成になる．そ
のため，デジタルデバイスを常用する新しいワークスタイルの人が生まれ
ている．ATD の潮流は，これに適合的である．
「ミレニアル世代」は，デジタル機器を常用する他に，様々な形の情報の
やり取り，頻繁なフィードバックを求めるといわれている．今までの世代
と認識が違う．今後，彼らの特性に合った学習のあり方に変えていく必
要がある．
「学習・学びの場のトータル設計」や
「モーバイルラーニング」
などは，これにそって出てきた．
脳科学やITの発達により，個人がどのように学習し，どのように働いた
ら成果が上がるかが，データを使って分析できるようになってきた．モバ
イル機器の出現により，どこでも学習できる環境が整ってきた

このように分析してみると，ATD 国際大会のセッションの潮流は，アメリカ
の社会背景の変化と適合的であることがわかる．この動向は，「グローバル化」
「知識社会化」の動向なので，日本でも共通することが多い．しかし，日本はア
メリカと，産業や雇用形態・労働市場などが異なるので，必ずしも，同じ内容
になるわけではない．例えば，次のような違いがあると考える．
① 個人の意識違い
日本は，アメリカと違い，新卒一括採用が主流で，長期雇用の傾向が強い．労
働市場の流動性も高くない．アメリカでは，個人が自分のキャリア戦略を考え
て自分で学ぶ意識が強いのに対して，日本では，会社や上司が自分を育成して
くれるという意識が強い．企業内教育は，研修が中心になっているわけではな
いが，職場の「On the Job Training」
（上司による教育）が基盤になっている．
従って，個人が自分で学習しキャリアを切り開くという思いがアメリカよりも
弱い傾向にある．また，学校で習った学習のスタイルが「受験勉強的な知識を
詰め込むスタイル」であり，この点から，「自分のニーズに合わせて，世の中の
情報を主体的に収集し，自分の考えを形成する」という学習スタイルが身につ
いていない人が多い．アメリカの教育スタイルをそのまま取り入れるのではな
く，先ずは「個人が主体的に学ぶ定石」を身につける必要があるのではないか
と思う．これは，以前に，グローバルリーダーに合わせた「リーダーシップの定
石」が必要だと感じたのと同じである．
日本の場合，多様な人の働き方をどう受け入れるかとか，長時間残業をどう
するかと言った「働き方改革」も重要である．知識労働者として効果的に活動
するためには，
「組織や社会に対する貢献の明確化」
，
「職務と成果の定義」
，
「成
果と貢献への時間の集中」
「互いの強みの尊重とネットワーク化」などが必要で
ある．これは，ドラッカーが言っている「継続学習」や「目標設定とセルフマネ
ジメント」と，ほとんど同じである．つまり，日本の場合，ATD のような「学
習・学びの場のトータル設計へ」という前に，そもそも基本的な「学習の仕方」
や「働き方」の意識改革が必要になると思う．
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但し，アメリカで必要だと言われた「信頼に基づいた安全な場」は，日本の場
合の方ができていると言えるかもしれない．
「信頼に基づいた安全な場」は，み
んながお互いに，腹蔵なく意見を出し合い，学びあうためには必要である．こ
の辺に，日本版「学習の場」を形成できる可能性はある．
② 人口構成の変化の違い
アメリカでは数年後に 70％が「ミレニアル世代」と呼ばれる，20 ? 30 歳前半
の人口が中位世代となり経済を牽引する中核の人口構成になる．そのため，経
済，文化，教育など様々なシーンで今までとは異なる価値観が生まれている．
反面，日本では高齢化により，中位人口は 47 歳で，この世代が日本全体に数の
上では多くの文化的な影響を与えることになり，さらに高齢化が進む．日本で
は，若い世代だけではなく，高齢者の学びや働き方についても考えなければな
らない．生産年齢が減少していく中では，高齢者にも働いてもらわなければ困
るだろう．おそらく，世代により，働き方や学び方に違いが出てくるのではな
いか．日本でも 30 代以下の若い層は，アメリカのミレニアル世代に共通点が多
い．従って，アメリカと同じような「認識の変化」になる可能性がある．これに
対して，40 代以上は異なる意識になるかもしれない．このようなことも考慮に
入れる必要がある．
③ 産業構造の変化の違い
アメリカは，雇用の流動性が激しいので，産業構造の変化のスピードが速い．
そのことが，人財開発での変化を生んでいる．
（ある意味では，格差が進みすぎ
て，トランプ現象のようなことも起きているが）
．日本は雇用の流動性が低く，
社会は安定しているが，産業構造の調整がなかなか進まず，それが生産性の低
さと成長率の低さにつながっている．今，日本では政府がアベノミクスにより，
これを改善しようとしているが，あまりうまくいっていない．現状では「生産
性の低さと成長率の低さ」が急激に変化するようには思えない．しかし，知識
社会化・グローバル化が進む以上，日本社会といえども，どこかで，産業構造
が急激に変化せざるを得ない時が来る．その時，雇用の流動性はどうなるのだ
ろうか．2020 年くらいまでは，このままの緩慢な変化で行き，それ以降急激な
変化が起きるかもしれない．
以上のような，日米の違いがあり，これも考慮に入れる必要がある．

（3）この節のまとめ
以上，
（1）と（2）で，ATD 国際会議における「人財開発の潮流」
，
「人財開発
の潮流の変化の分析」
「日米の違い」を見てきた．これをまとめると次のように
なるだろう．
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図表 7 . ATD 国際会議における「人財開発の潮流」と日米の違い
ATD 国際大会に見る変化の潮流

日本の場合

学習・学びの場のトータル設計へ

「学習・学びの場のトータル設計」が必要だが，そのために
も，まず「学習の定石」や
「働き方の定石」の意識改革が必要

IT・モバイル等様々な手段の活用

基本的には米国と同じ．但し，ミレニアル世代に適合的な学
びだけではなく，高齢者の学びも考える必要がある．

内面の知見の明確化と
「信頼に
基づいた安全な場」の必要性

個人の内面化に迫ることが必要．日本は
「信頼に基づいた安
全な学習の場」の独自の形成できる可能性もある

6.「人財開発の変化」のチャンス
（1）人財開発の変化のまとめと，今後考えていくべきこと
以上から人財開発で生じている潮流の変化をまとめると次のようになる
①予期せぬできごとから
a. 「内面への訴えかけ」の工夫をしている研修の増加
b. 「リーダーシップの定石」
「目標設定とセルフマネジメント」研修の重要性
の増大
② ATD の潮流を日本から見た場合
c. 「学習・学びの場のトータル設計」が必要．そのためにも，まず「学習の定
石」や「働き方の定石」の意識改革が必要
d. IT・モバイル等様々な手段の活用を考えるべき，但し，ミレニアル世代に
適合的な学びだけではなく，高齢者の学びも考える必要がある
e. 個人の内面化に迫ることが必要．日本は「信頼に基づいた安全な学習の
場」の独自の形成できる可能性もある
ここから考えて，私が，人財開発者として，今後チャンスとして考えていく
べきことは，次のようなことではないかと考える
Ⅰ. 「学習の定石」や「働き方の定石」の意識改革の手助けをする
Ⅱ. 学習・学びの場のトータル設計をする
Ⅲ. 個人の内面から変えていく手伝いをする
（2）
「学習の定石」や「働き方の定石」の意識改革の手助けをする
これからの時代は，継続的な学習が必要になってくる．特に，知識労働者の
場合には，自分の置かれている状況やミッション，専門性，強みに合わせて，自
分で学習を設計する必要が出てくる．人財開発担当者としては，これを支援す
る所にチャンスがあると思う．アメリカの場合には，既にこのような「学習の
定石」や能力を持った人が多いと思われるが，日本の場合には，組織に対する
依存度が高いので，これに対する意識は低いと思われる．これができていない
と，個人の都合に合わせて時間と場所を問わない学習のあり方へとシフトさせ
ようとしても難しい．
（本来，このような意識付けは，学校教育の役割である
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と思うが，現状では，学校教育だけでは不十分である．ただし，このような教育
は，個人の責任に属する問題であり，企業の責任として企業内教育として実施
する必要はあるかどうかという議論はある．
）

学びの場のトータルな設計も重要である．どうすれば，
「人が育つ」組織を作
ることができるか．私の職責上，自分の会社で，このようなことを実施するの
は難しいと思うが，中小企業診断士として診断をする機会があるので，中小企

また，日本の場合には，これに合わせて，働き方の意識改革の支援も必要に
なる．会社に言われて働くだけではなく，組織や事業の成果と自分の業務を結
び付ける，自分のミッション・貢献・強みを考えながら，効果的・効率的に働

業の診断をする中で，このような支援も実施していきたい．

くための支援も必要である．
私は，ここにドラッカーの出番があると思う．ドラッカーの考え方は，今後，
日本の組織で働く人にとって重要なものになっていく．「学習の定石」や「働き
方の定石」のために，もっとドラッカーの考えを広める必要があるのではなか
ろうか．また，これはこれとして，ドラッカーに限らず，学び方や働き方，仮説

最後に，個人の内面にどのように関わるかを考えたい．リーダーシップ・学
習・働き方などの変革を考える場合，特に個人の内面の意識改革が重要である．
若い人は，学び方や会社での成果の上げ方がテーマになるかもしれないが，中
高年の場合には，会社だけではなく，むしろ会社を離れての社会の中での生き
方もテーマになるだろう．その中で，社会への貢献を考える必要がある．

設定思考などを支援する教材や研修なども開発していきたい．
「学習の定石」
や「働き方の定石」などをテンプレートとして考える，そして，これを提供する

今，コーチングがブームになり，様々な人がコーチングの資格をとっている．
これから，個人を相手にしたコーチングが，益々出てくると思う．私自身も，

ようなこともできるのではないかと思う．

コーチ養成機関でコーチングを学び，専門コーチとしての資格をとった．単な
る知識やスキルの習得だけではなく，個人の内面に入って一緒に寄り添うよ
うに考える．これは，個人対個人の関係であり，学習の設計となると違うとこ
ろはあるが，このコーチングの考え方を研修の開発や，学習設計に活用できる
所はある．講師としても，単なる講師ではなく，研修と職場を統合した学習の

（3）学習・学びの場のトータル設計をする
これからの人財開発担当者は，
「学習コンテンツの提供者」という位置づけ
から，
「学習への主体性を高め，トータルに学習を推進する」位置づけをより強

（4）個人の内面から変えていく手伝いをする

く意識する必要がある．単にコンテンツをまるごと提供するのではなく，コン
テンツを分解して，他のコンテンツと組み合わせる編集力や，学習プロセス設
計や学習の場の設計などが，求められるだろう．IT やモバイル機器の活用も考

ファシリテーターになっていきたい．

える必要がある．たぶん，ここにこそ，ドラッカーの言う変化をチャンスに変
える「イノベーション」が求められることになるに違いない．この領域には，教
育業界だけではなく，マスコミ業界や IT 業界など，いろいろな所が参入してく
るだろう．

いずれにしても，今後，人財開発を考えるに際して，
「成果貢献の認識」
「働
き方改革」
「変化をチャンスに変える」
「学びの定石」などで，ドラッカーの考え
方は重要になる．ドラッカー学会としても，ドラッカーの考え方を今後，社会
に対して更に伝えるべきだと思った．

ただ，私の場合には，いきなりそこには行かずに，先ずは研修を中心に，それ
をどのように日常の活動とつなげていくかを考えたい．
例えば，反転学習というものがある．反転学習とは，学びの場所を反転させ
る学習法である．通常は，受講者は研修の講義で新たなことを学んだ上で，研
修後に個別に学習内容を適用する．反転学習の場合には，新たなことは個別に
ビデオや e ラーニングなどで学んでおき，研修ではその学んだことの適用方法
を学ぶ．研修では講義は行わずに，受講者同士のディスカッションや協働作業
を指導したり，個々の受講者に合わせた学習を支援する．こうすれば，研修の
時間を節約でき，個人に密着した意識の変化やスキルの習得を効果的に行え
る．また，反転学習を行った後は，その後の日常学習のフォローへとつなぐこ
とも考える．研修を実施した後に，アクションプランの作成やそのフォロー
アップを行うことにより，研修で学習したことを実際の仕事に適用し，定着化
させるための工夫を行う．そうすれば，研修の効果も高まるだろう．

（5）ドラッカー学会の役割

【略歴】 日立総合経営研修所勤務．「ドラッカーの窓から明日を考える会」幹事，ドラッ
カー学会企画委員．1978 年日立製作所入社，人事・勤労の業務に従事，1993 年
に日立総合経営研修所入所，以来日立グループ内の研修に携わる．関心領域は人
的資源管理，組織論．2011 年に 6 月にドラッカー学会に入会，特にドラッカーの
知識社会論，知識労働者の育成や活用に関心を持つ．『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」の紹介』
（「文明とマネジメント」ドラッ
カー学会年報 vol.6），『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』
（「文明とマネジメント」ドラッカー学会年報 vol.8），『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）』
（「文明とマネジメント」ド
『「責任と当事者意識のマネジメント」の考察（ドラッ
ラッカー学会年報 vol.9），
カーの意見を活用して）』
（「文明とマネジメント」ドラッカー学会年報 vol.12）．
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人と仕事のマネジメントがもたらす
「位置と役割」

The Management of Worker and Work Give Social Status and
Function to Individual Member

和光良一
Ryoichi Wako

（株式会社日興電機製作所）

Summary
To introduce the case of the management of worker and work. It is difficult to
distinguish between the management of the work and management of the workers. It
can, however, the conditions of society to function P. F. Drucker has been presented
to the hint. Then, the simplest practice of management through this discussion is
found. It is to say “Thank you”.

1. はじめに
（1）
『現代の経営』第Ⅳ部のタイトルは，
「人と仕事のマネジメント」
である．
『現代の経営』は 1954 年の著作であるが，この時点でドラッカーが「人」と「仕
事」を明確に区別していることが，この章タイトルからも明らかである．そし
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2. 購買担当物語
これは，ある中小製造業での事例である．10 年前，その会社では売上が半減
し，従業員の削減を余儀なくされた．その心労から先代の社長は 50 代の若さ
で急逝した．後を継いだ息子は 30 歳を過ぎたばかりだった．残された社員，特
に先代社長と同世代のベテラン社員が，若い社長を支え会社を盛り立てて行っ
た．それから十年が過ぎ，先代社長と同世代のベテラン社員も引退する年齢と
なった．しかし一人だけ，65 歳を過ぎても引退できないでいる社員がいた．
彼は部品の調達という，製造業において極めて重要な仕事を任されていた．
部品が不足すれば製造業では仕事にならない．だからと言って多すぎれば資金
繰りを圧迫する，経営の根幹に関わる仕事である．この重要な仕事は，事務作
業を補佐するパートの女性と，そのベテラン社員の二人で行われていた．ベテ
ランの引退を 1 年先に控え，仕事を引き継ぐ要員として製造部から 40 代の社員
が選抜された．自発的にカイゼン活動に取り組んでいる優秀な社員だった．購
買業務は重要な仕事であるので念のため 1 年の引き継ぎ期間が取られることに
なった．ところが 1 年を過ぎても，その後任担当者は独り立ちすることができ
なかった．依然として主要な業務はベテラン社員の手で行われていた．見かね
た社長は，「多少の失敗は構わないから，後任に仕事を委ねて欲しい」と指示
した．突然の社長就任という自らの経験から，思い切って仕事を委ねられれば

わかっていることで最も重要なことは，仕事と働くことすなわち労働とが

その後任者も自信を付けることができる筈だと考えたのだ．最初から完璧を求
めていたら仕事の引き継ぎなどは不可能である．しかし，さらに 1 年が過ぎて
も，後任は独り立ちできていなかった．部分的に任された仕事もこなせなかっ
た．納入業者との連絡に齟齬をきたし，社内の関連部門からは不平不満の声が

根本的に異なるということである．もちろん働く人が仕事を行うのであっ
て，仕事は常に人が働くことによって行われる．しかし，仕事を生産的なも
のにするうえで必要なものと，人をして成果をあげさせるうえで必要なもの
とはまったく異なる（2）．

上がった．陰では人選をやり直すべきだという意見が囁かれた．しかし中小企
業である，人材が有り余っている訳ではない．困った社長は遅まきながら購買
業務の仕事の中身について自ら吟味し始めた．購買担当の業務の中から，他部
門でも対応できる仕事は他部門に割り振り，その後任候補の能力でもこなせる

て 1973 年に著された『マネジメント』には，以下の様に明記されている．

仕事を生産的なものにするうえで必要なものが，仕事のマネジメントであ
り，人をして成果を上げさせるうえで必要なものが，人のマネジメントである
と考えられる．しかし，これは区別して論じられないので「人と仕事のマネジ
メント」と呼ばれる．本論考では，区別しがたいこの二つを混同することによ
る弊害と，区別しつつも同時に行うことが重要であることについて，具体的な
事例を元に考察する．そして，それが機能する社会を実現する上で，どのよう
な意味を持つかを考える．最後に，誰もがすぐに取り組むことができる最も身
近なマネジメントの実践手段について提案する．

ように業務を軽減しようと考えたのである．
例えば，納入部品に不具合があった場合，納入業者への連絡は購買担当がす
ることになっていた．業者への窓口は購買担当の仕事だった．ベテラン社員は
これを難なくこなしていたが，後任者にはスムーズにこなすことができなかっ
た．しかし実際のところ，購買担当が最初の連絡を入れた後は，不具合の内容
を把握している検査部門が，直に業者と話すことの方が多かった．そこで，社
長が業務分担を変更し，不具合があった場合の納入業者への連絡は，最初から
検査部門が行うことになった．購買担当としては，業者との調整後の最終的な
納入数が知らされればそれで十分だった．この処置以降，社内の検査部門から
の購買担当に対する不平不満はピタリとやんだ．元からそのような作業分担に
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なっていた方が良かったのではないかと思われた．
この様な業務設計上の不合理は，購買業務の成り立ちに由来していることが
徐々に明らかになってきた．かつてその会社には生産管理部という部門が存在

信を付けた．しかし，社内の他部門の人と話をする際に，パートの立場では不
都合なことが多かった．そこで自分から正社員としての採用を希望した．もち
ろん社長は喜んで採用した．

していた．そこでは生産数の計画立案から材料部品の発注，コスト管理などを
一元的に行っていた．製造部の仕事は，生産管理部の指示に従って製造するこ
とだった．検査部門は純粋に技術的な検査だけを担当し，業者との調整などに

3. 取り組む順番の重要性

は関知すべきではないとされていた．それは，圧倒的に物が不足していた時代，
とにかく良い物を大量に生産することだけが求められていた時代の組織構造
だった．
やがて売上の減少に伴い社員数が削減されると，部門としての生産管理部は
無くなったが，仕事の中身はそのまま購買担当の仕事として引き継がれた．需
要に合わせて適切な量を製造する事よりも，効率的に大量生産することを主眼
とした仕事の仕方がそのまま温存された．
その結果，その会社では在庫過多になる傾向があった．在庫の過剰は会社の
資金繰りを圧迫するので，最近では，社長の指示により生産数を在庫見合いで
変更するようになっていた．しかし，これが購買担当の仕事を更に複雑化させ
ていた．生産数の変更を指示するのも購買担当者の仕事だったからである．需
要は常に変化するので，在庫数も常に変化する．前任のベテラン社員は適当な
ところで見切りをつけて生産数を確定させていた．しかしそれは，実際の需要
とは必ずしも一致しないので製造部からは時々，
「急ぎと言うから急いで作っ
たが，本当に急ぎだったのか」といった不満が出ていた．一方，後任者は変化す
る在庫状況に最後まで合わせようとして計画変更を繰り返した．度重なる変更
に対して製造部からは「なぜ頻繁に変更するのか，予測の精度を上げることは
出来ないのか」と更なる不満の声が上がった．しかし，そもそもの原因は，業務
のやり方が生産計画の変更を前提としていないことにあった．
そこまで理解した社長は，購買担当の引き継ぎについての方針を転換した．
引き継ぎの前に，業務の分担を徹底的に見直した．その結果，生産数の計画は
製造部が自ら行うことになった．在庫数の情報は以前から共有されていたの
で，製造部が生産数を決めることはすぐにできた．不足していたのは生産数を
決める責任と権限だけだった．この業務移管の結果，購買担当者の「製造指示」
という業務は，大量の「製造指示書」を作成する作業もろとも跡形もなく消え
てしまった．同様に幾つかの権限が関連部門へ移管された．
こうして購買担当の業務は，製造部が決めた生産数に合わせて，不足する部
品を購入することだけになった．これは購入に関する幾つかの基本的な意思決
定が事前に行われていれば，事務作業を手伝っていたパートの女性一人でも十
分に対応できる量の仕事だった．購買担当の後任候補は製造部門に戻された．
そして，以前のように活き活きと製造業務に従事し始めた．ベテラン社員も安
心して引退した．購買業務について責任ある仕事を任されたパートの女性は自

この事例は，まず，人と仕事のマネジメントにおいて順番を間違えることに
よる弊害の大きさ示している．
この社長は，購買担当者の後継者問題が起きた時，まず人のマネジメントで
全てを解決しようとした．後継者候補を選び，ベテラン社員に弟子入りさせた．
引き継ぎが順調でないことが分かると，後継候補と面談し励ました．後継候補
の社員に対して，「経験豊富なパートの女性の知恵を借り，協力して仕事に取
り組むように」と示唆した．そして，それ以上に，引き継ぎを行うべきベテラン
社員の姿勢に問題があると考えた．ベテラン社員が失敗を恐れ，後継者に任せ
ることができないから引き継ぎができないのだと考えた．ベテラン社員に対し
て，再三に渡って，後継者に仕事を任せてみるように，言って聞かせた．全て人
のマネジメントとしての取組みだった．しかし，既に見たように，本来は先に
仕事のマネジメントとして取り組むべき問題だったのだ．実は，この社長も，
購買の業務に不合理な所があることに漠然とは気がついていた．しかし，長年
に渡って会社に貢献してくれたベテラン社員を否定するような指摘をするこ
とに心理的負担を感じていた．購買業務の見直しは，引き継ぎが終わり，ベテ
ラン社員が引退した後に取り組もうと考えていた．そこにも人と仕事の混同が
あった．
人と仕事のマネジメントにおいては，どんなに感情的に忍び難くとも，仕事
のマネジメントから取り掛からなければならない．結果的には，それが正しい
人のマネジメントを行う一番の近道である．しかし，それは，人に合わせて仕
事を設計することではない．この事例においても，そもそも仕事の設計に誤り
が生じた原因は，事業環境の変化である．本来は組織が縮小され，生産管理部
という組織が解体された時に，業務の分担を見直すべきだったのだ．引き継ぎ
の失敗は，問題を顕在化させたに過ぎない．組織に対する社会の要求の中身が
変われば，仕事のやり方が変わって当然である．しかも，昔の経営者が指示と
命令を基盤としたマネジメントをしていたのに対して，この若手社長はドラッ
カーを学んでいた．マネジメント思想が変われば，組織の在り方も変えること
ができる．管理者と実行者を分ける必要もなくなる．
購買担当が握っていた管理権限を，実行部門に移管したことによって，部門
を跨っていたから必要だった指示書や伝票の類が消滅した．その為，購買担当
の作業量そのものが激減し，二人で行う必要さえ無くなってしまった．
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4. 期せずして実現した「人のマネジメント」

いのである．それを踏まえた上で，本論考では，人と仕事のマネジメントを区
別する上での助けとなるような視点を提示したい．それは，
「位置と役割」であ
る．

そして，この事例が教えてくれるもう一つの事は，仕事のマネジメントを行
うことが，人のマネジメントを実現する，ということである．

『産業人の未来』において，ドラッカーは社会に関わる一般理論として以下の
命題を提示している．

購買担当から製造指示を受けていた製造部では，指示の不適切さに対する不
満が常にくすぶっていた．社長は製造部長に対して，
「それなら製造部が直接，
営業担当から受注状況を聞いて，生産計画ついて購買担当に意見して欲しい」
と何度も求めていた．しかし，そのたびに製造部長は不安そうに黙り込んでし
まうだけだった．社長がどんなに期待しても，その製造部長が生産数を決める
ことに関与しようとすることはなかった．ところが購買担当からの製造指示が
なくなった現在，この同じ人物が製造部長として営業担当と話し合い，生産数
を決めている．役職も変わらず，仕事も殆ど変らないまま，かつては指示され
た生産数に不満を述べていた同じ人物が，今では自らの責任で生産数を決め，
活き活きと仕事に取り組んでいる．その結果，その会社の製品と部品の余剰在
庫数は更に削減され，それは資金繰りを改善し，全社的な経営に貢献している．
同様の事は検査部門においても起きた．検査部門では，問題発生時の業者と
の応対窓口としての業務に加えて，新規業者選定についての責任も移管され
た．その結果，この部門は，初めて会社の業績に直接貢献する手段を得た．技術
的な知識も十分にあった．以降，品質は維持させながら，時には向上させなが
ら，納入部品のコスト削減を実現し始めた．以前の購買部門もコスト意識は高
かったが，管理業務に忙殺され他業者の選定等には時間を割くことができてい
なかった．逆に，検査部門のコスト意識の低さは社長の悩みの種だった．コス
ト意識を持って検査業務にあたるように，更には部材費の低減にも知恵を出す
ように，検査部門に対して社長からは再三に渡って求められ続けていた．
これらの問題は全て，人の考え方や行動を変えようとする取り組みでは何も
解決しなかったが，仕事の設計を見直すことで直ちに解決してしまった．結果
的に働く人たちの姿勢や行動も大きく変化し業績も向上した．

5.「位置と役割」と「人と仕事のマネジメント」
ここまで見て来たように，人と仕事のマネジメントは別々に行うことはでき
ない．しかし区別することは重要である．多くの間違いは，仕事のマネジメン
トとして対応すべきところで，人のマネジメントのみで問題を解決しようとす
る所で起きている．仕事のマネジメントと，人のマネジメントの区別がついて
いないから，そのような間違いが起きる．区別するべきだが，切り離して行お
うとするのも，また誤りである．人が行えないような仕事を設計してはならな
いからだ．区別して考えなければならないが，別々に行えるようなものでもな

「社会というものは，一人ひとりの人間に対して「位置」と「役割」を与え，
（3）
重要な社会権力が「正統性」をもたなければ機能しない．
」
「位置と役割」は，原文では「social status」と「function」である．前著『経済
（4）
人の終わり』
において，機能しなくなった社会に台頭したナチスの本質を看
破したドラッカーは，続く著作『産業人の未来』において機能する社会とは何
かについて，社会に関する新しい一般理論として提示した．そして，人々に「位
置と役割」を与える次の時代の権力として，ドラッカーは企業のマネジメント
に着目した．果たして，企業のマネジメントが持っている権力には正統性があ
るのか否か，それこそがドラッカーが GM を観察した時の最大の関心事であっ
たはずである．その結論は，『現代の経営』および『マネジメント』の終章に明
記されている．
『マネジメント』の結論には以下の様に記されている．
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
強みは公益となる」である．これが，マネジメントの正統性の根拠である （5）．
この「私的な強みは公益となる」という考え方に立つことによって，マネジ
メントの権限は正統性を持つことができる．つまり，働く一人一人の強みを生
かすこと，世の中の役に立てること，即ち成果に変えることができれば，その
時，マネジメントの権限には正統性が生まれる．これが体系としてのマネジメ
ントの神髄である．念のために断っておくと，ここで言う「成果」とは組織の外
に在る成果のことであり，
「利益」のことではない．
さて，このように『産業人の未来』で提示された機能する社会を実現するた
めに必要な要素の一つである「権力の正統性」に対する答えが，『マネジメン
ト』の結論には明確に記されている．ドラッカーが，機能する社会を実現する
手段として，マネジメントを捉えていたことは間違いない．同様に，人々に「位
置」を与えるのが「人のマネジメント」であり，「役割」を与えるのが「仕事の
マネジメント」であると考えられる．これは別々に行えるものではないので，
正確には，人々に位置と役割を与えるのが，人と仕事のマネジメントである，
と言うべきだ．繰り返しになるが，しっかり分けて考えなければならないこの
二つは，現実には別々に行うことができないために分けて捉えるのが難しい．
そこで，敢えて分けて考える為に，次に示す図を作成した．
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「機能する社会の条件」とマネジメント
機能する社会の条件

マネジメント

一人ひとりの人間に対して
位置

人のマネジメント

と

と

役割

仕事のマネジメント

が与えられていて
重要な社会権力が
「正統性」を持つ

マネジメントの正統性
「私的な強みを
公益と為す」

図 1.1「機能する社会の条件」とマネジメント

あるいは，機能する社会の条件としての「位置と役割」から，
「人と仕事のマ
ネジメント」というコンセプトが出てきたと考えた方が自然かも知れない．

6. 肩書きは位置ではない
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つまり，「位置と役割」とは，組織上の配置のことでもなければ，名刺に書か
れた肩書きの事でもない．それらのものは，位置と役割を示す象徴でしかない．
「私は社長です」というのは，位置づけを表す象徴かも知れないが，位置づけの
本質ではない．たとえるなら，そこには，街に出る時に身に付ける衣類くらい
の意味しかない．しかし，それが自らの本質ではないからと言って，衣類を身
につけず裸で街を歩くわけにはいかない．高価な礼装もあれば，ギリギリ外に
出られるくらいの簡素な服もあるだろう．身に付けている服が，その人の社会
的な立場を表すこともあるかも知れないが，それでも着ている服は立場その
ものではない．本質は，会社における地位ではなく，如何にして世の中の役に
立っているかだ．少なくとも，ドラッカーが言っている「位置と役割」における
「位置」は，
「役割」を抜きにしては語れないし，語るべきではない．そのように
分けて考えられない「位置」と「役割」という二つのものであるにも関わらず，
なぜ敢えて，二つの言葉で表されているのだろうか．
「位置と役割」という言葉
だけで考えていても俄かには分からないが，この「位置と役割」が，「人と仕事
のマネジメント」に引き継がれていると考えるならば，この二つを分けるべき
意味は理解できる．順番を間違えると問題が起きるからである．購買担当の事
例が示すように，仕事のマネジメントを先に行うべき時に，強引に人のマネジ
メントを行うところで多くの問題は起きている．

しかし，ここで一点，強調しておきたいことがある．
人のマネジメントが，人に位置を与えることだと言うと，例えばパート社員
を正社員にすること等を思い浮かべられるかも知れないが，それは全くの誤り

そして歴史上，人に「位置」を与えるために，無理やり「役割」を与えるとい
うことが行われたのが，戦間期のドイツだった．ナチスは人に「位置」を与えよ
うとして，それを実現する「役割」として戦争を持ってきた．『産業人の未来』

である．確かに，目に見える形としてはそのように表れる場合もあるが，決し
てそれは人のマネジメントの本質ではない．先の事例で言えば，製造部長は何
の肩書も変わっていなくとも，仕事の責任分担が変更されたことによって，そ

には以下の様に記されている．

の位置づけが明らかに変わった．指示・命令で動く立場から，顧客からの需要
に対して自らの責任で行動する製造部長になった．購買業務の事務を手伝っ
ていた女性の場合も同様である．責任ある仕事を任され，それに応えるように
なった時点で位置づけは変わっている．実際，社外から見れば，正社員になる
前から責任ある立場と見られるようになっている．パートかどうかは社外の
人には分からない．社内の意識の中に，
「パート社員には責任ある仕事を任せ
るべきではない」という感覚が根深く残っていたから，目に見える形としての
「正社員」という待遇が必要になっただけである．正社員であれば責任ある仕事
を任せられるという話ではない．ベテラン社員の後継候補は正社員だったが強
みに合致していなかったから，その仕事を任せるに至らなかった．その原因に
ついては様々なことが言えるかも知れないが，大事なことは，その人が強みを
発揮する為には，つまりは位置を得るためには製造現場という役割が必要だっ
たということだ．位置を得るために必要なものは正社員という立場ではない．
強みを発揮しうる仕事なのだ．

機能する社会の建設という視点から見るならば，ナチスとその軍隊，および
その準軍事的組織は，社会的に意味を持つ存在となる．それらの組織はすべて
一人ひとりの人間に対し社会的な位置と役割を与えるための手段である （6）．
企業などの経済活動においては，人の位置づけの為に無理やり役割を作り出
すような真似をしていれば業績が悪化して市場に存在できなくなる．しかし，
これは，非営利組織や政府機関などにおいては，十分に注意が必要な問題であ
る．具体的には，人と仕事のマネジメントにおいては，常に，仕事のマネジメン
トを先に考えることが重要である．すなわち，社会的なニーズに応える組織の
役割を実現するような仕事の設計から考えることである．

7. 一番小さいマネジメント「ありがとう」
先に図で示したように，機能する社会の条件が，マネジメントの雛形である
と捉えることで，最も身近に実践できるマネジメントを考えることができる．
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それが，
「ありがとう」である．
「ありがとう」という言葉をマネジメントツールとして活用する動きがある．
例えば「サンクスカード」というものがある．社員同士で助け合った時に，助

できるマネジメントそのものである．なぜなら，以下に示すように，
「ありがと
う」という言葉が，人に位置と役割を与えることができるからだ．
まず役割について考える．ここに二人の人（A と B）がいるとする．A が B に

けられた人が助けてくれた人にサンクスカードを書く．会社は社員にサンクス
カードを書くことを奨励し，サンクスカードをたくさん貰った人には報奨を与
える．社内での助け合いやコミュニケーションの活性化を目的として行われて

「ありがとう」と言う．これは，B が何らかの形で A の役に立った結果であるは
ずだ．つまり，そこには瞬間的にせよ確かに役割があったということだ．また，
たとえそれが，さほど A の期待していた役割ではなかったとしても，「ありが

いるようだが，うまく活用できている企業もあれば，全くうまくいかない場合
もあるようだ．
これまで見てきた様に，本来は「人と仕事のマネジメント」として取り組む
べきところを「人のマネジメント」のアプローチだけで取り組むと失敗する．
コミュニケーションやチームワークが成立していない職場には，そもそも仕事

とう」と言うことによって，そこに一定の役割があったことを A は認めてい
る．つまり，それは事後的にせよ，A が B に役割を与えているということだ．
そして，
「ありがとう」と言うことによって，A は B に対して，人に感謝され
る存在としての位置づけを与えたことにもなる．
「社会的な位置」というと大
げさだが，たとえそこに人が二人しかいなかったとしても，そこには最小単位

のマネジメントが行われていない可能性が高い．そのような状況で，どんなに
「お互いに感謝を示しあって，コミュニケーションを図りましょう」などと言っ

の社会があると考えれば，
「ありがとう」という勲章は社会的なステータスで
あると言える．さらに，「ありがとう」と言った A は，B の行いによって感謝の

ても，コミュニケーションが成立するようにはならない．では，コミュニケー
ションを成立させる為に，先に行うべき仕事のマネジメントとは何だろうか．
『経営者の条件』には以下のように書かれている．

気持ちを持ったはずである．しかし，人が人の気持ちを動かすなどという事は，
実は大変に難しいことだ．人に感謝の気持ちを抱かせるという事は，人を感動
させるということに匹敵する．そのようなことは，決して弱みに基づいては実
現できない．必ずそこには，その人の強みの発露があったはずだ．つまり，A
は，B に「ありがとう」と言うことで，B の強みに基づいた，B の位置と役割を

われわれは貢献に焦点を合わせることによって，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，成果をあげるうえで必要な四つ
の基本的な能力を身につけることができる．
（中略）
貢献に焦点を合わせるということは，つまるところ，成果をあげることに

与えることに成功しているのである．これが，「ありがとう」という言葉が，最
小単位のマネジメントの実践であるということの意味である．
ただし，ここで重要な注意点がある．それは「ありがとう」と言う人が，マネ

焦点を合わせることである（7）．

ジメントの正統性を持つためには，
「私的な強みは公益と為る」という原則か
ら外れてはならないという点である．
これは具体的には二つの事に注意することである．
一つは，役割の中身が公益に結びつかなければならない．組織の場合であれ

どんなに人間関係を取り繕っても，会社としての成果は何かが明確になって
いなければ，社内にコミュニケーションもチームワークも生まれない．成果と
は組織の外にあるものであり，決して自ずと明白になるようなものではない．
組織の中で働く人たちを方向付ける「組織としての成果は何か」を明確するこ
とが，社内のコミュニケーションの活性化を図る前に行うべき，仕事のマネジ
メントなのである．同時にそれは，組織の中で働く一人ひとりがマネジメント
を実践する為の前提ともなる．誰もがマネジメントの一員であるべきだ．『マ
ネジメント』には以下の様に書かれている．
誰もまだ，働く者に対して，
「仲間のマネジャー諸君」とは呼びかけていな
い．そのようなことは今後もないかも知れない．しかし，それこそが目標で
ある（8）．
そしてもし，マネジメントが「人と仕事のマネジメント」を通じて，人に「位
置と役割」を与えることだとすれば，
「ありがとう」という言葉は誰もが実践

ば，何らかの形で組織の成果に結びつける必要がある．誰かを個人的に得させ
る行為に向けられた「ありがとう」はマネジメントとは言えない．人の行為を
公益と結び付けて「ありがとう」を言うのでなければ，そこにマネジメントと
しての正統性はない．
それからもう一つ，私たちがとても陥り易い落とし穴がある．それは，誰か
の犠牲に対して送られる「ありがとう」である．たとえ結果が公益に適ってい
たとしても，それがその人の犠牲の上に成り立っているのであれば，その時に
言うべき言葉は，「ありがとう」ではなく「ごめんなさい」であるべきだ．何よ
りも犠牲は「強み」ではない．犠牲に対する「ありがとう」は，強みを公益と為
すことができていないのだから，そこにマネジメント上の正統性はない．
そして，この二つの注意点は，一つ目が「仕事のマネジメント」であり，二つ
目が「人のマネジメント」であると考えられる．何気ない「ありがとう」という
一つ言葉には，分けて考えるべき二つのこと，つまり「人と仕事のマネジメン
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ト」を含めることができる．また，このことは，たとえ意識していなくとも，常
に最高の成果を目指し，人の強みだけを見る組織の文化が培われていれば，自
然に行うことができることである．

8. まとめ
マネジメントは実践の体系である．それは，実践を伴うことなしには真の理
解を得ることが不可能であることを示している．人と仕事のマネジメントにつ
いても，理論を読むことだけで理解することは極めて困難である．理解したつ
もりであっても実際の仕事では全く理解していない人と同じ誤りを犯す．そ
れでは理解していないのと何も変わらない．本論考で紹介した事例は，決して
華々しい成功物語ではないし，教科書に載るほどに大きな失敗事例でもない，
地味な物語である．しかし，だからこそ身近な事例として，「人と仕事のマネ
ジメント」について考える有効な材料となるはずである．同じような事例は，
日々の職場にもたくさん存在しているはずだ．そして，事例を見て考えるだけ
ではなく，マネジメントは実践を通して理解を深めなければならない．
とは言え，誰もが会社の社長や，組織の長の立場でマネジメントの実践を経
験できるわけではない．また，最近では組織に属さず働いている人も大勢いる．
そのような方たちが，もし，人と仕事のマネジメントについては，組織の長で
もなく，ましてや組織に属してもいない自分には実践することが不可能だと思
われているのだとしたら，それは誤りであることを指摘しておきたい．
人の強みに着目し，その人の行為を公益に結び付けて，「ありがとう」と伝え
ることは，それだけで既にマネジメントの実践である．その前提として必要な
ことは肩書ではない．自らの仕事のマネジメントである．即ち，自らが公益と
考えること，自らの使命を明確にしておくことだ．もし，外で着る衣類として
の肩書が必要ならば，その使命を書いた名刺が一枚あればいい．
【注】
（1）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2006］ドラッカー名著集 3『現代の経営』
（下）ダイヤモンド
社 , p.91.
（2）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2008］ドラッカー名著集 13『マネジメント』
（上）ダイヤモ
ンド社 , p. 231.
（3）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.
（4）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2008］ドラッカー名著集 9『「経済人」の終わり』ダイヤモ
ンド社 , p.128 .
（5）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2007］ドラッカー名著集 15『マネジメント』
（下）ダイヤモ
ンド社 , p.302 .
（6）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
［2007］ドラッカー名著集 10『産業人の未来』ダイヤモンド
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社 , p. 120 .
（7）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 93 - 99 .
（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. 77 .

【略歴】 図書館情報大学大学院卒．（株）日興電機製作所 代表取締役社長．2010 年ド
ラッカー学会エッセイコンテスト優秀作品賞．
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The Common World Model and Grand Design of Next Civilization

山縣俊夫

Toshio Yamagata
（本会会員）

献辞
近代現代戦争，特に第 1 次，第 2 次の両世界大戦で犠牲になった多くの将兵と市
民に，そして，人類の進歩と平和を強く願い，世界を一つの国家とする呼びか
けに半生をささげた H．G．ウェルズに，本論考を捧げる．

Summary
The human race can’t solve global scale fatal problems, yet. In the Cyber-Space CS,
we can do the social experiment freely. We should build an accurate whole world
model in CS. If each one brought a part of one’s well known economic model, we
could build whole accurate economic model to connect up each part of model one by
one. We send own agent there. We make agents experiment, using PC connected CS
through the Internet. We will agree with most suitable policy and our behavior. This
is new type of pure democracy.
I named this model “the Common World Model CWM”. We should agree to
establish one world state, to live together peacefully, to build CWM, to operate new
political system, to solve social problems efficiently.

はじめに
人類は，驚異的な科学技術の進歩，そして物質的繁栄の一方で，人類全体の
存続に関わる深刻な社会問題を解決できないでいる．人類社会は，今後どうな
るのだろうか．我われは，どうしたらよいのだろうか．ところが，それらの問題
をどう解決するかという行動のシナリオが見当たらない．これは，放置してい
てよいのか．場当り的な対応でよいのか．これこそが，人類の最重要かつ最優
先課題ではないのか ?
ドラッカーは「未来は，われわれが望み，現実とするものによって形作られ
（1）
る．
」という．それならば，われわれは，未来を創るためのシナリオを描ける
はずであり，その真偽をぜひ確かめてみる必要があるのではないだろうか ?
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1. シナリオの意味と誕生の背景
1 . 1 人類全体に関わる深刻な社会問題
人類全体に関わる問題として，大きく三つにわけて，それぞれ列挙してみた．
（1）現在，顕在化している問題
1）長期紛争，宗教の対立，強大な軍事力，核兵器問題．
2）成長拡大し資源を浪費しないと機能しない硬直した経済．
3）代議制民主政治および国際政治における問題解決能力の限界．
（2）そのうえに，今後，顕在化が予想される問題
1）資源枯渇および地球環境悪化の深刻化による，熱い争いの発生．
2）途上国の工業化，人口増加に伴う，社会の不安定化．
3）過去の世界大戦の悲惨さを経験しない市民と政治指導者の台頭．
（3）
「力による自国の利益の保護」という伝統的な問題解決方法がもたらす問題
1）過去の戦争犠牲者

第 1 次世界大戦の死者
第2次
〃

990 万人
6,000 万人以上

2）軍事予算総額
1 兆 8,000 億ドル / 年
（2014 年 SIPRI）
3）核弾頭総数
19,000 発
（2012 年 SIPRI）
この三つ巴の状態によって，まさに人類は「自らの行為によって」絶滅の危
機に瀕していると考える．これらの問題解決は，地球全体の視点で互いに関連
付けて考える必要がある．
1 . 2 人類の未来とシナリオ
人類は，破局を回避し，理想社会を実現するためには，自らの手でなしとげ
る必要があり，それには全体シナリオ，つまり全体の設計図が不可欠である．
目標，マネジメント力，構想がなければ，人類は時間と大きな潜在能力を活用
できない．
さらに，次のような認識も重要である．
（1）シナリオ創りは，現世代 70 億人だけでなく，未来世代の命と幸福，さら
には多くの動植物の運命にも大きく関わる．それは最高に価値のある行
為であり，急務である．
（2）理想社会を作るシナリオ創りは，人類の連帯責任である．政治家や社会
学者などという特定の人の役割ではなく，誰でもよいはずであり，その
内容が重要である．
（3）誰かが最初にシナリオを公表することの効用は大きい．公表されたシナ
リオは，人類の共有資産である．多くの人びとに希望と目標を与える．人
びとが多面的に検討することによって改良され，次第に完成に近づく．
そしてそのシナリオにもとづき，多くの人びとの力によって理想社会を
整然と実現できる．
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（4）ドラッカーなど多くの先覚者が，理想社会を創るうえでの貴重な考えを
50 年以上前（第 2 次世界大戦の前後）に発表している．
今回，筆者は，彼らの考えを手がかりにして，一つのシナリオ案を創ったの
で発表する．
1 . 3 自己紹介と研究の経緯
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た．ロベルト・コッホは，シャーレーにいれた寒天培地を使って特定の菌だけ
を選別的に培養する技法を開発した．これ以降，特定の伝染病は，特定の病原
菌が引き起こすものであることが発見され，そのための有効な治療薬を見つけ
られるようになった．
この二つの事例から分かることは，ものごとの発展には，いろいろな思想が
入り乱れている混乱状態を，統一的にまとめることができる根本的な思想が必

筆者は，社会的な矛盾に対して世界中の学生が声をあげた，いわゆる団塊の
世代の一人である．大学では，機械工学と生産工学（Industrial Engineering）
を学んだ．生産工学とは，人間・機械・もの・情報を総合し，最適（最経済）な
ワーク・システムを設計・確立することを目指す学問である．自然科学，技術，
社会および人間科学にわたる広い学問領域をもっている．

要であるということである．
この自然科学における二つの例のような見方にたてば，現代の社会科学は，
まだ，その前段階にあると考えられる．現在，我われに求められていることは，
社会科学における思想的な混乱状態を，統一的に解消し，新たな発展へと向か
うことができる新たな根本思想であるといえる．それは，社会科学におけるひ

電機メーカーに就職し，生産技術者としてコンピューターを用いた生産シス
テムの開発，設計業務管理などに従事した．一方，個人的に，企業の組織活動に

とつのパラダイムを確立することであり，それによって社会的なイノベーショ
ンを誘発させるものである．本論考は，そのような根本思想になりうるひとつ

おける情報・通信技術と「知的活動の付加価値生産性」との関係について，約
25 年間研究してきた．それは，知的活動の生産性研究は歴史が浅く，情報・通
信技術の急速な進歩から，大きな潜在的可能性があると直感したことと，そし
て企業の束縛を離れて自由に研究に取り組みたいためからであった．
定年後は，研究に専念するとともに，政治における知的生産性の方が社会的

の案を提示するものである．
1 .4 .2 H.G. ウェルズの悲願と本稿との関係
ハーバート・ジョージ・ウェルズ（1866−1946）は，英国人 SF 作家として有
名であるが，彼は卓越した文明批評家である．彼は，科学と技術の発達による
人類の無限の進歩に希望を見出した一方で，それらを戦争の道具として使った

に重要と気づき，研究対象をそちらへ変えた．そして，最初の 5 年間にドラッ
カー学会年報を通して 6 篇の論考を発表した（2）（3）（4）（5）（6）（7）．その後の 3 年間で，

第 1 次世界大戦の悲惨な状況を眼にした．そして政治や経済の組織や社会道徳
が科学の進歩に歩調を合わせなければ，人類は自分で自分を滅ぼすことなると
多くの著作を通して警告してきた．彼は，世界を一つの国家とした新しい世界

それらの論考の内容を総合し，構造化した．さらに著名な先覚者たちの考えを
使って，視野を広げ，自分の考えと比較評価し，新たな探究と解釈を行い，新た
な研究分野を発掘し，表現を洗練し熟成させた．今回のシナリオはこうして作
成したものである．

秩序の構築が不可欠であると考え，その構想を早くから語っていた．彼は，特
定のイデオロギーにとらわれず，自由主義社会も共産主義社会もともに冷静に
みていた．彼は，理想主義者であったが，現実主義者でもあった．彼は，万人を
納得させることのできる「人類の共通プラン」を必死に探し求めた．しかし求

1 . 4 特に記しておきたい事項
1 .4. 1 思想的な混乱期
現代社会は思想的な混乱期にあるといえる．
アイザック・ニュートンは，ガリレオ，ケプラーなどの当時の科学者が提起
していた天空あるいは地上の現象に関するさまざまな科学的な知見を，統一的

め得ず，彼の悲願も空しく第 2 次世界大戦が起こってしまい，終戦の翌年に彼
は 79 歳で亡くなってしまった．
筆者は，ウェルズについて最近に知ったばかりであるが，その著作を読むた
びに，100 年も前から彼は今日の状況の本質を的確に見抜いていたことに驚く
ばかりである（8）（9）．第 1 次世界大戦が終結してから，まもなく 100 年になる．人

に説明できる，単純な考え方を探し求めた．彼は，そのための考え方を見つけ
だし，「自然哲学の数学的諸原理（プリンキピア）
」として刊行した．いわゆる

類は，100 年このかた，本質的な問題の解決を進められなかったことと，事態
が一層深刻化していることに，あらためて気づかされる．現在の国際連合が，
シリア内戦や北朝鮮の核ミサイル問題を解決できないでいるのは，かつての国

「ニュートン力学」の誕生である．彼が別に考え出した微分積分という数学的な
手法と組み合わされて，その後，力学的な運動の解析が急速に進むことになっ
た．
多数の死者をだす伝染病の原因と治療法について，19 世紀になっても，世の
中にはさまざまな考え方があり，効果的な治療を行うことができなかった．ル
イ・パスツールは，肉眼では見えない極微の生物が伝染病の原因であると考え

際連盟が，当時の深刻な国際問題を解決できなかったのと同じ状態であるとい
える．筆者は，本稿でこれから述べる「新たな文明社会のシナリオ」は，偶然に
も，彼が必死に求めていた「人類の共通プラン」であると認識し，非常に驚いて
いる．ウェルズほどの才能に恵まれた人でも，当時は，コンピューターもイン
ターネットも，まだ世の中になかったので，それを利用した構想を描けなかっ
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たことは無理もない．
今年 2016 年は，ウェルズの生誕 150 年，没後 70 年の節目にあたっている．現
代の世界情勢は，ウェルズが晩年に死力をつくして活動していた 1930 年代の
戦争前夜の不穏な状況にだんだんと似てきているように思える．人類にとっ
て，ウェルズの考え，つまり世界を一つの国家とする新しい世界秩序と，そし
てそれにふさわしい新しい教育とが，今度こそ生かされる機会ではないかと考
えている．

2. 基本的問題と目指す社会の理念
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2）科学技術の成功から，自己を過信して傲慢に振る舞うようになった．
神に素直に従うこともなく，思慮深い少数者の意見も聞かない．
3）社会全体を思慮深く考えないが，力強い行動を好む．その結果，独裁
者を生み出し，浅慮な考えに率いられて社会全体が極端な行動に走る
危険性が高い．
すべての市民の政治的能力を大幅に底上げする必要がある．
（5）増加する精神エネルギーをどう使うかという問題である．（古生物学者
テイヤール・ド・シャルダン（11））
重労働からの解放による余暇時間の増加，研究の組織化，情報・通信

2 . 1 人類が直面している五つの基本的問題
先ほど社会問題についていろいろ触れたが，より本質的な視点から問題を整
理してみたい．

機器の利用によって，人類全体の精神エネルギーが増加している．精神
的な満足は，高次な仕事によってのみ得られるという．
多くの人びとが自己実現できる機会を増加させる必要がある．

（1）強力な動力を備えた強固な金属製機械を作りだし，その特性を最高に発
揮するために，利己心と結びついた効率的な経済制度が作りだされ，そ
れらが引き起こす社会問題である．

これらの五つの基本的な問題はすべて，最初に掲げた動力を備えた金属製機

社会が発展し複雑化するにつれて，人間性の抑圧などの問題を多発化
し，問題解決を難しくした．この結果，政治制度における人間の問題解決
能力を超えてしまった（文明批評家 オルテガ・イ・ガゼット（10 - 1））
．産業
経済が一人歩きしだして，誰も制御できない．今日見られるとおり，政治
は，経済というダダッ子の守り役になってしまった．
いまや，250 年以上前に生まれた古い政治方式を一新する時期がきて
いる．
（2）科学技術の発展と産業革命は，生活に便利な物資の大量生産と，強大な
建設力をもたらしたが，同時に，殺傷のための高性能な武器の大量生産
と，核兵器などの強大な破壊力をもたらした．この結果，戦争による兵士
と一般市民の犠牲者が急激に増加した．いまや核兵器は，すべての文明
社会を壊滅させるに十分以上の分量が備蓄されている．
深刻な社会問題の最終的な解決方法として，力による問題解決という
人類にとって伝統的な方法に代わる，新しい方法が求められている．
（3）人口増加と活動能力の拡大によって，地球の有限性という壁と衝突して
しまった．この結果，資源の枯渇，環境破壊，人口問題などが発生してい
る．
これらの事態に対応するための新しい教育と物質的追求に代わる新た
な活動領域の開拓が必要である．
（4）近代教育とメディアによる大衆人の出現と民主主義政治が引き起こして
いる問題である．
（オルテガ（10 - 2））
1）多くの普通の人びと（大衆人）が社会的政治的に力を持つようになっ
た．

械の登場，つまり産業革命の結果として，引き起こされたと考えることができ
る．
2 . 2 目指す国家像と社会の基本理念
世界の政治的な安定を図るためには，世界を一つの国家にする必要がある．
今後我われが目指そうとする国家像と，社会の基本理念について，筆者の考え
を述べておきたい．
「人類の発展は人類が共同体であり，理想の共同体の完成を求めて努力した
からこそ可能であった．
」
（心理学者 アルフレッド・アドラー（12））
この考えを基盤にしたうえで，目指す国家像とは，次の二人の言葉がふさわ
しいと考える．
「我われは皆，宇宙船『地球号』の乗組員である．
」
（技術者 バックミンス
ター・フラー（13））
「国家とは，共存，夢，計画，絶え間ない共同建設事業である．
」
（オルテガ（10-3））
目指す社会の基本理念は，次の三本柱で考えた．
（1）人権に関する理念
各人の平等と多様性と自由，平和と幸福，個人と社会の調和．
（2）役割に関する理念
各人は社会的な居場所と役割をもち，責任をもった政治参加ができ，し
かも機能的な社会．
（3）経済活動に関する理念
物質面と精神面が調和した豊かさを求め，地球環境・生態系の維持と資
源・エネルギーの持続が可能な社会．
また，社会問題とは，社会理念に反した社会現象であると考えた．この
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認識も重要である．

3. 先覚者の示唆
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り上げられて，検討ずみの共通のプランをつくり出すことだ．よりよき
社会の基礎には，教育の革命と，新しい百科全書精神と，新しい綜合精神
とが必要だ．
」
（2）技術革命についてのドラッカーの示唆（17）

先覚者の示唆は，探究の貴重な方向を示してくれる．特に有益だったのは，
生物進化の視点からの示唆，そして文明批評の視点からの示唆であった．

「われわれは今日，7000 年前の祖先が灌漑文明の時代に経験したもの
と同じ状況にある．7000 年前と同じように，今日，広い範囲にわたる技

3 . 1 人類の進化からの示唆
（1）古生物学者の示唆（テイヤール・ド・シャルダン（14））
「人類は，新たな進化の段階で苦しんでいる．人類の未来は，これまで
の進化の延長線上にある．我われは，絶えず懸命に研究を続けることで，

術の発展のすべてが一体となって，まったく新しい人間環境をつくりだ
そうとしている．そのことは，古代の技術革命と，200 年前に始まり今日
進行中の技術革命との間にはなかった．
われわれは今日，社会的イノベーションと政治的イノベーションが必
要とされる領域を明らかにするという重大な課題に直面している．

いつの日にか，進化の前進地点，つまり活動の中心部，もっとも感度の高
い地点を突き止め，そこを征服できるにちがいない．
人類を前進させる条件はただ一つ，個人や集団に自己実現の機会を保
証することだけで十分である．
」
（2）哲学的人間学者の示唆（マックス・シェーラー，アーノルト・ゲーレンの
考えより（15））
「人間は，環境を対象化して捉える能力によって，本能の乏しさを，周囲
のものを道具に作り変えることで補う．この機能が，文化と文明の基礎で
ある．道具や言葉の成立は人間の知性を発達させ，その知性が新たな道
具や言葉を生み出す．この相互循環が人間の可能性を無限に広げる．」
我われがいま直面している問題の解決は，人類という「種」が，存続か，さも

われわれは，技術革命がもたらしつつある新しいニーズと新しい能力
にふさわしい，新しい制度を構築しなければならない．
それら新しい制度によって，われわれの信ずる価値観を具体化させ，
正しいと考える目的を追求し，人間の自由，尊厳，目的に奉仕させなけれ
ばならない．
」
ここで，250 年前の産業革命と，現在の情報・通信技術革命とを人類進化の
歴史のうえで一対のものとみたうえで，二人の示唆，つまり，
「なんぴとも承認
し得る，新しい世界像の構想」そして「技術革命を利用した新しい制度」を考え
てみることにする．

4. 問題解決の基本戦略

なければ絶滅かを問われている，進化上の厳粛な問題であることである．だか
ら，その解決方法は，決して安易な方法ではありえない，という認識と覚悟が

4 . 1 目指す社会実現への接近方法
（1）いつの世も，社会理念に反する社会問題は次々と起こる．それゆえ，目指

まず必要である．単なる思想や社会体制の優劣，あるいは政治指導者の資質な
どという問題ではなく，もっと次元の高い，ハードウェア的な能力の問題であ
る．
生物学的な進化は，突然変異による自然淘汰が原因とされ，進化の速度は，
万年の単位であるという．一方，人間にとって道具は，意図的に，しかも生物学
的な進化に比べて非常に速い速度で進化させることができる．これらのことを

す理想社会は，次々と起こる社会問題を，効率よく解決できる，優れた道
具とそれを利用した制度を備えた社会であるといえる．それは，人びと
が，基本的な社会理念，それにもとづく素朴な感情をもとに，互いに協力
しあって問題を解決できる社会でもある．
（2）先に指摘した五つの基本的問題に対して，部分最適化による解決，つま

合わせて考えると，人類の新たな進化の鍵は，新たな道具を作り出し，対象化
能力そのものをさらに拡大することかもしれない．
3 . 2 文明批評からの示唆
（1）SF 作家 H．G．ウェルズの示唆（16）
「なんぴとも承認し得る，新しい世界像の構想をつくり上げることだ．
全人類の心を，新世界秩序の中に包容できるような，理性的で，十分に練

り，特定の視点や立場から考えた解決案ではなく，より全体的な視点に
立って問題解決を図ることにする．また，我われには，幾つもの大きな新
規事業を同時に行う余裕はない．
（3）そこで，さきほどの 4 人を含めた先覚者たちの示唆を手がかりにして，人
間と社会を根本的に見直す．そして，人類社会全体に適用できる，理想的
な一つの道具あるいは制度によって，五つの問題を全体的な視点にたっ
て同時に解決する方法を考え出し，目指す社会実現のシナリオを描くこ
とに挑戦する．
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（4）同時に，進化の視点から人類の未知の可能性を探ることにする．そこで，
まず「生きる」という視点から人類進化の足跡を探究することから始め
る．
4 . 2 問題解決の基本戦略
4 . 2. 1「生きる」という根本的な現実
（1）人間を含めてすべての陸上動物は，絶えず食べ物や飲み水を探し食べ飲
まなければ，生きていけない．自分を食べ物とねらう敵からは身を護り，
暑さ寒さからも身を護り，安心して休息できる安全な場所を必要とする．
一定の寿命があるため，子どもを産み育てなければならない．
このことから，
「生きる」ためには，絶えず変化する環境の中での適切
な行為が求められている．すなわち，周囲の現在状況を認識したうえで
の適切な行動，未来を予測したうえでの適切な行動が求められている．
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の中で急速に伝播し，文化・伝統として世代間に継承されていく．
（2）物質世界と精神世界の活動の特徴
1）物質世界の活動は，物理的な活動である．これによって肉体を維持す
ることができる．しかし，この活動は，制約が多く，やり直しができな
い．物質，エネルギー，時間が必要である．死という絶対的な制約があ
る．
2）精神世界の活動は，欲求を実現するための，言葉を使った情報と論
理的な活動である．これによって，肉体の適切な行動シナリオを作
る．この活動は，制約が少なく，やり直しが容易である．物質，エネル
ギー，時間と無関係である．死を超越することもできる．
経験，観察，論理的な推論によって，物質世界の未来の状態を逐次
予測できる．
多様な行動シナリオを考えだし，比較して良いものを選択できる．

常に周囲に注意し，素早く賢く考えて決断し，素早い無駄のない行動が
求められている．そのために，生物の体はシステムとして機能している．
（2）そこで，個人もその共同体である社会もシステムと考えて問題解決を図
ることにする．
（3）すべての人に共通する問題の根源的原因，すなわち機能不全を起こして

適切な行動シナリオは，生命の危険，活動エネルギーを低減すること
ができる．
（3）仕事の基本サイクル
ここで，
「ある目的（欲求）を達成するための一連の活動」を「仕事」と
呼ぶことにする．
「生きる」とは「仕事」の連続である．ここで，本質的な

いるシステム要素を見つけて解消する．この方法によって，改善目標と
改善手段を特定化でき，改善の努力を集中させることができる．また，派
生的な多くの問題を一度に解決できる．部分最適化による解決も回避で

検討を行うために，「生きる」というシステムの全体メカニズムを「仕事
の基本サイクル」という形式で単純化して考えてみる．
仕事の基本サイクルとは，次のような一連の行為である．それは，環境

きるため，問題の解決を巡っての人びとの対立と責任転嫁の応酬，議論
の堂々巡りから脱却できる．このところの認識が，非常に重要である．こ
の認識は，システム科学の知見によるものである（18）（19）．
（4）個人や社会の多様性を尊重した対応を図る．

からの働きかけであり，環境への働きかけでもある．そして，これは，無
限に循環するものである．

4 .2. 2「人間が生きる」というシステムについての理解と対応
他の動物は生きるだけで精一杯である．ではなぜ人類だけが文明をもち繁栄
しているのであろうか．
（1）人類という存在の特徴
1）人類は，物質世界の肉体活動と精神活動をうまく組み合わせて生きて
いる．
2）一人ひとりが個別の意志をもち，多様性をもっている．また，助け合
う社会を作って，個人が生きやすくしている．
3）さまざまな理想をもち，神話やファンタジーを創りだした．そして，
憧れの理想的な活動能力を実現するために，さまざまな道具や制度を
発明してきた．
4）人類は，肉体的な活動能力で進化するのではなく，精神的な活動能力，
道具，制度によって進化する．優れたものは，言語や模倣によって，種

『環境変化の認識→欲求の顕在化→行動シナリオの作成→シナリオにもとづ
く行動の実行→新たな環境の出現→付加価値の発現→欲求の満足→環境変化の
影響の伝播』
多くの場合，行動には，何らかの物理的な手段，道具が必要になる．だから，
行動のシナリオの作成には，実際に利用可能な手段や道具の考慮も必要にな
る．また，シナリオにもとづく行動の実行には，管理としての知的活動も含ま
れる．
このとき重要なことは，
「環境変化が欲求を起こし，欲求が行動を起こし，行
動の結果，付加価値が発現する．
」という見方である．
そして，付加価値とは，行動の結果出現した新しい環境と，行動前の環境と
の変化分を，欲求をもとに評価したものと考える．こう考えると価値は大きな
多様性をもつ．つまり，同じ環境変化でも，個人によって価値の評価は異なる．
あるいは，視点によっても価値の評価は異なる．あえて「何も行動しない」のも
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行動の一つである．価値は優先順をもつ．生命・健康に影響するもの，人生へ
影響するものは，最も高い価値をもつ．
付加価値の発現を決定的に左右するものは，行動のシナリオである．いくら
優秀な行動能力，物理的な能力をもっていたとしても，行動のシナリオで見込
まれる以上の効果を上げることはできない．だから，行動のシナリオは潜在的
な付加価値を内蔵しているといえる．環境変化に関する情報は，付加価値を生
む源泉である．環境はつねに変化する．したがって，行動シナリオ等もつねに
変化する．
4 .2. 3「仕事の基本サイクル」からみた根本原因の分析と解決策
問題解決にあたって，社会全体システムを 2 つのサブ・システムに分けて考
えてみる．
一つは，経済システムで，各人の生きるための諸活動から成り立っている．
さまざまな「仕事の基本サイクル」が互いに無限に連関している．
二つ目は，政治システムで，社会問題の解決という共通活動である．個々の
問題に対して「仕事の基本サイクル」が対応している．
社会問題の解決を困難にしている根本原因は，政治システムの「仕事の基本
サイクル」における，世界に対する現状認識能力と，行動シナリオ作成能力の
不足が原因と考える．
行動シナリオは，考えついた案の中から選択するものである．したがって後
者は，多様な案の発想能力，行動結果の予測能力，多面的な評価能力，合意決定
能力の不足に細分化できる．これらのことは，すべて精神的（知的）活動能力の
不足ということに帰着できる．
したがって，それらの不足能力を補う仕掛けを，政治システムに組み込むこ
とで問題を解決できると考える．同時に，経済および政治システムに，自己実
現機会の発見を容易にする仕掛けを組み込むことにする．
4 .2. 4 理想社会実現の手順に関する基本戦略
目指す社会理念を実現するためには，社会問題発生の根源である経済システ
ムを適切なものに改革する必要がある．そのためには，次のような戦略的な対
応を行う．
（1）経済システムは，大規模で複雑であり，どこをどう改良すればよいか，簡
単にはわからない．活動を，停止したり混乱させることもできない．最初
から作り直すこともできない．
（2）そこでまず，社会問題の解決が目的であり，全体機能が比較的単純な，政
治システムの改革を進め，社会改革の基盤を作ることにする．
（3）そのうえで，当面する社会問題を効率的に解決しつつ，デリケートな経
済システムの基本的な構造の改革を，慎重に，かつ少しずつ時間をかけ
て進めることにする．
（4）同時に，自己実現機会の発見を容易にする機能も果たせるようにする．
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5. 政治システム改革の鍵
5 . 1 理想的政治システムの基本的条件
5 .1 .1 一人ひとりの立場の尊重と責任の重視
理想的政治システムの基本的条件を考えるうえで，多様な価値観をもった普
通の人びとの意志による民主主義政治を前提にする．
（1）誰もが次の四つの立場をもっており，個人と社会との調和が重要である．
1）生活者・消費者
2）生産者・職業者・収入を得る者
3）地域社会と地球の住人 4）自由意思をもつ政治的な主権者
（2）価値観・欲求・個性，生活環境，および社会的役割のうえでの個人の多
様性と責任の認識が重要である．
（3）誰もがよりよい境遇を目ざして生きていること．そして，自分のことは，
誰よりも自分がよく知りうる立場にいるうえ，自分の人生は，他人が肩
代わりできないこと．したがって，よりよい生き方は，各人がそれぞれに
最もよいと思う方法を見つけることが原則である．
これらの認識のうえでの平等性が基本になる．そのためには，各人が必要な
能力を十分に身につける必要がある．そこで，各人の教育，訓練を重視する．ま
た，人びとが協力し助けあうこと，そして，それらの行為が容易にできるよう
援助することが重要である．
5 .1 .2 市民同士の話し合いによる問題解決と，そのための必要条件
社会問題の解決は，社会理念にもとづくインターネットを使った市民同士の
話し合いが基本になる．ただし，議論の堂々巡りを避けるために，建設的な議
論を可能にするための手段が必要になる．
人びとが建設的な議論をするためには，まず次の共通認識が不可欠であると
考える．
（1）我われは，一つの地球のうえで互いに関係を持ちながら生きている．と
ころが世の中は，関係が複雑で，自分の思うようには動かない．だから，
現状がどうなっているかの全体的で詳細な認識能力と，未来が全体的に
どうなるかの精度のよい予測能力が必要である．
（2）現状認識能力を使い，予め多くの具体的行動案を考え，未来予測能力を
使ってできるだけ実際と同じ方法で実験し，全世界的かつ長期的に検証
評価し，その中の一番よい案を選んで実行する以外に方法はない．案の
検討と決定そして実行は，個々の状況下で求められている一定の期限内
で行う必要がある．
（3）社会問題の解決で要求されるこれらの精神的能力は，人間の生物学的能
力をはるかに超えており，根本的な対策が必要である．
これらのことは，先に述べた社会問題の解決を困難にしている根本原因を，
具体的に表現したものである．人びとが，このような素朴で謙虚な共通の自覚
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をもつことによって，能力不足を補うための仕組みを，政治システムに組み込
むことが可能になる．

現実世界にいる我われは，インターネットに接続された接続身近なパソコン
から，電脳空間の複製世界にいる代理人に意志や経験に基づく対応基準を指示
して行動させ，その実験状況を画面によって観察する．そして議論と実験を繰

5 . 2 情報・通信技術革命を理想社会の実現にどう利用するか
動力と機械は，筋肉と骨格という物理的能力を進化させる手段と考えること
ができる．同様な発想にたてば，情報・通信技術は，精神的能力を進化させる

り返し，今後採用すべき最もよい政策について市民間で合意を行う．
対応基準や社会の仕組みは，自由に変えることができ，再度やり直して，変
えたことによる社会の動きの変化を観察できる．一定期限内で，各人と社会に

手段と考えることができる．
情報端末装置とインターネットは，感覚器官と神経を進化させたものと考
えられる．つまり，外界の情報を脳に伝達させる器官の機能を進化させたもの
である．コンピューターは，大脳を進化させたものと考えられる．つまり，論
理的に思考する機能を進化させたものある．感覚器官，神経そして大脳の結合

とって一番よいと考える方法を見つけ出す．
このねらいは，代議民主政治，直接民主政治，効果の未検証な政策の実施等
の問題の同時解消である．各人の自立的，能動的，自覚的，総合的な判断を可能
にすることである．

によって，精神世界が生み出せたように，情報端末装置，インターネットそし
てコンピューターの結合で作られる情報空間，いわゆる電脳空間（注 サイ

6 . 2 世界全体モデルの構成
複製世界，つまり世界全体のモデルとは，地球システムのモデルでもある．

バー・スペースともいわれる）によって，精神世界を巨大で強力なものに進化
させることができると考える．この電脳空間での精神的な活動は，情報端末装
置を使うことで，指示し観察ができるという大きな特徴がある．ソフトウェア
によってさまざまな機能を実現でき，改良も容易である．
物理的能力が異常に進化したことが社会問題発生の根本原因だと考えるなら

それらは，地球モデル，生物生息モデル，人間社会モデルで構成する．
地球モデルは，地形，大気海洋の状況，鉱物資源の埋蔵など，生物生息モデル
は，動植物の地域的な生息数，活動状況などで構成する．人間社会のモデルは，
人間生活や経済活動などのモデルで次のようなモデルで構成する．
1）個人のモデル ............................. 存在，基本的な価値観・欲求，経済的な

ば，精神的能力を同様に進化させて，社会問題発生を未然に防ぐという考えが
生まれる．
ここで我われは，技術の進歩に合せて，次のような新しい発想を持つべきで

状況（入力・消費・利用・生産・蓄積・
出力）
，人生計画など．
2）社会組織のモデル ...................... 家族，企業，地域社会，行政，国家など．
3）機能をもった人工物のモデル ..... 工場，耕地，道路など．

ある．すなわち，我われが物理的能力を進化させることができた要因の一つは，
まず周囲のものを観察できたこと，そして何らかの機能を発揮するための一つ
のシステムを考えだし，そのシステム全体が思い通りに動くかどうかを実験で
確認できたからである．政治においては，一つのシステムとはいまや地球社会
全体のことである．ところが，我われにとって，世の中は不透明であり，社会全
体を一つのシステムとみたてた実験もできない．そこで，世界全体の仕組みを
電脳空間の中に構築し，可視化・透視化して社会全体の状態の客観的な観察と，
社会問題を解決するための試行錯誤による社会的実験を可能にするという発想
である．

6. 世界全体の仕組みの可視化・透視化
6 . 1 理想的な政治システムの基本コンセプト
筆者が考えた理想的な政治システムの基本コンセプトは，「電脳空間の中に，
世界の精巧な複製世界，つまり世界全体のモデルを作り，そこへ我われ各人お
よび企業経営者の忠実な代理人を派遣して社会的実験を行わせる．
」というも
のである．それは一種の社会的コンピューター・ゲームであり，直接民主政治
の新しい形態である．

4）社会制度に関するモデル ............ ルール，市場，政策など．
5）生産・流通のモデル ................... 物，エネルギー，金，情報など．
各モデルは，地球上の位置と時刻を基準にして互いに関連させ，細かい時間

間隔で同期をとりながら変化させることにする．
6 . 3 電脳空間の中での社会的実験の特徴
（1）世界全体の現状と，そしてシミュレーションによって今後の社会の動向，
自分の周囲の動向が，政策や自分の価値観・行動によって，どう変化す
るかを，誰もが精度よく確かめられる．過去−現在−未来にわたる任意
の時間，そして任意の空間へ瞬時に視点を移動可能である．これは，電脳
空間の中での一種のタイム・トラベリングといえる．コンピューター・グ
ラフィック技術を利用して，状況を具体的に表示できる．これによって，
各人の責任ある政治参加が可能になる．
（2）現実的な制約を受けずに，何度も実験し，最良の政策を見つけられる．つ
まり，現実生活への影響，社会制度，権利，時間等の制約を受けない．政
策案は，ある仮説にもとづいて考えられたものであり，しかも多くの不
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具合点を潜在させていると考えられる．このような実験を採用前にする
ことによって，仮説の検証，不具合点の洗い出しと改良が可能になり，社
会が不完全な政策を押付けられることを回避できる．社会問題の解決を，
実証主義と効率的な分業で科学的に推進できる．
（3）コンピューターによって，社会状態の異常の監視，各種統計分析による
政策の必要性や実施した政策の有効性の評価などを容易に行える．これ
によって，行政活動の効率化を図ることができる．
6 . 4 課題と解決策
課題 1 観察困難な経済活動のモデル化
世界全体のモデルは，原則として各分野の専門家が協力して作成することに
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ている全体状態が得られたとする．そこで，隣の時間領域の断片との間におい
て，時間的な予測によってこの結びつけ作業を行ない，同時に空間な結びつき
の再調整を行えば，隣の時間領域での全体が得られる．このような細かい作業
を無数に繰り返していけば，未来の時点における，細部にわたる精度の高い予
測結果を得ることができる．これはシミュレーションの基本的な原理である．
（1）この原理を認めたうえで，市民は次の政治的な合意を行なう．
1）採用する予測方式が論理的に適切だと認めるという合意．
2）その方式によるコンピューター予測結果を信じるという合意．
3）必要な情報を互いに提供し合い，予測結果は公平に知らされるという
合意．
（2）細分化によって計算量は膨大になる．実用上，未来予測の計算能力は，

なる．しかし，専門家の観察が困難な経済活動について，どのようにしたら精
度の高いモデルを作ることができるか，という課題がある．これに対しては，

たとえば 10 年先までを数日で計算する能力が求められる．これはコン
ピューターの性能向上という技術的な進歩で解決できると考える．モ

市民一人ひとりが熟知する身近な経済モデル（入力・出力・消費）を持ち寄り，
つなぎ合せて全体モデルを作ることで解決する．企業経営者も同様に自分の企
業の内部と周辺の経済モデルを持ち寄ることにする．
（1）難しい数式は使わず，日常生活あるいは仕事での行動と関連づけた，で
きるだけ単純なモデルとする．また，普通の人が簡単に入力できるよう

デル作成には大量の情報を集める必要があるが，これは，地球上にイン
ターネットの網を十分に張り巡らすことで可能であると考える．
（3）さらに，予測値と現実値を定期的に照合することで，予測精度を評価す
ることができ，予測方式を絶えず改良することができる．また，予測外の
事態の発生は，避けられない．そのために，事態に素早く対応できる体制

に工夫する．
（2）経済活動の原動力となる，各人の価値観・欲求・個人的な状況も，本人
によってモデルの中に組み込んでもらう．たとえば，現在の家計の費目

を整備しておくことにする．
課題 3 有益で説得力のある情報をいかに提供するか
人びとに有益で説得力のある情報を提供することが重要な課題である．そ

別状態，収入が減少したり物価が上昇したときの節約方針である．また，
今後の計画，収入が増加したり物価が下落したとき，何をしたいのかと
いう支出方針である．
このような考え方をすれば，人びとの合意と共同作業によって，信頼性と精

れは，コンピューター・グラフィック技術を用いた多様な状況の具体的表現に
よって解決できる．それによって，人びとの適切な状況認識と適切な対応策の
模索を容易にする．これは，一種の社会的な教育と訓練であり，社会全体の状
況と，個々人の状況の統合を容易にする方法といえる．

度が高い，世界全体の経済モデルを構築できる．ただし，これまで隠してきた
個人的な情報，ある意味では自分の弱みを互いに公共のために提示することに
なる．しかし，敵対的な競争をやめる社会を目指すのであるから，隠す必要も
なくなり，かえって互いの不信感から解放されることになると考える．議論と

このとき，次の三つが特に重要である．
（1）生計・経営に役にたつシミュレーションと結果の具体的表示
物の生産流通やサービスの状況，収入や物価の動向，自分の家計や企業
の財務状態を具体的に表示する．人びとは，自分の経済状態だけでなく，

心の準備の時間が必要であろう．
課題 2 未来予測の精度向上（不確実性の減少）
未来に対する予測精度を向上させること，不確実性をどうしたら極力減少さ
せることができるかが大きな課題である．この課題は，科学技術による問題の

社会全体としてどうすればよいのかを，真剣に話し合うであろう．
（2）戦争・破壊行為と建設行為の比較表示
戦争や破壊行為をしたら，社会や自分の周囲が，今後どのようになって
いくか．平和を保ち建設的行為をしたなら，今後どのようになっていく

単純化と，政治的な合意で，次のように解決する．
一つの対象を空間的かつ時間的に細分化すれば，細分化された領域同士の関
係を単純化でき，選択の自由度も限定される．そのうえで，隣接する細分化さ

かを具体的に表示する．人びとは平和的に問題を解決する方法を真剣に
模索するだろう．
（3）資源枯渇，地球環境，人口の長期シミュレーションと具体的表示

れた断片同士を，一つひとつ論理的な処理で互いに結び合わせていく．まず，
初期状態として，ある特定の時間領域で，空間的に断片同士が互いに結びつい

経済活動によって，資源がどう枯渇し，経済状況や，自分たちあるいは子
孫の生活がどう推移するか，地球環境や生活がどう推移するかを表示す

284

論考

共有世界実像と新しい文明社会のシナリオ

285

る．そして，今の我われ，そして我われの子や孫たちは，どう対応すれば
よいかを模索できるようにする．我われが，安易に自分の都合のよいこ
とをして，子や孫の世代にどうみても無理なこと，多大な災厄を押し付

化能力を得ることができる，最も権威のある社会的インフラであり，一種の鏡
である．現在の物質文明が動力を備えた機械によって築かれたように，新たな
文明を築くうえで，世界実像は中心的な役割を果たすと考える．

けるという考え方は，無責任なこととして許されなくなるであろう．
今後人口がどのように増加し，それによって経済活動，資源・環境が，
どうなり，自分たちの生活，あるいは子孫の生活がどうなるかを具体的

それは，個人としての，社会としての，よりよい生き方を導くものであり，理
想社会創りに不可欠な共同体感覚を育成し，発揮させる市民の教育システムで
あるといえる．また，世界実像とインターネットを基盤とした政治システムお

に表示する．そうすれば，今の我われ一人ひとりが，どう対応すればよい
かを真剣に考えるようになるであろう．

よび経済システムは，人類社会全体を安定的に制御するための巨大な制御シス
テムであるともいえる．
世界実像という概念こそ，探し求めていた人類進化の鍵であり，人類の新た
な可能性を開くものであると考える．

6 . 5 ソフトウェア・システム構成と利用方法
これまで述べてきたシステムのソフトウェア構成について考えてみる．
地球モデル，生物生息モデル，人間社会モデルは，それぞれの分野の専門家
が作成して組み込む．身近な経済モデルは，市民と企業家が作成して，組み込
む．政策モデルは，政策立案者が作成して，組み込む．これらの個々のモデル
は，「モデル全体結合」ソフトウェアによって，世界全体モデルに作り上げられ
る．
世界全体モデルをもとに，
「未来予測シミュレーター」というソフトウェア
によって，シミュレーションが行われ，同一時刻での世界全体の状況に関する
情報の集合体が，時系列的に巨大な記憶装置の中に，次々と書き込まれていく．
さまざまな部分の細かい状況情報が，たとえば 1 ケ月単位で 100 年先まで予測
したものが記憶装置に蓄えられる．
人びとは，この時系列的な状況の蓄積情報の中から，必要な情報を抽出し，
適切に組み合わせ，適切な表現形式で表示させて利用する．たとえば，特定の
個人の状況の変化を現在から未来にむけ時系列的に表示させることもできる．
ある時点における世界各地の人びとの状況をくまなく調べることもできる．個
人や企業の状況を集計して，地域あるいは世界全体の指標とし，現在から未来
に向かって時系列的に表示させることもできる．経済活動の状況と地球環境の
状況を，互いに関連付けて同様に表示させることもできる．また，途中の時点
から，条件を変えて，その先のシミュレーションを行うこともできる．このよ
うにして，誰もが時間と空間を超えた縦横無尽なトラベルができるようにな
る．
6 . 6 共有世界実像という人類進化の鍵
この電脳空間の中に作られた可視化・透視化された世界全体の姿，つまり地
球システムの全体モデルを共有世界実像（略して世界実像）と呼ぶことにする．
それは，すべての人が，共同で構築するもの，共同で利用するもの，共同で所有
するものである．
共有世界実像は，すべての市民が，共同体としての世界に対する十分な対象

7. 精神的な財の誕生と社会
7 . 1 精神的な財とは
財を，生きるために貴重な価値のあるものとすると，物質的な財に対して，
精神的な財を定義できる．精神的な財とは，個人や社会が，よりよく生きるた
めに価値のある行動シナリオである．政策とは，人びとの願いをもとにした，
多くの人がよりよく生きるための共通基盤作りの行動シナリオであり，これも
精神的な財である．
精神的な財は，個人や社会が，いま何かをなそうとして必要とするものであ
る．多様で，流動的なものである．この見方によれば，情報や知識は，行動シナ
リオ作りの材料であって，完成品ではない．また，行動シナリオは，実行可能で
あることが前提であるから，実際に使用することができる手段や資材によって
も制約を受ける．
世界実像は，行動シナリオの価値を評価するための社会的な権威のある手段
である．行動シナリオの原案を作り出し，評価し，改良する仕事は人間の仕事
である．豊かな社会とは，多様な行動シナリオが豊富に生み出され，人びとが
それを自由に利用できる社会といえる．
7 . 2 精神的な経済システム
アダム・スミスは，市場原理にもとづく社会的分業が成立する条件の一つと
して，高い生産性を持つことを挙げている．その手段として資本が重視される．
この考え方によれば，社会的共通資本ともいえる世界実像によって，精神的な
財である政策の生産性が向上するならば，政治分野でも市場原理にもとづく社
会的分業が可能になる．このとき社会科学者は，教員としてだけでなく，精神
的な財の生産者として，社会で能力を大いに発揮できるようになる．ここで，
ものの場合と対比させて考えてみる．
（1）生産するものは，精神的な財である政策案である．
（2）製造企業に相当する財の生産組織は，多様な分野の専門家が協働する政
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策集団である．世界実像は，生産資本，つまり市場調査手段であり，自分
たちが作ろうとする製品の評価手段である．各政策集団の中では，たえ
ず市民が要求する政治課題に関心が向けられ，社会政策の研究や立案を，

（3）その能力不足を補う手段として世界実像を共同で構築し，共同で利用す
るという合意．
（4）地球上での平和的共生のために，地球を一つの国家とし，世界政府を設

組織的に効率よく行えるように適切なマネジメントが行われる．
（3）政策案の購入者は市民である．
（4）自由市場はインターネットを使った政策討論と採択の場である．市民が，

立するという合意．そして，世界政府によって新しい政治システムを建
設し運営しようとする合意．
（5）目指す社会理念の実現のために，世界実像とインターネットを社会的基

必要な政策を要求し，市場に出された政策案の価値を，世界実像を使っ
て評価し，気に入った政策案を購入，つまり選択し，対価を政策集団に支
払う．
（5）政策の執行は，行政組織や民間組織に委託される．
これで，多くの政策集団の市場参入が容易になる．優秀な政策集団は売
上を伸ばし，多くの研究者の雇用を確保することができるようになる．
多様な政策集団の誕生によって，社会に存在する多様な政治課題にも対
応できるようになる．なお，環境問題，エネルギー問題などの重要政策
は，後述する世界政府の公的資金によって，大学などの研究機関で組織
的に研究される．
また，世界実像自体の改良，あるいは政治システム自体の改良に関す
る提案は，政策集団の役割とする．これらの提案に対しては，市民の評
価，議決を経て優れたものが採用され，報酬が支払われることになる．

盤にした世界規模の直接民主政治へ移行しようという合意．
そして，さらに次のような合意を行う．
1）政策提案の独占廃止と市場原理による分業を行い，優良政策の提案者
へは報酬を支払うこと．
2）政策案の評価は，共有世界実像を使用し，目指す社会の基本理念を基
準にして，各人が行うこと．
3）インターネットを使って，地域的，世界的な政策討論を行い，採用を
決定すること．
8 . 2 政治における基本的問題の解消
政治指導者は，市民の福祉の増進と維持に対して，能力をはるかに超える過
大な責任を負わされ，過大な権限を委ねられてきた．新しい政治システムは，

このように精神的な財というものを考え，そして世界実像とインターネット

福祉の増進と維持を図る仕組みであり，彼らの責任と負担を軽減し，真の民主
主義政治を実現するものである．
（1）市民の政治責任能力の向上によって，民主主義政治の問題を解消できる．

の利用を考えてみると，精神的な経済システムというものを具体的に考えるこ
とができる．さらに，精神的な経済システムは，物質的な経済システムがこれ
まで発展させてきたさまざまな特徴点をそっくり受け継ぐことができると考え
られ，その結果素早く発展させることができると考える．

つまり，衆愚政治の危険性，官僚の横暴，独裁者の出現などの問題を解決
できる．ただし，市民の政治的判断を援助するために，人びとに寄り添
い，手助けする人びとを配置することにする．
（2）直接民主政治への移行によって，代議制民主政治の問題を解消できる．

世界実像は，さらに思想・宗教・倫理，学問のあり方，教育，制御工学など多
方面にわたって深い意味をもっている．それは，技術によって我われの能力を
超越させた結果，発見できる新しい意味である．以下，政治について述べる．

つまり，市民への説明責任と政治責任，多数決による横暴，政治と金，選
挙制度などの問題を解決できる．
（3）政策提案の官僚による独占廃止と，優良政策の提案者に市民が報酬を支
払うことによって，多くの政策集団が誕生し，政策の質と量の向上を図

8. 新しい政治システム
8 . 1 新しい政治システムの基本構造
世界実像とインターネットを基盤にした新しい政治システムについて考えて
みる．新たな政治システムは，新しい世界秩序の共同建設という，人びとの決
意と合意で成立する．それは，次のようなものである．
（1）人類社会に対する危機の共通認識，目指す国家像と社会理念そしてその
実現という合意．
（2）立ち塞がっている社会問題の解決に必要な能力を誰もが不足していると
いう共通認識．

ることができる．
8 . 3 世界政府を頂点とする行政
これまで空白となっていた，地球の全住民に対する正当な政治権力と，それ
を支える行政機構を設置する．
（1）地球上での全人類の平和的共生のために国連を母体として世界政府を設
立する．そして必要な自立した行政権限と，その裏付けとなる課税権，司
法権と強制執行力を付与し，機能的な活動を可能にする．
（2）世界政府のもとで，世界実像を構築し，運用する．また，世界を一つの国
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家として運営するために必要な法規を整備する．
（3）地域分権主義による公正かつ高能率な行政機構を実現する．
1）各国の国家主権は，世界政府に委譲する．国の行政組織は，世界政府
の行政機構に編入する．
2）世界実像を，すべての行政組織で共用する．各レベルの行政組織が，
垂直方向にも水平方向にも連携できるようにする．組織全体で優れた
情報・通信システムを活用する．
3）職員の教育訓練を重視し，行政全体の品質向上を図る．
（4）世界実像の利用を民間にも開放し，官民の連携を活発にする．
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（1）世界政治，国レベル政治，地域政治，さらには企業経営，個人人生など多
方面に利用できる．
（2）一般政策，財政，資源・エネルギー政策，環境政策など多方面な政策立案
に，互いに関連付けて利用できる．
（3）短期と長期の政策立案に利用できる．短期的予測機能は，当面の生活に
密着した政策の立案に利用する．長期的予測機能は，エネルギー・資源・
環境・人口等の政策の立案に利用する．
（4）広範囲な社会問題と，ピン・ポイント的，一時的な社会問題の両方の政策
立案に利用できる．これによって，市民からみて適切な行政を，効率よく
行うことが可能になる．

8 . 4 国際政治における問題の解決
これまでの「国民国家・福祉国家」という観点での問題解決に対して，制
度派経済学者グンナー・ミュルダールがいうところの「世界国家・世界福祉」
という観点で世界全体の問題，そして各地域での問題を解決できるようにな
る（20）．
（1）選挙で選ばれた国家指導者が，国家主権とナショナリズムを背景にして
自国の利益を主張し対立するという構図から脱却し，地球社会の視点で
の経済問題や環境問題の解決が可能になる．
（2）国家間の戦争（決闘）と経済制裁（私刑）を禁止する．問題が起これば，
世界法に照らし，一定の権力をもった世界政府における司法手続きと行
政措置によって解決する．これによって，各国軍隊の解散が可能になる．
（3）地域行政の不公平性や機能不全，そして絶望から生じていた地域紛争を
解決できる．世界実像を利用すれば，地域での社会的経済的な悪循環の
要因と，好循環に必要な要因を見極めることができる．それらの要因に
効果的に働きかけることによって貧困を解決する．
（4）グローバル化された経済活動を，世界政府によって統制できるようにな
る．
核兵器廃絶は，世界政府が実現し，各国の国家主権が世界政府に移譲され，
世界政府が新しい世界秩序維持組織を設立すれば解決すると考える．そうなれ
ば，在日米軍基地も不要になる．国家主権の支配をめぐる領土問題も解消する．
この時期まで帰属を棚上げし，双方で経済的利用を進めればよい．世界政府に
よって，各国の安全と地域分権政治が認められ，軍隊や核兵器の廃棄が世界一
斉に行われるならば，北朝鮮もおそらくこの考えに同意し，北朝鮮に関係する
一連の問題も解決すると考える．
8 . 5 政策立案と共有世界実像
世界実像は，政治課題の設定，政策立案，政策評価など一連の政治的作業に
ついて広範囲に，多目的に利用できる．

8 . 6 市民による政策の審議と決定
政策の審議は，定期的に（たとえば 2 年ごと）世界一斉に実施する．
（1）時期に合わせて，さまざまな政策集団が市民に対して，世界レベル，国レ
ベル，地域レベルの政策を提案する．
（2）市民・企業家が，インターネットを使用して討論して世論を形成する．
（3）分野別の審議会で，世論を考慮し，提案された政策案から，重要性，効
果，実現性，全体予算総額，他政策との関連性，実施機関の意見などを総
合的に検討し調整し，次期実施の政策案群を段階的に絞り込んでいく．
（4）全市民が参加し，世界実像を使って提案された政策のシミュレーション
評価を実施する．社会状態の動向，自分の周囲の動向，環境変化を見定め
る．インターネットを使い，提案された政策の賛否表明，問題点の指摘と
修正の要求を行う．
（5）市民や企業経営者の要求により，政策集団は政策を修正し再提案する．
（6）一定期限内で，最もよい政策案に合意しそして決定し，実施に移す．そし
て，規定にしたがって政策集団に対して報酬が支払われる．
ひとつの国の内政問題でさえ満足に解決できないでいる現在の政治システ
ム，つまり代議制民主政治を用いる限り，たとい世界を一つの国家に統一して
行政を行ったとしても，問題解決がいっそう複雑になり，かえって政治的な混
乱が増すばかりだと考える．したがって，国家の真の統一による世界の政治的
な安定，あるいは民衆の政治的な実権の獲得による真の民主主義政治，という
理想の実現を考えるならば，これまで述べてきたように，人びとの理性と合意，
情報・通信技術の画期的な利用，そして，しっかりした計画にもとづく共同建
設によって，それらの理想を実現する以外に道はないと考える．このことは，
政治分野に情報・通信技術を適用すれば，「人びとの間で簡単な政治的な基本
合意さえ成立すれば，複雑な政治的問題も，多くの人びとの素朴な感情で適切
に解決できる」ということを意味している．
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政権政党を変えてもよくならない日本の政治，そして英国での国民投票によ
る EU 離脱の決定（2016 年 6 月）が，このことを裏付けているように思える．

9. 理想社会実現への道
新しい政治システムの実現は，古い大きな工場が，隣に最新式の工場を建設
し，生産活動を中断せずに，全員が引っ越すようなものである．実現への道は，
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2）環境・資源・エネルギー政策と経済産業政策を推進する．
（4）世界政府下の秩序維持組織の新設，各国軍人および兵器産業の公共事業
あるいは民生品産業等への転換，通常兵器および核兵器の廃棄を推進す
る．
第 4 ステップ
理想社会の実現に向けて，経済システムの改革に着手する（21）．

次の四段階で推進する．

（1）政策集団は，あらゆるアイデアを取上げ，世界実像で実験し，最終目標と

第 1 ステップ
新しい政治システム実現の活動は，現在の政治活動とは別個に推進する．そ
れは，自主的な公開プロジェクトである．

する経済制度，活動レベルを見極め，市民に提案する．重要な要素は，生
活必需品の生産量，資源・エネルギーの利用限度，環境の状態，人口など
である．市民はそれを検討し合意する．
（2）政策集団は，段階的な制度改革，実施政策，活動レベルを市民に提案す
る．市民が多面的に検討し，段階的計画に合意する．

（1）主な活動目標は次の二つである．
1）シナリオの完成度を向上させる．実現には，多くの学問の貢献が必要
になる．インターネットを利用した，全世界にまたがる文系と理系の
協同研究が展開されることになる．
2）シナリオを世界に広め，市民の間での議論を活発化させ，市民の考え
をシナリオに反映させ，多くの市民の賛同を得る．
（2）世界中の有志によるボランティア活動となる．国連側の活動まとめ役は，
学術活動であるからユネスコが適切であろう．
第 2 ステップ
各国の国民投票で，新しい政治方式への移行と世界政府設立の合意を確認す
る．合意が成立すれば，暫定世界政府を国連内に設立し，新しい政治の仕組み
作りを公式に開始する．
（1）研究成果を整理し，実行ベースでまとめる．
（2）世界実像の建設に着手する．建設資金は，世界政府公債で調達する．各種
モデルの作成と，ハードウェアを整備する．モデル作成作業は，市民の経
済理解，相互理解の好機である．
（3）世界政府を頂点する分権型行政機構の整備に着手する．
第 3 ステップ
世界政府を正式に発足させ，行政活動を開始する．
（1）世界実像を使った新政治システムを運用開始する．
（2）各国主権を世界政府に委譲し，各国行政組織を世界政府の行政機構に編
入する．課税権の行使によって財政活動を開始する．
（3）緊急性の高い社会問題の解決を開始する．
1）途上国の地域行政の指導改善と，貧困問題の解決に着手する．

（3）市民は段階的計画にそって改革を進め，最終目標を実現する．絶えず世
界実像で進行状況を確認し，調整しながら漸進する．

10. 我われ市民が，いまなすべきこと
力による自国の発展と利益の保護がもたらすものは，戦争である．先に述べ
たように，過去の戦争犠牲者数は，第 2 次大戦だけでも 6000 万人以上という．
物質的な損失総額，傷ついた人，愛する人を失った人の数は計りしれない．現
在の世界の軍事費は，年間 1 兆 8000 億ドルという．世界政府による新しい政治
が実現したら，戦争や紛争による人命的，物的，幸福に関わる損失は回避でき
る．多額の軍事費は，世界実像の建設費，戦乱で破壊された地域の生活環境を
整備する公共事業費などに転用できる．故郷の町を追われた難民も安心して戻
れる．
この事業は，人類の大きな夢の実現でもある．人類の夢の実現として，かつ
て人類初の月面着陸を目指した米国の国家事業，アポロ計画があった．多くの
科学者技術者が動員され，11 年かけ，総額二百数十億ドル（当時）を投入して
達成された．
我われの夢の実現については，現時点では，要する年月も費用もまだ不明で
あるが，今後内容を十分に検討していけば明らかになる．各人が現時点で考え
るべきことは，次のことであろう．全人類の平和的共生を目指して，新しい政
治システムを建設しようとする我われの事業は，アポロ計画を基準にして何倍
の価値を人類社会に生み出すのか．何倍の年数以内に実現しなければならない
のか．何倍の費用を我われは負担する覚悟があるのか．何倍までならば負担可
能なのであろうか．
これまで述べてきたシナリオによって，個々の社会問題について，全体の中
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での位置づけと，解決の手順が明らかになった．世界実像による新しい政治シ
ステムの実現に努力することが，各人の多様な願いを早く確実に実現する近道
と考える．そう考えれば，多くの人びとの持てる力を一つの共通目標に結集で
きる．人びとは，自分が果たすべき役割を自覚し，希望をもって待つことがで
きるようになる．
このシナリオの背景には仏教思想がある．日本社会は，先進国の中にあって，
破滅的戦争と平和的繁栄の両極端を経験し，仏教をはじめとする東洋思想を
もっている貴重な存在である．日本人の主導的役割は大きい．世界実像を基盤
とした，地球を一つの国家とする事業への参加を世界に呼びかけることが，日
本の恒久的な平和と繁栄に確実につながると考える．そして，この事業への参
加を各国の国民が，自国の他の人びとに呼びかけることが，それぞれの国の恒
久的な平和と繁栄にも確実につながるはずである．多くの人びとが既存の国家
という壁を越えて直接協力することができると考える．

おわりに
過去の歴史から，平和が崩れ大規模な戦乱が起こるのは，予想以上に早いこ
とを銘記すべきであろう．世界が発展をつづけ繁栄していたさなか，一つの事
件に端を発して第 1 次世界大戦は起こり，発生直後のうちは，半年くらいで終
結すると思われていた．第 2 次世界大戦は，世の中がおかしな方向に進みだし
てから 10 年も経たないで再び，しかもより大規模な戦乱になってしまった．ど
ちらの世界大戦も，根本的な原因は経済問題であり，激しさを助長したのは科
学技術そして産業であった．だからこそ，まだ平和が保たれているいまのうち
に，世界の人びとが時間をかけて，冷静に考え，そして真剣に話し合いをしな
ければならない．政治家や学者に任せておけばよいものでは決してない．それ
は，ここ 100 年間の歴史をみて，彼らがいまもって有効な解決案を示していな
いことからいえる．社会における彼らの力や役割が大きいとしても，彼らを動
かしえるのは，多くの市民の一致した具体的な要求の声である．
【注】
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『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』ド
ラッカー学会年報 Vol.3 pp.74-90
（3）山縣俊夫〔2010〕
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『資本論』なのですが，それを除けば皆無と言ってよかった．現象を明確に理解
する枠組みがなかったのです．
そこで，私が見出したのは複雑系の科学でした．複雑系の科学を用具として

The Principles of Feedback & Learning

安冨 歩

Ayumu Yasutomi
（東京大学東洋文化研究所）

Ⅰ . 基本的な問題意識
なぜ優秀な人たちが愚事に手を染めるのか
本日はありがとうございます．
私がドラッカーをどのように理解しているか―あるいは私が彼をどのよう
に誤解しているか―，そのことを本日はお話したいと思います．
最初に私自身について少し紹介させて下さい．私はこれまで経済学，主とし
て満州の経済と金融を研究してきました．
大学院に進学する以前，住友銀行に勤めていたことと多少の関係がありま
す．住友銀行と言えば，当時にして就職ランキングでもトップランクでした．
いわば優秀な人材を集めていたわけです．
では，優秀な人材は何をしていたか．彼らの仕事はバブルを起こすことでし
た．バブルは自然に起こったものではありません．熱意と勤勉をもって起こされ
たものです．当時の銀行員たちは過労死するほどにがんばって，バブルを起こし
たのでした．土地が値上がりしていくほどにがむしゃらに融資していくのです．
結果はご承知の通りです．
私は思いました．なぜ優秀な人たちが愚かなことをするのか．大学院に進学
して満州事変を調べていたとき，私の心に萌した問いもバブル期の銀行で感じ
たものと同じでした．満州事変以降の日本は私が住友銀行時代に目にしたもの
と同じ本質をもつものだったからです．
実は，ドラッカーの著作に出会ったのもその頃でした．当時，英語の勉強も
かねて，New Realities（
『新しい現実』
）を手にして，世界にはこんなにすごい学
者がいるのだと驚いたのを憶えています．
暴走過程が日本を覆う
暴走過程が社会を覆っていくのには，さまざまな類似点があります．
しかし，研究のなかで，いざその現象を解明しようとしても，経済学には暴
走過程を分析するツールが存在しなかったのです．唯一の例外はマルクスの
＊本講演録は，第 11 回ドラッカー学会 総会＆ワークショップ（2016 年 5 月 21 日．於・明治大
学）で行われたものの抄録である．

利用することで，暴走プロセスを貨幣という観点から研究しようと考えたので
す．結果としてわかったことがあります．暴走は「原理的に」発生せざるをえな
いということでした．しかも，それは経済発展の本質でもありました．単なる
数量的拡大ではなく，商品や生活の多様化に伴う必然として理解すべきもので
した．
当時私は，経済などは他の物理現象，たとえば水の分子よりはるかに複雑な
のだろうと漠然と想像していました．そうではありませんでした．水の分子と
変わらない運動を示したためです．
その証拠に，一度暴走過程に入ってしまうと，人はロボットと変わらなくな
ります．思考停止し定型的な行動しかできなくなってしまうのです．
なぜロボットになってしまうのか．人としての創造性を失ってしまうのか．
次に私が考えたのはそのことでした．
そのような問題意識からたどりついたのが，
「モラル・ハラスメント」の概念
でした．モラル・ハラスメントとは，エーリッヒ・フロムやアリス・ミラーなど
の心理学者の仕事の上に成り立っています．つまるところ，人は多様性を喪失
する結果としてロボットになっていく．私の著作では，『誰が星の王子さまを
殺したのか―モラル・ハラスメントの罠』
（明石書店）がこの問題への一つの
回答としてまとめられたものでした．
では，反対にどうすれば人はロボット化することなく，創造性を保つことが
できるのでしょうか．この問いへの回答の一端を，私は二人の偉大な思想家に
見出すことができました．一人はドラッカー，もう一人は孔子です．
この二人の思想家を相互の観点から読むことで，両者をより統合的かつ立体
的に理解することができるのではないか．私はそう考えました．その問題意識
（NHK
からまとめたのが『生きるための経済学―「選択の自由」からの脱却』
ブックス）でした．
フィードバックと学習の原理
タイトルを「フィードバックと学習の原理」としたのには理由があります．私
はドラッカーを一人の過激な思想家と見ています．そんな彼の本質をとらえる
にあたり，キーワードとなるのが，まさに「フィードバックと学習」なのです．
私がこれまで行って来た研究の根底にあるものをあげよと言われたら，やは
り「フィードバックと学習」と答えるでしょう．そして，この概念を中心に私の
研究は構成されていると言ってよいと思います．しかも，それによって，ドラッ
カーを一貫したかたちで合理的に理解できるのではないかと考えるのです．
では，フィードバックとは何を指すのでしょうか．ドラッカーの手になる概
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念ではありません．ノーバート・ウィーナーという MIT 教授によるサイバネ
ティックスなる新しい学問体系から出ているものです．サイバネティックスは
私たちの生活にも大きな影響を持っています．功績の最たるものはオートメー

す．欧米の時間観念は，中世ヨーロッパのトマス・アクィナスによるものです．
そして，近代以降の時間概念はこのキリスト教的な時間概念から「神」の観念
を外すことで成り立っている．したがって，一方向に流れる時間，すなわち原

ションをもたらしたことにあります．
工場などに典型です．現在の工場はほぼオートメーション化されています．
しかし，それ以前の工場では「作動」しかしませんでした．一定の作動を組み込

因から結果へという時間意識だったのです．
他方でフィードバックの時間意識は異なります．ある行為が目的からどうず
れているかを見る．そして，そこから戻ってくるという循環的な時間概念なの

めば，盲目的に動いていくのですが，そこにはフィードバックがなく，機械と
して完結していなかったのです．
ウィーナーが疑義を呈したのは，作動のみではフィードバックが欠如してい
る点でした．彼はフィードバックの欠如した状態に激しい嫌悪感を示しまし
た．それは人間の本質をおとしめるものであって，経済的に見ても，人間的価

です．
ウィーナーには中国人の友人が多数おりました．そのために，
「一方向の時
間概念」から「循環する時間概念」へと意識を変化させていったのだと考えら
れます．結果として，フィードバックと学習を基盤に置くサイバネティックス
の構築にいたったと考えられます．

値の最低最悪の浪費であると述べています．
ウィーナーの考えたフィードバックとはどのようなものだったのでしょう

私自身は検証していないのですが，想像するに，ウィーナーが中国で身につ
けた儒教にもとづく知識がサイバネティックスに影響を与えていたのではない

か．
大砲をイメージしてみてください．大砲という装置を使って，弾を飛ばしま
す．そうすると，想定していたところには着弾せず，あらぬ方向に飛んでいく
のがふつうです．問題はそこからです．着弾点から目標までのずれを調べて，
大砲にフィードバックする．その情報を組み込んで，角度を変えたり，強度を

か．「過ちて改めざる，これを過ちという」という『論語』の一節があります．
一つひとつが正しいかどうかではない．目標からずれていたとき，それを修正
できるかが大切なのだとするのです．
ウィーナー本人が意識していたかはともかくとして，『論語』の精神が浸透
した中国の知識人たちから学んでいたのでしょう．結果としてサイバネティッ

調整したりする．もう一度撃つ．その繰り返しで目標の着弾点に近づけていく
のです．
ポイントは弾を発射しただけでは完結しないということです．着弾点を確認

クスが，世界中の工場をオートメーション化するのに貢献します．
余談になりますが，ウィーナーは戦後独立間もないインドを訪れ，多数の講
演を行っています．当地で彼は，
「工学は過去の学問だから，これからは数理

しフィードバックしなければ兵器として完結しないのです．同様の考え方を工
場のオートメーションに適用すれば，コンピュータやセンサーを数理的に結
合すれば自らが自らにフィードバックして調整できることになります．そのと
き，オートメーション工場は，機能することになった．ウィーナーの業績がこ

科学をやりなさい．優秀な学生を MIT に送れば，私が育ててインドに送り返そ
う」と言ったとされます．現在，インドには多数の工科大学があり，無数の技術
者たちがアメリカに来て，シリコンバレーの中心を形成しているのは周知の事
実です．これもまたウィーナーの影響ではないかと私には思われるのです．

こにありました．
これがフィードバックと学習の原理です．

フィードバックの概念はドラッカーのマネジメントにも頻出します．
ドラッカーが未来について述べたのは，「予測するな．フィードバックせよ」
というものでした．予測してはいけないと言った．ウィーナーの影響とも考え
られます．少し詳しく述べたいと思います．

ウィーナーとは誰か
少しウィーナーについて補足しておきたいと思います．
ウィーナーは若い頃から天才的な科学者でした．研究者としても大成してい
ます．しかし，ごく稀に失敗もしている．
一例として，彼は北京の精華大学に滞在して数理科学を伝えています．その

フィードバックの概念は，学習と深く関わります．それには，二つの種類が
あると考えられます．
一つは，フィードバックの方法をフィードバックするものです．先ほどの
大砲の例のように，目標に対して結果がずれているとき，修正アプローチを

とき中国人科学者と一緒に研究を行うのですが，研究には失敗しています．
なぜ失敗したのか．原因を考えてみると，つまるところ後に言うところの
フィードバックについての考察が欠落していたことに思いあたるわけです．研

フィードバックするのです．現在の学習機能付プログラムがそれにあたるで
しょう．正統的なフィードバックの考え方といってよいと思います．
二つ目はウィーナーの言う「フィードバックと学習」です．二層からなるも

究自体がフィードバックを織り込んだ形で構築されていなかったのです．
この問題を掘り下げて考えてみると，
「時間」に対する観念につきあたりま

のであり，フィードバック全体から意味をくみ取り，自らをつくりかえるので
す．これなどは最高次のフィードバックとしてよいでしょう．学習のしかたを
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も自ら変えていくからです．
前者はプログラム可能なのに対して，後者にあっては不可能です．コン
ピュータをもってしても対応はできません．なぜなら，全体から意味をくみ取

本来組織のマネジメントは三層からなっている．現場，中間，トップの 3 つで
す．それ以上複雑であってはならない．例えば，もっとも成功した巨大組織の
典型にカトリック教会がありますが，これもまた三層からしか成り立っていな

るのは人間にしかなしえないからです．まさにそこがウィーナーのいう「学習」
の考え方なのです．
複雑な考え方ではありません．人間が全体の意味をくみ取り，反省し，自ら

い．世界中に数億の信者を持ちながら 2000 年以上成功している組織です．成功
する組織は多数の階層を必要とはしない証左と言えるでしょう．組織において
彼が想定したマネジャーとは，中間的な指導者でした．

をつくりかえる，たったこれだけです．しかし，示唆するところは無限に大き
なものです．

同様のことは『論語』の「君子」についても言えます．孔子は中間的指導者を
対象として論を展開している．同時に，君子をサポートする人々がいかにある
べきかについても議論しています．
その意味では，社会を統治するうえでトップよりも中間のほうが決定的と孔
子は考えていました．ドラッカーとの大きな共通項と考えてよいと思います．

苦しみの元凶―学習機能が停止するとき
フィードバックと学習は私の研究の中心に位置してきました．『論語』もド
ラッカーも，フィードバックと学習を中心命題としています．
若干私自身の経験を述べたいと思います．冒頭で少しふれましたように，私
は 1980 年代の終わりに住友銀行に入行しました．時代はバブルに向かって驀
進しつつありました．入行数年のある日，夜の 11 時頃，私は先輩と食事をとり
ながらこんな会話を交わしたのを憶えています．
「このまま住宅ローンの貸付けを続けたら，どうなるんですかね？」
「それは，保証会社なんかみんな倒産するよ」
入行数年の行員が知っていたことを経営者が知らなかったはずはない．
もしウィーナーの言うように，全体で受けとめて意味をくみ取り，自らを変
えられたならば，おそらくあのような愚かしいバブルの狂乱と崩壊など起こら
なかったはずです．だが，それができなかった．むしろ学習機能を自ら破壊し
てしまった結果，あのような悲劇が起こされたのです．
しかも，バブル崩壊は，日本社会に深い傷を残しました．
1997 年に山一証券が倒産してから，それまで 2 万ほどだった自殺者数が 3 万
に増大し，その数が下がらなくなりました．単純計算で，約 20 万も多く死んで
いる．加えて，経済的な損害は何十兆にも上るでしょう．あえて言えば，1904
年の日露戦争が一回起こったと同程度の被害が日本社会にもたらされたと言っ
てよい．
その原因は，繰り返しになりますが，学習の停止です．学習の停止が人間を
ロボットにしてしまった．背後には，
「ハラスメント」という隠蔽された暴力が
あります．ハラスメントとは，暴力でありながら暴力でないかのように見せか
ける悪魔の力です．ハラスメントにとらわれるならば，組織の学習能力は停止
せざるをえなくなる．そして，全体から意味をくみ取り，自らを変えることが
できなくなってしまうのです．
私がドラッカーを偉大と思うのは，まさにここなのです．フィードバックと
学習の要点を彼は見事にとらえているからです．
ドラッカーのマネジメントはどこに注目していたでしょうか．

君子とは，仁を実現できる人のことです．だが，仁というものがなかなかわ
からない．私の考えでは，仁とは学習回路の開いた状態，作動している状態を
指します．全体的な意味をくみ取って自らを変えることのできる人たちのこと
です．
反対に，学習回路が閉じている状態を不仁と言う．いわば，感覚が麻痺して
いる，あるいはセンサーが壊れ，学習機能が不全に陥っている状態です．ちな
みに，不仁とは医学用語で感覚が麻痺している状態を意味します．
仁者とは，いかなる状態でも仁から離れない人のことです．たとえば，ガン
ジーやマンデラのような人々ならば仁者と呼ぶにふさわしいでしょう．しか
し，そのような人を通常の会社のマネジメントに要求するのは無理がある．
対して，君子はたまには仁になれる，あるいは仁を志している人と言っても
よいでしょう．そのような人を養成することが秩序形成の要であると孔子は考
えていたのです．そして，仁についてのイメージこそが，ドラッカー理解の手
がかりとなるのです．
では，二千数百年前の中国社会を想定した『論語』と 20 世紀のアメリカに生
きたドラッカー，どのような共通点があるのでしょうか．

Ⅱ .「真摯なドラッカー」は今なお有効か？
マネジメントの課題の変化
ドラッカーが 20 世紀アメリカで受け取った課題と，現代の 21 世紀日本社会
におけるマネジメント上の課題は果たして同じものでしょうか．ともに同じ要
因をもってすぐれたマネジメントとして機能しうるでしょうか．
常識的に考えるならば，同じとは言えないでしょう．両者は異なる環境を想
定しているからです．むしろ，ドラッカー自身が指摘するように，文化に応じ
たかたちでマネジメントは別様に考えられねばなりません．
そう考えるならば，いかにドラッカーが偉大であろうとも，言説をそのまま
鵜呑みにするのは誤りということになると思います．
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翻訳者・編集者である上田惇生先生の解釈はその観点から問題にすべきと
考えます．すなわち，ドラッカーが 20 世紀アメリカの組織をイメージし，そこ
で機能するマネジメントを検討したのは間違いのない事実と言ってよい．しか

まず考えたいのは，『［エッセンシャル版］マネジメント』とはいかなる書物
かということです．本書は上田先生が文章を縮約し，原書の数分の一のサイズ
に編集したものです．忙しいビジネスマンでも読めるように工夫されていま

し，そのまま翻訳されると日本企業では機能しない．当然のことです．時代背
景も文化も異なるからです．
にもかかわらず，なぜ日本人からの絶大な支持を得ることができたのか．

す．
しかし，考えてみていただきたいのですが，外国語で書かれた書物を縮約す
るとき，一般にどのようなことが起こるでしょうか．

原典のドラッカーと，翻訳されたドラッカーが違っていたからです．違ってい
なければならなかった．ドラッカーが日本で機能した理由がそこにあります．
では，どう違うのでしょうか．
好材料となるのが，
『もしドラ』です．
『もしドラ』はドラッカーの思想を広
めるうえで絶大な貢献をなしました．
『もしドラ』がなければ，ドラッカーは次

たとえば，マルクスの『資本論』の［エッセンシャル版］を編集するとしたら
どうなるか．想像してみてほしいのです．三人の訳者が『資本論』を縮約した
ら，三冊の『［エッセンシャル版］資本論』は，同じ本と言えないくらい異なっ
たものとなるのが当然です．そもそも，2 つの言語体系を跨ぐ「翻訳」という行
為によって，
「そのまま伝える」ことは不可能であるうえに，訳者によって何を

の世界に継承されることはなかったと思います．

残し，何を落とすかの判断は異なるはずだからです．
つまり，『［エッセンシャル版］マネジメント』は，その成り立ちから言って，

『［エッセンシャル版］マネジメント』の意味
『もしドラ』のなかで，主人公のみなみは『
［エッセンシャル版］マネジメン
ト』の「真摯さ」という語に出会い，涙を流す場面があります．引用してみたい
と思います．

ドラッカーのマネジメントというよりも，上田先生のマネジメントである．こ
の点が重要なのです．ときに，「上田訳以外のドラッカーは，面白くない」とい
う声を私もよく耳にします．そして，まぎれもなく，日本のドラッカーは，上田
先生のドラッカーなのです．

「『マネジャーの仕事は，体系的な分析の対象となる．マネジャーにできな
ければならないことは，そのほとんどが教わらなくとも学ぶことができる．
しかし，学ぶことのできない資質，後天的に獲得することのできない資質，
始めから身につけていなければならない資質が，一つだけある．才能ではな
い．真摯さである．
』
みなみは，その部分をくり返し読んだ．特に，最後のところをくり返し読
んだ．
―才能ではない．真摯さである．
それから，ポツリと一言，こうつぶやいた．
『……真摯さって，なんだろう？』

integrity of character をどう訳すか
上田先生によるドラッカーの特徴は何でしょうか．端的に現れているのが次
の引用文です．
【原文】
But when all is said and down, developing men still requires a basic
quality in the manager which cannot be created by supplying skills or by
emphasizing the importance of the task. It requires integrity of character.
(Management p. 402 )

ところが，その瞬間であった．突然，目から涙があふれ出してきた．
それで，みなみはびっくりさせられた．自分がなんで泣くのか，よく分か
らなかったからだ．しかし，涙は後から後からあふれてきた．それだけでな

①「だがそれだけでは十分ではない．根本的な資質が必要である．真摯さで

く，喉の奥からは嗚咽も込みあげてきた．
おかげで，みなみはもうそれ以上本を読み進めることができなくなってし
まった．そのため，本を閉じると机の上に突っ伏し，しばらく涙があふれる
のに任せていた．
読み始めてからだいぶ時間が経ち，もう日も暮れかけて薄暗くなった自分

②「しかし，結局のところ，人材を開発するには，ある根本的な資質が経営管

の部屋で，みなみは一人，しばらくさめざめと泣き続けていた．」
（『もし高校野球の女子マネジャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』）

ある．」

（『［エッセンシャル版］マネジメント』130 頁）

理者に要求されるのである．この根本的な資質とは，技能を学びとったり，
課題の重要性を強調したりして創出できるものではない．それは，人間と
しての誠実さである．
」
（野田一夫・村上恒雄監訳，風間禎三郎・久野桂・佐々木実智男・上田惇生訳の日本語訳
『マネジメント―課題・責任・実践』ダイヤモンド社，1974 年刊行）
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両者の最も重要な相違は， integrity of character の訳にあります．『もし
ドラ』で主人公のみなみがこの箇所に出会い，慟哭する感動的な場面は先ほど
見たところですが，いかにこのワードが重要かを表しています．

ね「真摯さ」と訳しているように見えます．上田先生は「人間としての誠実さ」
という訳に飽きたらず，わざわざ意味の異なる「真摯さ」を訳語として採用し
たのです．日本社会で機能するドラッカーを作り上げる努力のなかで，「真摯

①は「真摯さ」と訳しています．一方で②は「人間としての誠実さ」と訳して
います．これは大きな意味の違いと言ってよいでしょう．
Integrity の本来の意味を辞書で引くと，ラテン語の integer という言葉が起

さ」の語に到達したのでしょう．
しかし，真摯さは「誤訳」である以上に，上田先生による「イノベーション」
であったと私は考えています．この「誤訳」がなければ，日本でのドラッカーが

源であることがわかります．否定を表す接頭辞 in と，tangō（= 触る）の語幹か
らなるものです．
「手で触れられていない，完全な」という意味です．
したがって integrity of character は，
「その人の人格が手で触れられてい
ない，歪められていない」という意味と考えられます．赤ん坊のごとく天真爛
漫な状態です．

かくも受容され，愛好されることは，決してなかったと思うからです．
少し考えてみてください．日本の組織において，もし誰か本気でドラッカー
を読み，その説くところに従い，自らの人格の統合と一貫性とを守り，思想・
信条・原則を重視して仕事をすると，どうなるでしょうか．その人は，確実に
トラブルの連鎖を起こして，総スカンを食らうことになります．そして「わが

ほかにも， integrity of the empire という使い方もあります．
「帝国の統合」
という意味です．これを踏まえれば， integrity of character は「人格の統合」

まま」だと非難され，袋叩きにあってやがて組織から放逐されてしまうに違い
ありません．

ということです．つまり，時と場合によって言動が変わったりしない．個たる
人間としての一貫性という意味に解釈できるのです．赤ん坊が持つごとき魂の
統合を大人になっても保ち続けている．
これを訳するのは難しい．日本語には適当な訳語がないからです．辞書には
「誠実さ」という訳が出ていますから，②は「人間としての誠実さ」と訳したの

日本社会と「立場主義」
日本の組織で成功を収めるには，まず自分をさておいて，自分自身を離れて
でも，
「立場」にふさわしい振る舞いをする必要があります．私はこれを「立場
主義」と名づけます．

でしょう．
次に「誠実」を『大辞林』で引いてみると，
「偽りがなく，まじめなこと．真心
が感じられるさま」とあります．一方で「真摯」はどうかというと，
「まじめで

立場主義にあって求められるのは，自分自身の考え，信条，信念，原則，関
心，興味を，積極的に棄ててかかることです．自分を捨てて仕事に一心に取り
組む人を，「真摯」と言うのです．そうしなければ，人々の尊敬を集め，経営者

ひたむきなこと．事を一心に行うさま」となっている．
上の考察からすると，
「誠実」ももちろん訳語として十分とは言えないもの
の，「真摯」はかなり語感が異なっているのに気づかざるをえません．
念のため，『大辞林』の定義から，両者に共通する「まじめ」を前に持ってき

として成功することはありえないばかりか，そもそも出世して経営者になるこ
とができない．真摯な人々の集積によってはじめて，日本の組織は機能するの
です．
そう考えたときに，上田先生が「真摯」と訳したのを，単純な誤訳と言うこと

て比べてみましょう．

はできなくなってくる．上田先生は，アメリカ社会とはまったく異なる日本社
会で，語彙の正確な意味での integrity of character を要求するドラッカーを
広めることはできないと直観したのかもしれない．しかし，結果としてドラッ
カーを広く知らしめたイノベーションが，この「誤訳」であったと私は考えて

誠実＝「まじめで，偽りがなく，真心が感じられるさま」
真摯＝「まじめで，ひたむきなこと．事を一心に行うさま」
いかがでしょうか．同じ「まじめ」でも，前者は「人格」に関するものですが，
後者は「仕事の取り組み方」に関することと解釈できます．上田先生がわざわ
ざ character（＝人格）を訳さなかったのはそのためと思われます．

います．
繰り返しになりますが，上田先生の翻訳した膨大な訳書は，見た目は原著と
ほとんど同じでありながら，実際には異なるものとなっています．それはアメ
リカ社会で機能するよう書かれた書物にもとづきながら，私のいうところの

ドラッカーは，
「手が触れられていない，欠陥のない，完全な，統合された，
一貫した人格」が経営者には必要とされると述べたのです．ところが，
『
［エッ
センシャル版］マネジメント』では，人格は関係なく，
「ひたむきさ」が必要と

「立場主義」の支配する日本の会社で機能するように変換されたものなのです．
したがって，日本で広まった「真摯さ」を追求するドラッカーは，もはやドラッ
カーそのものというよりも，上田先生流の「真摯なドラッカー」といってよい．

されるということになっています．
ちなみに上田先生は 1974 年の翻訳にも参加します．しかし，個人訳では，概

もちろん，『もしドラ』のみなみに涙を流させたのは真摯なドラッカーです．
真摯なドラッカーが日本人を励ましたのです．しかしそれでも私は真摯なド
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ラッカーはすでに賞味期限が切れていると考えます．というのも，日本型の立
場主義組織が機能する時代が終わってしまったからです．
現代ではすでに，立場主義が成長の桎梏となっており，日本社会を苦しめて

兵ではそういうわけにはいきません．そこで考え出されたのが，東京招魂社
（現在の靖国神社）の創設でした．国家のために死ねば天皇に褒めてもらえると
いう物語装置です．これを創造したのも大村でした．結果として功を奏し，死

さえいるのを見ます．なにもかもうまくいかない絶望のなかで，人々はなけな
しの立場にますますしがみつき，自暴自棄となっているように見えます．危険
な状態です．ドラッカー自身が処女作『経済人の終焉』のなかで看破した状態

にものぐるいで働く兵隊が大量に生み出されていくことになる．
このようにして家中心主義は急激に衰退していきます．やがて第二次世界大
戦がはじまると，途方もない数の兵隊が家からとられていき，ついに家制度は

そのままとさえいえます．
「大衆の絶望がファシズムを理解するための鍵である．
「暴徒の蜂起」や「無
節操なプロパガンダ」などではなく，古い秩序の崩壊と新しい秩序の不在に
よって引き起こされたまったくの絶望」
（The End of Economic Man, p. 22）

崩壊します．戦後には民法が改正され，さらに高度成長を経て，家は跡形もな
いまでに失われていく．いくらか意識されるのは結婚式のときくらいでしょ
う．
ならば，徴兵制によって家主義が衰退し，個人主義に取って代わられていっ
たのでしょうか．どうもそうではありませんでした．

現代日本は，古い「立場主義」時代の栄光が失われ，中国をはじめとするアジ
ア諸国の抬頭に脅かされ，新しい秩序が見えずに「絶望」に陥りつつあります．

立場主義社会の成立

とはいえ，上田先生が見抜いたように，日本社会に， integrity of character
という極度に西欧的倫理にもとづくドラッカーもまた機能しないのです．文化
的基盤が違い過ぎるからです．
次に，どのように現代の困難を超克していくか，いくつか私見を述べたいと
思います．

私はずっとこのような観点から社会の成り立ちを考えてきたのですが，ある
ときに日本社会は「立場主義社会」なのだと得心がいきました．立場を守るた
めに死ぬ気で働く．それこそが立場主義のエートスにほかなりません．
立場には「役」がついています．立場についている「役」を命がけで守る．こ
のエートスこそが第二次大戦後に急激かつ大規模に浸透していった当のもの

Ⅲ . 立場主義を超えて

だったのです．
なぜでしょうか―．

家主義の崩壊
私の考えを述べる前に，少しばかり日本社会の背景に視野を広げて考えてみ
たいと思います．
歴史的に見るならば，日本は家中心の社会であったと言ってよいでしょう．
その点について異論はかなり少ないのではないかと思われます．
家中心の社会では，戦争もまた家のためになされます．結果として人が戦っ
て死んでも，家が繁栄すればよいのだというのが家中心社会の基本的な考え方
です．
しかし，明治時代になると家中心主義に挑戦する別の考え方が見られるよう
になります．家のために戦うのではなく，国家の独立を維持するために戦うの
だという考え方です．

戦争中などは，いかに死にものぐるいで戦っても，個人が得られるものなど
なきに等しい．戦死するだけでした．対して，戦後はそうではありません．
「役」
を果せば果たすほどに，経済的な見返り，すなわち給料が増えていくのです．
それというのも，基本となる生産設備としての工場が発展していったためで
す．
すでに述べましたが，ウィーナーは 30 年代にフィードバックによるオート
メーションを考えています．しかし，戦後の工場はそこまではいっておらず，
連結した巨大システムによって動いていました．この種の工場では，実に多く
の機械を人間が同時に動かさなければ機能しません．そのために，たくさんの
労働者が，心を一つにして機械を動かすというのがあたり前でした．まさにこ

国家のために戦争をしなければならないと考えたのが大村益次郎でした．大
村はその天才によって，
「徴兵制」を案出するのですが，最終的に彼は，家主義

の局面で，戦時中に徹底的に鍛え上げられた集団的エートスが劇的に役に立っ
てきたわけです．
多数の機械を昼夜問わず動かし続ける―．日本人にこれほど適していたも

者に暗殺されてしまいます．なぜ暗殺されたのでしょうか．
徴兵制は，家主義者にとって不倶戴天の敵だからです．徴兵を敷かれると家
を構成する男子はみな兵隊にとられてしまい，家が存続できなくなるからで
す．
明治以前には，家が隆盛するという理由で人は命を投げ出した．しかし，徴

のはないのです．結果として日本社会は 60 年代の高度経済成長期に圧倒的な
パフォーマンスを手にすることができたのでした．
ドラッカーはあるところで，
「アメリカがソ連に勝利できたのは，日本の成
長があったためである」という趣旨のことを述べていますね．この発言もまた，
日本の集団的エートスが日本の経済成長を生み出し，それは日本一国のみに
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とって意味を持つ出来事なのではなく，世界史上稀に見る大成功だったことが
わかります．
しかし，時代の移り変わりとともに，工場も変わっていきます．膨大な数の

ためにはどうしたらよいのか．
一つの答えが，『論語』に基づいて彼を読むという戦略です．『論語』という
東アジアの思想基盤となる書物を，ドラッカーの主著『マネジメント』と対話

コンピュータやセンサーを装備し，オートメーション化が劇的に進んでいった
からです．現在はどうでしょうか．工場は例外なくオートメーション化されて
います．コンピュータが入っていない工場などおよそ存在しない．かりにあっ

させるのです．そのなかで現代社会の直面するさまざまの困難を乗り越えうる
道を探索するわけです．日本人のみならず東アジア人一般に届くように，創造
的にマネジメントの思想を展開できるようにしていくわけです．

たとしてもそれは「工房」と呼ばれるべき古き良き場所になっています．この
ような変化が，立場主義を過去のものにしてしまいました．
もはやかつてと異なり命がけで守る機械はありません．すべてコンピュータ
が自律的に行ってくれています．今や立場主義が成立しうるのは，保守管理の
ための少数の労働者，ロボットを投入するまでもない低賃金労働だけになって

このような試みはドラッカー像を日本的に歪めるものにはなっていないと私
は考えます．
一つ例を挙げましょう．
宮崎駿監督の映画『千と千尋の神隠し』を観ると，日本人の誰もが感動する
わけです．多様な年齢層を超えて，誰もが感動するのです．なぜ，異なる人たち

しまいました．心を込めて，真摯に工場を動かす必要性は消滅してしまったの
です．

がほぼ例外なく感動するのか．考えてみれば，おかしなことです．
みなが違う映画を観ているからです．その証拠に，同じ映画を観ているのに，

同時に，第二次世界大戦を通じて鍛え抜き，戦後にあって世界最強といわれ
た経済大国のイデオロギーもまた，90 年代には過去のものとなりました．
しかし話はそれでは終わりません．時代は変わっても，エートスは簡単には
捨てられないからです．日本は最も大きな成功を収めました．そのために，か
えって自らの間違いに気づけていない．まさしくドラッカーの予言のとおりで

みな違うことを言う．それぞれに好きな映画を観ているのです．
あの映画は，創造性にもとづいて困難を乗り越えるという倫理的に厳しい
テーマを含んでいます．わけても―ご覧になった方はおわかりでしょうが
―「あなたの両親は豚だ」というメッセージが強烈に響いています．両親が
豚に変えられてしまう．つまり，両親は人間に見えるだけで実は豚なのだ．誰

す．
現に，今なお戦後の幻想に生きています．立場を守るために働き，何も生み
出していない．政府財政の垂れ流す何十兆にしがみついています．会社という

もがだまされているのです．それはとてつもなく厳しいメッセージです．
しかし，誰も両親が豚だというシーンの倫理的意味など考えない．どこまで
も，自分の観たいものを観ている．宮崎映画のすごいところはそこなのです．
お年寄りからも子供から「理解される」のですから．
ドラッカーも同じだと思います．厳しく過激な思想です．マネジャーに

立場を維持しています．日本銀行からも数百兆の金が無益に流されている．
そして今，経済は破綻しかかっているのです．
『論語』でドラッカーを読む戦略
私はまさにその意味でこそ，上田先生が日本に提起した「真摯なドラッカー」
の賞味期限が切れていると思うわけです．
というのも，すでに述べたように，ドラッカーの integrity of character
は，西欧社会で一般に通用するものとは異なっているからです．
ドラッカー思想の根幹は，
「フィードバックを通じた学習」にあります．ド
ラッカーの要求する integrity は，この「フィードバックを通じた学習」過程
を作動させることです．ドラッカーの要求する責任は，過てば改め，成長する
ことです．このサイバネティックな倫理は，
「正しい選択」を行い，
「選択の結
果に責任を持つ」という，通常の西欧の倫理観とは異なっているのです．
ならば，ドラッカーの integrity of character を現代の要請に添うように
―ちょうど上田先生がかつて行ったように―現代人の魂に届く言語に置き
換えなければならないと思うのです．上田先生にならいつつも，現代日本社会
に相応しい新しいドラッカー像を，しかもその本義を歪めることなく描き出す

integrity of character を平然と要求する思想が厳しくないわけがないので
す．しかし，多くは経営や金儲けの書物と勘違いして読んでしまうのです．
しかし，実際に読んでみるととんでもない．
「利益は条件だ」と断言してい
る．そして，常に，「決定するのはあなただ．それがトップマネジメントの仕事
だ」と断ずるのです．とても厳しい考え方です．
これはどのようなことでしょうか．つまり，映画『千と千尋の神隠し』と同じ
ように，あえて誤読を促すようになっているということです．ここが大切です．
しかし，その「わかりやすさ」のなかに，厳しく倫理的なメッセージが隠されて
いるのです．
言い換えれば，かりに厳しいテーマがそのまま出てしまっていたら，誰も手
にとらない．上田先生のドラッカーは本物とは違うメッセージを創造したから
こそ，広く日本人の心に届いたのです．
現代の要請にかなう言語化に成功すれば，ドラッカーは「ver.2」へと移行し，
さらなる普及期に入っていくでしょう．私たちの抱える困難に真に役に立つも
のとなり，立場主義にしがみついて何も生み出さない現状から新たな価値を創
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造する手助けになりうるでしょう．
私の考えるところでは，ドラッカーのサイバネティックな倫理観は，
『論語』
の倫理に近い．というよりその影響下に形成されたとさえ考えます．

ちが一般に優位と考えているものは，実はすでに優位性が失われたものである
ことが多い．
少し視点を変えてみましょう．

倫理の根幹が「仁」です．ドラッカーは大戦前夜，眼前に広がりつつあるファ
シズムの嵐を見て，その本質を，教義や秩序の代わりに「組織」を持ち出すこと
にあると見ました．そして資本主義デモクラシーも，社会主義も，それを押し

中国になく日本にあるものは何でしょうか．はっきりしたものとして，清浄
な空気があります．吸える空気です．中国にはありません．産業の発展で汚染
されている．北京だけでなく，どこへいってもまともな空気を見出すことは難

とどめることはできない，としながらもファシズムは長続きし得ない，と指摘
したのです．そして次のように述べています．

しくなっています．
水についても同様です．飲めるまともな水はない．古代の地下水を掘って利
用しているくらいです．緑もおおかた伐採してしまいました．
他方で，日本は高度成長を経てさえ，空気，水，緑いずれもが豊富に残ってい
るのです．優良な生態系のトップ 10 に日本列島がまるごと入っているほどに，

「しかし組織の賛美を目的とすることは，それ自身が，最終的にヨーロッパの
伝統の古い基本的な価値たる，自由と平等を，再編成した基礎の上に，新しい
秩序が現れることを示している」

（The End of Economic Man, p. 23）

この言葉は，彼が組織の運営が自由と平等という価値の上で形成されるマネ
ジメントによってしか成り立たない，とこの時点ですでに予見していたことを
示しています．
これにならって私は，次のように言いたいと思います．
組織のマネジメントを目指すことは，それ自身が，最終的に東アジアの伝統
の古い基本的な価値たる，仁義礼知忠信孝悌を，再編成した基礎の上に，新し
い秩序が現れることを示している．ここにこそ，日本の，そして東アジアの，ひ
いては世界の未来があると信じるのです．
次なる発展への道―日本社会をイノベーションする
最後に具体的なところを提案したいと思います．
現代の日本社会を取り巻く困難のほうから見ていきましょう．
一つは，中国やアジアの台頭です．勤勉で良質な労働力は高齢化で失われる
一方，アジアから質の高い労働力が大量に入ってきています．この点からも，
日本の 70 年代の武器は失われています．その点で中国に勝てるはずがないか
らです．
困難の第二はコンピュータの出現です．すでに述べたように，日本社会の立
場主義はコンピュータの出現によって失われました．
困難の第三は高齢化です．その結果として主たる労働力はアジアから供給さ
れることになります．
それらの困難から抜け出すにはどうしたらよいのでしょうか．
たとえば中国との比較で見てみましょう．
高度な教育は日本特有のものでしょうか．残念なことに，もはや日本の教育
に優位性はありません．概して中国のほうが高いと見て間違いないでしょう．
科学技術の優位性も多少あるものの，追い抜かれるのは時間の問題です．私た

豊かなのです．これらが次の時代を拓く武器になってくるでしょう．
さらに言えば，文化についても同じことが言えます．日本には古文書が無数
に残っている．古い名主の家などで保存されたものが多いのですが，しばしば
ネットオークションなどで売られていたりするほどです．当たり前のことでは
ありません．中国，インド，中東にはほぼ古文書はありません．イギリスを例外
とすれば，ヨーロッパにもほとんどないのです．
世界的に見れば仏像なども中国では破壊されてほぼ残っていませんが，日本
にはごくありふれたものとして残っています．このように，戦後日本で価値な
しとしてきたものが，現代日本にとっての最大の資産であると考えることがで
きるのです．
日本社会にごくふつうにあるものを価値に変えるイノベーションを私たちは
まだ起こしていません．
イノベーションにあたって考えるべきは，教育です．子どもたちの持ってい
る創造性です．日本の強みはそこにもあります．ときどき小学校の文化祭など
に行きますと，子どもたちの描く絵は私たちが子供だった時代とは平均的に見
て格段にレベルが高いのを実感します．音楽も同様です．平均値が上がってい
ると思われるのですが，これも他の国には見られない特徴です．日本の子ども
たちが持っていて，他のアジアの国々の子どもたちが持っていない能力をどう
引き出すか．イノベーションの種がここにもあります．
従来の学校教育は無力感・無能感を育ててきました．たくさんの分野のダイ
ジェスト版の知識を詰め込んできました．一貫した作品を理解する能力など
まったく養成されませんでした．そんな教育なら行わない方がよい．
むしろ一人一人が違うことを知っていたほうがいいのです．ゆとり教育で学
力が減った分，意味あることができつつある．
それらを価値にするのがマネジメントであり，イノベーションなのです．い
かに困難に見えようとも，そこに成功さえすれば，ほかの何が破壊され尽くそ
うとも，日本は何とかなると私は思います．次なる発展さえ遂げることができ
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ます．そのような課題をドラッカー学会のみなさまにも考えていただきたく思
います．
本日はご清聴ありがとうございました．
【略歴】 1963 年大阪府生まれ．東京大学東洋文化研究所教授．博士（経済学）．京都大学
経済学部卒．銀行勤務を経て，京都大学大学院経済学研究科修士課程修了，現在
に至る．著書に『マイケル・ジャクソンの思想』アルテス，『ありのままの私』ぴ
あ，『満洲暴走 隠された構造―大豆・満鉄・総力戦』角川新書，『ドラッカー
と論語』東洋経済新報社，『生きるための論語』ちくま新書，『超訳論語』ディス
『誰が星の王子さまを殺したのか―モラル・ハラスメントの罠』
『原
カバー 21，
発危機と東大話法』
『ジャパン・イズ・バック―安倍政権にみる近代日本「立場
主義」の矛盾』以上明石書店，『生きる技法』青灯社ほか多数がある．
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自分自身をマネジメントせよ！
—知識労働者に課せられた新たな挑戦
Managing Oneself: New Challenges Imposed on the Knowledge Workers

ピーター・F・ドラッカー

Peter F. Drucker

藤島秀記・岩持岑生 訳
（Hideki Fujishima, Mineo Iwamochi）

数百年先の歴史家が，私たちが生きている時代を一言で表現するとしたらど
のように言うであろうか．彼らがこの時代の主な出来事として書き留めるの
は，テクノロジーでもインターネットでも，あるいは電子商取引でもないよう
に思う．これは人間の境遇を巡って空前のことなのだが，最近になって始めて，
かなり多くの人びとが（しかもその増加の度合いは急ピッチなのだが）
，その生
き方，職業の選択を自らの意志でできるようになった．
かくてこれまた始めて，人に管理されるのではなく，自分自身をマネジメン
トしなくてはならなくなった．それにもかかわらず，このことについて私たち
はまったくその準備ができていない．
これまでの歴史を通じて，自分自身の意志で何かを選択するということは，
実質的にはなかったといってよい．1900 年までをとってみても，高度に発展し
ていた国においてさえ，もちろんその人の運にも多少よるけれども，殆どの人
たちは自分の父親の職業を継いできた．つまり下方への移動性だけがあり，
上方へのそれはなかった．父親が小作農だったら，その子も小作農，職人
だったら職人という具合に決められていた．

職業選択の機会の増大
ところがいまや大多数の人が，自分の進路を自ら選択できるようになってき
本稿はドラッカー教授 90 歳の誕生日に当たる 1999 年 11 月 9 日，ドラッカー・ファンデーショ
ン主催で開催されたカンファレンスで教授が講演した講演内容の完全収録である．当時，ド
ラッカー教授はダイヤモンド社国際経営研究所の名誉研究所長の職にあった関係から，当時
の研究所の会員誌「Drucker Forum」第 4 号に掲載のために送られてきたものである．
このカンファレンスの後に行なわれた誕生記念パーティには，当時，私と共に奉職していた
斉藤勝義氏が出席していた．また本稿の訳に当たっては当時の主任研究員・岩持岑生氏と小
生が担当した．
この記事は Drucker Forum 2015 年冬号の転載である．（藤島）
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た．もちろんすべての国でそうなったというわけではない．それができるのが
少数派にとどまっている国もある．しかしそうした国でさえ次第に選択の余地
は高くなりつつある．こうした傾向の中で，多くの人たちは自分の職歴を一つ
どころか複数にしようとしている．高齢化社会を超えて，仕事に就いている期
間はいまや 60 年という長きに迫ろうとしている．
近い将来，退職する時が人生の終わりの時と考える人はいなくなるだろう．
一つの仕事を退職する時期は，あるいはこれまでよりも早まってくるかも知れ
ない．労働生活そのものが，必ずしも経済的な必要性だけに縛られなくなって
くるだろう．今後 20 年間か 25 年間は，もちろん経済的な理由はあるにせよ，多
分，正規雇用とか正社員としてではない形で，つまり臨時ないしはパートタイ
マーとして 70 歳代まで働き続けることになるだろう．
こうした時代の中で，私たちの孫たちが，まだ十分に働ける高齢者のために，
所得の 35 % もの税金として支払うという愚行を犯さないように，私は願わざる
を得ない．たとえその額がいくらであれ，そこそこの追加的所得を得ないでも
生活できる高齢者は，殆どいないか，いたとしてもほんの一握りになっている
はずである．
さて知識というものは，人びとに選択の幅を広げる．私が担当しているクレ
アモント大学大学院のエグゼクティブ・マネジメント・プログラムでは（ここ
で学んでいる学生は，組織人として成功している平均して 45 歳の人たちで，そ
の 60 % が営利企業，残りの 40 % が非営利組織に属している），誰もが「いま働
いているところで自分の職業生活を終えようとは思っていません」と語ってい
る．
これまでは父親が弁護士だったから自分も弁護士に，医者だったから医者
に，また親が他の専門的な職業だったから自分もその職業を継ぐというケース
はいくらでもあった．仮に息子の代で父親の職業や仕事を継がなくとも，息子
が就く職業は父親と同等の社会的階層に属すものだった．
しかし社会全体が知識の時代に入ってくると，そうはいかなくなってくる．
知識が仕事の中核になった今日，男性も女性も同じ職業に従事するようになっ
てきた．歴史的にいって，労働力の面では男も女も同等に社会参加をしていた．
主婦が怠けるものだという考え方は，19 世紀にあった妄想である．この時代で
さえも，男と女はそれぞれ別の仕事をしていたに過ぎないのである．いかなる
文明であっても，これまで男女が同一の職業に就いたためしがない．
ところが知識が職業として確立するや，この前提は根底から覆ることになっ
た．知識労働は性別と直接の関係を持たない．この男女の性差別なく同一労働
に従事できることこそが，知識労働時代の最大の変化である．これまた空前の
ことであり，人に管理されるのではなく，自分自身をマネジメントしなければ
ならなくなってきた．これこそが人間の内面におこった大きな変化である．
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「自分は一体何者か」を知る
こうした時代を迎えて，私たちがまず知らなければならないのは「自分は一
体何者か」ということである．ところが殆どの人がこうしたことを考えていな
い．私の大学院で学んでいる，かなり成功している知識人たちでさえ，
「君の得
意な分野は何か」と聞いても答えられる人は少ない．「自分の強みをバネにし
て最大の利益を得るためには，何を学ばねばならないかを認識しているか」と
聞いても，
「これまでにそういう問いかけをされたことさえない」という答え
が返ってくる．それどころか逆に，自分が何も知らないことを鼻にかけている
としか思えない人もいる．
「私はバランスシートなんか読めませんよ」などと誇らしげにいう，人事部門
の何人かの人に会った経験があるだろう．今日のビジネス社会で役に立とうと
思えば，たとえ人事部門にいようと，バランスシートの読み方くらい学ばなけ
ればならない．こうした人事部門の人間がいるかたわらで，「私は数字ならい
いが，他人とうまくやるのはまったくダメです」と誇らしげにいう会計部門の
人間がいる．これは一体どのように考えたらいいのだろうか．
およそいまの世の中に，本人の気持ちさえあれば学べないことは何もない．
無知を恥じるならともかく，無知を鼻にかけるなどはとんでもないことであ
る．
「どうぞお教えください」そして「ありがとうございました」というだけで，
多くのことが学べるし，礼儀を学ぶこともさほど難しくはない．
この礼儀こそ，他人とうまくやっていく重要なカギなのである．

フィードバック分析の重要性
自分が果たして「所を得て」いるかどうか，自分の気質や性格はどのような
ものかを知っている人は，そう多くはないだろう．
「自分はチームプレーヤーに向いているか，それとも一匹狼か」
「自分が信
じる価値は何か」
「献身的な努力を傾けたいと思う対象は何か」
「自分にとって
最も活躍できる部門はどこか」
「自分の貢献したものはどこに一番表れるか」
等々，この点についても知らない人が実に多い．
こうしたこともまた前代未聞のことである．選択の自由がなかった時代に
は，問うこと自体意味のないことだった．そうはいっても，問いかけた人はい
たのである．偉大なる達成者，巨匠と呼ばれた人たちがそうである．画家，彫刻
家，建築家そして科学者でもあったレオナルド・ダヴィンチ（1452˜1519 年）も
その一人である．上記したような自分への問いを大判の雑記帳に書き付けてい
る．モーツアルト（1756 〜 91 年）もまた自分は誰かをよく知る人だった．
モーツアルトはまったく別の楽器をまったく同等なレベルで演奏できる，音
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楽史上唯一の卓越した人であった．彼はピアノ演奏の巨匠であったばかりでは
なく，ヴァイオリン演奏についても大家であった．しかし彼は考えた末に，人
が人生でその本領を発揮できるのは一つの楽器だけだ，と考えるようになっ

まう．それがまた，強みの上にさらに強みを築く，という努力をなおざりにす
る結果を生んでしまう．
一方，慈悲深い神が与えてくれなかった才能についても知ることがない．も

た．何かに腕を磨こうとすれば，一つの楽器について 1 日に少なくとも 3 時間は
練習をしなければならない．しかし 1 日の時間は限られている．
こう考えた彼はヴァイオリンを諦め，ピアノに集中することに決めたのであ

ちろんこれは極端な事例ではあるが，私に絵の才能がないことは，何も期待と
実績を対比させ，フィードバック分析をするまでもなかった．2 歳のころ，私は
最初にクレヨンを手にしたのだが，もうそのときにこの種の才能がないことを

る．彼はこの決断を記録に残しており，われわれはそれを雑記帳のページに見
ることができる．
偉大な成果を達成した人は，いつの時代であれ，どのタイミングで ノー！
というかを知っている人である．そればかりか目標の達成のために何をなすべ
きかを知っている人でもある．そしてさらに，自分がどこであれば所を得るこ

知ってしまった．
これは極端すぎる事例だとおっしゃる方に，ごく一般的な話題を出そう．わ
れわれは往々にして「自分が得手でないこと」についても，実はよく分かって
いないのである．このことが「所を得ない」ところに自分を置く原因にもなっ
ている．これから向こう 30 年間は，高い教育を受けた人ほど「所を得た」部門

とができるかをも知っている．
こうしたことが巨匠をして巨匠たらしめたのである．

に自分を置くことを学ばなくてはならない．
これからどこに「所を得る」か，自分の強みは何か，強みから最大限の利益，

いまや私たちは，こうした巨匠たちに学ばなければならない．そのカギにな
るものが，レオナルド・ダヴィンチが，そしてモーツアルトがやったように，
ノートに書き出し，それを一定の時間をおいてチェックすることである．
何か大切なことに取りかかるときにはいつでも，結果がどうあって欲しい
か，さらにこの決めた結果がどのようなものになるかを書き留めることが重要

恩恵を得るために何を学ぶべきか．また自分の欠点，不得手な分野はどこにあ
るか．自分が信を置く価値は何か．これらを学ばなければならない．人類の歴
史が始まって以来，始めて「自分自身をマネジメントする」責任について学ば
なければならなくなったのである．
このことは前述したように，恐らくいかなるテクノロジーの変化をも凌駕す

である．組織であれば，それがどんなものであれ，もっとも重要な決定は人事
についての決定である．組織は企業に限ったことではなく，軍隊もそうである．
「この人間をこの基地の司令官に任命するとすれば，彼は何を達成してくれ

る大変化であり，人間の内面世界においても大変化であろう．自分自身をマネ
ジメントする方法は誰も教えてはくれないし，多分，大学でも教えてはくれな
いであろう．もし教育機関が教えられるとしても，それは 100 年以上も先のこ

るであろうか」
．その期待の内容をしっかり書き留めておかなければならない．
ローマカソリック教会は最近になって，その傘下の司教に関して「この司教
をこの教区に送る必要性があるやなしや」
「彼に何を期待するのか」
「他の司教
ではなく彼にここに就かせる理由は何か」を問うようになってきた．しかしな

とに違いない．
一方で目標を掲げ，それを達成しようとする人 —断っておくが，これは
百万長者のことでは決してない—というのは，何かに貢献したいと望んでい
る人，充実した人生を送りたいと思っている人，この世に自分が存在している

がらローマカソリック教会は，自分たちが任命した司教たちの殆どが，期待通
りになっていないことに気がついている．
理由は簡単である．任命はしたものの，司教たちの業績について，期待と実
績のフィードバック分析を怠っているからである．

のは，自分になにがしかの目標が与えられているからだと感じている人，この
ように私は定義したい．したがってこういう人こそ，自分をマネジメントする
方法，自分の強み，信じる価値の上に戦略を築く方法を学ばなくてはならない．
世界の歴史が始まって以来はじめて，人びとは自分の進路を選択できる時代
を迎えた．われわれは，孫たちに将来の選択を聞く機会はあるだろう．その進

強みの上に戦略を築け！
「自分の強みは何か」を知るもっとも簡単な方法は，何かをやってみて，その
結果を実際に書き出してみることである．
私にいわせると，大抵の人は自分の強みについて過小評価していて，それを
あえて疑ってさえいない．自分が得意なことは，さほどの苦もなくできるもの
だから，苦労を伴わないものは大した仕事ではないと考えてしまう．多くの人
はこう考えるがゆえに，自分の強みがどこにあるかを知らずじまいになってし

路の多様なことに驚かされるだろう．私が生まれたころは選択などないに等し
かった．これからは「どの選択が自分にもっとも向いているか」
「なぜそれが向
いているのか」そして「どこに所を得るか」．これらを決めることこそ，本人の
重要な仕事だということを学ばなくてはならない．
再度いうが，われわれはテクノロジーの変革よりもっと重要な変革に直面し
ているのであり，それによる人間の内面の変革も歴史上最大のものなのであ
る．
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ガリガリ君のマーケティング戦略＊
Marketing Strategy of “Gari-Gari kun”

ここで社会セクターの持つ重要な役割について触れておきたい．自分が「所
を得る」セクターがどこにあるかを知りたいなら，非営利組織でボランティア
をするに勝る方法はない．
ビジネス界にいる私の友人は，いつも社員の人材開発計画書をごっそり抱え
て私のもとにやってくる．この計画書を見せられて，私は暗澹たる気分に陥っ
てしまう．
なぜそう感じるのかというと，組織内とりわけ大組織内での人材開発が真に

井上創太
Sota Inoue

（赤城乳業株式会社 代表取締役社長※）

製氷メーカーの DNA

効果を生むのは，私のこれまでの長い知見によれば，上からのプログラムの押
しつけではなく，社員が組織の中でボランティアとして働いたときである．そ

今回ガリガリ君のマーケティング戦略というテーマでお話をさせていただき
ます．「ガリガリ君」は，私ども赤城乳業の看板商品です．

こから自分が信を置く価値は何かを知ることができる．さらにその上に，自ら
の戦略を築くことも可能となる．
私にいわせれば，これこそが営利組織が非営利組織に学べる最大の機会であ
る．と同時に，非営利組織も営利組織と関係を持つことによって大きな成果が
生まれよう．
われわれはこれまで，企業の社会的責任について多くを語ってきた．しかし

深谷市出身の会社です．赤城乳業の誕生は私の祖父・井上栄一が昭和 36 年
に会社を作ったわけです．もともとは，その栄一の父が利根川の上流から流れ
てくる物資を深谷の市内に運ぶという問屋をしていました．
物資には群馬の山奥から流れてくる氷もあり，その氷を深谷市内まで運び，
深谷駅前に氷の貯蔵庫をつくって商売をしていました．氷と付き合っていく中

これからは企業の「社会的機会」としての非営利組織について議論を始める時
期がきたように思う．会社ではなく，ましてや大学でもなく，教会やガールス
カウト運動，その他諸々の非営利組織でボランティアとなり，それを通じてマ
ネジャー開発をしていく，これこそが企業にとっての新しい機会だと，私は信
じるのだ．
組織に身を置く知識労働者が，実際に自分が何者かを発見でき，また他人か
ら指示・命令されるのではなく，自分で自分をマネジメントすることが学べる
場所，これこそが非営利組織という名の社会セクターである．しかもこのセク
ターこそ，いまの社会が提供できるユニークな存在なのである．

でアイスクリームの製氷メーカーとしての DNA が育まれていきました．
ガリガリ君は 1981 年に当時，50 円で発売されました．その前の 1964 年には
カップ氷を開発し―今ではカップのかき氷のギザギザカップは当たり前なの
ですが―始めて作ったのが弊社です．
ひとつにはかき氷は冷たいので，表面積が広いと冷たくて持ちづらいという
ことで，なるべく手に触れる面積を狭めようとギザギザにしました．もうひと
つは中のかき氷が回ってしまうので，それを防ぐためもありました．しかし残
念ながら当時，特許を取っていなかったものですから，他社も同じ容器を採用
するようになりました．

子供たちが遊べるかき氷を
しかし，かき氷を子供が公園で食べようとするとき，ブランコに乗りながら
だとか，ジャングルジムに登りながらだと，カップでは食べられないのです．
カップの氷だと両手がふさがってしまうからです．
「子供たちが片手で食べられるかき氷を作ろう」と，ガリガリ君の開発がス
タートしました．
氷を固まらせても形が崩れてしまいますし，すぐに溶けてしまいます．最初
＊本講演録は，ドラッカー学会 10 周年記念ものつくり大学大会（2015 年 11 月 21 日．於・もの
つくり大学）で行われたものの抄録である．
※講演当時の井上創太氏は赤城乳業株式会社 常務取締役
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はかき氷を棒の周りにつけて，氷を覆ったりしたのですが，そうすると唇から
血が出てしまいます．
試行錯誤しながら，1981 年に今のような棒の周りをキャンディで覆って中に

ングでアイス売り場をカラフルにしました．ガリガリ君は年間を通して 15 種
類から 20 種類を出しているので，出せば出すほど在庫がかさみます．
特にチェーンストアに対しては欠品が許されないので，常に在庫は多めに持

かき氷を入れるガリガリ君が登場しました．当初のパッケージは昭和 30 年代
の中学校のガキ大将のイメージでした．学ランを着ていました．今では小学校
低学年の子供になっています．

つ必要があります．そのため基本的には在庫の提供先ということでスーパーの
売り場に「ガリガリ君がたくさん並ぶとカラフルになりますよ」という提案を
して，レインボー売り場を作っていきました．

そんなガリガリ君ですが，1981 年に販売されて以来，特に何かしてきたわけ
ではなく，なんとなく変なキャラクターのアイスで 50 円の割には量が多い，と
いうお得感で細々と商売をしてきました．
それが 2004 年，非常に猛暑になりまして，なにやらガリガリ君が売れだし始
めました．1993 年に 4100 万本．それが 2000 年に 1 億本を超えました．2004 年

もうひとつは 2005 年に「みんなの夏のすぐそばにはいつもガリガリ君がい
るよ」のテーマで子供たちをターゲットにプロモーション活動を始めました．
特に子供の夏休みにガリガリ君を登場させようということで，初のコラボレー
ションでした．まずコナミとのタイアップです．これは「新・ボクらの太陽」と
いう，太陽の下でしか遊べないニンテンドー DS のゲームソフトに，ガリガリ

には 1 億 4800 万本が売れました．そして 2006 年がちょうど発売 25 周年に当た
るので，ここで大々的なキャンペーンをやろうということになりました．

君がキャラクターとして登場するものです．
それから「コロコロイチバン！」，これは男の子が最初に読む漫画が「コロコ

懸賞をスタートさせました．ガリガリ君のコマーシャルは 2000 年から始め
ているわけですが，2004 年 7 月の段階の CM 好感度ランキングでガリガリ君が
第 3 位になりました．こんなに知名度が高かったのかとあらためて知ることに
なりました．
また，売れ筋ランキングでは，真夏が暑かったこともあって，上位に進出し，

ロイチバン！」ということで，ここにガリガリ君のマンガを連載させるもので
した．また，コナミとのタイアップはガリガリ君のパッケージに広告を入れる
ことを行いました．

期待に応え，期待を裏切る

これはいけるのではと思ったところでした．

商品戦略とイメージ戦略を統合する
しかし，もうひとつの企業キャラクター人気ランキングでは，嫌いなキャラ
クターの第 4 位にガリガリ君が選ばれました．普通であれば，嫌いなランキン
グの上位は，好きなランキングにも上位に入るのですけども，ガリガリ君は好
きなキャラクターで上位 30 にも入っていない．
「嫌いとしか言われない」という，衝撃的な結果に動揺しました．ただ，ガリ
ガリ君が嫌われる理由の 93 % はキャラクターのデザインでした．発売当初のガ
リガリ君は中学生でした．顔をよく見ると目が小さくて，汗をかいていて，歯
茎が出ている．なんとなく汚らしいイメージでした．2000 年にキャラクターの
デザインは変えているのですけども，どうしても昔のイメージがまだ残ってい
たようでした．
結論としては，ガリガリ君のキャラクターはこれからも活用できそうだけど
も，まずはアイスとキャラクターのイメージギャップを埋めるところから始め
ないといけないということになりました．
ただ，弊社は埼玉のしがない企業でなかなか広告宣伝費を使う余裕がない．
とにかくお金を使わずにいい企画を出していこうと指示を出しました．そこ
で，まずはよく知っている店舗から，
「ガリガリ君レインボー売り場」のネーミ

お金のかからない企画でしたが，日常生活の中にガリガリ君を登場させた
り，アイスクリームを食べていないところでも，ガリガリ君を登場させたりす
ることで，なんとなくガリガリ君に対するイメージが変わる手ごたえがつかめ
ました．
またコナミとのコラボレーションでは話題づくりの大切さを知りました．
「話題がなければゲームは売れない」というのはコナミのお考えです．話題をつ
くることが大事だというアドバイスをもらったわけです．
ガリガリ君のプロダクションをつくろうということになりました．自社内で
プロダクションをつくりました．そして 2006 年の調査結果では，ガリガリ君に
はやはり楽しさを期待しているということがわかりましたので，そこを強化し
ていかなければと思っています．
ガリガリ君らしさを突き抜ける，いい意味で期待を裏切る，このあたりがガ
リガリ君に求められていることなのだろうと思っています．
そして 2006 年に 25 周年のキャンペーンが始まりまして，まずは社内向けの
アピールを始めました．それからガリガリ君の着ぐるみを全国 4 体作りました．
今は 12 体あります．ミッキーマウスと違って，同じ時間帯にあちこちに出没し
ています．
あとは「必要もないスプーン入れ」ということで，アイスクリームのひさし
とか，ハーゲンダッツのスプーンだとかにありますが，スプーン入れにガリガ
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リ君を登場させるというものです．
また「ガリガリ部」ということで，やはりガリガリ君の思い出を中高年の
方々が語る．昔のタイプを食べていたということで，当時 30 代の人たちが青春

が，それでも好評でした．真冬でもアイスが配れることがよくわかりました．
結果，2006 年から 2007 年に向けては「ガリガリ君リッチ」のおかげで，冬の
売上げが伸びて話題にとりあげられました．そして男子小学生の現代の三種の

時代を思い出してもらうガリガリ部をつくったわけです．
これにも多くの方が入部してくださいまして，ガリガリ部の部員限定で当た
り棒が出たらゴールド部員証を差し上げるキャンペーンを行いました．
「こん

神器は「コロコロコミック」
「DS」
「ガリガリ君」だと言ってもらえるようになり
ました．昔であれば「巨人」
「大鵬」
「たまご焼き」だったと思います．ありがた
いことです．

なに食べたのに当たらない」とご連絡を下さった部員の方がいるほどでした．
当たり確率が 2 % 未満なので，50 本食べれば 1 本当たる確率にはなるのです
が，さすがにカードをお渡しできないので，代わりに「ガリガリ君手ぬぐい」を
差し上げました．
ガリガリ部員は熱かったです．また 8 月にはガリガリ部員 5 万人の方にアン
ケートを取り，1 位になったフレーバーを商品化するとしたところ，マンゴー
味が採用されました．
実は 1 位はイチゴでした．1 位はイチゴ味だったのですが，ガリガリ君のイチ
ゴは本当に売れない．イチゴ味は何回やっても売れたためしがない．2 位のマ
ンゴーを採用したところ，前年比 115 % を達成しました．部員のパワーを使わ
せていただきました．

予期せぬ結果を生かす
また 2006 年には山手線に「アドトレイン」というのを走らせました．9 年間，
ずっと走らせています．そのほかイベント会場でサンプリングを行っていま
す．
また 25 周年のキャンペーンでは「金のガリガリ君が当たる」を行いました
が，大失態がありました．金のガリガリ君の下に対象商品があるのですが，ガ
リガリ君を載せるのを忘れまして，金のガリガリ君が当たるのにガリガリ君が
対象ではない，というキャンペーンをやってしまいました．そのようなミスを
しながらも 25 周年のキャンペーンを行っていきました．しっかりとターゲッ
トイメージを持って，いろんな企画を打ち出しました．
社内としては「この企画は何十代の男性に」
，
「この企画は何十代の女性に」
，
といったようにイメージしましたが，想定外のターゲットに響くこともありま
した．だいたい企業がねらったターゲットは，はずれるのが普通なのです．
逆に 20 代男性にうけるかなどしたのが，実際には 40 代の女性に受けて成功
したとかありました．そして 2006 年の冬には「ガリ子ちゃん」というガリガリ
君の妹を登場させました．こちらもおかげさまでネットなどで大いに話題にな
りました．それから「ガリガリ君リッチ」ということで，これは「たった 100 円
なのにリッチですよ」と，こんなスケール感で 12 月に発売しました．真冬の中
を全国でサンプリングしました．札幌でサンプリングしたときは大雪でした

アイスクリーム売り場ではない場所
2007 年のテーマは「あらゆる小ネタを生活シーンに散らそう！」としました．
例えば，ある人の朝の場面で出勤前にパンを焼きながら，朝ごはんを食べなが
らテレビを見ていると，「めざましテレビ」や「ZIP！」などのニュース番組が
あって，ガリガリ君が取り上げられると，情報として伝わるということです．
また，通勤途中に山手線のアドトレインで情報が入ったり，中吊り広告，新
聞記事に載ったり，仕事中に Yahoo！のトップ記事にガリガリ君の情報が入っ
てきたり―．ひとりの生活のすべてのシーンにガリガリ君が登場するという
イメージをもって，2007 年はいろいろな企画を撒いていきました．
お金がないので，小さいことをいくつもやっていく開き直りでした．アイス
クリーム売り場であれば，文房具を売る東急ハンズだとかロフトだったりと
か，ビックカメラやヤマダ電機でも並ぶという，日用雑貨品としてガリガリ君
を登場させたり，イベントでのサンプリングなども始めています．
またスポーツイベントや海の家，「ポップティーン」といった女子高生のイ
ベントにもガリガリ君を登場させたりしたりしました．2007 年の夏にはその
前の年に「ガリガリ君リッチ」を出したわけですけども，夏はチョコを強くう
たったガリガリ君を出して，これも売れました．
2009 年にはだんだん企画が大きくなってきました．ガリガリ君温泉というの
を始めました．今年も箱根で継続しています．その他では交通広告とか野球の
バルコニー広告，これは急に 1 週間前にスポンサーが下りたということで，空
きがあって入ってくれないかいうことから破格でやらせていただきました．
ロングセラー商品ガリガリ君の口コミ効果ということで，お金のかからない
小さなイベントを 2004 年から行い，1 億 4800 万本だったのが 2007 年には 2 億
2300 万本になりました．なるべく多くの小ネタを毎年やり続けるしかないとい
うことだと思います．
ひとつやって企画をやり続けて，さらにその企画だけではなく，どんどんい
ろんな小ネタの企画を積み重ねてやり続けていくしかないということです．
ガリガリ君の場合は，アイス業界で突っ込みを受ける小ネタを，リアルな場
所を中心に仕込み続けました．わざとらしくない自然なネタだから効果があっ
たのだと思います．ただ 2009 年の販売本数は前年を割っております．2009 年
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の 2 億 5000 万本を切る結果になっています．
これは小ネタの連続にもそろそろ限界が見えてきたかなという感じです．

新規顧客の拡大
そこで，新規顧客拡大に取り組み始めました．2010 年に本庄千本さくら「5S」
工場を作りました．当時の売り上げが 540 億円ぐらいなのですけども 120 億
円くらいの工場であり，大変な投資でした．とにかく，ガリガリ君の生産量を
アップせよという経営トップからの指示が出たということです．
街の調査によるとガリガリ君を食べている人はまだ 13 . 9 % で，ハーゲンダッ
ツは 30 %．それまでは小ネタ中心だったのですが，はじめての大ネタというこ
とで声がかかりました．サッカー日本代表チームと一緒に大きな挑戦をしまし

ガリガリ君のマーケティング戦略
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で，さまざまな企画を継続していくのです．
2011 年は 30 周年ですが，引き続き「ポケモン」やサッカーと組んだり，タカ
ラトミーのおもちゃともご一緒をさせていただきました．また地方のイベント
にも積極的に参加させていただいておりまして，ラーメン・ショーでもガリガ
リ君のブースには長い列ができるのはありがたいことです．
このようなかたちで小ネタを継続しております．2011 年には 3 億 9000 万本
になりましたが，ガリガリ君は発売以来，1 億本に到達するまでに 19 年かかっ
ています．2 億本に到達するまで 7 年です．そして 3 億本に到達するのに 3 年で
す．また 2012 年も引き続き行うのは変わらない意志です．

守りの成長と攻めの成長

た．2010 年の南アフリカのワールドカップのときに日本はまだ弱く，スポン
サー探しに苦労をしていました．

しかし 2010 年以降，特に真夏には新商品をほとんど出さず，2011 年にはガ
リガリ君の梨味が欠品する事態となりました．2012 年には，まず供給責任を守

そのような中，声がかかったのですが，
「まあ，やってみようか」ということ
で乗った話ですが，代表チームの成績がよかったので，実際に日本対オランダ
の試合の翌日には，ガリガリ君の売上が 500 % になりまして，効果がありまし
た．
7 月 25 日はかき氷の日と言われていまして，
「ガリガリ君祭り」と銘打って
団扇のサンプリングをしたりしました．この時期になるといろいろとありがた

ることを最優先にしてきたわけです．
そうやって，なるべく夏場はアイテムを増やさないようにしてきたわけです
が，あるバイヤーさんからこういわれました．
「売れる商品を安定供給させようとしているのは理解できるけれど，夏のガ
リガリ君の開発は攻めてないよね．守っているよね．ガリガリ君には，みんな

いお声をいたき，TUBE の前田さんがガリガリ君の歌を歌いたいということ
で，これをゼロ円でやらせていただいたり，渡辺美里さんにも歌っていただい
たりすることができました．
結果，新規顧客拡大としては 50 代以降の男性の売り上げが非常に伸びてき
ました．ガリガリ君はどうしても 30 代から 40 代までがメインターゲットでし
たが，2010 年以降，年配の方々にも支持されるようになりました．
2010 年は異常な猛暑になり，ガリガリ君は大ヒットしました．関東の方はあ
まり認識がないかもしれませんが，2010 年の 8 月以降，関東地方のコンビニエ
ンスストアにガリガリ君が供給できない状況になっておりまして，西日本には
ガリガリ君がない状況でした．
「新工場を作っておいてこれか！」ということで小売りからは怒られたので
すが，新工場があったおかげで，関東だけは供給できたことでもあります．そ
れくらい品薄でした．2009 年に落ちかけたガリガリ君の売上げが 2010 年には
猛暑やワールドカップもあって 3 億本を超えることとなりました．閾値を超え
て，さらに限界点を超えた．猛暑のおかげなのですが私たちの行ったことは一
緒です．
アイスクリーム売り場にお客さんを呼ぶ．だからアイスクリーム売り場に対
して何かの企画があるというよりは，アイスクリーム売り場ではないところ

何かやってくれると期待しているよ．ガリガリ君だけには何か新しいこと，遊
び心にチャレンジしてほしい．その責任，義務があると思うよ．
」
そういわれると，意地になる．
「ガリガリ君リッチのコーンポタージュ」です．
いろんなメディアにとりあげられましたが，Yahoo! でトップを 7 回取らせて
いただきました．これは 26 歳の若手開発者がうまい棒のコーンポタージュが大
好きで，それをオマージュして作ったら売れたというものです．経営会議にか
けたところ営業トップからは大反対でした，「売れるわけがない」
「ガリガリ君
のブランドを壊す気か」と総スカンを食らったのですが，トップの一声「やれ」
ということで発売した．
9 月に発売したのですけども，おかげさまで某チェーンの POS で 1 日あたり
12 本，12 本，23 本，23 本ということで，計 4 日で欠品となりました．JR 東海道
新幹線の車内テロップにも販売休止のニュースが出たという話題もあり，とて
もありがたかったと思っています．
それでも私たちが行うことはこれまでと同じでありまして，アイスクリーム
売り場の外側でいろいろと進めていくということです．ちなみにコーンポター
ジュ味は今年も販売し，55 万ケースを販売しました．それはよかったのです
が，その後に「クレアおばさんのシチュー味」という第二弾を出しまして，コー
ンポタージュの利益がすべて吹っ飛ぶ結果になりました．その後の第 3 弾，ナ
ポリタンを出してこれは大赤字で，商売の難しさを実感しています．
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新たな成長に向けて
私たちの目線は基本的にリアルな現場です．よく「ガリガリ君はツイッター
とかフェイスブックやらないのか」といわれますが，弊社としては積極的には
SNS の世界には飛び込まない．そのことにこだわっています．
ただ，リアルな現場でガリガリ君のイベントを行い続けることで，好感を
持ったお客さんが SNS に載せてくれると自然な形でネットにアップされるほ
うが効果はあるのではと思っています．ですから，今のところはリアルな現場
にこだわって企画を打っています．

327

継続学習と実践の成果＊

The Results by Continual Learning and Practice
野村文吾

Nomura Bungo

（十勝バス株式会社 代表取締役社長）

倒産直前からの出発

19 年，7 年，3 年ときて，4 億本を突破するのに 2 年ということで，加速度的に
売上が伸びてきており，いよいよ 5 億本まで行けるかなというところまで来ま

私は 1963 年に帯広生まれの帯広育ちです．高校から地元を出ました．親に出
されたのです．「地元にいたら駄目になってしまう，出ろ」と言われた．20 年く

した．
現在のガリガリ君のポジションは男性の場合，ほぼ上位まできています．年
配の方にはあずきバーが強いですね．女性の場合は見事に 20 代から 60 代まで
ハーゲンダッツがトップです．
そんなガリガリ君ですが，社内運営にあたってはプロジェクトがあり，マー
ケティング，開発，技術，生産部門の若手を集めて 8 人で運営しています．今私

らいに渡って外から客観的に地元を見ていました．そして 1998 年に父が十勝
バスをたたむ決断をしましたので「じゃあ私にやらせてくれ」と言うことで十
勝に戻りました．
父は会社をつぶす決意を固めていたので「お前がやれ」と言ったその日，父
は私の入社初日に全ての権限を私に委譲し本人は会社に来なくなりました．私

がリーダーを務めておりますが，そこで企画を考え経営に投げかけています．
若手中心で世代間や部署間を越えて運営しながら新しいアイデアを生み出して
います．
私たちのこだわりは 3 つです．ふだんの生活導線の中で考えるということで
す．そして 0 円企画からです．なるべくお金をかからないように進めることで
す．そして共創です．小売もそうですし，パートナーとは常に Win/Win の関係
となるように行っています．
実は 2014 年，15 年とガリガリ君は伸びていない．夏が涼しいのがあります
が，残暑が来ていない状況です．気温のせいもありますが，企画がマンネリ化
している部分もあるかもしれません．そういう意味でもお客様の期待を応え，
さらには裏切るくらいにこれからも行っていきたいと思います．

【略歴】 1973 年 4 月 25 日生まれ，埼玉県出身．98 年早稲田大学政治経済学部卒業，同年
山崎製パン入社．2004 年赤城乳業入社，06 年執行役員開発副本部長，11 年常務
取締役開発本部長，16 年 4 月 1 日代表取締役社長就任．

がいくら会社の経営の仕方を教えてくれと言っても，父は「駄目だ」の一点張
り．自分でやれと．超放任教育といいますか，無責任経営の中で私は困ってし
まって藁をも掴む気持ちでありとあらゆる勉強会に参加しました．

お金を使わなくてもできる
そんな中で 1999 年に帯広青年会議所に入会しました．同期や先輩，後輩いろ
んな方から教えをいただきました．勉強って素晴らしいのだなということに気
づきました．というのも私は本当に不良学生で中学，高校，大学と全く勉強を
してきませんでした．
ですから，勉強が素晴らしいことに気づいたのがこのときでした．それから
どんどん勉強していこうと思い，当時の帯広信用金庫の地域経営塾に入会した
のですが，その初日に「あなたの大学の先輩が講師にいらっしゃいます」と聞
きました．瀬戸篤先生でした．
私は体育会で運動は結構していたのですが，アカデミックなことは得意では
なかったので，話がよくわからなかったのですけども，ひとつだけ「イノベー
ション」という言葉を瀬戸先生がおっしゃっていたのを記憶しています．
瀬戸先生が言われたのは「お金を使わなくても，新しいものを揃えなくても
＊本講演録は，ドラッカー学会 10 周年記念大会 in 帯広（2015 年 9 月 19 日．於・帯広とかちプ
ラザ）で行われたものの抄録である．
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イノベーションはできる」ということでした．十勝バスには絶対に必要なこと
だと思いました．会社はつぶれる寸前でしたので，余剰金も資産も何もありま
せん．バスと従業員だけでした．イノベーションでもしかしてわが社は復活で

これらの運動は，十勝バスでは既に 2008 年から成果が出始めていたため私
の中ではきちんとした理由があって始めました．さらに，2011 年に十勝バスが
40 年ぶりに利用者を増やしたというしっかりとした成果を出すことができ，北

きるのではないかと思いました．
2003 年に代表取締役社長に就任して，
「宝島研究会大交流祭」という佐藤等
先生が主宰する勉強会に参加しました．大学の先輩が「いい勉強会があるから

海道ガーデン街道他様々な組織や団体と連携していただけるようになりまし
た．

札幌に行ってみよう」ということで行ってみたのです．
初めて自分の地域から出て勉強に行く経験でした．結果「札幌まで出て行っ
て勉強する価値がある」と感じました．
そのようにして佐藤等先生と出会い，今のビジネス塾の前身に移行していっ
たのでした．

「一人でもやるんだ」
そして 2005 年くらいにナレッジプラザ・ドラッカーの読書会が始まり，私も
佐藤等先生の元に行きドラッカーの読書会に参加しました．そのとき，参加者
が一人しかいないことが何度かありました．それでも佐藤先生は「一人でもや
るんだ」と決意をされていました．
たとえ参加者が私一人であっても佐藤先生はしっかりとドラッカー読書会を
開催してくれたのです．いろいろとご指導いただきました．これがドラッカー
と私の出会いです．先ほどのイノベーションですが，私はこれがドラッカーの
言葉とは知りませんでした．ドラッカーの読書会で勉強する中で「イノベー
ションはドラッカーが魂を込めたのだな」とわかったのです．
その後 2006 年に国土交通省北海道開発局の観光事業にかかわる活動を始め
ました．そこから地域の観光にかかわる多くの方と行動するようになり，翌年
の 2007 年に帯広ビジネス塾を開講しました．60 人の方に出席いただくことが
できました．

強みを生かし合う
次にドラッカーの実践ということで十勝バスの実践と成果，そして継続学習
のお話をしたいと思います．
まずドラッカーの教えに「成果を上げる 5 つの習慣」という読書会での学び
がありました．5 つというのは「時間を管理する」から「成果の上がる意思決定
をする」まであります．私はこの 5 つの習慣を十勝シーニックバイウェイとい
う活動に使っていこうと考えました．
当初，十勝中央部にあるトカプチ雄大空間というのはなかなか立ち上げられ
ずにきておりました．私も 1 年の間に 4 度もたくさんの方に集まっていただき
説明会を開催したのですが，残念ながら力不足で立ち上げられませんでした．
半ば腐りかけていたときにドラッカーの原理を使ったら立ち上がるのではな
いかと思い，「貢献に焦点を合わせる」
「自らの強みを生かす」
「成果の上がる意
思決定をする」の 3 つを実践しました．
自分が儲かることではなくて，
「仲間の会社が儲かるように，仲間に貢献し
よう」を合言葉にしました．
そして自らの強みを活かし合おう，強みを連携させて外から見ると，周りか
ら見ると，強みだらけの地域，組織に見えるようにしようとお願いして回りま
したところ，当初，仲間が 4 人集まりました．毎晩お酒を飲みながら夢を語って
いたところ，その仲間が仲間をどんどん連れてきてくれて，4 人，8 人，16 人と
今では約 40 団体を組織する事業になり，地域の観光に関わる情報発信に取り
組んでおります．

その後，身の回りが変わっていき，帯広商工会議所の役員，観光コンベン
ション協会の役員に就任し，
「もっともっと勉強していかなければ」と思いま
した．
役割以上のものを皆さまからいただき，もっと成長しなければならないし，
会社はまだ悪化していっている途中でありましたから，成長が早いか，会社が

他への貢献

だめになるのが早いか，競争だと思いました．
そして 2009 年に，2011 年に道東自動車道の札幌と帯広が高速道路でつなが
ることになりました．しかし，そのときの帯広の経済界はネガティブにとらえ
ており，道東道の全通に反対という人がほとんどでした．その中で道東道の全
通は決まっていることですから，今から反対してもしかたがない．ならば最大
限のメリットが得られるようにとの運動を 2010 年から展開し始めました．

で，自分の施設に相手の情報を発信するための情報ボックスを置いたり，仲間
全員の情報を載せたマップを作成したりしました．
また，展望台にシーニングカフェを設置してお客さまにご案内したりしまし
た．ガーデン街道のチケットに倣って「十勝ガーデンスイーツ温泉チケット」
を作り，お客さまに販売して，仲間の施設に行ってもらう取り組みを行いまし
た．

「他に貢献しよう，地域に貢献しよう，自分以外に貢献しよう」ということ
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「ご当地風土アドバイザー」は，当地の習慣を伝える素人のガイドを育成しよ
うという取組みで今では 30 人になりました．ずいぶんと仲間が増えまして，い
たるところで黄緑のはっぴを着て案内をしていただいています．この活動のお

街区を全て占拠して，
「十勝グルメストリート」というのをやりまして，それは
オータムフェストの事務局も驚いて，
「あれはずるい」ということになってし
まって以降どこもできなくなってしまったのですね（笑）
．でもそのときの発信

かげで帯広観光コンベンション協会の案内所が 2 階ではなく 1 階にも設置しよ
うという流れになっていきました．行動するうちにどんどん成果が生まれて，
それが次の成果を生むことにつながっていくのだなと感じています．

はすごかったと思います．ひとつのストリートが全部，十勝の市町村で固めら
れていました．
そして，道東道が全通する当日は，十勝毎日新聞社が十勝平原 SA で，十勝の

さらにもうひとつ，シーニックバイウェイは 5 年後に道東道が全通したとき
に，インターとインターの間にある町が寂れてしまっては意味がないというこ
とで，そこにお客さまを呼び込む強みや魅力の連携と発信をしていくべきだと
いう取り組みで，観光全般を扱っているのですが「道東道とかち連携協議会」
は高速道路の利活用だけに特化しています．

中にお客さまを送り込む役目をやっていただきました．そして十勝の中では，
競馬場で花火大会を北海道新聞社が上げてくれました．
何を言いたいかというと，十勝毎日新聞社が北海道新聞社をアシストしてい
るのですね．これは前代未聞であったということです．お願いを重ねて主旨と
目的をお伝えしたら「よし，わかった．今回ばかりはみんなで連携してやろう」

シーニックバイウェイの一部門をセグメントして活動したほうが成果を出せ
るのではないかということで立ち上げました．これは真鍋庭園の社長の真鍋憲

という話になって，十勝毎日新聞社も北海道新聞社にもご協力いただきまし
た．北海道新聞社は，このときの成果が非常に大きかったということで，この

太郎君が「野村さん，こういうのをやりたい」
「じゃあ，やろう」と進んでいっ
たものであります．ここでは道東道の全通が 2 年後に決まっていましたから，
時間を管理しながら進めました．今年はこれをやる，来年はこれをやる，とい
うことで完全な 3 カ年計画を決めて動いていきました．
さらにはセグメントして最も重要なことに集中するということで高速道路の

11 月の花火大会は絶対やめる気はないということで市民にも定着しています
し，十勝毎日新聞社は夏の花火大会で毎年規模を拡大させて多くのお客さまを
十勝に呼び込んでいただいています．
この道東道の全通当日，競馬場の前まで，花火を見に行くお客さまの大変な
渋滞を起こしてしまって，あとで問題にならなければいいなと，それくらい

利活用にセグメントしたものを進めていきました．どんなことをしたかという
と，道東道にかかわるありとあらゆる組織を連携させようということで動きま
した．

思ったほどでありました．

十勝毎日新聞社にも大変なご協力をいただきましたし，十勝総合振興局，そ
れから NEXCO 東日本北海道支社，帯広観光コンベンション協会，当初は道東
道とかち連携協議会と十勝総合振興局だけだったのですが，最終的には 52 団
体の方がこの組織に加盟していただいて，オール十勝で連携して情報発信して
いこうという取り組みになりました．

十勝グルメストリート
これまでばらばらで動いていたヒト，モノ，カネの経営資源を全部集めて，
小さな弾丸をそれぞれ撃っていたものを，大きな大砲の弾にまとめて遠くまで
飛ばそうというイメージの運動をおこないました．これによって予算付けもず
いぶんしていただきました．本当に毎週末どこかのイベント会場で情報発信し
ていったというところであります．
その集大成が道東道の全通する 2，3 ヶ月前の取り組みですが，札幌の地下歩
行空間が開業するところをねらって，オール十勝でプロモーションを打ちにい
きました．
そのあとのオータムフェストでは，今でも信じられないのですが，ひとつの

素直に素早く実践
どちらにしましても今まで十勝はどうしても「俺が，俺が，」であって，相手
といいますか，仲間や競合相手と連携することが少ない地域であったと思うの
ですが，このときをきっかけにしっかりと連携して強い情報発信ができる地域
に生まれ変わったのではないかと思っています．これもドラッカーの考え方を
持ち込まなければ，十勝は連携がなされる地域にはならなかったのではないか
と，そのように思っています．
そこで十勝バスでの実践と成果でありますが，実はドラッカーの原理を活用
して，シーニックバイウェイと道東道とかち連携協議会で大きな事業に取り組
んで，その成果として十勝がひとつにまとまるという流れを見てきた私は，こ
の手法と成果を自社にも持ち帰るべきだと強く思いまして外でやってみてう
まくいったものだけを日々持ち帰ってやっていたのが 2007，8 年の頃でした．
会社では，外でうまくいったからやろうといっていたわけではなくて「ドラッ
カーが言っていたからやってみよう」ということで話をしていたのですが，実
際には成果が出たものを持ち帰っていたので，いつかは必ず芽を出すのではな
いかとそのように思って取り組んでいました．
そして佐藤等先生から「実践者はなぜ成果を上げられたのか？」というお話
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の中に，ドラッカーの言葉に触れる機会があったから，素直にすばやく実践し
たから，という教えがありました．
私もドラッカーの言葉を読書会で触れていました．しかしながら意識をした
のは先の事業を通じてです．先の事業以前は学んでも触れてもいましたが，な
かなか意識してはいませんでした．そして成果が出れば，それを拡大していこ
う，応用してやっていこうと意識して取り組んでいきました．そんなことを顧
みますと，素直にすばやく実践したということもやれていたのかなと思いま
す．
十勝バスの取り組みは次の 5 つに限られます．
「非顧客に顧客ではない理由
を訊いた」
「小さく行動を開始した」
「バスは移動の手段であり目的ではない」
「知
識は行動して初めて成果となる」
「新たな価値を創造して新商品の開発」．これ
に取り組んでいたわけですが，しっかりと意識して取り組めていたわけではあ
りません．
しかし少しずつ成果が出てきたときに佐藤等先生から勉強会で「あなたの
やっている行動を聞いていると，この 5 つをしっかりやっているように聞こえ
る．であればドラッカーが言っていることであって間違いはない．あなたはこ
の 5 つの行動のボリュームを増やすこと，そして回数を多くする，この 2 つを意
識して進めなさい．」と言われ，そのまま素直に取り組んできた結果，皆さんが
ご存知のように成果につなげることができたのが十勝バスであります．
事前にいろんな実証実験をして，うまくいったものを持ち帰ってきて，持ち
帰ってきたものの中でしっかりと意識していないものを佐藤等先生に意識付け
されて，そのボリュームと回数を増やして成果を出すことをねらっていったと
いうことであります．

自ら創り上げる
そしてもうひとつ，先日教えていただいたのですが「リーダーとはどんな人
なのか？」という話を教えていただきまして「仕事を通じて」
「成果を出して」
「自らを創り上げる」
．これがリーダーなのだということを佐藤等先生に教えて
いただきました．「仕事を通じて」
．これは自分の会社を何とかしたいと思って
いましたので，仕事を通じていました．
成果を上げなければ，当社の社員もなかなか前向きなチャレンジの方向に向
いてくれません．ですから，やはり成果を出したかった．それで小さくやって
成果を出していったのが当社の流れです．そして「自ら創り上げる」．
この言葉をお聞きして，はっとさせられました．振り返ってみますと，確か
に自分自身，多少は成長してきたのかなと思うことがあります．自らリーダー
として創り上げてきたのだなと思います．考え方が変われば言動が変わる，行
動が変わるといいます．しかしながら，私は昔から愚痴ってばかりいて，皆さ

継続学習と実践の成果

333

まからお叱りをいただいてきましたが，最近は愚痴が少し減ったのかなと思っ
ております．自らをデザインできるところまで来たのかなと．これからだと
思っております．
では，十勝バスでどんな取り組みをしたのかについてお話したいと思いま
す．小さく始めましょうということで，ひとつの停留所から営業強化策を始め
ました．白樺通の西 19 条にある停留所からです．お客さまが増えたという成果
を手にしました．それはわずか一人とか二人です．
でも取り組んだ結果によって出た成果であったのは間違いありませんからこ
れを拡大していこうということで，隣の停留所，反対の停留所，そして他の路
線に広げていきました．
小さくはじめたことで成果が見えやすく分析や改善もしやすく，PDCA を早
く回したことで後の大きな成果につながっていったのだと思います．せっかく
小さく回るのであれば深掘りをしようということで，一軒一軒を戸別訪問する
ことにしました．ドアをノックして在宅の方に当社の取り組みや考え方をお伝
えするということにしました．

「バスの乗り方が分からない」
ここで耳にしたのは今まで聞いたことのないことでした．それは「バスの乗
り方がわからない」という事実でした．当初，私は信じられない思いで自分に
置き換えて考えてみました．ここにいらっしゃる皆さまも必ず同じ経験をされ
ていると思いますが，東京に行って路線バスに乗る方はいますか？ もっと飛
躍して中国に行って路線バスに乗る方はいますか？ ほとんどいないと思いま
す．
それがこの地元でも考え方として，あるいは感じ方として起こっているとし
たら，本当に分からないと乗らないのだな，じゃあ分かるようにしようという
ことで，バスの乗り方を書き入れたパンフレットを作って一軒一軒回って説明
をしました．この頃は「一軒一軒を回っていて，本当に間に合うのか」という忠
告も受けたりしましたが，「とにかく，どうせ倒れるのなら前のめりに倒れよ
う」と．周知が整うのが早いか，原油高が起こっていてわが社が駄目になるの
が早いか．「それはどちらが早いか競争なんだ」ということでやり続けました．
しかし成果が出始めると，その輪はどんどん広がっていって，あるとき全帯
広市民が十勝バスに訪問してくれるのを待ち望んでいただけるようなレベルに
なりました．私たちは全部を回りきってはいません．でもそうやって通じてい
くのです．
いろんな熱意と行動はある限界点を越えると一気に大きく広がっていく．そ
んなふうに感じています．実はこの限界点を超えると必ずみんな分かってくれ
るというのは，先のシーニックバイウェイと道東道とかち連携協議会のプロ
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モーションの中で感じ取っていました．
500 人，1000 人がいらっしゃるステージで，一人でプロモーションをするの
ですが，最初の頃は失敗の連続です．でもたった一人に熱意が伝わると，それ

ことが分かってバスを利用していただける．
全国の地方都市はどこでも観光振興しようとしていますが，過去は二次交通
が悪いから観光振興ができないのだとずいぶんいわれていました，でもこれを

が扇状に広がって 500 人，1000 人に伝わってみんなが応援してくれて「十勝に
行きたい」という雰囲気になるのを何度も見てきました．
だから必ず伝わると信じて，一軒一軒回っていきました．そうすると，また

見るとそうではない．二次交通はあったのです．あったのだけども，お客さま
の求める情報が提供できていなかったということです．ただそれだけです．こ
れを交通事業者だけではなく観光事業者，自治体，行政と手を組んでいけば絶

不思議な話を聞くのですね．それは何かというと，「家の前の通りにあるバス
停から病院に行けるのか？」
「スーパーにいけるのか？ 銀行にいけるのか？」
行けるに決まっていると思っているのはバス会社．実際のお客さまは分からな
い．もし分からないのだとしたらお伝えすれば乗ってくれるのではないかとい
うことで，作ったのが「目的別時刻表」です．
「あなたの家の前を通っているバ

対に観光振興は成し遂げられるのだと思っています．

スの路線は，先には○○病院，○○スーパー，○○銀行がありますよ．反対側に
はこんなデパートがありますよ．
」そんなことをお伝えしていきました．

バスは目的ではない
そしてお客さまは増えていきました．なぜ増えるのかをとことん追求しまし
たら「バスは目的じゃない」ということに気づいたのですね．
バスは移動のための手段でしかない．なのに，わが社の社員も一所懸命頑張
れば頑張るほど，自分が目的になりたくなる．
「バスはこんなところがいいで
すよ」
「二酸化炭素が少ないですよ」とか，お客さまの優先順位で上位に来る情
報を提供できていなかったのです．お客さまが求めているのは自分の目的を達
成できるのか，ということであって，達成できるのならその手段としてバスを
使ってもいいよ，と選択肢にようやく入ってくるのだということが分かって，
徹底的に目的を提案するための商品を開発しました．それは何も難しいもので

スパイラル状の成果に
次に営業の成果ということで，ここは楽しい雰囲気になりますのでリラック
スして聞いて欲しいのですけれども，こんな取り組みをしまして当社は 40 年
ぶりに利用者を増加させました．
0 . 5％でわずかではありますが，取り組んだのはたかだか 3 年で，3 路線しか
やっていないのです．他の 10 路線以上はまだ手つかずでマイナスでした．でも
その 3 路線のプラスが大きいので，全体を埋め合わせてプラスになりました．
これは路線バスの生活路線だけで，空港連絡バスや都市間高速バスなどを入
れると 4.3％，その翌年も続けていったところ，帯広市の高齢無料パス券制度も
あいまって，非常に利用者を増やすことができました．12 . 4 足す 4 . 3 足す，ここ
はマイナス 3％でしたから 3 . 0 足す，合計約 20 ポイント．5 年，6 年の取り組み
でひっくり返して，15 年前の数字に戻ることができました．
経費の節減は 15 年続けておりましたので，非常に大きな利益を出すことに
つながっていき，今は会社の改革の原資，あるいは意識的な，精神的なプラス
になっていったところでございます．
私はこのことを地方全国のバス会社にお伝えして，お互いが持っている成功

はありません．目的地と路線バスの往復運賃をセットにしたものでありまし
た．
これに取り組んだ結果，これがひとつの商品なのですけども，バスのことを
書き込んでいるのは，このわずか 10 分の 1 ぐらいの面積だけです．その他はこ
の写真の施設の素晴らしさや楽しみ方を書いているのですね．
これで年々お客さまが増えて，今 5000 名を超えるお客さまになりました．観

事例を共有し，スパイラルアップして業界を改革しようと臨んでいきました
が，残念ながら私の力不足でなかなかそれは成しえませんでした．

光のお客さまが路線バスに乗るということは，生活者以外の方が乗っているわ
けですから，バス会社から見ると純増で純利益なのですね．しかもお客さまの

小さいところからはじめて，どんどんそれを大きくするということをドラッ
カーから学んでいきましたので，地元の 2 紙に書いていただきました．快く書
いていただいたうえに，こんなに大きく書いてくれました．これを束ねて，北
海道新聞の本社にもっていくと，「よし，わかった」ということで，すぐに経済
面に書いていただいて，それを見てテレビ局が特集番組を組んでくれて，その
頃ちょうど佐藤等先生も十勝バスの取り組みのことを『実践するドラッカー
【事業編】』の中で書き入れてくれました．

内訳を調べましたら，7 割の 3000 名以上の方が地元以外のお客さまでした．
観光で来ているお客さま，ビジネスで来ているお客さまです．何を言いたい
のかといいますと，先に説明したわれわれは知らない土地に行ったら絶対に路
線バスには乗らないという，固定概念を真っ向から覆した商品なのですね．目
的を提案すれば誰もが知らない土地でも自分の行きたいところへ行けるという

いろんな方にお話を訊いていると，「自分で言ってはだめなんだ」
「誰かに
言ってもらわなきゃだめなんだ」というお話を聞きましたので，マスコミの力
を借りることにしました．戦略的にマスコミに打っていくうえで，まず十勝毎
日新聞社，北海道新聞社の支社に書いてもらいました．
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テレビにも出たということで，北海道新聞さんが一面カラー全面に出すと
いうことで，また，日経ビジネス 4 ページ特集，NHK の全国放送，致知の対談，
再現ドラマ，そして『黄色いバスの奇跡〜十勝バスの再生物語〜』という本に

結果，最終的には先日 7 月 1 日に大臣表彰をいただきまして，表彰のあとに歓
談しているのですが大臣は「十勝バスの大ファンなんだ」とのことでご支援を
いただいているところであります．

なって，皆さまに大変ご支援，ご協力をいただきましたミュージカルの東京公
演が大成功で，北海道は帯広講演では苦労をしましたけど，超満員の立ち見が
出る中でおこなうことができました．結果，路線バス会社の話がなぜミュージ

これはちょっとおまけですけども，つぶれそうだった会社で苦しんでおりま
したけれども，この取り組みによって業務が改善なされてきたときに，地方銀
行さんの一つから「出資したい」と言われました．私は「わが社は何も作ってい

カルになるのだということで，アンビリーバボーに来ていただいて，ゴールデ
ンタイムに 26 分．金額換算で多分，数億円換算でしょう．
しかもアンビリーバボーさんには昼間にも 2，3 回は再放送していただいて，
十億円換算ぐらいまでいっているのではないかと思いますが，そのように地元
の新聞社に書いてもらうことを，地道にひとつひとつつなげるだけで，ここま

ませんし，株価もあがるようなものはありません」と．
「違います．時代は変わりました．これからは考え方にファンドする時代なの
です．金融機関の姿勢を示したいのです．一緒にやりましょう」と声をかけて
いただきまして，この 10 月か 11 月くらいに提携するのではないかと思ってお
ります．

でいけるのだという事例ということで見ていただきたいと思います．

国が動き始める
このようにマスコミが動くと，やはりバス会社が動いてくれて，全国から視
察に来ていただきました．国交省からもお声がかかり説明をさせていただきま
した．するといろんな賞をいただき始めて，ついに国交省が私のお願いしまし
た施策を出していただいて，それによって当社の社員もだんだんと自信がつい
てきたのか，魅力溢れる笑顔の接客ができるようになったり，自発的な活動が
ふえていったりすることによって会社全体が生まれ変わってきたように感じて
おりました．
このような取り組みをずっと続けてきましたことを昨年の初め，太田大臣は
やっぱり見ていてくれました．しっかりやっていれば必ず誰かが見てくれるだ
と思うわけですけど，見ていてくれまして，公式ブログの中で「十勝バスの取
り組みについて本を読んだ．素晴らしい．国土交通省も承った．なおいっそう
やれよ．
」とのコメントをいただきました．
その結果，国全体が動き始めまして，去年の 11 月に法律を作る議員連盟か
ら，地方でこの法律を機能させるためにはどんなことが必要ですか，と訊かれ
ましたので，こんなことだとお願いするとそれを盛り込んでくれたり，地方創
生フォーラムのモデル事業になりましたり，国土交通省が出している交通政策
白書，これは閣議決定するものでして，その中で十勝バスの取り組みが個別に
掲載されました．
そして法律が変わって，大臣がいわれて，交通政策白書も掲載されると，い
よいよご当地の帯広市もやはり「やりましょう」ということで，組織を変えて
くれました．このようなことで一つの小さな成果から，一軒一軒回ったことか
ら出発ですから，不安を解消したことが出発ですけども，それをしっかりと戦
略をもって動けばいろんなものが動いていくと考えています．

知識は行動して成果になる
あらためて実践したことを復習しますと「非顧客に顧客でない理由を訊い
た」
「小さく行動を開始した」
「バスは移動の手段であって目的ではない」
「知識
は行動して初めて成果となる」
．私はこの 4 番目が一番重要だと考えています．
どんなに素晴らしい知識を持っていても，今日のドラッカーの学びの中でも
そうだと思いますが，皆さま素晴らしいことを学んでいるのだと思いますが，
行動しなければ絶対に成果に結びつかないのですね．
ですから必ずひとつでいいので行動していただきたいと思います．それはい
い結果ではないかもしれません．でも，いい結果ではなくても分析をすればう
まくいくエッセンスは見つけられるのだと思います．行動して成果を出してい
ただきたいと思います．
そしてやはり，私が瀬戸篤先生に教えていただいた「何も買わなくても，何
も揃えなくても成果を出していけるのだ」ということです．強みを組み直して，
市場を創造し，顧客を創造していくイノベーションをやれたと思っています．
「マネジメントとはなにか，成果を上げることの実践であり，その本質は知る
ことではなく行うことにある」
「その評価は理論ではなく成果によって定めら
れる」
「主役は成果である」とドラッカーが言われているように，一連の流れを
見ると，本当にそのとおりなのだなと思います．今あらためて再認識しました
ので明日からもこのマネジメントとは何かを頭に入れて動いていきたいと思っ
ています．そして今，継続学習ということで，私は今も学びにたくさんの時間
を配しています．今でもいろいろなところに勉強に行っています．
最近ではエクスマの藤村正宏先生のところに行ってマーケティングの本質
について教えていただいているところであります．ではなぜ今もなお，学びの
時間を配しているかといいますと，どんどん学びを深めてコアを見にいくと原
理原則が見えてくるのですが，この原理原則というのは全てが表裏一体でつな
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がっているものであると感じます．
A から見てよくないことも B から見るとよいこともあります．B から見て悪
いことも A から見るとよいこともあります．いわゆる登山に例えると登り口は

ところであります．バス会社は地元から離れられないとずっと思っていました
が，北海道全域にわが社のノウハウが広がっていくということは，もっと遠く
まで行けるのだろうと思い，高野社長とふたりで海外にセールスして歩いてい

無数にありますけど，その頂上はひとつなんだ，登っていけば分かるんだ．
ということで．人間にたとえると 100 人 100 通りなのだろうなと．ここを理
解するまでにずいぶん時間がかかりましたが，やはり 100 人は 100 通り．それ

るところでございます．

ぞれが個性的で素晴らしいものを持っているのだなと感じます．
だからその方々に自分のやりたいことを伝えるためには，その人に合った言
い方をしなければ絶対に伝わらないのですね．自分の考えだけを押し付けてい
るだけでは絶対に伝わりません．相手の考え方に合わせて伝えていくことが必
要で，そのためにはたくさんの登り口を知るためにたくさんの学びの場に出て
行かなければならないのだと思います．
全ての学びは表裏一体で全てのことを教えてくれるのだと思います．ただ
し，その登り口はいろいろあります．勉強会がいろいろあるように，どの勉強
会でもいいのです．自分に合った勉強会を見つければいい．でも伝える側に立
つときには全ての勉強会を知っておいたほうがいいのではないかと思っていま
す．いつまでも学び続ける必要性はここだと考えています．

原理原則の中心にあること
「成果を上げることを教わることはできない」
「成果を上げるスキルを学び身
につける」
「習慣になるまで継続学習により学び身につける」
「このスキルを目
の前の現実に適用して実践する」とドラッカーが言うように，私もまた新たに
目の前の課題に適用し，実践しようとしています．
二次交通活性化推進協議会ということで，今までバス会社同士，タクシー会
社とバス会社は犬猿の仲でしたが，この犬猿の仲同士が連携して地域を豊かに
する価値を創造しなければこの人口減少の時代に地方創生は成しえていけない
というように思いまして，バス会社，タクシー会社の一社一社にこのことを強
くお願いをして，了解をもらって協議会を立ち上げました．実際に当社の日帰
り路線バスパックを導入していただいて，どの会社も利用者が増えている状況
に入ってきているところでございます．
さらにそのノウハウを北海道大学と IT 開発会社の高野社長と組んでアプリ
ケーションを開発しました．これは既存のアプリケーションとは全く違うお客
さま本位のスタイルのアプリケーションでして，ひがし北海道のバス会社全社
に納めたところでございます．
このあと北海道全域に展開して，また道庁がここに外国語表記にするための
予算をつけてくれました．ゆくゆくは日本国内全域に広げていきたいと思って
いますが今の私の夢は海外にこれを進出させたいと思って夢を追いかけている

人格尊重主義へ
最後に，私は人が大好きです．大学時代は結構勝手な男であまり人のことを
振り返ったりしなかったのですけど，今は人が大好きです．人のことを振り返
らなかったことが実は十勝バスでいろいろと大きな問題を引き起こしてしまっ
たのですが，こういう学びを通して人が好きになりました．
その理由を述べさせていただきたいと思います．
すべてのことのコアにある原理原則には共通項があるのだと思います．どこ
かを見るかによって見え方，輝き方が違うと思うのです．これは人間そのもの
なのだろうなと思って感じています．人間のコアには何があるのだろうと考え
たときに「愛」と「誇り」
．この二つじゃないかと今強く思っています．
十勝バスの社員を「愛」することによって復活の足元に来ることができまし
た．今は何とか「誇り」を取り戻させてあげたいと思って，いろんな取り組みを
しています．この「愛」と「誇り」は誰でも強みと弱みがあるのと同じように，
あるからこそ個性や価値があるのだと思っていまして，つまりここにいらっ
しゃる全員一人ひとりが必ず大きなチャンスを持っているのだと思います．
私は佐藤等先生，瀬戸篤先生に教えていただいてチャンスを掴みかけて，も
う少しがんばろうと思っていますけれども，皆さま誰もがリーダーになれて成
果が上げられるのだと．人の根本にあるコアは一緒です．皆さまもぜひ成果を
上げるために行動していただきたいと思っています．
私は人的結合主義でありましたけど人格尊重主義に変わってきたと感じてい
ます．それはなぜかというと，幾度も幾度も倒れそうになりましたし，不可能
にも挑戦してきましたし，壁に当たって苦しんできました．それを乗り越えさ
せてくれたのは学びの仲間です．
ナレッジの仲間です．もう本当にどん底にいたときに「大丈夫，大丈夫，頑張
れ，頑張れ」といってくれたからこそ，今につながっているのだと私は思って
います．仲間だからこそ体験，知識，共感を共有できて，応援あるいはいろんな
アドバイス，意見につながっていく，ときには厳しいお叱りにつながっていく
のだと思います．継続学習をしてきたからこそ，今回いろんな仲間に出会えて
ご縁がいただけたのだと思っています．
そしてこの仲間との出会いが，実は私の継続学習での実践の成果だと思って
います．今日，素晴らしい仲間がこの場にたくさんそろっていますので，横に
いらっしゃる方，前にいらっしゃる方，後ろにいらっしゃる方と何かひとつ信
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じ合って，行動すれば必ず大きな成果につながっていくと思います．
でも出だしは小さくて構わないと思います．小さな成果からモチベーション
を少しずつ上げていって大きな成果につなげていっていただきたいと思いま
す．
【略歴】 昭和 38 年帯広市生まれ．函館ラ・サール高校，小樽商科大学を卒業後，国土計
画（現・西武ホールディングス）に入社，企画宣伝に携わる．平成 10 年，父の文
彦氏が経営する十勝バスに入社，平成 15 年に社長就任．帯広商工会議所副会頭，
帯広観光コンベンション協会副会長，北海道バス協会理事，十勝地区バス協会会
長．シーニックバイウェイ「トカプチ雄大空間」代表，道東道とかち連携協議会
会長など公職多数．

活動報告
Our Annual Activities
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研究グループの紹介

研究グループの紹介
Study Groups

◎仙台 SG ドラッカー仙台研究グループ（2007 年〜）

◎新潟 SG ドラッカー読書会新潟（2016 年〜）
平成 28 年 6 月に発足したばかりです．12

本研究グループは，
「ドラッカー仙台読書

『華やかな舞台から被災地支援，そして全国

会の開催」という場づくりを中心に活動して

の子供たちのために〜元タカラジェンヌだか

います．

らできること〜』と題してご講演をいただき

ドラッカー仙台読書会は，
「個人それぞれ

ました．7 月には本会会員でもある井手聡太

ドラッカー思想の普遍性を信じて学び続け，

るドラッカー思想を真摯に学び，実践するこ

そして私達の読書会のささやかな活動が少しず

とを通して自己成長することを目的としてい

つ新潟地域に拡がっていくことも期待します．

ます．そして，その学びの活動が自己の周囲

主宰者：瀬賀孝子

に小さな風をおこすよう努めます．ドラッ

◎東京 SG ドラッカー「マネジメント」研究会（2008 年〜）
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

郎様に『人口減少期の経営〜介護離職の増加

所 属： アーステミア有限会社 代表取締

からの行動を変えるためのトリガーを与える

というすでに起こった未来〜』と題してご講

役，ドラッカー学会理事

場であり続ける．
」ことを目的としています．

演をいただきました．

の目的を持って集まった人々に，自身の明日

在進行形の いい会社

や いい組織

の実

践事例からも学ぶ場としています．

活動予定
昨年度に引続き，読書会を中心として適時
講演会等を開催していく予定です．

活動概要
本グループでは，原則として毎月一回，仙
台市内の会議室を利用してドラッカーの著作
を使った読書会を開催しています．
この 1 年間では累計 73 人のご参加をいた

読書会は，参加者個々の成果にもこだわっ
て実行をサポートするような形で進める予定
です．
活動予定のお知らせ等は随時ブログに掲載
しております．
（http：//drucker-toc.com）

る経営改善とものづくり改革，IT

主宰者：桂 利治

集 5 イノベーションと企業家精神』
，
『ドラ

合同会社桂利治コンサルタント事務所代

ッカー名著集 1 経営者の条件』でした．関連

表．ゴールドラットスクール認定トレーナー

書籍として，西條剛央著『チームの力』
，岩

（CCPM，SDBR，MTBasic）
，技術士（建設・

・ 伊藤年一（伊藤 IT 経営研究所 所長）
・ 市川充（アミュレット（株）代表取締役）
・ 北村和敏（日本経営倫理士協会常務理事）
・ 長島基（公認内部監査人（CIA）
）
・ 和田憲一郎（
（株）日本電動化研究所代
表取締役）
・ 奈良間英樹（
（株）
Social Vitamin 代表取
締役）

有効活用に関する助言・指導およ

・ 高橋磨（IT コーディネータ，防災士）

び人材育成について支援活動を行

・ 一丸浩一郎（
（株）マーケティングアン

っている．
・CIO
（最高情報責任者）養成講座
（日経BP社）講師

ドアイ代表取締役）
・ 渡邉明男（富士ゼロックスシステムサー
ビス（株）
）

・日経記事に学ぶドラッカー「マーケ

・ 川澄佳美（特定社会保険労務士，AFP）

ティングとイノベーション」実践活

・ 行本憲治（公認会計士）
・山内治友（社会

用法（日経ビジネススクール）講師

だきました．使用した本は，
『ドラッカー名
著集 4 非営利組織の経営』
，
『ドラッカー名著

職 業： 経営・ものづくり・ITアドバイザー
1992 年より大手・中堅企業に対す

ドラッカーの著作を中心にしながらも，現

カー思想が過去の歴史になってはいけない !!

名でスタートしました．厳しい思想といわれ

一般社団法人 change 代表の妃乃あんじ様に

活動趣旨
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・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，韓国，

崎夏海著『もし高校野球の女子マネージャー

総合技術監理部門）
，労働安全コンサルタン

中国，台湾で翻訳されている．
）

がドラッカーの『イノベーションと企業家精

ト（土木）
．ゼネコン勤務を経てプロジェク

「教えてドラッカー 働く私は IT で

神』を読んだら』も取り上げました．

ト・マネジメント支援事業を開始．その後，

どこまで伸びるの？」
（日経 BP 社）

福祉士）
・ 和田一男（
（株）ブレインパートナー代
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
ジメント」について，互いに学び合い成果

実践事例の観察のため，講演会や企業見学

TOC
（制約理論）とドラッカーを学び， 制

「ドラッカーの実践!! MOT
（技術経

をまとめること，MSC
（マネジメント・ス

会等も開催しました．2 月には浜松の都田建

約 を強みとして活かすコンサルティングを

営）リーダーのマネジメントスキル

コアカード）の研究と普及に関する活動お

設株式会社様を訪問しました．3 月にはドキ

展開．手法に頼る経営の限界を知り，人がい

アップとテンプレート集」
（共著・監

よび，ドラッカー学会の会員の増強に資す

ュメンタリー映画『大地の花咲き』で，有限

きいきと働く いい会社 作りのサポートを

修，新技術開発センター）など多数．

る活動について，自ら率先して活動を行う

会社佐々木ファーム様の事例を見ました．5

開始．

月には被災地の子供たちの支援を続けてきた

3 . 運営委員：当研究会の主な運営委員（総合
運営委員，総合企画委員）は以下のとおり．

ことを目的としています．
5 -Ⅰ. 研究会活動の概要

344

活動報告

研究会全体は，約 65 名のメンバーで構成
されており，奇数月に開催する研究会（毎
回 2 名の発表と全員討議）
・読書会（6 名の

研究グループの紹介

茂，渡邉明男）
※両分科会の成果物「」は，ドラッカー学
会 HP にて公開している．

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

テーブルマスターが各 5 名〜 6 名のグルー

5-Ⅲ. MSC実績研究部会を2016年度より開催

プをつくり並行して行う）と，1 年〜 2 年

ドラッカー「マネジメント」の実践に活用

〈第 7 回；2009 年 1 月 20 日〉

で特定のテーマの研究成果を共同でまと

できる MSC とその実践事例の研究と年 3

・「自己実現理論（マズロー）とマネジメ

める分科会（偶数月に開催）
，マネジメン

回の発表の場を開催している．現在，4 つ

ト・スコアカード（MSC）の研究と事例発

のプロジェクトが進んでおり発表の場に

表の場として MSC 実践研究部会（年 3 回）
があります．

おいて互いに議論し研鑽を深めている．
5-Ⅳ. 研究会の発表成果

・「リーダーシップは育てられる」升岡 勝友

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
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・「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

活動報告と発表内容については，一部を除

〈第 2 回；2008 年 3 月 18 日〉

いてドラッカー学会 HP に掲載している．

・「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〉

・「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

・「研究組織における成果創出のメカニズ

5 -Ⅱ. 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
成果報告（リーダー；根本雅章，サブ；
丸山有彦）

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

〈第 9 回；2009 年 5 月 19 日〉
・「セルフマネジメントとホスピタリテ

・「成果をあげるエクゼクティブを目指し
て」梅田 友隆
・「法律実務におけるマネジメント」坂田
真吾
・「グーグルは 21 世紀のドラッカーマネジ
メント実践者たり得るか」伊藤 年一
〈第 4 回；2008 年 7 月 15 日〉

活動成果報告（リーダー；長島基，サブ；

の仕組み』…ドラッカーの観点から」丸

・「組織の社会的責任」分科会活動成果報

んだこと」仙石 通秦

・「成果主義とモティベーション」宗 初末

・「戦後日本の経営における『変化のため

陣野壮太郎）

ー」小野 雅子
・「わが社の経営理念・ドラッカーから学

〈第 3 回；2008 年 5 月 20 日〉

・「マネジメント・スコアカード」分科会

〈第三期分科会活動（2012-2013 年度）
〉

任とは何か」上野 周雄

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

ィ」三石 昌夫
・「ドラッカー経営論と日本型経営」西島
政信
・「目標と成果」
（分科会報告概要）宗 初末，
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〉

告（リーダー；北村和敏，サブ；奈良間

〈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

英樹，伊藤年一）

・「ドラッカーとヴェーバー−プロテスタ

・「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）
」

※本分科会の成果物は，ドラッカー学会
HP にて公開している．
〈第四期分科会活動（2014年度〜 2015年度）
〉
・「少子高齢社会」分科会（リーダー；奈
良間英樹，サブ；山田博彰，岡崎宏昭，
川澄佳美）
・「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

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
『マーケティング』と『マネジメント』
」
後藤 辰夫

になりうるか」陣野 壮太郎
・「情報が仕事を変える（新情報革命）
」北
村 和敏
・「ドラッカーとマネジメント」上田 惇生
〈第 12 回；2009 年 11 月 17 日〉

・「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

〈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

・「ラグビースタイルマネジメント」根本

場リーダー」高部 茂

奥 晴美
〈第 20 回；2011 年 5 月 17 日〉
・「ドラッカーの遺言（The Last Words）
から学ぶこと」小海 司
・「ドラッカー先生に学ぶ『日本の未来』
」
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
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・「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」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 ISO26000」北村 和敏
・「ドラッカー流ワークシートの作成と実践」
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」
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」
奈良間 英樹
〈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」中村 正孝
・「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〉
・「後半戦に向けて 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 28 回；2012 年 11 月 20 日〉
・「プロジェクトとマネジメントを考え
る」上野 周雄
・「瀕死の赤字路線を再生させたイーグル
バスの状況への挑戦！」大林 茂樹
〈第 29 回；2013 年 1 月 16 日〉
・「私の経営とドラッカー『経営者の条
件』
」小海 司
〈第 30 回；2013 年 3 月 12 日〉
☆
「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」
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：STEP BY STEP 法」高部 茂
・「ドラッカーに学ぶ成果主義とモチベー
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？ 〜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
〈第 34 回；2013 年 11 月 12 日〉
☆
「成功するプロジェクトマネジメント」
和田憲一郎
☆
「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
〈第 35 回；2014 年 1 月 11 日〉
☆
「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
の窓から明日を考える研究会と共催〉
・「ドラッカーにとってのMSC
（マネジメ
ント・スコアカード）とは何だったのか」
藤島秀記

〈第 38 回；2014 年 7 月 15 日〉
☆
「青年起業家たちの熱闘模様を語る」行
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☆
「マネジメント・スコアカード（MSC）
について」森岡謙仁
☆
「会社は誰のためにあるか；新しい企業

本憲治
☆
「ドラッカーとリーダーシップ 3 . 0」上野

価値の探求」藤島秀記
〈第 47 回；2016 年 1 月 12 日〉

周雄
〈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
☆
「ドラッカーのメアリー・パーカー・フォ
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

☆
「少子高齢社会」分科会成果報告 奈良間
英樹
☆
「商品開発とベンチャービジネス」分科
会成果報告 高部茂
〈第 48 回；2016 年 3 月 8 日〉
☆
「ミドルマネジメントの育成〜会社の風
土を形成する〜」佐久間章友
☆
「ドラッカーさんが教えてくれた 業務マ
ニュアルの作り方」阿部美穂
〈第 49 回；2016 年 5 月 10 日〉
☆
「働き方改革とドラッカー」井出聡太郎
☆
「人財育成のためのマネジメント」岡崎
宏昭
〈第 50 回；2016 年 7 月 6 日〉
☆
「もし，非営利組織のメンバーがもしド

見智和
☆
「典座教訓とドラッカーの組織マネジメ

ラを読んだら」渡邉明男

ント」山田博彰
〈第 43 回；2015 年 5 月 12 日〉
☆
「変わりゆく経営とマネジメントの未来」

※☆印は，ドラッカー学会 HP で公開して
います．

和田一男
☆
「魚介類養殖に関する話」谷口雄二郎

6 . 研究会風景

〈第 44 回；2015 年 7 月 14 日〉
☆
「ISO9001の発展とドラッカー」森田裕之
☆
「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
〈第 46 回；2015 年 11 月 10 日〉

☆
「
『マネジメント・スコアカード』が目指
す経営」森岡謙仁

◎関東 SG 英語でドラッカーを学ぶ会（2007 年〜）

〈第 37 回；2014 年 5 月 13 日〉
☆
「意思決定の瞬間」一丸浩一郎
☆
「なぜ『立ち話』が自死 0 を実現するため

1 . 主宰者プロフィール
上野 周雄

業務監査
2 . 出席者延べ人数

のプロジェクトにつながったのか」森川

勤務先：株式会社エイジア（監査役）

直近一年の延べ人数：81 名（2015 年 9 月

すいめい

専門分野：IT，マネジメント，企業統治，

〜 2016 年 8 月，12 回開催）
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幅広く学んでいきたいと考えています．

開始時からの延べ人数：972 名（2007 年 3

し参加者を増やし，限られた時間内に全員

月〜 2016 年 8 月，99 回開催）

が発言するのに適当な人数の十数名ほどま

なお来年3月には，当SGをスタートして

でに増やしたいと考えています．出席者は

満10年になります．満10年を記念し，また

阿部 美穂，市川 充，一丸 浩一郎，

2007年当初からの継続者もいますが，少し

新たな10年のスタートを祝してドラッカー

上野 鈴江，落藤 伸夫，小野木 之隆，

ずつ入れ替わり，総会・講演会の発表で当

川澄 佳美，斉藤 勝義，中野 羊彦，

SGを知り出席するようになった会員や名古

中林 秀之，野上 公秀，林 正，福山 穣，

屋からの参加者もおります．

3 . 出席者名（直近 1 年間）

山内 治友，上野 周雄

2013年11月からテキストを『明日を支配
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学会員だけでなく広く多くの方々に参加し
て頂けるイベントを開催しますので，是非
ご参加ください．

◎関東 SG ドラッカー・サロン（2011 年〜）
1 . 主宰者プロフィール

学会設立時の 2005 年 11 月から毎月行われ

4 . 研究グループの主たる関心

するもの』の原著Management Challenges for the

上野 周雄

ていた推進会議がルーツです．毎月一回の

・ドラッカーを英語で学ぶことにより，翻訳

21st Centuryの Management’s New Paradigms

勤務先：株式会社エイジア（監査役）

推進会議はドラッカー学会の運営に関す

専門分野：IT，マネジメント，企業統治，

る会議の場でしたが，会議の後半は徐々に

業務監査

上田 惇生前代表（現学術顧問）のお話を聴

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 . この一年の活動

「マネジメントの常識が変わる」の章他に替
えましたが，今年3月から再度『ドラッカー
365の金言』の原著であるThe Daily Drucker
をテキストとして最初から学ぶことにしま

2 . 出席者延べ人数（直近 1 年間）
33 名（2015 年 9 月〜 2016 年 8 月 7 回開催）
3 . 出席者名（直近 1 年間）

『明日を支配するもの』の原著 Manage-

した．理由は，The Daily Druckerがドラッカ

ment Challenges for the 21st Century をテキ

ーのほぼ全著書を網羅しており，ドラッカ

井出 聡太朗，遠座 俊明，北村和敏，

ストに半年間使いましたが，目的の章を終

ーの幅広い知見や洞察を学ぶことができる

中島 信，中野 羊彦，八谷 俊雄，

えましたので，検討の結果再度テキストを

と考えたからです．

山内 治友，和田 憲一郎，上野 周雄
4 . ドラッカー・サロンの主たる関心

き，また著書・訳書の Q&A や意見交換行
うようになりました．毎回，会議後のイタ
リアンとワインの食事会でも話が継続し
て，このスタイルが定着してきました．
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

The Daily Druckerに替え，最初から毎回二日

英語の読書会と考える方もいるかも知れ

分ずつを各回の半分の時間で翻訳，残りの

ませんが，参加者が順番にテキストを翻訳

多様な出席者による意見交換から，個々

ト研究所の会議室に会場を移し再開しま

半分を関連事項の深読みや参加者の議論の

し，翻訳した範囲の興味のあるテーマにつ

の参加者がドラッカーマネジメントとその

した．2014 年 4 月からは，上野が事務局

時間に使い，お互いの知見を深めています．

いて，深読みや議論をする形態をとってい

思想の理解を深め，実践力を養うこととと

を辞めたこと，推進会議時代からの司会・

ます．これにより翻訳の背景にある幅広い

もに，ドラッカーが生きていたらなんと言

進行役を上野が務めていたことから，主宰

このSGは，原著の言語である英語を通

知識を得ることができます．また原著を少

うだろうか，ということを考えてみたい．

者をドラッカー学会から上野に替え，会場

してドラッカーを学びたいという会員有志

しずつ丁寧に読み下す翻訳の段階で，使わ

サロンでは気軽にテーマについて議論を

によって，当学会元理事（学術顧問）の小林

れた単語や何故その単語だけイタリック体

することを目的としていますので，成果物

薫先生に指導をお願いして2007年3月から

なのか等，その表現の解釈をめぐり議論を

や研究資料の作成は目的にしていません．

る渋谷の会議室に移し，毎月一回開催をし

スタートしました．現在は，小林薫先生は

することも多々ありますが，その作業によ

発言をすることにより自身の考え方が整理

ていましたが，メンバーの仕事の都合で開

勉強会には来られませんが，ダイヤモンド

り一層ドラッカーの本質に迫ることが出来

できますので，自由な発言の中からドラッ

催日に会場の都合のつかないこともあり，

社時代に当初からドラッカー博士とのお付

ると考えています．

カーの学びを得て頂きたいと考えています．

2016 年 4 月をもって，ドラッカー・サロン

6 . 当研究グループ（SG）について

き合いの長い斉藤勝義氏（ドラッカーフォ

参加者は，原則ドラッカー学会員で，継

5. 直近一年の主なテーマ

も転々としました．
今年四月までは，参加メンバーが所属す

は閉会と考えていましたが，止めないで欲

以前は，ドラッカーに関するキーワー

しいとの要望から，不定期ながら継続をし

問いません．開催は，平日19時からとし，

ドをテーマに意見交換を行いました．最近

たいと考えております．現在は新たな会場

書（
『未来への決断』他）の翻訳をご一緒に

仕事帰りの空腹では辛いので軽食を用意し

は，毎月その直近に起きた事件や時節の話

を探すとともに，一時休業状態となってお

された林正氏も参加されており，様々なア

ています．参加費は1,000円で，軽食代，会

題などに関連するテーマを決めて議論を

りますが，以前の常連参加者の皆さんと相

ドバイスを頂いております．

場代，資料コピー代と共に，ゲストをお招

してきました．

談して，新たな会場で再開したいと考えて

ーラムに「人間：ドラッカー博士の思い出」

続参加が可能な方であれば，英語の能力は

を連載中）
，上田惇生先生とドラッカーの著

毎月 1 回／年 12 回開催し，今年 8 月ま

きした際の交通費に充当しています．今迄

主なテーマは，台湾企業による S 社買収

います． 当サロンは，テーマから脱線し

での通算開催回数は99回，延べ972名（ゲ

に米国から2名他，当学会前代表（現学術顧

の話題や，T 社の粉飾決算の問題などです．

ても参加者にとって有益な議論は大歓迎，

スト・講師を含む）が出席しました．直近

問）上田惇生先生もゲストとしてお招きし

一年の月毎の参加者数は平均7名，もう少

ましたが，今後も多彩なゲストをお招きし，

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

常日頃から疑問に思っていることや，他の
人の意見を聞いてみたいこと等，ドラッカ
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また，メンバーによっては，この 2 つの研究

ーに関することなら何でも，ビールやワイ

再開の際は，HP や Facebook を通して

（MSC）について研究している．
「マネジメン

ンと軽食をとりながらの，ユニークな会で

ご案内しますので是非ご参加ください．宜

ト・スコアカード」とは，企業が「事業の定

会に相互に出席し，交流を図っている．

す．

しくお願いいたします．

義」と「事業の目標」を明確化し，その目標

以上，
「ドラッカーの窓から明日を考える研

を 8 つの最重要課題（企業の目標）に分類し

究会」の活動を紹介した．これを見ても分か

たものである．組織の成員は，全員がこれを

るとおり，ドラッカーを学び，ドラッカーの

もとに目標を共有し，
実行することができる．

目で現代社会の課題解決を考えたい人にとっ

ドラッカーが実際にコンサルティングで活用

ては，非常に有効な研究会と考える．

◎東京 SG ドラッカーの窓から明日を考える研究会（2007 年〜）
1 . 研究会概要
当研究会は，毎月第2土曜日（原則）13：00
〜 16：00に，藤島秀記理事と中野羊彦幹事
を中心に 15 名ほどで活動している研究会で
ある．
次のようなことを目的に活動している．
「現在から将来にかけて重要な意味を持
つであろう社会的な問題に焦点を合わ
せ，ドラッカーの視点と思想（ドラッカ
ーの窓）から，
分析，
討論，
まとめを行う．
」
具体的には，
「ドラッカーの現代社会に対
する考え方」を学ぶために，読書会を実施す
るとともに，現代社会に関する発表や議論を
実施している．また，テーマによっては，他
の研究会との共同研究も行っている．
以下，読書会・討議の内容，共同研究の内
容について紹介する．
2 . 読書会・討議の内容
活動時間は 1 回あたり 3 時間である．これ
を前半・後半に分けて内容を変えている．
（1）2015 年度の活動
前半…
「企業とは何か」の読書会（講師：
井坂康志理事・花松甲貴理事）
後半…各メンバーやゲストによるトピッ
クスの発表や討議
（2）2016 年度の活動
前半…
「 すでに起こった未来 」の読書会
（メンバーの輪番制による発表）
後半…読書会の各章のテーマに関連付け
た，現代の社会に関する討議
①前半の読書会の内容は次の通り（
「すでに
起こった未来」の研究）
（4 月〜 7 月までは実績，9 月以降は予定）

部
1部 アメリカ
の経験

章
担当
第1章 アメリカの特性
は政治にあり
上野
第 2 章 アメリカ政治の
経済的基盤
第 3 章 利益の幻想
田中

2部 社会にお
第 4 章 シュンペーター
ける経済学
とケインズ
藤島
花松
第5章 ケインズー魔法
のシステムとしての経済学
3部 マネジメ
ントの社会的機
能
4部 社会的機
関としての企業
5部 仕事・道
具・社会

発表月
2016年6月
2016年7月
2016年9月

第 6 章 マネジメントの
役割

江成
花松

2016 年10
月

第 7章 企業倫理とは
何か
第 8 章 技術と科学

北村
中野

2016 年11
月

中島
井上

2016 年12
月

小原

2017年1月

藤島
井坂

2017年2月

井坂
斎木

2017年3月

中野

2016年4月

中野

2016年5月

第 9 章 古代の技術革
命に学ぶ
第10 章 情報とコミュ
6部 情報社会
ニケーション

7 部 社会およ
第11章 日本画に見る
び文明としての
日本
日本
第12 章 もう1人のキル
ケゴール
8部 社会を超
終章 ある社 問題
えて
意識
会生態学者
の回想
方法論

②後半の討議内容は次の通り（読書会のテー
マに併せて実施）
月

読書会の内容

討議内容

自由で機能する社会とは何か
終章 ある社会生態学者
4月
自由で機能する社会をどのように
の回想
（問題意識）
作るか
現代日本にどのような変化が
終章 ある社会生態学者
5月
起きているか
の回想 （方法論）
これをどのように活かすか
第1章 アメリカの特性は
政治にあり
現代のアメリカでどのような変
6月
第 2 章 アメリカ政 治の 化が起きているか
経済的基盤
利益をめぐるドラッカーの考
第 3 章 利益の幻想
え方を考察
7月 特別発表
ゲスト：立命館大学名誉教授 坂本和一氏
「ドラッカー
『断絶の時代』で読み解く21世紀地球社会論」

2. 共同研究の内容
当研究会では，ドラッカーマネジメント研
究会と共同で，マネジメントスコアカード

していたのを，当研究会の藤島秀記氏が見出
し，ドラッカーマネジメント研究会の森岡謙
仁氏と共同で研究した．これに当研究会のメ
ンバーやマネジメント研究会のメンバーが何
人か加わり，2014 年，2015 年と続けて「ド
ラッカーの小さな学校」で公開講座を行っ
た．2016 年も 10 月に実施を予定している．

ゲストスピーカー坂本名誉教授を囲んで
（今年 7 月研究会より）

◎東京 SG ドラッカー・マネジメント＆イノベーション研究会（2014 年〜）
2012 年から活動を開始し，2016 年 10 月で

われない創造的チャレンジをもって新しい成

35 回目の開催となったわがドラッカー・マ

果を創出し，新たな知見を得ていくことがド

ネジメント＆イノベーション研究会では，マ

ラッカー理論の本質であることをふまえ，机

ネジメントとイノベーションというドラッカ

上論，概念論にとどまらずにマネジメント＆

ー理論の両輪をなす領域に対する実践面から

イノベーションを「実践」してきているメン

の学びを深めるため，
メンバーのほぼ全員を，

バーの知見を武器に，最新のケーススタディ

国内外の企業のトップや事業家，事業・部門

や理論を題材にしながら徹底分析とディスカ

責任者などの要職に就いている実務家，お

ッションを通じてドラッカー理論・主要イノ

よび経営の実態をよく知る専門家（学術研究

ベーション理論の本質を追求していく，とい

者・コンサルタントなど）で構成し，活発な

うスタイルで研究活動を行なっています．

研究活動を推進しています．

また，2016 年 9 月現在，研究会を出自と

さらには，難易度が高いといわれる「技術

する新たな事業も創出し，首都圏〜東海地方

を基盤としたイノベーション」の可能性を高

を中心に展開するなど，起業にもチャレンジ

める研究も行なうため，世界的に事業戦略

し，一定の成果を収めつつあります．

コンセプトとなりつつあるIoT
（Internet of

企業経営者，起業家，事業責任者，研究開

Things）やCPS
（Cyber Physical System）
，そ

発プロジェクト責任者など，マネジメント＆

の中核技術となるAI
（Artiﬁcial Intelligence）

イノベーションを責任をもって実践する立場

をブレイクスルーさせたDeep Learningや
Data Analytics，Sensor Network等々のテク

にある方の参加を歓迎します．
（原則として毎月第一木曜日に開催しています）

ノロジー，および知的財産戦略に精通する研
究者や技術者の経験を有する理工学系の出身

代表者：

者を中心メンバーとしています．

株式会社ジェイ・ティー・マネジメント

実践と成果，すなわち過去のやり方にとら

代表取締役社長 田中 純（たなかきよし）
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◎東京 SG 渋沢ドラッカー研究会（2013 年〜）
主催者：勝俣浩，井坂康志
［趣旨］
私たちの顧客は働く知識労働者です．知識
労働者は現実の職場では多忙で，疲れていま

【活動実績】
［主な活動］

公務員，編集者，人材育成専門家，ネット物

○ 4 月 23 日（土）

流企業，葬祭業，大学教授，宗教団体，印刷

渋ドラ「春の祭典」
（35 名参加）

会社などなど背景が違うことで，議論が豊か

主催：渋沢ドラッカー研究会／株式会社富士

で奥行き深く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

通ラーニングメディア／明治大学サー
ビス創新研究所

す．その疲れを少しでも和らげ，考えるため

なく，登録会員は 120 名ほど．終了後はささ

時間：13 時〜 17 時

の心のゆとりを取り戻してもらう場所（
「知

やかな懇親会（ビター（渋）
・カフェ）も行わ

場所：CO☆PIT
（富士通ラーニングメディア）

の天然温泉 &BBQ」と呼んでいます）を提供

れています．

するのが渋沢ドラッカー研究会のミッション

渋沢ドラッカー研究会は，個の力を見つめ

東京都港区港南 2 - 15 - 2 品川インター
シティ B 棟 10 階

なおし，自由な活動を通してどうエネルギー

プロデューサー：和田一男氏，小林広治氏

公開研究会は 3 か月に一回，主として会員

を解放できるかをいつも考えています．ビジ

○5月7日

の企業の施設をお借りして行っています．各

ネス社会でのストレスから解放されて，自分

王子・渋沢邸ツアー
（5 名参加）

会ごとにプロデューサーを決め，プログラム

が個としての自分であることを再確認しても

内容等はすべてプロデューサーに一任しつつ

らえる場でありたい．ですから，渋沢ドラッ

も，報告内容に対して自由に発言できる雰囲

カー研究会の成果はたった一つです．学びの

気づくりを心がけています．これまでは，小

回路をオープンにしてもらうこと，それだけ

林広治氏，飯田利男氏がプロデューサーを務

です．

です．

め，
見事な場づくりに貢献して下さいました．
参加は無料ですが，飲み物などの持ち寄り
をお願いしています．参加者の声はアンケー

なっていることだけです．

王子・渋沢邸の前で．

探してみる」
プロデューサー：飯田利男氏

ンプル・フィードバック」の技法（52名参加）
場所：東京都千代田区神田駿河台 1 -1

す．

のだろう？」という方も，気軽にお声かけく

○ 5 月 21 日

ださい．お待ちしています．

明治大学にてドラッカー学会第 11 回 総会
& 懇親会運営

翻訳し，
「分身」とされる上田惇生先生が推

○ 8 月 20 日

今年の 8 月には定例研究会に加え，拡大研

薦してくださっています．
「ドラッカーの高

渋ドラ「真夏の夜の夢」
（56 名参加）

究会が開かれました．場所は豊洲のアーバン

質な思想をよい意味でポピュラーなものとす

13：00 〜 17：00

フューネスで，中川貴之氏のご厚意によるも

る渋ドラのような試みをどんどん進めてほし

場所：東京都江東区豊洲 5 丁目 4 − 9

のです．最新鋭の設備と同時に，高度かつ繊

い．私もいつか出席したい」との言葉をいた

KR 豊洲ビル

細なヒューマンタッチの空間で，午後いっぱ

だいております．

アーバンフューネス
https://www.urban-funes.jp/company/access/

明治大学駿河台キャンパス リバティ
タワー 14 階 1145 教室
主催：明治大学サービス創新研究所，渋沢ド
ラッカー研究会
プログラム：
（1）
「シンプル・フィードバック」ジョゼフ・リ
ー
（クレアモント大学院大学非常勤教授）
（2）
「渋沢栄一のフィードバック」薄木伸康
（3）
「対談

フィードバックをフィードバッ

クする」ジョセフ・リー，井坂康志
（4）
「ホットグループの作り方」八木澤智正
プロデューサー：薄木伸康氏

が繰り広げられました．参加者の方には，北
は仙台，前橋，南は大阪から大分，沖縄にい
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
せん．コンサルティング会社経営，獣医師，

（5）
「予期せぬ成功をフィードバック手帳で

13：00 〜 17：30

（9 名参加）

いかけて 56 名のメンバーによる豊かな議論

ダイヤモンド社編集者）
（4）
「ホットグループの作り方」八木澤智正

フィードバック手帳研究会 @ 日比谷松本楼

けっこう時間がたつけど）
，何をしたらいい

さる会員もおられます．

労務士）
（3）
「僕の見たドラッカー先生」御立英史（元

○ 5 月 20 日

フィードバックされる仕組みになっておりま

本研究会は，ドラッカーのすべての著作を

（2）
「私の予期せぬ成功」川澄佳美（社会保険

第1回渋ドラ・プレミアム ドラッカー流「シ

「ドラッカー学会に入ったけれど（入って

おかげさまで，多方面からの参加をいただ

ートエム）

○ 10 月 1 日

トを使って収集し，次回のプロデューサーに

いており，東北，関西，九州からお運びくだ

プログラム：
（1）
「ミニ講義 マネジメント」国永秀男（ポ

ビターカフェ終了後に．

その目に見える成果は，来た時よりも帰る
ときのほうが表情が（いくらかでも）柔和に

能楽鑑賞会にて．
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◎名古屋 SG ドラッカー・マネジメント研究会（2008 年〜）
ドラッカー・マネジメント研究会は，ド
ラッカー学会の名古屋 Study Group として，

まざまな業界の方々にご参加いただき，
学び，

としております．

ョンと企業家精神』
，2015 年 7 月からは『経

6 . これまでの活動内容

営者の条件』
，2016 年 7 月からは『創造する

2010 年 7 月に第 1 回読書会を開催して以
来，原則毎月第 2 火曜日に継続的に開催し，

語らっております．

355

経営者』を課題図書として考察を深めていま
す．

ドラッカー・マネジメントに関する本を読み

「組織見学会」は，会員のご紹介いただい

今年 7 月で 58 回の開催となりました．参加

この 1 年間においては，
『経営者の条件』を

合う「読書会」と，実践的な学びである「組

た組織を拝見し，マネジメントの理解や実践

される方々は，会社経営者，製造業・飲食産

課題図書として参加者で，それぞれのマネジ

織見学会」とを，月に 1 回，交互に開催して

を，人や仕組み，事業のミッションや目的な

業にお勤めの方，コンサルタント，医師，大

メントについて考察を深め，様々な気付きを

どを参考に，それぞれが考え，質疑応答させ

学教員など本当に多様な業種業界，職種の

得ることが出来ました．

おります．
「読書会」は，指定本を毎回 1 章ずつ事前

ていただく実践的な学ぶ機会になっていま

方々であり，参加者各人この読書会に参加す

特に，成果をあげるために自らをマネジメ

に読み込み参加し，グループで話し合い，理

す．民間企業，第三セクターな組織，非営利

る目的も様々で，異なる業界・職種・世代の

ントする能力の習得については読書会の度に

解を深め，グループごとにプレゼンする，全

組織など，知っておきたい組織や知るべき組

方からの情報収集，より実践的なものを学び

議論し，異なる業種業界，職種の方々との意

員参加型アウトプット重視の勉強会です．

織などさまざまです．

たい，参加者それぞれの経験を出し合い，そ

見交換は参加者全員の思考を刺激し，それぞ

参加者は，東海地方のさまざまな地域から

の経験を自分の現場に持ち帰り，それを活か

れのマネジメント能力の修得に役立ったもの

名古屋に集まっており，今後は名古屋を中心

すなど，どのような立場であってもその人の

と考えております．

にしつつも，さまざまな街で学ぶ機会をつく

立場で読み込み，解釈することが出来，それ

今後は，
『創造する経営者』の考察に取り

2 . 各人の実務経験に基づいたアウトプット

り，そんな機会を増やし，ドラッカー・マネ

ぞれの立場における解釈を聞ければ勉強にな

組んでまいります．ドラッカーの教えを通じ

をしてもらうことで，他の業界の知識など

ジメントを学び，実践する仲間の輪を大きく

るとのことで，この読書会開催の目的のとお

て，それぞれの人が属する組織をして高度の

幅広い教養を身に付けること．

し，
それぞれが所属する組織の成果をみつけ，

り，仕事にとどまらず，家事にも使える，そ

成果をあげ，責任あるマネジメントを学ぶた

また確認できる SG へと変化させていきたい

れぞれの人が属する組織をして高度の成果を

めに，あくまでも実践を主として取り組み，

と考えております．

あげるためのマネジメントを学ぶということ

参加者全員と語り合うことで得られる学びか

を改めて認識し，現在に至ります．

ら，自らの視座を上げることのできる読書会

読書会の目的は下記の 3 つ．
1 . 全員アウトプットをすることでドラッカ
ー・マネジメントをより深く理解すること．

3 . ドラッカーについてよく知らない方からベ
テランまで誰でも参加でき，ドラッカー・
マネジメントの普及につなげていくこと．
2016 年は，新刊である『イノベーション

ドラッカー・マネジメント研究会

2010 年 7 月からは，
『P・F ドラッカー理

にしていきたいと考えております．また，他

と起業家精神 エッセンシャル版』
（ダイヤモ

名節弘康

想企業を求めて』を課題図書に，いつも違っ

の研究グループとは一味違う取組として，京

ンド社）を課題本として，月に 3，4 章ずつ

た視点から疑問，考えなどお互いの思考を

都らしさ『京都で集う会』も積極的に取り組

アウトプットする勉強会を行っています．さ

刺激し合い，2011 年 9 月からは『現代の経

んでまいります．

営（上・下）
』
，2014 年 4 月から『イノベーシ

◎京都 SG ドラッカー学会京都 SG（2010 年〜）
1 . 研究グループ名
ドラッカー学会京都 SG

◎高知 SG 高知ドラッカー読書会（2011 年〜）

マネジメントを学ぶために共に集い，それぞ
れの立場で課題図書を紐解いていきますが，

1 . 研究グループ名

び入り参加したり，出張でたまたま高知泊ま

ドラッカー理論を実践していこうとする方々

高知ドラッカー読書会

りとなったビジネスマンが加わるなど，多様

NKE 株式会社 代表取締役社長 中村 道一

と語り合うことで得られる学びから，自らの

2 . 代表者名（世話人 3 人）

なキャリアを持つ参加者が集っています．ド

医療法人社団千春会 管理部 向井 弘美

視座を上げることのできる勉強会にしていき

高知大学人文学部教授 中川香代

ラッカーの著述を出発点にして会員が互いの

たいと取組んでおります．

高知鏡川病院理事長 武田 茂

頭を刺激し合い，それぞれの現場の実践に役

5. 活動概要

高知新聞社勤務 小笠原雄次

立て，
成長していくことを目的としています．

2 . 代表者名

3 . 参加メンバー数
6 〜 8人
4 . 研究目的

予め課題図書を決定し，月 1 回（第 2 火曜

3 . 参加メンバー数

ドラッカー学会京都 SG は，
「社会的存在と

日の 19 時 30 分から 21 時 30 分に開催）読書

8 〜 15 人

しての人間が幸福であること」を目的に，ド

会を開催し，それぞれの考えや意見，課題図

4 . 研究目的

ラッカーの教えを通じて，それぞれの人が属

書から学んだこと，疑問等を持ち寄り，参加

大学教授，経営者，会社員が世話人となっ

者全員で考察して，何らかの気付きを得る場

て立ち上げた読書会とあって，時折学生が飛

する組織をして高度の成果をあげ，責任ある

若手経営者が抱えるマネジメント上の悩みに
ついて，ベテラン経営者がヒントや助言をし
たりする場にもなっています．
5 . 研究概要
前もって，課題となる図書と読んでくる箇
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所を決めておき，
一人ずつ各自の感想や考え，

『文明とマネジメント』バックナンバー目次

高知県中小企業団体中央会から依頼を受

分かりにくかった点について披露し，互いに

け，同会発行機関誌（2016 年 3 月号）掲載の

共有しています．こうしてドラッカーから学

中小経営者向けのコラムで「あなたも『ドラ

びつつ，話は自然に会員が互いの現場，ポジ

活』しませんか〜ドラッカーを経営に生かし

ションでどう仕事に取り組んでいるのか，課

ましょう」と題した，ドラッカー本の読書入

題や悩みは何か，自らをどうマネジメントし

門について原稿を執筆，掲載．併せて読書会

ていくかといったことに移っていきます．プ

への案内も行いました．

ライベートも含め，ざっくばらんな話題にも

ま た，金 融 業 を 営 む 読 書 会 メ ン バ ー が

脱線することもしばしば．高知を元気づける

2016 年春にラーメン店経営に乗り出したこ

話も展開しながら，またドラッカーの著述内

とから，有志メンバーが次々と店を訪れ，応

容へと戻っていきます．

援してきました．昼休み時間帯の回転率がい

6 . これまでの活動内容

まひとつ伸びないことから，夜営業の展開も

2011 年 1 月から活動をスタート．毎月最

模索していました．そこで 7 月 17 日夕，読

終月曜日の午後 6 時半〜 9 時まで，高知市役

書会メンバーが暑気払いも兼ねて食材を持ち

所庁舎内にある高知市市民活動サポートセン

寄って同店に集合，試食会を開きました．夜

ターの会議室を無料（公益性がある団体と認

間営業時に出すサイドメニューや，客は店で

められたため）で借りて，読書会を開いてい

どのように時間を過ごしたいかといったこと

ます．参加者数は 7 , 8 人〜 20 人と幅がある

について，顧客の立場から意見を出し合い，

ものの，平均で 11 人ほど．散会後の「近辺

オーナーと店長にフィードバックしました．

の居酒屋マネジメントを視察する会」も毎回

こうした活動の紹介や例会の告知には，下記

有志が行っています．

のフェイスブックページも活用しています．

これまでに読んできたのは，
「経営者の条
件」
「イノベーションと起業家精神」
「経営者

https://www.facebook.com/kochi.drucker/?ref
＝bookmarks#

に送る 5 つの質問」
「ネクスト・ソサエティ」
2015 年から 2016 年にかけては，
「経営の

Back Numbers

Vol. 1 2007 年
■第 2 回大会レジュメ
第 2 会大会スケジュール

ドラッカーに見る知識労働 .............................................................................................. 小沢道紀
ドラッカー思想を情報化に活かす ................................................................................... 谷島宣之
ドラッカーとマーケティング .......................................................................................... 大木英男
21 世紀の実業を求めて ........................................................................................................ 瀬戸篤
Introducing People-Centered Management into a Public Organization:
A Case of the National Police Agency of Korea .............................................. Pyeong Jun Yu
ドラッカーの洞察眼―先天か，後天か............................................................................ 李在奎

ドラッカー先生と中小企業向けコンサルティング......................................................... 國貞克則
【基調講演①】大学新時代の作法―大学職員のイノベーション ................................. 高木直二

【基調講演②】賢慮型リーダーシップと知の方法論.................................................... 野中郁次郎
【パネルディスカッション】....................... 上田惇生，瀬戸篤，大島岳，谷島宣之，大塚三紀子

■研究論文および研究ノート
J. ワットとアダム・スミス .................................................................................................. 瀬戸篤
ドラッカーから学ぶ「情報化」の基本 ............................................................................. 谷島宣之

「ドラッカーの顔」研究 ..................................................................................................... 大木英男
問われる企業の株主偏重経営 .......................................................................................... 藤島秀記

近代社会認識の到達点とドラッカー思想........................................................................ 宮内拓智
非営利組織の原点を築いた P. F. ドラッカー―日本の民間非営利事業への警鐘 ............ 田中弥生

【研究ノート】渋沢栄一，安岡正篤，ドラッカー ........................................................... 野上武利
【研究ノート】
『現代の経営』から学ぶこと ...................................................................... 根岸正名

真髄」上・下巻を通して読み，意見や感想を
シェアしてきました．2016 年 4 月からは「ド
ラッカー入門 新版」に移っています．

■第 1 回大会

世話人・小笠原は，MIE
（Management in

報告論文・要旨

大学の革新―ドラッカーさんの「イノベーション論」から学んだこと ..................... 坂本和一
ポストモダンの哲学.......................................................................................................... 上田惇生

Education 教育にマネジメントを）の活動に
引き続き取り組んでいます．2015 年 8 月の

保守と変革 ......................................................................................................................... 井坂康志
ドラッカーに見る日本的経営 .......................................................................................... 谷崎敏昭

講座に続いて，2016 年 6 月に，高知県内の
教員を主な対象とした「ドラッカーマネジメ

ドラッカー・マネジメントにおける顧客の概念の意義について ...................................... 時津薫
経営の現場で活かすドラッカー哲学―出来る奴になる方法とチャンスを見つける方法.... 土井尚人

ント入門講座」を上記サポートセンターで開
催し，7人の教員や学生らに「ドラッカーの本
と，読書会への参加などを呼びかけました．
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障害者支援におけるソーシャル・ファームの可能性―ドラッカー理論よりの検討 ....... 星野晴彦
ドラッカーマネジメント・思想の根底にあるもの―その思想と実践を結ぶ一考察 ........... 佐藤等

「P. F. ドラッカー 理想企業を求めて」
．

に触れマネジメントを実践してみませんか」
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ラーメン店のマネジメント，マーケティングにつ
いて語り合った試食会（高知市升形の「麺や堀」）

■講演録（抄）
【パネルディスカッション】
マネジメントとは何か―過去，現在，そして未来
........................................ モデレータ：土井尚人，パネリスト：上田惇生，小林薫，
藤島秀記，坂本和一，佐藤等
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359

ドラッカーの理念の実践 ...................................................................................................... 酒巻久

■実践レポート
事業家の本分 ......................................................................................................................... 東英弥

理想企業を求めて .............................................................. エリザベス・ハース・イーダスハイム

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

韓国ピーター・ドラッカー・ソサエティ（PDS）の活動 ............................ チャン・ヨン・チョル
ドラッカー先生の教え ...................................................................................................... 伊藤雅俊

■活動報告等
第 1 回「ドラッカーと私」最終審査結果

【優秀賞】ドラッカーと私―私のなかのドラッカー ........................................................ 時津薫
The Drucker Society Global Symposium 出張報告 ................................. 上野周雄，八木澤智正
支部・研究会・会員の活動

Vol. 2 2008 年
■巻頭

【代表インタビュー】21 世紀文明学への視座―新たなドラッカー研究に向けて ..... 上田惇生
■研究論文
GM とドラッカー―スローンはなぜ『企業とは何か』
（1946 年）を無視したのか．その結果は
......................................................................................................................... 坂本和一

「マネジメント・スコアカード」体系化の試み ................................................................ 藤島秀記
ドラッカーとレビット―レビットのドラッカー讃 ..................................................... 三浦一郎
マーケティングの観点から考察するドラッカー発想の一側面...................................... 大木英男
実学としての社会生態学に関す一考察―社会を見るための原理と方法 ....................... 佐藤等

知識と知識社会に関する一考察 ....................................................................................... 小沢道紀
情報化と労働 ..................................................................................................................... 谷崎敏昭

ドラッカーにおける古典派経済学の世界―『イノベーションと企業家精神』をめぐって
............................................................................................................................. 瀬戸篤
初期ドラッカー思想の理論的射程 ................................................................................... 宮内拓智

プロシア軍に何が起こったか .......................................................................................... 井坂康志

現場で生かすドラッカー .................................................................................................. 土井尚人

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，
瀬戸篤，谷島宣之，大塚三紀子

公的機関で実践する人間中心のマネジメント―韓国 NPC を事例として.... ユ・ピョンジュン
ドラッカーの洞察眼―先天か，後天か............................................................................ 李在奎
ドラッカー先生と中小企業コンサルティング ................................................................ 國貞克則

大学新時代の作法 ............................................................................................................. 高木直二
賢慮型リーダーシップと知の方法論 ........................................................................... 野中郁次郎
革新こそ新たな伝統を生む .............................................................................................. 小仲正久

ジャン・モネとドラッカー―同時代に生きた先導者の軌跡....................................... 近藤健彦
■エッセイ

トヨタを変えたひと言―ドラッカーの指摘 .................................................................... 桐山勝
P. F. ドラッカーと私 ....................................................................................................... 斉藤勝義

非晶質系の世界とドラッカー―観測対象及び方法論について ...................................... 脇秀徳

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

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

ドラッカー対ドラッカー ...................................................................................................... 正慶孝

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

■研究ノート等

■活動報告

【研究ノート】 哲学する 姿勢―ドラッカーと松下幸之助に学ぶということ .......... 渡邊祐介
【研究ノート】ドラッカー思想と中小企業経営 ........................................................... 田舞徳太郎
【研究ノート】社会福祉領域におけるドラッカー理論適用の可能性―福祉の人材確保問題を
題材として ......................................................................................................................... 星野晴彦

【研究ノート】変革をマネジメントする仕組み ............................................................... 丸山有彦
ピーター・ドラッカー―明日の思想家，昨日の思想家 ............................ ヘルマン・サイモン
【書評】
「時流とは異質のキルケゴール」............................................................................... 島田恒
【書評】
『断絶の時代』から学ぶこと.................................................................................. 根岸正名

第 2 回「ドラッカーと私」最終審査結果
【優秀賞】

ドラッカーと私―ドラッカーは，意識を変え，行動を変え，人生を変える ............... 長島基
第 2 回ドラッカー・ソサエティ・グローバル・シンポジウム報告 ........... 上野周雄，八木澤智正

【ドラッカー・インスティテュートの活動紹介】
ドラッカー・ソサエティ・グローバル・ネットワーク―アイデアを行動に転換するために
.......................................................................................................... リック・ワルツマン
会計報告等
支部・研究会の活動
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Vol. 3 2009 年
■巻頭

回想のピーター・ドラッカー ........................................................................................... 野田一夫
Drucker’s Foresight ................................................................................................ Doris Drucker
【インタビュー】文化と文明の懸け橋としてのマネジメント―次なる百年のためのフレーム
ワーク ................................................................................................................................ 上田惇生

【インタビュー】実践知―時代を挑発してやまぬ方法論 ........................................ 野中郁次郎
■研究論文・研究ノート

P. F. ドラッカー「企業永続の理論」の警鐘................................................................... 坂本和一

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

経営戦略における統合（Synthesis）の探求―何が分析的手法には不可能であるか .... 工藤秀雄
「未知なるものの体系化」という方法論に関する一考察―未刊の書の下絵として.......... 佐藤等
ドラッカーと新産業創出 ...................................................................................................... 瀬戸篤
革新概念の理論的系譜と「伝統」の多相性 ...................................................................... 宮内拓智

P. F. ドラッカーにおける文明と技術―メディア論的接近 ....................................... 井坂康志
ドラッカーとフランクルは相乗効果を発揮する ................................................................ 安井猛

ドラッカーの周辺 ............................................................................................................. 三浦一郎
日本における P. F. ドラッカー研究 60 年の軌跡 ................................................................ 白珍尚

【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
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私のなかの夢と志 ................................................................................................................. 時津薫

あの夏，人生を変えた 1 冊との出会い............................................................................ 友渕将樹
ドラッカー教授が学生に語ったこと―クレアモントの教壇から .......................... 八木澤智正

ドラッカー教授へ―経営の父からの学びは，仕事と人生をどう変えたのか ........... 藤田勝利
親愛なるドラッカー博士 .............................................................................................. 杉下智歩子
■評論

50 年前の小さな発見 ........................................................................................................ 藤島秀記

ドラッカーはなぜ，かくも日本人に人気があるのか―「ドラッカーの説得力考察」試論
............................................................................................................................ 大木英男

私のドラッカー博士の思い出 .......................................................................................... 斉藤勝義
P. F. ドラッカーの知的後継者は誰か？ ............................................................................. 李在奎

「ドラッカースタイル」について―巨大なヒューマニストの知 ................................ 岸野孝彦
ドラッカーの中道 ............................................................................................................. 丸山有彦

ドラッカーと二宮尊徳―二人の社会生態学者から学ぶ ......................................... 山縣基与志
企業存続のためになすべきこと ....................................................................................... 伊藤末高
自ら未来を創り出すために「何を為すべきか」............................................................... 深谷一枝
The Life, Work and Legacy of Peter F. Drucker..................................... Joseph A. Maciariello
Drucker on Leadership ................................................................................ Jean Lipman-Blumen
What Peter F. Drucker Continues to Give Us ................................ Elizabeth Haas Edersheim
■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
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「強みを活かす」ということ ............................................................................................. 瀧野雅一
ブログ更新による継続学習―意思決定に補助線を引く ............................................. 松本知宏

『経営者の条件』と出会って ............................................................................................. 熱田二朗
真のリーダーとは？―彼が自らの生きざまを通じて伝えようとしたもの ................... 田中純
いかにして強みを発見するか―情報処理力・共感力・戦略構築力 .......................... 市川和臣
5 年を経て得たドラッカーの一文への解釈 .................................................................... 河野隆史

ドラッカー教授のエピソード ...................................................................................... 山下結加奈
■海外からの論考
What I’ve Learned from Peter Drucker: the Need to Reinvent Our Enterprises
............................................................................................................... Jack Bergstrand
Peter F. Drucker Taught a Discipline of Reading ..................................................... Lee H. Igel

The Question: Drucker’s Tool for the Pursuit of Leadership Truths ......... Anthony Shapella
Tomorrow’s Tomorrow: Millennials and the Self-Knowledge Imperative
........................................................................................................... Joanna K. B. Balda
What I Learned from Peter Drucker ............................................................... Bruce Rosenstein
A Lesson from Drucker: No One is Born to Leadership ............................... William A. Cohen

What I’ve Learned from Peter Drucker ............................................................. Rick Wartzman
The 100 th Anniversary of Peter Drucker’s Birth ................................................ Ira A. Jackson

How I Remember Peter Drucker ............................................... Cornelis A.“Kees” de Kluyver
The POSE Strategy Framework ............................................................................... Vijay Sathe
What I Have Learned from Drucker: Ask the Right Questions That Can Change People’s Life
.......................................................................................................................... Henry To

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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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
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

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

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
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
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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
マネジメントに織り込まれた「自由の条件」................................................................... 和光良一
ドラッカー思想の革新 ...................................................................................................... 疋田秀裕
■活動報告
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Vol. 6 2011 年Ⅱ
■巻頭

巻頭の辞 ............................................................................................................................ 藤島秀記
［インタビュー］第二の船出に向けて—ドラッカー学会代表退任の挨拶を兼ねて ... 上田惇生
■研究論文

パラダイム転換迫られる日本の経営—ドラッカーが見てきた可能性と限界 ............ 藤島秀記
NFL タンパベイ・バッカニアーズにみるプロスポーツ組織の社会的責任
—社会貢献活動を通じた戦略的なビジネス基盤の構築 ........................... 福田拓哉・種子田穣

ドラッカーの科学的管理法の評価をめぐって ................................................................ 岸本秀一
「サービスの工業化」とドラッカー .................................................................................. 田中浩子
マスキー法に見る企業の社会的責任 ............................................................................... 石川敦夫
ドラッカー思想の実践例としての CKI

—ホワイトカラーの生産性向上を目指して............................... 桑江曜子・北川聡・前島克好
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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

ドラッカーとマネジメントの哲学としての「自己目標管理」............................................ 福山穣
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
［講演］
『現代の経営』と私の経営 ................................................................................. 茂木友三郎
■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

Vol. 7 2012 年Ⅰ
■巻頭

ドラッカー研究の意味 ...................................................................................................... 三浦一郎
学会使命の再認識 ............................................................................................................. 藤島秀記
■総会・講演会資料（2012 年 5 月 26 日）
第 7 回 総会・講演会プログラム

【会員研究発表①】今後の医療について .............................................................................. 井上薫
【会員研究発表②】人事に生かす「実践するドラッカー」............................................... 川口博己

【会員研究発表③】アミュレット事業戦略検討シートについて ......................................... 市川充
ドラッカー研究の未来 ...................................................................................................... 三浦一郎

『ドラッカーの警鐘を超えて』—自著を語る ............................................................... 坂本和一
Living in More Than One World: A Diﬀerent Way of Looking at Your Life
................................. Featuring Bruce Rosenstein in a Conversation with Joseph Lee

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

■研究論文

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

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

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

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

市場のグローバリゼーションと流通小売業 .................................................................... 田中浩子
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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
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367

■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

Peter Drucker, the Down-to-Earth Management Thinker......................... Winfried W. Weber

『経営者の条件』から学ぶこと.......................................................................................... 根岸正名

■論考

―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

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
『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

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

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
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

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

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

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
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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
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369

■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（2）................................ 坂本和一
社会生態学へのギブソン心理学の導入の研究 ‒ その 2

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

―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

■論考

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

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
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

マネジメントにおける自由と戦略的曖昧さ〔井坂康志〕................................................ 井坂康志

ドラッカーの知的業績の人材育成への応用 ................................................................ 八木澤智正

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

■論考

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

■講演録

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

『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

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
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

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

Vol. 10 2013 年Ⅱ
■巻頭

はじめに .............................................................................................. ドラッカー学会編集委員会

―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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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
『現代の経営』
（1954 年）を生み出したドラッカーの発想転換（3）................................ 坂本和一
渋沢哲学の再考―渋沢栄一の起業と経営理念 ................................................................ 谷崎敏昭
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

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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■研究論文

「断絶の時代」—1969 年から 21 世紀へ ........................................................................ 坂本和一
澁澤栄一と東北開発.......................................................................................................... 谷崎敏昭
ドラッカー経営論と日本的経営の再構築............................................................................ 島田恒

「戦略の原理」の継承と適応 .............................................................................. 寺部優，西條剛央
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 ................................................................... 田中弥生

「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 ........................................... ポール・マルティン，大伴史緒
「責任と当事者意識のマネジメント」の考察—ドラッカーの意見を活用して ........... 中野羊彦
ドラッカーの考えるテクノロジストのマネジメント ..................................................... 石川敦夫

ドラッカーのアウトソーシング論について .................................................................... 岸本秀一
社会生態学の体系化に関する考察—これまでの小括として .......................................... 佐藤等
社会福祉の支援をサービスとする議論に対する検討 ..................................................... 星野晴彦
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 ................................................................ 藤原健一

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

ドラッカーのみた「既に起きた未来」—その 2

ドラッカー思想と非営利組織における展開 ........................................................................ 島田恒

変わりゆく社会の経済的側面：ドラッカー経済学......................................................... 藤原健一

■講演録

■論考

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
『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

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 .................. 落藤伸夫
ドラッカーの教育思想 ...................................................................................................... 吉植庄栄

『経営者の条件』と自己開発の課題 ...................................................................................... 佐藤剛
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 ................................. 桂利治
社会生態学の組織論 ........................................................................................................................................................田中文武
コーポレートガバナンス・コードとドラッカーについての一考察 .................................................. 森雅司
■【スペシャル・レポート】素顔のドラッカー

ドラッカー成功のカギ , ドリス夫人とウェルビーイング................................................... 牧野洋

普段着のピーター・ドラッカー ................................... 八木澤智正，執筆協力：Celeste Palmer
2005 年，P. F. ドラッカーに会いに行く .......................................................................... 井坂康志
■実践レポート

Vol. 12 2015 年
■巻頭

もう一つの世界—ドラッカー・コレクション ............................................................. 三浦一郎
新任理事に寄せて—ドラッカー学会の次の 10 年に思う............................................. 森岡謙仁

ドラッカー学会 10 周年に寄せて.......................................................................................... 佐藤等
次の 10 年，ドラッカー研究と実践 .................................................................................. 井坂康志
追悼 小林陽太郎氏（元富士ゼロックス会長）

ドラッカー思想の後を継ぎ「変革の先頭に立つ」ために ........................................... 岡村衡一郎

「位置と役割」における「位置」に対する考察 ................................................................. 和光良一
変わりゆく経営と日本への期待 ....................................................................................... 和田一男
人生をマネジメントする .................................................................................................. 福田俊夫
対話と信頼を深め自己実現をはかるマネジメント..................................................... 白仁田裕二

ボンボンの悩み ............................................................................................................. 佐々木康太

ドラッカーさんの新しい本に挑戦した ........................................................................... 岩崎夏海
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
■講演録

世界で戦える企業になる ...................................................................................................... 川村隆
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■活動報告
学会 10 年の歩み
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『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針
Instructions for Authors for Civilization and Management 2017

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

◇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．

【投稿規定および編集方針】
（1）投稿資格

※本規定および方針は，必要に応じて改訂することがあります．

◇本会の会員を対象とする．
◇ただし，会の活動に有益と認められる場合，編集委員会の判断により，会員以外
の研究者に寄稿を要請する場合がある．
◇投稿原稿は未発表のものに限る．
◇投稿者の掲載名称は実名とする．
（2）論考の種別・内容
①論文
ドラッカーの知的業績に関する理論的研究ないしその実務面への応用に関する論文．
②ノート
論文に準ずるもの．例えば，研究テーマ，理論・手法についての着想の提示，研
究結果の中間発表，学界・実務界の動向の紹介等．
③実践レポートその他
例えば，企業経営，マーケティング，戦略論等に関する調査レポート，日常業務
から得た実証データの紹介，その他上記に関し特に注目すべき実践事例等につ
いてのレポート等．
④批評・書評
ドラッカー著作，あるいはその関連書籍あるいは論文に関する評論，書評．
（3）原稿作成上の注意
①論文
◇ A 5 判横組，並製，カンマ・ピリオド（．
，
）使用，数字・アルファベット等は半
角，字数 1 万 5000 字程度（計表・グラフ類および数式を含む）
．本文 10 . 5 ポイン
ト，図表，注，文献表記 9 ポイント．
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◇タイトルは和英文併記とし，本文冒頭に 50 ワード程度の英文サマリーを添付．
◇引用部分，注については，原則として文末脚注形式とする．
◇文末に，略歴を添付．形式は問わないが，概ね「現職」
「最終学歴」
「職歴」
「関心領
域」
「研究あるいは実務上の業績」等具体的な事実を掲載．
②ノート，調査レポートその他
字数 7000 字程度．執筆方法は上記論文に準ずる．タイトルは和文英文併記とし，
略歴は論文に準ずる．
③その他（評論，書評，エッセイ等）
：字数 4000 字程度．タイトルは和文英文併記
とし，略歴は論文に準ずる．
④選考方法
論文，研究ノートについて，投稿原稿は，執筆者名等を匿名として，まず委員長が
予備審査を行い，予備審査を通過したものについて，レフェリー審査（編集委員
または編集委員以外の会員から選定された 2 名程度）を経て掲載の適否を決定す
る．投稿された論稿の種別は，編集委員会の判断で変更を促す場合がある．
⑤氏名・住所・略歴等
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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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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』
万般に優れるということは，万般に無能であるということである．
―
『創造する経営者』

まさに断層はイノベーションへの招待である．
―
『イノベーションと企業家精神』

「われわれの事業は何か」
との問いについての意見の違いを表に出すことが
重要なのは，もともと答えが一つではないからである．答えは，事実から論理
的に導かれるようなものではない．判断と勇気を必要とするものである．常識
で出せるようなものでも，簡単に出せるものでもない．
―
『マネジメント』
生産者や販売者は，ほとんどつねにといってよいほど，顧客が本当に買って
いるものが何であるかを誤解している．
―
『イノベーションと企業家精神』
人であることの基本，とくに話すことを学ぶことは，すでに一つの仕事である．
―
『マネジメント』

