for Studies of
Peter F. Drucker’s Management Philosophy

Annual Report 2017

ドラッカー学会年報

Vol.14

Civilization and Management

文明とマネジメント
多元社会とコミュニティシップ

ドラッカー学会編集委員会［編］

知識労働者たる者は，若いうちに非競争的な生活とコミュニティをつくりあげ
ておかなければならない．
コミュニティでのボランティア活動，地元のオーケス
トラへの参加や，小さな町での公職など，仕事以外の関心事を育てておく
必要がある．
―
『ネクスト・ソサエティ』
本物の変化とは人が行うことであり，
一時の変化は人が言うことである．
―
『ネクスト・ソサエティ』

アイディアによるイノベーションは，いわばイノベーションと起業家精神の原理
と方法の体系における付録である．
しかしそれは高く評価され，報いられな
ければならない．
それは社会が必要とする資質，すなわち行動力，野心，
創意を代表する．
―
『イノベーションと企業家精神』
いまのところ，IT がらみの関心は企業活動に集まっている．
だが，医療と
教育への影響のほうが大きい．
―
『ネクスト・ソサエティ』
最高のキャリアは，あらかじめ計画して手にできるものではない．
みずからの
強み，仕事の仕方，価値観を知り，機会をつかむよう用意をした者だけが手
にする．
なぜならば，
自らの得るべきところを知ることによって，
普通の人，
単に
有能なだけの働き者が，
卓越した仕事を行うようになるからである．
―
『明日を支配するもの』

何が起こったかはわかっても，なぜ起こったかはわからないほうが多い．
だが，なぜ起こったかはわからなくともイノベーションに成功することはで
きる．
―
『イノベーションと企業家精神』
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【巻頭対談】

はじめに
『文明とマネジメント』14 号をお届けいたします．
今回もまた多様かつ意義深いが論稿がたくさん寄せられ，ドラッカー研究が
今なお熱い命脈を保ちつつあるのを感じさせます．
論文以外にも，エッセイや実践レポートなども募集しておりますので，会員
のみなさまにおかれまして，引き続きふるってご投稿いただけることを願って
います．
本年報と合わせて，会員における実践活動や生の声を中心とした『ドラッ

エッセンシャル・マネジメントとしての
ドラッカー思想の再生
― なぜ，ふたたびドラッカーなのか？

Drucker’s Rebirth as a Essential Management:
Why Drucker Again?

西條剛央
Takeo Saijo

（早稲田大学大学院（MBA）客員准教授）

カー・フォーラム』も定期的にニューズレター等で配信しております．既刊の
ものは，すべて学会ホームページからダウンロードできますので，ご一読のほ
どお願いいたします．
本年 5 月の「ネクスト・ソサエティ・フォーラム」
（小林広治実行委員長，於・
早稲田大学）などに見られるように，他の組織や企業等とのネットワーク活動
も活発に行われるようになりました．
特に昨今は，知識社会への移行を反映してか，働き方改革や，生き方全般な
ど個の成長のアプローチの指南役としてドラッカーが参考にされているようで
す．そのための研究会や講演なども全国で多くもたれていると聞きます．
今後，多様な人々とともに，どのようにドラッカーを活用できるかを考えて
いくうえで，本学会がハブとしてお役に立てるならば，何よりすばらしいこと
です．
さらに社会に対して開かれた研究・実践活動を追求していければと考えてお
ります．会員各位のお力を賜れますと幸いに存じます．

編集委員会

井坂康志

Yasushi Isaka

（ものつくり大学特別客員教授）

司会 本日はドラッカー学会主催で「われわれはいかに働き，どう生きるべ
きか～“強み”と共に生きる～」と題して，「ネクスト・ソサエティ・フォーラ
ム 2017」を開催したわけですが，その最後のセッションとして，ドラッカー学
会理事の井坂康志氏にインタビュアーとなっていただき，本フォーラム共催の
「いいチームをつくりましょう」や「エッセンシャル・マネジメント・スクール」
の代表でもある西條剛央先生にお話いただきます．

■本質をとらえようとする学問
井坂 本日は「エッセンシャル・マネジメントとしてのドラッカー思想の再生」
という野心的なテーマでお話を伺います．
ドラッカーの世界的な研究者である上田惇生先生も，ドラッカーの思想と実
践を現代に体現している方として西條先生に言及されていたのを思い出しま
す．まずは，西條先生の学問的な視座についてお話を伺いたいと思っているの
ですが，構造構成主義というオリジナルの学問について，概要を説明いただい
てもよろしいでしょうか．
西條 構造構成主義というと，うっかり頭をぶつけたら血が出そうなくらいに
固い名前ですね．けれども，言わんとすることはシンプルです．
「本質をとらえ
ようとする学問」と考えていただければよいかと思います．
私は大学院の頃，人間科学研究科で心理学を研究していました．心理学と一
口でいっても，実に多くの「心理学」があるわけです．人間科学も同様で，文化
人類学から脳科学までそこには含まれているわけですが，なかには対立し合っ
ている学問も多い．そのときに思ったのは，「なぜ学問の中で対立しなければ
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ならないのか」という素朴な疑問でした．
そのことを考えていくうちに，思い当たることがありました．それらは，い
ずれも科学に価値を置きながらも科学の本質をまったく考えていなかったり，
研究方法についてもその本質をまったくとらえられてないのだということに
気づきました．いわば，誰もが了解できるような普遍的な共通の基盤が欠落し
ているため，量的研究，質的研究といった研究手法一つとっても，共通基盤が
ないものですから，自分が学んだものが正しいと素朴に思い込んでしまってい
る．学問を考える上での死角だと思いました．普遍的な学問の基盤を整備する
ということには，誰もきちんと手をつけていなかった．
そのような背景があって，本質論を追求する学問が必要と感じて，ないなら
ば自分でつくってしまおうと考えて体系化したのが「構造構成主義」です．

■ドラッカーとの出会い
井坂 そのなかで，昨年 2016 年 11 月のドラッカー学会年報（
『文明とマネジメ
ント』
）に野心的な論文を二本も掲載されています．あのレベルの論文が複数本
同じ号に掲載されるのは学会にとってもかけがえのない貢献であるわけです
が，先生の学問的な視座とドラッカーがどのように交差するのかについて教え
てください．
西條 実は，大学院で心理学の研究をしていたときには，まったく分野も違っ
ていたということもあってドラッカーは名前も知りませんでした．その後，ご
縁があって早稲田の MBA で教鞭を執ることになった．私の専門の一つに質的
研究法，すなわち数量化しない研究方法を構造構成主義をバックボーンとして
体系化していたのですが，最初はそれによって早稲田の MBA に採用されたの
です．そのため経営学は門外漢でしたが，入ってみるとやはりドラッカーの名
をよく耳にするわけです．
2009 年のあたりでしたから，折しも『もしドラ』がベストセラーになって
いました．何となく気になって手にとってみたのが始まりでした．以来ドラッ
カーの著作は一通り買いそろえて，読むようになったわけです．
最初は，非常に驚きました．私はそれまで，現象学のフッサールや存在論の
ハイデガー，一般記号学のソシュール，構造存在論のロムバッハなどの普遍的
な本質追究を行った哲学者の理路，いわば各哲学領域の最高到達点を組み合わ
せて，構造構成主義を体系化したわけですが，そんな私から見て，ドラッカー
は歴史に名を残した大哲学者たちに比類する本質をとらえた学問を独自に展開
していたためです．
しかも，原理的で普遍性があることをマネジメントの実践に即してごく当た
り前のように言う．この人はすごいと思いました．

エッセンシャル・マネジメントとしてのドラッカー思想の再生 ― なぜ，ふたたびドラッカーなのか？

5

■学問の揺り戻し
井坂 先生の論文を拝見しますと，経営学だけではなく，社会科学全般にか
かったバイアスの埃を上手に払いながら論を展開しているように見えます．と
ても先鋭的な問題意識を提出されているように思うのですが，そのあたりは自
覚的に行ったことと考えてよろしいでしょうか．
西條 はい，やはりドラッカーのような普遍的な論者をきちんと再評価してお
くべきという問題意識はありましたね．
それというのも，
『文明とマネジメント』の論文でも書いたことですが，いわ
ゆるアカデミックな「経営学」の側からはドラッカーを適切に評価できない，
というより，評価するための尺度をもちあわせていないのです．
考えてみれば，経営学は若い学問であるわけです．私が研究してきた心理学
よりもかなり歴史の浅い学問と言っていいと思います．
心理学などは方法論に対する問題意識がかなり高いのですね．先ほど質的研
究にふれましたが，このような研究方法の意義が再評価されているのは，それ
までの数量分析に偏重した科学的実証主義への反省という視点があるからなの
です．これは一つの学問的な揺り戻し現象でもあって，
「ポストモダニズム」と
も呼ばれます．ちなみに，この揺り戻しは社会科学のみでなく，人文科学など，
あらゆる学問で起こった一つの流れです．
ところが ― 実に興味深いことに ― 僕がみたところ経営学ではこの反省の
思想潮流が起きていない．なぜでしょうか．一つの理由としては，もともと経
営学が事例研究に重きを置いてきたこともあって，揺り戻すだけの数量化への
偏重が他の人文社会科学ほど進んでいなかったということがあると思います．
またざっくりいえば，ポストモダンは価値の相対化と多様性を謳ったわけで
すが，やはり経営という現実と接点を持つ経営学で「絶対などない，みんな多
様でいいんだ」と主張したところで，
「そんなの当たり前だ」と響かなかったと
いうこともあると思います．こうした理由から，結果としてポストモダンが入
り込む余地がなく，思想的に見るとほかの学問と一風変わった独自の知的領域
に進化したふしがあります．
とはいえ昨今，菊澤研宗氏の『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）のように，ようやくにしてかつて心理学をはじめとする他の人
文社会科学で起こったのと似た科学主義に対する反省が経営学で起こりつつあ
る．それくらい，現在の経営学の世界でも極端な数量化が学問的評価を決する
までになっています．結論から言えば，私はこの流れを楽観していません．端
的に言うと，公益を損なうリスクさえはらんでいるように感じられます．
このあたりが「ドラッカーなど誰も読んでいない」という経営学者の発言に
通じると思います．ドラッカーをいくら研究しても学問的な業績にならない．
数量的な要因に乏しいためです．
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というのも，私もいわゆる実証的な研究を行っていたからわかるのですが，
学問の中には直接役に立たないものも少なからずあるのは確かなのですね．け
れども，だからといって「学問は役に立たなくていいのだ」と開き直ったらお
しまいのように思うのです．特に，とにかく受け入れられやすい統計を使った
論文を量産して，業績を増やして，研究組織で出世さえすれば，あとは知った
ことではないというのは，経営学者としての社会的責任を果たしていないよう
に思えます．
人の生き方としては，そうした業績量産ゲームが楽しくてやっているのであ
ればそれはその人の関心なのでどうこう言うつもりはありませんが，本来的に
役に立つドラッカーの業績をその内実を吟味することなく，
「ドラッカーなど
読むに値しない」と印象づけることで，数量的な研究よりも格下のものと見せ
ようとするのは，学者としてフェアではないですし，公益を害しかねない．そ
うした状況を打開する理路を，私は『文明とマネジメント』に掲載された論文
で提示しました．
さらに私は学問の本質論に取り組んできた研究者として，
「では科学とは何
か」といった原則からつきつめていき，ドラッカーという固有名詞もいったん
脇に置いて，
「科学の条件は何か」という原論的な問いを立てたわけです．
実は近代の学問というのは，人類史上，ごく最近生み出されたものであって，
完成されたものというよりも，まだ歩み始めたばかりであって，あらゆる領
域・分野のメタ理論，学問の本質論すら確立されていません．既存の学問を生
かすためにも，様々な学問の本質論として，構造構成主義を体系化したのです．
さらにそこから，ドラッカーのマネジメントや社会生態学的な視座を，「エッ
センシャル・マネジメント」として学問的に再生させることができると考えた
のです．

エッセンシャル・マネジメントとしてのドラッカー思想の再生 ― なぜ，ふたたびドラッカーなのか？
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帰って奥様にお話ししたら，
「私はずっとそういう風にみえてるわよ」と返さ
れて，いかに自分が大学の世界を窮屈に感じていたかを改めて実感したと．そ
ういって養老先生は笑っておられましたが，そうした先生方の在職時は，私た
ちの時代よりもはるかに強い規範があったのでしょうから，もし私もその時代
に生まれていたら同じようになっていたのかもしれません．
井坂 灰色の学問というか，ゲーテの『ファウスト』を思わせる世界ですね．
西條 けれども，私は学問の現状に何かおかしいという違和感を持ち続けてき
ました．一つの例として聞いていただきたいのですが，私は「抱っこの研究」で
博士号を取得しています．最初の論文は英語で書きました．
その頃英語はまったく話せませんでしたが，理系の論文は意外に書くのは簡
単なんです．抱っこの研究は世界的にみるとほとんどが「抱っこの左右の優位
性」に関するものばかりです．世界中で見ると，左側の胸でだっこする人のほ
うが多い．概ね 6 割ほどが左だというのです．しかし，マダガスカルだけ，右側
の胸でだっこする人がやや多いという論文がありました．タイで私が調査をし
たら，やはり右側の方が多いと言うことがわかった．どうでもいい研究だとは
思いつつも，論文にはなるとと思って，実際に書いて投稿しました．結果はレ
ビュワーの評価が 1：2 で割れて「リジェクト」
（掲載不可）だったのですが，修
正して他のジャーナルに再投稿すればいずれ掲載されたと思います．
でも，本当は社会に出しても出さなくてもいいような「研究のための研究」
であることは自分でわかっていたのです．左側で，あるいは右側で抱っこす
る人が多いから何なの？という話ですね（笑）．それでも，海外のジャーナル
なら，自分の世界と関係ないから，まあいいだろうと思っていたんですね．け
ど，そんな話を大学院の友人にしたら，
「でも，海外の研究者からすると西條君

■過度な競争原理に巻き込まれることが本質を見失わせる

はそういう研究だけしていると思われてしまうよ」と言われて，それは嫌だと
思って，お蔵入りさせることにしました（笑）
．
その後は，実証研究を行いながらも，そもそも「抱っこという行為とは何か」

井坂 西條先生も私も早稲田大学で学んだわけですが，かつて私は学内の広報
誌を偶然図書館で手にしたことを思い出します．ふと目に止まった記事です
が，定量的な医療経済学を何十年も研究してきたある先生が定年に際しても
のした手記でした．その先生は厳密な理論を研究して，大学院を出て比較的ス
ムーズにアカデミックなポストを得たと言うのです．そして，その学問に生涯

という抱っこの本質に迫ろうと博士論文としてまとめました（
『母子間の抱き
の人間科学的研究』
（北大路書房）参照）
．
ともあれ，かりに本質的には意味のない研究であっても，海外のジャーナル
に論文が掲載されれば，学者としての地位はものすごく有利になるのです．で
すから，論文の数というのは，会社で言えば「収益」みたいなものです．それが

を捧げたわけなのですけれども，定年に当たって，今までそれによって心の満
足を得たことはなかったと書かれていました．私はその先生の告白を勇気ある
ものに感じました．
西條 その話を聞いて思い出しました．かつて養老孟司先生をあるイベント
でお呼びしたのです．池田清彦先生との対談だったのですが，養老先生がおっ
しゃるには，東京大学を退官したときに，建物の外に出たら，世界がなぜかそ
れまでと違って非常に鮮やかにカラフルに見えたというのです．そのことを

まったくなければ研究者としてはやっていけない．業績の尺度としてとても大
切なものなわけです．
だから，中身が何であれ収益＝論文数を最大化させようとしてしまう．しか
し，研究を通して社会に資することが本質なのであって，業績数は本質的なも
のではない．企業経営の研究をしている経営学者も，多くの経営者と同じよう
に，競争原理や経済原理に巻き込まれてしまうと，あっさりと本質を見失って
しまうわけです．
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■思い込みの呪縛からの解放

■人は関心に応じてテクストを読む

井坂 私は 20 代のはじめにドラッカーを読むようになりました．学部までは
比較的に理論に関心があると自分では思っていたのですが，ドラッカーを読ん
だときえもいわれぬ開放感を覚えたことを今でも覚えています．心の奥にある

井坂 ドラッカーの中にはそのような「学術的」な知の世界とひき比べて，
「真
摯さ」とか「強み」とか「すでに起こった未来」とか，定量性など歯牙にもかけ
ない，なのに不思議な迫力を伴う言葉が次から次へと出てくるのですね．

ひどく渇いたところ，しかもなかなかふつうの言葉では届かないような絶妙な
ポイントに純度の高い水を送り込まれた気持ちでした．
後になって思ったのですが，ドラッカーの言葉というのは，ある種のモダニ

西條 そうですね．ドラッカーは数々の本質的な言明を残しました．
一方で，ドラッカーの言説は，数学的な公式として表現されているわけではな
いため，様々な解釈を許すところもあります．たとえば，ドラッカーの言う「強

ズムの洗脳に対する強力な解毒作用をもっているのかもしれません．
西條 そうですね．彼は本当のことを惜しげもなく言ってくれる．だから，浄
化される感覚が読み手に出てくるのでしょう．
井坂 先ほどの学問論でいうとどのように考えられるでしょうか．
西條 ドラッカーは証券会社に勤めているとき，当時の最新の統計モデルを

み」には明確な定義がない．ドラッカーは次のようなことを言っています．
『明
日を支配するもの』にある一節です．

使って株式市場を分析して論文を書いたのですが，その直後に世界恐慌が起き
て，前提が崩れた統計学がまるで役に立たないことを痛感して，そうした研究

するよりも，はるかに多くのエネルギーを必要とする．しかるに，あまりに
多くの人たち，組織，そして学校の先生方が，無能を並にすることに懸命に

に早々に見切りをつけたと書かれていたのを読んでその本質を見抜く力には驚
かされました．
私もわりと早くから「科学的実証研究」の限界に気づいていました．しかし，
一般的には「科学的研究」と銘打つと聞こえはいいわけです．それが現在の社
会科学の主流であるわけですが，その科学性なるものを哲学的につきつめてい

なりすぎている．資源にしても時間にしても，強みをもとにスターを生むた
めに使わなければならない」
．
とにかく徹底的に強みを見よとドラッカーは言うわけです．以前，読んだと
きはここが目に入ってきたのですね．人間は関心に応じて世界を認識して，価

くと限界があるのも確かなのです．社会科学にあって顕著なのは，対象が変化
してしまうと言うことです．これは厳然たる事実です．
たとえば，
「原発に対する安全性の意識調査」などは，どんなに科学性に配慮

値を見出します．「英語の勉強をせずにすませたい」という自身の関心から，
「ドラッカーもこう言っていることだし，苦手の英語はやらなくていいか」とい
う信念を補強するものとして読んでしまったわけです（笑）
．

したところで，2010 年と現在を比較すればまったく一般化できない．
そしてジャーナルに論文を投稿するのには，たいてい審査その他のやりとり
で一年以上は軽くかかります．数年かかることもめずらしくありません．たと
えば，かりに投稿から 3 年後に運良くジャーナルに掲載されたとしても，その

しかし，World Wide Web や Wikipedia などが受賞したデジタルメディア
アートの世界最高賞を受賞したことをきっかけに，構造構成主義（エッセン
シャル・マネジメント）を世界に広めていくためにはやはり英語で発信してい
かないといけないなと思うようになりました．「英語で構造構成主義を発信し

頃には社会は確実に変わってしまっているわけです．なのに誰も文句を言わな
い．なぜなら，論文は社会に役立てるものという意識がまったく希薄だからで
す．
本当にあった話です．ある権威ある心理学会のジャーナルの号が，何かの手

ていきたい」と関心が変わったわけです．
それで，構造構成主義の原理をはじめとしたセルフマネジメントに応用する
ことで，半年間で MBA の留学生への英語の授業を成功させました．そして，今
ではその経験と理論をもとに LEVEREST という半年間で英語が話せるように

違いで前号とまったく同じ印刷製本のうえ送付されたそうです．にもかかわら
ず，それを指摘した人は誰もいなかった．誰も読んでいないばかりか封も切っ
ていなかった（笑）
．冗談のような話しですが，こうしたことも，アカデミズム
のジャーナルが研究者の業績稼ぎのための場に終止してしまっているというこ

なる一般プログラムを構築し，提供しています．そんな風に関心が変わった今
あらためて読み直してみたら，そのわずか 2 ページ前の次のような下りが目に
入ってきました．

とを傍証していると思います．

「並の分野での能力の向上に無駄な時間を使うことをやめることである．
強みに集中すべきである．無能を並の水準にするためには，一流を超一流に

「知的な怠慢を改め，自らの強みを十分に発揮するうえで必要な技能と知
識を身につけていかなければならない．（略）自らの悪癖を改めることであ
る．自らが行っていること，あるいは行っていないことのうち，仕事ぶりを
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です．もちろん関心があることでも，ずっと長時間取り組んでいるうちにエネ

らない」とはっきり書いてあったわけです．しかし，以前読んだときは自分の
関心から都合のよいところだけを読んで，この箇所はスルーしてしまったわけ
です（笑）
．

ルギーが低下してくることもあります．いわゆる「飽きる」という状態ですね．
しかし元々関心が高いことであればすぐに回復します．
逆に，関心のないことを無理にさせられるほど人を消耗させることはありま
せん．すぐに眠くなりますし，無理にやっても成果はあがりにくい．意志力を
著しく消耗します．

ドラッカーの読書会が全国で行われていますが，これのよいところは多様な
解釈を前提としながらも，都合よく解釈することによる恣意的な解釈に陥らな
い読みができるところだと思います．

関心と能力は違うけれど，関心がないことには価値を見いだせないから，能
力があったとしてもがんばる気にならない．おそらく，だからこそ関心を優先
しなければならないとドラッカーは指摘したのだと思います．これは上でみて

このように，「成果を上げるうえで邪魔になっていることを改めなければな

西條 全国のドラッカーの読書会を牽引されている佐藤等先生は，ドラッカー
のいう「強み」とは「資質」のようなもので，広くいえばワークスタイルや価値
観も入ってくるだろうとおっしゃっていました．

きたように，原理的にみても正しいわけです．
一方で，佐藤等先生がおっしゃっているように，「強み」を「資質」として広
く捉えたときには，関心（価値観）も資質に入れるのが妥当だと思われます．と
いうのは，何かに関心をもてるとは，それ自体がものすごい才能だからです．
なぜ関心があるのかは本人でさえわからない．しかし，それに関心があり，そ

上田先生は「能力」と翻訳されていますが，マネジメント研究会の森岡謙仁
先生は，ドラッカーは強みとは「capability」と書いていると指摘されていて，
たしかに「能力」よりも広い意味として使われている感じもあるので，
「資質」

のことに価値を見いだせるからずっと集中して愉しみながら取り組めてしま
う．そうするとその能力も高くなってきてより大きな成果を挙げられるように
なる．凄い強みです．

というのは言い得ているように思います．その一方で，次のように強みと価値
観を別に論じている箇所もあります．
「強みと仕事の仕方が合わないことはあまりない．両者は密接な関係にあ
る．ところが，強みと価値観が合わないことはめずらしくない．よくできる

他方，あるタスクに対して能力が高いとよいフィードバック（手応え，成果）
を得られることが多いので，それに関心を持つようになって，さらに大きな成
果を挙げられるようになる．最強なのが関心も高く能力的にも適性がある場合
で，結果として，ごく自然に成果を出せてしまう．そんなふうに強み発揮する
いくつかのルートがあると考えるとわかりやすいと思います．

こと，とくによくできること，おそろしくよくできることが，自らの価値観
に合わない．世の中に貢献しているとの実感がわかず，人生のすべて，ある

■コミュニケーションは聴き手によって成り立つ

■ドラッカーの言う「強み」とは何か？

いはその一部を割くに値しないと思えることがある．
（中略）つまるところ，
優先すべきは価値観のほうである．
」
この文脈だと，
「強み」は「能力」に近いニュアンスになります．つまり，僕
の言葉でいえば，ここでは「強み」
（能力）と「関心」の違いにフォーカスしてい
て，これらが違う場合には「関心」を優先すべきだと言っているんですね．
これは原理的にもまったく正しいと思っていて，そのことについて少し私の
考えをお伝えしたいと思うのですが，私の学問には「関心相関性」という価値
の原理があります．
“人は関心に応じて価値を見出す”というものです．先に示
したように，本の読み方ひとつとっても同じです．自分にとって関心のある言
葉が目に入ってくる．
つまり，関心が価値認識の起点となっている．関心のあることには価値を見
出して，行動するわけです．だから，関心のあること，価値を感じることをして
いると，人間の認識行動の自然な成り行きに沿っているので人は疲れにくいの

井坂 今の強みについてのお話を伺い，ドラッカーの言うコミュニケーション
の考え方を想起しました．ドラッカーは，コミュニーションを成り立たせるの
は，話し手ではなくて，聴き手だと言うのです．聴かれ，理解されることでコ
ミュニケーションははじめて完結するというのです．
これも一つの関心や価値と深い関わりのある考え方です．「大工と話すとき
は大工の言葉を使いなさい」というプラトンの対話篇の一文をドラッカーは引
用して説明しています．
本当に事実だと思います．聴き手の期待や関心，価値観によって，まったく同
じ言葉を聞いても，ある人にとっては何の意味もない定型文が，別の人には人生
の啓示のように聞こえたりすることがありうるわけです．ある意味では，唯一
の理解というものははじめからなくて，創造的に誤解しうる自由というのがコ
ミュニケーションの基本としてドラッカーには考えられていたのだと思います．
同じ考えはドラッカーの著作にも表れています．ドラッカーの発言は，余白
がとても大きい．その余白に，自らの経験や関心や価値観を自由に書き込める
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ようになっています．これが科学的な実証主義の立場からすれば，余白という
のは議論の不徹底さを表現するだけのもので，そこには本文よりも多い脚注で
埋めなければならない場所になる．読者に「誤読の自由」を与えてくれないの
ですね．
上田惇生先生は，今一冊ドラッカーの本を読むとしたら『現代の経営』だと
言います．
『現代の経営』は余白の大きな本です．合理主義を重んずる学者から
すれば，実に粗雑な本にしか見えないと思いますが，その余白の部分が読者の
頭脳よりも体に働きかけてくるような，不思議な熱があるのです．自然に心が
くるくると回転しはじめ，体が動き出して，強みを世のために使いたくなる．
ある意味では，無意識の底にまでドラッカーの言葉はリーチしていって，強み
を引っ張り上げてくれる作用があるのかもしれません．
西條 そんなときは，何となく感じていたことをはっきり言ってくれたという
爽快感もあるかもしれませんね．私自身もよく感じるところです．
しかも，それぞれの個人に働きかけてくれている．「あなたは自由なんだ．だ
から未来を自分で選ばなくてはならないんだ」と．
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「誰でも自分の強みはわかっていると思う．たいていが間違いである．知っ
ているのは，強みというよりも強みならざるものである．それでさえ間違い
のことが多い．
何事かを成し遂げられるのは，強みによってである．弱みによって何かを
行うことはできない．もちろん，できないことによって何かを行うなど，と
うていできない．
」
これも当人は「強み」と思っているものが，こちらからみるとまったくそう
じゃないよね，ということや，逆にそれは自然にできているから強みと思って
いないかもしれないけどすごい強みだよ，ということがよくありますから，本
当にそうだなあと思って，そういう人にはぜひここを読んでくださいと言いた
くなるわけです（笑）
．
そして，次のように続きます．
「わずか数十年前までは，ほとんどの人にとって，自らの強みを知っても意

西條 最近，ドラッカーを読んでいて「問いは偶然生まれることはない」とい
う気づきを得ました．
たとえば『明日を支配するもの』に次のような記述があります．

味がなかった．生まれながらにして，仕事も職業も決まっていた．農民の子
は農民となり，耕作ができなければ落伍するだけだった．職人の子は職人に
なるしかなかった．
ところが今日では，選択の自由がある．したがって，自らが属するところ
がどこであるかを知るために，自らの強みを知ることが必要になっている．
」

「自らの果たすべき貢献を考えることは，知識の段階から行動の段階への
起点となる．問題は，何に貢献したいと思うかではない．何に貢献せよと言

もちろん日本でも状況は変わらないわけです．たとえば，今でも東北の沿岸
部では親子三代魚屋を営んでいるという家もあります．ちょっと前まで実質的

われたかでもない．何に貢献すべきかである．このような問題が成立するこ
と自体，人類にとっては初めてである．誰にとっても，貢献すべきことは決
まっていた．農民や職人のように，仕事で決まっていた．家事使用人のよう
に，ご主人の意向で決まっていた．しかもごく最近まで，ほとんどの人が，言
われたことを行うだけの存在であることが当然とされていた」．

に，職業選択の自由もなく，親が決めた人と結婚することも多かった．自分に
ついての問いを必要としなかった．
しかし，今は選択の自由がある．そのすばらしい時代がやってきた結果とし
て，自らの強みを知ることが必要になっているのです．この選択の自由の現実
が，貢献や強みという新しい課題をはっきりと示してくれたわけです．

すごい指摘だと思いませんか．確かにそうなのですね．

これは心理的な制約からの自由でもあります．わかりやすい例を挙げれば，
経済が一番だ，経済を発展させればさせるほどよいという思い込みを相対化し

■問いは偶然生まれない

貢献の対象などそれまで答えの以前に，問いとして成立さえしていなかった
のです．「自らの果たすべき貢献は何か」という問い自体が存在していなかっ
た．なぜなら，何に貢献すべきかなどわかりきっていたからです．生まれたと
きに，決まり切っていたのです．
言い換えれば，そんな時代は強みなどほぼ意味をもたなかったのですね．強

て，自由になった人ほど人生の選択肢は多くなります．こうして様々な呪縛か
ら解放されるほど，人間は自由を手に入れるわけですが，そうした先験的な制
約がない分，自分の強みとは何か，本当にやりたいこと（関心）とは何かといっ
た問いを立てることが必要になったわけです．
そしてこうした時代は始まったばかりなので，それぞれ現実とのフィード

みを知っても意味がなかった．貢献の対象が決定しているわけですから，それ
を粛々と行う以外にない．
また同書に次のような記述もあります．

バックを受けながら，手探りで自分のライフスタイルを模索している時代に
入ったのだと思います．
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■本質行動学を推進する
井坂 昨今，エッセンシャル・マネジメント・スクール（EMS）も立ち上げて運
営しておられます．オンラインサロンですね．
西條 構造構成主義という原理に基づく実践の学として「本質行動学」を提唱
しています．実はここでもドラッカー学会が関係しています．
先にも述べたように，二本の論文を『文明とマネジメント』に投稿したわけ
です．この二本の論文を執筆するなかで，あることに気づきました．今となっ
てはなぜそこに今まで気づかなかったのかと思うほどですが，
「本質行動学」
とは，英語で言えば，
「Essential Management Science」だということがわかっ
たのです．この語感にとてもしっくりくるものがありました．
本質行動学がドラッカー思考と高度の親近性があることはわかっていたので
すが，この気づきから，まさしく双方とも，エッセンシャル・マネジメントとい
う点では同じだということがわかったのです．
以前からオンラインサロンの場をつくらないかとのお誘いはいただいており
ましたが，どうもしっくりくるコンセプトがないことで踏み出せずにいたので
すが，二本の論文を書きながら，自分のやりたいことが何なのかがくっきりと
見えてきた気がします．
というのも，やはり学問とは熱心に取り組めば取り組むほどに細分化してい
くわけですね．結果として，本質を見失いがちになる．本質追究のための学問
という発想が，近視眼に押し流されてしまう．ならば，本質を問い続ける独立
した学問があっていいのではないか．
特に高等教育機関にそのような学問が一つあっていい．ならば，自分でつ
くってしまおうと．ドラッカーも何もないところからマネジメントや社会生態
学をつくってきたわけですから．
EMS は現在 350 名で，幸いなことに，ドラッカー学会の会員の方も多く学ん
でいただいています．私にとって，ライフワークになるだろうという予感があ
りますね．

■私的強みは公益になる
井坂 強みは公益というのがドラッカーの考えですね．
「私的な強みは公益と
なる」というのがマネジメントの底流にあると思います．古典派経済学の「私
的悪徳は公益になる」への強力な解毒剤としてドラッカーが展開した考え方で
す．
同じことを反対側から見れば，
「私的な強みは公益となる」のなら，
「私的な
強みを私的に利用してしまうと，公益としての強みの効力が失われていく」と
もとれるように感じます．あくまでも強みは公益に資する使い方をして，増幅
されていく気がするのですが．
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西條 日本にも三方よしとか，最近では八方よしという考え方がありますね．
似た考え方のように感じます．ドラッカー本人の場合はどうだったのでしょう
か．
井坂 ドラッカーは若い頃，ごく短い間ロンドンで，投資会社につとめていた
そうです．そのとき，投資の才能があると自分でわかったそうなのです．
投資で財をなすこともやれればやれたのでしょうが，結局お金に興味がない
自分に気づいて，会社を辞めてしまうのですね．そのほかに，ロンドン時代に
は，ケンブリッジ大学の名物教授ケインズの講義にももぐって聴講したそうで
す．やはりケインズの話がお金と財の話ばかりで，人や社会の話がまったく話
されなかったことにがっかりしたとも書いています．西條先生の言われたよう
に，関心や価値観についても大切なことを教えてくれる逸話だと思います．
アメリカにわたってからは，コンサルタントとしても世界的に名声を博する
ようになるわけですが，一方で，彼は秘書さえも置かない個人事務所で仕事を
していました．しばらく前にも伺ったのですが，ドラッカーの自宅は本当に質
素で，知らないで行くとうっかり家の前を通りすぎてしまうくらい，特徴のな
い平屋なのです．
あれだけ著名だったわけですから，「ドラッカー・インベストメント」のよ
うな会社を創設すれば，世界的な富も名声も手に入れられたはずです．しかし，
そのようなことは一切行わなかった．関心がなかったからです．ドラッカーが
何を成し遂げたかも興味深いテーマですが，ドラッカーが何をあえてしなかっ
たかもまた，彼の実像に迫る上で探求に値するテーマかもしれません．
同時に，強みを私物化しなかったことが，結果的に彼の強みを最大化するこ
とになったのではないかと思うのです．

■ソーシャルへの関心は論理的帰結として起こる
西條 原理的に考えると，今言われたように，人は関心に応じて価値を見出し
行動するわけですね．おっしゃる通り，ドラッカーは自分はお金に関心がない
とわかったのだと思います．そして，自分の関心に応じて，もっと大きなレベ
ルでの公益に資するという生き方を選んだのでしょう．
私の回りにもそういう方はたくさんおられます．皆さん立派な方々です．
しかし，そのような振る舞いを倫理や道徳に還元するのは，私にはしっくり
来ないのです．どうも倫理や道徳の問題ではない気がするのです．
というのは，人生のなかで，減る一方で増えることのない資源というのは，
時間なんですね．生まれてから増えることがない．お金なら，もしかしたら何
十倍何百倍に増やすことができるかもしれません．けれども，時間は増えない
のです．130 歳まで人はいませんからね．せいぜいできるのは死ぬ瞬間をでき
るだけ遅らせることぐらいだけで．これは例外がないという意味では原理と
言っていいと思います．
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有限の時間をどう使うか．そのことを考えたとき，自らの命の意味を最大化
させるのに，強みを私的にだけ利用するのは，必ずしも得策ではないはずなん
です．いつかは死んでしまうわけですから．いくらお金を貯めても持って逝け
るわけでもないですし，欲望には切りがないですし，いつまでも自分自分と自
我を肥大させていっても，幸せにはなれないと思うんです．
それなら，自分が大切な人を幸せにすることに使ったり，次の世代の育成に
尽力したり，本当に役立つものを世界に残したり，外の世界に関心が広がって
いったほうが，時間という有限のリソースは圧倒的に生きてくるはずです．家
族に向いてもいいし，社会全体に向いてもいいと思います．自分も大事にしな
がら，関心が外に向かっていって，そこに自分のエネルギーを投資していった
方が有意義なことに使えるという意味で圧倒的に得だと思うんです．ですか
ら，社会に対する意識の高さというのは，自己資産の最大化こそが価値である
という呪縛から自由にさえなれば，論理的に辿り着く考えなのだと思っていま
す．
特に近年は，お金よりも時間のほうが貴重であるという当たり前の事実に気
づいている人が多くなっているように感じます．世の中全体で，関心が変わっ
ていく場合も，関心は契機があって変わっていくわけです．たとえばリーマ
ン・ショックを目にして，経済にすべてを預けているのは逆にリスクが高いと
感じるようになったり，大震災があって家族と一緒にいられることは当たり前
ではないのだと気づいたりです．そんなふうに共通契機によって社会全体の関
心がシフトしていく．これが時代が変わるということの意味ですね．
資本主義の洗礼による稼げば稼ぐほどいいという思い込みが，そのような共
通契機の広がりによって外れつつあるのかもしれない．そうなれば，さらに自
然とよりよい社会への関心が広がっていくと思います．

■第二の人生をどうするか
井坂 私は幸運にも最晩年のドラッカーから直接話を聞かせてもらうことがで
きたのですが，彼は技術の話をする中で，IT というものに期待していると言っ
ているのですね．とくに，教育という人間の意識を転換する装置が変わってい
くことに大いなる可能性を感じると述べていました．先ほど強みを生かす契機
の話をされましたが，IT というのは現在人間の意識のインターフェースとして
劇的な意味をもちつつあるように見えます．
おそらく個というものがどう生きるか，強みをどこに生かすかという問題と
も関わりをもつように思えます．
ドラッカーが晩年につきあっていた企業家にボブ・ビュフォードという人が
います．この方は『ドラッカーと私』
（NTT 出版）の著者なのですが，彼が 40 歳
過ぎのときにドラッカーに出会い，人生観が仕事一辺倒から社会に向けて目線
が広がっていくようすが克明に書かれているのです．
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ビュフォードはテキサス州でや
り手のケーブルテレビ会社の経営
者で，ビジネスは大成功していた
のですね．それがドラッカーの個
人コンサルを受ける機会に恵まれ
て，後半の人生を自分のミッショ
ンであるキリスト教の伝道に大胆
にギアチェンジするわけです．も
ともとケーブルテレビ会社の経営
者ですから，通信メディアを上手
に使って，広域のエリアを遠隔でつないで信仰の共同体を創造してしまうので
すね．メガチャーチと言いますが，今もアメリカではメガチャーチは隆盛して
いると聞きます．こんなふうに第二の人生を成功させるという話です．
ビュフォードの話のポイントは，第二の人生を考えはじめたのが 42 歳から
だったということにあります．ちょうどアメフトの試合 ― テキサス州の人
で，アメフト好きでない人はいないそうです ― を観ていたとき，前半が終
わってハーフタイムにはいり，「ちょうど自分は今，人生のハーフタイムにい
る」という考えが天啓のように頭を直撃したというのです．そこで彼は後半人
生のゲームプランを腰を据えて考える数年間を「ハーフタイム」と名づけ，そ
のタイトルで本も数冊出しています．西條先生も 40 を過ぎて，これからどう
いった活動に取り組まれていきたいとお考えか少しお聞かせいただければと思
います．

■普遍的了解性の強度という観点からドラッカーを吟味する
西條 これまで社会科学というのは世の中を解釈はしてきたのですが，普遍性
の確認や十分な実践はできてこなかったと思うのですね．ドラッカーについて
も，ドラッカーの著作の解釈は行われてきたと思うのですが，実践のための普
遍性の吟味という点では十分でなかったように思います．その点本質行動学は
ドラッカーの著作についてもどれほど原理的で，普遍性があるかという観点か
ら批判的に吟味して，普遍的な原理やメタ理論として定式化したり，普遍性の
あるマネジメントツールを作ることで研究を実践に直結させることを可能にし
ます．
哲学的吟味というのは決して難しいことではなく，ふだん私たちが本を読み
ながら行っていることの延長なのです．
「いや違うんじゃないか」とか「そのと
おりだ」などというふうに，内面で対話をしている．それを「これはいつの時
代，状況でも当てはまりそうか」
「例外なくいえそうか」と徹底的に普遍性を吟
味する．
このことを通常の経営学の理論で行うと，いくらでも例外が考えられるため
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普遍性はないとわかるのですが，ドラッカーの書物で行うと，普遍的に了解で
きる強度がとても高いことに気づかされます．それがドラッカーの書物をある
面で融通無碍に見せてしまってもいるのです．私は驚いたことがあるのです

― ．逆説的ですが，実質的な検証可能性がなくなっているのが現状です．な
ぜか．いくらビッグデータなどで高度な統計を用いても，その基となっている
ローデータが公開されていない．ならば誰にもアクセスできない．高度な統計

が，クレアモント大学院大学の先生でさえ，
「ドラッカーは何でもありだから」
といったコメントをしていたのを聞いたことがあります．
しかし，本質というのは聞いてしまうとなんということはない，それはそう

学的な知識を持っていたとしても，アクセスできない以上，批判的吟味さえま
まならない．
構図はリーマン・ショックを起こしたファイナンス理論と同じです．誰も見

だろうと了解してしまう了解の強度がある．それこそが本質の本質たるゆえん
なのですね．ゆえに，知ってしまった後には，何でもありではないかと感じる
学者もいるわけです．しかし，普遍的に了解される強度を備えた理路を残すと
いうことは歴史に残る偉業であって，ドラッカー思考が徹底的に考え抜かれて
いることの表れなのです．

られない，検討しようのないデータをもとに権威づけがはかられているので
す．最悪の結果を招かないほうがおかしいのではないでしょうか．たとえば，
科学的な研究結果を根拠に意志決定したどこかのグローバル企業が，大失敗し
て結果として社会を毀損するということがいつでも起こりえます．
そうならないためにも，本質を問うために統計学があり質的研究など多様な

論理の質とは追認可能性の高さに表れます．たとえば，「1 ＋ 1 ＝ 2」．一度聞
いてしまうと，当たり前になってしまう．いわばこれこそが普遍的に了解でき

アプローチがあり，その逆ではないということを伝えていきたい．そのような
日本発の本質を機軸とした学問体系を世界に広めていきたいと考えています．

る哲学的吟味の強度なのです．同時に，この普遍性と汎用性は比例する．普遍
的であればあるほどどこででも洞察に使えるようになるのです．実際に，ド
ラッカーもそうですし，私のつくった本質行動学もそうなのですが，活用して
いる人の範囲の広さというのが顕著な特徴としてあるのはそのためです．
学校，医療，ボランティア，もちろん企業などなど多様な適用可能性をもっ
ています．これはまさしく普遍的な了解の強度の高さを裏付けるものです．
その観点からドラッカーのテクストを読むと，これは当該テーマの普遍的な
メタ理論と言えるほどの徹底した原理になりうるなというところと，経験を踏
まえた原則論として書いているところもあれば，
「社会に害を為してはならな
い」といった倫理的な言明もあります．原理性の深度，つまり普遍了解性の強
度という観点から，ドラッカーのテクストを分類していったり，原理を抽出し
てバージョンアップしていくこともできるようになるのです．
単にドラッカーの言説を受け取るだけではなく，現実で起こっていることを
砥石にして本質論的に研ぎ澄ませていく．第一に，各人が批判的に吟味し，確
かめていくことができるという意味での「検証可能性」，第二によりよいものに
更新していくことができる「更新可能性」
，これが開かれた言語ゲームとしての
学問が成立する条件なのです．置
かれた状況や文化によって展開の
しかたに果てはありません．アク
チュアルな現代版に進化させるこ
ともできる．それらを促進するた
めの条件を備えていることが開か
れた学問には必要なのです．
一方で，現在数量化に偏重して
いる 経 営 学 は ど う なっているか

おそらくそれが私の第二の人生のミッションになると考えています．

■本質の学問のさらなる展開
井坂 そのなかで，ドラッカー学会のような活動と今後より交差して相互に発
展していく要素があるとしたら，どのようなところでしょうか．
西條 今まさにコラボレートしている感じがあるのですね．私も「いいチーム
を作りましょう」や「エッセンシャル・マネジメント・スクール」などの活動を
しているわけですが，所属している方々の関心が似ているのです．ドラッカー
に関心がある人とは自然なかたちで行動をともにできるところがあります．で
すから，お互いに相乗効果をもつようになる．まさにドラッカーのいうポスト
資本主義社会というかあるいはネクスト・ソサエティというか，彼が見据えて
いた境地が現出していると感じます．
自らの強みを使ってよりいい社会にするためにできることをしていく，それ
が当たり前の社会になりつつあるように感じます．ドラッカーの本質追究の関
心を私たちも自然にもてる時代になってきているということでしょう．ですの
で，ごく自然な形でドラッカーの発言が読み返され，活用される時代にすでに
なっていると思います．
私が「エッセンシャル・マネジメント・スクール」のコンセプトを思いついた
とき，思ったことです．通常でしたら特定の領域，分野，個々のテーマに限定し
て考えなければならない．でも，私のしたいのはそのようなことではなく，あ
らゆることに役立つ本質を探究したかったのです．ただし，タイトルを考えた
ときに，「本質行動学」というとどうしても固い印象があり，もっと一般の人に
開かれている名称であったほうがよいと思っていました．
そのときに，「本質×マネジメント」というコンセプトが頭に浮かんだので
す．これなら，自分の関心の本質そのままで，どんなものにも当てはまるし活
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用できる．自分の時間と強みを傾けるに値する．しっくりくるものを感じまし
た．
井坂 ドラッカーが亡くなって 12 年経つわけですね．哲学・思想の世界とは
いくぶん違うのでしょうが，経営や経済の世界は状況が時々刻々変わっていき
ますから，陳腐化が著しいのですね．ノーベル経済学賞を得た人，たとえばフ
リードマンの名前は，今ではせいぜい関連書くらいでしか見られません．
それに対してドラッカーは今なお自然な形で人を結びつけている．単に発言し
ただけでなく，発言を通して，後の世の多様な人たちを，ごく自然に結び合わ
せてくれている．エッセンシャルなことのように思えます．
西條 かつて私は誰になりたいかと訊かれたとき，僭越ながら「ドラッカーのよ
うになりたい」と答えたことがあります．そうありたいと願っています．
本質やそれに基づく原理というのは外在的にあるものではない．批判的に吟
味して考えるほどに，それについてはこう考えるしかないと思える思想の強度
や了解の強度の話なのです．ドラッカーはそこを目指して書いていた．だから
その理路は時代を超えるわけです．
かりに事例は古くなったとしても，普遍洞察性を備えた理路は，後の世でも
アクチュアルな効力を発揮してしまうのです．ドラッカーが残してくれた叡智を，
さらに学問として鍛え上げて，社会に役立てていくことが，本質からブレない
「いい社会」を子ども達に渡していくことにつながっていくと思っています．
そのために「エッセンシャル・マネジメント・スクール」を中心に，原理性の
深度を問うという観点から，新たな研究のパラダイムを打ち立てて，それを実
践できる研究者を養成していけたらと考えています．ドラッカーの著作に精通
しているドラッカリアンは，すでにそのための教養を備えている方々ですので，
ドラッカー学会とはぜひ今後とも連携していけたらと思っています．
（2017 年 5 月 13 日「ネクスト・ソサエティ・フォーラム 2017」早稲田大学井深大記念ホールにて）
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率は低くとも新事業，雇用増，経済活動の大きな源泉となる」ともいっている

―「アイデアによるイノベーション」の役割を考える

The Two Stages for Innovation:
Discussion a Meaning and Role of the Innovations Based on
‘Bright Ideas’

坂本和一

Sakamoto kazuichi
（立命館大学名誉教授，本会学術顧問）

Summary
This essay intends to discuss a meaning and role of the innovations based on ‘bright
ideas’, which Drucker did not include the famous ‘Seven Sources for Innovation
Opportunity’. In this case, I propose to recognize the two stages of innovation
promotion. In the first stage, we realize concept conversion in our circumstances. In
the second stage, we discover a way that realize the result of concept conversion. It
is in this second stage of innovation that a bright idea is taking an important role in
innovation promotion.

はじめに ―「アイデア」によるイノベーションについて
ドラッカーは代表作『イノベーションと企業家精神』
（1985 年刊行）の冒頭第
Ⅰ部で，
「イノベーションの方法」として周知の「イノベーションの 7 つの機会」
を論じた後，これに続けて，第 10 章で「アイデアによるイノベーション」につ
いて論じている．
ドラッカーはこの「アイデアによるイノベーション」について，まず否定的
な意見を開陳する．
「アイデアはイノベーションの機会としてはリスクが大き
い．成功する確立は最も小さく，失敗する確立は最も大きい」
（Drucker, 1985：
邦訳，151 ページ）と述べて，
「7 つの機会」とは別扱いにしている．さらに，
「ア
イデアによるイノベーション」は「そもそもアイデアなるものがあまりに曖昧
である」
，
「企業家たるものは，いかにもろもろの成功物語に心惹かれようとも，
単なるアイデアによるイノベーションに手をつけるべきではない」
（同上邦訳，
153 ページ）とまで述べている．いわばそれは，「イノベーションの 7 つの機会」
の最初に出てくる「予期せぬ成功によるイノベーション」の対極にあるイノ
ベーションのタイプである．
しかし他方で，「一国の経済が企業家的であろうとするならば，アイデアに
よるイノベーションに特有の騎士道精神をないがしろにしてはならない」，「ア
イデアによるイノベーションは，その数が膨大であるために，たとえ成功の確

（以上，同上邦訳，154 ページ）
．
こうしてドラッカーは，「アイデアによるイノベーション」については両面
の評価をするが，結局それは「いわばイノベーションと企業家精神の原理と方
法の体系における付録である」と位置付けている．
「アイデアによるイノベーション」は，こうしてドラッカー自身が「リスクが
大きく」
，企業家たるもの「手をつけるべきではない」と述べたこともあり，残
念ながらドラッカー愛好者がまともに取り上げることは少ないように見える．
しかしこの「アイデアによるイノベーション」は実際には今も私たちの周りで
現実には大切な働きをしている．このタイプのイノベーションの機会を，今一
度取り上げてみることも必要ではないかというのが筆者の見方である．
ここでの筆者の関心は，イノベーション ― 理論におけるこの「アイデアに
よるイノベーション」の取り上げ方と，これを積極的にすすめるための，何か
共通の手法がないのかということである．

1. イ
 ノベーションのプロセス的理解 ― イノベーションの 2 つの
段階
この問題を考える際，考慮に入れなければならい 1 つの事実がある．それは
私たちがイノベーションという行為を成功させるには，多くの場合，基本的に
（1）イノベーションの「機会」の発見と，（2）イノベーションの「機会」の実現
という 2 段階のプロセスをたどるものであるというものである．
イノベーションの展開をこのようにプロセス的，段階的に理解することは，
別に不自然なことではないが，一般にはあまり普通のことではないかもしれ
ない．しかし，イノベーションを実践的に理解しようとすると，このようなプ
ロセス的な理解は大切な論点を浮かび上がらせてくれるように思う．それはド
ラッカーのいう「イノベーションの 7 つの機会」の理論的性格と位置づけに関
わることである．
ドラッカーの『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方
法論はそれを誰もがアクセスできるものとして「機会」の分析を最大の課題と
した．機会の分析を徹底することによって，イノベーションに関心を持つ人は
誰でもイノベーションの機会に近づけるものにしようと考えた．そこで，「イ
ノベーションの 7 つの機会」を重視し，そこに示された環境の変化に注視する
ことを求めた．
このような機会の分析を重視する段階においては，思いつきも多いアイデア
に頼ることには必ずしも積極的ではなかったようである．
しかしイノベーションの展開プロセスを考えると，浮上したイノベーション
の機会はさらに多くの場合，それを具体化する「手立て」が必要とされる．その
段階になると，そのような具体的な手立てを手に入れるための努力が必要とな

24

研究論文

「イノベーション」の 2 つの段階 ―「アイデアによるイノベーション」の役割を考える

25

る．これがイノベーションの第 2 の段階である．ここに至ると，機会の分析とは
別の，イノベーション実現のための「アイデア」の出番が浮上してくる．
このようにイノベーションのプロセスを整理してみると，
「イノベーション

7 つの機会の順番には意味がある．信頼性と確実性の大きい順に並べてある」
と述べている（同上邦訳，16 ページ）．ドラッカーはこうして，イノベーション
の「信頼性と確実性」の観点から「予期せぬ成功と失敗を利用する」ということ

の 7 つの機会」というものと「アイデアによるイノベーション」とはその出番が
違っているのではないかと思われる．

を第一に重視したとことがわかる．
しかし同時に，社会生態学者を自称したドラッカーの目から見た「予期せぬ
成功と失敗を利用する」という営みの社会的価値はそれに尽きるものではない

2. イノベーションの第 1 段階 ―「イノベーションの 7 つの機会」
と発想転換
イノベーションの第 1 段階は，イノベーションの機会の開発である．この際
に大きな指針となるのは，ドラッカーのいう「イノベーションの 7 つの機会」で
ある．
あまりにも有名であるが，ドラッカーのいう「イノベーションの 7 つの機会」
とは以下のようなものである（
「イノベーションのための 7 つの機会」は，
『イ
ノベーションと企業家精神』と企業家精神』第 7 章から第 9 章で展開されてい
る）．
第 1 の機会：
「予期せぬ成功と失敗を利用する」
第 2 の機会：
「ギャップを探す」
第 3 の機会：
「ニーズを見つける」
第 4 の機会：
「産業構造の変化を知る」
第 5 の機会：
「人口構造の変化に着目する」
第 6 の機会：
「認識の変化をとらえる」
第 7 の機会：
「新しい知識を活用する」
ここでは，これらの「イノベーションの 7 つの機会」について，私自身が経験
した機会開発について紹介してみる．ただここでは 7 つの機会すべてについて
触れられないので，そのいくつかについて言及する．

深さがある．「信頼性と確実性」の観点からということを超えた，より深いド
ラッカーの社会現象理解がそこに潜んでいるのではないかと私は思う．
ドラッカーが社会を見る目として，処女作『経済人の終わり』
『産業人の未
来』以来，生涯を通して一貫していたのは「すでに起こった未来」を知覚すると
いう姿勢であった．それは「社会生態学者」を自称したドラッカーの基本視点
でもあった．ドラッカーがイノベーションの機会を考えるに際して，こうして
「予期せぬ成功や失敗」を何よりも重視したことは一見奇をてらったことのよ
うに見えるかも知れない．しかし，「社会生態学者」を自称して「すでに起こっ
た未来」を知覚することの重要さを一生貫いたドラッカーからすれば，これは
経済現象，産業現象におけるイノベーションを見る当然の目であったのであろ
う．
私の経験：APU 開設における留学生受入れ
この点について，一般的な説明ではなく，私自身の大学づくりに関わる経験
を紹介する．
私の大学づくりの最大の経験は立命館アジア太平洋大学 APU の開設であっ
たが，開設準備の最大の難関は，これまで日本の大学では経験のなかった毎年
400 名の留学生（国際学生）を受け入れるということであった（現在は約 650
名）
．APU 計画が取り組まれ始めたのは 1990 年代半ばのことであったが，1980

（1）
「予期せぬ成功と失敗を利用する」
ドラッカーのイノベーション論というときまず驚かされるのは，その方法の

年代前半に中曽根政権が掲げた留学生 10 万人受け入れ計画にもかかわらず，未
だ 5 万人台で低迷していた時代．しかも 1997 年後半からはアジア通貨危機に襲
われ，アジアからの留学生に受け入れによる日本の新大学創設などは当分見通
せないのではないかという雰囲気が漂っていた．このような時期に，もともと

冒頭に出てくるのが「予期せぬ成功と失敗を利用する」という指摘である．
ドラッカーは，イノベーションの第 1 の機会を論ずる第 3 章の冒頭で，「予期
せぬ成功ほど，イノベーションの機会となるものはない．これほどリスクが小
さく苦労の少ないイノベーションはない．しかるに予期せぬ成功はほとんど無

国際化の進んでいない日本でこのような大学創設を考える無謀さをなじる声も
あちこちから耳に入ってくる状況であった．
そのような中で私たちも必死の思いでアジア諸地域の留学生の状況を調査し
て廻ったが，そこで私たちが目にしたことは，そのようなアジアの経済状況が

視される．困ったことには存在さえ否定される」といっている．さらにドラッ
カーは，「このように，予期せぬ成功はイノベーションのための機会であるだ
けではない．それはまさにイノベーションに対する要求でもある」
（同上邦訳，
26 ページ）と指摘している．
ドラッカーは「イノベーションの 7 つの機会」を紹介するに先立ち，「これら

悪い中でも，アジアからアメリカ合衆国やカナダ，オーストラリア，ヨーロッ
パには留学生の流出が続いており，それがますます強まっているという現実で
あった．またこれらの国々の有力大学が様々な形でアジアの有力大学と手を組
み，アジアからの留学生受け入れに熱心に動いているという現実であった．ア
ジアからの留学生受け入れの経験に乏しい日本の大学がそのような世界の競争
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の現実を知らないだけのことであった．
これは私たちにとって，
「予期しない状況認識」であった．状況をかなり悲観
的に見ていた中での，思わざる認識転換であった．

にとって学ぶことのできる体系となるのにはドラッカー自身の，1946 年『企業
とは何か』
，54 年『現代の経営』の刊行を待たなければならなかったと，ドラッ
カーは回顧している．

そのような状況を知ったとき，私たちは一般的な経済状況の観察だけから，
ことの成否を判断しようとしていることの空しさを知った．ここで，私たちの
主体的な努力によって活路が開ける，新しいイノベーションの可能性を感じ

新しい知識にもとづくイノベーションの第 2 の特徴は，それがいくつかの異
なる知識の結合によって行われることである．「必要な知識のすべてが用意さ
れない限り，知識によるイノベーションは時期尚早であって，失敗は必然であ

とった．
しかしその段階に進むには，新しい仕掛けや工夫が必要だった．後で触れる
海外の高校や教育機関に積極的に留学生派遣を直接働きかける行動であるが，
当時日本の大学がやったことのないもので，成果の計れない突拍子もないもの
のように見られた．

る．イノベーションが行われるのは，ほとんどの場合必要なもろもろの要素が
既知のものとなり，利用できるものとなり，どこかで使われるようになったと
きである」とドラッカーはいっている．
新しい知識にもとづくイノベーションはこのような特徴のゆえに，関連の要
因の綿密な分析，明晰な戦略，意識的なマネジメントが必要であるが，それら

（2）
「新しい知識を活用する」

をもってしても，特有のリスク，特有の不確実性が伴うと，ドラッカーはいう．
したがってこの新知識によるイノベーションを目指す者には，ほかのイノ

歴史を変えるようなイノベーションについていえば，新しい知識によるイノ
ベーションは高いレベルに位置づけられるといえる．したがってまた，社会的
関心の高いものである．
しかし，新しい知識によるイノベーションは，その基本的な性格，すなわち
実を結ぶまでのリードタイムの長さ，失敗の確率，不確実性，付随する問題な

ベーションを目指す者とは要求されるものが全く異なる．直面するリスクは異
質のものである．成功した時に得られるものは他のイノベーションで得られる
リターンは確かに破格のものであるが，リスクもまた大きいということである．

どがほかのイノベーションと大きく異なる．気まぐれであってマネジメントが
難しいとドラッカーはいっている．それは，上に紹介した「予期せぬ成功と失
敗を利用する」場合の対極の機会である．

教育・研究で生きてきた者にとって，
「新しい知識を活用する」イノベーショ
ンといった場合，とくに私のように社会科学をやってきた者にとってどのよう
な経験が考えられるであろうか．

新しい知識によるイノベーションの第 1 の特徴は，リードタイムが長いこと
でる．新しい知識が出現してから技術として応用できるようになり，さらに市
場に受け入れられるようになるには長いリードタイムを必要とする．
この点については，マネジメントという道具のイノベーションについてもい

社会科学といってもかなり広範囲に及ぶが，どのような専門領域をとるにし
ても，共通しているのは「今の時代はどのような時代か」という問題認識では
ないかと思う．今の時代をどのように認識するかということが，個別の領域を
超えて社会科学をやるものの共通の基本である．

えるとドラッカーはいっている．国際マネジメントと名乗る学会が最初に開か
れたのは 1923 年，プラハにおいてであり，そのころにはアメリカのデュポン
や GM をはじめとする大企業がマネジメントの概念にもとづいてその組織構造
を変え始めていた．それに続く 10 年間に，世界で初めてのコンサルタント会社

このような視点からこれまでを振り返ってみると，私にとって最も衝撃的な
「新しい知識」の一つは，1980 年代以降に経験した「アジア太平洋時代の到来」
という世界史的な時代状況の転換であった．
それまでの私の歴史認識はといえば，あきらかに欧米中心，西洋中心の歴史

を創設したリンドール・アーウィックをはじめとする先駆者たちがマネジメン
トについての著述を始めていた．しかし，マネジメントが世界中の経営管理者

認識であり，アジアは近代においては世界史の中心にはなりえないもの，もっ
と極端にいえばアジアは停滞を運命づけられた地域であるというものであっ
た．ただ日本だけはアジアの例外であるという認識であった．
このような歴史認識を転換させてくれたのは，「アジアの経済成長」という

（注 1）本 誌前号（Vol. 13）で『「発想転換」なくして『イノベーション』なし ― 私の経験」と
題した論考を掲載させていただいたが，そこでも私の経験した立命館アジア太平洋大
学 APU の開設にまつわる事例を取り上げた．ご一読いただくと理解いただけると思う
が，前稿では大学づくりの発想転換として一つにまとめて説明されているものを，本
稿では，イノベーションのプロセスを理解する事例としたために，2 段階に則して説明
することになっている．イノベーションの個々の要素，側面は同じもので，前稿と本稿
で繰り返しになっているところがあるが，それぞれの稿の趣旨に則して，ご理解いた
だきたい．

私の経験：APU の開設構想

現実であった．1980 年代に入ると，「アジアは 21 世紀の成長センター」といわ
れるようになった．
このような歴史認識の転換は，私たち立命館の学園創造に大きなインパクト
を与えた．それまで国際化といえば，大学の世界では多くの努力が欧米の大学
との関係の緊密化に向けられてきた．欧米の一級の大学への接近の度合い（留
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学や交流など）
，英語教育のレベルといったことが競われてきた．それに比して
アジア太平洋の大学との関係は希薄であった．留学生を送り出すにしても，受
け入れるにしても，まず念頭に置かれたのは欧米への送り出し，欧米からの受

ベーションの歴史の中では，このようなケースは枚挙にいとまがない．
ここで必要となるのは，機会の発見とは別の努力である．ここでは，イノ
ベーションの機会を発見する段階では消極的に見られた「アイデアによるイノ

け入れであった．
しかしアジア太平洋の時代の到来といわれる時代状況に直面して，私たちは
もっと積極的にアジア太平洋地域に接近し，アジア太平洋に向かった国際化を

ベーション」がむしろ積極的な役割を果たすことになる．
ここでも私の経験として，イノベーションの第一段階として取り上げた
APU 開設における事情について，その第 2 段階としての展開を紹介する．

深める必要があるという思いに至らされた．
立命館では 1989 年に理事会の責任で出され，学園全体で確認された「21 世
紀の立命館学園構想」という文書にはこのことが明示されている．
立命館学園の「アジア太平洋志向」の国際化はここに始まっている．2000 年
の立命館アジア太平洋大学 APU の構想，開設もここに端を発している．APU

私の経験：APU 開設における留学生受入れ（2）
APU 開設にとって最大の課題は，これまで日本の大学ではそれまで経験の
なかった，毎年 400 名，4 年間で 1600 名という大人数の留学生受け入れであっ
た．1990 年代半ば，日本が受け入れている留学生数はまだ 5 万人前後のところ

といえば，日本学生と国際学生の比率の画期さや国際学生の出身国・地域の多
様さ，日本語・英語 2 言語教育，外国人教員比率の高さなど，個々の特徴が想起

で停滞している時代での取り組みだったので，周辺ではこの課題の実現を困難
視する向きが多かった．

される．それらが目立った特徴であることは事実である．しかしこのような大
学が 21 世紀を迎えようとするところでできたのはなぜかといえば，上に述べ
たような，アジア太平洋時代の到来とこのよう新しい時代に向けた若い人材を
世界的に育成する必要があるという「時代認識」と「時代使命」である．これは
私たちの仕事の上での「新しい知識」であり，APU という新しい形の大学の創

しかし，アジアからの留学生がアジア経済危機のさ中とはいえアメリカ，イ
ギリス，オーストラリア，カナダへの留学生の流出が続いている現実を知った
とき，悲観論よりも，どうしてそのような流れを日本にももってくるかという
ことを考えた．
諸外国・地域での宣伝広報を強めよう，資金ももっと投入すべきだとか，留

造はそのような新しい知識を活用したイノベーションであったといえる．
しかし，このような時代認識と時代使命の認識からすぐに APU のような国際
大学が生まれてくるわけでなかった．そのような時代的要請に応える大学をつ

学生斡旋のエージェントとの関係をもっと強めようとか，交換留学の範囲を広
げようとか，さまざまな策が検討された．しかし，結局結論は単純で，留学生を
実際に送り出している諸外国・地域の高等学校等の中等教育機関に直接出向

くるには，カリキュラム，学生構成，教育方法と使用言語，教員構成，学生の生
活環境，キャンパス環境など，多面的な要素のイノベーションが必要であった．

き，生徒の推薦を訴えるしかないということになった．
そこで，アジア地域を中心に世界中の主要国・地域の高等学校に向けて，大
学の教職員自身がチームを組み，手分けして学校訪問の行脚にとりくむことに
なった．

3. イノベーションの第 2 段階 ―「アイデアによるイノベーション」
イノベーションの実現にとってまず第 1 に必要なことは，どのようなイノ
ベーションを実現するか，つまりイノベーションの機会を発見することであ
る．この機会の発見のために大きな指標となるのがドラッカーのいった「イノ
ベーションの 7 つの機会」である．
しかしイノベーションの機会が発見されたとしても，それでイノベーション
が具体的に実現できるわけではない．イノベーションの機会を現実のものにす
るにはさらにそれを実現するための手立てや装置，
「アイデア」が必要になる．
すばらしいイノベーションの機会も実現のための手立てが打てないために立往
生することが度々ある．この山を越えなければイノベーションを実現したとは
いえないわけである．これがイノベーションの第 2 段階である．
かつてシャープの創業者早川徳次はまだブラウン管 TV セットが全盛の時代
に，ブラウン管のない「壁かけ TV」という画期的な発想をした．しかしこの構
想は，「液晶」という電子デバイスの開発を得て実現することになった．イノ

結果として 1997 年秋から大学開設の前年の夏までの海外行動のなかで，訪
問先は 18 か国・地域の約 900 機関に及び，その中で約 290 の機関との学生推薦
協定を締結することができた．この推薦協定による学生が受け入れ学生のすべ
てということではないが，これが毎年 400 名の受け入れという社会的約束実現
の大きな柱のなったことは疑いない．
このような留学生受け入れのための海外活動は，現在ではかなり一般的なも
のとなっているが，当時は周りから破天荒な行動とみられた．しかしこのよう
な工夫と実際の行動，
「アイデアによるイノベーション」がなかったならば，一
般的な可能性の認識からだけでは毎年 400 名という留学生受け入れは実現でき
なかったであろうと思われる．
（注）この APU 開設のための留学生受け入れ海外行動のくわしくは，『立命館百年史紀要』第
18 号，2010 年 3 月，に掲載されている「座談会・APU 留学生受入れの海外行動を振り
返って」
（1）
（2）を参照．
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「イノベーション」の 2 つの段階 ―「アイデアによるイノベーション」の役割を考える
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私の経験：APU の開設構想（2）
1990 年代初め，アジア太平洋時代の到来という新しい時代の到来認識した私
たちは，21 世紀に生きる大学として，この新しい時代に求められる人材の育成

3．「日本語・英語の 2 言語による教育システムを採用」
日本語の習得が条件的に厳しい国・地域からも広く学生を入学させるため
に，入学前における日本語能力の習得を条件としない入学制度を採用した．こ

のための新しい大学の構築に挑戦しようという志を持った．
しかし，このような時代認識と時代使命の認識からすぐに APU のようなグ
ローバル大学が生まれてくるわけでなかった．そのような時代的要請に応える

のような多様な学生たちにも等しく大学教育を施せるように，日本語，英語 2
言語による授業を実現するカリキュラムを用意した．こうした 2 トラックの授
業体制を採用する大学は日本では例がなかったし，現在でも希少であるが，こ

大学をつくるには，さらにカリキュラム，学生構成，教育方法と使用言語，教員
構成，学生の生活環境，キャンパス環境など，多面的なイノベーションが必要
であった．APU という新しいタイプの大学構築というイノベーションの第 2 段
階のイノベーションが必要であった．そしてここに求められるのは，さまざま
な大学構成要因の「アイデアによるイノベーション」であった．APU は，現実

のような 2 トラックの授業体制の採用によって世界中の国・地域から多様な国
籍，文化の学生がキャンパスに集うことが可能になった．
ただ，このような環境の中で，英語基準で入学する学生に対しては，入学当初
から相当徹底した日本語教育を施している．それによって，日本語能力をもたず
に入学した学生も卒業時には高い日本語能力を身に着けることになっている．

にそのようなさまざまな「アイデアによるイノベーション」の集合によって成
り立つことになった．

これは，彼らが卒業後日本社会で活躍するために必須条件であるからである．
またこのような教育システムのもとで，日本語基準の学生（日本人学生）の

そのような APU を形づくる「アイデアによるイノベーション」の主要なもの
を列挙すれば，以下のようなものである．
その際考えの基本となったのは，
「迎え入れる国際化」という理念であった．
今でいえば，
「インバウンドの国際化」ということになる．日本ではそれまで国
際化といえば英語と外国留学，つまり「送りだす国際化」が強調されてきたが，

英語能力も大いに鍛錬されることになった．日本語基準の学生も当然に，一定
範囲の英語トラックの授業の単位取得を義務付けられている．
このような日本語，英語 2 トラックの授業体制については，教員体制が 2 重に
なり，これを維持するためのコストがどうなるのかとの質問をよく受ける．し
かし，これにはマジックはない．このような 2 重の負担を維持できるような経

留学生を受け入れる「迎え入れる国際化」の方はそれほど重視されず，1980 年
代から留学生受入れ 10 万人計画の掛け声にもかかわらず，なかなか進まない
現実があった中での問題意識であった．

営管理システムを構築しているというほかはない．
4．「教員の半数は外国人教員（外国で教育を受けた教員）とする」
このような二言語平行の 2 トラック教育システムを採用しているので，教員

APU 創りはそのような中で，積極的に留学生を受け入れる政策として，意識
的に打ち出されたものであった．
1．
「学生の半数（50％）を外国人学生に」
この点で APU のシンボルとなったのは，
「学生の半数（50％）を外国人学生

体制も当初から学生の構成になぞらえて，外国人教員を半数とする考えをとっ
た．これは自然の成り行きであった．しかしこのことは，当然のこととして，学
内諸業務での使用言語の 2 言語化を必要とした．
5．「大規模学生寮（AP ハウス）
」をつくる．
」

に」という学生構成のイノベーションであった．それまで学生の 10％前後が留
学生であるというケースはあったが，半数を留学生という構想は常識を超えた
ものとみられた．
私たちとしては，こうして大学環境をグローバル化することで，グローバル

地方都市に留学生の安心な居住条件を保証するために，かなり破格の規模の
ハウジング（通称 AP ハウス）を用意した．学生数が増加するとともに拡大し，
現在ではキャンパス外の施設も合わせて約 1500 名収容のハウジングが機能し
ている．

人材を育てるということを目指した．この仕組みは，開設 18 年目を迎え，総学
生数が約 3500 名から 6000 名に増えた今日も貫かれている．
2．
「留学生の出身国・地域数は 50 を超える」
留学生の数とともに，キャンパスの環境は多国籍，多文化であることが不可

当初は地方都市での学生，とくに留学生の居住条件の保障という観点からの
条件整備であったが，次第に多様な文化をもった学生たちの国際交流の場とし
ての価値が高まり，「APU 的価値」を育む最大の拠点となってなる．最近では
このハウスを使った社会人との交流や国際的ゲストとの交流が盛んになってい

欠である．多様性こそが若者を育てるキャンパスの生命である．キャンパスに
迎える学生は，常時 50 か国・地域を上回り，100 を目指すこととした．
実際にこの課題は，開学早々に達成し，2017 年現在，常時 90 の国・地域から

る．
最近では日本の大学はどこも留学生受入れ，国際交流を重視し，AP ハウス
のようなハウジングを用意するケースが多くなってきたが，多分 AP ハウスは

学生を迎えている．
近年 APU の環境は「混ぜる教育」の場として社会的に注目されている．

その嚆矢であったといって間違いない．
APU という大学は，1990 年代初め，アジア太平洋時代の到来という新しい
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時代の到来を意識した，この新しい時代に求められる人材の育成のための新し
い大学として構築がめざされた．それは 21 世紀をめざす日本の大学のイノベー
ションとして構想された（イノベーションの第 1 段階）．
しかし，そのような時代的要請に応える大学をつくるには，さらにカリキュ
ラム，学生構成，教育方法と使用言語，教員構成，学生の生活環境，キャンパス
環境など，多面的なイノベーションが必要であった．APU という新しいタイ
プの大学構築というイノベーションの実現には第 2 段階のイノベーションが必
要であった．そしてここに求められるのは，さまざまな大学構成要因の「アイ
デアによるイノベーション」であった．APU は，現実にそのようなさまざまな
「アイデアによるイノベーション」の集合によって成り立つことになった．
この事例は，筆者自身が関わったことであるが，イノベーションの実現には，
イノベーションの「機会の認識」というレベルでのイノベーションと同時に，
それを現実にするためのさまざまな要素の「アイデアによるイノベーション」
が必要であることの，一つの事例である．
（注）
「アイデアによるイノベーション」

を積極的にすすめるための，なにか共通の手法がない
のかという問題については，本稿では立ち入れなかった．過去の優れた成果の「転用（借
用）」，「類推」など，いくつかのことが考えられるが，後日を期したい．
参考文献
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Performing, Responsible Management is the Alternative
to Tyranny and Our Only Protection Against it:
The Unfinished Legacy of Peter Drucker
Winfried W. Weber

Drucker Society, Germany
After the Cold War, in his 1995 article “Can the democracies win the peace?”, Peter
Drucker pointed out that history is teaching us that political freedom and democracy
follow economic development but “without human rights there is unlikely to be lasting
economic development.”
In a modern society, which became a society of organizations, management played
a crucial role for Drucker. The development of democracy was reflected for him within
the structure of the organizations. In the Next Society (Drucker 2 0 0 2 ), which would
be a knowledge society, the organizations will change. Without the autonomy of the
knowledge workers and their self-organization, it would become difficult to cope with
the increasing complexity. On the other hand efficient organization, which is based on
social values, with the everyday practice of its decentralized decisions is the decisive
guarantee for a robust democracy, which will always be jeopardized, especially in
economic crises.
Drucker’s management theory thus went far beyond the economic approach.
Management has a social function and is a liberal art. Management is about people
and social responsibility. Educated managers are one of the most important instances
against the increase in totalitarianism.
In early 1939 with his book “The End of Economic Man” Drucker was one of the
first authors who was analyzing totalitarianism as a phenomenon of a society which
has lost its belief in the power of economic rationale and on progress. “Central to the
Modern Age had been the belief that society could be made rational, could be ordered,
controlled, understood.” The tragedy with fascism in Europe, Nazism in Germany
and Stalinism in the Soviet Union was the result of a loss of political faith and an
alientation of its citizens. In this turbulent time emerged a shift, replacement of “hope
by despair, reason by magic, and belief by the frenzied, bloodthirsty violence of the
terror-stricken.” The heroic Man replaced the Christian Man. The mutually reinforcing
of freedom and equality collapsed. It prepared the ground for mass-suggestion and a
willingness for political hysteria.

Management as a social function
Drucker knew what he was talking about. He grew up in an intellectually inspiring
Viennese family with a distinctive network. In the salons of his family’s network
famous artists such as Elias Canetti, Robert Musil, Oskar Kokoschka or Arnold
Schönberg and great thinkers such as Ludwig Wittgenstein, Joseph Schumpeter and
Karl Popper came together. As a child and young man he witnessed the disintegration
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of the Viennese Belle Époque, and the totalitarian collapse of his homeland from
London and American exile.
The approach that the function of management in particular is to encourage
individuals and to encourage lifelong learning can already be traced back to the
early influence of Drucker’s teachers Eugenie and Hermann Schwarzwald. The
Viennese couple had founded an innovative school and educational institution, the
“Schwarzwaldschule”, around the turn of the century. The couple encouraged the
students to concentrate on their individual strengths. They asked their students to
grow beyond their potentials. “Supporting people and challenging them”, we would
say today. “Genia” (Eugenie) and “Hemme” (Hermann) had already been the teachers
of Peter Drucker’s mother Karoline. The adolescent Drucker appreciated Hemme’s
enthusiasm and clear feedback to his students. Clear-cut feedback should become one
core task of management for Drucker. Hemme said to his student Peter: I have always
liked your willingness to go it alone and your refusal to run with the crowd, even with
ours.
Drucker’s humanist education laid the cornerstone for his later management theory.
Managers like teachers, as we know today, motivate best with enthusiasm, inspiration
and an animated spirit. They also operate with cognition but far less successfully.
According to the Drucker’s paradigm shift, management, in the Socratic sense, is not
to say what is to be learned and what is to be done but to teach learning to provide for
an inspiring learning atmosphere and for organizational learning opportunities.
From the roots of his inspiring elementary education, Drucker drew the core
elements of his breakthrough management model. In his autobiography he points
out, I was at that time professor of management at the Graduate School of New York
University — and suddenly whole swarms of middle-aged ex-officers descended on me
for advice and help.... I did exactly what Genia had done. I found out what each man
had done and could do. I checked out every story.... and I had to be scupulously honest
about the applicant’s qualifications and disqualifications.
Teachers and managers are faced with the same task of using Socrates’ insight,
“teaching is a gift, learning is a skill.” Humans are learning organisms that are
“programmed” for lifelong learning. Therefore organizations as learning systems
need a leadership that promotes change and recognizes and supports the strengths
of its members. Classical-hierarchical organizations with solitary decisions at the
top-management level are no longer up-to-date in the complexity era. Appropriate
or satisficing (satisfying and suffice, Herbert Simon) decisions can only be made
in knowledge organizations by self-organized and autonomous people at the
organizational level where the impact on the environment is visible. As Ross W. Ashby
already noted, “only variety can destroy variety”. Like a winning chess player is
supposed to have more variety than his losing opponent. Only if the internal variety is
complex enough, the organization can deal with the disorder from the environment.
Executives cannot be seen then anymore as those with skills, but the founders of an
organizational culture in which knowledge is shared and everybody is looking for its
applicability. If knowledge is withheld (as in corporate cultures with strong internal
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competition), and if in a knowledge organization inadequate structures and incentives
lead to knowledge being hoarded or filtered, no organization survives long-term in the
complexity era.
When the society of the organizations was still in an infancy stage, a hierarchical
concept was sufficient for the efficient organization, which was primarily profitable
with mass products. Drucker’s concept of management was a paradigm shift. This is
particularly evident when Drucker observed and commented on the models of important
economists and their students: I suddenly realised that Keynes and all the brilliant
economic students in the room were interested in the behaviour of commodities, while
I was interested in the behaviour of people.
Drucker is considered by many to be the father of management. His famous
landmark is “Concept of the Corporation”, published in 1 9 4 6 , with his insights of
General Motors and the conversations with Alfred Sloan and middle managers, with
whom he was caught between two stools. His colleague and at that time president of
the Bennington College, Lewis Jones, congratulated and warned Drucker at the same
time: “You’re on a highly promising academic career, either as an economist or a
political scientist. A book on a business corporation that treats it as a political and a
social institution will harm you in both fields.”
It turned out that Jones was right. In the academic world, Drucker is still regarded
as an outsider. His paradigm shift, management as a social and political function, is
ignored there. But in the world of the practitioners of management, however, Drucker
came across with an overwhelming resonance.
In the organization, which Drucker anticipated, and which he described in his last
book “Managing in the Next Society” published in 2 0 0 2 , the knowledge worker is
led to autonomy. Keywords such as holacracy, internet of things, flat hierarchies,
integration of millennials refer to the Drucker-triggered debate of a next society and
its management. As never before, company success is based on the sovereignty of
employees. Practically, Drucker’s radically new management models already work.
Just look at companies with flat hierarchies such as W.L. Gore & Associates, HCL
Technologies, Morningstar, or Buurtzorg. Or go back to the roots of modern production
and service companies with group work and Hoshin Kanri - the joint formulation and
implementation of goals — they go back to Peter Drucker and the Toyota managers he
advised. Not least many German medium-sized industrial champions are experimenting
with new models of managing.

Management as a political function
Liberalism and free market economy created the economic basis for a demo
cratization processes in many countries. Currently, just 1 2 percent of the world’s
population live in democracies. But democracies do not become self-sustaining.
Economic crises are perpetual and democracies get challenged by political frictions.
A considerable part of the American white middle class has been exposed to an
economic downturn. For a modest standard of living, both partners often have to work
full-time. In order to send the children to college, however, loans must be borrowed.
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The situation is similar in Europe; in some countries the downturn there is even more
serious. In some of these countries, nationalist groups are emerging because growing
parts of citizens do no longer see their home in the established parties and their freemarket approach. The world has also an employee engagement crisis when employees
identify less with their organizations, if we follow the Gallup studies during the last
years. Many citizens have the impression that the economy is shifting — in contrast to
its profiling — not towards an economy with social responsibility but to an economy
which is avoiding social responsibility. In many regions of the industrialized countries
there has emerged a gap between educated people and workers or parts of the middle
class. At the center of criticism is the political elite, but also the economic elite.
Crises, creative destruction and decay are, however, at any time part of modernity
and, if we are optimistic, can be the trigger for new functions and sustainable social
developments. As sociologist Niklas Luhmann put it: “As in an unintentional perverse
effect, it is gradually becoming clear that the crisis is not crisis, but it is society itself.”
The precondition for this optimistic attitude is that democracies remain defensive and
self-confident. However, many signals indicate that in many of these countries large
parts of the population cannot resist the “authoritarian temptation” (Ralf Darendorf).
Populists begin to fondle with the authoritarian models, to confine plural society
and diversity, or to build up or save a “state capitalism”. Those who have relativized
democracy, just in view of the authoritarian challenges, did not understand the lessons
of history. Peter Drucker has repeatedly pointed out that a free economic operator
cannot be held unfairly in politics, nor are a few elite people able to decide on market
opportunities.
In the meantime, the citizens of the more mature democracies cheer seldom when
there are achievements of their civil society and the diversity in the economy or variety
in culture and new ways of life. The Open Society and its future has become so selfevident that the historical achievements and the persistence to build up this civil society
is not seen any more. It is the same with your health, only when you get sick, do you
recognize its value.
In “Can the democracies win the peace?” The central concern of his oeuvre is
formulated: the most important power that should be advocated to build up the
civil society development is management. Only with strong organizations and good
management can modern society be enhanced and stabilized.
Daily actions of individuals in organizations that share social responsibilities have
been the key to securing and developing the democracies for Drucker. For him, modern
organizations are going a similar way as the democracies. When the democracies
overcome the dangers of “tyranny of the majority” (Tocqueville) or the organizations
overcome the concentration on profitability and bossy or patronizing organizational
cultures, they develop a separation of powers in politics or a redesign of their organi
zational and managerial structures with a sense of giving leeway, feasibility, alliances
and autonomy to the knowledge worker.
When once asked why he expended so much energy on the subject of management,
Drucker replied in his old age, “because it is important”. Management is “the organ
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that transforms a horde into an organized entity and human efforts into achievements.”
When an organization is well managed, it contributes to social progress through
economic development and social cohesion.
Leadership was based on a moral grounding for Drucker. Decisions should be
weighed with regard to the public good.
This essence of Drucker’s management philosophy has been easily missed and
ignored in the noisy and faddish management setting. We owe Drucker the insight
that the manager’s job can never be reduced to an economic function. For Drucker a
leader has to be oriented on two poles. Managers contribute to the society by building
a powerful organization that stands out in the competition. But this pole must never,
as Frank Schirrmacher has pointed out, ignore the other side of the Janus face of
the economy. In a non-sustainable economy the uncooperative player acts in a way
to maximize his advantage and to minimize any cooperation. His strategy is to be
unpredictable and to reject all responsibilities. Uncooperative players, who are also
found in Silicon Valley today, are both new and old leading authorities of a future we
already know and who tends to destroy their own foundations.
The second pole directs managers to the task of accepting social responsibility
within the society. The mission is to build up organizations where management is about
human beings. To be a member in an organization is more than just to make a living.
People also look for meaning in organization, they want to identify with the purpose
of the business. The tasks of management are holistic. Management includes questions
such as, “what is the meaning of life?”, “Based on which ethical principles do we act
and how do we do it?”, “Which contributions do we make for the society?”
After years of economic rise and after new demands for an ecologically compatible
industry, Drucker urged managers to set a new focus. The economic elite can no longer
just be economically legitimized. Apart from the ecological questions, which had
rightly gained a greater weight, the central task of management in future would be
to feel responsible for the further development and stabilization of a “good society”.
The social responsibility of management will be to become the main counterweight to
authoritarian movements and totalitarianism.
“Performing, responsible management is the alternative to tyranny and our only
protection against it.” (Drucker, 1973, pp. x)
For decades, modern society had a period of differentiation and developed a wide
range of unknown opportunities in open processes. However, modern society could
now enter a phase of de-differentiation and simplification. In some countries of the
“free world” human rights and the constitutional state are already under pressure. Its
values must be defended. They are not negotiable. And yet economic development
without these values is not possible in a long-term view. In his last speech, the German
Chancellor Willi Brand reminded us, “Nothing comes by itself. And very little is
permanent in our society.”
The current populist movements are a warning sign, which must have a resonance
in sectors outside politics. The entire civil society with its thousands of organizations
have to bring up this issue. For Peter Drucker, decision-makers have the task of giving
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orientation to people in organizations. Drucker called this a “social ecological” task.
The ecology of man is the social world. His balance is maintained by social relations.
They determine his ecology. People have a need to give their lives a meaning and to
be valued for their actions and actions of fellow human beings. Organizations are
concerned not only with results and achievements in competition, but with questions
of human nature and social legitimacy. Moral, ethical and spiritual issues also play
a role in human ecology. Each organization has to find its own solutions to meet the
civil society expectations of its members as well as their customers, clients or other
stakeholders.
According to Niklas Luhmann, this task of management could be described as the
transformation of the “cultural form”（in “Theory of Society”）of an organization.
While the organization and its management are more indifferent towards society
and social issues and are focusing on the organization’s decisions, it is also a matter
of allowing communication on “cultural” themes, in which members have lost their
connectivity with world’s complexity. Culture as the social memory of a society had
the task of establishing an equilibrium. From it, the individual drew orientation and
meaning. If, however, there is hardly any certitude of orientation, then cultural memory
is losing its function to provide clues. It is thus all the more important for the modern
individual to see the “life world” (Mittelstrass) and the cultural form of the organization
in which it spends almost half its lifetime. Amidst the small talk in the emotional zone
of the company cafeteria, the imbalance of modernity and its virtual reality can be
observed. A topic is often, explicit or implicit, how the boss will see the facts.
Luhmann’s hypothesis that the communication media today are producing much
more sense than the society can currently process, underpins Drucker’s injunctions.
When in the computer and internet era everything is available much faster and at the
same time, the cafeteria communication can build up new (cultural) forms and patterns
with which we can find an appropriate connectivity. What fits, what is appropriate and
what is not? The future is constantly challenging us with new problems. In the next
society orientation will have a shift from balancing to comparability. To learn to adjust
continuously to another connectivity will be the cultural form of the future. Sociologist
Dirk Baecker points out that our society is in any situation comparable to Noah’s Ark: “It
collects those who have recognized and acknowledged their helplessness in the Flood.
Then the ark set sails and anchors somewhere else provisional. The only thing we must
be able to rely on is our mobility. ”
Drucker’s epigram “I never predict. I just look out the window and see what’s visible
— but not yet seen” opens up the communicative vision that management has to irritate
the organization routines and enlighten its members to those windows around them.
Management with the focus on a social ecology has to make a revision of its
development and education. Executives of today and tomorrow need a comprehensive
education in liberal arts in which virtues such as judgment, responsible self-limitation
or role-model function are developed and the dangers of de-differentiation, abuse of
power and loss of trust are discussed.
Drucker’s injunction does not mean that the future of democracies should be
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replaced by a technocratic, elite-determined variant. Drucker was not looking for an
intellectual elite that would renew the practice and philosophy of organizing. He was
concerned with a down-to-earth management, on actions with a long-term orientation
and dedicated to society. Just as an avant-garde of factories in Europe’s, America’s
and Asia’s medium-sized industry that have achieved decades of increasing their
productivity, empowering employees and focusing on the value-added process; a
social-ecological-oriented management can make a social contribution in the future.
It will be a Herculean task for managers to follow Peter Drucker’s encouragement.
However, if important institutions and their leaders behave passively, many democracies
are threatening an era under the rule of authoritarian figures who claim to defend
Western values, but restore “justice and order” with the surrender of freedom. David
Remnick, chief editor of the New Yorker, puts it this way: To combat authoritarianism,
to call out lies, to struggle honorably and fiercely in the name of American ideals —
that is what is left to do. That is all there is to do.
Managers from all sectors, from for-profit, non-profit or public organisations have
a deep impact on a civil society. Drucker’s legacy is unfinished. Dedifferentiation,
Nationalism, authoritarianism or collectivism can destroy democracies and its
economies. Drucker’s legacy should not be frayed.
Sources:
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バッキーとドラッカー
Bucky and Drucker

重本大地

Daichi Shigemoto

（早稲田大学創造理工学研究科）

Summary
Buckminster Fuller, an American inventor, was a friend of Drucker and Drucker
wrote about him in Adventures of a Bystander published in 1978. The aim of
this paper is by comparing thoughts and philosophy of Bucky and Drucker
about technology, work, human and the universe, to provide an example of how
relationships between people form each person’s attitude and behavior and create
history.

発明家バッキー
発明家の仕事は，まず見ることからはじまる．バックミンスター・フラーも
そうだった．
バックミンスター・フラー（Richard Buckminster Fuller, 1895 - 1983），通称
バッキーは，アメリカ，マサチューセッツ州出身の発明家で，ダイマクシオン・
ハウス，ダイマクシオン・カー，ダイマクシオン・マップ，ジオデシック・ドー
ムなど，変わった名前をした数々の発明を行なった．それらの発明はすべて，
地球というひとつの閉じたシステムに生きる人間の生活を持続可能なものとす
る，一貫した信念にもとづくものだった．
ドラッカーも言うように，誰もが彼をバッキーと呼んだ（1）．
そのバッキーを私は昨年，卒業論文のテーマとしてとりあげた．1963 年の
バッキーの著作『宇宙船地球号操縦マニュアル』
（Operating Manual for Spaceship
Earth）を読んだことがきっかけだった．この本を読みバッキーを卒業論文の
テーマとすることに決意した理由はふたつある．
ひとつは，いつでも宇宙から思考をスタートさせるスケールの壮大さに共感
し，自分と似ていると思ったこと，もうひとつは，半分は理解不能で何を言っ
ているのかよくわからないが，とにかくすごいことを言っているということだ
けはわかったことだった．
いま思えば，この「思考スケールの壮大さ」と「理解の困難さ」は，どちらも
バッキーの本質にかかわることだった．
そして，バッキーのほかにもうひとり，卒業論文のテーマとしてあげたのが
ドラッカーだ．
ドラッカーはバッキーと，ほぼ 10 年間にわたって頻繁に会う友人だった．
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1978 年のドラッカーの著作『傍観者の時代』
（Adventures of a Bystander）第 13 章
「テクノロジーの予言者，フラーとマクルーハン」は，その名の通りバッキーを
テーマのひとりとしたものである．
『傍観者の時代』を読んだ私は一瞬で，ドラッカーをもうひとりの卒業論文の
テーマとすることに決めた．

傍観者ドラッカー
歴史が星座であるならば，ひとつひとつの星々はひとりひとりの人間である
べきことを，
『傍観者の時代』は教えてくれた．
「傍観者」とはドラッカー自身のことである．
『傍観者の時代』は，自伝ともいえる内容だが，あくまでドラッカー自身では
なく，ドラッカーが出会った人物たちとその時代を描いたものだ．登場人物た
ちは必ずしも有名人や歴史的に重要な人物たちではないが，彼らはドラッカー
にとって興味深い人たちであっただけでなく，ひとりひとりが何かを象徴し，
時代を体現していた．
ドラッカーは，
「新版への序文」の最後に次のように書いている．
私は，私の心を打った人たちを登場させた．それぞれが，それぞれの話を
もつ人たちであって，しかも，観察と解釈の価値のある人たちだった．そし
て何よりも，社会とは，多様な個と，彼らの物語からなるものであることを
教えてくれる人たちだった．（2）
ドラッカーの心を打った人たち，そのうちのひとりがバックミンスター・フ
ラーだった．

ふたりの出会い
『傍観者の時代』第 13 章には，バッキーとドラッカーの劇的な出会いが，次
のように描かれている．
1940 年，ヘンリー・ルースと『フォーチュン』創刊 10 周年記念号の仕事を
している頃，私は文字どおりバッキー・フラーとぶつかった．
ある編集者の部屋から後ずさりをして出てきた私は，何か大きな物にぶつ
かって倒れた．私の背後でも何かが転がり，起き上がったようだった．倒れ
たままの私に，そのものは「これでラテンアメリカの経済発展は 10 年は遅
れた」といい置いて，そのまま行ってしまった．フラーは車輪付きの足場に
乗り，壁と天井に世界経済の発展について大きなグラフを描いていたのだっ
た．（3）
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経済発展のグラフを描くことを妨害することによって経済発展そのものを妨
害することができるというバッキーの考えを，ドラッカーははじめ冗談と思っ
た．しかしバッキーは本気だった．
これによってドラッカーは，彼に興味を持ち始める．

テクノロジーの予言者
『傍観者の時代』第 13 章は，バッキーともうひとりの人物，マーシャル・マク
ルーハン（Herbert Marshall McLuhan，1911-1980）についての章である．
マクルーハンもまたドラッカーと劇的な出会いをとげた．ドラッカーいわ
（4）
く，「あのもやし野郎のいうことには，何かがあると思った」
以後，マクルー
ハンが啓示を受ける最後の夜まで，マクルーハンは何度もドラッカーの家を訪
れては自らの考えていることについて語り続けたのだという．『傍観者の時代』
には詳しく書かれていないが，バッキーとマクルーハンもまた友達だった（5）．
章の冒頭で，ドラッカーは語る．
バックミンスター・フラーとマーシャル・マクルーハンほど対照的な者も
いない．外見，態度，考え方，話し方など全部正反対だった．フラーはずんぐ
りして詩を語った．マクルーハンはひょろりとして警句を放った．
しかし，いずれも 1960 年代の同時期に時代の寵児となった．いずれも同じ
理由でだった．いずれもテクノロジーの予言者としてだった．（6）
ふたりが有名になるずっと前から，友人であり，すごさを認め，話に耳を傾
けたのがドラッカーだった．三人は交流し，考えを話し，考えを聞き，影響を与
え，与えられながら，それぞれが，共通点をもち，かつ異なった独自の世界をつ
くりあげた．
ドラッカーは，ふたりの魅力についてこう語る．
テクノロジーこそ，哲学，文化，美学，人間学と結合されるべきものであ
り，テクノロジーこそ，人間学と自己認識の中核に位置付けられるべきもの
であるとの認識に到達しつつあった世代にとっては，この二人のテクノロ
ジーの予言者こそ来るべき新しい現実を垣間見せてくれる存在だった．
確かに，彼ら二人が見せてくれる景色には霧がかかっていた．語ってくれ
る言葉は神話じみていた．が，そのことがまた彼らの魅力を増してもいたの
だった．（7）

技術と人間
このように，バッキーとマクルーハンのどちらもが，ドラッカーの技術観に
影響を与え，心を打った．
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しかし，バッキーとドラッカーの技術に対する見方は少し違っていた．
バッキーは技術を，宇宙のもの，自然そのものであると見た．人は，自然その
ものがもつ非物質的な知性を再利用しているにすぎないと言った．
わたしに言わせれば，「人工的」ということばには何の意味もない．人間
は自然が許した範囲でのみ行為できるものだ．人間は何も発見したりはしな
い．人は自然界に作用する原則を見出し，その原則を一般化したり，思いが
けない方向に応用したりする方法を見つけるのである．これがいわゆる発見
である．しかし，彼らは人工的なことは何もしない．まず自然がそれを許さ
なければならないのであり，許したならばそれは自然なことなのだ．非自然
的なことは一切存在しない．（8）
対してドラッカーは，技術を人間のものと見た．彼は言う．
技術とは，自然のものではなく人のものである．道具についてのものでは
なく，人がいかに働くかについてのものである．人がいかに生き，いかに考
えるかにかかわるものである．（9）
このようなドラッカーの技術観に影響を与えたのは，バッキーよりむしろ，
マクルーハンの方だろう（10）．
ドラッカーは，マクルーハンが『グーテンベルクの銀河系』や『メディア論』
を書くずっと前から，彼の話に耳を傾け，技術とは何かについて自らも洞察を
得たのだった．

仕事の欠落
バッキーのすごいところ，卓越した点をいくつも述べたドラッカーだが，ひ
とつ，バッキーとマクルーハンに共通する大きな欠点を指摘した．
「仕事の欠落」である．
しかし私は，バックミンスター・フラーとマーシャル・マクルーハンのい
ずれも，テクノロジーと，文化と，哲学の統合に成功することはないのでは
ないかと思う．彼らの描くビジョンには，テクノロジーと人間特有の活動と
しての「仕事」を関連づけるものがないからである．（11）
『仕事の歴史』という本の執筆を構想していたほど，ドラッカーにとって「仕
事」とは重要な言葉だった．ドラッカーにとって，技術を人間と結びつけ，人間
を他の人間と結びつける特別のつながりこそが仕事だった．
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テクノロジーとは，人が人に特有な活動としての「仕事」を行うための，目
的意識に基づく人工の非有機的進化に関わるものである．しかも人の行い
方，つくり方，働き方は，人の生き方，人と人との関わり方，自らの見方，そ
して詰まるところは，人が何であり誰であるかに対してさえ重大なインパク
トを与えるものである．
そして何よりも，
「仕事」とは，人の生活と人生において特別の絆を意味す
るものである．（12）
ドラッカーの言う「仕事」とは何であるか，また，バッキーにとって「仕事の
欠落」とは何を意味するのか，もう少し考えたい．

量と質
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間，スピード，効率を実現することをめざした．
ドラッカーも次のように言っている．
確かに，バッキーの問題の一つは，あまりに現実志向であるところにあっ
た．彼は，自分の考案した妙なデザインを，ただただ現実的でありたいがた
めに，自動車，住宅，道路，地図など，日常のあらゆるものに適用しようとし
た．
むしろ彼のほうが，たとえ天井あるいは床からしか出入りできなくとも，
エネルギー効率のよい彼の三輪自動車が普及しないことを不思議がってい
た．最大床面積と最小表面積によって暖冷房効率を最大化し，しかも構造材
を不要とした超軽量のダイマクシオン・ハウスよりも，なぜ人が幾何学的に
不完全な従来型の住宅のほうを選ぶのかがわからなかった．（16）

「仕事」と似た言葉として，
「労働」がある．
フリードリヒ・エンゲルスによれば，労働とは量的に規定されるもので，仕
事とは質的に規定されるものである ．
量と質という対比は，この言葉こそあまり使わないが，ドラッカーの概念の
なかにたくさん出てくる．分析と知覚がそうであり，その他にも，機械的と生
（13）

物的，因果と形態，モダンとポストモダンがそうである．そして何よりも，肉体
労働と知識労働がそうである．
肉体労働者は能率をあげればよい．なすべきことを判断してそれをなす能
力ではなく，決められたことを正しく行う能力があればよい．（14）
知識労働は量によって規定されるものではない．コストによって規定され
るものでもない．成果によって規定されるものである．（15）
肉体労働と知識労働の対比は，労働と仕事という言葉の対比と基本的には同
じであると私は思う．ただし，肉体労働と知識労働という言葉は組織のなかで
の働き方，他者への貢献の仕方に焦点があるのに対し，労働と仕事という言葉
は個人レベルでの生活，生き方の問題に焦点がある．
仕事とは，人間の生活のなかで，それぞれ違う趣味や嗜好，目的，価値観，生
き方にもとづいた，いままでと違う，あるいは他人と違う，新しい判断や工夫
のことをいうのである．そのような生活の知恵がなければ仕事ではない．

バッキーの量と質
バッキーのモットーは，
「最小限で最大限のことをなす」
（Doing the most
with the least）だった．明らかにこれは，量における効率の追求である．
バッキーはつねに，最小限のエネルギー，重さ，時間によって，最大限の空

ドラッカーも言うように，バッキーはいつだって現実的で，本気だった．
バッキーに向かってユートピア的，SF 的などと言うことは私が許さない．
だが，たしかにバッキーには，見えていないものがあった．
バッキーは，増えゆく人口と住宅の需要に応え，大量生産可能で組み立ても
容易な低価格の住宅をつくろうとした．それらにはいくつものバージョンが
あるが，どれも平面は六角形もしくは円形で，四角形平面を前提としてデザイ
ンされた既存の家具ではフィットしない．それに，このような住宅が本当に普
及し誰もが使うようになったとすれば，街の風景はどのようになってしまうの
か．バッキーには言い分があったが，多くの人はバッキーの発明をあまりよく
思わなかった．事実，バッキーの発明のうちジオデシック・ドーム以外のほと
んどは，大量生産がなされる前に頓挫した（17）．
さらに，この話には続きがある．
しかし，それら彼のデザインしたものは，やがて別の用途に使われ現実の
ものとなった．ダイマクシオン・カーは宇宙開発に使われ，ダイマクシオン・
ハウスは北極圏のレーダー・ステーションに使われ，展示館やスタジアムに
使われた．
したがって，バッキーは，40 年前なぜ彼が現実的でないといわれなければ
ならなかったかを，いまもって理解できないでいるに違いない．（18）
バッキーの発明は，バッキーが意図していたのとは違うかたちで，多くの人
に使われた．ただひとつ経済的に成功したジオデシック・ドームは，バッキー
の生前だけでも数万個が世界中につくられたと言われている（19）．しかしその
ドームですら，必ずしもバッキーの意図したかたちで利用されたものばかりで
はなかった．
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特に，スチュアート・ブランドがバッキーに刺激を受けて 1968 年に創刊した
（20）
雑誌『ホール・アース・カタログ』
（Whole Earth Catalog）
などによって，バッ
キーの思考や発明品は多くのヒッピーたちに伝わった．そしてそのヒッピーた
ちは，バッキーのジオデシック・ドームを，原理はそのまま，自分たちの方法，
材料，用途，かたちをもってしてつくりかえた．特に，ドロップ・シティという
コミュニティーでは，自動車の廃材などを使ったカラフルで個性的なかわいい
ドームがいくつも住み手自身によってつくられた．
これについて石山修武は，
「原理の作り手よりもそれを読み替えた人，つま
りオリジネイターよりも編集的態度のほうがこのケースでは優れていた，と考
（21）
と言っている．
えたい」
ヒッピーたちがバッキーに特許料を支払うことはなかっただろうが，ドラッ
カー流に言えば，彼らはバッキーにとって予期せぬ顧客だった．バッキーの原
理に仕事の視点を取り入れ，真に人間の生活のためにこそそれらを応用したの
は，彼らヒッピーたちの方だった．
読み替えられる以前のバッキーの発明には，生活の水準や質の「高さ」への
関心はあっても，仕事という視点はなかった．質とは本来，
「高い」
「低い」とい
うような言葉で示されるものでは決してない．そのような言葉で表される時点
で，それは量の話をしているからだ．ただ違うこと，それが本当の質である．
川添登は，次のように言っている．
普通，規則とか規格というものは，個人の自由を束縛するもののように考
えられています．たしかに，そうした面があることは否定できないようです．
しかし規則の本当の役目は，個人の自由を守り，人びとがより自由な活動が
できるためにこそ存在するのです．規格も同じことで，あらゆる感情を表現
する種々の音楽を表現し，演奏できるピアノのキイのような役割をもったも
のでなければならないのです．（22）
規格化や標準化の本当の役目は，個人の自由と多様性の実現にある．バッ
キーに欠けていたのは，まさしくこの視点ではなかっただろうか．
しかし私は，量の追求それ自体が，バッキーにとっての質でもあったと考え
る．バッキーによる量の追求は，明らかにバッキー以外の誰にもできるもので
はなかった．

知覚と直観
量と質の対比のところで取り上げた多くのドラッカーの概念は，実は驚くほ
ど，バッキーの考えていたことと似ている．
まず，ドラッカーが分析から知覚へ，あるいは因果から形態へと主張する前
（23）
提となる価値観，
「部分の総計ではない全体」
という世界の見方には，そもそ
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もバッキーからの影響があったのではないかと私は考える（24）．
バッキーは同様の概念を，
「シナジー」と言う．
シナジーとは，システムのなかの別々の部分，あるいはそうした部分の寄
せ集めの振る舞いをバラバラに見ていても，決して予想ができないような，
そんなシステム全体の振る舞いを指すもので，こんなことを意味するのは私
たちの言葉のなかでただひとつ，シナジーだけだ．足の指の化学だけを調べ
ていたって，そこに人間存在を示すものはなにもない．（25）
ドラッカーは，この見方をさらに進め，「全体を構成する要素（かつての部
（26）
分）は全体の目的に従って配置される」
とするポストモダンのコンセプトへ
と到達した．これは，ひとりひとりの人間に位置と役割が与えられなければな
らないとする，ドラッカーの組織や社会に対する信念にも通ずるものだ．
この考え方も，バッキーの物理的な発明品，特にドームやテンセグリティと
いう構造体によく表れている．構造を支えるひとつひとつの部材は，たとえば
最大の空間をつくりだすという目的に従い，幾何学的，力学的な法則によって
配置される．単純な部材の寄せ集めではなく，そこには目に見えず質量をもた
ない非物質的な知性が存在しているのだとバッキーは言う．
またドラッカーは，部分の総計ではない全体は，因果ではなく形態として，
分析ではなく知覚によって把握されなければならないと言った．ドラッカーが
見る対象とした社会についてもそうだった．なぜなら，社会のなかの意味ある
事象は決して定量化にはなじまないから．
バッキーは，知覚の代わりに直観という言葉を使った．頭脳ではなく心を使
えと言った．バッキーにとって，幾何学すら分析ではなく知覚，つまり直観の
対象だった．
ドラッカーは言っている．
彼は幾何学者を称した．だが彼は，見る人，知覚の人だった．（27）
ふたりにとって，知覚と直観だけが，ものごとの一般的な原理を見つける方
法だった．
考え方こそ通じていても使う言葉は違っていたふたりだが，ただひとつ
「integrity」という言葉は同じだった．ドラッカーの著作では「真摯さ」，バッ
キーの著作では「誠実さ」もしくは「完全無欠性」や「統合性」と訳される．こ
の言葉を重視していたということ自体が，バッキーとドラッカーのどちらも，
個人の能力とその多様性を重視していたことの証しである．人によって見るも
のが違い，だからこそひとりひとりの強みと能力が重要であることをふたりと
もが知っていた．
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バッキー自らが自身の強みに従いひとつのことに関心を持ち続けたからこそ
卓越しえたということを，ドラッカーは「モノマニアック」という言葉で説明
している（28）．

は，ドラッカーにとってヒトラーをも彷彿させるような誤ったコミュニケー
ションだったかもしれないからだ．
この話にはドラッカーの誇張があるのではないかと思われるかもしれない．

ドラッカーが自らの仕事とした社会生態学と，バッキーが自らの仕事とした
デザインサイエンスは，その方法論において同じだった．ただ，見る対象だけ

しかし実は，ドラッカー以外の何人もが，同様もしくはこれ以上に伝説的な
バッキーの講演にまつわるエピソードを書き記している（30）．それらのどれも

が違った．
以上のような一連の考え方は，バッキーとドラッカーに限らず，同時期に多
くの科学者や芸術家たちが到達しつつあった世界観かもしれない．しかし私

が，バッキーはただひたすらに何時間もしゃべり続け，聴衆はバッキーの言っ

は，バッキーとドラッカーとの間に交流があり，かつふたりの考え方があまり
にもよく似ているという事実から，ふたりの間に存在しただろう相互作用を想
像せずにはいられない．実際には，バッキーとドラッカーを含むより大きなつ
ながりのネットワークが，ひとつひとつのつながりを介した直接的，間接的な
影響関係の連鎖によって，全体としてのひとつの大きな世界観を形成したのだ
ろう．

言葉の泡風呂
最後に，バッキーの「言葉の泡風呂」について，バッキーの代わりに弁明した
い．
ドラッカーはバッキーについて，こんなおもしろいことを言っている．

ていることはひとつも理解せず記憶もせず，しかし感動して涙を流すと伝えて
いる．バッキーが 14 時間にわたって翌朝まで話し続け，一文無しのバッキーに
生徒たちが朝食をおごったという話まである（31）．
思えば私が『宇宙船地球号操縦マニュアル』を初めて読んだときも，何を
言っているのか，半分は意味がわからなかった．バッキーの伝記作者でさえ
も，バッキーの著作『シナジェティクス』
（Synergetics）について「常識的な文章
（32）
としての域を越えた文体は実際上解読不可能であった」
と書いている．実際
にバッキーの著作や講演映像に触れてみれば，そこにはバッキーの造語や独特
の言い回し，ハイフンで無限につながれた異常に長い単語などが次々と登場す
る．
（33）
と言っている．また，
ドラッカーは，
「理解のないところに信頼はない」
（34）
「社会生態学は，自分の仕事を理解しやすいものにする責任をもつ」
とも言っ
ている．そんなドラッカーは，バッキーの理解の難しさをあまりいいこととは
思っていなかったかもしれない．

あの頃，バッキーが必要としていたものは，評判でも金でもなかった．聴
衆しかも大聴衆だった．彼は小さな教室ではぎこちなく，一対一では落ち着
かなかった．ところが大聴衆を前にするや並ぶ者のない名講師となった．

しかし，意外とそうではないのではないかとも私は思う．
ドラッカーは言っている．

初めて大学で話をしてもらった夜，司会の私は，45 分の講演と若干の質
疑応答である旨を全員に明らかにしておいた．ところが，実に 4 時間経って

誰も，フラーがどう話し，どう身振りをしたかはもちろん，どのような姿
かたちだったかも覚えていない．40 年前のベニントン大学の学生以来，あら
ゆる聴衆が体験するのは，バッキー・フラーではなく，バッキー・フラーが
見るビジョンだった．（35）

もバッキーは話をやめなかった．たまりかねて中断させようとすると，手を
振って「これから本番だよ」といったのだった．ようやく私が話をやめたと
きには夜中の一時になっていた．
バッキー・フラーの講演に時間制限は無理だった．彼は抑揚なしにひたす
ら話し続け，初めも中間も終わりもなかった．聴衆は釘付けになり，我を忘
れさせられた．誰も言葉は一言も覚えていなかった．しかし，話を聞いたと
いう経験は忘れない．それはあたかも言葉の泡風呂だった（29）．
もちろんこの話は，ドラッカーがバッキーを，大聴衆を前にした最高の教師
として絶賛しているのだととることもできる．
しかし，ドラッカーがこの話を，単純にバッキーの名講師ぶりを披露するた
めだけに書いたとは思えない．
「誰も言葉は一言も覚えていなかった」という
のは問題であるし，それなのに「話を聞いたという経験は忘れない」というの

バッキーはただ，自分が見たものを話しただけだった．見たものをそのまま，
何の装飾もなく，省略もなく，自分の言葉で，子供と大人も関係なく誰にでも
同じように話した．
バッキーの言葉は，たしかに理解するのが難しかった．しかし，簡単なこと
を難しく話すのは罪だが，難しいことを簡単に話すのはその何倍も罪である．
後者には必ず，重要な事実についての嘘や隠蔽が含まれる．
『傍観者の時代』のプロローグ「こうして傍観者が生まれた」には，ドラッ
カーが 8 歳のとき，パーティーで巷の事件について自分の意見を演説し，まわ
りをシーンとさせてしまったエピソードが載っている．このときすでに，ド
ラッカーは立派な傍観者となっていた．人と違う見方をすることは傍観者の宿
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命だった．
バッキーもただ，ドラッカーと同じことをしただけだった．

スケールを超えること
バッキーとドラッカーとの間には，上であげた以外にも，考えが一見対立す
るように見える部分がたくさんある．
たとえば，ドラッカーは組織の可能性を見出し組織がいかにして機能する
かを探求したのに対し，バッキーは組織を信じず，できうる限りひとりで行動
することを信念としていた．
「私は自分だけでやるという原則と直観力のみを
（36）
基本にして仕事をするように努めた」
と書いている．バッキーのその信念
は，ジョン・デンバーがバッキーについて歌った曲「ひとりの男にできること」
（37）
（What One Man Can Do）
のタイトルにも表れている．
しかしふたりの意見は，一見対立するように見えるだけであり，本当はそう
ではない．
ドラッカーは，個人個人の強みを生かし，弱みを無意味なものとするために
組織があると考えた．そして，組織内の人間ひとりひとりの成果は，組織内の
他者に引き継ぎ利用されて初めて，組織の外部に貢献できる意味あるものとな
ると考えた．
バッキーは，もっと大きく考えていた．自らの成果は，地球上のあらゆる他
者にとって再利用可能なものとして共有すべきと考えた．ドームの例でも，
バッキー自身は仕事の視点が欠けていたが，ヒッピーがそこに，仕事の視点を
つけ足した．バッキーはヒッピーに，自らの成果を引き渡し利用させた．バッ
キーは地球を，
「宇宙船地球号」
（Spaceship Earth）もしくは「地球株式会社」
（Earth, Inc.）と呼んでいた．バッキーにとって地球全体がひとつの組織だった．
バッキーの全体とは宇宙のことで，ドラッカーの全体とは社会だった．
ドラッカーにとって人がすべてだったが，バッキーにとって人は宇宙の一部
にすぎなかった．
時間的にも，バッキーのスケールは壮大だった．常に半世紀先を見すえた．
ドラッカーは，いまを見つめた．
この空間的，時間的スケールの違いこそが，ドラッカーに限らず他のあらゆ
る人たちとバッキーとのコミュニケーションを成り立たなくさせる一番の原因
である．
バッキーと他の誰かとのやりとりを見るとき，話が全くかみあっていないと
思うことが多い．バッキーは宇宙という自分のスケールから相手のスケールへ
と降りていくことができていないし，相手は相手で，バッキーが誤差とも思わ
ないような小さなスケールで話をしていた．そのことに，両者ともが気付いて
いない．
大きなスケールと小さなスケールの，どちらが偉いというわけではない．ど
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ちらもが同じだけの豊かさをもつ．しかし，大切なのはいつでもスケールの行
き来が可能な状態でいることであり，そのためには，スケールの最大リミット
は大きい方がいい．
だから，宇宙的スケールをもっておくことは悪くない．
バッキーは言っている．
宇宙という言葉がなにを意味するのか，私たちはそのことを考え，鋭く的
確に述べることができるだろうか？推論上，宇宙というのは最大のシステ
ム．だから宇宙からはじめれば，戦略上，決定的な変数を見逃すことはなく
なるはずだ．（38）

生き続けること
バッキーは数学者であり建築家であり詩人であり船乗りであったが，複数の
領域にまたがる分野横断的な才能をもっていたわけでも，学際的だったわけで
もない．そもそもそのような分野は存在していなかった．
そんなバッキーを，数学の視点から，建築の視点から，自動車デザイナーの
視点から，グラフィックデザイナーの視点から考えた人々はたくさんいるが，
バッキーをひとつの全体として見た人はほとんどいない．
それができたドラッカーは，プロの傍観者だ．
バッキーは天体のたとえを使う．いくらひとつひとつの惑星を見ていても，
太陽系全体のことはわからない．ひとつの惑星は他のすべての惑星と万有引力
で引きあっているから．
ドラッカーは人間のたとえを使う．いくらひとりひとりの人間を見ていて
も，社会全体のことはわからない．人間は他のさまざまな人間と協力し，ひか
れあい，ときに会ったこともない人からも影響を受け生きているから．
だから，全体は全体としてとらえなければいけない．部分を見るのではなく，
部分と部分とのつながりを見なければいけない．
デザインサイエンティストは「すべてについて責任をもつ」
（responsible for
everything）とバッキーは言っていた．それがデザインという行為の本当の意
味だった．
幸い，バッキーはいまも生きている．
ドラッカーは死についてこう言った．
いかに 19 世紀という世紀が悲劇を無視することに慣れていたとはいえ，
無視することのできない悲劇が一つだけ残った．時間の外側にある最大の問
題，すなわち死である．死は，普遍化できず，個別的たらざるをえない現実で
ある．社会化できず，個人的たらざるをえない唯一の現実である．（39）
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ドラッカーは，死だけは誰もが逃れられない現実であり，死がある限り，誰
もが最終的には絶望に陥らざるをえないと言った．そして，その絶望から逃れ，
生き，死ぬ覚悟を得る唯一の手段が信仰であると．
しかし，バッキーの考えは少し違った．
私は，これまでに死んだ人は誰もいないと考えている．われわれには見る
ことのできない他者が，今，私たちに語りかけようとしているかもしれない．
私はわれわれに深い影響を与えうる偉大な叡智が存在していることを知って
いるし，だからこそ私は，そんな他者が語りかけようとしていることを思い
ながら，自分の思考に耳を傾けようとするんだよ．それが，みずみずしい思
考を得るための方法だと思うんだ．（40）

バッキーの人生は，それ自体ひとつの壮大な実験だった．
そのことは，自らを「モルモット B」とよび，自らの人生のできる限りを記録
に残そうとしたことに現れている．バッキーは，1907 年から年代順に，自らの
行動の記録，書簡，計画書，スケッチ，メモ，落書きなどのすべてを保存した．
それはダイマクシオン・クロノファイルと呼ばれ，現在もスタンフォード大学
で保存，公開されている（41）．その分量は果てしなく，世界史上最も完全に近い
個人の記録であるとも言われている（42）．
この記録は，ドラッカーのフィードバックの概念とも似て，バッキーが自ら
を客観的に見ることができるようにという目的もあったが，それだけでなく，
モルモットとしての実験結果を後世の人々に公開し人類全体の富として共有す
るためのものであった．
文字通り，バッキーはいまも世界中の人々に語りかけようとしている．
バッキーと 3 日間をともに過ごした 12 歳の少年，ベンジャミン・マックも
言っている．以下は，バッキーと子供たちとの出会いをオーガナイズした，リ
チャード・J・ブレネマンによる報告である．
私はフラーの死の翌朝，ベンジャミン・マックと話した．
「きのうの夜，彼
が亡くなったって聞いて，最後のミーティングのとき，彼が生命と死と再生
のことを話していたのを思いだしたんだ」ベンは私に思い出をよみがえらせ
た．
「あなたも知っているように，バッキーは今も生きていて，やらなきゃな
（43）
らないと思っていることを，今もきっとやっているんだよね」
こうしてバッキーは，死を乗り越え，生き続けた．
【注】
（1）
「彼自身はどの参考文献にも自分の名を「リチャード」と記載しているが，誰一人として

バッキーとドラッカー

53

バッキー以外の呼び方をする者はいない」
（P. F. ドラッカー著，風間禎三郎訳『傍観者の時
代 ― わが 20 世紀の光と影』ダイヤモンド社，1979 年，p．378）とドラッカーは書いてい
る．また，ほかの人物も「バッキー．一回でもこの 80 歳の老人に扮した小柄な妖精，エルフ
と会えば，彼をこう呼ぶ以外に考えられない」
（リチャード・J・ブレネマン編，芹沢高志／
高岸道子訳『フラーがぼくたちに話したこと』めるくまーる社，1990 年，p．11）と言って
いる．
（2）P. F. ドラッカー著，上田惇生訳『ドラッカー名著集 12 傍観者の時代』ダイヤモンド社，
2008 年，p．vi
（3）同上，p．287
（4）同上，p．294
（5）バッキーが語るには，「マーシャル・マクルーハンに初めて出会ったのは，13 年前，ギリ
シャでの船上のことだった．誰かが話しかけてきたので振り向き，それが誰だか理解し
た．マーシャルが私に呼びかけたのだ．彼は私の本を二冊手に持っていた．そのうち一冊
は『月への九つの鎖』
（Nine Chains to the Moon）で，「これは私のバイブルだ」と彼は言っ
た」
（筆者訳．1975 年に行なわれたバッキーによる 42 時間の講義「私の知っていることす
べて」
（EverythingI Know）セッション 12 より．講義の動画とスクリプトはウェブ上で見る
こ と が で き る．https://www.bfi.org/about-fuller/resources/everything-i-know
（2017 年 9 月 12 日
閲覧））
（6）P. F. ドラッカー著，上田惇生訳『ドラッカー名著集 12 傍観者の時代』ダイヤモンド社，
2008 年，p.284
（7）同上，p. 287
（8）バックミンスター・フラー著，金坂留美子訳「教育オートメーション ― 学問の真の探求
のために」
『バックミンスター・フラーの宇宙学校』めるくまーる社，1987 年，p. 70
（9）P. F. ドラッカー著，上田惇生編訳『テクノロジストの条件 ― ものづくりが文明をつくる』
ダイヤモンド社，2005 年，p.233
（10）
『傍観者の時代』のほかに，マクルーハンがドラッカーについて書いた，マーシャル・マ
クルーハン著，井坂康志訳「耳を傾け続ける人」
（ドラッカー学会編集委員会編『文明と
マネジメント Vol. 10』pp. 169 - 185）を参照．また，ドラッカーの技術観に対するマクルー
ハンの影響については，井坂康志「知識，技術，文明」
（ドラッカー学会監修，三浦一郎／
井坂康志編著『ドラッカー ― 人・思想・実践』文眞堂，2014 年，pp.139 - 160）を参照．
（11）P. F. ドラッカー著，上田惇生訳『ドラッカー名著集 12 傍観者の時代』ダイヤモンド社，
2008 年，p.297
（12）同上，pp.297 - 298
・ ・ ・
（13）
「使用価値を作りだし，質的に規定されている労働はワークと呼ばれ，レーバーと対比さ
・ ・ ・
れる．価値を作りだし，量的にしか規定されない労働は，ワークとの対比でレーバーと呼
ばれる」
（カール・マルクス著，中山元訳『資本論 経済学批判 第 1 巻 I』日経 BP 社，2011
年，p. 57）ここでいう「ワーク」と「レーバー」は，日本語の「仕事」と「労働」に対応する
と見ていいだろう．
（14）P. F. ドラッカー著，上田惇生訳『ドラッカー名著集 1 経営者の条件』ダイヤモンド社，
2006 年，p. 19
（15）同上，p.25
（16）P. F. ドラッカー著，上田惇生訳『ドラッカー名著集 12 傍観者の時代』ダイヤモンド社，
2008 年，p.290
（17）バッキー自身は，自らのプロジェクトが失敗に終わったとは思っていなかった．技術に
は世間に普及し使われるようになるまでの懐胎期間というものがあり，住宅はその期間
が最も長い．そのため，プロジェクトが成功したかどうかは短期的に判断できるもので
はなかった．「失敗とは人類が考えだした概念だ．自然には失敗というものはない．人間
は自分の判断力に対する信頼を失う時，失敗するが，自然はそういう失敗をしない．私に
関して失敗という言葉を使って欲しくない」
（マーティン・ポーリー著，渡辺武信／相田
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武文共訳『バックミンスター・フラー』鹿島出版会，1994 年，pp. 30 - 31）
（18）P. F. ドラッカー著，上田惇生訳『ドラッカー名著集 12 傍観者の時代』ダイヤモンド社，
2008 年，pp.290-291
（19）ドームの数については，さまざまな人物がさまざまな数字をあげている．個人的な利用
のためにつくられたドームも多く，また，どれがバッキーの直接的な影響を受けたドー
ムかを判断することも難しいため，正確な数字はわからない．
（20）
『ホール・アース・カタログ』は現在，すべてのバックナンバーをウェブ上で閲覧する
ことができるとされているが，筆者がいくつかの環境で試したところ，うまく動作しな
かった．ただし，PDF ファイルを購入しダウンロードすることができる．『ホール・アー
ス・カタログ』創刊号のはじめには，「バックミンスター・フラーの直観が，このカタロ
グを生み出した」
（筆者訳）と書かれ，バッキーの本や発明品が紹介されている．http：//
www.wholeearth.com/index.php
（2017 年 9 月 12 日閲覧）
（21）石山修武『生きのびるための建築』NTT 出版，2010 年，p. 55
（22）川添登／黒川紀章『プレハブ住宅』東京中日新聞出版局，1964 年，p. 39
（23）P. F. ドラッカー著，上田惇生編訳『テクノロジストの条件 ― ものづくりが文明をつく
る』ダイヤモンド社，2005 年，p.6
（24）同様の指摘は，脇秀徳「科学者のためのドラッカー」
（ドラッカー学会編集委員会編『文
明とマネジメント Vol.3』pp. 256 - 264）にも見られる．
（25）バックミンスター・フラー著，芹沢高志訳『宇宙船地球号操縦マニュアル』筑摩書房，
2000 年，p.72
（26）P. F. ドラッカー著，上田惇生編訳『テクノロジストの条件 ― ものづくりが文明をつく
る』ダイヤモンド社，2005 年，pp.7-8
（27）P. F. ドラッカー著，上田惇生訳『ドラッカー名著集 12 傍観者の時代』ダイヤモンド社，
2008 年，p.292
（28）
「バッキー・フラーとマーシャル・マクルーハンは，集中することの重要性を教えた．物
事を成し遂げるのは，集中する者，モノマニアックである」
（同上，p. 299）
（29）同上，pp.291-292
（30）一例として，バッキーの孫であるジェイミー・スナイダーの文章を引用する．「バッキー
の公開講演が行われる先々へ，彼とともに旅行していたころ，私はひじょうに興味深い
現象を観察した．バッキーのとても強烈な講演が終わると，聴衆は感銘を受け，立ちあ
がって心からの喝采を送った．講演の後，いつも観衆の何人かが興奮さめやらずといっ
た面持ちで感想を述べにやってきた．彼らのもっとも共通した反応は「たいへん感動し
ました．お話はいままで私が聞いたなかでもっとも力あふれるものの一つでした」とい
うものだった．そして，短い沈黙と微笑みのあと「フラーさんの言ったことは正確におぼ
えていませんが，でも，お話は私の生き方を変えました」，「ところで彼はなにを言った
のですか」と私にたずねるのである」
（「ジオデシック・ドーム後のバックミンスター・フ
ラー」金坂留美子編『シナジェティック・サーカス ― バックミンスター・フラーの直観
の海』P 3 オルタナティブミュージアム東京，1989 年，p．140）
（31）J・ボールドウィン「五〇年代のフラー ― ついに離陸したバッキー」金坂留美子編『シ
ナジェティック・サーカス ― バックミンスター・フラーの直観の海』P 3 オルタナティ
ブミュージアム東京，1989 年，p. 104 - 113
（32）マーティン・ポーリー著，渡辺武信／相田武文共訳『バックミンスター・フラー』鹿島出
版会，1994 年，p.226
（33）ピーター・F・ドラッカー／ジョン・F・ギボンズ（聞き手），井坂康志訳「コンサルタン
トの条件」ドラッカー学会監修，三浦一郎／井坂康志編著『ドラッカー ― 人・思想・実
践』文眞堂，2014 年，p. 241
（34）P. F. 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，p. 319
（35）P. F. ドラッカー著，上田惇生訳『ドラッカー名著集 12 傍観者の時代』ダイヤモンド社，
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2008 年，p.292
（36）R・バックミンスター・フラー著，梶川康司訳『クリティカル・パス ― 宇宙船地球号の
デザインサイエンス革命』白揚社，2007 年，p.218
（37）アルバム「Seasons of the Heart」
（1982 年）収録．
（38）バックミンスター・フラー著，芹沢高志訳『宇宙船地球号操縦マニュアル』筑摩書房，
2000 年，pp.60 - 61
（39）P. F. ドラッカー著，上田惇生編訳『イノベーターの条件 ― 社会の絆をいかに創造する
か』ダイヤモンド社，2000 年，p.259
（40）リチャード・J・ブレネマン著，芹沢高志／高岸道子訳『フラーがぼくたちに話したこと』
めるくまーる社，1990 年，p.198
（41）R. Buckminster Fuller Collection，https：//library.stanford.edu/collections/r-buckminster-fullercollection（2017 年 9 月 12 日閲覧）
（42）Collection Overview, Guide to the R. Buckminster Fuller Papers M 1090 , http：//www.oac.cdlib.
org/findaid/ark：/ 13030 /tf 109 n 9832 /（2017 年 9 月 12 日閲覧）
（43）リチャード・J・ブレネマン著，芹沢高志／高岸道子訳『フラーがぼくたちに話したこと』
めるくまーる社，1990 年，p.199
【略歴】 早稲田大学創造理工学部建築学科卒業．同大学院修士課程在学中．卒業論文でバ
ックミンスター・フラーとドラッカーをテーマに扱う．
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索するスタイルがとられている．ドラッカー本人の言う「浪費された世紀」
（イ
デオロギーに汚染された 20 世紀をさすと考えられる）からの解放と新たな成
長軌道の生成と発展の径路を描き出す点に力点が置かれる．以前のマネジメン
ト関連の著作と比較しても，知識という個に内在する精神的価値，そしてそれ

―ドラッカー晩年（1990 – 2005）
の思想

Individual and Knowledge Society:
Drucker’s Insights on His Later Life (1990-2005)

井坂康志

Yasushi Isaka

（ものつくり大学，本会理事）

Summary
The truly revolutionary impacts on Drucker’s later life 1990-2005） was not but
insights for foreseeing the new management, but was coming back of his formative
years’ interest about ‘faith’ as a Kierkegarrdian, the Danish philosopher and his
political analysis on Nazism society. Information technology as a major, worldwide
distribution knowledge and the appearance of ‘the educated person’ were the truly
revolutionary element for his interpretation the 21st century’s society, for not only
did they create rapidly diminish the ‘ism’ centered policy, but also created a new
economic and politic dimension for the emerging “Next Society.” We deal with the
major topic that Drucker previously pointed out in his last major work in 1990s and
early 2000s, Managing the Non-Profit Organizations, The Post Capitalist Society,
Management Challenges for the 21st Century, and Managing the Next Society in
comparison with his major previous ones, all of which show the challenge of the 21st
century, or rather of the next knowledge civilization.

序
20 世紀を覆ったナチズム，コミュニズムにとどまらず，資本主義のもつ「イ
ズム」への批判は晩年にいたるまでドラッカーにおける警鐘の撞木であったこ
とはあまり指摘されてこなかった．
確かにドラッカーは，人間と社会の観察からはじめ，主として第二次世界大
戦以降のアメリカ産業社会の検討と分析によってマネジメントの体系的考察を
行った．ドラッカーの業績の主たる部分がマネジメントにあったのは疑いえな

らの生産的交流をもって個を社会的存在と見る．
従来の一人称による叙述スタイルも一変し，実践者との対話や，インタ
ヴューなど，一見すると「軽い」しつらえのなかに，著述の密度を見るならば，
ドラッカーがそれまで観察してきた現実の粋がレポートされているのに気づか
ないわけにはいかなくなる．
たとえば，
『非営利組織の経営』では，NPO 指導者や理論家，人生を大きくシ
フトした実践者などとの対話を総動員しながら，先進社会が「ネクスト・ソサ
エティ」にすでに入っていることを示す．現在われわれが読み取るべきは，ド
ラッカーが非営利組織に着目した動機にある．
かりに 90 年代から 2005 年までを晩年と呼びうるなら，そこでどのような新
たな思考活動が展開されたか．次に見ていくことにしたい．

1. 知識労働者としての歩み
ドラッカーの知識社会を本格的に検討する前に，まずはドラッカーが若い頃
から知識労働者として自らの歩みをはじめた事実についてふれておこう．
ドラッカーは 21 歳の頃，フランクフルト大学で博士号を取得する前後から，
指導教官の代行を務めるなどしていた．フランクフルト時代は新聞記者をしな
がら，政治的保守主義の研究に携わり，最も充実した知的凝縮の時代であった．
同時に 1929 年の大恐慌に接し，定量的な執筆スタイルを改めるなど，修業の時
代であったとも言える．後，1933 年にロンドンに移動して後も，しばしば大学
の講義に出席し，ケインズの謦咳に接するなど，20 代前半は教えたり教わった
りの環境に身を置いていた．
フランクフルトからロンドンにいたる青年時代（1920 ～ 30 年代）とは，ほ
ぼ書き，教え，教わることを同時並行で行いながら，ナチズムのヨーロッパ支
配を間近に目にした決定的な時期だった．かくて，処女作『経済人の終わり』へ
の錬成が進められた．『経済人の終わり』はナチズム分析の書であるとともに，

い事実である．
だが，本人の考察対象への慎重な配慮を見るならば，マネジメントをひとえ
に企業等組織の専有物とする考えは当初より採用されていなかった．
ドラッカーは，1969 年『断絶の時代』で早くも，教育ある人間や，個へのマネ
ジメントの応用を構想していた．具体的な著作物として展開を見たのは，1990

個と社会の位置づけと機能の関係を考察し，一貫して，世界恐慌以降現出した
世界の逆機能に関心がもたれる．
戦後間もなくの 1949 年には，「もう一人のキルケゴール」が，個についての
考察として『スワニ・レヴュー』に掲載された．一般に個の実存についての記述
は本論をもって最後とされるが，精密に考えるなら必ずしもそうではない．以

年代以降の『非営利組織の経営』
（1990 年）
，
『ポスト資本主義社会』
（1993 年）
，
『明日を支配するもの』
（1999 年）
，
『ネクスト・ソサエティ』
（2002 年）である．
それらの著作は，知識社会と個との観点から，根本的な関係性の再構築を模

降の時期でも形を変えて，マネジメント研究と両輪をなすように，最晩年の著
作にいたるまで，構想が温められ，もちこされていく．
その観点からするならば，さらに 1957 年の『明日への道標』は，長い間忘れ
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られてきた作品と言える．
『現代の経営』や『マネジメント』が，今も古典とし
て読まれ続けるのと異なり，
『明日への道標』は，発表された当時一定の反響は
得つつも，現在ほとんど読まれることのない作品と言ってよい．
しかし，本書は知識社会への移行を最初にとらえ，個から文明史的展開まで
視野に収めており，ある面ではマネジメント関連の書物よりもさらに野心的な
分析が試みられる．知識社会における個の意味，教育のもつ価値について，総
合的な視野が示される．
さらに 12 年後，いよいよ 1969 年の『断絶の時代』にその主題は引き継がれ
る．同書は「来るべき知識社会の構想」との副題が付されるように，知識社会の
隆盛や，個が知識を手にすることで，革命的な成果を手にしうるとの見解が意
欲的に展開される．
ドラッカーはそのことを，
「市民性の創造」とも関連づけ，歴史を通して育ま
れてきたこと，知識社会にあって革命的な個の伸張をもたらすことを強調する．
とはいえ，ドラッカーが観察した 20 世紀後半の社会の姿は，イデオロギー
の呪縛を脱却してはいなかった．ナチズムやスターリニズムが消え去っただけ
で，資本主義という新たなイズムがときに企業を通して個を呪縛する危険を察
知していた．個と社会の形成動因として注目したのが，単一性からの脱却であ
り，個や組織の多様性だった．
その問題意識から，90 年代に入ってからは，イズムによることのない社会，
すなわち「ポスト資本主義社会」
，企業のみでなく，多様な組織主体が個と社会
を多様に支える社会をコンセプトとして，ネクスト・ソサエティのモデルをめ
ぐる検討に着手した．
20 代フランクフルトでナチズムや社会主義を目にし，戦後そこからの脱却を
果たし得たかに思えた世界が，新たな資本主義的イズムに再び浸蝕され，つい
には本来の問題感心たる「個」に回帰してきた構図を見ることができる．原点
をなす考察に半世紀を経て戻ってきたといってよい．
では，ドラッカーの晩年にあたる 1990 年～ 2005 年の 15 年間にどのような課
題検討がなされたかを次に考えてみることにしたい．

2. 知識社会化した 90 年代
1990 年代は，ソ連崩壊ばかりでなく，過激なまでの情報化・グローバル化が
日常のものとなる時代だった．まさしく，産業や社会，ひいては行政政治など，
ドラッカーの言う知識社会の具現化を意識させるに十分だった．
一言で言えば，社会が真の意味での多元化の緒についたとしてもよい．その
ような潮流のもとで，当時の社会では，企業以外に個と社会の生産性を保証す
る機関はないかとの戦後一貫して抱き続けた課題にドラッカーは本格的に意識
を向けていくこととなった．
『非営利組織の経営』は，個と社会に新たなアプローチを試みており，1949 年
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の「もう一人のキルケゴール」と問題意識を同じくする著作である．
これまでのドラッカー研究では，この著作は，マネジメントと同列にとらえ
られるか，あるいは応用に力点が置かれる傾向が強かった．つまり，
『現代の経
営』や『マネジメント』等で示された組織経営手法が，素直に非営利組織に適用
されたものと考えられたために，NPO 経営の先駆的作品として理解されてき
た．
もちろんその見方は正しい．しかし，
『非営利組織の経営』を本格的に理解す
るためには，マネジメントとの連続性のみを視野に入れるだけでは不十分であ
る．むしろドラッカーの文明観のなかでの連続性においてとらえるとき，初め
て見えて来る景色がある．
「社会のみでは社会にとってさえ足りない」というのが，ドラッカーの基本的
な主張だったことを思い起こす必要がある．同じことを企業について言えば，
「企業のみでは企業にとってさえ足りない」
．実はこの主張が『非営利組織の経
営』の中心となる．すなわち，企業の中心をなす存在，個をどのように見るかと
の問題意識である．
「もう一人のキルケゴール」を徴するまでもなく，人と社会という二重の関係
性をどのように調和的に機能させるかがドラッカーによるマネジメントの問題
意識だった．まさしく価値観と信条が社会と個を合理的に意味づけることが要
点だった．
知識社会における個の価値観と信条を社会につなぎとめる要因とは何か．言
うまでもなく，知識ということになる．だが，ドラッカーは最も象徴的な意味
をもつ知識を人間の延長ととらえており，意識変化の動因ともとらえていた．
90 年代に入ってから，技術変化や多元化の潮流を受けて，ようやくにして，
ドラッカーの文明における中心概念たる「モダン」の後に来る社会が見えてき
た（1）．ドラッカーはすでに類することを『断絶の時代』その他の著作でも述べ
るのだが，議論の中心は政治やマネジメントにあり，個と文明を直接論ずるま
での成熟度は示していない．著作はあくまでも，組織の観点から考察されるこ
とが多かった．
しかし，90 年代に入ると社会成立の第一義的要因としての個が直接考察対象
となり，知識社会のプレーヤーとしての「振る舞い」に焦点が当てられるよう
になる．
次に問題となるのが，知識社会の進展を利することのできる個と利すること
のできない個との相違である．言い換えれば，知識を生かすのみでなく，知識
を責任として受け入れ自由な個たりうる条件を叙述するようになった．これは
従来の著作群との大きな違いと言いうる．
というのは，知識の生産性と責任を認める個とは，倫理観を含むあらゆる基
準を社会や組織に求めるのではなく，自らの内面に求めざるをえない．本来プ
ロフェッショナルのプロフェスが神への告白を意味するように（2），内面におけ
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る確認，あるいは実存における告白と言った高度に倫理的な側面を合わせも
つ．あるいは，従来よりドラッカーの言うインテグリティ（真摯さ）も同様の文
脈からとらえることができるであろう．

けにはいかない．たとえば，ドラッカーが同書で対談する人々の多くは，企業
に勤める中で自らの強みに気づき，培養しつつ，その働きを企業以外の多元的
活動に適用して見事な成果を収める．たとえば，前半生でケーブルテレビ会社

ドラッカーは，歴史家のウィアム・ドッドが日記の中でナチスの宣伝相ゲッ
ベルスが博士の学位を有していたのに驚きを隠さなかったことを記してい
る（3）．ドッドを驚愕させたのは，ゲッベルスがなぜ学位を持ちえたのかではな
かった．ドイツの教育機関がなぜゲッベルスを生み出しえたのかにあった．

を成功裏に経営し，後半生でその強みや経験をフル活用しメガチャーチの全国
展開に貢献したボブ・ビュフォードの場合，次のようなものとなる．
はじめは企業を経営する中で，40 歳を過ぎる頃から，自らの社会への貢献

ドッドはドイツの教育制度を心から尊敬していた．ドイツの教育制度が理想
の具現や価値の付託にいつしか無関心となり，職業準備機関へと堕落したのを
ドッドは嘆いたという．ドラッカーは教育の堕落を「知識人の裏切り行為」と
して批判する．教育の進んだ社会たる知識社会にあってこそ，ドラッカーは高
次の人格の陶冶を不可欠のものと見た．自身がくぐり抜けた野蛮な時代の経験

に目覚め，やがて社会の求めに応じて期待された役割を果たすようになる．い
つしか新しい貢献の担い手となったばかりでなく，新しい個に成長していっ
た（4）．あえて流れを箇条書きすると次のようなものになる．
（1）企業において有能な経営実践を行っていた．
（2）やがて，より広い社会での貢献への意識が内面に育まれるようになった．

によるものだった．
90 年代の前半に『非営利組織の経営』から『ポスト資本主義社会』が刊行さ

（3）教会活動を行うようになり，社会の求めに応じて活動するようになった
ところ，巨大な成果があがるようになった．
（4）社会を変えたと同時に，自らが新しい個として成長することができた．

れたのは，上記の問題意識における連続性をそのまま表出したものと見てさし
つかえない．すなわち，組織の多元化から近代合理主義の超克が一つの連続性
のもとに起こるとの認識の理路が見てとれる．
90 年代後半になると，
『明日を支配するもの』というさらに個に焦点を当て
た著作が発表される．本書の原題は Management Challenges for the 21 st Century，

重要なのは，社会的貢献への意識が，企業以外の組織を通して行われ，結果
として，そのことが個の成長をもともに促した点にある．ドラッカーはこのよ
うな個をあるいはチェンジ・リーダーとも呼ぶが，企業以外の社会的組織との
かかわりをもつことを通して，いっそう貢献度の高い知識労働者のプレーヤー
たりうることが克明に示されるのは注目に値する．

「21 世紀に向けてのマネジメントの課題」というものである．実はこの原題の
ほうがドラッカーの問題意識を如実に表すとも考えうる．すなわち，マネジメ
ントは組織運営の手法として，企業に適用され，やがて国家や，行政，ひいては
90 年代には病院，NPO，学校，教会等に適用され，多元性の担い手としての面
貌を新たにしてきた．ついにマネジメントは個にまで到達する．

3. 個への原点回帰
繰り返しになるが，この発展過程は，直線的なものではなく，原点回帰的な
ものである点に注意しなければならない．しかも，歴史上の変化がドラッカー
の一思想家としての関心に重なる．90 年代半ばに起こる当時 IT 革命と呼ばれ
た変化がそれであり，デジタル技術と通信技術の劇的な個への影響をともなっ
た．ようやくにして，個の時代として，新たな慣習形成に着手すべきとするの
が，ドラッカーの思いであったと想像される．
確かに，
『明日を支配するもの』において，セルフマネジメントの方法につい
て詳細な議論がなされる．しかも，従来の著作群でも断片的に取り上げられて
きた強みにいっそう焦点が当てられ，フィードバック分析をはじめ，自らの体
験を交えた開発法にまで及んでいる．
だが，セルフマネジメントや強みの開発については，実は『非営利組織の経
営』においてすでに高度な具体性をもって展開されていた事実に気づかないわ

ビュフォードの場合，著作『ドラッカーと私』にも記されるように，半ば偶然
に導かれ，新たな貢献領域を見出し，個としての成長を手にすることができた．
同様の成功事例は，意識して，必然的に引き起こすことが可能であるとするの
が，セルフマネジメントの要諦と考えてよい．
『明日を支配するもの』では，「偶然優れるもの」
「偶然の機会」を必然とする
ための，さまざまな方法，時間管理や，フィードバック分析など，プレーヤーと
しての知識労働者にとってのアプローチが説かれる．
しかも知識が結びつき，われわれの社会構造に作用しつつ生成し，生活の前
提となるとき何が起こるか．知識によって人はさまざまなグループや組織をつ
くり，それらを必要に応じて組み替えていく．
知識社会にあっては個がプレーヤーとなり，同時に知識ある個による緩やか
なネットワークが皮膜となり，後述する「大衆の絶望」や「魔物の再来」から社
会と個を守る．結果として個は自らの強みを生かしうる組織を選択することに
なり，強みの創生を強化していくことになる．
従来の工業社会では，同質性の高い集団原理が社会的に作用し，共通の規則に
従うことが暗黙に個に強制された一方で，知識社会では，個々の偶然持ち合わせ
る強みが，自由な選択と組み合わせによってやがて成果のための組織を形成し，
それによって出来上がった慣習が政治的秩序形成力の源泉ともなっていく．
さらには，教育を媒介とした社会との反復関係が秩序形成の創生を強化す
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る．たとえば，ある個が大学教育を受けて社会に出る．実践活動の中で，意識的
に獲得された知識を成果に転換する活動を行う．やがて，世の変化のなかで知
識が陳腐化していくと，ふたたび大学に戻って知識の獲得に努め，ふたたび社
会に出ていく．反復は知識社会では生涯にわたって繰り返されるものとドラッ
カーは考えた（5）．
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知識社会では個が自らの責任を担う装置として組織が必要なのは変わらな
い．ただし，知識社会においては，秩序形成もまた知識によって規定される．従
来のような慣習や印象による権力ではなく，成果によって，知識の価値は測ら

「今日すでにあらゆる種類の技術者が，学校を出て 10 年 15 年後には時代遅

れる．
ドラッカーは 1942 年の『産業人の未来』において，位置づけと役割という政
治上の概念を提出し，それらが正統性によって是認されるときに，政治社会は

れとなり，再教育のために学校に戻っている．同じことは，医者，数学者，会計
士，教師，つまるところ仕事に知識を適用する人たちすべてにいえる．経験で
はなく知識を使うようになったという事実が，この変化を不可避とした．なぜ
ならば，知識とは，その本質からして，革新し，追求し，疑問を呈し，変化をも
たらすからである」

機能するとの考えを提出したが，同様のことは知識社会にも妥当しなければな
らない．
すなわち，知識のもつ権威的部分と機能的部分がそのまま政治社会の成立に
も妥当しなければならないだろう．有用性や機能性についてはあえてこれ以上
いうまでもない．すでにわれわれはインターネットやスマホ，環境技術などな

技術進歩が複合してくると，知識は短期間の中で，加速度的な割合で増えて
いき，知識労働者は自らにとって成果を生む知識を強みとの関係で選択してい

ど知識の機能や有用性にあずかってあまりある世界を生きている．
では，知識の権威的部分とはどのようなものか．知識は本来量よりも質によ

くことになる．知識労働者は，環境によって規定される存在なのではなく，む
しろ環境に働きかけ，環境を創造する推進主体となる．

る概念である．人々から広く信頼を得るためには，尊敬を喚起する知識でなけ
ればならない．そもそも，ドラッカーも指摘するように，知識が役に立つと知
られるようになったのがさほど昔のことではない．有用性に裏打ちされた知識
は，人をいかにして服従させるかにはさしたる関心を寄せない．むしろ，人を
いかにして機能させるかに関心を寄せる．なぜ人はある知識を尊重し，ある知

4. ネクスト・ソサエティ
上記は個と社会の歴史において驚き足りないほどの内面的変化であることが
わかる．
個は柔軟かつ組み替え可能な組織ないしチームとの相互作用を通して，自ら
成長していく．そのモデルは『ネクスト・ソサエティ』で提示される優れた先駆
的洞察であった．
この認識は，1949 年に示された哲学論文「もう一人のキルケゴール」を実践
的に展開するものとも解釈できる．すなわち，個は自らの実存を現世（社会）と
の緊張関係の中で高めていく．個と社会は融和するのでもなく，敵対するので
もない．実存と世界との緊張関係をともなうとの見解をドラッカーは表明して
いる．では，具体的にどのように実現されうるのか．
ドラッカーは生前，
「生きることは選択すること」としばしば述べていたと
『産業人の未来』において，自由とは責任をとも
伝えられる（6）．同様のことは，

識を尊重しないのか．たとえば，人を生かす薬物を尊敬し，人を損なう薬物を
尊敬しない，あるいは平和に供される技術を尊敬し，戦争を助長する技術を尊
敬しないといったことが一般に言いうる．それらこそが，まさに個の価値観と
信条によって選択されうる知識でもある．
かくして知識社会は，政治社会上の課題に接続する．
また，ドラッカーは一人の政治的保守主義者として，慣習のもつ価値を評価
する．そのことは知識社会においても変わることがない．知識社会における組
織は，慣習の創造に貢献する．このことも先の知識のもつ権威的要素に似て，
人間社会に貢献しうる組織は受け入れられるが，損なう組織は受け入れられな
い，あるいは排除される．
同様のことは，筆者によるインタヴューでもドラッカーの述べたところであ

なう選択とする見解とも符合する．個は知識社会にあって，責任を伴いつつ選
びとる時代に入ったと位置づけうる．知識社会を特徴付けるものとしてまず指
摘されるべきは，個が責任と自由を再び手にした時代ということであろう．

る．すなわち，技術のアセスメントは未来を知ることが不可能である以上，人
の能力に余る行為であって，できるのは，技術をモニタリングすることとした
のがそれである（7）．

西洋社会の歴史的伝統に鑑みるならば，個に責任と自由を付与することは一
義的にキリスト教会の役割であった．個は教会に属することによって，はじめ
て社会の構成員のみならず，一個の実存としての自己の可能性を手にしえた．
同時に，教会員であることが，社会における位置づけと役割の源として働く
ばかりでなく，そのために生き，そのために死ぬという，実存の前提条件とも

知識の進歩に対してドラッカーが徹底して反対するのは，知識の価値を事前
に知りうるとする姿勢であった．知識が新しくなるとともに，爆発的に増大す
るとき，人はそれを事前に知りうるとする錯覚が強まる．これは知の驕慢とも，
一種の洗練とも解釈できるが，ドラッカーによれば倫理にもとる行為とされ
る．というのは，知識のもたらす価値は事前には知りえず，人はときにある知
識を実状より過小に評価するかと思えば，過大に評価もしうる．人は未来を知

なっていた．
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りえないというシンプルなディシプリンはそこでも徹底される．
ドラッカーは晩年にいたり，ふたたび個の位置づけと役割が，知識をもとに
回復していく傾向に注目し，知識を政治的保守主義や寛容の精神の防波堤とし
ても期待していたはずである．キリスト教会でもなく，企業でもない．あるい
はそのいずれでもありうるが，担い手は，いかなるときも「教育ある人間」であ
る．知識と教育を備えた人間それ自体が，社会的信条の実現の担い手として働
くことで，政治社会もまた漸次の安定を見る，あるいは逆説的ながら，健全な
変化プロセスが，むしろ安定の源になることを考えていた．

5. 個の実存と社会
最後の著作『ネクスト・ソサエティ』は，ドラッカー文明論として IT
（情報技
術）革命とその後の社会までも明確な射程とした著作といえる．一つ見逃せな
い視点がある．ドラッカー 29 歳の時の著作『経済人の終わり』との関係性であ
る．
『経済人の終わり』は，ナチズム全体主義分析の研究として最も早い貢献だっ
たとされる．19 世紀における近代主義の隆盛から 20 世紀のナチズム興隆にい
たる必然性の描写を主題とした本書において，
「大衆の絶望（despair of the
masses）
」と「魔物たちの再来（return of the demons）」という 2 つのキーワー
ドを手がかりに，代表的人間像と社会的価値観との乖離が明らかにされる．
では，『ネクスト・ソサエティ』
（2002 年）と『経済人の終わり』
（1939 年）に
いかなる関係があるのか．
『経済人の終わり』において，自著の 1969 年版序文
で目的を次のように宣言する（8）．
「西洋において，一人ひとりの人間が社会と政治の信条から疎外されたこと
こそが，本書の中心的な命題だった．したがって本書は，第二次大戦後の 40 年
代後半から 50 年代初めにかけて，ヨーロッパの政治を支配するにいたった実存
主義の登場を 10 年前に予期していたことになった．（略）また本書は，私の知
るかぎり，キルケゴールを現代政治にかかわりをもつ近代思想家として位置づ
けた最初のものとなった（当時，キルケゴールは校正担当者が名前の綴りに戸
惑うほど無名だった）
．本書の主題は，信条の興隆ではなく権力の興隆だった．
人間の本性については扱っていないし，社会の本質さえ扱っていない．扱うの
は事実だけである．すなわちファシズム全体主義の興隆を招いたヨーロッパの
社会構造と政治構造の崩壊である．したがって，本書の筋立てを構成するもの
は，精神の苦悩ではなく，政治，社会，経済である」
序文が書かれた 1969 年は本格的知識社会論『断絶の時代』が公刊された年で
もある．ドラッカーはまず，社会が成立するには，社会のみでは足りないとす
る．なぜなら，社会のみの実在を認めるかぎりにおいて，個の実存は確保され
ない．まさしく，
『経済人の終わり』は，
「政治の書」と銘打つだけあって，社会
のみの実在が是認されたナチズム体制において生じた個の窒息状況を描き出
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す．すなわち，個の窒息（大衆の絶望）が，ナチズム体制（魔物の再来）を必然
的に招来したとの構図が示される．
ドラッカーは，従来は企業組織をさまざまな角度から分析し，多くの分野の
観察事例を収集・考察することで，膨大なマネジメントの体系を形成し，個と
社会を一つの全体として理解することをめざした．その場合，ドラッカーは，
自由と社会における正統性を見出す野心から，「いかにして全体主義を再来さ
せないか」という一大疑問に正面から答える知的分野としてマネジメントを見
出したというのが正しい．マネジメントによって，個の自由を維持しつつ，正
統性を確保した政治原理を新たに導き出すことにねらいがあった．
戦後にいたっても，置かれた状況はさして変わらない．いついかなるときも，
個と社会との関係性によっては，いつでも大衆の絶望も魔物の再来も起こりう
るのであり，同様の疑問が，晩年にあたって例外的に発せられなかったとは考
えにくい．
ドラッカーによれば，あらゆる個と社会との関係性は政治的たらざるをえな
い．知識もまたしかりである．いかに知識を資源とする社会であっても，
「大衆
の絶望」や「魔物の再来」を招かない保証などどこにもない．そうであるなら
ば，知識社会においても，個の実存や社会の正統性を研究されなければならな
いし，知識社会にはふさわしいマネジメントなくして社会は成立しえない．知
識を中心とする社会にあっては，その所有者であり行使者たる，人間を直接扱
うものでなければ意味がない．
『ネクスト・ソサエティ』では，特に技術が社会に果たした役割を重視する．
ドラッカーが文明社会を論ずるにあたっての常套的視座と言える．そのパース
ペクティブの核心にあるのは，技術の物的側面よりも，精神的側面，すなわち
個と社会の価値観と信条が正統的に位置づけられる点にある．
かくも変化し続ける知識の価値を事前に知りうるとしたならば，本来的に知
識が政治秩序の源を占める知識社会にあって，容易に「大衆の絶望」が生じ，ひ
いては「魔物の再来」を招くリスクはかつてより格段に高まるのを想像するの
は困難ではない．
社会はそれのみでは社会として十分でないように，知識は知識のみでは十分
でない．ただし，知識を中心とする社会は，動的・流動的であるが，個は変化に
対し高い適応力を期待される．
ドラッカーが技術と現実的の適応力を述べる例としてあげるのが，彼の知る
大企業の役員会がテレビ電話で行われたという事例である．2005 年の筆者によ
るインタヴューで語られたものである（9）．
「大事なのは意思の疎通という意味でのコミュニケーションだ．コミュニ
ケーションが行われるには，情報と意味の二つが必要である．東京の連中，カ
リフォルニアの連中，北京の連中という風に，お互いの気心がわかっていなけ
ればならない．考え方を知ることが情報をコミュニケーションに転換する触媒
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となる．（略）情報についてはさらに大きな変化がやってくる．
（略）外部の経
営環境についての情報に正面から取り組んでいる組織はまだまだ少ない．とい
うことは，情報革命の本番はこれからだということだ」
知識社会にあって，知識は相対的である．個と社会の行為ともかかわりをも
ち，成果によって価値が測られる．したがって，どの社会にとっても唯一の真
理をなす知識はない．反対にいえば，知識の真理性は社会ごとに異なるし，ま
た社会の中でいつでも変化する．
けれども，同時に技術とは人間の側に存し，暴走や独走は適切にマネジメン
トされなければならない．あくまでも，技術は知識の一部であり，知識とは人
間活動の一部であるから，つまるところ必要とされるのは個のマネジメントと
いうことになる．最も平易な語彙で説明すれば，「コミュニケーション」であ
る．
知識は人間とともにあるものであるから，ドラッカーの発言にもあるよう
に，
「大事なのは意思の疎通という意味でのコミュニケーション」がお互いの
無知・無理解を減らし，相互理解を深める中で，知識の進化を促すことになる．
平等であることが，知識への敬意を高めることになる．
知識を涵養するコミュニケーションに社会の存立は大きく依存しており，随
時組み替えられていく知識とともに，個は自らの位置づけと役割を得て，自分
自身を成長させることが可能な社会でなければならないとする．

6. 教育ある人間
かくしてドラッカーは，15 世紀の半ば，
『ネクスト・ソサエティ』において活
版印刷の発明を例として，教本を可能とし教育を変えたことに着目する．この
指摘は，ドラッカーの友人でメディア学者として知られるマクルーハンが最初
に言ったことだが，ドラッカーはこれを独自に敷衍して，IT が教育を変え，や
がて文明を変えると言った（10）．
ドラッカーは教育ある人間が，知識社会やネクスト・ソサエティの責任ある
担い手となると主張した．それは個の実存に裏付けられたものとして再解釈さ
れ，次のように言う（11）．
「知識は，昔から，人間の中にある．人間が，教え，学ぶものである．人間が，
正しくあるいは間違って使うものである．
（略）
『教育ある人間』は，知識が中
心的な資源となるポスト資本主義時代における『社会』の代表ということにな
る．その結果，『教育ある人間』の意味そのものが，変わらざるをえなくなる．
教育がある，ということの意味が変わる．そして『教育ある人間』なるものの定
義が，決定的に重要な問題となる」
慎重に解釈されるべき箇所である．経済人，産業人，そして教育ある人間へ
と，社会を質的に担うべき中心的人間像が明瞭に述べられている．
すなわち，ドラッカーは教育ある人間を提示することで，若き日に世に問う
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た『経済人の終わり』や「もう一人のキルケゴール」を晩年にいたって高度に実
践的なかたちで再提出している．
しかも，ドラッカーは明らかに，全体主義の再来をどう防ぐかを射程に収め
た議論をいささかもぶれることなく展開している．知識社会とは，人間の知的
活動を基礎としており，その分個への影響力が強く，社会へのインパクトも巨
大である．さらには，知識が人間社会に影響を与えると，人間行動の変化とと
もに，人間の精神活動も変化していく．このことは，人間の精神が何らかの社
会的制度でつなぎとめられていた時代と異なり，社会にとっては不安定要因に
なりかねないリスクを含む．むしろ 20 世紀以上に，魔物の再来が強く懸念され
る社会としても言い過ぎではないかもしれない．
しかしながら，まさにそのためにこそ，教育ある人間が社会の責任主体とな
ることは，巨大な「マネジメント上の課題」となる．テクニカルなものではな
く，実存的で文明的な次元での巨大な課題である．ドラッカーにあっては，人
間における精神の価値への回帰（
『明日への道標』
）がきわめて重視されてき
（12）
た ．知識による精神への回帰が起こるならば，個とその直接的結びつきが，
全体主義の防波堤とならざるをえない．
では，教会や，軍，企業などの組織によらずにそのようなことがなしとげら
れたことが歴史上あったのか．ドラッカーはあったという．それは 19 世紀の農
業協同組合である（13）．教育ある人間のネットワークは，政治的には協同組合に
似たものになるかもしれない．そのとき，経済によらず，主義によらず，宗教に
よらず，あるいはそれらすべてが全体として融合した一つの新たな社会の創造
（ネクスト・ソサエティ）につながる可能性を手にすることになる．
一つのわかりやすい証左として，ドラッカーは，ネクスト・ソサエティに
あって，雇用関係さえ重要でなくなると言う．知識を使って働く人たちは，雇
用主である組織よりも，知識に対して責任を負うようになる（14）．
「今でも，組織のために働く者の過半は従業員である．ところが，ますます多
くの人たちが，フルタイムどころか，パートタイムの従業員でさえなくなって
きている．たとえば病院や工場のメンテナンス，政府や企業のデータ処理のた
めのアウトソーシング先の人たちである．あるいは派遣社員であり，正社員で
はないパートタイムである．あるいは契約ベースで働く人たちである．しかも
その彼らが，最も高度の知識労働者，したがって最も貴重な人たちである」

結語 ― 新しい保守主義
最後に，知識社会の問題とは別に，ドラッカーが提示し，21 世紀にあって重
要となる概念について指摘したい．
イズムと対極をなす保守主義の概念であり，理念を掲げつつも，現実を漸進
的に改善していくアプローチである．ドラッカーは，
『産業人の未来』
（1942 年）
で，保守主義の考え方を全面的に展開したものの，後の著作では暗黙的な思考
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枠組みとするにとどめた．後の『現代の経営』
『創造する経営者』
『経営者の条件』
『マネジメント』にいたる一連の著作の中でも，保守主義的アプローチは，あら
ゆる社会現象につながる重要な課題であった．
先の「教育ある人間」についても同様の理路は妥当する．90 年代以降の晩年
のドラッカーは，それまでにも増して，現実社会の理論化や，理念的枠組みの
探索から距離を置き，むしろ現実の与える示唆を鋭く素描することに力点を置
いたかに見える．同時に，見出されたさまざまな示唆を含む現象が，未来にお
いてはいっそう社会に拡張されていくものとドラッカーは見ていた．
こうしてみると，ドラッカーは，自らの所説を段階的な時代区分のもとに発
展させてきたように見られるかもしれないが，そうではない．ドラッカーのな
かにはヨーロッパで過ごした 30 年代にしたナチズム全体主義に対して，何ら
かの不適合，あるいは正統性に基づくことない努力の結果「先祖返り」しない
ための，冷静かつ柔軟な原点回帰の思考径路が明らかに認められる．
ドラッカーが理想とするアプローチは，個と社会の本質的な衝突がむしろ
「生産的な葛藤」
「意味ある苦悩」として，それぞれの成長へと導かれるプロセ
スである．緊張関係が，個と社会において質的成長を促す．自らの卓越性を各
種各様の成果につなげ，社会の変化を内に引き込みながら，新たな卓越へと自
らを高めうる社会である．
まさしくそのような個が，教育ある人間でないはずがない．生涯学び続ける
人間，学びの回路のオープンになった人間でないはずがない．
ドラッカーにとって知識社会とは，個それ自身が社会との間の緊張関係を通
して実存を具現する問題であり，まさにその点にあって，人は真に多様で真の
個となる可能性を手にする．
個は知識ある主体であるとともに，文明の構想を託される存在でもある．そ
れまでの教会や軍，国家などの外的な制度に対して，個の内的な意思が主たる
マネジメント上の手綱をなす．そのとき，プロフェッショナル，チェンジ・リー
ダー，知識労働者，呼び名はさまざまあれど，経済人，産業人に代わって，通俗
性の装いをまとった新たな人間像としてすでに提示されていた事実を認めない
わけにはいかなくなる．
20 世紀を文明史的視座から眺めえた一人の思想家の到達した境地としたら
言い過ぎか．
【参考文献】
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「ポストモダン」の議論である．ポストモダンはポスト資本主義社会よりも一次元大きな
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ントとは，たんに方法を述べるのみでなく，知識労働者，あるいはエグゼクティブなど，個
としての価値基準を内面にもつ高度な自律した個への視座を含むのは注目に値する．
（3）Drucker, 1957 , p. 156 .
（4）Buford, 2014 , chap. 11．
（5）Drucker, 1969 , p. 321 .
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（12）Drucker, 1957 , chap. 10.
（13）Drucker, 2002 , p. 286 .
（14）Drucker, 2002 , p. 236 .
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社会現象の根本原因と共有世界実像による構造的な問題解決

社会現象の根本原因と共有世界実像
による構造的な問題解決

Root Cause of Social Phenomena and Structural Settlement of
Social Problems by Using the Common World Model

山縣俊夫

Toshio Yamagata
（本会会員）

Summary
In annual report 2016, I proposed the Common World Model（CWM）to operate
new political system, which would be able to settle global scale social problems
efficiently, to establish one world state to live together peacefully. In this time, I will
try to clear up the root cause of social phenomena, such as Trump’s phenomenon,
UK’s exiting from EU, North Korea’s issue, increasing terrorism and civil war. Those
phenomena show us the followings. The established political leaders can’t settle
problems. They can’t show us the vision for future society. Our political system is
out-of-date, now. The root cause is that our society are already too big in scale, too
complex in relation, to be controlled by us, insofar as using traditional way. I will
show how to settle structurally these social problems by using CWM.

はじめに
人類は二度の世界大戦で大きな殺りくを経験し反省したにもかかわらず，政
治は，この 100 年間にさほどの進歩がみられない．最近はむしろ悪化している．
長期独裁政権を倒しても政治的混乱が続いている．各地で内戦が続き，テロ
が横行している．難民がヨーロッパに押し寄せている．国連はうまく機能せず，
武力紛争や北朝鮮の核開発問題を解決することができないでいる．先進国では
貧富の差が極端に拡大している．ヨーロッパでは大量の移民や難民の問題か
ら，一部の国では極右政党が躍進し，英国は EU（ヨーロッパ連合）の離脱を決
めた．米国では，白人中間層の不満を背景に，米国中心主義を目指すトランプ
大統領が誕生した．これらの問題の背景には，社会問題あるいは多くの人びと
の要求に対して，社会の指導者層が，誰も明確な解決の道を示せないでいるこ
とがある．
いかなる理想や要求といえども，いかに大きな政治的権力をもっていようと
も，具体的な行動のシナリオがなければ実現のしようがない．そのシナリオは，
我われが抱える幾つかの基本的な問題を，全体的に解決できる合理的で実効力
を備えた内容でなければ，多くの市民の賛同は得られない．政治家を動かしえ
るのは，多くの市民の一致した具体的な要求の声である．シナリオ創りの責任
や，シナリオが創れない原因を追究してもシナリオができるわけではない．シ
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ナリオ創りは人類全体の連帯責任である．そのシナリオを誰が創ろうとも，そ
れが優れたものならば，多くの市民で共有し，改良し，その実現を求める人の
輪を，世界的な規模で大きくしていかなければならない．そうなってこそ，世
界中の政治家がシナリオの実現に腰をあげると思われる．
筆者は，このような見通しのもとに，技術者の視点から一つのシナリオを創
り，昨年当学会の年報で発表した（1）．それは，共有世界実像というものを創り，
それを中核とした新しい政治システムを構築するというシナリオである．
筆者が強く感じていることは，200 年以上まえに起こった動力革命・産業革
命によって社会の仕組みが大きく変わったのに，政治の仕組みだけは手工業の
段階に止まっていることである．民主主義政治，主権在民という理想があって
も，我われの知的能力では，社会が複雑すぎて問題を解決することができない．
グローバル化した現在では国家という概念を地球全体にまで拡大しなければ
ならない．国際政治においては，1648 年のウエストファリア条約で決められた
国家主権や内政不干渉の原則によっていまも動いている．そのうえ核兵器とい
う強大な戦争の道具をもっているのである．これらの課題を克服するためには
政治においても革命を起こすこと，つまりインターネットとコンピューターを
使った新しい政治システムを考え出し実現すべき時期に来ていると考える．
現代社会の問題をフリードリッヒ・ニーチェの思想をもとに考えるとよく理
解できる（2）．旧社会では宗教的な権威にもとづく禁欲的な道徳，あるいは従順
さによって社会秩序を維持してきた．しかし産業革命以降，人びとは物質的な
面での「生への意志」
「自由への意志」
「力への意志」に目覚めた．いま精神的な
面でのそれらの意志への欲求が，世界中で起こっていると考える．それに応え
るためには，静的な安定を維持してきた社会から動的な安定を維持できる社会
への，技術を裏付けとした一段の飛躍が必要である．それはちょうど，回転体
を高速に安定して回転させるには，静的バランスだけでなく動的バランスをと
ることが必要なのと同じである．そのことを社会に即して考えるなら，目先の
こととずっと先のこと，局所的なことと全体的なことを関連づけて調和させる
ことができ，しかも短時間に適切な結論を出して前進できるための，認識能力，
推測能力，そして創造能力を社会として持つことである．
本論考では，これらを念頭において社会問題の原因について，より根源的な
原因と，そこから派生してくる二次的，三次的な原因とに分けて，構造化して
考えてみる．そして，共有世界実像を使用した新しい政治システムが，根源的
な原因を解消し，派生的な多くの問題を解決できることを確認してみる．

第 1 部 問題解決の基礎的検討
1 . 政治における根源的な問題
1 . 1 国家の役割と矛盾そして規模との関係
国家は，さまざまな人びとが平和的に共存するために生まれた．国家の中で
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は，人権の尊重，法の支配，往来の自由が保障されている．国民の福祉の増大も
国家の責任となっている．また，国家は外国から自国を守ることを重要な柱に
しており，そのために軍隊を保持してきた．しかし，国家は内向きの姿勢と外
向きの姿勢で大きな矛盾をもっている．他国の人びとの生命や権利は，自国の

あるかが理解できる．
1 . 2 . 2 行動と世界像
我われは，各人ごとに自分の頭の中に世界像を作り，それに依拠して行動し

人びとの生命や権利よりも数段軽く扱われる．
国家の規模は統合によって次第に大きくなった．一般的に組織の規模が大
きくなると，統治あるいは運営の困難さが増す．つまり組織規模には限界があ
る（3）．
経済活動のグローバル化，環境問題，軍事力の巨大化などから，世界は一つ

実態と大きくかけ離れていく．我われが入手できる情報の限定，偏見，知的な

の国家になるべき状況になっているが，国家規模と，統治能力や行政能力との
関係，つまり規模の限界に阻まれて，それができないでいると考える．
1. 2 国家規模と社会問題解決能力との関係
社会の規模，国家の規模が大きくなるにつれて社会問題の解決が困難さを増
すことについて，幾つかの視点で考えてみる．
1. 2 . 1 社会問題の解決における全体性と個別性
我われは，社会問題を地域あるいは分野に分けて調査分析し，その区分けし
た範囲の中で解決策を見つけるという方法を，長らく続けてきた．しかし，も
はや区分けして考えることはできない状態になっている．人口，人びとの価値
観，居住環境，経済，法律，地球環境，安全保障などに関係する問題は，互いに
関連付けて全体として考える必要があり，同時に必要に応じて特定の部分に注
目して考えなければならない．
（1）社会問題の性格によって，世界全体，国レベル，地域レベルの政治問題と

ている（4 - 1）．この世界像は我われが関与する社会の規模が大きくなるにつれて
能力，決断と行動における時間的余裕などの制約から，現実とはかけ離れた世
界像を作りあげ，それをもとにして行動している．現実は，世界像は一つであ
るはずが，各人が各様に世界像を描いている．他者の存在と今後の行動をよく
考慮しないで，自分勝手に未来の世界像を描いている．
社会問題をうまく解決するためには，この世界像は先に述べたさまざまな要
求に応えてくれるものでなければならない．この世界像を正しく持てないこと
が，我われ人類の最も根源的な問題である（4 - 2）．
1 . 2 . 3 民主主義政治に求められるもの
民主主義政治において，我われ市民は，政治的な決定権，主権をもっている
といわれているが，実態は大規模な社会の問題を解決する能力を誰ももってい
ない．まずここに基本的な問題，あるいは欺瞞がある．
（1）政策の立案
たとえ社会に何らかの問題があっても，それを見出し政策の形にしないかぎ
り解決のしようがない．我われ一般市民にできることは，提案された政策を選
択するだけである．
その政策を立案するのは，エリート官僚であり，人数も時間も限られたなか
で，草案を作り各省庁との議論を重ねながら成案を作っている．しかも官僚組

して，さらに企業レベル，個人レベルでの責任でもって役割分担して，問
題の解決を考えなければならない．

織を主導するのは，選挙で選ばれた政権担当者である．だから議会に提案され
る政策の数は制限されており，時の政権の意向を強く反映したものになってい

（2）短期的な視点と長期的な視点とで同時に関連づけて考えなければならな
い．特に社会全体に関わる難しい問題は，長期的な計画のもとで，少しず
つ改革していかざるを得ない．
（3）一つの主義，原理を絶対的なものとして画一的に，長期的に適用するの

る（5）．
多くの政策案が提案されなければ，我われは適切な選択をすることができな
い．だから，良質の政策案を大量に生産できる制度が必要である．

ではなく，個々の実情に応じてもっともふさわしい考え方を柔軟に適用
しなければならない．
（4）すべての政策および財政，企業の活動，個人的な活動は，最終的には一組
のセットとして，世界全体の動きの中で検証評価されなければならない．
（5）採用しようとする政策案は，事前に試しに施行し，その状況を評価し，改
良したうえで，実施の決定がなされなければならない．その最終的な評
価および最終的な決定は，問題の性格に応じて，世界全体の市民，当該国
の市民，当該地域の市民が行わなければならない．これは理想かもしれ
ないが，どこまで実現できるか真剣に考えるべきである．
このように考えてみると，社会問題を解決することが，いかに大変な作業で

（2）政策案の審議と決定
我われの選挙行為は，議員あるいは国家指導者へ全権白紙委任する行為に等
しい．しかし彼らの能力は我われと五十歩百歩である．だから主権者である市
民に対して十分な説明責任を果たせない．さらに政策は，実証試験なし，我わ
れの予行演習なしに施行される．
選挙で選ばれる国家指導は，多くの国民の支持を得るために，根拠に乏しく
とも派手な政策を掲げたり，自国民の利益を掲げ，強引な対外政策を打ち出す
ことが多い．しかし戦争となった場合，犠牲を払わされるのは勝っても負けて
も国民である．
一方政治には，政策を早期に決定し実行しなくてはならないという時間的な
制約がある．だから，よく議論しないうちに多数決で押し切ろうとする傾向が
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生まれる．さもなければ，独裁政治や画一的強権政治がとって代わることにな
る．宗教的原理主義は強権的な政治のひとつの形態であるといえる．
1. 3 現代社会における根源的な問題の整理
1. 3 . 1 政治における問題と解決方法
現在社会における根本的な問題は，現在の政治システムの能力が実際の社会
規模の大きさに対応できないことである．民主主義政治が，社会の必要性と市
民からの要望に応えるものであり，市民による政策の評価，修正要求，選択が
核心であるならば，次の点を考えなければならない．
市民の多様な政治的要求に応えられるよう，政策の立案作業を社会に解放
し，同時に生産性を向上させる必要がある．政策案，予算案を絞り込んで全体
のセットにまとめあげる作業も効率化する必要がある．政策および予算の決定
過程は，本質的で，単純で，かつ効率的にすべきである．つまり中間に権力者を
できるだけ置かないようにし，主権者であり利害関係者である市民同士で議論
しあい，最終決定は市民全体で行えるようにすべきである．そのためには，市
民一人ひとりが政治的能力，つまり社会に対する知的能力を十分に高めなけれ
ばならない．
いまや技術の進歩によって，これらの課題を克服できる段階になってきてい
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2 . 新しい社会の構造
2 . 1 新しい社会の秩序と機能構造
地球社会全体をシステムとみなし，その機能構造を考えてみると，我われの
世界の全体の姿がよく見えるようになる．
地球社会全体システムは，地球環境システム，生物生息システム，そして人
間社会システムで構成されている．人間社会システムは，さらに狭義の社会シ
ステム，物質経済システム，政治システムで構成されている．狭義の社会シス
テムとは，個人を中心にして，家族，社会的役割，地域社会，国際社会などのつ
ながりである．
そして，我われ一人ひとりは意志をもっており，これらのシステムを動かし，
あるいは影響を及ぼしあっている．ところが，このシステムはうまく機能して
おらず，物質経済システムによって全体が振り回されている．システムの一般
的な性質からいえば，全体的な秩序を整然と維持するためには，システムが階
層構造になっており，上下間で互いに関連し合い，適切に制御できなければな
らない（6）．
そこで登場するのが共有世界実像である（1 - 3）．共有世界実像は，それぞれのシ
ステムについてモデルとして内部にもっており，地球上に実在するものをすべ

る．共有世界実像は，過去と現在の世界像，そして各人の今後の行為によって
形成される未来の世界像を，だれもが現実的な正しい姿で共有できるようにす
るための道具であり制度である．
共有世界実像を使えば，社会問題の客観的な把握，政策の立案作業および修
正作業が容易になり，多様な政策案を生産できるようになる．総合的な政策案

て映しだして，我われにありのままに見せてくれる鏡である．我われ一人ひと
りの自分自身の姿も，全体の中で客観的に映し出してくれる．過去の姿，現在
の姿，そしてこれから行う行為によって作りだされる未来の姿を次つぎと映し
てくれる．
先の論考で，物質的な財に対して精神的な財が考えられるとした（1 - 2）．精神的

および予算案をまとめることが容易になる．我われは，共有世界実像を使った
政策シミュレーションに全員が参加することによって，政策案の効果や問題点
を自分自身で直接確認でき，また，具体的な改善を要求することもでき，同時
に予行演習をして今後に備えることができるようになる（1-1）．
1. 3 . 2 新たな仕事の創出
人間は生活の糧をえるためだけでなく，生を充実させるために，仕事あるい

な財とは，「我われが，よりよく生きるために役に立つ，行動のシナリオであ
る」とした．政策とは，公共性のある精神的な財であるとした．このような見方
から，精神的な経済システムというものが考えられるとした．そうすると，政

は創造性を発揮できる活動に従事する必要がある．ところが，仕事そのものの
効率化によって，世の中は，ますます労働力が少なくてすむようになっている．
高学歴の若者でさえ仕事に就けないものが多くなっている．もはや物質的な経
済成長は望めない．物質的な欲求，あるいは地位，名誉などの限られた世俗的
な欲求の満足を追求することでなく，もっと各人の内面的な，しかも安定した
満足をえることができる機会を大幅に増やす必要がある．先の論考で述べたよ
うに，共有世界実像を利用することによって，物質的経済システムに匹敵する
精神的経済システムを創りだすことができる（1 - 2）．これによって，内面的な満足
をえる機会を大幅に増やすことができると考える．

治システムとは，精神的な経済システムの中での，公共的なサブ・システムで
あると位置づけることができる．
この共有世界実像と精神的な経済システムの導入によって，これまでの各サ
ブ・システムを整然と構造化することができる．
我われ一人ひとりからなる集団が最上位システムとして位置し，そのすぐ下
位に，我われの主体的な生き方を支援する共有世界実像というシステムが位置
する．いわば我われの顧問である．一方，人間集団の下位には，精神的な経済シ
ステムが位置し，その一部として政治システムが位置する．さらにその下位に，
社会システム，物質的な経済システムが位置するという機能のうえでの上下関
係の階層構造が浮かび上がってくる．特に政治システムは，世界規模の直接民
主主義政治とし，世界政府を頂点とした地域分権政治という構造にした（1-4）．
共有世界実像によって，我われは自分たちの意志でこのような政治システムを
うまく機能させることができる．

76

研究論文

2. 2 自己と社会との関係
2. 2 . 1 政治と市民の認識
SF 作家 H・G・ウェルズは次のように言っている．
「人間が結合されるのは，
その頭脳を通じてであり，さまざまな観念体系による．したがって世界平和を
実現するための方法の探究は，本質的には知的な問題，心理的な問題である．
人間の結合における基本的なものは教育である．われわれの教育内容は即われ
（7）
われの社会組織であり，われわれの生活の実質でもあるからだ」
．共有世界実
像を用いた政治への市民参加は，社会に対する認識を自己中心性の強いものか
ら開かれたものにする良い教育の機会である．
2. 2 . 2 共有世界実像による四つの自己の誕生
共有世界実像という世の中を映し出す鏡によって，各人は次の四つの自己の
存在に気付くことになる．
（1）現実世界にいる半盲目的な自己
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2 . 2 . 3 個人の生き方への影響
（1）競争からの脱却と心の安らぎ
共有世界実像を通じて互いに自己情報（自分の弱み・強み・価値観・欲求）
を開示することによって，人は他人や社会への疑惑から解放されると考える．
しかし個人情報の開示は，これまでの常識に反するので多くの人びとが抵抗感
を抱くと考える．よく考えてみれば，他者との競争に勝つために，他者に自分
の弱みを突かれないために隠すのである．我われが目指す社会は，平和的共生
であって，過度な競争社会ではない．だから，個人情報を他人に隠す意味は少
なくなる．むしろ個人情報を社会に提供することでの公共的利益の方が大きく
なる．
（2）互いの存在を知らせ合う
共有世界実像によって自己の存在を世間に知らせ，同時に他者の存在も知る
ことができるようになり，人は孤独から解放される．他者は，隣人として人格

この自己は，現実世界の中でいま生きている自己である．今の現実世界に働
きかけることができる．しかし，薄暗闇の世界にいて，わずかに自分の周囲の

と個性をもった存在に変わる（9）．互いに他者からの呼びかけに応じることがで
きる．それが，生きる意味を見出すことにつながると考える（10）．

現在の状況しか見えない．だから，思惑違い，他人との衝突が，頻繁に発生して
いる．
（2）共有世界実像の中にいる分身の自己
この自己は，共有世界実像の中にいる自分の分身としての自己である．共有
世界実像は，世界全体を透明に見えるようにした巨大な鏡である．この鏡は，
時間的に過去・現在・未来を，そしてどの部分も自由に映し出すことができる．

我われは，ある集団を簡単にひとくくりで考えてしまう，ステレオタイプと
いう性質がある（4 - 3）．共有世界実像は，このステレオタイプ的な認識を是正し，
核兵器による大量殺りく，人種差別，テロを防止するためにも役立つ．

（3）共有世界実像の中の自分の分身を眺めている自己
この自己は，今の現実世界にいながら，共有世界実像の中の自分の分身を眺
めることで，自分の周囲の状況を明瞭に認識でき，しかも時間と空間を超越し
た自己である．自分の分身に行動を指示し，共有世界実像の中でいろいろ試し
てみて，自分にとって一番良い行動を選ぶことができる．この結果，思惑違い
も少なくなり，他人との衝突も回避できる．
（4）共有世界実像を通して自他の区別なく世の中全体を眺めている自己
この自己は，今の現実世界にいながらも，精神的には，時間と空間だけでな
く，自他という枠を超越したより超越的な自己である．他の人びとの分身，他
の生物の分身，そして地球環境までも含めて，世の中全体を眺めている自己で
ある．この自己には，他者との一体感，協力心，慈悲心が生まれるであろう．
このような四つの自己が人格の中で連係することによって，人は，時間と空
間，主体と客体，自分と他者を超越した世界の認識が可能になり，それにもと
づく行動も可能になる．このような仕組みによって，人類は，未来社会を，あ
るいは自分の人生を意識的に，よりよく切り拓いていくことができるようにな
る．この実際の世界像と各自己が認識する世界像との関係は，仏教の唯識で述
べられている「四分の教え」とも関係する（8）．

2 . 2 . 4 社会と個人との関係
共有世界実像を用いた政策の評価に，市民全員が参加することによって，個
人の多様性と自主性を生かした問題解決が可能になると考える．
（1）環境・資源・エネルギー問題
環境・資源・エネルギー問題の解決は，技術や規制だけでは限界がある．共
有世界実像を使用したシミュレーションに参加することで，多くの個人と企業
は世界の深刻な実情を十分認識し，価値観や行動様式を自発的に変えるはずで
ある．各自の創意工夫や努力を広範囲に援助すれば，問題解決を効率よく図る
ことができる．
（2）人口増加問題
人口増加問題は，個々の夫婦が解決の鍵を握っている問題であり，非常にデ
リケートな面がある．自分の住んでいる地域で人口が増えることによって，自
分たち，あるいは自分たちの子や孫の世代の暮らしがどうなるかを見せつけら
れたら，考えを新たにするであろう．だからこの方法は，人口増加問題の解決
にも有効と考える．
3 . 改革を進めるうえでの注意事項
3 . 1 関連する事項を同時に改革すること
イデオロギーによる対立を克服できてはじめて，社会契約が成立し，新しい
政治システムへの円滑な移行が可能になる．
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イデオロギーの対立を克服するためにも，全体が一つのシステムとして機能
して大きな効果を生み出すためにも，次の事項は一組にして実施しなければな
らない（1-5）．
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い案は出そうにないと皆が納得すること．価値基準には，生きるということを
物差しにした優先順があること．たとえ多少不満は残っても一定の期限内で結
論をだし，行動すること（1 - 7）．ただし後日，優れた案や想定外の大きな問題が見

（1）新しい政治システムでは，共有世界実像の構築，インターネットによる
政策案の議論，そしてすべての市民が参加することの三つが不可欠であ

つかった場合は再検討を行うこと」
．
（1）国家主権の尊重と内政不干渉の原則

る．さもないと，意見の対立による政治的混乱，衆愚政治あるいは独裁的
強権政治を招くことになる．
（2）政策案の作成は，官僚組織に限定せずに，一定の条件のもとで社会に開

この原則があるため，仮にある国で政治上の理由からくる大きな社会問題が
起こっていても，国際的に有効な力を発揮させることができない．このため，
周囲の国に脅威を与えるような軍事力の増強，強権的な政治による人権の抑

かれていなければならない．
（3）共有世界実像の構築，それを用いた新しい政治システムへの移行，さら
に世界政府の設立は一緒に，しかも，世界一斉に行わなければならない．
3. 2 改革を急ぎすぎないこと
改革を急ぎすぎても問題が起こる．経済システムをめぐる歴史的な政治的対

圧，大きな貧富の格差，反国際社会的な教育などが放置される．また，領土の帰
属問題が発生する．
（2）安全保障理事会での常任理事国の拒否権
常任理事国の拒否権も，多数派による横暴を防ぎ，慎重に考えて行動するた
めの仕組みであると考える．

立と，社会主義国がその後に自由主義経済システムへ転換したことは，経済シ
ステムが我われの想像以上に複雑であったことを示している．だから前回の論

特定の国の急速な軍備拡大，あるいは軍事行動，武力紛争に対しては，初期
段階での国連軍の派兵を含めた強力な規制が有効なはずである．ところが，常

考で述べた通り，政治システムの改革をまず先行させ，そのとき政治システム
の中に，最適な経済システムを模索するための仕組みを内蔵させるという考え
方が現実的である（1 - 6）．明確なビジョンが共有され，それに向かっての着実な動
きがみられるならば，我われは希望をもって冷静に待つことができる．自分に
できる貢献をすることができる（11）．

任理事国の拒否権発動によって，手遅れになるまで有効な行動ができない．
1 . 2 国際的な安全保障
国際的な安全保障は，問題解決の手順が不適切な例である．社会問題を解決
することのできる新しい政治システムを構築してから，軍事システムの解体を
段階的に進めるという手順にしたがえば，容易に解決の見通しがたつ（1-8）
．

第 2 部 現在直面している問題の解決見通し

1 . 2 . 1 核兵器拡散防止・核兵器廃絶・軍縮について
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

先に述べた基本的な問題が実際にどのような具体的な形で表れているか，そ
して新しい政治システムがそれらの問題をどのように解決できるかを考えてみ
る．
1 . 国連での国際問題解決の限界
1. 1 問題解決の障害
世界大戦後に生まれた国際連盟も国際連合も重要な国際問題を解決できない
のは，大規模化した社会における問題解決能力が不足しているため，その理念
の実現を阻まれているからである．
何かと問題解決の妨げになっている次に示す原則は，強国あるいは多数派に
よる横暴を防止するために由来していると考える．共有世界実像を用いた新し
い政治システム，つまり世界政府による統治システムでは，その原則は不要に
なる．より適切な解決策を求めること，満場一致で賛同を得られるための解決
策を求めることを目ざし，それを可能にするからである．ただしそのためには，
次のような基準を設ける必要がある．
「短時間にできるだけ多くの案を適切に評価できるようにし，これ以上に良

ば，在日米軍基地も不要になる．
1 . 2 . 2 北朝鮮問題の解決
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
鮮に関係する核兵器開発，人権抑圧などの問題も解決すると考える．自国の安
全が保障されれば，巨額の軍事予算と多くの兵員を，社会基盤の整備と経済発
展のために投入でき，国民の生活が豊かになるからである．イスラエルの立場
も同様と考える．
1 . 2 . 3 テロ攻撃は絶望のメッセージ
テロ攻撃は一つのメッセージである．彼らが真に訴えようとしているメッ
セージを受けとめる必要がある．高性能小型兵器が容易に入手でき，個人の攻
撃力が増大しており，防御は困難である．自爆テロは，絶望の中での自己存在
の主張であり，破壊によって可能性を見出すという絶望的な努力である．いま
こそ宮澤賢治の「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得な
い（12）．」という言葉を真剣に考えるべきであろう．
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1. 2 . 4 世界の警察官としての役割
冷戦後の世界秩序の維持は，米国に依存しすぎていた．いまや米国は，巨額
の軍事費の負担に耐えられなくなり世界の警察官の役割を手放す方向に動きつ
つある．
世界全体で秩序をどう維持するか，維持費をどう軽減するかを考える必要が
ある．新たな政治システムにもとづく世界政府の成立を，その具体的な道とし
て真剣に考える必要がある．地域紛争の解消と武装勢力の武装解除，そして各
国軍隊を解散することによって，世界秩序を維持するための武装組織は小規模
にすることができる．
2 . 大量の難民や移民の発生問題
2. 1 大量の難民や移民が発生する原因
難民の発生原因は，住んでいた地域で，大規模な武力紛争が起こり，生活基
盤を破壊された人びとが大量に生じたからである．武力紛争の発生原因は，地
域の政治の腐敗，貧困，市民への抑圧であろう．
移民の発生原因は，住んでいる地域や国の経済的な貧しさと，自分の能力を
生かしよりよい生活をするための機会が絶望的に乏しいことであろう．
こう考えてみると，大量の難民や移民が発生するもっとも根源の原因は絶望
的な貧困であることがわかる．
2. 2 貧困問題の真の解決策
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査察指導について責任をもって行う必要がある．その国の中央政治だけでなく
各地方の政治もうまく機能させる必要がある．
（2）富の独占
少数者による多くの土地の所有など，貴重な富が社会的に活用されていない
ことも大きな問題である．根本的な問題を解決するために，世界政府がテコ入
れする必要がある．
（3）希望と自助努力
貧困から抜け出すためには，武力紛争を停止させ，これ以上の破壊活動を停
止させ，安心して建設に移れるようにすべきである．そして，当事者が将来に
対して希望をもつことが第一に必要である．同時にそれを実現するための能力
を持てるよう，教育を充実させることである．そうすることによって，自助努
力とそれを支援するという働きが生まれる．これは，グンナー・ミュルダール
の累積的因果論（13）による経済発展に通じる．
2 . 3 行政機関のイノベーション
ドラッカーは，政府機関などの社会的機関のイノベーションの必要性と，同
時にその困難性を説いている（14）．先の論考で述べた共有世界実像の利用，そし
て世界政府を頂点とした地域分権政治は，行政機関のイノベーションの基本構
想と考える（1 - 9）．
3 . EU における問題

貧困は，地域行政の不公平性や機能不全からもたらされる．共有世界実像を
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

EU という試みは，小さな国家がまとまって大きな国家になろうとしたとき
に , 生じる問題を顕在化してくれている．
EU における問題は，経済問題であり，それは理念が先行しすぎて，実現手段

を解決することができる．貧困地域，紛争地域の人びとに対して，世界の人び
とがいまなすべきことは，新しい社会の青写真の提示であり，今後破壊活動，
あるいは戦闘行為を行ったものは，世界政府が成立したときには，世界のどこ
に隠れていようとも必ず探しだして処罰するという宣言であろう．
（1）地域行政の機能不全の解消

の能力が現実に対応できないために起こっていると考える．筆者が先の論考で
述べたように，経済システムは非常に複雑なので，まず新しい政治システムを
構築してから，経済システムの変更や改革を，先行きを確かめながらゆっくり
と慎重に行うべきである．新しい政治システムでは，中核である共有世界実像
の中に，高精度の経済モデルが組み込まれていて，その慎重な模索を可能にし

これまでの教訓として，外国の軍事的な力によって，強権的な政治指導者を
一掃して自由な政権を樹立しても，各派の代表が対立して，政治がうまく機能

ている．
ここで，EU が抱えている主な問題について考えてみる．

しないという事実がある．
また，地域を二分する勢力同士が戦闘を続けることの理由は，戦闘に勝利し
政権を握った側が，敗者側を悲惨な状況にすることを双方が認識しているから
である．
この点からも，公平で機能的な政治，行政システムの構想を人びとに示すこ

（1）域内の通貨統合
ギリシャの財政危機が EU 全体の問題に発展した．通貨統合は地域的な事情
を考慮して慎重に行うべきことを示している．ともあれ，通貨統合を元に戻す
ことはできないだろうから，先へ進むべきであろう．
（2）域内での人の移動の自由

とが重要である．共有世界実像を用いた新しい政治システムは，それを可能に
する．また，世界政府は，政治的に混乱している地域に対し，このような政治シ
ステム，行政システムの構築を指導し，特に，そこでの行政職員の教育と訓練，

移民の流入はその地域に経済問題を引き起こすのは，当然である．これも，
時間をかけて慎重に行うべきである．本質的には，先に述べたように，大量の
移民や難民が発生する原因となっている地域紛争の防止，貧困地域の解消，地
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域社会環境の改善が先であろう．紛争を即時停止させること，そして将来の社
会像を示して希望をもたせることが即効的である．
（3）若者の高い失業率

うに思う．
ここでトランプ大統領の主な主張をながめてみる．それによって，いま我わ
れは何を問われているのかが明確になる．

若者の失業率が高く，高学歴の若者でさえふさわしい仕事につけない状況が
発生している．この問題は，現代社会共通の問題であり，後ほど触れることに
する．

（1）米国の保護主義への転換
これは，国内経済と国際経済との関係の問題である．経済のグローバルによ
り，地域産業経済が空洞化し，その結果多数の中間層が没落し貧困化したこと

（4）極右政党の躍進
EU の先進的諸国にみられる極右政党の躍進は，のちほど触れる米国のトラ
ンプ現象と同じで，既成の指導者層が深刻な社会問題を解決できないでいるこ
とに不満をもっている人びとの抗議現象であろう．
（5）英国の EU 離脱問題

が背景にある．
人びとは，生きるための経済ということを忘れた企業の倫理，資本主義の倫
理の見直しを求めている．そのためには，地球規模の経済活動と各地域での経
済活動を一元的に統括できる政治システムが求められている．共有世界実像と
世界政府を頂点とする効率的な地域行政機構の必要性がここにある．

英国の EU 離脱の直接的な原因は，大量の移民あるいは難民の受け入れであ
る．この問題は，先に示した域内での人の移動に制限をもたせなかったことに

（2）強い国アメリカの復活
世界の警察官の役割を積極的に果たし，平和で安定した世界の中で自国も他

よるが，より重要な問題は，中央政治と地方政治との相互連携の問題である．
このことが，より規模の大きな世界政府を作るうえで，難しいことを示してい
る．最近のウクライナ国内の地方分離問題，英国でのスコットランド分離問題，
古くからある北アイルランド独立問題，スペインのバスク地方独立問題，チ
ベット問題，クルド人問題なども同様であると考える．

国も繁栄を享受するというこれまでの路線から，軍事力を背景に自国の利益を
最優先する路線へ切り替えるものである．先に述べたように，人類社会は，全
体の努力によって平和で安定した社会を作るべき時期にきている．
（3）資源・エネルギー問題および環境問題の軽視
長期的な利益よりも目先の短期的な利益を最優先させようとしている．目先

このことは，大きな規模の国家は，それにふさわしい高い行政能力そして優
れた政治能力を持たなければならないことを表していると考える．国家間戦
争，地域での武力紛争，暴動，強権政治，人権抑圧は，すべて自国の社会問題の

の経済活動，経済成長と長期的な資源・エネルギー問題，環境問題とをうまく
両立させることができないことを表している．自分たちの子ども孫の世代の権
利を尊重し，幸福を願うなら，いま生きている自分たちがその問題を解決でき

解決能力が不足していることに起因している．

るような仕組みを考えるべきである．

4 . トランプ現象の意味するところ
トランプ氏が米国大統領に当選したのは，伝統的な指導者が深刻な社会問題

5 . 経済問題
（1）企業間および国家間の経済競争の激化

を解決できないため，強い不満をもった大衆が，一面だけをみた単純明快な政
策を掲げ，力強い行動力を感じる政治家に投票したためといえる．だが，政治
的な権力があるからといって，社会問題を解決できるわけではない．社会問題
を解決するための有効な政策，シナリオをもっていなければならない．部分最

我われは，競争こそ進歩だと信じ，規制緩和，自由化こそ理想だと信じてい
る．多くの企業は，進歩を目指すよりも，同業他社との競争に負けることを恐
れて，激しい競争を続けている．消費をあおる宣伝活動は，資源の浪費につな
がっている．

適化のもとで作りだされた解決案は，一つの問題を強引に解決したとしても，
新たな問題を必ず引き起こす．いま考えている政策案が，実際にどのような効
果を発揮できるのか，何か新たな問題を引き起こしはしないか，と考える慎重
さが必要である．問題解決を強引に行おうとすれば，強権政治，独裁政治にな

企業の論理によって人件費の安い国外に進出し，国内の雇用の減少と産業の
空洞化を起こしている．企業は法人税が安い国に移転してしまう．あるいは法
人税の税率を下げざるをえなくなる．それが，国や地域の税収を減らし，所得の
再配分機能を阻害している．個人の所得格差を拡大する原因にもなっている．

らざるをえない．トランプ現象は，日本でも，ヨーロッパでも起こりうる．
我われにとって，生きること，希望を持てることがもっとも重要である．我
われは，国家とは何のためのものか，地域社会とは何のためのものか，という

これは，経済活動の国際的な調整能力の不足から生じている現象である．
（2）真に求められている経済政策
グローバル化した企業活動あるいは金融市場に対して，どのような規制ある

ことをあらためて考えることを突きつけられている．また一般市民は，政治的
な判断を適切に，しかも容易にできるようにすることを無意識に求めているよ

いは支援が必要か，具体的にどのような効果あるは悪影響があるかなどに対し
て，多面的，長期的に，客観的に，信頼性が高い方法で推測する仕組みがない限
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り，経済問題は解決しない．そして，我われは，国家あるいは地域社会とは何の
ためのものか，経済活動とは何のためのものなのか，企業とは何のためのもの
なのか，ということを原点から考えることを突きつけられている．共有世界実
像を使えば，そのような検討を可能にする．そして人びとが合意した解決策に
したがって，世界政府が企業活動，金融取引を規制できるようになる．
6 . 新たな経済成長の必要性
ヨーロッパ諸国では若者の失業率が高く，社会問題になっている．移民・難
民問題がさらに問題を複雑化している．若者がテロ組織に引き込まれる原因に
もなっている．
経済成長の重要性は，社会に何らかの大きな共通目標があって，その実現に
むかって長期間にわたり人びとの精神が高揚し，さまざまな活動が活発化する
ことにあると考える．
共有世界実像を使った新たな政治システムを構築するためには，社会科学や
コンピューター技術に関する高い学歴をもった多くの若者の力が必要である．
特に，共有世界実像のモデル作りと運用方法の設計は，筆者が他の論考（1）（15）で
述べているように，非常に魅力的な研究テーマである．情報通信産業を中心に
世界的規模で大きな事業機会がうまれる．
戦乱続きだった中東諸国でも，復興事業によって多くの失業者に雇用の機会
を与えることができる．
これらの大規模な公共事業に必要な資金は，各国の軍事予算の転用，そして
暫定世界政府の建設公債で調達される（1 - 10）．この公共事業によって，問題を起
こしている国際的な過剰資金に有効需要が生まれる．
7 . 日本での問題の解決について
多くの日本人が願っている世界平和，国際的な経済問題は，新しい世界政治
システムの構築によって解決する見通しを得たと考える．ここで，日本国内に
おける社会問題の解決について考えてみたい．
戦後発展の基礎は，米国の占領政策であったにせよ，抜本的な社会制度改革
および経済制度改革にあった．また，産業構造の変化を指導した通産省の貢献
も大きかった．戦後 70 年余が経過したので，全ての見直しによる抜本的な制度
改革が必要になっている．
経済活動とコミュニティの維持は，我われが生きて行くために不可欠であ
る．そのとき重要なことは，今住んでいる人びとの年齢別人口構成と長期的な
将来動向である．税制，財政，年金制度，医療・社会福祉政策，社会的インフラ
整備，産業政策，賃金政策，失業・労働政策，土地政策，教育，環境などの分野
で，いろいろな改革案を出し合い，総合的に評価検討し，国民的な合意をする
必要がある．これには共有世界実像を使用した総合的な検討が不可欠である．
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また，これら個々の課題については多くの研究者が実態や政策を研究してきた
が，それらの方々の研究業績を政策に反映すべきである．

おわりに
先の論考（1）で述べたシナリオが，現代社会が抱える多くの問題を解決でき
ることを確認できたと考える．そして筆者は，ドラッカー学会の社会的な存在
意義は何かと考えている．それは，ドラッカーが未来社会に対してどのような
ビジョンを抱いていたかを考えることでもある．筆者は，未知なるものの体系
化（16 - 1），革命的技術のマネジメント（16 - 2），そして社会改革の原理としての保守主
義（17）によって新しい社会を創造することであると考える．彼の遺志を継ぐこ
とがドラッカー学会の最も際立った社会的存在意義であり，強みでもあると考
える．筆者のシナリオは，その 3 点を基礎にして描いたものである．会員の皆様
に，シナリオを多方面から，より深く，より具体的に検討して頂き，世に広めて
頂くことをお願いしたい．
なお，ドラッカーの著書『テクノロジストの条件』に関連して，次のことを記
しておきたい．
（16 - 3）
という表現を，それぞれ「システム設計」と「システム
「技術」と「仕事」
設計における仕事の方法」に置き換えると，意味がより鮮明になる．なぜなら，
システム設計こそ，技術におけるもっとも核心的な知的活動であり，我われの
知識，経験，哲学，価値観，倫理観がその活動過程で統合され，最終的にシステ
ムの機能として発現されるからである．
また，人間社会をシステムと考え，社会問題を解決するための政策を，既存
の人間社会システムに付加するサブ・システムと考えると，政策立案作業は，
一種のシステム設計作業と考えることができる．その結果，進歩している現代
の産業および物質経済システムでの仕事の形態を，遅れている現代の政治シス
テムでの仕事の方法に適用できるならば，後者の仕事の方法を一挙に体系的に
改善することができるに違いないというアイデアが生まれる．このことが「未
知なるものの体系化」であり，その橋渡し手段が情報通信技術を駆使した共有
世界実像であると筆者は考える．そして，政治の世界においても，産業や分業・
市場経済に相当する効率的なシステムを作りだすことができると考えた．この
ように技術を中心にして構想を描くことが「技術をマネジメントする」ことで
あると考えている．
【注】
（1）山縣俊夫〔2016〕
『共有世界実像と新しい文明社会のシナリオ』ドラッカー学会年報
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（1-1）pp.283-284, pp.289,（1-2）
pp.285-286,（1-3）pp.280-285,（1-4）
pp. 286 - 290 ,（1 - 5）pp. 286 - 287 ,（1 - 6）pp. 278 , pp. 290 - 291 ,（1 - 7）pp. 279 , pp. 289 ,（1 - 8）
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【略歴】 元㈱日立製作所勤務，重電機工場の生産技術部門にて蒸気タービン・水車の羽根
曲面 NC 加工用自動プログラミングシステム，コンピューター制御式生産設備シ
ステム等の開発に従事，情報システム部門の技術管理（設計事務管理，研究開発
管理，技術教育）等に従事．現在地域の理科教育活動に奉仕．地球システム・倫理
学会会員．

Summary
The purpose of this paper is to grasp the essences of Drucker’s management and
other works. First, it discusses the difficulty of clarifying the essences of Drucker’s
works. Second, two essential points of Drucker are grasped based on previous
studies. One is “Management”, because Drucker is called “The inventor of
management.” The other is “Social Ecologist” which Drucker coined and liked as
the name of his original field. Third, through further examination of Drucker’s texts,
“Essence” and “Action” are grasped as essences of Drucker’s works. Fourth, it is
clarified that there is a true essence called “Essential Management Science” at the
center of the above four essences of Drucker—“Management”, “Social Ecology”,
“Essences”, “Actions.” Finally, this paper is positioned as a methodology of Essential
Insight.

問題と目的
“ドラッカーの本質”を捉えることの困難さ
ドラッカーはあらゆるテーマについて多くの論説を残した．それは「ドラッ
カーが生涯に刊行した書物は三九冊，論文や記事に至ってはあまりの多さに数
（1）
さえ知られていない」
と言われるほどであり，テーマは「全体主義，東西冷戦，
社会の多元化，非営利組織，グローバル化，リージョナリズム，情報化，高齢社
会，政府現業部門，租税国家，経済政策，産業政策，金融政策，雇用対策，通貨政
策，通商政策，投資政策，税制，資源，エネルギー，環境問題，教育の変化，都市
（2）
問題，ガバナンス，責任，労働運動」
とほとんどの社会的問題を網羅する勢い
であった．こうして「ドラッカーは，マネジメントの父にとどまることなく，現
代社会最高の哲人とされた．政治，社会，経済の転換を書き，いずれも競って読
（3）
まれた」
のである．
では，ドラッカーとは何者か？その営みの本質は何だったのか？ドラッカー
が絶大な信頼を寄せ，その著書のほとんどを日本語に翻訳した上田と，そして
新進気鋭のドラッカー研究者の井坂が「考えるほどにドラッカーは捉えどころ
（4）
のない論者」
と述べているように，この問いは最も難しい問いの一つと言う
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ことができる．実際に，ドラッカーが 58 歳のときのインタビューでこれからの
人生をどうしたいかという記者の質問に「今もって何になりたいのかがわから
ない」と答えたことに対して，上田らは，
「本人にわからなかった正体を，第三
者が容易に断定できてしまうほうがどうかしている．そこがドラッカーについ
ての定型的説明が今なお表れない理由の一つである」と述べている．
そして多くの論者が，ドラッカーについてそれぞれの分野から的確に論じて
いるものの，それらがドラッカーの一部分に過ぎず，ドラッカーの全貌を捉え
ることに成功してこなかったのは，
「ドラッカー自身に内在する本質」に原因
があり，「まさに，単一的な肩書きを拒否することが，ドラッカーの本質」であ
ると，彼らは述べている（5）．多くの論者に，あまりに多彩で広い視野を持ち，一
つに収まりきれない関心を持っていると評されたように，
「彼自身が一つの領
域の仕事だけでは，どうしても行いたいことを捉えきれなかった」のだ（6）．こ
うしたことからもドラッカーとは何者か，その思想的営みの本質を言い当てる
作業は一つの難問となっていることがわかる．
「ドラッカーが何者であろうと重要ではない」と考える人もいるかもしれな
い．しかし，これはドラッカーという一人の人間を理解する営みにとどまる問
題ではない．なぜなら，ドラッカーの思想的営みの本質を言い当てられる言葉
がないということは，ドラッカー的な学問的実践を言い当てる言葉，学問領域
が不在であることを意味するためだ．また「ドラッカー」という固有名に基づ
く思想であることは，ドラッカーという個人の権威に基づく以上，どうしても
開かれた言語ゲームとしての発展性に乏しくなる，という側面も指摘しておく
必要があるだろう．
実際，ドラッカーのマネジメントは，当初から多くの実務家に大きな影響を
与えたが，アカデミックな「経営学者」からは統計学が用いられていないため
に，単なる評論に過ぎないといった批判にさらされた（7）．また最近でも，アカ
デミズムの研究者から「ドラッカーなんて誰も読まない」とその知見を軽視す
るかのような発言がなされている（8）．
こうした現状を変えるためにも，ドラッカー思想の本質を抽出し，
「ドラッ
カー」という固有名詞を用いずに，あらゆる人に開かれた学問分野として位置
づけることができたならば，ドラッカー思想を学問的に再生させ，より一層発
展させる一助になると考えられる．
目的
本論の目的は，第一にドラッカーの思想的営みの本質を明らかにすることに
ある．第二に，その試み自体を，本質行動学における基礎的な方法論となる「本
質観取」の一手法として提示することを目的とする．
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方法
テクスト
ドラッカーの営みを言い当てるキーワードに関連する著作，論文を中心に特
にドラッカーマネジメントを包括的に理解していると思われる研究者の著作の
なかから優れたものを参照する．
アプローチ
本質観取の方法には哲学的前提が異なる様々な立場があるが，本稿では最も
制約が少なく，幅広いスタイルの方法的多様性を担保できる構造構成主義に基
づく独自の「本質観取」アプローチを採用する．本稿においては，先行知見と，
ドラッカーの著作のテクストを分析することでキーワードを抽出していき，最
終的にはそれらをうまく包摂可能な，あるいは，最大公約数的な共通本質を言
語化するアプローチを採ることとする．

本論（結果と考察）
先行知見からのキーワードの抽出
ドラッカーの思想的営みの本質を何と表現すればよいのかを明らかにするた
めに，ドラッカーマネジメントに関する先行研究からあらためてキーワードを
選出する作業から始めていこう．
キーワード 1：
「マネジメントの発明者」
ドラッカーは，近代的な経営コンサルタント業の創始者であり，マッキン
ゼーを世界的なコンサルティング会社へ成長させたマービン・バウワーに，5，
6 年にわたって毎週土曜日にマッキンゼーに出向き，コンサルティング業につ
いて教えていた（9）．1950 年に，バウワーがマッキンゼーのトップに就いた際に
はドラッカーは「うちへ来ないか」と誘われたこともあるが断った．しかし協
力関係は続き，バウワーから「マッキンゼーを何と呼んだらいいだろう？」と
相談された際に，ドラッカーが「経営コンサルタント」と提案した結果受け入
れられ，それが世界に広まることになった（10）．
1954 年，ドラッカーは自身のコンサルタント経験をもとに『現代の経営』を
出版した．ドラッカーによると，「正確ではないが，この本によって『マネジメ
ント（経営）が発明された』とも言われるように」なったという（11）．しかし，ド
ラッカーは晩年のインタビューで「あなたはマネジメントを発明したと言われ
ていますが，どう思いますか？」と聞かれた際に「発明したと自分で言ったこ
とは一度もない」と強調したという．ドラッカーは「私よりもずっと先行して
いた人たちがいる」として，生涯の大半を社会福祉事業に捧げた女性哲学者で
1933 年に亡くなるまで多数の著作を残したフォレットと，1923 年に米国マネ
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ジメント協会（AMA）を創設したドットを挙げた．特に，ドラッカーは「マネジ
メントという言葉に現代的な意味を最初に与えたのはドットだろう．私はそれ
を借用しただけ」と現代的マネジメントの先駆者に十分な敬意を払っている（12）．
そうした先駆者がいたにもかかわらず，ドラッカーが「マネジメントを発明
した」と言われるのは，
「彼以前にマネジメントを全体としてとらえ，体系化し
ようとした人はいなかったから」である．そのため『現代の経営』のなかでマネ
ジメントの体系化に成功したことで，
「マネジメントの発明者」と言われるよ
うになった．
そうした詳細はさておき，ドラッカーが「マネジメントの発明者」と呼ばれ
たことはよく知られている．ドラッカーは『非営利組織の経営』において 13 歳
のときに宗教の先生が「何をもって憶えられたいか」と問いかけられたことを
挙げながら，その問いの重要性を強調していることを踏まえれば，「マネジメ
ント」というキーワードは，やはりドラッカーの本質の一部を表すものといっ
てよいだろう．
しかし，その一方で，上田と井坂は「彼をマネジメントと一対のものとして
扱うには，その世界の広がりはあまりに宏大無辺である．その茫洋とした捉え
きれなさが，かえってマネジメントというややもすれば安易な独房に彼を閉じ
（13）
込めるのに手を貸してきた」
として，決して「マネジメント」の一言で，ド
ラッカーの本質を言い当てたことにはならないことを指摘し，次のように議論
を展開している．
「では，かりにマネジメントの枠組みを外したドラッカー像とは，どのよう
なものなのか．
これがなかなかに難しい．そこに何かあるのは確かながら，あたかも太陽
を直視することができないように，姿を捉えることができないためである．
彼について語ることの難しさは，今なおきちんとしたドラッカー論がさほ
ど見当たらない事実からもわかる．少なくとも，既存の知的方法論や道具を
（14）
使って語ることは想像以上に困難と言えそうである」
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「何をしているかと聞かれれば，私は「書いている」と答える．体の動きと
しては，そういうことになる．
（略）
ところが，つづいて，何について書いているのかと聞かれれば，急に歯切
れが悪くなる．経済については随分書いた．しかし，けっして経済学者では
ない．歴史についても随分書いた．しかし，歴史家ではない．政府や政治につ
いても書いた．しかし，政治学者として世に出たものの，とうの昔にそうで
はなくなっている．しかも私は，今日的な意味での社会学者でもない．
だが，自分が何であろうとしてきたかは十分承知している．はるか昔から
承知している．私は「社会生態学者」だと思っている．ちょうど，自然生態学
者が生物の環境を研究するように，私は，人間によってつくられた人間の環
（16）
境に関心を持つ．
」
ドラッカーはそこで「私は社会生態学を一つの体系として見る」と述べてい
るが，一見する限り社会生態学が十分体系化されているとは言い難い．そこで
はどういう意味において「体系」とみなしているのだろうか．そこを明らかに
するために詳細を追っていこう．
まず「『社会生態学』とは，私の造語である」としながらも，
「社会生態学は由
緒ある系譜を誇る」として，自分と似たスタンスと言える人物を数名挙げてい
る（しかし，ここで，いかなる意味で社会生態学者といえるのか論証されては
いない）．
〈ドラッカーは未来学者ではない〉
その後，自分の問題意識の変遷と，それに伴い執筆した著作を紹介した後に
「社会生態学の仕事」について言及するが，そこでは「何が社会生態学の仕事で
ないかを説明するほうが，何が社会生態学であるかを規定するよりも易しい」
として，よくある誤解を解消することからはじめる．まずは「未来学者」からで
ある．
「私は，しばしば未来学者と呼ばれる．しかし，もし私が絶対にそうでない

キーワード 2：
「社会生態学者」
上田らはこうして「手持ちの作法をもって彼の全貌を描くことは不可能であ
る」としながらも，「一つのキーワード，あるいは補助線がある」として，
「ド
（15）
ラッカーは観察者だった」と指摘する ．
事実，ドラッカーは「社会生態学」という造語を作り，自らを「社会生態学
者」とみなしていたことはよく知られている．ドラッカー自身が晩年に自らの
営みを初めて回想した「ある社会生態学者の回想」という論文をもとに詳しく
みていくと，そこでは冒頭で次のように述べている．

もの，あるいは社会生態学者がそうであってはならないものを一つあげるな
らば，それは未来学者と呼ばれることである．
（略）未来を予測しようとして
も無駄だからである．人間にできることではない．
」
その上で，その誤解と対比させながら，
「ここにおいて重要なことは，社会生
態学者の仕事は，すでに起こってしまった変化を確認することだ」と強調して
次のように続ける．
「重要なことは，『すでに起こった未来』を確認することである．すでに起
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こってしまい，もはやもとに戻ることのない変化，しかも重大な影響力をも
つことになる変化でありながら，まだ一般には認識されていない変化を知覚
（17）
し，かつ分析することである．
」
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「世界に変革をもたらす特異な事象とは，実は限界的な事象である．それ
が統計的に意味ある事象となったときには，それはもはや未来にかかわる事
象ではない．現在にかかわる事象でさえない．それは過去の事象となってし
（21）
まっている．
」

ドラッカーの洞察は，あたかも未来を言い当てるかのようにみえるため「未
来学者」と言われることがあるが，未来を予測しても無駄であり，重要なこと
は「すでに起こった未来の兆し」を知覚し，分析することだという．その結果と
して，次の社会がどうなっていくのか，その中でどう行動すべきかを言い当て
ることが可能になる，ということなのだ．
〈ドラッカーは定量的方法を熟知している〉
次に，ドラッカーは「私は，誤って未来学者と呼ばれる一方，同じく誤って数
字屋でないことを批判される」ことを挙げながら，それがいかに誤解であるか
論じている．まず 20 歳にもならないころに，統計を使った分析結果が，きわめ
て権威ある某経済誌に掲載されたことがあるとして，次のように述べている．
「その種の分析の例にもれず，私の論文は自明とも言うべき前提から出発
し，完全無欠の数学によって，ニューヨーク株式市場の平均株価は一方向に，
すなわち上方に動く以外なし，との結論を出していた．
（略）
（掲載されてか
ら）数週間後，私が起こりえないと断言したことが実際に起こってしまった．
（18）
1929 年 10 月の大暴落だった．
（略）これが私の行った最後の予測である．」
こうしたことから，ドラッカーは統計学に暗いために定量的方法を用いな
かったのではなく，むしろ統計学に 10 代の頃から精通し，その社会科学におけ
る限界と弊害を早々に悟ってしまったために定量的方法による「予測」を禁じ
手にしてしまったことがわかる．
その上で，ドラッカーは「統計学を教えたことさえあった」こと，そして
「GE やベル電話システムのオペレーション・リサーチ部門の新設に力を貸した
こともあった」ことを挙げ，
「私が定量的な手法に暗いという評は当たらない」
としている．そして定量的方法を使わない方法論上の理由を次のように述べて
いく．
「もっとも重要なことには，社会生態にかかわる現象の定量化は人を誤り

こうした記述からは，社会生態学には定量的方法はなじまず，
「まったく役
に立たない」か，
「誤りを導く」ことから採用しなかったことがわかる．
またそれゆえに，
「社会生態学者は定性的な変化をみつけ評価するために，
定性的な手法を使わざるをえない．しかし，それは推測に頼らざるをえないと
いうことではない．勘ではない．それは，観察と識別と評価を行うことのでき
る厳密な手法でなければならない」と定性的方法を使う理由を説明している．
〈ドラッカーは「社会生態学」だけで言い当てられるのか？〉
その上で，
「それではいよいよ，社会生態学者の仕事とは何であり，何でなけ
ればならないか，あるいは少なくとも，私にとっては何であるかという問題を
取り上げよう」として主題に入り，次のように論じる．
「第一に，それは，『通念に反することで，すでに起こっている変化は何
か』，『いま流行りの言葉で言うところの，パラダイム・チェンジとは何か』
を問いつつ，社会とコミュニティを観察することである．
第二に，『その変化が一時的なものではなく，本当の変化であることを示
す証拠はあるか』を問うことである．そして，それを知る最善の方法は，『そ
の変化は何か結果をもたらしたか』，『何か世のなかを変えたか』を問うこと
である．
そして第三に，『もしその変化に意味と重要性があるのであれば，それは
（22）
どのような機会をもたらしてくれるのか』を問うことである．
」
上記が社会生態学者の仕事の方法的なフレームワークをドラッカーが端的に
説明している箇所といえる．一言でいえば，「すでに起こっている社会の変化
にフォーカスして，それぞれが世の中をどう変えて，それはどういう機会をも
たらしうるか」を問うというアプローチになる．
その後，「簡単な例」として，自らが「知識労働者」の出現を言い当てたケー
スを挙げて，社会生態学の実践例を示す．

（19）
導く，あるいはまったく役に立たない．
」

「私が定量化を行わない最大の理由は，社会的な現象の中で意味ある事象
は，定量化に馴染まないからである．そもそも，統計的な世界，したがって正
（20）
規分布する世界に変化をもたらすものは特異な事象である．」

「私に，決定的な変化，何か重大なことが起こっていることを知らせてく
れたものは，第二次世界大戦後のアメリカの退役軍人援護法だった．この法
律は，あらゆる退役軍人に対して，政府が大学の奨学金を与えるというもの
（23）
だった．」
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そして，ドラッカーは，
「第一次世界大戦後に，もしこの法律が制定されてい
たとして，何が起こっただろうか．大勢の人が利用しただろうか」というごく
簡単なことを自問自答した．その答えは「大学へ行くことなど，当時の多くの

づけ」というよりも，むしろ理念宣言に近い．社会生態学の体系化を試みてい

者にとってはほとんど意味がなかった」というものだった．そこで次に「この
変化は，社会の期待・価値観・構造・雇用に対して，どのような影響を与える
か」とドラッカーは自問自答し，
「ひとたびこの問いを投げかけると，知識が人

そこで社会生態学の厳密な体系化がなされたとは言い難い．
しかし，にもかかわらず，ドラッカーが「社会生態学」をして「体系」である

類史上初めて，社会において生産的な資源としての地位を占めるに至ったこと
（24）
が，ただちに明らかになった」
と「すでに起こった未来」から洞察を得た．
「私自身，この問いを自問自答したのは 1940 年代の後半だった．
（略）その
10 年後，つまり 1950 年代の半ばには，その大変革はあまりにも明らかなも
のとなり，もはや誰もが知識社会について，あるいは経済活動の新たな中心
的存在としての知識労働について話しをすることができるようになり，新た
に登場し，かつ今後成長していくべき労働力としての知識労働者について確
（25）
信をもって論ずることができるようになった．
」

る佐藤も「ドラッカーが常に意識して志向してきた『学べるものとしての体系』
（30）
として社会生態学を残してこなかったと考えている」
と述べているように，

としているのは，おそらく社会生態学が，一つのアカデミズムの作法としてそ
の技術的な側面だけが注目されて，その本質が失われることを怖れたためだと
思われる．
事実，ドラッカーは，先にみたように定量化への偏重をはじめとして，社会
への貢献という本質を忘れ，学者集団の権威づけの装置と化した「アカデミズ
ム」を忌避していた．
「社会生態学者は，自分の仕事を理解しやすいものにする責任をもつとい
うことである．
（略）難解でなければ科学でなく，尊敬に値しないなどという
（31）
うぬぼれは，高慢な非啓蒙主義である．
」

このようにドラッカーは知識労働者の出現を社会に先んじて言い当てた（す
でに起きた未来に基づき予測した）例をもとに，社会生態学の具体例を示した

「私は，今日の知識人の非啓蒙主義は，同じように裏切りであると考える．
現代における文化の衰退，とくにアメリカにおける文化の衰退の責任の多く

社会生態学の方法論のポイントを説明するこの下りはわかりやすい．ゆえにこ
の論文が「社会生態学の方法論」という題名で，このパートで終わっていたな
らば話は簡単なのだが，そこで議論は収束することなく，その後のパートでは，
ドラッカーが大切にしている理念が随所で語られる．

は彼らにある．知識人たちは，一般人は知識・科学・理論に対する関心を失っ
たと言う．しかし，そのような言い訳は嘘である．現に，学者が普通の言葉で
書くならば，ただちに多くの人が読む．私がその一例である．（略）関心はあ
る．ニーズもある．したがって今日，学者的として通用しているものは傲慢
（32）
以外の何ものでもない．
」

「社会生態学者の目的は，単なる知識の獲得ではない．その目的とするとこ
（26）
ろは正しい行動である．
」
（27）
「社会生態学者の仕事には，言語に対する敬意が必要である．」

「社会生態学は価値から自由ではない．あえてそれを科学と呼ぼうとすれ
ば，それは，200 年も前に死語となった道徳科学である．（略）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
（28）
らない．
」
「社会生態学の体系の基本は，力への信奉ではない．それは責任への信奉，
（29）
能力にもとづく権威への信奉，そして人間の心への信奉である．」
このように，そこではいわば，ドラッカーが学者として大切にしている理念
を，社会生態学の理念として断片的に提示しているのだ．それは「学問の基礎

こうしたことを「社会生態学」の仕事を説明する文脈で強調していることを
踏まえれば，ドラッカーは，社会生態学が，既存の「アカデミズム」にありがち
な「学者の権威づけ装置」に堕ちていかないために，研究者としての態度や価
値観とセットの体系として提示したという仮説はあながち外れていないといえ
よう．実際，その意味において「私は社会生態学を一つの体系として見る」と主
張したと考えると断片的に理念を論じたことにも筋は通る．
しかし，「社会生態学」がそのような意味での「体系」であることを了解する
にしても，その造語は，ドラッカーがやってきた学問的営みの本質を言い当て
る十分な説明力を持つものではなかった．だからこそ，「私は『社会生態学者』
（33）
とドラッカー自身が言っているにもかかわらず，読者に
だと思っている」
とっては，ドラッカーをドラッカーたらしめている最も重要なポイントが捉え
られていないように感じられて，没後も「ドラッカーは何者か」という議論が
（34）
なされ，
「考えるほどにドラッカーは捉えどころのない論者」
と評されるの
であろう．
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したがってドラッカーの営みの本質をさらに掘り下げていくべく，次に同
じ著書『すでに起きた未来』
（原著名は“The Ecological Vision”
「生態学者のビ
ジョン」
）に収録されている論文のなかで，あえて社会生態学として特異なもの
に着目してみる．
なぜなら，もしそれが，同書に収録されているドラッカーが「社会生態学」の
方法論として素描したアウトラインに当てはまらないものだったならば，ド
ラッカー自身，自らの思想的営為の本質を表現しきれていなかった可能性が
あるためだ．また同書に収録されている特異例を分析していくことで，ドラッ
カーの思想的営みのさらなるキーワードを同定できる可能性もある．
〈「日本画に見る日本」に基づく分析から見るドラッカーの思想の本質〉
ここでは「日本画に見る日本」を取り上げる．これは，日本画という芸術作品
を通して日本という社会を洞察する社会生態学の仕事のユニークさが際立つ象
徴的な例となっていると言えるためだ．
その前に，この論文の冒頭にあるドラッカーの解説から，日本とドラッカー
の関係性を確認しておこう．
ドラッカーは，
「私は，日本経済に，第二次世界大戦後の再生をもたらしたマ
ネジメントの概念を伝え，その手法を教え，訓練をほどこした三人のアメリカ
人の一人とされている」と述べているように，マネジメントを通して日本社会
の発展に大きく貢献した．また自らも次のように，世の中に先んじて日本経済
の特異性を指摘したことを示唆している．
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「日本では二極が共存する．しかし，そこにあるのは対立ではなく，北極が
あれば南極もあるという二極性による緊張である．
」
「この心的緊張，あるいは二極性は，日本文化のあらゆる面に見ることがで
きる．女性は公に姿を現わさず，従順でなければならないという公式の儒教
的な男性優位論がある一方，女性が実権と財布を握っているという家庭生活
の現実がある．
」
「この二極性は，子供のしつけにも見られる．子供は学校に入るまで，アメ
リカの基準では許容の限度を超えるほど甘やかされている．しかし学校に入
れば，最初の日から規律がある．行儀よくすることを求められる．そして，そ
のとおりにする．
」
時代的に少し古いことから，
「女性は公に姿を現わさず，従順でなければなら
ない」というのは現代社会には必ずしも当てはまらないのではないかといった
指摘は可能ではあるが，私には，
“二極化による緊張”というキーワードは思わ
ず納得させられる説得力を持っているように思われる．その上で，ドラッカーは
「この二極性は今日，日本の産業や企業内の人間関係にも見られる」として議論
を展開する．
「西洋では，組織は専制的であるか民主的であるかのいずれかである．しか
し日本では，組織はそのどちらでもある．（略）古来，日本の組織では，トッ

「1961 年のことだが，私は西洋人として初めて，日本の経済大国としての
（35）
興隆，とくに世界市場における大国としての登場を見通した．」

プの言葉は絶対的な力をもっている．かつては腹を切らせることも離縁させ
ることもできた．しかしそれでもなお，トップは部下の同意なしには，ある

「さらにまた，私は西洋人として初めて，欧米とくにアメリカの伝統的な対
応や政策が日本との関係においては適切ではないこと，そして日本では経済
学や経済政策に対する見方が異なり，経済のゲームを異なるルールによって

いは長老たちの意思決定への参加なしには何もできなかった．今日でも，日
本の企業や政府機関のトップは，条件や留保なしに命令を実行させることは
できるが，実際の意思決定はすべて下から上へと上がり，全体の意思として
決定される．
（略）日本の組織はすべて，西洋的基準からすれば専制主義の極
（39）
にありつつ，かつ参加型民主主義の極にある．
」

（36）
行っていることを指摘した．
」

そして，
「実のところ，最初，私と日本の関係は経済学や企業を通じて生まれ
たものではなかった」として，
「それは日本の芸術や日本の歴史を通じてのも
（37）
のだった」と述べている ．ドラッカーが「日本画に恋をしてしまった」と書

こちらも，いくつかの例外は思いつくかもしれないが，なるほど確かに言わ
れてみればと膝を打つ説得力があるのではないだろうか．そして，ドラッカー
は「二極性による緊張」というキーワードを置くことで，日本的な特性を理解

いたように，若い頃に日本画にはまってしまったというのだ．
そして最後に，この論文は「日本の社会・日本の美意識・日本の歴史におけ
る美点から，現代日本とその最近の経済発展の根底にアプローチしている」と
して解説を終えている（38）．
本論に入ると，ドラッカーは日本画を端緒に次のような日本論を展開していく．

できることを以下のように示している．
「日本画にしても日本人の生活にしても，それを理解するためには，装飾と
簡素，男性の優位と女性の実権，甘やかされた子供と規律のよい生徒，仮名
と漢字などの二極性を見る必要がある．それらの二極性こそ，日本の本質で
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ある．そして私の知るかぎり，それは日本でしか見られないものである．」
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（42）
に一体化である．これこそが，真に日本に固有の特性である．
」

このように言われてみれば，たとえば日本文化の特性として挙げられる「本
音と建て前」も，この二極性の一形態と言えそうだといったように洞察をする
ことが可能になる．しかし，本稿の文脈において，それが日本の本質といえる

ここで，ドラッカーは異質なものを自らの関心に応じて一体化させてしまう
ことこそが「真に日本に固有の特性である」としている．そして最後に次のよ
うに述べて筆を置いている．

かどうか以上に，ここでポイントになるのは，ドラッカーが「二極性こそ，日
本の本質である」と言い切っている点にある．そして，ドラッカーは，日本画
を題材に日本の様々な側面を理解可能なものとする「二極性」という本質を示

「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．これによって日本は，外国である西洋の制度や製品の本質

したこの論文を，「社会生態学」の実践例に位置づけているからこそ，
“The
Ecological Vision”に収録した，という点が重要な意味を持つ．ドラッカーは
「二極性」という本質を置くことで，日本的な事象を理解することができること
を示すために，様々な事例をあげて読み解いてみせたのだ．
なお，ここでいう“本質”とは「絶対的な真理」ではない．人間が言葉で言い
当てたものが絶対的真理であることは保証できるはずもない．“本質”とは“特
定の事象をそれたらしめているような重要なポイントのこと”である．そのた
め，その本質を置くことで，重要なポイントが明らかになることから，その事
象の様々な側面を一貫して解釈することが可能になるのだ．
また重要なことは，この事例が示すように，
「社会生態学」とは社会の変化に
フォーカスした洞察に限定されるものではない，ということだ．事実，ここでは
日本社会の変化には焦点化していない．そうではなく，日本的な事象を理解する
ための本質を明らかにしているのだ．つまり，日本画を端緒として日本社会の本
質観取を行っている論文なのである．したがって「二極性」という本質を置くこ
とで，様々な日本的事象を理解することができると言うところの，
「本質」こそ，
ドラッカーをドラッカーたらしめているキーワードと言える可能性がある．こ
のように考えれば，社会生態学の「すでに起きた変化の予兆とそれがもたらすも
のへの洞察」は，本質を捉えるという本質観取の一形態に過ぎないと考えること
ができる．
そうした観点からその論文を読むと，ドラッカーはその後，言ってみれば日
本画を通して“日本の固有の強み”の本質観取を行っていることがわかる．
「15 世紀の墨絵も 18 世紀の南画も中国を手本とし，師とした．いずれも中
国から技法を習い，画題や様式を取り入れた．このように外国文化を受け入
れ，それを日本化してしまう能力は，日本の歴史に織りなされた絶えざる縦
（41）
糸である．
」
「日本は，外国からの影響を自らの経験の一部にしてしまう．外国の影響の
なかから，日本の価値観・信条・伝統・目的・関係を強化するものだけを抽
出する．その結果は混合ではない．十五世紀や十八世紀の日本画が示すよう

と形態を把握し，それらを再構成することができた．日本画から見た日本につ
（43）
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．
」
ドラッカーは，日本が，西洋の精度や製品の本質と構造を把握し，再構成す
ることができたのは，日本の伝統における知覚優位の感性があるとして，経済
活動における日本の強みの本質を指摘したのだ．
以上の分析をまとめると，まず上田も「ドラッカーの関心の中心には常に人
（44）
と述べているように，ドラッカーの関心は「社会」に限定されるも
間がある」
のではなかったと言える．またもしドラッカーがいうように，ドラッカーが社
会の変化にフォーカスする「社会生態学者」ならば，彼の仕事には賞味期限が
あり，今後社会が大きく変化していくなかで重要性を失うことになるだろう．
しかし，彼がこの世を去ってから社会の変化のスピードは増すばかりだが，彼
の著作はその価値を失うどころか，益々重要性を増している．変化に着目する
「社会生態学」というだけでは，なぜすでに起きた変化が過去のものになってい
く今もなおドラッカー思想の有効性が高まっているのか説明できない．
キーワード 3：
「本質」
そして以上の分析で最も重要なことは，ドラッカーの思想的営為の本質を現
すキーワードとして「本質」という言葉が浮かびあがってきた点である．
上田らも「自らの目に映ったものの本質について沈思黙考するのがドラッ
カーの情報への対し方だった．観察と思索を同時に行う．現実から普遍化して
（45）
いく」
とドラッカーが「普遍化」を志向していたことを指摘し，次のように述
べている．
「ドラッカーも世の本質は見えないものであって，見えないもの，聞こえな
いものに注意し，そこに意味を見出さなければならないとしていた．目の前
にあるものが百年前どうであったか，百年後どうであるかを見る．見えてい
（46）
るものを見るとともに，背後の見えないものを見る．
」
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また佐藤も次のように述べている．
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かり注目しているのに対し，私は人間や社会に関心を持っていることを知っ
（51）
た」
といっているように，「人間や社会への関心」は，ドラッカーの人生を貫

「ドラッカー教授は不動点となる不変の原理を求め，問い続けました．
『企業とは何か』
『マネジメントの役割とは何か』
『事業の目的は何か』 — ．
いずれも一見，実践からは遠い問いかけに思えます．しかし，これらの問
（47）
いは，時代がどんなに変わっても動かざるマネジメントの原点です．」

ドラッカーの洞察が本質的であり，普遍性があったからこそ，半世紀以上前
に書かれた著書も，今もって有効な洞察として，多くの実務家にインパクトを
与え続けているのだ．であるならば，ドラッカーをして「本質学者」であったと
いうことは可能であろう．

く中核関心であったといえる．
彼の中核的な関心とは，物事の本質 — それをそれたらしめているような最
も重要なポイント — を明らかにすることで，人々の行動を本質的なものにす
ることに関心があった．本質が明示的に示されていれば，その本質に沿って，
そこから外れないように実践しやすくなるためだ．
たとえば，ドラッカーは晩年のインタビューで次のように述べている．
「私の言葉の中で最も広く知られているものに『事業の目的とは顧客をつ
くり出すこと』がある．一般的な『事業の目的とは利益を生み出すこと』は見
（52）
当違いだと断じたわけだ．
」

キーワード 4：
「行動」
だがしかし，「本質学者」というだけでは「マネジメントの発明者」や「社会
生態学者」と同様に，彼の一側面は言い当てられているとはいえても，その本
質を十全に言い当てられてはいないように思われる．なぜなら，彼は決して机
上で本質を捉えただけで十分とする学者ではなかったためだ．
事実，論文「ある社会生態学者の回想」においては，先にも触れたように「社
会生態学者の目的は，単なる知識の獲得ではない．その目的とするところは正
しい行動である」と明記しており，さらには最後でも「体系としての社会生態
学は行動にかかわる．知識とは，それ自身が目的ではなく，行動のための道具
（48）
である．社会生態学とは，すでに述べたように実学である」
と重ねて強調し
ているように，常に「正しい行動」のための実学として自らの学問を位置づけ
ていた．
ドラッカーはかつて「私の本はみな人を動かして行為させようとしてい
（49）
と自著に共通するモチーフを述べた．では，ドラッカーの「人を動かし
る」
て行為させよう」という動機は，どのような関心から導かれたものなのだろう
か？ドラッカーのほとんどの著作の翻訳を手がけ「日本での分身」とも言われ
た上田はドラッカーの中核となる関心を次のように言い当てている．
「ドラッカーの関心は，社会的存在としての人間にある．その人間が幸せで
あるためには，社会の発展が必要である．その発展の担い手が，企業，政府
機関，病院，その他 NPO などの組織である．したがって，組織が立派な仕事
をできるか，立派にマネジメントできるかに関心を持たないわけにはいかな
（50）
い．」
ドラッカーは，1934 年にケンブリッジ大学でジョン・メイナード・ケイン
ズの講義を聴講している中で，
「ケインズを筆頭に経済学者は商品の動きにば

これは事業の目的の本質は，利益を生み出すことではなく，顧客をつくり出
すことにあると本質を言い当てることで，正しい行動を導こうとしたと解する
ことができる．
そのことを勘案すれば，ドラッカーは「本質学者」というより，
「本質行動学
者」であるといったほうが彼の本質に迫れているといえるのではないだろうか．
本質行動学者としてのドラッカー
ドラッカーは，従来の「○○学」といった人為的に区切られた狭い「アカデミ
ズム」に囚われることなく，人間と社会に関して論じる意義があるとみなした
あらゆるテーマについて論じた．そのためドラッカーは既存の学問分野に回収
されないよう「社会生態学者」という造語を作った．
しかし以上論じてきたことを踏まえれば，変化を捉える「社会生態学」は，人
間が営む社会の本質を洞察する手段であって，ドラッカーの思想的営みの本質
（目的）を言い表したものではなかったと考えられる．
もちろん，ドラッカーは「社会生態学的アプローチ」を好んで用いたといえる．
その意味で，ドラッカーは「社会生態学者」であった．しかし，私には統計的手法
を用いて論文を書く経営学者を「統計学者」と称することに無理があるように，や
はりそれだけではドラッカーの関心 – 本質を言い当てられていないように思える．
人間は関心のあるものに価値を見出す．価値があると思ったら行動する．ド
ラッカーの著作や論文は，ドラッカーの関心－行動の“痕跡”なのだ．その痕
跡，行動した足跡の真ん中には「人々に行為させるための本質洞察」があった．
ゆえに，その営みの真ん中に「本質行動学」というキーワードを置くことで，
ドラッカーの多岐に渡る論説，言動に一貫した説明，解釈が可能になる．ここ
から，ドラッカーの思想的営みの本質は，物事の本質を捉える「本質行動学」
（Essential Management Science）であったということが示されたと言えよう．
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ドラッカーは，人間の幸せに関心があり，そのために社会の発展の重要な機
関となる組織がその本来の目的を実現するマネジメントに関心があったからこ
そ，物事の本質を洞察し，その本質原理から導かれる“本質的な行動”を示した

「マネジメント」を日本語で何というかは難しい問題であり，これまでしっく
りくる直訳がなかったように思うが，私は「対象の望ましい状態をなんとか実
現していくこと」という訳語が妥当と考えている．そのように捉えることで，

のだ．それにより社会を作る主要機関である組織をやそれを構成する人々，そ
して社会を本質的なものにしていくこと，それこそがドラッカーが自らに課し
たミッションであり，強みを活かしたライフワークだったのだ．

「経営」や「管理」という狭い言葉に押し込められることなく，「マネジメント」
を遠大な射程を持つ汎用的で実践的な言葉として捉えることが可能になる．
Essential Management Science におけるマネジメントとは，こうした意味の

結論：ドラッカー思想のキーワードに基づくドラッカーの本質
以上本稿ではドラッカーの①「マネジメントの発明者」，②「社会生態学者」
というこれまでよく知られていた肩書きを検討した上で，ドラッカーのテクス
トの分析を通して③「本質」というキーワードが浮かびあがってきた．さらに
吟味を重ねたところ，ドラッカーは「正しい行動」を目的としたことから，
「本
質学者」というよりも，
「本質行動学者」
（Essential Management Scientist）と
呼んだほうが相応しいことが示された．以上のことから，本質行動学の先駆者
としてその系譜に位置づけることは一定の妥当性があるといえよう．
以下の図は，ドラッカー思想のキーワードに基づき，各キーワードを最大公約
数的に言い当てる共通本質を言語化することで，その本質を言い当てたものだ．

実践的な言葉となる．そのため，日本語の「本質行動学」では，この意味でのマ
ネジメント，すなわち「対象の望ましい状態をなんとか実現していくこと」を，
「行動」という言葉に込めた．
そしてここでいう“Science”とは，いわゆる「科学」のことではない．英語で
いう“Science”とは，いわゆる科学という意味もあるが，特定の分野の体系的
に組織化された知識や学問というぐらいの意味もあり，ここでもそのように用
いている．つまり Essential Management Science とは，こうした意味での，
「本
質に基づくマネジメントの学問」を意味する．それを日本語では「本質行動学」
と呼ぶ．
これまで，ドラッカー的な学問的実践を基礎づける学問領域は確立されてい
なかった．また「ドラッカー」という固有名詞に基づく思想であることは，強
みであると同時に，ドラッカーという個人の権威に依存せざるをえず，開かれ
た言語ゲームとしての発展に限界が生じる側面があった．本稿によってドラッ
カー思想の本質は「本質行動学」にあることが明らかになったことから，ド
ラッカー的な学問のあり方を，「ドラッカー」という固有名詞を用いることな
く，あらゆる人にさらに開かれた学問分野として位置づけることが可能になっ
た．このことは，ドラッカー思想を学問的にさらに発展させる基礎を築く一助
になると考えられる．
複数のキーワードに基づく本質観取の方法の提示
以上，本論ではドラッカー思想的営みの本質観取を行ってきた．方法論とし
ての再現可能性を高めるために，そのポイントを本質行動学における本質観取
の方法として以下に提示する．
複数のキーワードに基づく最大公約数的「本質観取」

図

ドラッカー思想のキーワードに基づくドラッカーの本質観取

まずその発明者と呼ばれた「マネジメント」
，そしてドラッカーが自己規定し
た「社会生態学」
，そして「本質」とそれに導かれる正しい「行動」
．この 4 つの
キーワードが交わるところこそ，ドラッカー思想の本質ということができる．
そしてそれこそが，
「本質行動学（Essential Management Science）」であった．

① 先行知見から探究対象の重要なポイントを表すと考えられるキーワー
ドを抽出する．
（本論では「マネジメントの発明者」と「社会生態学」
）
② 対象の特異例として象徴的なものをあえて選び，既存のキーワードで例
外的な事象も十分に理解可能であるかを検討し，新たなキーワードを抽
出する．
（本論においては論文「日本画に見る日本」における「本質」
）
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③ そのキーワードで対象を十分に理解可能か検討し，必要と判断した場
合には新たなキーワードを導出する．
（本論では「本質」では十分では
ないと判断し，
「行動」という新たなキーワードを導出）
④ 各キーワードをうまく包摂する，あるいはそれらを最大公約数的に
言い当てる共通本質を言語化する（本論では「本質行動学； Essential
Management Science」
）
⑤ その新たな本質（キーワード）が従来のキーワードよりも対象の本質
をうまく言い当てられていることを論証する．（本論では従来のキー
ワードとの比較）
以上の①～⑤のステップは，本稿で行った手順を明示化したものであり，必
ずこれに沿わなければならないといった遵守すべき方法論ではない．これは視
点として参考にするのはよいが，実際にはケースごとに適宜試行錯誤しながら
進めることになるだろう．また，直観的に本質を言い当てる言葉が最初に思い
浮かぶ，というケースもあるだろう．仮にそうした場合であっても，ここで大
事なことは，なぜそれがその事柄の本質と言えるのか，結論ありきにならない
よう，あえてこうした手順を経てあらためて吟味しなおすことで，了解の強度
を高めていき，了解される範囲を広げていくことが可能になる点にある．また，
本稿もそうであったように，こうしたプロセスを経ることで，その言葉（本質）
がより精緻なものへと洗練されていくと考えられる．

今後の課題
本論で示されたドラッカー思想の本質は「本質行動学」という新たな学問分
野名で言い当てることができるというのはひとつの仮説的な視点である．今
後，他のテクストをもとにこれを視点としたさらなる吟味が必要となる．その
際には「本質洞察に基づき正しい行動を導こうとしているか」という視点から
各テクストを吟味していくことになるだろう．
また，本論で示された仮説が妥当なものであれば，ドラッカーの著作は，本
質洞察の宝庫，
「本質行動学」にとって宝の山であることを意味する．今後，ド
ラッカーの著作のテクストとして，本質行動学をどのように実践可能なのか，
その実践モデルとともに方法論を示すことが求められる．それが今後の課題で
あり，それによって本質行動学という新たな領野を発展させていくことができ
るだろう．
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A model study of Essential Management Science based on
Drucker’s text: formulating a Principle and a meta-theory of
organizational structure, and suggesting a management tool
based on them

西條剛央
Takeo Saijo

（早稲田大学大学院商学研究科）

Summary
This paper’s aim is to show a model study of Essential Management Science having
feasibility. First, it grasps the essences of organization’s structure based on one of
Drucker’s texts, reorganizes them as a universal Principle, and formulates a metatheory of organizational structure. Second, through this process, it is demonstrated
that Essential Management Science has the requirements of academic work such
as updatability and falsifiability. Third, based on the Principles, a checklist for
inefficient organizational structure is suggested.

問題
経営学の危機とそれを打開する二つの道筋
西條論文（2016 a）では，科学主義に基づく論文主義に偏重し，本質を見失

【略歴】 早稲田大学大学院（MBA）客員准教授．1999 年早稲田大学人間科学部卒業，
2004 年早稲田大学大学院人間科学研究科で博士号（人間科学）取得．日本学
術振興会特別研究員（DC/PD）を経て，2009 年より早稲田大学大学院商学研
究科ビジネス専攻専任講師，2014 年より現職．専門は組織心理学，哲学，質的
研究法．

いつつある経営学の危機的状況を打開するために，二つの理論的道筋を示し
た（1）．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」である．そして二つ目が，
「本質行動学」
（Essential Management Science）という，従来の経営学が暗黙
裡に前提としていた事実学ではなく，本質学（Essential Science）に基づくオル
タナティブな学問体系を確立することであった．
西條論文（2016 b）では，上述した第一の方向性として，実際に経営学に適し
た科学論的基盤を構築することによって，経営学を等身大に戻す理論的道筋を
整備した（2）．
そして西條論文（2017）では，上の第二の方向性として「本質行動学」の基礎
となる「本質観取」を用いて，ドラッカー思想の本質観取を実施し，その方法
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論を明示した（3）．その結果，これまで言われていた「マネジメントの発明者」や

「 こ こ で い う『 原 理 』と は，『 原 理 主 義 』と は 異 な り ま す．原 理 主 義 は

「社会生態学者」というキーワードではドラッカー思想の本質は十分に言い当

“fundamentalism”であり，それは特定の『正しさ』に“基づく”考え方です．

てられないこと，そして，
「本質」と「行動」という新たなキーワードが浮上し

したがって，それは信じることを要請するため，基本的に同質のものしか認

てきたことから，
「本質行動学」というコンセプトこそが，ドラッカーの思想の

めませんし，異なる『正しさ』に基づく人に了解されることはありません．

本質と重なることを明らかにした（4）．
しかし，これらは限られたテクスト分析に基づく仮説的な視点であることか
ら，他のテクストをもとにさらなる吟味が必要である．それと同時に，西條論

それに対して『原理』は，普遍的に了解される可能性の高い理路のことで
す．高い『普遍了解性』を備えた理路，といってもよいでしょう．それは信じ
（6）
るのではなく，むしろ疑うことを要請します．
」

文（2017）で示唆したように，ドラッカーの著作のテクストとして，本質行動
学はどのように実践可能なのか，その実践モデルや方法論を具体的に示すこと
が求められている．

目的

つまり，ここでいう「原理」とは，「その道の権威が言ったから正しい」と無
批判に権威を信奉するようなあり方ではなく，またあらかじめ先験的な“正し
さ”を前提として置き，それについては信じて疑わないというような盲目的態
度でもない．むしろ，徹底的な批判的吟味により思考を追いつめ，
「それに関し

そこで，本論では，ドラッカー著作のテクストから「本質」を抽出し，普遍洞

てはそのように考える以外にはない」という思考の臨界点まで至ったときには

察性を備えた「原理」および「メタ理論」として定式化することを第一の目的

じめて，その事柄について普遍的に洞察しうる「原理」としての資格を有する

とする．またその過程で，本質行動学は，批判的に吟味し，修正していくことが

ことになる．

可能であるという意味での「反証可能性」や，より精緻化，発展させていく「更

したがって，まず当該テーマについて徹底した批判的吟味を行い，普遍的に

新可能性」といった学問の条件を満たすものであることを示すことを第二の目

了解されるほど深く強く考え抜いた理路を提示する必要がある．またそれを，

的とする．さらに，そこで得られた原理を「質問項目チェックリスト」に反転さ

他者が批判的に吟味できるよう公共性のある形で提示することも求められる．

せることにより，実務における予測可能性，制御可能性，再現可能性と実効性

そうして論証された理路を，誰もが「なるほど，それについてはそう考えるほ

を兼ね備えたツールを作成することを第三の目的とする．そして，そうした一

かなさそうだ」と了解できる普遍了解性を備えたときに，はじめて「原理」と称

連の試み自体を構造化し，
“本質行動学の研究モデル”を示し，研究の実現可能

する資格を持つことになる．

性，再現可能性をも担保可能であることを示すことが第四の目的である．

現在の経営学は，いわば高度な統計モデルを権威づけの装置として用いてい

こうした本稿の試みが成功すれば，科学主義に陥っている「現代経営学」
，そ

る側面があり，また多くの場合実質的には著者以外はローデータにアクセスで

して，実践的には有用だがドラッカーという個人の権威に基づくゆえに学問の

きないことから，他者が批判的に吟味し，確かめることができないのが実状で

条件を満たしにくかった「ドラッカー思想」
，いずれの短所をも補い，
「科学主

ある．誰もが批判的に吟味し，確認することができること，これは学問（哲学）

義的経営学」よりも科学的で有用な，そして「ドラッカー思想」よりも学問とし

の条件であり，科学の条件であったが，それが失われているのが現在の経営学

て普遍的な原理を追求可能な，双方を止揚（アウフヘーベン）する理論的枠組

なのだ（7）．

みに本質行動学を位置づけることが可能になるだろう．

方法

それに対して，本稿が示す「本質行動学」，すなわち適切な行動を導くための
「原理に基づく実践の学」は，誰もがその言葉に関する経験や知見に照らして批
判的に吟味し，確かめることができる．これは，専門家のみならずマネジメン

理論的ツールの導入と用語の整理

トの実践者を含むあらゆる人に厳しく吟味される「開かれた言語ゲーム」にそ

ドラッカーの著作を批判的に吟味するために，その普遍洞察性，原理性の深

の理路を晒すということであり，真の意味での「学問の条件」を体現するもの

度を検討する理路を備えた「構造構成主義」
（Structural Constructivism）を導
入する．

になるだろう．
以上の議論を踏まえて，あらためて用語を整理すると，まず本稿でいう「本

これは一言でいえば，フッサールの普遍学の構想を実現すべく，学問全体の

質」とは，「対象となる事柄をそれたらしめているような，最も重要なポイン

基礎づけを可能とする諸条件を備えた「超メタ理論」である（5）．そこでは“原

トを言い当てたもの」を指す（8）．そして「原理」とは，通常「議論の空間のなか

理”という用語がキーワードとなることから，その意味を端的に示している文

で，一人ひとりが自分で洞察し検証したうえで，納得せざるを得ない強い考え

献から以下に引用しておく．

（9）
というべきものだが，ここでは本質と差異を明確にする意味で，「“本質”
方」
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の徹底した批判的吟味を経た上で，対象となる事柄についてはこう考える以外

この段落では，歴史的な観点からいくつかの組織論に触れながら，ここ 100 年

にないと言えるほどの普遍洞察可能性を備えていることが確認された理路」と

に渡って変わらない「組織には唯一の正しい構造がある（少なくともあるはずで

する．そして，「メタ理論」とは，
「当該対象のあらゆる理論に妥当する理路を

ある）とする」という共通の前提に依拠していたこと，そして「唯一の正しい構

備えた，通常の個別理論とは異なるメタレベルの位相で機能する理論」のこと

造があるとする考え方そのものに意味がなくなった」ことを鋭く指摘している．

とする．
また構造構成主義は，
「メタ理論工学」としての側面も持ち，メタ理論の性能

ドラッカーによる組織論に関する社会生態学の実践

を吟味するために有用な方法的命題（ツール）を備えていることから，ドラッ

その後，改めて組織の構造を最初に取り上げた人物としてヨーロッパ最大の

カーのテクストから抽出された本質が，メタ理論としての資格をもつほどの

鉱山会社のトップ経営陣の一人であったアンリ・フェヨール（1841 ～ 1925）に

「原理」と言えるかどうかを，関連する先行研究（10）を参照しつつ検討していく

触れた後に，アメリカのジョン・J・ロックフェラー・シニア，J・P・モルガン，

こととする．

アンドリュー・カーネギーをはじめとした，組織論の代表的な人物を概説して
いく．

ドラッカーの著作の選定
本稿で用いるドラッカーの文献の選定については，本論の内容とも重なって
くることから，以下で論じることとする．

本論（結果と考察）

さらに「だが当時は，組織構造の重要性について，誰もが理解していたわけで
はなかった」として，フレデリック・ウィンスロー・テイラーは，
「生涯，組織の
トップとその補佐役についてしか論じなかった」ことや，1920 年代の終わりま
で，当時世界最大のメーカー，フォードを経営したヘンリー・フォード（1863 ～
1947）も「組織構造など考えもしなかった」と具体的な例を挙げて論じる．

次に本論に入るが，まずは本質行動学が重視する“原理性（汎用性）
”と“有

そして組織構造の重要性を認識させたのは，第一次世界大戦であったが，
「同

用性”の観点から，ドラッカー思想のテクストを吟味し，ドラッカー思想から

時に，フェヨールやカーネギーの機能別組織が唯一の正しい組織構造ではない

普遍的に洞察できる“本質論”を抽出し，
「原理」および「メタ理論」として定

ことを明らかにしたのも，第一次大戦だった」と指摘する．その後，具体例とし

式化することから始める．

て第一次対戦の直後，ピエール・S・デュポン（1870 ～ 1954）やアルフレッド・
スローン（1875 ～ 1966）が分権型組織を生み出し，「今日では，ほとんどあら

分析テクストとしてのドラッカーの著作の選定

ゆる組織に適用すべき組織構造として，チーム型組織が喧伝されるにいたって

（Manage
ここでは，『明日を支配するもの ― 21 世紀のマネジメント革命』
ment Challenges for the 21 st Century）の「第 1 章マネジメントの常識が変わる

いる」と組織論の歴史的な変遷を概説している．

― パラダイム転換」を取り上げる．なぜなら，そこではドラッカーが「社会生

こから，ドラッカーは社会をヨーロッパからアメリカまで幅広く共時的に観察

態学」と称するアプローチや，本質への関心 ― 「変わるものから変わらない

するだけでなく，歴史を通して通時的にその変遷を観察していることがわかる．

ドラッカーはこうしたアプローチをして自らを「社会生態学者」と称した．こ

ものを洞察する」 ― というスタンスが象徴的に表れているためである．それ
は冒頭の以下の短い一文に凝縮した形で見ることができる．

ドラッカーにみる組織の本質
ではドラッカーはこうした社会生態学的アプローチによって何を捉えようと

「最近，正しい組織行動として，チーム型組織が説かれている．
（略）しか

したのか．続いてドラッカーは次のように述べている．

し今日のチーム万能論は，一九〇〇年頃のフランスのアンリ・フェヨールや
ドイツのヴァルター・ラーテナウ以降の組織論と同じ前提にたっている．す

「しかし，もはや万能の構造などというものが存在しえないことを認識し

なわち，組織には唯一の正しい構造がある（少なくともあるはずである）と

てしかるべきである．存在しうるものは，それぞれが特有の強みと弱みをも

する．

ち，適用されるべき場面をもつ，諸々の組織構造である．

ここで重要なことは，チーム型組織がその答えであるかどうかではない．

組織がすべてではない．組織は，共に働く人たちの生産性を高めるための

これまでのところそれを証明する材料はない．重要なことは，後で述べるよ

道具にすぎない．そのようなものとして，組織構造は，それぞれが，ある状

うに，唯一の正しい構造があるとする考え方そのものに意味がなくなったと

況のもとで，ある時点において，ある仕事に適合するというだけのことであ

いうことである．
」

（12）
る．
」

（11）
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ここでドラッカーは，組織構造には万能なものは存在せず，強みと弱みを

まず組織構造が，
「働く人たちの生産性を高める道具」であり「方法」であ

持っており，ある状況，ある時点において，ある仕事に適合する「働く人たちの

るならば，この「方法の原理」を適用することができ，「組織構造とは，特定の

生産性を高める道具」であると指摘している．つまり，社会生態学的アプロー

状況下で，組織の目的を達成するための手段」ということになる．ドラッカー

チにより組織構造の時代の変遷を素描した上で，組織構造の“本質”を言い当

の「組織構造は，それぞれが，ある状況のもとで，ある時点において，ある仕事

てていると言えよう．これは西條論文（2017）で示した，ドラッカーは社会生

（目的）に適合する（機能する）」
（括弧内は著者が補足）という洞察は，これに

態学的アプローチによって変化を洞察するに留まらず，様々な事象の本質を言

符合すると言える．そして先に触れたように「メタ理論の普遍性はそれに組み

い当てた（13）という仮説的な視点を支持するものと言える．

込まれている概念の原理性の深度に比例する」ことから，このドラッカーの本
質洞察は，最高深度の普遍洞察性を備えている「方法の原理」が組み込まれて

「原理」により本質を吟味する
次に「メタ理論の普遍性はそれに組み込まれている概念の原理性の深度に比

いるとも言えるため，最高深度の原理性を有している，すなわち，高度な汎用
性を備えていると言うことができる．

（14）
例する」
ことから，高深度の原理性を有することが確認できている構造構成

主義の「方法の原理」を用いて，ドラッカーの組織構造に関する洞察がどの程
度普遍的な了解可能性があるか検討する．

組織構造の原理とメタ理論の定式化
このドラッカーの組織行動の本質洞察をもとに，あらためて「組織構造の原

その前に，ここで普遍性の検討尺度として用いる「方法の原理」についての

理」を【組織構造とは，働く人たちの生産性を高め，組織の目的を実現する“組

説明が必要だろう．まず，
“方法の本質”とは「特定の状況である目的を達成す

織形態”としての道具であり，その有効性は状況と目的に応じて変化する】と

るための手段」と言える．どのような状況で，何をしたいのか（目的）といった

して定式化する．

ことを抜きにどのような方法がよいかを考えることはできない．そのため，
「方
法の有効性は，状況と目的に応じて変わる」ことになる（15）．
これが「原理」という名に相応しいかどうかは，一切の例外なくそう言える

次にメタ理論についてだが，まず「メタ理論が基礎づける射程は原理性の深
（16）
，つまり原理性の深度と汎用性は比例することになる．なぜ
度に比例する」

そう言えるのか．それは，ある理路を普遍的に誰もが了解できるということは，

か ― 全ての方法に妥当する原理足りうるか ― ，ということが一つの基準と

誰もがその理路を用いて普遍的に当該対象を洞察できるということを意味する

なる．逆に言えば「いかなる状況，目的下においても有効な絶対的方法」を示す

ためである．わかりやすい例をあげれば，［1 ＋ 1 ＝ 2］という理路は，いつの時

ことができれば，例外があるということになり，
「普遍的な原理とはいえない」

代のどこの国であっても普遍的に了解しうる強靱な普遍了解可能性を持ってい

ということができる．

る．そのため，いつ，どこであっても，普遍的にその理路を洞察に用いることが

この観点から，この「方法の原理」は本当に普遍性のある原理と言えるか批
判的に吟味してみよう．「いかなる状況，目的下においても有効な絶対的方法」

できる，すなわち遠大な普遍洞察可能性を持っている．以上のことから，
【普遍
了解性の強度と普遍洞察性の広さは比例する】と言えるのだ（17）．

は存在するだろうか．たとえば，汎用性の高い価値交換の媒体であるお金はど

したがって，先に示した組織構造の原理は，あらゆる組織構造に適用可能な

うか？日常生活の場面だけを想起すれば，普遍的に価値があるように思えるか

「組織構造のメタ理論」として定式化することができる．メタ理論は，当該対象

もしれない．しかし，砂漠で迷って死にそうになっている状況下で生き延びる

に関する個別理論とは異なり，
「組織構造の方法論や理論の使い方」といった

という目的からすると，お金は有効なツールとはいえないだろう．では，現代

メタレベルの位相で役立つ理論であることを勘案し，
「組織構造の原理」を踏

社会の万能ツールかのように様々な機能を搭載できるパソコンはどうか？しか

まえて，【状況と目的に応じて組織構造の有効性は変わるため，働く人たちの

し地面を掘って湧き水を得たいときにはパソコンより，スコップの方がずっと

生産性を高められるような組織形態に，状況や目的の変化に応じて変えていけ

役立つに違いない．このように考えると，おそらく，
「方法の原理」は例外なく

ばよい】といった組織構造に関するメタレベルの行動指針として定式化した．

洞察できる普遍洞察性が備わっていると考えることができるはずだ．

これによって，過去のあるいは将来新たに出てくるあらゆる組織構造を，その

では，なぜ「組織は，共に働く人たちの生産性を高めるための道具にすぎな
い．そのようなものとして，組織構造は，それぞれが，ある状況のもとで，ある
時点において，ある仕事に適合するというだけのことである」という言明が，

強みと弱みを相対化しながら，目的や状況にあわせて柔軟に変更，修正し，マ
ネジメントしていく理路が整ったと言える．
そして，このメタ理論は，100 年，1000 年経過したとしても妥当であり続け

組織の本質を捉えていると言えるのか．この「方法の原理」の観点から哲学的

る ― つまり，組織構造についてこれを視点に洞察し，マネジメントに役立て

に検証してみる．

ることができる ― と考えられる．これが反証されるとすると，状況と目的と
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無関係にいつでもどこでも絶対的に働く人たちの生産性を高められる組織形
態というものが開発されたときになるが，組織形態が組織の目的達成のための
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さらにドラッカーはここから導かれるマネジメントとしての行動実践とし
て，次のように述べてその節を終えていることも注目すべき点である．

「方法」である限り，状況や目的に応じて，その有効性は変化せざるをえないだ
ろう．3 人の組織と，3 万人の組織が，同じ組織形態で最も生産性があがるとは
到底考えられないからだ．この普遍了解性の高さに支えられた普遍洞察性の広

「唯一の正しい組織構造を探す代わりに，マネジメントは，その仕事に適合す
（20）
（西條訳）
る組織構造を探究し，開発し，テストすることを学ぶ必要がある」

さと永続的に妥当であり続ける「恒久性」こそが，社会科学における定量的研
究にはない「原理」の強みであり，実践で役立ち続ける一般理論・普遍理論を
生み出せる本質行動学の最大の意義と言うことができる．

ドラッカーはやはり，社会生態学的アプローチを手段として用い，組織構造
の時代的な変遷を描いた上で，組織構造に関して具体的な行動改善に役立つ本
質的な洞察を示していたのだ．同書の「はじめに」でも，「そこで取り上げた問

反証可能性と更新可能性の担保

題が，読者自身の組織さらにはご自身にとって，いかなる意味をもつか考えて

なお，ドラッカーの本質洞察をもとに原理を定式化する際に「
“組織形態”と

いただきたい．それらの問題をチャンスとするためには，いかなる行動をとら

しての」という文言を加えたのは，
「働く人たちの生産性を高める道具」という

なければならないかを考えていただきたい．そして，実際に行動していただき

だけでは，パソコンもデスクもオフィスチェアーも同様なものとして言い表す

（21）
と述べていることからも，こうした記述は偶然なされたものではなく，
たい」

ことができ，他の道具との違いを表現したことにならないためである．このよ

本質により正しい行動を導くことを意図して書かれたものと言えよう．

うに本質（原理）を言い当てる際には，類似したものとの違いを明示するとい
う視点をもつことで，原理をさらに洗練させることが可能になる．
日本を代表する哲学者の竹田青嗣とともにフッサールの本質学の構想を継承

先行論文（西條 2017）において，ドラッカー思想の本質が「本質行動学」と
いうキーワードと符合することが示されたが，同時にドラッカーの著作を「本
質洞察に基づき正しい行動を導こうとしているか」という視点から分析，確認，

している西は，「哲学は原理の学である」として，「もちろんこの原理は，権威

検証していく必要性も示唆された（22）．本稿でテクストを吟味した結果，ドラッ

によって神聖化されるものではなく，各人一人ひとりがみずから洞察し納得す

カー思想は「本質行動学」と呼ぶに相応しいものであることが改めて示された

ることによってのみ，支えられる」のであり，
「だからある人が原理（の候補）

と言えよう．

として提出したものが批判されて，より深い考えによって置きかえられていく
ということがつねに起こる」と述べている（18）．これは原理の学は，「更新可能
性」を備えているということにほかならない．
事実，以上で論じてきたように，本質行動学のスキームにおいて，ドラッ
カー思想から抽出した本質を批判的に吟味し，より原理的なものに洗練し，原

原理を「当たり前」で済ませてはいけない現実を伝える
またこのように本質を捉えて，原理として定式化した後に，それを聞いた人
が「原理といっても当たり前のものではないか」と批判しはじめることがある．
これを「当たり前論」と呼ぶ．

理やメタ理論として定式化することが可能であることは，ドラッカー思想が反

しかしこうした「当たり前論」による批判は，本来，原理の価値を何ら損ねる

証可能性と更新可能性を持つ「学問の条件」を備えていることを示していると

ものではないことに注意が必要だ．なぜなら，上田がドラッカーをして「彼の

言えよう．

言うことは常に当たり前のことである．強いていえば，忘れられがちな当たり
（23）
前のことだからこそのすごさがある」
と言っているように，本質を言い当て

原理がどのような問いや行動を導くのかを示す

たものであればあるほど，了解の強度が高いため，
「当たり前」に思えるもので

こうした本質洞察やそれを経て抽出された原理を踏まえれば，我々は組織構造

もあるからだ．

をどのように捉え，行動すべきかが見えてくる．ドラッカーは次のように述べて

しかしながら，そうした批判を招きやすいということを踏まえた上で，現実
にはいかに「当たり前」で済ますことができないかを示すことが，原理の意義

いる．

を伝えるためには重要になる．実際ドラッカーは，「ところがこれまでの組織
「それぞれの組織構造について，強みと弱みを知っておかなければならな

論は，組織の内部はいずれの部分においても同質であって，全体が同じように

いということである．どのような仕事には，どのような構造が最も適してい

組織されなければならないとしていた」と指摘している．現実には，以下にあ

るか，適していないか．そして仕事の性格の変化に応じて，いつ構造を変え

るように，当たり前と思えるようなことと真逆の組織運営が為されていたこと

るべきか．
」

を示しているのである．

（19）
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「フェヨールは典型的なメーカーを想定した．スローンは，1920 年代にお
いて，分権化した事業部をすべて同じ形に組織した．
その 30 年後の 1950 年代の初め，ゼネラル・エレクトリック（GE）が大々
的な組織改革を行ったときにも，たとえば，空軍の装備開発のための数十人
からなる研究開発チームを，トースターのような量産品を生産する数千人規
模の製造部門と同じ構造にした．製品部長，人事部長，財務部長，広報部長の
（24）
ポストまであった．
」
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知り，理解できなければならない．これは当然のことである．しかし実際に
は，軍を含め極めて多くの組織において，この原則はしばしば破られている．
第二に，
（略）組織には最終的な決定権をもつ者がいなければならない．危
機にあっては，その者が指揮をとらなければならない．
第三に，権限には責任が伴わなければならない．
第四に，誰にとっても上司は一人でなければならない．三人の主人をもつ
奴隷は自由人であるとのローマ法の格言は真理である．しかも，忠誠の板ば
さみを避けるべきは，昔からの原則である．二人以上の上司をもつことは，

数十人の研究開発チームに，製品部長，人事部長，財務部長，広報部長のポス
トが必要ないことは，普通に考えれば誰でもわかりそうなものだが，
「組織の内

板挟みになることである．
（略）
第五に，階層の数は少なくしなければならない．情報理論が教えるように，

部はいずれの部分においても同質であって，全体が同じように組織されなけれ

情報の中継点の一つ一つが雑音を倍加し，メッセージを半減させることを考

ばならない」という前提に依拠していると，こうした（本質からみれば）不条理

えるならば，組織の構造は可能な限り平坦にしなければならない．

が常識としてまかり通ってしまうことをドラッカーは実例とともに示したのだ．

しかし，これらの原則は何をすべきかについては教えない．何をなすべき

このようにドラッカーの書籍には，本質論を展開した後にこうした言明がな

でないかを教えるだけである．うまくいきそうもないことを教えるだけであ

されるケースが少なくないことから，ドラッカーは「当たり前論」を想定し，そ

る．これらは建築家にとっての建築基準に似ている．いかなる建物を建てる

れに自覚的に対応していたと考えられる．

（26）
べきかは教えない．制約条件しか教えない．
」

実際に，行政の縦割り問題が指摘されて久しいが，目的と状況に応じて行政
の組織構造が変更され，問題が解決されることはほとんどない．一度決められ

これらを要約すれば，以下のようになる . ①組織はわかりやすく，自分達が働

た組織構造は道具として機能しないどころか，組織のパフォーマンスを著しく

く組織の構造を知り，理解しなければならない．そして②組織には与えられた

侵害してもそれが変更されることは稀なのである．

領域で最終決定権を持つ人がいなければならない．③権限には責任が伴わなけ

理由は様々だが，人間はいとも簡単に本質からぶれてしまうため，普通に考
えればわかりそうなことも現実にはできない，ということが多々あるのだ．し
かし，原理的な理路ほど，
「当たり前論」に晒されやすく，その価値は不当に減
じられてしまいかねない．

ればならない．④一人の人は一人の上司を持たねばならない．⑤組織が最少の
層かならなるできるだけフラットな構造にしなければならない．
その後，原典を直訳すると，
「これらは我々に機能しそうもないことを教え
（27）
てくれる（They tell us what is unlikely to work）
」
と言っているように，

したがって，原理を提示する際には，いかに当たり前で済ませられない現実

これらはいかなる状況，目的においても妥当する普遍的原理（メタ理論）とい

があるのかを論じる必要がある．原理とは，
“当たり前のことを当たり前では

うよりは，それを守らないと大抵の場合うまくいかないであろう「原則論」と

ない水準で実践し続けるための視点”として機能するものなのだ．

なっている．
「いや，これも普遍的な原理だ」という意見もあるかもしれない．しかし，私

原理と原則の違い

はこの 5 つの原則は，普遍的に洞察できる「原理」
（メタ理論）とまでは言えな

なお，ドラッカーの著書には，上述してきたように，いつの時代，どんな文化

いと考えている．なぜなら，この 5 つの原則には例外が考えられるためだ．

でも妥当する，
「組織構造の方法論や理論の使い方」の指針となる「組織構造の

原理かどうかを判定する場合には，あえて極端な例を考えてみるという方法

メタ理論」や「原理」
（Principle）とは別に，様々な経験や理論，洞察から導き出

が有効だ．極論すれば，組織の目的の実質的な最上位に「責任を回避すること」

された「原則論」
（principles）が論じられている（25）．

があったならば，組織構造が極めてわかりにくく，意思決定権を持つ人がおら

たとえば，先の組織構造のセクションでは，次のような組織における 5 つの
原則が挙げられている．やや長くなるが引用する．

ず，極めて多層からなっていることで，外部から働きかけようがないという点
で機能するということはありえる．そのような組織は机上の空論のように感じ
るかもしれないが，実際には責任回避バイアスの強い人たちから構成され，ど

「組織には，いくつかの守るべき原則がある．
第一に，組織は透明でなければならない．誰もが自らの働く組織の構造を

こに責任があるかを曖昧にすることで，意思決定をせずに済み，働きかけよう
にもどこにどう働きかけたらよいのかわからないようにしているかのような組
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織は存在する．やはり組織構造の原理にあるように，どのような組織構造が有
効かは目的と状況によるのである．
しかしながら，一般的に，組織の目的がまっとうなものであったならば，こ
れらの 5 つの原則は，働く人の生産性を高めるために必要なこととなる．そ
れは，最近公開された第二次世界大戦中に CIA の前身となる米国戦略諜報局
（28）
にある敵対国における一般
（OSS）が作成した「サボタージュ・マニュアル」

市民のレジスタンス活動のように，あえて逆転させて考えてみるとその意義は
より一層わかりやすくなり，またありがちな過ちであることもわかる．たとえ
ば，組織を機能不全に陥らせたい場合には，5 つの原則を逆転させ，①’組織構
造はわかりにくく，構成員にどのような構造になっているか知らせず，②’最
終決定権を持つ人を決めず，③’権限に責任が伴わず，④’複数の上司の板挟み
になるようにして，⑤’組織を無駄に多層構造にすれば，その組織を機能不全
に陥らせることができる．
このように，ドラッカー思想には，普遍的に洞察できる「原理」であり，
「メ
タ理論」になりうるものと，経験や理論に基づく「原則論」というべきものが
混在している可能性がある．それぞれ，どの程度普遍的な洞察と言えるものな
のか，それぞれの理路を吟味していくことも，今後の「本質行動学」におけるド
ラッカー研究の重要な切り口となるだろう．
ただし，本稿で確認してきたように，一方の理路のほうが原理的で，広い普
遍洞察可能性を備えていたことが確認できたとしても，その理路のほうが「優
位」であるということにはならない．組織構造の原理（Principle）はメタ理論と
して，あらゆる組織構造を相対化して捉える際に役立つが，具体的にどういう
組織構造にしたらよいかを考える際には組織構造の原則論（principles）のほう
が有益な視点となる可能性がある．このように原理や原則についても，あくま
でも関心や目的に応じてその価値が変わるため，特定の観点から機能の優劣を
論じることができたとしても，それは絶対的な上下や優劣を意味するものでは
ないということには十分留意しておく必要がある．
実践における有用性の例示
以下に，組織構造の原則と原理の有用性を筆者の経験に照らして示す．実の
ところ，東日本大震災後，数千人のボランティアが関わる日本最大級のボラン
（29）
ティア組織と言われるようになった「ふんばろう東日本支援プロジェクト」

「ふんばろう東日本支援プロジェクト」組織図（2012 年 1 月時点）

まず，組織が最少の層からなるように，フラットな組織構造とすることを意

を立ち上げる際に，その少し前にたまたまドラッカーの組織構造の原則を読ん

識した．特に有事下においては「あらゆる中継がノイズを 2 倍にし，メッセージ

でいたことが，組織作りに非常に役に立ったということがあった（以下の「ふ

を半分に削減する」ことで正しい状況判断がしにくくなり，意思決定の遅延を

んばろう東日本支援プロジェクト」の組織図（30）を参照）．

招くと考えたためだ．そのためトップは筆者一人として，その下に数十からな
るすべてプロジェクトや部門が直属する形にした．この組織構造は非常にわか
りやすく，定期的に開催される全体ミーティングの際には，新規メンバーのた
めに以下のような組織図を示して，すべてのボランティアスタッフがこの構造
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を理解できるようにした．
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た時には，関心の低下とともに今後寄付は次第に集まらなくことが予測できた

また一般的には，こうした大規模な支援組織は NPO にすることが多いが，筆

ため，大規模な活動を安定して継続するためにサポータークラブの制度を必要

者は NPO にはしなかった．もっとも，活動の質や規模から NPO と思っている

と判断し，毎月 1000 円から継続的に定額寄付が可能な仕組みを作り，それにあ

人は多かったようだが，あくまでも一個人が立ち上げた任意団体のまま活動

わせてサポータークラブの担当チームを作った．このように終始，必要になっ

した．なぜか．第一に必要性を感じなかったからだ．早稲田大学の専任講師で

た部門を，必要になったタイミングで設けるようにしていった．

あったことと，すでに実績を挙げていたことでマスコミにも取り上げられ，十

そして不要になった部門，プロジェクトは閉鎖していった．2013 年 9 月，収

分な社会的信頼は得られていたため，NPO にしている時間，手間，費用がもっ

支計算に基づく予測で，その後 3 年間は「ふんばろう東日本支援プロジェクト」

たいないと考えたからである．

から生まれた団体が活動を継続できる程度の支援金は提供できると判断して，

このプロジェクトは，Twitter 上で立ち上がり，Facebook グループを活用

定額の寄付金が自動的に入ってくる仕組みも終了させた．不要なお金が入って

したため，基本的にネット上に浮かぶ市民意思機能体のようなものだった．

くると，そこに依存する人もでてきかねず，組織も人も本質からぶれていくと

組織の公式名簿すら存在しなかった．当初は事務所もなかった（途中から筆

考えたためだ．そして，
「ふんばろう東日本支援プロジェクト」というコンソー

者の大学の研究室を事務所代わりに開放した）
．ボランティアスタッフには，

シアムを発展的に解消した．

Facebook グループ上で，自分の関心や能力とマッチした複数のプロジェクト
や運営チームにできるだけ入ることを勧めた．それによって，全体の目的を忘
れ，自分の所属するプロジェクトにできるだけ多くの支援金（予算）を持って
こようというような本末転倒の事態に陥ることがないようにしたのである．そ
してトップやマネジメント層が，グループの様子を適宜見に行けば進捗状況等
を把握できる形にすることで，最低限の報告連絡相談で済むようにして，それ
ぞれのプロジェクトが自律的に活動できるようにした．
ちなみに，集めた支援金は，
「ふんばろう東日本支援プロジェクト」以外の団
体以外でも，被災者の自立に役立っていた実績と信頼のある 20 以上の団体に積
極的に寄付をしたり，連携して支援活動を行った（例えば女川と釜石で被災地
の子ども達の放課後学校を運営する NPO カタリバには学習用の PC 100 台を支
援した）．「ふんばろう東日本支援プロジェクト」の目的は，「被災者が自立し
た生活を取り戻すお手伝いをすること」としていたため，その目的が同じ組織
は同志とみなし，その理念からぶれずに活動することができたのである．組織
はあくまでも目的を達成するための道具に過ぎないのだから，組織の境界にこ
だわることに意味はなく，目的を共有した有志のボーダレスの市民意志機能体
のような組織をイメージしていた（次ページに Prix Ars Electronica の Golden
Nica を受賞した際の論文（31）から模式図を抜粋して示す）．
また最初から一般的に必要とされる部署を作ることはしなかった．たとえば

「組織構造の原理」によって成功体験を相対化

当初は財務部門も存在しなかった．それどころか銀行口座さえなかった．当初

筆者には，大きな組織を作ったり，支援団体を組織した経験はなかった．ま

はすべてが手弁当で，一切，お金のやりとりを伴わない組織だったからだ．全

た一般的な組織構造がどういうものかも知らなかった．上で述べてきたよう

国の支援者から，必要とする避難所に必要な物を直送したり，Amazon の「欲

な，一般的な組織の常識とは大きく異なった組織のあり方を実現できたのは，

しいものリスト」を活用した物資支援の仕組みのみを稼働させていたため寄付

ドラッカーのテクストを読み，記憶し，その組織構造の 5 つの原則に沿ってい

金は必要なかった．5 月に被災者が重機免許を無料で取得できるプロジェクト

たことが大きい．これらを守れば必ずうまくいくということではないが，これ

を立ち上げたことで口座が必要になり，その寄付金を集めるために銀行口座を

らの原理や原則から外れていたらまずうまくいかなかったことは確かだろう．

作り，会計担当をつけてから，支援金の受付を開始した．震災から 1 年が経過し

それによって有事下でも機能する組織構造をつくり，多くの被災者に手を
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差し伸べることが可能になり，国家的な規模の支援実績を残すことができたの
だ（32）．その実績は，日本赤十字社や日本経済団体連合会，参議院の憲法審査
会，内閣府（防災担当）にも認められ，それぞれが主催する公式シンポジウム
に招聘された．2014 年には，
「ベストチーム・オブ・ザ・イヤー 2014」も受賞し
た．またデジタルメディアのコンペティション「アルス・エレクトニカ賞（Prix
Ars Electronica）
（
」これまでに World Wide Web や Wikipedia も受賞）のコミュ
ニティ部門において，最優秀賞（ゴールデン・ニカ）を日本の団体として初めて
受賞した．
こうして，上記プロジェクトは大きな成功体験になったのだが，構造構成主
義の「方法の原理」に精通していたことに加え，それに類するドラッカーの組
織構造に関する本質的洞察を読んでいたことにより，自らの成功体験を絶対視
したり，一般化することを避けやすかったように思う．
実際，後に支援金管理のための団体として「ふんばろう支援基金」を立ち上
げたが，緊急支援のステージではなくなり，資金管理のために慎重な意思決定
を行う必要もあることから，一般社団法人化した（それもすべての支援金を必
要とする支援団体に配り終えた 2016 年末に解体した）
．また東日本大震災の
教訓を次世代に仕組みとして残す必要性を感じたことから“Smart Survival
Project”
（スマートサバイバープロジェクト）を立ち上げたが，これは防災教
育，備災教育といった活動を持続していく必要があることからやはり一般社団
法人化し，持続可能な仕組みを整えている．
「ふんばろう東日本支援プロジェクト」は，組織自体が大規模で内部の調整コ
ストも膨大であった．ゆえに，その後立ち上げた一般社団法人はいずれも，内
部の調整コストが最少になるよう，適材適所のメンバーによる少数精鋭のチー
ムづくりを心がけた．前例に囚われず，あくまでも原理に沿って，その都度状
況と目的に照らして機能する組織構造にしたのである．
このように組織構造に関するメタレベルの視点を持つことにより，どのよう
な組織構造がよいかは，あくまでも状況と目的に応じて決まるということを自
覚しやすくなるだろう．
原理・原則に基づくツール作成：組織構造チェックリスト
成果を出すためには，組織構造のみならず，そのために求められる多数の要
因を満たす必要がある．したがって，原理に沿えば必ずうまくいくというもの
ではない．しかし原理から外れてしまったら成果を出すことはできない．原理
や原則は，広く一般化できる性質を持っているため，それらを抽出し，指針と
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組織構造の原理・原則に基づく組織構造の質問チェックリスト
◆生産性
□働く人たちの生産性を高める組織構造になっているか？生産性を低め
る構造になっていないか？
◆合目的性
□その組織構造は組織の目的を達成するために最も機能的な構造になっ
ているか？組織の目的を達成するためにさらに機能的な構造はない
か？
◆合状況性
□その組織は状況に適した構造になっているか？以前と状況が変化して
いるにもかかわらず，過去の組織構造のままになっていないか？今，ゼ
ロから組織構造を作るとして本当に現在の組織構造にするだろうか？
＊

＊

＊

＊

◆構造理解の徹底
□その組織で働いている人たちはその組織構造を知り，理解している
か？組織構造がわかりにくくなっていないか？属している人たちの中
でその構造を理解していない人はいないか？
◆最終決定権の明確化
□組織には与えられた範囲で最終決定権を持つ人が明確に定められてい
るか？
◆権限と責任の所在の明確化
□権限にはそれに応じた責任が伴っているか？
◆ダブルバインドの防止
□一人の人が一人の上司を持つ形になっているか？二人の上司の板挟み
になる形になっていないか？
◆階層の最小化
□組織は必要最少の階層構造になっているか？複数の階層になっている
場合，それぞれの階層は絶対に必要なものか？階層を減らすことはで
きないか？

することで，本質から外れないように行動しやすくなる．それは，原理や原則

このチェックリストの冒頭 3 つの質問項目は，本論文で定式化した組織構造

をもとに質問項目へと反転させることによって，正しい行動を導くためのツー

の原理を反転させたものである．そして下の 5 つのチェック項目は組織構造の

ルを作成できることを意味する．以下は，原理と原則を反転させる形で，組織

5 つの原則を質問項目に反転させたものだ．

運営に役立つツールを作成した組織構造のチェックリストである．

この質問チェックリストは組織を機能させるために最小限満たすべき項目と
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いってよい．したがって，この項目にチェックが入ったから必ず成功する，と

はまったく異質なものと思われている．しかし，「これはいかにも近代主義的

いうものではないが，こうした項目に抵触した場合，組織構造が組織の目的達

（36）
な誤解」
である．

成の足枷になっている可能性があるため，状況をみながら修正する必要がある

ギリシア時代，哲学の祖と言われたのはミレトス派のタレスだが，そこで

と判断することができる．今後この質問項目をさらに使い勝手のよいツールと

「万物の根源とは何か」とアルケー
（原理）を求める問いが始まった際には，
「自

して洗練させていく必要がある．またこれを基本として，それぞれの組織にお
いて組織構造上重視しているポイントを加えて，オリジナルのチェックリスト
を作成してもよいだろう．

然哲学」と呼ばれていたように，哲学と科学はひとつのものであった．
それらの共通本質は以下である．まず，それ以前は，世界の成り立ちは神話
により説明されていたが，
「万物の根源は何か」を問う新たな言語ゲームはそ

ドラッカーは，具体的にどのように行動すべきかは，それぞれの状況と目的

うした物語による世界説明を禁じ手とした．なぜなら，神話や物語は異なる物

次第であることから，それを教えることはできないが，原理に基づく正しい問

語の壁を越えられないのに対して，世界を世界内にある事象で説明できれば，

いかけをすることで，それぞれを正しい行動に導く助けになるということを

物語の壁に隔てられることなく，文化を超えて了解されていくためだ．実際，

知っていたと思われる．ゆえに，ドラッカーの著作には，適切な行動を導くた

デモクリトスは万物の根源は「アトム」であるとして，近代科学の原子論の原

めの問いかけが随所でなされており，それはいわばドラッカー流のやり方で実

型になるような考えを披露している．

務で役立つツールを提示していたと筆者は考えている．

哲学と科学の第二の共通点は，信じることを要請する物語とは異なり，批判

西條論文（2016 b）でも指摘したように，入山は世界の経営学において「学術

的に開かれた言語ゲームとして，基本的には誰もが現象をよりうまく説明でき

的な知見のツール化」が進まないのは「経営学では『ツール化』が学術業績と

る「原理」を代替案として提案できるということである．ここから，誰もが批判

して認められないから」とその理由を挙げ，
「したがって教科書に掲載できる

的に吟味し，論理的に反論できるという意味での「反証可能性」と，誰もがより

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

よい代案を提案したり，精緻化していくことができる「更新可能性」という学

究がどれだけ進んでも，その知見がビジネススクールの教科書には反映されな

問の条件が導かれる．

い」と指摘している

．

本質行動学とは，原理を基軸に展開される学問である．原理とは対象事象の

（33）

こうした状況を打開するために，本稿は西條論文（2016 b）にならい，
「問題・

根本的な問いに答えるものである以上，それが対象事象の構造をうまく言い当

目的・方法・結果・考察・引用文献」といったその内的整合性を確認できる

てているものになっていれば，予測可能性，制御可能性を備えていても何ら不

（34）
「SCRM 論文型」
に沿って書かれており，公共性を備えた「学術的研究」足り

思議ではないのだ．本質行動学における「原理」とは，普遍的にいつの時代でも

．これによって本論文を「ツール作成に

どこであっても普遍的に洞察しうる可能性を備えた理路のことであった．また

関する学術的研究」にも位置づけられたことから，今後は実務で役立つツール

原理性の深度とその理路の汎用性は比例することから，その原理に基づく「メ

作成の試みも研究論文として提示していくことが可能となった．

タ理論」とは対象をうまく使いこなすための遠大な射程を備えているもので

うる条件を満たす構造になっている

（35）

あった．そのため，その原理から外れた実践はうまくいかないということを誰
原理を定式化する研究は科学的研究になりえる

もが普遍的に洞察できる，ということになる．これは，原理は高い予測可能性

普遍的洞察性を備えた原理を提示できれば，上のような原理的なチェックリ

を備えているということを意味する．と同時に，先に原理に基づくツール作成

ストを用意し，その原理に外れたときは失敗しやすいと予測することが可能に

で示したように予測に基づく適切な介入も可能になる．つまり，原理には制御

なる（予測可能性）
．その結果に基づき，原理原則に沿った適切な介入を行い，

可能性も備わっているということである．

目的や状況に応じてより機能する組織構造に改善することも可能になる（制御

それに対し，データとそれに基づく統計学的な処理に依拠した研究結果は，い

可能性）
．このように予測可能性と制御可能性を備えた構造の追究は，科学の営

くら統計学的に有意な結果が得られたとしても，それだけでは普遍洞察性が備

みの本質にも符合することから，ドラッカーのテクスト分析を通して原理を定

わったことにはならない．なぜなら，社会科学は，対象となる社会的事象が変化

式化する研究は，本質的な意味で科学的研究の条件も満たしうるものであるこ

するために，過去のデータに基づく統計結果が，未来に当てはまる保証はどこに

とがわかる．

もないためだ．

なぜ，原理的哲学に基づく本質行動学が，科学的研究の条件を満たすという

西條論文（2013）が示したように，例えば，2010 年の原発の安全性に関する

ことが起こるのかと疑問に思う人もいるかもしれない．確かに近代に入ってか

意識調査の結果は，いくら統計学的に有意なものであったとしても，現在の日

らは，現象の予測と制御については科学が担うようになり，今では哲学と科学

本社会に一般化することはできない（37）．震災後，日本社会，日本人の原発の安
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全性に対する意識は完全に変わってしまったためである．第二次世界大戦後
に，アメリカに関する日本人の意識調査を行ったところで，それが戦前の日本
人に当てはまらないであろうことは自明であるのと同じである．
これは特殊な例のように思うかもしれないが，そうではない．高度経済成長，
バブルの崩壊，IT 革命，世界金融危機，東日本大震災といった社会的なメルク
マールになる変化だけでなく，社会は常に変化し続けている．人間社会，ある
いは社会における人間やその集合体である組織は，物理的事象と異なり常に変
化するのである．このように社会科学における数量的研究には厳然たる限界が
ある．このため，現在の「経営学の最前線」で生み出されている「科学的研究」
のほとんどは，50 年後はまったく引用も参照もされず存在しないのと同じにな
るという事態になることは容易に想像できる．
しかし，先に示したように，本質行動学的アプローチによって示された，普
遍了解可能性の高い“本質” ― その事柄をそれたらしめているような重要な
ポイントや，普遍洞察性が確認できた“原理”
，あるいはそれに基づくメタ理論
については，予測可能性や制御可能性を備えた，時代を超えて一般化可能な知
見になりうる．
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（4）可能な場合は，当該事象の「メタ理論」として定式化する．（「更新可
能性」の担保）
（5）その原理（本質）に沿うことで，実践がいかに本質的なものになるの
か，本質から外れにくくなるか，実践においてどのような有効な行動
が導かれるかを示す（原理（本質）に基づく有用可能性の論証）
．
（6）
「当たり前論」を想定し，「原理」を当たり前で済ますことができない
「現実」を伝える（
「当たり前論」を想定した原理の意義の再確認）
．
（7）可能ならば，その原理に基づく実践例を示すとより説得力を持たせ
ることが可能になる（実践における有効性の例示）
．
（8）その原理を問いに反転させることで，実践で役立つ問いからなる
チェックリストを作成する（原理に基づく実践ツールの作成）
．
以上の（1）～（8）からなるステップは，本論文で実施したドラッカーのテク
ストに基づく本質行動学の研究手順を明示化し，研究モデルとして提示したも

それゆえに，ドラッカーの 70 年以上前にも遡る書籍群に示されている本質

のである．モデルである以上，必ずこの手順に沿わなければならないというわ

的な洞察は，今もなお叡智としての輝きを失っていない．それらは対象となる

けではない．ただし本質行動学としてのポイントを挙げるならば，正しい行動

事象の本質を見事に言い当てた強靱な普遍了解性と，それに比例した遠大な普

を導くための本質（原理）を提示することになるため，「本質の抽出」→「原理

遍洞察性を備えた知見となっており，予測可能性と制御可能性を生み出す洞察

（メタ理論）の定式化」→「実践における有用性の論証」という流れは「原理の

になっているからこそ，実践において役立っているのである．

実践学」である本質行動学の研究の意義と価値を説得力をもって示すために欠
かせないものになると思われる．しかしそれ以外はケースバイケースで進めて

ドラッカーのテクストに基づく「本質行動学」の研究モデル
次に，ドラッカーのテクストに基づく本質行動学の研究の実行可能性を高め
るため本稿で行った研究を「ドラッカーのテキストに基づく本質行動学の研究
モデル」として示す．なお，
（ ）内は学問の条件，科学的研究の条件に関する
補足説明である．

いけばよいだろう．

結論
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（38），世界の経営学は科学性は
重視しているものの，実務に役立つことは志向していないことを指摘してい

ドラッカーのテクストに基づく「本質行動学」の研究モデル
（1）テクストに基づき抽出された「○○の本質」を明示化する（本質洞察）
．
（2）普遍洞察性が確かめられている「原理」を援用することで，本質（理
路）が対象事象に例外なく妥当するか，その普遍洞察性を吟味する
（普遍洞察性の吟味・反証可能性の担保）
．
（3）本質が「原理」になりうると判断できた場合には，必要ならば修正を
施した上で「原理」として定式化する．
（
「更新可能性」の担保）

る．
科学がなぜ，社会に価値を見出されているのか，それは予測と制御に役立つ
からにほかならない．したがって，経営学が役立つことを志向せずに「経営学
者のための経営学」になってしまったならば，世間から次第に見切りをつけら
れてしまうだろう（39）．そもそも，科学の本質が予測可能性と制御可能性を備え
た構造の追求である以上，対象事象を上手に構造化できたならば，必然的に予
測と制御に役立つものになりうるのだ．しかし，世界の経営学では，科学の本
質が正しく認識されることなく，統計モデルを使えば科学的研究であるという
錯誤に陥り，実質的な反証可能性すら失われているのが現状である．
また一方で，ドラッカー思想は，実務においては圧倒的な有用性を示した
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が，ドラッカーという個人が「権威」とならざるをえず，それを信奉する / しな

織構造を探す代わりに，マネジメントは，その仕事に適合する組織構造を探究

いという形になりやすく，ドラッカーの提示した理路そのものを批判的に吟味

（41）
し，開発し，テストする」
際に有用な参考資料となると考えられる．

し，更新していくという学問的営みになりにくい問題があった．

入山は，世界の経営学者はドラッカーなど読まないと指摘したが，その一方

それに対して，本論文では，ドラッカーのテキストに基づき，本質を抽出し，

で「ドラッカーと既存の『科学を目指している経営学』を結びつけることがで

それを原理やメタ理論として定式化することが可能であることを示す過程で，

きるのであれば，それは素晴らしい事である」として，「『これだけドラッカー

批判的に吟味し，論理的に反論しうる可能性を担保するという意味での「反証

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

可能性」や，より精緻化，発展させていく「更新可能性」といった学問の条件を

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」と述べ

満たすことができることが示された．また，その原理は予測可能性や制御可能

ている（42）．ここで示した原理に基づく実証研究の見通しは，西條論文（2016 a）

性を備えた実務における普遍的な有用性を備えていることが論証された．そし

でも指摘したように，入山の「今後は『役に立ちそうな経営法則を地道に，厳密

て，その原理を質問チェックリストに反転させることにより，実務における再

（43）
に実証する』ことを積み重ねる」
というビジョンを実現する具体的な方法に

現可能性をも担保した．さらに，そうした本質行動学の手順を研究モデルとし

もなると考えられる．

てステップ化することで，研究の実行可能性をも担保した．
これによって，本質行動学は，科学主義的経営学よりも科学的な，そして従
来のドラッカー思想よりも学問的発展条件を備えている，双方を止揚（アウフ
ヘーベン）可能な枠組みであることが示された．これが本稿の理論的，社会的，
そして実践的意義と言えるだろう．

今後の課題と見通し
本質行動学の今後の展開
本稿で示した本質行動学の研究モデルは，それ自体が一部のテクストを用い
た仮説的な構造である．他のテクストでも同様の分析が可能か検討する必要が
ある．また本質行動学は，
「方法の原理」に基づき目的と状況に適する限りにお
いて方法論の多様性を認める立場をとることになるため，その方法論には，他
にもいくつもの研究手法が考えられる．今後も，本質行動学がどのように実践
可能なのか，その実践モデルとともに新たな方法論を提示していくことが求め
られる．
組織構造に関する実証研究との接続
なお，「原理の実践学」である本質行動学は，事実学ではなく，本質学に基づ
くオルタナティブな枠組みを提供するものであり，従来の実証研究の意味を変
えることはあっても，その役割を失わせるものではまったくない．
組織構造に関する研究も，ドラッカーが「それぞれの組織構造について，強
みと弱みを知っておかなければならないということである．どのような仕事に
は，どのような構造が最も適しているか，適していないか．そして仕事の性格
（40）
と指摘しており，こうしたさら
の変化に応じて，いつ構造を変えるべきか」

なる詳細な精査については，原理的研究の範疇ではなくなってくることから，
先行文献を精査し，理論的に，あるいは実証的に検討していく必要がある．そ
して，そうした研究がなされたならば現場のマネジメントが「唯一の正しい組
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（37）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 .
（38）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. 26
（39）実際，いわゆるアカデミックの「哲学」は，重箱の隅をつつくのがアカデミズムであるか
のような倒錯に陥った結果，その実践的有用性が損なわれ，ほとんどの大学から哲学科
が消え去り，アカデミックの哲学者の生存場所自体が失われつつある．
（40）P. F. Drucker
（1999）Management Challenges for the 21st Century.
（上田惇生訳『明日を支配す
るもの ― 21 世紀のマネジメント革命』ダイヤモンド社，1999，p. 15）
同じくオリジナルは以下．
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“Even more important： We need to go to work on studying the strengths and the limitations of
different organizations. For what tasks are what organizations most suitable? For what tasks are
what organizations least suitable? And when, in the performance of a task, should we switch from
Management Challenges for the 21 st
one kind of organization to another?”
（P. F. Drucker（1999）
Century. p.14）
（41）この箇所は上田惇生訳『明日を支配するもの』
（p. 18）ではやや意訳されていたように思
われたので，以下を直訳したものを用いた．
“Instead of searching for the right organization, management needs to learn to look for, to
develop, to test The organization that fits the task.”
（Management Challenges for the 2 1 st
Century. p.17）
（42）入山章栄（2012）
『世界の経営学者は何を考えているか』英治出版 p. 18
（43）入山章栄（2012）
『世界の経営学者は何を考えているか』英治出版 p. 30
【略歴】 早稲田大学大学院（MBA）客員准教授．1999 年早稲田大学人間科学部卒業，
2004 年早稲田大学大学院人間科学研究科で博士号（人間科学）取得．日本学
術振興会特別研究員（DC/PD）を経て，2009 年より早稲田大学大学院商学研
究科ビジネス専攻専任講師，2014 年より現職．専門は組織心理学，哲学，質的
研究法．
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社会生態学へのアフォーダンス概念の
導入の可能性に関する考察
A Consideration on the Possibility of Introducing
the Affordance Concept to Social Ecology

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 explore the possibility of introducing Gibson’s
affordance concept into social ecology of Drucker to direct consciousness to both
society and human beings. First of all, we explain the concept of interaction with
Gibson’s affordance concept. Next, we clarified the validity of the hypothesis that
“we will clarify the ecological facts, the meaning of Drucker from the fact that social
character and human character.” We obtained paper three findings based on this
hypothesis. First, we confirmed that the direction of interaction lies in both society
and humans. Second, the relationship between interaction and interdependence was
clarified. Third, we revised the “social ecology framework” presented in the previous
paper.

Ⅰ．考察の背景と目的
2016年の論考では小論「日本画に見る日本 A View of Japan through Japa
nese Art」からより普遍性のある「社会生態学のフレームワーク」を導き出し
た．これは社会生態学，すなわち「社会生態学とは人間と社会との相互作用を
（1）
解明する科学である」
を実学として導入するための重要なツールとなる．
①社会の新しい現実

②環境に身を置いた者の緊張

社会という人間の環境

特異な動物＝人間

〈社会の特質〉
二極性
動的な不均衡状態
継続と変革の相克
新たな
二極性

相互作用
緊張 Tension

〈人間の優れた能力〉
知覚能力
知識から
行動へ

社会という人間の環境

特異な動物＝人間

〈社会の目指すところ〉
＝機能する社会の実現
「継続」
という目的
変革という手段

〈人間の正しい行動〉
変革の実行
例：イノベーションや
再構築など

社会の変革
社会の変質

④社会の変革

図 1. 社会生態学のフレームワーク

③人間の適応的行動
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今回は，このフレームワークの実学的効果を高めるため〈①社会の新しい現
実〉と〈②環境に身を置いた者の緊張〉との間にある〈相互作用〉について論考
を深める．〈相互作用〉は上記社会生態学の定義に含まれる重要なコンセプト
である．2016 年の論考では，
〈相互作用〉の結果として，たとえば「緊張」を知
覚することを明らかにした（2）．
また前回の論考で〈相互作用〉の相互性に関し次の指摘をした．「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．
（3）
ドラッカーもそのことは自覚的であった」
．これは人間と社会の相互作用の
一方の要素である人間に対する意識の希薄性を意味する．
本考察では，社会と人間の両方に意識を向けるためにギブソンのアフォーダ
ンス概念をドラッカーの社会生態学に導入する可能性を探求する．具体的に
は 2013 年春の論考におけるギブソンのアフォーダンス概念をもって〈相互作
用〉というコンセプトを説明する可能性を検討する．なお 2013 年春の論考でア
フォーダンス概念がドラッカーの社会生態学に導入される可能性があることは
検討済みである（4）．
したがって本考察の目的は，アフォーダンス概念をもって相互作用というコ
ンセプトの理解を深め，実学としての社会生態学の体系化に資する知見を得る
ことにある．
Ⅱ - 1．アフォーダンスというコンセプト
アフォーダンスというコンセプトは，ギブソンの造語である（5）．アフォード
afford は，「提供する」という意味の動詞だが，ギブソンは，これに接尾語 -ance
を付けて affordance という名詞を作った．
「アフォーダンスは，動物との関係
（6）
において規定される環境の特性なのである」
と定義される．
ギブソンは，
「一定の対象の一定の特性（かたち，大きさ，色，肌理，構成，運
動，動き，他の対象に対する位置）が知覚されるとき，観察者は，それらの《ア
フォーダンス》を検知し続けることができる．私のこの造語は，古い哲学的な
（7）
と述べ，アフォーダン
意味の重荷を背負う《価値》という語の代わりである」
スという造語を「価値」の代わりとして用いたと明言した．
さらにギブソンは「意味 meanings」というコンセプトを用いた．すなわち
「事物の意味や価値は，その事物がどのようなことをアフォードするかによっ
（8）
て決まる」
と考えた．
「そしてこの定義は，言外に重要な意味を含んでいる．
ある事物が特定の観察者（或いは，その観察者が属する種）に対してアフォー
ドすることは，生活体（即ち，主体《subject》
）に向っている．しかしながら，
事物の形状・大きさ・組成・剛性は，その事物の物理的存在，即ち客体《object》
を指し示している．但しこれらは，その事物が観察者に対してどのようなこと
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をアフォードするかを規定する．アフォーダンスは，両方向を指し示している
のである．ある事物が何であるのかということと，ある事物が何を意味するの
かということは別個ではないが，これまで多くの場合我々は，前者は物理的で
（9）
後者は心理的だと考えてきた」
．
ギブソンは「『その事物が何であるのか』知覚することと，『その事物が何を
（10）
と知覚という行為に焦
意味するのか』知覚することもまた，別個ではない」
点を当て表現し直し，一つの事例を挙げた．「『ある面が水平でしかも堅いこ
と』を知覚することは，即ち『その面の上を歩けること』を知覚することでもあ
（11）
る」
．このようにギブソンの「意味」は主体の存在を際立たせ，単に客体（事
物が何であるか）のみでは，
「何かを提供することはない」と考えた．
これらのアフォーダンス概念の理解を踏まえてドラッカーの社会生態学に同
概念を導入する可能性についてあらためて検討する．
Ⅱ - 2．「アフォーダンス」の言い換え可能性
本考察における仮説を導くためギブソンのアフォーダンス概念とドラッカー
の社会生態学を架橋する論者たちをあげる．
『ギブソン心理学の核心』
（2002）
を著した鏡敦史，曾我重司，小松英海である（以下，「鏡ら」という）．この著作
は「ギブソンの理論の紹介であると同時に，知覚研究の近・現代史をギブソン
（12）
との関わりにおいて再検討する試みでもある」
．
鏡ら（2002）の言明を用いる理由は次にある．「アフォーダンスの概念の根
幹を成すのは，
『生活体にとって，環境や事物の意味は，それらが備えている特
性と，生活体側の特性（身体機構や機能）との関係において決まる』という考え
（13）
である」
「この考え自体は，例えば『肺呼吸する能力（即ち，空気から酸素を体内に取り
込む身体機構）を持った陸棲生物は，空気中で生きて行けるが，エラ呼吸する魚
類は空気中では死ぬ』といったかたちで述べる限り，
『アフォーダンス』という
言葉を用いないでも表現できる．つまり，
『アフォーダンス』の語は，環境と生物
（14）
との関係について，次のような『言い換え』を行う際に必要となるのである」
．
このことは鏡ら（2002）の言明を用いることでアフォーダンスというギブソ
ンの造語を用いずともその原理を表現できることを意味する．鏡ら（2002）は，
環境と生物との関係を次のように 3 つの事実として「言い換え」た．
環境の特性 ― 空気は酸素を含んでいる：化学的事実
生物の特性① ― 陸 棲生物の特性 ― 肺呼吸する生物は空気中で呼吸でき
る：生物的事実
 類の特性 ― エラ呼吸する生物は空気中では呼吸できな
生物の特性② ― 魚
い：生物的事実
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鏡ら（2002）は，ここで一つの問いを立てる．
「ある動物が空気中で呼吸でき
るか否か」
．この問いに答えることで一つの〈生態学的事実〉を指摘することが
できる．
「備えている呼吸機構によって，生物には，空気中で生きられるものと

は，すでに起こったことだけである．そのような趨勢は，重要であっても明日
の一側面にすぎない．明日の現実のひとつにすぎない．しかも，量的な予測は
重要でさえない．重要なことは，今日とは異なる側面とその意味である．（中

死ぬものとがある」
．これはドラッカーのいう「意味」である．
鏡ら（2002）はこれらの関係を示す図を掲載している．以下に一部加筆して
転載する．この図 2 に象徴的に表現されているのは，生活体（主体）の違いに

略）本書は，定量的ならざるもの，質的なもの，構造的なもの，そして認識，意
味，価値 meaning and values，機会，優先順位を見ていく．関心は社会にある．
（15）
そして経済，政治，技術，さらには学習と知識にまで踏み込む」
（下線は筆者

よって，環境や事物（客体）から受け取る「意味」が異なるということである．

付加）．

また以上の事実認識，意味を得るための問いとその答えを一般化すると次の
様になる．

「今日とは異なる側面」は「その事物が何であるのか」であり，「その事物が
何を意味するのか」は「今日とは異なる意味」に対応する．したがって〈相互作
用を明らかにするためのプロセス〉は社会生態学における「意味」の提示に有
効である．本考察ではこの〈相互作用を明らかにするためのプロセス〉を仮説
として用いる．

社会（環境）の特性 ― 事実
ヒトの特性 ― 事実
問い ― その人はその社会（環境）で適応できるか
問いの答え＝意味 ― 生態学的事実
ここでは，上記の一連の過程を〈相互作用を明らかにするためのプロセス〉
と呼ぶ．
〈環境の特性〉
環境や事物の特性
空気は酸素を含んでいる

肺呼吸する生物は
空気中で生きられる

肺を呼吸する生物の特性
空気から酸素を体内に取り
込む身体機能を持つ

〈環境の意味〉

〈生活体の特性〉

 説：〈相互作用を明らかにするためのプロセス〉は社会生態学における「意
仮
味」の提示に有効である．
仮説の妥当性を検討する過程でアフォーダンス概念を社会生態学に導入する
ための知見の探索を行う．仮説の妥当性を検討する具体的手順は以下のとおり
である．
①ドラッカーの主要著書から「今日とは異なる側面とその意味」を示す文章
を探す
②
「意味」からスタートして〈相互作用を明らかにするためのプロセス〉を逆
にたどり社会の特性という事実を探索する

エラ呼吸する生物は
空気中で死ぬ

エラ呼吸する生物の特性
空気から酸素を体内に取り
込む身体機能を持たない

図 2. 生活体にとって，環境の意味は，生活体の特性と環境の特性との関係で決まる

『ギブソン心理学の核心』p.164 から転載，一部加筆

Ⅱ - 3．
「意味」を問うドラッカー：仮説の提示
〈相互作用を明らかにするためのプロセス〉の目的は，社会の特性とヒトの特
性から生じる生態学的事実，つまり「意味」を明らかにすることにある．
「意味」
を明らかにすることは，社会生態学者としてのドラッカーの次の視点と同じで
ある．たとえば『断絶の時代』の「まえがき」に次の文章がある．
「予測は，趨勢を延長することによってしかできない．計画し数量化できるの

③
「意味」からスタートして〈相互作用を明らかにするためのプロセス〉を逆
にたどりヒトの特性という事実を探索する
④〈相互作用を明らかにするためのプロセス〉の妥当性を評価する
Ⅲ - 1．『断絶の時代』における探索 ― 仮説の検討
まず社会生態学の代表作である『断絶の時代』
（1969）から「今日とは異なる
意味」を示す文章を探索する（①）
．これが生態学的事実である．
次に②〈社会（環境）の特性 ― 事実〉を示す文章と③〈ヒトの特性 ― 事実〉
を示す文章を探す．②の事実と③の事実は①の事実，すなわち「意味」を導く事
実として十分かを評価する．
（1）グローバル経済について
①〈生態学的事実 ―「意味」
〉を表す文章
基軸通貨国が財政を立て直し，国際収支を改善すべきことを要求するそのこ
とは，グローバル経済への通貨供給の削減を意味する．すなわちグローバル
経済が発展すれば，世界的なデフレとなる（16）
②〈社会（環境）の特性 ― 事実〉を示す文章
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いかなる国といえども，他の国の通貨を受け取りつづけることはない（17）
③〈ヒトの特性 ― 事実〉を示す文章
アメリカは，第二次世界大戦後ずっとこの政策（ドルの供給増大）をとって
きた（18）
④妥当性の評価
上記のように社会の特性とヒトの特性が一つの生態学的事実を導き出す事実
として記述されていること，つまり「意味」を示していると評価できる．
（2）多元社会について
①〈生態学的事実 ―「意味」
〉を表す文章
組織のリーダーであるということは，多元社会のリーダーの一員であること
を意味する（19）
②〈社会（環境）の特性 ― 事実〉を示す文章
個々の組織は私的な存在である（20）
③〈ヒトの特性 ― 事実〉を示す文章
大学，病院，政府機関，企業などの個々の組織のトップは公的な存在であ
る（21）
④妥当性の評価
上記のように社会の特性とヒトの特性が一つの生態学的事実を導き出す事実
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（4）仮説の妥当性の評価
3 つの事例はいずれも社会の特性とヒトの特性が一つの生態学的事実，つま
り「意味」を示していると評価できる．つまり「仮説：〈相互作用を明らかに
するためのプロセス〉は社会生態学における『意味』の提示に有効である」の
妥当性は，積極的に評価しうると思料する．
Ⅲ - 2．その他の著作における探索

その 1：
『産業人の未来』

社会生態学にアフォーダンス概念を導入する可能性の検討をめぐり社会生態
学の代表的作品である『断絶の時代』を用いて「意味」に焦点を合わせて検討し
てきた．しかし〈相互作用を明らかにするためのプロセス〉は，ドラッカーの他
の著作にも適用可能である．以下で代表的な文章を検討する．
（1）
「事実と意味」
「私は，戦争が何らかの意味をもち，何かを創造し，あるいは何かの問題を解
決するといっているのではない．それどころか，戦争そのものは何ら意味をも
たず，何ら創造することができず，何ら解決することはできないと確信してい
る．ここでいいたいのは，戦争は，事実としてすでに起こっているということ
である．戦争は重大にして，かつ否定することのない事実であって，事実以外
（25）
の何ものでもない」
．

として記述されていること，つまり「意味」を示していると評価できる．
（3）知識について
①〈生態学的事実 ―「意味」
〉を表す文章
知識人にとっての知識は何か新しいものを意味する．知識経済の知識は，新
しさや古さには関係なく，ニュートン力学の宇宙開発への適用のように，実

「事実そのものは意味をもたない．何も創造しない．何も解決しない．単に存
在するだけである．それが意味をもつか，もつとすればいかなるものか．それ

際に適用できるか否かに意味がある．重要なことは新しさや精緻さではな
く，それを使う者の創造力と技能にある（22）

以上のようにドラッカーは戦争という事実と戦争そのものに意味のないこと
を明示した．戦争の意味は戦争という事実をわたしたちがいかに扱うかによる
という．ここでも〈相互作用を明らかにするためのプロセス〉を当てはめて検

②〈社会（環境）の特性 ― 事実〉を示す文章
われわれは第二次世界大戦中，体系的な学習によって徒弟制度としての数年
を数週間あるいは数か月に短縮できることを知った．体系的な教育訓練に置
き換えたとたん，特に優れた能力や能力のない平均的な者でも，わずかの期
間で高度の熟練技能者となり，しかも自身がその学習を楽しむことができ
た（23）
③〈ヒトの特性 ― 事実〉を示す文章
知識を基盤とすることによって，学んだことを捨てて新しいことを学ぶこと
ができるようになる．すなわち，特定の仕事を特定の方法で行うかつての熟
練工ではなく，知識，技能，道具を使いこなすテクノロジストとなる（24）
④上妥当性の評価
上記のように社会の特性とヒトの特性が一つの生態学的事実を導き出す事実
として記述されていること，つまり「意味」を示していると評価できる．

は何を創造するか，破壊するか．何を解決するか，解決するとすればいかなる
方法によってか．これらの問題は，われわれがこの戦争という事実をいかに扱
（26）
．
うかによって定まる」

討する．
（2）戦争という事実
ドラッカーは戦争という事実をどのように見ていたのかを明らかにするため
に，
〈社会の特性〉と〈ヒトの特性〉とに分けて考える．次の記載について分析
する．
「今日，戦争の道具はそれ自体，自律的な存在であるだけでなく，戦争におけ
るほかのあらゆるものの中心になっている．もはや歩兵は脇役にすぎない．爆
撃機のパイロットと乗員，戦車長と部下の関係は，組み立てラインにおける職
長と工員との関係にほかならない．彼らは指揮命令関係に加えて，技能と機能
（27）
に関わる関係をもつ」
．
2 つの特性は以下のようにまとめることができる．
①社会の特性 ― 第二次世界大戦の最中にあり，爆撃機や戦車という道具が
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①〈社会（環境）の特性 ― 事実〉を示す文章

中心となっている（事実）
②ヒ トの特性 ― 指揮命令関係に加えて，技能と機能に関わる関係をもつ

明日の経営管理者は，7 つの仕事に取り組むことを求められる（34）．

（事実）
これらの記述は「その事物が何であるのか」知覚することに他ならない．し

1）目標によってマネジメントする
2）長期の大きなリスクをとる

かしそれは同時に「その事物が何を意味するのか」知覚する．ここでは以下の 2
つの生態学的事実（意味）を指摘することができる．
（3）戦時における意味

3）戦略的な意思決定を行う
4）共通の目標のもとに自らの成果を評価するメンバーからなるチームを構
築する

「すでにあらゆる軍隊において，年功序列による階級，昇進，規律のシステム
を維持することが難しくなってきている．もはや産業化前の軍隊組織では，新
しい産業社会の現実に適応することはできない．あらゆる軍隊において，古い
秩序が新しい秩序へと席を譲りつつある．この変化は，ナチスの軍隊において
（28）
．
著しい」
（4）平時における意味
「明日の平時の社会においても，産業化前の古い社会秩序は産業社会の秩序

同時に，明日のための経営管理者を育成する
5）情報を迅速かつ明確に伝え，他の人を動機づける．すなわち責任ある参画
を得る
6）事業全体を把握する
7）製品や産業を社会全体に関連づけ，自らの意思決定と行動に反映させる
②〈ヒトの特性 ― 事実〉を示す文章
これらめまいのするような大変な仕事を行うために，新種の人類が現れるわ

（29）
に道を譲らざるをえなくなる」
以上のように〈相互作用を明らかにするためのプロセス〉は，ドラッカーの
初期の著作にも適用可能であることを示している．

けではない．明日の経営管理者が，彼らの親よりも偉大になれるわけでもな
い．能力は同じであり，弱さも同じであり，限界も同じである（35）
③問い ― その人はその社会（環境）で適応できるか
④〈生態学的事実 ―「意味」
〉を表す文章

Ⅲ -3．その他の著作における探索 その 2：
『経営者の条件』と『現代の経営』
このように「意味」を問う社会生態学の視点は，社会生態学の著作のみなら
ず政治に関する初期の著作にも色濃く出ている．この姿勢は社会生態学に特有
というよりもドラッカーの思想の根幹にあるものと考えられる．それはマネジ

 日の経営管理者には，1 つではなく 2 つの種類の準備が必要である．1 つは，
明
経営管理者になる前に身につけることのできるものである．すなわち，若い

メント系の著作にも存在する可能性があることを意味する．探索範囲を広げた
結果，生態学的事実ともいうべき「意味」を見つけることができた．このことは
〈相互作用を明らかにするためのプロセス〉に適用させることで鮮明になる．
（1）
『経営者の条件』

（1966）に見られる〈相互作用を明らかにするためのプロ
セス〉
①〈社会（環境）の特性 ― 事実〉を示す文章
組織のニーズは，非凡な成果をあげることのできる普通の人によって満たさ
なければならない（30）．知識労働者は，あらゆるところでますます大きなコスト
センターとなりつつある（31）
②〈ヒトの特性 ― 事実〉を示す文章
知識労働者は機会，達成，自己実現，価値を必要とする（32）
③問い ― その人はその社会（環境）で適応できるか
④〈生態学的事実 ―「意味」
〉を表す文章
知 識労働者一人ひとりの自己開発が組織の発展にとって重要な意味をも
つ（33）
（2）
『現代の経営』
（1954）に見られる〈相互作用を明らかにするためのプロセス〉

ときから身につけることのできるものである．もう 1 つは，経営管理者とし
ての経験があって初めて学ぶことができるもの，いわば社会人教育によって
（中略）体系的な高等教育に対
のみ身につけることのできるものである（36）．
する経営管理者のニーズの増大は新しい変化である（37）．
（中略）まったくの
ところ，マネジメントに高度の教育が必要になったということ，および体系
的な経営管理者の育成が必要になったということこそ，マネジメントそのも
のが今日すでに社会の一つの機関になったことを意味している（38）

Ⅳ . まとめ
（1）仮説の評価
本論で用いた仮説は以下のとおりである．
仮説：〈相互作用を明らかにするためのプロセス〉は社会生態学における「意
味」の提示に有効である．検討の結果，仮説の妥当性は積極的に評価しうると
思料する．しかし仮説の検証は社会生態学の体系化のための手段にすぎない．
検証の過程で得られた知見をまとめる．
（2）知見 1 ―〈相互作用〉というコンセプトの方向性
「今日とは異なる側面とその意味である．（中略）本書は，定量的ならざるも
の，質的なもの，構造的なもの，そして認識，意味，価値，機会，優先順位を見
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ていく．関心は社会にある」という言葉にもあるようにドラッカーの関心は
「社会」にあった．つまり「今日とは異なる側面」とは，「社会の特性」である．
しかし「今日とは異なる意味」は「ヒトの特性」なしには明らかにならない．し

これに関してギブソンは，1982 年にアフォーダンスの説明で「相互依存関
係」について言及した．「『生態学的視覚論』の完成前に，新しい概念が誕生し
ました．
“アフォーダンス《affordances》”の概念です．知覚を成立させる情報

かし上記で示すように〈社会の特性〉に比べ〈ヒトの特性〉についてのドラッ
カーの意識は相対的に低いといわざるを得ない．
一方，「意味」の表明は「ヒトの特性」を前提としている．この点については

を慎重に記述しようとする場合，数学的な表現を借りれば簡潔な記述が実現
できますが，それでは動物と環境（殊に，ニッチや棲息環境）との相互依存関
係《reciprocity》が充分に伝わりません．動物と環境（しかも，動物にとって

本考察で検討したようにドラッカーの著作を慎重に読めば，主体の存在は明
らかになる．われわれは，この視点をもって読むことでドラッカーが記述した
「意味」がより鮮明に理解できるはずである．それゆえアフォーダンス概念はド
ラッカーの社会生態学の限界を超克するものといえる．
同時に，このことは「主体」が異なる場合に「意味」が異なるという当然の帰

い意味のある環境）との間に成立する，このような相互依存関係こそが，生態
光学が必要とされる根拠です．環境に存在する面や物質，様々な種類の機会
《opportunity》を動物の活動に提供するとともに，動物が環境の中でうまく生
きていく基盤を与えます．これらの機会が，環境の“アフォーダンス”
（造語）
（42）
なのです」

結を確認させてくれる．たとえば，ドラッカーも描いた知識社会の到来が知識
労働者（39）と未熟練労働者にもたらす意味の違いなどである（40）．実学としての

つまり「相互依存関係」を明らかにすることがギブソンの知覚論の核心であ
り，その中核にある概念がアフォーダンスである．
「相互作用」のすべてが「相互依存関係」となる訳ではないが，相互作用の一

．
有用性を高めるため本論考で掲載した図表 2 を一般化した（図 3）

つの結果として「相互依存関係」を生じさせる．2016 年の論考で取り上げた
「緊張」は相互依存関係に付けられた一つの名称である．これは上記，「競争，
捕食，寄生，協同など」と同列に論じられるべきものと考えられる．
「相互作用」

社会（環境や事物 ― 客体）
の特性

ヒト
（主体）A がもつ「意味」

ヒト（主体）A の特性

ヒト（主体）B がもつ「意味」

ヒト（主体）B の特性

図 3. ヒトにとって，生活（環境）の意味は，ヒトの特性と社会（環境）の特性との関係で決まる

（3）知見 2 ― 相互作用と相互依存関係
アフォーダンス概念は「生活体と環境の相互依存関係 reciprocity」を指摘す
るといわれている．これに対して図 1 で示したのは「相互作用 interaction」で
ある．
相互作用は，生態学の伝統的定義「生態学とは生物と環境との相互作用を
解明する科学である」に由来している．そして環境は次のように説明される．
「『環境 environment』には 2 つの異なる要素がある．すなわち，物理的環境（温
度，水分，利用度，風速，土壌酸性度など）と生物的環境である．生物的環境は，
ある生物に対する他の生物のすべての影響を意味し，競争，捕食，寄生，協同な
（41）
どがこれに含まれる」
．

と「相互依存関係」の関係は，今後，必要に応じて検討することとする．
（4）社会生態学のフレームワークの修正
今回の論考を通して新たに得られた知見を 2016 年の論考で得られた「社会
．大きなポイントは「社会の特
生態学のフレームワーク」に反映させる（図 4）
性」
「ヒトの特性」
「意味」の位置づけを反映させたことである．
①社会の新しい現実

②環境に身を置いた者
にとっての「意味」

社会という人間の環境

特異な動物＝人間

〈社会の特性〉
例：二極性
動的な不均衡状態
継続と変革の相克

〈ヒトの特性〉
例：知覚能力の高い
日本人

新たな
二極性

相互作用
例：緊張 Tension

知識から
行動へ

社会という人間の環境

特異な動物＝人間

〈社会の目指すところ〉
＝機能する社会の実現
「継続」
という目的
変革という手段

〈人間の正しい行動〉
変革の実行
例：イノベーションや
再構築など

④社会の変革

社会の変革
社会の変質

③人間の適応的行動

図 4. 社会生態学のフレームワーク Vol.2

本考察における社会生態学へのアフォーダンス概念の導入の試みは，体系と
しての社会生態学の普遍性を高める結果になったと評価している．アフォーダ
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（43）
（44）
ンス概念には，「知覚が持つ『意味』の分類」
，
「環境に知覚される事柄」
な
ど社会生態学に取り入れることで有用性が高まる可能性のある研究がまだあ
る．これらの検討は別の機会に行い社会生態学の体系化に資することとした

い．

（29）同上 p. 5
（30）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1966〕エターナルコレクション版『経営者の条件』ダイヤ
モンド社，p.222
（31）同上 p. 225
（32）同上 p. 227
（33）同上 p. 222

【注】
（1）筆者〔2013 Ⅰ〕
『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」pp. 84 - 88

（34）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1954〕エターナルコレクション版『現代の経営〈下〉』ダ
イヤモンド社，pp.254 - 255
（35）同上 p. 255

（2）筆者〔2016〕
『文明とマネジメント』ドラッカー学会編「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」p.72

（36）同上 p. 257

（3）同上 p76

（37）同上 p. 261

（4）筆者〔2013 Ⅰ〕前掲書，p.93

（38）同上 pp.261 - 262

（5）J. J. ギブソン（佐々木正人他 2 監訳）
〔1966〕
『ギブソン生態学的視覚システム』東京大学出
版局，p.327

（40）同上 pp.304 - 308

（6）エドワード・リード，レベッカ・ジョーンズ編（境敦史
理学論集 直接知覚論の根拠』東京大学出版局，p. 341

河野哲也訳）
〔1982〕
『ギブソン心

（7）J. J. ギブソン〔1966〕前掲書，p. 327
（8）エドワード・リード，レベッカ・ジョーンズ編〔1982〕前掲書 p. 347
（9）同上
（10）同上
（11）同上
（12）鏡敦史，曾我重司，小松英海著〔2002〕
『ギブソン心理学の核心』p. 8
（13）同上 p. p 163–164
（14）同上 p. 164
（15）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1969〕エターナルコレクション版『断絶の時代』ダイヤモ
ンド社，まえがき v
（16）同上 p.71
（17）同上
（18）同上 p.72
（19）同上 p.208
（20）同上
（21）同上
（22）同上 p.276
（23）同上 p. 275
（24）同上
（25）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1942〕エターナルコレクション版『産業人の未来』ダイヤ
モンド社，p.5
（26）同上 p.6
（27）同上 p.4
（28）同上 pp.4-5
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（39）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1969〕前掲書 pp.286 - 290
（41）A. マッケンジーほか 2 名 .『生態学キートート』丸善出版 p. 1
（42）エドワード・リード，レベッカ・ジョーンズ編〔1982〕前掲書 p. 7
（43）鏡敦史，曾我重司，小松英海著〔2002〕前掲書 p.145
（44）同上 p. 154

【略歴】 本会理事．小樽商科大学大学院商学研究科修士課程修了，佐藤等公認会計士事務
所所長，㈱ヒューマン・キャピタル・マネジメント取締役副社長．
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イギリスでの PFI 導入経緯と
日本におけるPFI 事業での
民間事業者の公益性についての考察
Research on the introduction process of PFI in the UK
and the public utility of private enterprises in PFI project in Japan

薄木伸康

Nobuyasu Usuki
（清水建設㈱）

Summary
Public works providing services to citizens and residents are not listed on the profit
base and are considered socially carried out by public institutions. Discussions have
been made over the years on the efficiency and the business performance of public
works projects. However, it was considered difficult to verify quantitatively the
outcome of the improvement. Also, the path for private enterprises to enter the public
works was not proceeding smoothly.
However, in the 1980s,In the UK, due to rapidly excessive welfare the fiscal
deterioration, a new business scheme was devised that allows private enterprises to
comprehensively implement the design, construction, maintenance and operation of
public facilities. That is Private Finance Initiative. PFI has been rapidly introduced in
the UK as a business scheme effective for cost reduction and service improvement.
In 1999, it was introduced in Japan and the project was started.
The author proposed and operated PFI as a private business entity and has been
directly involved in several projects. In this paper, we introduce the process of
introducing and developing the PFI business method in the UK from the standpoint
of a private company, introduce the PFI business method in Japan and business
method. Furthermore, consideration of essential issues of management of public
institutions developed by P. F. Drucker and understanding of the public interest
required of private businesses claimed by Eiichi Shibusawa, we show examples of
Japanese PFI projects and consider future direction of PFI.

1．はじめに
公的機関が実施する公共事業については，民間事業者が採算ベースに載せら
れないものの社会的に必須とされる国民，住民へのサービス提供手段として継
続され，既に長い時間を掛けてその効率性，事業性について議論がされている．
そして各々の時代において改善のための様々な取り組みが行われ，世論や政治
的又は公的機関の主導により進められてきた．しかし，その改善の成果が数量
的に明確に評価できるものとなっているかという観点からの検証は困難なもの
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とされ，一方で民間事業者が公共事業に参入する道筋の整備は順調に進んだと
は言い難い状況が続いてきた．
しかし，1980 年代，行き過ぎた福祉国家路線による財政の急速な悪化に苦
しむイギリスにおいて，公共施設の設計，施工，維持管理，運営をまとめて
民間事業者グループに包括的に実施させる新しい事業方式，Private Finance
Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアチブ）が考案され，即効性の
ある事業方式としてメイジャー政権の下で 1992 年以降急速に導入が進められ
政権交代後も制度の運用方法を見直しながら推進された．
PFI 事業方式では，民間の資金，経営能力及び技術的能力を活用することに
より，国や地方自治体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的な公共サービ
スを提供する，つまり税金の対価として最も価値あるサービスを提供すること
を目的としている．政策的主導により，イギリスの公共事業費の相当な割合が
PFI 方式での発注となり，病院，公的機関庁舎，学校など多くの公共施設が PFI
事業で建設，維持管理されることとなった．
その後，イギリス同様に財政赤字問題に慢性的に苦しんできた日本において
も，超党派議員による勉強会が開かれ，議論を経て 1999 年に議員立法による
PFI 法が施行された．
筆者は，日本国内の PFI を民間事業者として提案，運営する立場にあり，幾
つかの案件に直接かかわってきた．本稿では，民間事業者の立場からイギリス
における PFI 事業方式の導入と発展の過程，日本での PFI 事業方式の導入と事
業手法を整理し，ドラッカーにより展開された公的機関の経営の本質的な課題
の考察と，渋沢栄一が終生主張した民間事業者に求められる公益性を把握した
うえで，主要な日本の PFI 事業の事例を示し，今後の PFI 業業の方向性につい
て考察するものとする．

2．イギリスにおける PFI 手法の導入と発展
①経済的背景
公的サービス機関の経営効率上の問題点は，概ね 1970 年代から先進各国で共
通の課題となっていた．特にイギリスでは，
「ゆりかごから墓場まで」という言
葉に象徴される「大きな政府」型の伝統的な福祉国家路線を続けた労働党政権の
政策により，社会保障費などの政府支出の増加による莫大な財政赤字と肥大化
した行政組織の弊害に加えて経済不況に悩まされる，いわゆる「英国病」が蔓延
していた．1978 年には，財政悪化がもたらしたインフレを抑制する政策に反対す
る労働者の運動「不満の冬」が始まり，ストライキにより自治体のごみ収集業務
ですら止まり，街にはゴミと失業者が溢れる惨憺たる状況であった（1）．保守党党
首サッチャーが政権交代で首相の座についた 1979 年当時のイギリスは財政収支
が悪化の一途をたどり，福祉国家的な政策の見直しが緊急の課題となっていた．
一方で，1990 年代に入ると，欧州統一通貨の実現に向けてスキームの検討が
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始まり，1992 年にはマーストリヒト条約によって共通通貨の導入が決定され
た．通貨統合の参加条件として，各加盟国は 1997 年の公的債務を GDP 60％以
内，財政赤字を GDP 比 3％以内に抑えることが義務づけられた．通貨統合に不

VFM

金利

国税・地方税等
維持管理費
運営費

参加の方針をとっていた保守党政権であるが，EU の基準達成を掲げた．

金利
維持管理費
運営費

② PFI 事業手法の導入
通貨統合を意識し，深刻化する財政難を打開するため，公的機関のスリム化
に着手したサッチャー首相は，三段階に分けて国営企業の民営化を進めた．第
一段階として競争的産業分野の民営化，第二段階として公益独占事業の事業
化，第三段階は公社や現業部門を中心とした民営化である．これらの民営化政
策 に よ り，British Petroleum，British Telecom，British Steel，Rolls Royce を
はじめ，電力・ガス・水道・航空などの 48 の公的企業が 1979 年から 1994 年度
末までに民営化され 96 万人の従業員が公務員から民間人となった（2）．
メイジャー政権誕生後の 1991 年には，行政サービスを改善するための基本
原則である The Citizen’s Charter
（ 市民憲章）が発表され，同原則に基づき，
大蔵省は PFI 事業実施のガイドラインとして『Appraisal and Evaluation in
Central Government
（通称“Green Book”
）
』を発行した．このガイドラインで
は，公共事業についての事前の分析・評価において VFM
（Value for Money）
が初めて用いられた．VFM は公共事業の効率性を計測する指標であり，これ
を最大化することは「支払額に対する受取価値を最大化すること」を意味して
いる．これにより，公共事業の質と量を維持しつつ，いかに事業に伴う数値化
されるリスクを含む総事業費を下げることができるか？という課題について計
（3）
．VFM の
量的・金額的に把握することができることとなった（図 2-1 参照）
概念は，現在の日本の PFI 事業においても最も重要な概念の一つであり，従来
の公共事業発注方式と比べて PFI 事業の方が総事業費をどれだけ削減できるか
を示す割合として事業手法選択の際に用いられている（4）．
1992 年 11 月，より質の高い公共サービスをより効率的に提供するため，公
的機関の中に民間部門を包摂し，資金はもとより企業経営，事業運営のノウハ
ウを活用するアイデアがメイジャー政権のラモント大蔵大臣から提唱された．
これが PFI の導入の始まりである．現在にも続く方針として「政府は官民の連
携において民間側が率先するよう積極的に奨励すること」，「政府は民間部門と
リスク移転の契約（日本における事業契約であり，事業契約では様々な事象に
より発生するリスクの分担を定めている．
）を行うことに事により VFM を最大
化すること．
」がこの提唱に含まれている．
1994 年には大蔵省により，各公的機関が PFI 事業方式の採用の検討を経たう
えで PFI 事業に適さないと判断されたプロジェクトのみが公共事業の認可を受
けられる「ユニバーサルテスティング」制度が導入され，国内の PFI 事業導入
が本格化し，対象分野は次第に拡大した．
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設計・建設費

設計・建設費

従来の公共事業の LCC

図 2 - 1：VFM の概念図

PFI の LCC

LCC：ライフサイクルコスト
出典：内閣府民間資金等活用事業推進室 HP

その後，財政拡大型の福祉政策を否定し，自由主義経済と福祉政策の両立を
謳った「第三の道」路線を提唱したブレアにより，1997 年に労働党へ政権が交
代した．ブレア首相はそれまでの PFI 事業の推進政策を見直し，理論偏重で強
制的に PFI 事業を適用するのではなく，過去の教訓や経験を反映し，政府内に
実際に契約を結ぶ担当官の専門知識を向上させるための民間ファイナンスの関
連部署を設けた他，大蔵省内に実務家で構成された事業チーム（VFM の検討，
サービス購入・支払方法の検討，契約の条件交渉担当）と，官僚で構成された
政策チーム（事業のモニタリング，支援担当）を置き，両者が連携して PFI 事業
実施の調整を行うことで PFI 事業の円滑な実施を進めた．
③主な PFI 事業
上記のような PFI 事業導入方法の改善により，ブレア政権時代（1997 年 -2007
年）には PFI の導入実績が対象事業と事業費共に飛躍的に伸びることとなった
．
（表 2-1，図 2-2 参照）
表 2 - 1：イギリスにおける PFI 事業の対象施設
分野

事業

運輸・交通

一般・高速道路
（無料），新型路面電車，橋梁，鉄道，地下鉄

医療・福祉

一般病院，精神病院，病院情報システム，介護施設，国民保険システム

教育・文化

小学校，中学校，高校，大学，学生寮，美術館，博物館，スポーツ施設

公的機関施設

庁舎，宿舎，在外公館，刑務所，警察署，裁判所，消防署，税務署

情報

国民保険情報システム，税務システム，雇用相談所情報システム，郵便窓口自動化

国防

ヘリコプター飛行訓練シミュレーター，防衛通信施設，電子メールシステム，
訓練学校，宿舎

その他

ごみ処理，再開発，水道，街灯，公営住宅
出典：野田由美子『PFI の知識』
（2003）日本経済新聞社
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運輸・交通分野での実績も多く，成功例として特筆されるのは，運輸省の PFI
事業であるクイーンエリザベスⅡ世橋（Queen Elizabeth II Bridge
（Dartford
Crossing））の事業（BOT 方式（後述）
）である．この橋梁はロンドン市中心部

8,000

80
件数 （左目盛り）
事業費（右目盛り）百万ポンド
80

6,000

80

4,000

80

2,000

80

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
年

図 2 -2：イギリスにおける PFI 事業費と件数の推移
出典：杉浦勉「英国 PFI 事業の展開と適用領域」関西大学

から東へ約 25㎞にあるサセックス州サーロック町と対岸のケント州ダート
フォード市の間，ロンドンの大環状道路 M 25 号線のテムズ河横断部分に架橋
されている．それまで，年々交通量が増加したことから，従来から供用されて
いた 2 本のトンネルに加えて第三番目のルートが必須となり，Trafalgar House
（建設会社）が SPC の主要株主となって施設整備事業を進め，Bank of America
などの協調融資団からの融資約 1 . 4 億ポンド（約 210 億円）を受け 1991 年に完
成した．
この橋は有料道路であり，「独立採算型」の事業で当初 20 年間でコストを回

0

政策創造研究第 6 号

p. 82

イギリスで最大規模の PFI 事業は，2008 年に事業契約が締結された 26 . 9 億
ポンド（約 3 , 850 億円）の事業で，英国空軍が空中給油と空中輸送を行う航空機
を事業者から一括して調達する事業である．その他，軍事衛星を設計，建設，打
ち上げ，運営し，英空軍，陸軍，海軍に戦略的な情報提供を行うもの，駐屯地施
設の設計，建設，運営する事業など金額的に事業規模の大きな事業は国防分野
に集中している（5）．
また医療・福祉分野での PFI 事業も規模，件数が多く，2006 年に事業契約を
締結した病院事業は，ロンドンの中心地にあるロイヤル・ロンドン病院（The
Royal London Hospital）を増改築して，外科と救急科，腎臓科，小児科を統合
する事業で，総事業費が約 11 . 5 億ポンド（約 1 , 650 億円）という国内最大規模
（6）
．
の病院事業である（図 2-3 参照）

図 2-3：The Royal London Hospital

出典：skanska 社 HP
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収する計画であった．また，本事業で，具体的に性能発注として求められたの
は交通量増加に対応出来る「4 車線の道路」のみであった．トンネルにするか，
橋梁にするかは PFI 事業者の判断に委ねられ，トンネル案，橋梁案，様々な案
により民間事業者によって提案，入札され当該橋梁案が採用された．さらに事
業者は英国初の ETC を採用し，車載器は利用者に無料でリースするなど利用
者の利便を積極的に高める工夫を導入したことから，1995 年に 12 . 1 万台／日
であった通行台数が 2007 年度には 14 . 6 万台／日（その間 2004 年 7 月 23 日に最
大 18 . 2 万台を記録）と，順調に交通量が増加したため 10 年ほどで債務を完済
し，最長契約期間の 20 年を大幅に短縮して政府に施設の所有権を移転し事業
は成功に終了した（7）．都心を環状する高速道路の増設という公益性の高い事業
でありながら，PFI 事業者である民間企業の創意工夫が活用され，かつコスト
（8）
パフォーマンスが実現した好例といえる（図 2-4 参照）
．

図 2 - 4：Queen Elizabeth Ⅱ Bridge
出典：The Construction Index HP
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このように，特にブレア政権期に PFI 事業の規模が拡大し，各省庁とも PFI
事業の件数と事業費を増加させた．その後の政権は，労働党，保守党政権とも
景気後退から脱出するための対策が重視されたこともあり，従来型の公共事業
方式を選択する傾向が見られるものの特に保健省，教育省，運輸省が依然とし
て主要な PFI 事業の実施主体となっており，これら三大省庁の下で，病院施設
事業，学校施設事業，道路施設事業に積極的に活用されている（9）．

イギリスでのPFI 導入経緯と日本におけるPFI 事業での民間事業者の公益性についての考察

153

的な支援を目的として 2001 年に公表された「事業実施プロセスに関するガイ
ドライン」
，「リスク分担ガイドライン」を皮切りに VFM，契約，モニタリング
などに関するガイドラインが作成，公表された．これらのガイドラインは，直
接国の公共事業を対象としたものであるが，自治体の現場においても参考にさ
れている（10）．
民間事業者サイドにおいては，モルガン・グレンフェルやプライス・ウォー

①議員立法による PFI 法の成立
日本においてもバブル経済崩壊後の「失われた 10 年」といわれる 90 年代の
10 年間で国，地方自治体の財政状況は急速に悪化した．イギリスの動向を踏ま

ター・ハウス在籍時にプロジェクト・ファイナンスを手掛けた植田和男氏が
1999 年に日本 PFI 協会（現特定非営利活動法人日本 PFI・PPP 協会）を設立し
た．この組織は，建設会社，商社，設計事務所，各種コンサルタント，法律事務
所，会計監査法人，金融機関，保険会社などの会員，自治体などの特別会員から
構成され，民間事業者や自治体への普及啓発活動，事業化に向けてのアドバイ

え，建設業界・金融業界を中心とする経済界が主導する形で，中央省庁の研究
会や委員会の中で，官僚，業界関係者，学識経験者らによって国内での PFI 導
入の検討作業が進められ比較的スムーズに導入が法制度化された．

ス，情報提供などを行うほか自治体の PFI 事業の審査委員や検討委員としても
相当程度関わっている（11）．
また，地方自治体における PFI 事業の円滑な推進を目的として，PFI 事業に

1995 年に，旧建設省が「建設産業政策大綱」を発表し，
「エンドユーザーに
トータルコストでよいものを安く提供すること，技術と経営に優れた企業が自
由に伸びられる競争環境を作ること」などを基本目標に掲げた．また，大手建
設会社の業界団体である日本建設業団体連合会では，PFI 方式で社会資本を整
備する可能性の検討を始めた．1997 年には旧通商産業省が研究会，旧建設省が

関心のある地方自治体間の意見交換及び情報の共有の場等である自治体 PPP/
PFI 推進センターが設立された．なお，PPP
（Public Private Partnership：公民
連携）とは，公民が連携して公共サービスの提供を行うスキーム全体を指し，
指定管理者制度，市場化テスト，包括的民間委託等を含むものでイギリスでも
用いられている用語である．PFI は，PPP の代表的な手法の一つとして包摂さ

検討委員会を立ち上げ，学識経験者や業界関係者を集めて PFI の研究を開始し
た．政府が 1997 年 12 月に閣議決定した「経済構造の変革と創造のための行動

れるものである．

計画」においても，民間事業者が起業家精神をもって新規事業を創出する手段
として，PFI の導入を検討することが明記された．
1998 年には，自民党に民間資本主導の社会資本整備（PFI）推進調査会が設
置され，議員立法による法案の提出に向けて，法案作成作業が急ピッチで進め
られた．同年 4 月に経済対策閣僚会議で決定された「総合経済対策」では，PFI

②事業実践から PFI 法へのフィードバック（法改正）
PFI 法は議員立法であることもあり，PFI 事業者の選定や予算措置について
従来からの法制度や公共事業の運用との整合性を取ることをしなかったため実
務での齟齬が多発した．さらに国では会計法，自治体では地方自治法の適用を
受けるほか，公共施設の整備・運営に関連する各種法令，補助金給付手続要綱
など，関係法令は錯綜している．このため個別の事業を実際に実施する中で，

3．日本での PFI 事業方式の導入とその事業手法

の法律案が近々提出されることを踏まえて，政府内で推進体制を整備すると
ともに，補正予算に調査費を計上すること，旧日本開発銀行に PFI 推進に関す
る融資制度を創設することなどが盛り込まれる．これらの動きを総括する形で

法体系との間に齟齬が生じるたびに，関係機関の間で調整を行い，運用解釈に
よって問題をクリアしてきたという経緯がある．

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律案」が，同年
5 月の通常国会に議員立法の形で提出された．主要政党間で協議が行われ，国・
自治体による債務保証に関する規定や国の出資に関する規定が削除されるなど
の修正を行うことで合意された後再提案され，1999 年 1 月に衆議院建設委員会

そのような PFI 事業をめぐって発生してくる問題を実践の場で回避しつつ実
例を積み重ね，その情報を上述の PFI 推進委員会にフィードバックし，新たな
ガイドラインを作成又は改定することで，跡付け的に現場での対応をオーソラ
イズするボトムアップ的な流れが定着している．

に付託された後国会で可決し 9 月に施行された．
法案成立を受けて，2000 年に PFI の理念とその実現のための方法を示す「基
本方針（民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関
する基本方針）」が PFI 法に基づいて設置された民間資金等活用事業推進委員
会（PFI 推進委員会）の議を経て，内閣総理大臣によって策定され，その後実務

このような PFI の現場からのフィードバックを踏まえて，2001 年に初めての
PFI 推進法改正が行われ，「公共施設等の管理者等」を変更することで事業の
対象が国会，裁判所，会計検査院などにまで拡大するとともに，公共施設と民
間施設を合築する場合，当該複合施設の底地について民間事業者へ行政財産の
貸付や地上権の設定ができるようになった（12）．
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2005 年改正では，合築以外の形態での民間施設併設の場合にも民間事業者へ
の貸付が可能となり，さらに行政財産の貸付が，PFI 事業者（SPC）だけでなく
PFI 事業者から譲渡された第三者についても可能となった．また，民間事業者
の選定に当たって，民間事業者の有する技術，経営資源，その他創意工夫等が採
用されるよう，価格及びサービスの両面から評価を行うことが明文化された．
2011 年改正では，PFI の対象施設として公営住宅以外の賃貸住宅，船舶，航
空機等の輸送施設及び人工衛星が追加され，民間事業者のノウハウを十分に活
用するため，民間事業者が行政に対して実施方針の提案ができる制度が設けら
れた．また，内閣府や関係省庁が PFI 事業推進の施策審議，相互調整を実施す
るため，関係省庁による閣僚級会議である「民間資金等活用事業推進会議」が
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Company：特別目的会社）が事業契約の相手方となるのが一般的である（図

3-1 参照）．これは「基本方針」に示されているとおり，「事業を担う企業体の
法人格上の独立性又は事業分野の区分経理上の独立性が確保されなければなら
（15）
という考え方によるものであり，SPC を設立することによ
ない（独立主義）」
り，SPC が実施する PFI 事業に対する出資企業の経営状況等の影響を減殺する
ことが可能となり，PFI 事業を実施するうえで一般的な資金調達方法であるプ
ロジェクトファイナンス（4．⑥参照）を行うことも容易となる．さらに，SPC
の設立は PFI 事業以外のリスクを可能な限り回避したい公共機関側のニーズに
も合致する．

創設された．
2011 年改正で特筆されるのは，公共施設等運営権制度（コンセッション方
式）の導入である．コンセッション方式は民間事業者が創意工夫により事業リ
スクを負って収入の増加を図ることができる独立採算型等の PFI 事業である．
コンセッション方式では，利用料金の決定及び収受に係る権限を民間事業者が
行使できることとなり，公共施設等運営権に抵当権の設定を可能とし，資金調
達の円滑化を図った．これにより，民間事業者による安定的で自由度の高い運
営や利用者ニーズを反映した質の高いサービスの提供ができることとなった
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直接協定（DA）
事業破綻を
避けるため
の調整

金融機関等

S P C 構成企業

事業実施主体
（公共施設等の管理者等）

請負工事
建物の建設
維持管理・運営
請負代金

サービス対価
土地の無償使用
融資

選定事業者
（SPC）

元利金支払

（6．②参照）
．
コンセッション方式に関しては引き続き 2 回の法改正があり，2013 年にはコ

用

受託料

維持管理会社

運営

サービス提供
利

維持委管理

建設会社

受託料
者

運営会社

ンセッション方式を含む独立採算型等の PFI 事業推進のため，官民連携による
インフラファンドの機能を担う株式会社民間資金等活用事業推進機構を設立す
る改正，合わせて「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイド
ライン」の策定，公表が，2016 年にはコンセッション方式を効率的に運営する

図 3 - 1：PFI の一般的な事業スキーム図

ため，主に現業機関での専門的ノウハウを持つ公務員を民間事業者へ退職派遣
させる改正がそれぞれ実施され現在に至っている（13）．

事業期間中の施設の所有権や事業内容等によって，PFI の施設の所有形態別の
類型は，BTO 方式，BOT 方式，BOO 方式，RO 方式，RTO 方式等に分類される．
a）BTO 方式
「Build-Transfer-Operate 方式」の略で，民間事業者が対象施設を設計・建設

③ PFI 事業の一般的な形態
以下では，事業スキームについて，民間資金等活用事業推進委員会（PFI 推
進室）
『PFI 事業の実施状況について』
（2014）をもとに整理してみたい．
ⅰ．事業スキームの基本
PFI 事業は，
「基本方針」の定義では，
「公共性のある事業を，民間の資金，
経営能力及び技術的能力を活用して，民間事業者の自主性と創意工夫を尊重す
ることにより，効率的かつ効果的に実施するものであり，特定事業の選定及び
民間事業者の選定においては公平性が担保され，特定事業の発案から終結に至
（14）
る全過程を通じて透明性が確保されねばならない」
とされている．
また，実際に業務を行う建設会社や維持管理会社等が事業契約の相手方
となるのではなく，これらの企業が出資して設立する SPC（Special Purpose

出典：民間資金等活用事業推進委員会（PFI 推進室）
『PFI 事業の実施状況について』
（2014）
内閣府参考資料 pp. 43 内閣府 HP

ⅱ．所有形態別の類型

し，完工直後に公的機関に施設所有権を移転後，公的機関の所有となった施設
の維持管理及び運営を行う事業方式である．
b）BOT 方式
「Build-Operate-Transfer 方式」の略で，民間事業者が対象施設を設計・建設
し，完工後も対象施設を所有し続けたまま維持管理及び運営を行い，事業期間
終了時に公的機関に施設所有権を移転する事業方式である．
c）BOO 方式
「Build-Own-Operate 方式」の略で，民間事業者が対象施設を設計・建設し，
これを所有したまま維持管理及び運営を行う点では BOT 方式と同じだが，事
業期間終了時に，民間事業者が対象施設を解体・撤去する点が異なる．
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d）
RO 方式
「Rehabilitate-Operate 方式」の略で，民間事業者が対象施設を改修した後，
その施設の維持管理及び運営を事業期間終了時まで行う事業方式である．

PFI 推進室では『PFI 事業の実施状況について』において，2012 年度末まで
に実施方針が公表された事業の公表資料を基に，PFI 事業の実施状況について
集計している．それによると，実施方針公表済みの PFI 事業数は年々増加して

e）
RTO 方式
「Rehabilitate-Transfer-Operate 方式」の略で，民間事業者が対象施設を改修
し，完工直後に公共施設の改修部分の所有権を移転後，公的機関の所有となっ

おり，2012 年度末時点で 418 事業にのぼっている．また，PFI 事業数の増加と
ともに事業費累計も増加し，2012 年度末時点で約 4 兆 2 , 000 億円に達している
（図 3-2 参照）
．

た施設の維持管理及び運営を行う事業方式である．
ⅲ．事業類型
PFI の事業類型には，サービス購入型，混合型，独立採算型があり，これらの
事業類型は官民の係わり方や民間事業者の収入の源泉等の違いに基づいて分類
される．
a）サービス購入型
民間事業者は，対象施設の設計・建設・維持管理・運営を行い，公的機関は
民間事業者が受益者に提供する公共サービスに応じた対価（サービス購入料）
を支払う．民間事業者のコストが公的機関から支払われるサービス購入料によ
り全額回収される類型である．
b）混合型
民間事業者のコストが，公的機関から支払われるサービス購入料と，利用料
金収入等の受益者からの支払いの双方により回収される類型をいう．いわば
「サービス購入型」と「独立採算型」の複合型である．
c）独立採算型
民間事業者が自ら調達した資金により施設の設計・建設・維持管理・運営を
行い，そのコストが利用料金収入等の受益者からの支払いにより回収される類
型をいい，コンセッション方式が該当し，公的機関からのサービス購入料の支
払いは生じない．公的機関により施設整備費の一部負担や事業用地の無償貸付
が行われる「いわゆる独立採算型」事業もある．
④日本国内での PFI 事業の展開
日本国内の PFI 事業は，防衛関連を除く社会資本インフラストラクチャー全
．
般に実績が増え続けている（表 3-1 参照）
（表 3-1）日本における PFI 事業の対象施設
公共施設

道路，鉄道，港湾，空港，河川，公園，水道，下水道，工業用水道等

公用施設

庁舎，宿舎等

公益的施設等

公営住宅，教育文化施設，廃棄物処理施設，医療施設，社会福祉施設，
更生保護施設，駐車場，地下街等

その他の施設

情報通信施設，熱供給施設，新エネルギー施設，リサイクル施設，観光
施設，研究施設
出典：内閣府民間資金等活用事業推進室 HP
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図 3 - 2：PFI 事業数と事業費累計
出典：民間資金等活用事業推進委員会（PFI 推進室）
『PFI 事業の実施状況について』
（2014）
内閣府参考資料 p. 30

PFI の実施箇所を都道府県別にみると三大都市圏で実績が多く，なかでも南
関東が多い．最も多い都道府県は，東京都の 57 事業，次いで埼玉県の 27 事業と
なっている．また，2012 年度現在，PFI 事業の実施箇所がない都道府県は 5 県
（群馬県，和歌山県，鳥取県，高知県，宮崎県）である．PFI 事業手法の導入，未
導入の割合では，
「国」，「都道府県」及び「政令指定都市」は，それぞれ 60％以
上で PFI 導入済みであり，特に「政令指定都市」は 85％で導入済みとなってい
る．一方，「市区町村」は 92％が未導入である．また，PFI 事業を複数実施して
いる管理者は，「都道府県」で特に少なく，PFI 事業を行っている「都道府県」
のうち 43％となっており地方の県市町村での導入が停滞している状況が読み
取れる（16）．
国内の PFI 事業は，2009 年から 2012 年まで続いた民主党政権において，「事
業仕分け」に象徴されるように公共投資の抑制の方向に政策が転換したため
PFI 事業方式による国家公務員宿舎整備事業が中止されるなど，新規事業の創
出が停滞した．このため単年度当たりの PFI 事業数・事業費は 2009 年頃より
減少傾向にあった．
2012 年に自民・公明連立政権に交代すると再び PFI 事業の促進に向けて，政
府が PFI 事業の拡大に舵を切り，地方公共団体の案件形成の支援に努めるとと
もに，PFI 委員会において手続き簡易化や事業化促進のため，民間事業者が創
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意工夫を発揮できるための情報提供・体制整備等の検討を進める（17），としてお
り，2016 年には安倍内閣総理大臣を会長とする民間資金等活用事業推進会議
において，将来的にコンセッション事業に発展し得る収益型事業を人口 20 万
人以上の地方公共団体での実施すること，公的不動産利活用事業について人口
20 万人以上の地方公共団体で平均 2 件程度の実施を目指すこと，などの具体策
を示したうえで 2013 年〜 2022 年度での新規の PFI 事業費を従来目標の 2 倍と
なる 21 兆円（内訳：コンセッション事業 7 兆円，収益型事業 5 兆円，公的不動
産利活用事業 4 兆円，その他の事業 5 兆円）とする「PPP/PFI 推進アクションプ
ラン」を公表した．さらに，2017 年には公園における PPP/PFI 手法の拡充，遊
休文教施設の利活用，公共施設等総合管理計画・固定資産台帳の整備・公表に
よる民間事業者の参画を促す環境整備を同プランに追加しており，PFI 事業を
公共事業の主要な実施方式とすべく質量ともに一層拡大することを進めている
（18）
（コンセッション方式については 6．②参照）
．

4．ドラッカーによる公的機関経営上の制約の指摘と渋沢栄一が
説く民間企業の公益性を踏まえた PFI 基本理念の合理性
①ドラッカーと渋沢栄一による公的機関，公益性への言及
PFI は，上述のように，より高品質な公共サービスを低コストで提供するこ
とを目指した新しい公共事業の制度形態であるが，事業の実際に触れる前に，
PFI のこの理念が，公的機関の経営上の制約，民間企業が目指すべき公益性の
理念の両面から，両者にとってまた社会全体にとって十分なメリットのある制
度理念であることを考察する．前者については P. F. ドラッカーが，後者につ
いては渋沢栄一が，それぞれ時代を超えて以下のように的確な指摘を行ってい
る．
②公的機関によるイノベーションの困難要因
イギリスがサッチャー政権の指導のもとで公的機関のスリム化と民間による
公的事業への参入を進めていた 1980 年代に，ドラッカーは，
『イノベーション
と企業家精神（Innovation and Entrepreneurship, 1985）
』において，組織肥大化が
進んでいた公的機関がイノベーションを行うことは，
「最も官僚的な企業と比
（19）
べてさえはるかに難しい」
と断言し，その背景として公的機関には既存の事
業がイノベーションの障害となりやすいためとした上で，障害の原因として以
下の三点を指摘している．
「第一に，公的機関は成果ではなく予算に基づいて活動する．他のものの稼ぎ
から支払いを受ける．……予算は活動が大きいほど大きくなる．しかも公的機
関の成果は業績ではなく獲得した予算によって評価される．」
「第二に，公的機関は非常に多くの利害関係者によって左右される．……公
的機関は活動の成果が収入の原資になっていないためにあらゆる種類の関係者
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が拒否権を持つ．いずれとも不和になる余裕はない．しかも事業を開始した瞬
間から廃止や修正を拒否する関係者を抱える．
」
「第三に最も大きな障害として，つまるところ，公的機関は善を行うために
存在する．自らの使命を道義的な絶対とし費用対効果の対象とはみなさない．
（20）
……目標を実現できないことは努力を倍加すべきことを意味する．
」
ドラッカーはこのように公的機関に対する厳しい評価を行いながらも，社会
が新しい挑戦，ニーズ，機会を伴う急激な変化の過程にあっては公的機関は存
在が必要であるとしつつ，それらは可能な限り営利事業に転換しなければなら
ない，利益をあげる事業として組織できるものを，資本を費消する事業，非営
利の事業として運営する余裕はない（21），として非営利から営利への転換を推奨
している．
③公的機関マネジメントの恒久的な課題
次に，公的機関には経営効率上の観点から恒久性のある課題があることに
ついて，ドラッカーは，『マネジメント ― 課題・責任・実践（Management：
Tasks, Responsibilities, Practices, 1973）』において，政府機関，学校，大学，研究
所，病院等の公的機関に通用する組織の理論についてはいまだ構築されておら
ず企業のマネジメントと比較すると入口の段階にあることを指摘した上で（22），
公的機関の収入について，納税者や顧客が機関の成果や業績に対して支払いを
受けるのではなく，予算から支払いを受けること，また公的機関の背後には支
払いを強制する公権力が控えているため，予算の獲得こそが成果を測る第一の
判定基準となってしまい，市場への貢献や目標の達成は二義的となる予算型組
織であることにより，公的機関自体による間違ったもの，古くなったもの，陳
腐化したものの廃棄を難しくさせ，非生産的な仕事を抱えてしまうのだと分析
している（23）．その分析を踏まえ，ドラッカーは，公的機関の組織運営に求めら
れることは，手続き，手法などの過剰を排除し，自らと組織を意識的に成果に
集中させる人材を投入することにより，機関に特有の目的，ミッション，機能
を徹底的に検討し成果に向けてマネジメントすることである，としている（24）．
④民間企業経営の公益性
渋沢栄一の民間企業が持つべき経営思想については，「仁義道徳と生産殖利
（25）
とは，元来ともに進むべきものであります．」
と述べたように，論語の仁愛道
義すなわち慈悲の心を持って行うべき正しい道を第一義とし，営利の追求や資
本の蓄積はこの道義に合致するものであるべきとする「道徳経済合一説」に基
づいており，この利義合一の思想こそが東西両洋に通じる不易の原理であると
した（26）．さらに渋沢は，企業経営は資本家の利益のみではなく国家社会に対し
て利するべき存在であるとし，自らの企業経営の心がけとして「一箇人に利益
ある仕事よりも，多数社会を益してゆくものでなければならぬと思い，多数社
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会に利益を与えるには，その事業が堅固に繁昌してゆかなくてはならぬという
（27）
ことを，常に心としておった．
」
と述べ，
「その事業を経営していく暁に，ひ
とり自己の利益となるばかりでなく，同時に国家社会をも益するような仕事で
（28）
と民間企業こそが利益を享受しながら国家的な観点で公
なければならぬ．」
益性の高い事業を営むべきことを説いている．
⑤ PFI の基本理念の合理性
上記の，ドラッカーによる公的機関のイノベーション及びマネジメントの制
約についての指摘から，公的機関によるイノベーションが公的機関の制度的な
制約により阻害されること，また公的機関のマネジメントが根幹となる予算制
度により経営効率上の根本的な課題を抱えてしまうことが明確にされている．
一方で，渋沢による「道徳経済合一説」により民間企業が国家的な観点で公益
性の高い事業を行うべきことが説かれている．これら公的機関，民間企業（民
間事業者）両者の課題に対して PFI はどのような事業手法となり得るのか考え
てみたい．
PFI は発祥の地であるイギリスにおいても明確な法的根拠がなく，その名の
通り政策手法（Initiative）を示したものである．従来型の社会資本整備におい
ては，民間事業者による公共施設の設計・建設請負及び事業運営の業務委託が
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従って PFI は，民間事業者が主導で公共事業運営を行い，公的機関はそのた
めに必要な法制度や対価支払い方法などでの支援を行うことで民間事業者の創
意工夫により公共事業の事業性を改善し，低コスト，高品質でのサービス提供
を可能とする手法であるといえる（29）．

従来型公共事業
公共

民間

PFI 事業
公共

民間

企画・計画
資金調達

発注

設計（外注）

発注

設計

建設（外注）

発注

建設

発注

維持
管理

維持
運営
管理
（外注）

企画・計画

資金調達
PFI 事業
設計
建設
維持
管理

サービス
提供

運営

サービス
提供

住民

住民

図 4 - 1：従来型公共工事と PFI 方式の違い
出典：株式会社民間資金等活用事業推進機構 HP

個別発注で行われてきたが，あくまで公的機関が主体的に事業を企画し，公共
事業のすべてのフェーズにおいて公的機関が直接仕様を定め，その仕様を低価

⑥ PFI の基本理念が官民双方にもたらすもの
この PFI の基本理念は，公的機関のイノベーションの限界とマネジメントの

格で実施できる民間事業者を業務毎に入札で選定し業務毎に委託していた．
しかしこの従来型の社会資本整備の方式では，ドラッカーが指摘するように
公的機関側が予算の獲得と消化を優先し，性能面，コスト面の改善は比較的優
先度が下がる傾向があるため効率性に難点が生じる可能性が高い．一方で民間

制約による非効率性の問題に対して与える効果としては，公的機関は公共事業
における予算や仕様を包括的なもので示す程度に留められ，事業費用について
は民間事業者間の入札に際しての事業全体の価格競争により大きな削減効果が
期待されること，事業実施中も民間事業者の実施状況のモニタリングや支援を

事業者側にとっても独自の技術，運営ノウハウを提案する機会が少なく低コス
トでの提供が主目的となるため健全な競争性が疎外され，技術，運営ノウハウ
の改善意欲が削がれるというデメリットが多かった．
これに対して，PFI では，公的機関が民間事業者から公共サービスを購入す

行う程度に業務内容が簡素化され，結果として公的機関の業務量増大による組
織の肥大化やコストの増大を抑制できることとなる．
一方で民間事業者にとっては，国や地方公共団体等が行ってきた事業が民間
事業者に委ねられ，事業によっては物販や飲食をはじめとする民間収益事業が

る方式であることが大きな相違である．つまり，公的機関はもはや公共サービ
スの直接の提供者ではなく，民間事業者が公共サービスの提供者であり，公的
機関がサービスの対価を民間事業者に支払い調達するのである．また，PFI の
もう一つの大きな特徴として，民間事業者が従来方式のような発注者である公

併設されることから，新たな事業機会を創出することとなる．また，民間事業
者が持つ独自の技術，運営ノウハウを活用して高い公益性を維持しながら事業
を実施する提案を行う機会が創出されると共に，民間事業者が公共サービスを
間断なく高品質で提供するために公的機関が一定期間毎にモニタリングによる

的機関に対する請負業者，受託業者という一方的な主従関係から脱却し，公共
サービス提供事業の施設設計，建設，維持管理，利便施設や民間収益施設の運
営を公的機関が公表する要求水準に基づきながら一貫して提案し受注する立場
，民間事業者の技術，運営ノウハウと事業改善努力に
となるため（図 4-1 参照）
より事業の効率性を主体的に高めることでコストを削減し収益性を向上できる
というインセンティブが与えられることが挙げられる．

事業実施状況の検査を行うため，民間事業者に事業の公益性を維持するための
モラルが向上することが期待される．これらから，公的機関と民間事業者が対
等な立場で適切な役割とリスクの分担を行いながら新たな官民パートナーシッ
プを形成していくことが期待される．
更に，PFI 事業の実施に必要な資金調達方法として利用されるノンリコース
型のプロジェクト・ファイナンスの仕組みを用いる新たな資金需要が創出され
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ることで（30），民間金融機関への融資需要が増加するとともに，公的機関が公共
施設の整備費相当額を維持管理期間に渡って分割払いする場合に民間事業者が
公的機関に有する割賦債権を流動化するなどの新しいファイナンス・マーケッ

本事業は，市街地再開発事業の枠組みで実施し，都市再生本部の都市再生プ
ロジェクト第一次決定（平成 13 年 6 月）を受け，霞ヶ関三丁目南地区において，
第一種市街地再開発事業が推進された．主たる目的は，中央合同庁舎の整備と

トの創設につながることも考えられる．このようなファイナンス面においても
金融機関は事業継続性の確保のために公的機関と直接的な協定を結ぶことが求
められることから金融機関にも公益性を重視した行動が必要となる．このよう

併せて，官民協働の象徴として官民合築の庁舎整備を行うことと，都市再生の
契機となる事業として当該街区の高度利用を推進することにあった．民間事業
者が，霞が関中央官庁地区に所在する文部科学省，会計検査院両庁舎所在地に

に PFI 事業は，民間事業者側に高いモラルと公益性を備えるインセンティブを
与えるとともに新たな産業を創出し，国や地方公共団体の財政改善や国内の経
済構造改革を官民が共同で自律的に推進するという積極的な効果が期待される
といえる．
このようにドラッカーと渋沢が指摘した，官民双方のマネジメントや経営に

中央合同庁舎第 7 号館を設計，建設，維持管理，運営業務と付帯事業（民間収益
施設）の設計，監理，建設，維持管理・運営業務を実施する．メリットとしては
下記 a）〜 d）が該当する．
a）官民一体となったまちづくりへの新たな取り組み
中央官庁地区における新たなまちづくり対する取り組みとして当該敷地は

ついての課題を PFI は同時に解決に進める可能性を持つ事業手法ではないかと
結論付けることが出来るのである．

中央官庁地区に位置しているが，街区内に存する既存民間ビルも含めた総合的
な機能更新による新たなまちづくりを進めるべく，まちづくり協議会が設立さ

5．PFI 事業の成功事例と失敗事例
続いて，日本においてこれまでに事業化された PFI 案件について，具体的に
その例をまとめてみたい．まずは既に維持管理運営段階にある事業のなかで比
較的複雑な運営業務を含みながらも順調に稼働しているとされるものから 3 件
を成功事例として抽出した．次に，維持管理運営段階の途中に事業が中断され
事業契約解除に至った 1 件を失敗事例として抽出した．
①成功事例
ⅰ．中央合同庁舎第 7 号館整備等事業
事業地：東京都千代田区
事業内容：庁舎の施設整備業務・
維持管理業務・運営業務・市街
地再開発事業
事業方式：BTO 方式
施設整備期間：2003 年 4 月〜
2007 年 12 月
維持管理期間：2007 年 4 月〜
2023 年 3 月
図 5-1：中央合同庁舎第 7 号館全体計画図
出典：日本政策投資銀行 HP

2005 年 1 月 7 付
News Release

れ，まちづくりのあり方が議論された．
b）市街地再開発事業として整備することによる制度的メリット
民間地権者の従前資産を権利変換手法により権利床として確保する必要があ
り，市街地再開発事業を本事業に採用した．限られた敷地条件において複数棟
の施設整備により高度利用を図るため，官民一体となった施設整備によりまち
づくりを推進することとなった．
c）官庁施設として初めての PFI 事業であることを意識した進め方
官民の業務分担，リスク分担，各種事業スキームの検討から，VFM 算定方
法，実施方針公表以降の手続きのあり方，事業者選定のあり方など，その検討
内容は，「官庁施設の PFI 手続き標準（第 1 版）
」にとりまとめられている．
d）今後のまちづくり PPP 事業への活用
市街地再開発事業との合併施行や，民間収益施設の導入など，特殊要素が多
い事業であった．本事業での検討事項が，官民が連携して実施するまちづくり
PFI 事業の分野において有効に活用されることが望まれている（31）．

1 Non Recourse：不遡及，プロジェクトファイナンスは特定目的会社（SPC）に対して融資
を行うが，当該融資はプロジェクト（PFI 事業）で生じるキャッシュフローのみを返済原資
とし，SPC 出資会社（一般的に建設企業，維持管理企業等）への訴求は行わない．こ仕組み
をノンリコースという．
2 施設竣工時に公的機関に所有権を移転する BTO（Build Transfer Operate）方式の PFI 事業
においては，公的機関が施設整備費相当額について所有権引渡後の維持管理期間中に金利
と共に均等分割払いを行うことが一般的である．
3 Direct Agreement：直接協定，公的機関と金融機関の協定で，事業継続性が危ぶまれる事
象が生じた際に，SPC にプロジェクト・ファイナンスの即時返済を求めず，事業継続のため
新たな民間事業者を選定するなど金融機関の事業介入権（Step in Right）を取り決めたも
の．
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ⅱ．海上自衛隊呉史料館（てつのくじら館）

図 5-2：海上自衛隊呉史料館全景及び内部
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ⅲ．美祢社会復帰促進センター整備・運営事業
事業地：山口県美祢市
事業内容：刑務所の施設整備業
務・維持管理業務・運営業務
事業方式：BOT 方式，混合型
施設整備期間：2005 年 5 月〜
2007 年 3 月
維持管理期間：2007 年 4 月〜
2025 年 3 月

出典：海上自衛隊呉史料館 HP

事業地：広島県呉市
事業内容：史料館施設整備業務・維持管理業務・運営業務
事業方式：BTO 方式
施設整備期間：2005 年 4 月〜 2007 年 3 月
維持管理期間：2007 年 4 月〜 2014 年 3 月
本史料館は，海上自衛隊佐世保史料館の水上艦，鹿屋航空基地史料館の航空
機と並んで，潜水艦と掃海を展示する史料館である．海上自衛隊の有する資料
の展示・保存等を通じて，海上自衛隊員の教育及び，広く国民一般等への広報
活動により海上自衛隊に対する理解の促進並びに地域との共生に貢献すること
を目的としている．メリットとしては下記 a）
〜 c）が該当する．
a）海上自衛隊の歴史がわかる史料を展示
潜水艦の発展と現況や掃海艇の戦績と活躍等に関する歴史的な展示資料を通
して，海上自衛隊の歴史を紹介するとともに，呉市と海上自衛隊の歴史的な関
わりについて紹介できる．
b）海上自衛隊の活動に対する理解の促進
最近まで使用していた用途廃止済の実物潜水艦を資料等を展示する一方，イ
ンターネットによる情報発信にも力を入れることで，広く国民一般に知られて
いない海上自衛隊の潜水艦部隊及び掃海部隊の活動内容を分かり易くアピール
するとともに，海上自衛隊に対する理解を促進する．
c）地域との共生
海上自衛隊員への教育及び，広く国民一般への広報活動の場として品位を有
する魅力ある史料館としつつ，呉市の歴史，文化に配慮し，周辺施設との調和
を図ることにより，呉市との共生を図る（32）．

図 5 - 3：美祢社会復帰促進センター全景
出典：法務省 HP

本事業は，山口県美祢市に新設する刑務所（男女初犯受刑者 1,000 名収容）の
設計・建設・維持管理・運営の一部を行う事業で，日本における刑務所 PFI 第
1 号案件であるとともに，国案件で初めて BOT 方式を採用したものである．警
備，収容関連サービス，給食，リネン，清掃，教育，医療支援業務などの広範な
運営業務を民間に委託する事業として注目された．メリットとしては下記 a）〜
c）が該当する．
a）地域経済の活性化：
人口流出，過疎化が進展していた自治体に刑務所施設を誘致することによ
り，地域雇用の創出，人口定住による経済活力の活性化及び地域医療が充実化．
運営業務を多数包含する公共施設を誘致し，PFI 事業として実施することによ
り，地域へ経済効果をもたらす事も可能．
受刑者（1 , 000 名）や職員・家族（300 名）が新たに地域に移転することによ
り，地方交付税交付金年間約 1 . 2 億円の増加が見込まれる．また地方税年間約
0 . 6 億円，光熱水費年間約 2 億円，食材調達費年間約 1 . 2 億円等の新たな地元経
済への貢献も期待．常時 100 名程度の新たな地元人材の雇用も可能と試算され
ている．また，初期投資にも地元資源を有効活用し，地域との共生を図る事業
を展開．
b）民間の創意工夫によりサービスの質の向上
刑務作業を提供する企業の確保及び職業訓練科目の企画・実施を民間事業者
に委ねることにより，社会貢献性が高く，変化に富み社会とのつながりを意識
できる作業の提供が可能．
c）構造改革特区の活用による民間委託事業範囲の拡大
本事業では，構造改革特別区域法に基づいた特区の認定を受けることによ
り，公権力の行使にかかわる業務も含め，総務，収容関連サービス，警備，作
業，教育及び医療に関する業務など多数の運営業務が事業範囲．これら運営業
務の包括的委託と長期契約により業務の効率化が期待される（33）．
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②失敗事例
近江八幡市立総合医療センター

には事業契約解除による違約金等を含めても PFI 事業を直営化したほうが 126
億円の削減となることが分かった（35）．公益性の高い病院運営事業において民間

事業内容：医療関連業務【政令8業務】
・
その他医療関連業務・調達業務等（大
型医療機器の一部の調達，医療情報シ
ステムの開発・整備・運用）
・維持管理
業務・レストラン，売店
事業方式：BOT方式
契約金額：655億5,000万円
病院床：407床（一般403，感染症4）
図 5-4：近江八幡市立総合医療センター全景 施設整備期間：2004年10月〜 2006年4月
出典：一般財団法人建築環境・ 維持管理期間：2006年10月〜 2036年9月
省エネルギー機構 HP
（2009年3月に事業契約解除）

事業者側が高率の金利を課し，それについての市側の検証が審査時にはなかっ
たこと，VFM の算定根拠が事業契約締結を諮る市議会で市側から明確に示さ

本事業は，入札により大手建設会社を代表企業とするグループが担うことに
なり，SPC として PFI 近江八幡㈱を設立，建設費 128 億円を投じ，延 32 . 9 , 000
㎡，病床数 407 床を擁する病院として近江八幡市立総合医療センターを整備し
ている．当病院は，近江八幡市のみならず，東近江保健医療圏（同市を含む 2 市
3 町より構成）の中核病院，他の保険医療圏もカバーする救急医療や小児医療
の拠点病院，また災害拠点病院，臨床研修病院，地域周産期母子医療センター
等の機能も併せ持つ病院として，滋賀県の医療体制の中で重要な位置付けを占
めている．
本事業においては，SPC である PFI 近江八幡が，設計・建設・施設所有・資
金調達に加え，管理運営のうち①政令 8 業務，②それ以外の医療関連事務，③調
達業務等，④維持管理・その他業務を担う．一方，行政（病院）は，前記のとお

れなかったことなど，PFI 事業黎明期の問題が多数生じた事例である．

6．今後の PFI 事業の方向性
①サービス購入型 PFI と不動産を活用した運営重視型 PFI への二分化
3．③で分類した事業類型のうちサービス購入型については，民間事業者が実
施した施設の設計・建設・維持管理・運営に対して公的機関がコストを事業期
間内に施設の利用状況に関係なく全額負担するのが原則であり，民間事業者の
事業リスクが生じる可能性が極めて低い．このため，PFI 事業への新規の参入
を目指す，あるいは事業リスクを負うことが経営方針と馴染まない民間事業者
によるサービス購入型 PFI へ参画が続くものと思われる．
一方で，「PPP/PFI 推進アクションプラン」では公的不動産を利活用する
PFI 事業について，人口 20 万人以上の地方公共団体での実施を促進しているこ
とから，人口集中地域において，公的機関の遊休地活用や公共施設建て替え時
にこの事業を採用することが予想される．特に，首都圏を中心に不動産投資の
拡大基調が継続している現在においては，公的機関の不動産を民間事業者が活
用し，公共施設との合築または分棟により民間向けのオフィスや商業施設を整
備して不動産運営事業を行うことで，賃貸市場への新規物件の供給に繋がり，
結果として不動産市況の行き過ぎを控え，安定化させる経済効果もあることか
ら民間事業者の公益性の向上にも十分寄与できるものと思われる．
このように，民間事業者の側に立って考えた場合，PFI 法では民間事業者に

り診療業務を担い，あわせて，ノンコア業務のうち医療機器（大型機器の一部
を除く）の調達・保守点検，医薬品・診断材料の調達も担う分担となっていた．
維持管理開始後，施設整備費約 145 億円の割賦支払いが開始されたが，民間
事業者の提案に基づく割賦金利が年利 5 . 37％，事業期間 30 年間での総支払額

よる事業の提案も認められていることを鑑みると，民間事業者側にリスクの生
じないサービス購入型と運営リスクを負う運営重視型 PFI への二分化が進むの
ではないかと考えることができる．

が約 98 . 5 億円と高額であった．また，SPC の毎期の純利益は約 1 . 2 億円とサー
ビス購入型 PFI 事業としては高い利益を得ていた．一方で近江八幡市の病院事
業会計は初年度から▲ 27 . 6 億円と大幅な赤字決算となり，2006，2007 年度の

②コンセッション方式の拡大
3．②及び④で触れたように，「PPP/PFI 推進アクションプラン」に基づき，
政府主導でのコンセッション方式の導入促進が今後も継続するもの考えられ
る．コンセッション方式とは，利用料金の徴収を行う公共施設について，施設

決算で内部留保資金が底をつき，数年後には市自体が早期健全化団体へ転落す
ることが危ぶまれる事態となった（34）．このため開院直後に着任した市長の主導
で事業契約を見直し，国から病院企業債を年利 2.5％（設備機器は同 1.2％）で調
達したうえで病院施設を市が買い取り，民間事業者側に違約金約 20 億円を支
払って 2009 年 3 月に PFI 事業契約を解除することとなった．違約金には SPC や
融資金融機関の遺失利益が含まれる内容であった．事業開始前の VFM 算定で
は直営に比較して PFI 方式の方が 118 億円の節減効果があるとされたが，実際

の所有権を公共主体が有したまま，施設の運営権を民間事業者に設定する方式
のことで，公的主体が所有する公共施設等について，民間事業者による安定的
．
で自由度の高い運営を可能とするものである（図 6-1 参照）
具体的なメリットとして，公的機関は，当該施設の所有権を有したまま運営
等のリスクを移転することができ，運営権対価を徴収することにより施設収入
の早期回収の可能性が高まる．一方で，民間事業者の創造性や運営ノウハウに
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より，事業経営・事業実施を効率化し，住民や利用者のニーズを踏まえたサー
ビス向上の実現が期待される．さらに運営権を財産権と認め，その譲渡を可能
とするとともに，抵当権の設定，減価償却等によって資金調達が円滑化するこ

延長線上にある経済政策や金融政策では経済発展の起爆剤とはなり得ない現代
において，民間事業者が主体的に公的部門の事業に参加し，社会便益の向上に
直接貢献できる PFI 事業はより一層の重要性を帯びてきていることは疑いのな

となどが期待され，公的機関，民間事業者，住民等利用者，投資家の四者にとっ
てそれぞれ有益であるとされており，特に空港，上下水道，道路，文教施設で重
点的に採用する方針としている（36）．

いところである．今後公的機関と民間事業者の連携が一層深まり，PFI 事業が
更に拡大し日本経済への正の影響力がより高まることを確信している．

2017 年 8 月末現在で，但馬空港，関西空港，大阪空港，仙台空港，愛知県道
路公社で運営中であり，全国の空港や上下水道事業について導入の動きがあ
る（37）．

【注】
（1）野田由美子『PFI の知識』
（2003）日本経済新聞社
（2）第一勧業銀行
pp. 37 - 43

日経文庫

国際金融部編『PFI とプロジェクトファイナンス』
（1999）東洋経済新報社

（3）渡辺隆之『英国における PFI の導入と活用について（資料）』
（1999）日本銀行国際局国際調
査課 p. 2
（4）内閣府民間資金等活用事業推進室（PFI 推進室）HP
（5）杉浦勉『英国 PFI 事業の展開と適用領域』
（2013）関西大学
（6）上掲（5）
『英国 PFI 事業の展開と適用領域』
（2013）関西大学

政策創造研究第 6 号
政策創造研究第 6 号

p. 95
p. 87
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（2000）地域経済研究推進協議会第 12 回研
究集会報告書 p. 92

図 6-1：コンセッション方式のスキーム図
出典：全国地域 PFI 協会 HP

7．おわりに
本稿では，イギリスでの PFI 事業方式の導入と発展の過程，日本での PFI 事
業方式の導入と事業手法の展開を確認し，PFI 事業方式は P．F．ドラッカーが
指摘した公的機関の経営の本質的な課題と，渋沢栄一が終生主張した民間事業
者に求められる公益性についての課題の両面を解決の方向に進める手法ではな
いかと結論付けた．そして日本の PFI 事業の事例を示し，今後の PFI 事業の方
向性について考察していくなかで，事業難易度の二分化とコンセッション方式
の拡大が進むことを推測されるものと考察した．今後の PFI 事業の発展には民
間事業者の更なる提案，運営能力の向上，そして事業推進のための公的機関側
の体制作りと人材育成が求められていくことは想像に難くない．
PFI 法が成立した 1999 年からこれまで，日本の財政事情は残念ながら好転で
きておらず，増加する一方の国債については日本銀行による引き受けが尚も継
続し，これにより金利が史上最低レベルに踏みとどまっているにも関わらず民
間事業者の投資需要が伸びている印象が乏しい状況にある．こうした従来型の
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アダム・スミスからドラッカーへ
Drucker’s Coming, Post-Adam Smith’s Age

田中文武

Fumitake Tanaka

（本会会員）

Summary
Drucker criticized Classical School of Political Economy. Because he had his own
idea for an evolving theory of Economic Development. The theory is composed
of his established concepts such as Business Purpose, Concept of Corporation,
Free Enterprise, Profit, Productivity, Marketing, Innovation and Entrepreneurship,
and evolving concepts such as Knowledge, Communication, Organization, and
Governance. I pic out and show important points from these.

1．はじめに
前々号の『社会生態学の組織論』では，20 世紀の社会科学が排除してきた
人間性の生物学的側面に着目し，
“社会生態学”の視点から社会科学の再構築
を試み，社会科学の新しい方法論に関する基礎的な考察をおこなった（1）．前号
の『
「ポスト資本主義社会」の研究』では，ドラッカーの 1993 年の著書「ポスト
資本主義社会」の思想的な背景と現代的な意義について評論し，彼の着想にヒ
ントを得て，情報とコミュニケーションに焦点をあてた新しい学説を提起し
た（2）．本稿『アダム・スミスからドラッカーへ』では，アダム・スミスを祖とす
る古典派経済学の学説に対し，ドラッカーがどのような批判を加え，それに代
わるどのようなアイデアを彼が創造したのかについて，彼の著作の一部を紹介
して明らかにする．

2．ドラッカーに影響を与えたシュンペーターの「経済発展の理論」
ドラッカーは，1983 年の論文「シュンペーターとケインズ」で自ら述べて
いるように，シュンペーターの経済理論の影響を強く受け，これを支持してい
た（3）．彼は，シュンペーターの 1911 年の著書「経済発展の理論」を，「利益に経
済的な機能を与えた」として評価している（4）．
シュンペーターの経済学では，問題は常に，利益は十分にあるかという
ことである．未来のコスト，企業存続のコスト，創造的破壊のコストを賄
うに十分な資本形成は行なわれているかということが問題になる．（すで
（5）
に起こった未来）
ドラッカーは，シュンペーターの「経済発展の理論」を継承した．彼は，古典
派経済学が「利益」と呼ぶものは，
「真のコスト」と呼ぶべきものであり，
「企
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業存続のコスト」
，「未来に備える保険コスト」
，
「創造的破壊のコスト」である
（6）
と主張する ．これらの“真のコスト”を賄うための資本形成が，今日の雇用を
維持し，明日の雇用を創出するための手段である．
シュンペーターの有名な言葉によれば，イノベーションとは創造的破壊
である．それは昨日の資本設備と資本投資を陳腐化させる．したがって，
経済が発展するほど資本形成が必要となってくる．経済における富の増殖
能力を維持するために，今日の雇用を維持し明日の雇用を創出するため
（7）
に，資本形成と生産性向上が不可欠となる．
（すでに起こった未来）
シュンペーターの経済モデルにおいて，
「利益」とは，資本形成と生産性向上
をともに持続させるために必要な「未来のコスト」
（真のコスト）を賄うために
ある．
シュンペーターの経済モデルは，我々が必要とする経済政策の出発点と
して唯一有効なものとなる．とくに高度先進国の経済理論と経済政策の基
本問題は明白である．それは，技術革新と雇用維持をともに実現させるた
めに，いかにして資本形成と生産性を維持していくか，未来のコストを賄
うために必要な最小限の利益はどれだけか，そして何よりも，現在の雇用
を維持し新しい雇用を創出するために必要な最小限の利益はどれだけか，
という問題である．
（すでに起こった未来）（8）

3．
“経済発展の理論”における“利益”の概念
ドラッカーは「経済発展」を次のように定義している．
「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．
（マネ
（9）
ジメント）
「経済発展」とは，雇用一人当たりの投下資本を増やすことによって，労
働と生活の質の向上をもたらすような経済の能力を増大させていくことで
ある．
（すでに起こった未来）（10）
ドラッカーの著作を年代を追って読み比べてみると，1946 年の「企業とは何
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て成果をあげさせる．そして企業の生み出す“利益”の蓄積が資本を形成し，企
業家による創造的破壊が社会の生産性の向上に寄与する．自由な企業活動に伴
う資本形成と企業家精神に基づく生産性の向上が経済発展の基礎になるのだか
ら，企業こそが経済発展の主役である．ドラッカーの自由企業体制の理論の中
核を構成するこの主張は，彼の生涯を貫く最も基本的な考え方である．
1954 年の著書「現代の経営」では，
“利益”は企業や事業の目的ではなく条件
であるとし，かつビジネスの妥当性の尺度であるとした．
利益は，企業や事業の目的ではなく条件なのである．また利益は，事業
における意思決定の理由や原因や根拠ではなく，妥当性の尺度なのであ
（13）
る．（現代の経営）
未来のリスクを賄うための利益，事業の存続を可能とし，富を生みだす
資源の能力を維持するための最低限度の利益をあげることは，企業にとっ
て絶対の条件である．この「必要最小限の利益」が，事業の行動と意思決定
を規定する．まさに，それは事業にとっての枠であり，妥当性の水準であ
（14）
る．（現代の経営）
1975 年の論文「利益の幻想」では，経済学や会計学において一般に「利益」と
呼ばれるものは，「三つの測定可能な真のコスト」のことであると主張した（15）．
「真のコスト」とは前述の「未来のコスト」と同義であり，後述のとおり，事業
遂行・事業存続のために見込まれるコストのことである．
ところで，この論文「利益の幻想」の中でドラッカーは，“自由企業体制”に
対する最大の脅威は，自由企業体制に対する大勢の一般の人の無知にあると主
張している．このように，やや回りくどいような言い回しを用いて現状の支配
的な価値観や一般の常識とされている論理に異を唱え，これらを暗に批判し，
しかしあからさまに論争を仕掛けたりせず，ユニークな理論を淡々と説き続け
るあたりがいかにもドラッカーらしい．
企業人はよく，一般の人は経済を知らないとこぼす．もっともである．
自由企業体制に対する最大の脅威は，大声の一部の人の企業への敵意では
なく，自由企業体制の仕組みや機能に対する一般の無知にある．（すでに
（16）
起こった未来）

か」以降，彼の文筆活動は“経済発展の理論”の体系化を目指していたことがわ
かる．
彼は 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

4．
“真のコスト”とは何か

の「企業とは何か」でこの構想を“自由企業体制”として，具体的に論じた．こ
の構想の基本にあるのは，
「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」という原則であり（11），この構想の論旨を端的に表現すれ
ば，
「経済発展を社会の目標にする」ということである（12）．自由企業体制のも
とで，人々はビジネスを通じて社会に貢献し，企業は人々に位置と役割を与え

1973 年の著書「マネジメント」では，「マネジメントたる者は，事業上のリ
スクを負い，将来の活動に着手するうえで必要な利益の最低限度というものを
知っておかなければならない」と述べた（17）．事業遂行・事業存続のために見込
まれるコスト，すなわち「真のコスト」をカバーできるだけの利益をあげるこ
とこそ，企業の経済的・社会的責任である．企業が利益をあげることは，企業
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の社会的責任そのものである．1975 年の論文「利益の幻想」では，次の三つの
結論が導かれた（18）．
① 利益とは，資本主義に特有のものではなく，あらゆる経済体制において
前提条件である．市場経済・計画経済を問わず，営利・非営利を問わず，
「利益」という呼称を用いるか否かを問わず，それは，あらゆる組織が活
動し存続するための「真のコスト」を賄うものを指す概念である．
② 企業会計上，「真のコスト」を記述すべきである．現行の会計原則は，そ
のようになっておらず，改めるべきである．事業存続のコストとして，
将来にわたって支払いが見込まれる労働者の年金保険料や，経営陣への
ボーナスなども，原価会計や減価償却と同様に，会計上把握されるべき
である．
③ マネジメントは，利益などというものは存在しないこと，存在するのは
コストのみであることを，自分自身にも社会にも徹底的にたたき込まな
ければならない．
「真のコスト」をカバーする利益をあげることこそ，企業に特有の経済的・社
会的責任である．したがって，資金コスト，明日のリスク，明日の労働者や年金
生活者のニーズに見合う利益をあげていない企業は，社会から収奪している企
業である（19）．

5．三つの測定可能な真のコスト
1975 年の論文「利益の幻想」では，
「真のコスト」を構成する要素として，次
の三種の類型を示した．
①資金コスト
資金コストとは，重要資源や生産要素を確保するための真のコストのことで
ある．生産要素としてのあらゆる資源の獲得のために，資金コストがかかる．
財務上の責任こそ，経営陣と企業の仕事ぶりの評価の鍵となるものである．
資金コストを回収できないということは，賃金や原料のコストを回収で
（20）
きないことと何ら変わるところはない．
（すでに起こった未来）
②保険コスト
保険コストとは，あらゆる経済活動に付随するリスクや不確実性に対する備
えのためのコストのことである．保険料をねん出することが，利益と利益率の
役割である．
火災などの自然現象のリスクに備えることはいうまでもなく，経済的，技術
的，社会的なリスクや不確実性にも企業は備えなければならない．なぜなら，
経済活動とは，現在の資源を未来にゆだねることだからである．第一に，製品・
生産工程・設備などの陳腐化について，第二に，市場・流通チャネル・消費者
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の価値観などの変化について，第三に，経済・技術・社会の変化について，リス
クと不確実性に備えて資源を未来にゆだねることである．したがって，保険料を
ねん出することが，利益と利益率の役割である．リスクや不確実性に適切に備え
ていない企業は，株主から，あるいは年金基金から，あるいは社会から委託され
た富の創出のための大切な資産を危険にさらしているものとみなされる．
マネジメントに対する正しい問いは，
「その事業が生み出す利益は最大
どれだけか」ではなく，
「その事業の未来のリスクをカバーするために最
小限必要な利益率はどれだけか」でなければならない．もし利益率が，そ
の最小限の水準に達しないならば，真のコストをカバーできず，自らを危
険にさらし，国民経済を衰退させる一因となってしまうことになる．（す
（21）
でに起こった未来）
③明日の雇用と年金のコスト
明日の労働者の賃金や年金生活者への社会保障給付は，いずれも，企業に
とっても国民経済にとってもコストである．
利益とは，明日の雇用であり，明日の年金である．明日の雇用や年金は
いずれも，企業にとってのコストであると同時に，国民経済にとってのコ
ストである．企業の利益は，それが留保されようと，配当として資本市場
に還流しようと，明日の雇用を生み出すための資本形成の最大の源泉であ
り，明日の年金のための資本形成の最大の源泉である．経済発展とは，雇
用一人当たりの投下資本を増やすことによって，労働と生活の質の向上を
もたらすような経済の能力を増大させていくことである．（すでに起こっ
（22）
た未来）
雇用や年金の増大に応えられるだけの利益をあげられない企業は，つまるとこ
ろ，自社にとってのコストも国民経済のコストもカバーしていないことになる．

6．
“利益”

の概念をめぐって展開されたドラッカーの古典派経済学批判
本稿ではこれまで，シュンペーターの「経済発展の理論」から派生したド
ラッカー流の「自由企業体制」の理論に特有の利益の概念についてみてきた．
ドラッカー流の「利益」の概念は，この「自由企業体制」の中核概念であるとい
うことができる．わたくしはこの概念の思想的背景を探るために，ドラッカー
の主要な著作を年代を追って比較してみた．すると，「利益」の概念をめぐり，
古典派経済学批判の立場を鮮明にするドラッカーの論旨が明らかになっていっ
た．本稿では以下，ドラッカーの代表的な三つの著作，「企業とは何か」
（1946
年），「現代の経営」
（1954 年），「マネジメント」
（1973 年）から一部を引用し，
経済発展の理論とマネジメントの理論の体系化を通じて壮大な社会思想の体系
を著したドラッカーの思索の軌跡を追う．
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ドラッカーは「企業とは何か」
（1946 年）で，
「利益」と「利潤動機」を混同す
ることの問題を次のように指摘している．

「現代の経営」
（1954 年）では，企業を社会の機関，経済成長の機関として位
置づけ，ビジネスの目的は顧客の創造であると主張した．

経済発展の鍵は，働く者一人当たりの投資を増大させることにある．投
資が生産量と生産性を左右する．その投資を可能にするものが利益であ
る．
今日，天然資源への依存は限界にきた．これからは資本の源泉としては
利益に頼らざるをえない．
第一に，近代技術による産業生産の発展には，天然資源では賄うことの
できない量の資本を必要とする．それは生産活動による利益に頼らざるを
えない．
第二に，産業化が世界的現象となり，先進国の原材料生産を担っていた
植民地が自らのために自らの天然資源を必要とするようになった．
第三に，もはやかつてのように天然資源を思うままに使うわけにはいか
ない．土地の浸食，森林の破壊，原油と鉱産物の過剰消費は世界的に進行
している．特に二つの大戦間に見られたアメリカの大量消費にははなはだ
しいものがあった．国の存続，繁栄，防衛の観点からも，天然資源の保全が
必要となっている．これを資本代わりにすることはもはや許されない．資
本形成は，再生産可能な資源，すなわち利益によって図らなければならな
い．
もちろん社会には，利益をあげえようのない社会的な活動というものが
ある．しかし，それらの活動に要するコストは，ほかの経済的な活動があ
げる利益によって賄わなければならない．さもなければ社会全体が地盤沈
下をきたす．
加えて利益とは経済合理性のことである．経済活動の評価において，経
済合理性に勝るものがあるはずがない．
このように初歩的なことが理解されないのは，社会的な行動に関わる客
観的事実としての利益と，人間の主観的欲求としての利潤動機の混同があ
るからである．この混同は，利益の淵源を経済活動に伴う客観的な事実と
してではなく，人間の心理的な欲求に求めた古典派経済学から始まった．
古典派経済学のこの間違いは，経済発展の時代に生まれた経済学であり
ながら，その理論を静的な経済，すなわち均衡の概念の上に築いたことに
起因する．
もちろん静的な経済でさえ，損失に対処するには利益を必要とする．し
かしその損失は，経済活動に不可避のものではなく，天候不順，病虫害，悪
疫など経済外の事象によってもたらされるものである．古典派経済学の抽
象性は，それら外的要因の無視に由来する．まさに古典派経済学は数学ま
（23）
がいの純粋理論を志向していた．
（企業とは何か）

シアーズ物語（24）から得られる第一の結論は，企業は人が創造し，人がマ
ネジメントするということである．企業は人以外の力がマネジメントする
ものではない．
シアーズ物語から得られる第二の結論は，事業は利益の観点からは定義
も説明もできないということである．
事業体とは何かを問われると，たいていの企業人は利益を得るための組
織と答える．たいていの経済学者も同じように答える．この答えは間違い
なだけではない．的外れである．同じように，企業とその行動に関する一
般に流布されたある経済理論，すなわち利益最大化の理論も完全に破綻し
ている．
経済学は，企業の目的は利益の最大化であるという前提に立つ．しかし，
最近の経済学はこの理論を大幅に修正しつつある．
利益は，企業や事業の目的ではなく条件なのである．また利益は，事業に
おける意思決定の理由や原因や根拠ではなく，妥当性の尺度なのである．
企業人の代わりに私欲の無い天使が役員の椅子に座っても，利益につい
ては関心をもたざるを得ない．このことは，天使とはかけ離れた存在であ
るソ連の企業体を経営する人民委員についてもいえる．なぜならば，いか
なる事業においても，必要なことは，経済活動に伴うリスクをカバーし，
赤字に陥らないために必要な利益をあげることだからである．
利益についてこのような混乱を招いた原因は，利潤動機という本能的な
動機が企業人の行動の動機であり基準であるとする誤った考えにある．し
かし，利潤動機なる本能的な動機の存在そのものさえ疑わしい．利潤動機
とは，そもそも古典派経済学が経済行為を説明するために考え出したもの
である．実際には，利潤動機についてはその存在を否定する事実しかない．
そればかりか，古典派経済学が利潤動機によって説明しようとした経済的
な変化や成長については，かなり前からそのようなものを説明できるよう
になっている．すなわち，企業行動を理解するうえで，利潤動機なるもの
の有無は関係ない．利益や利益率を理解するうえでも関係ない．
利潤動機やそこから派生する利益最大化の概念は，企業の機能，目的，
マネジメントとは無関係である．いや，そのような概念は無関係であるよ
りも，さらに悪い．害を与えている．それは利益の本質に対する社会の誤
解と，利益に対する根強い反感の主たる原因となっている．そのような誤
解と反感こそ産業社会にとっての病原菌である．
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，
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その目的は社会にある．企業の目的として有効な定義は一つしかない．す
なわち，顧客の創造である．
顧客を創造するのは企業の行為である．企業が何かを決定するのは顧客
である．経済的な資源を富に変え，ものを商品に変えるのは顧客だけであ
る．
顧客だけが雇用を創出する．社会が企業に資源を託しているのは，その
顧客に財とサービスを供給させるためである．
ようやくわれわれは，事業の本質に関する考察において，通常スタート
地点となっている利益や利益率について論じることができるところまで来
た．本書が，通常のように利益や利益率から始めなかったのは，利益が原
因ではなく結果だからである．それは，マーケティングとイノベーション
と生産性に関わる仕事ぶりの結果である．
利益の第一の機能は，仕事ぶりを判定するための尺度である．それは，
ソ連の共産主義者が 1920 年代の初めに利益の概念を抹殺しようとしたと
き直ちに知ったように，事業活動の唯一の評価基準である．利益による業
績の評価は，フィードバックと同じ構造をもっている．
利益には，これに加えて第二の重要な機能がある．経済活動はその本質
として，未来に焦点を合わせる．そして未来について唯一確かなことは，
その不確実性すなわちリスクにある．
われわれは未来については何も知ることができない．しかし，予測ある
いは予想の対象が遠い未来であればあるほど，リスクが幾何級数的に増大
することは知っている．
企業にとって第一の責任は，存続することである．言い換えるならば，
企業経済学の指導原理は利益の最大化ではない．損失の回避である．企業
は事業に伴うリスクに備えるために，余剰を生みださなければならない．
リスクに備えるべき余剰の源泉は一つしかない．利益である．
未来のリスクを賄うための利益，事業の存続を可能とし，富を生みだす
資源の能力を維持するための最低限度の利益をあげることは，企業にとっ
て絶対の条件である．
この「必要最小限の利益」が，事業の行動と意思決定を規定する．まさに，
（25）
それは事業にとっての枠であり，妥当性の水準である．
（現代の経営）
「マネジメント」
（1973 年）では，あらゆる組織が社会的機関であるとして，
組織に特有・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．企業社会から多元社会への移行期にあって，企業に限らず，あらゆる組織
の社会的責任とは何かについて言及した．
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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，その組織は何かではない．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．
マネジメントには，自らの組織をして社会に貢献させるうえで次の三つ
の役割がある．
（1）自らの組織に特有の目的とミッションを果たす．
（2）仕事を生産的なものとし，働く人たちに成果をあげさせる．
（3）自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに，社会的な貢献
を行なう．
マネジメントには，第一に，それぞれの組織に特有の目的とミッション，
社会的な機能を果たす役割がある．企業においてそれは経済的な成果をあ
げることである．
企業と公的サービス機関の違いは，この社会的な機能にある．他の機能
に違いはない．企業だけが特別の機能として経済的な成果をあげなければ
ならない．企業は経済的な成果のために存在する．病院，教会，大学，軍に
おいては，経済は制約条件にすぎない．ところが企業においては，経済的
な成果が存在の根拠であり，目的である．
組織がそれぞれに特有の使命を果たすことは，社会が最も関心を持ち最
も必要としていることである．個々の組織が，その特有の機能を遂行する
能力を損なったり減少させたりしては，社会の損失である．
いかなる組織といえども，本来の機能の遂行こそ最大の責任である．こ
の責任を果たせないならば，他のいかなる責任も果たせない．したがって，
社会的責任の最大の限界は，組織の本業における成果に支障をきたすこと
である．このことは，社会にとっての経済的機関である企業について特に
いえる．
マネジメントたる者は，事業上のリスクを負い，将来の活動に着手する
うえで必要な利益の最低限度というものを知っておかなければならない．
彼らが利益の機能について無知であるかぎり，すなわち彼らが利潤動機な
るものについて考えかつ論じている限り，社会的責任について合理的な意
思決定を行うことも，それを組織の内外に対して説明することもできな
い．
社会的責任に関しては，企業以外の組織にも限界がある．自らの組織に
特有の機能を危うくしては，いかなる高尚な動機であっても無責任という
べきである．自らに能力のない仕事を引き受けることも無責任である．そ
れはある意味むごい行為である．期待をもたせた挙げ句，失望させる．
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組織は，それぞれの分野で成果をあげることを目的とする社会の機関で
ある．それらの組織が果たすべき最大の貢献，すなわち最大の社会的責任
とは，自らに特有の機能を果たすことである．したがって，最大の無責任
とは，能力を超えた課題に取り組み，あるいは社会的責任の名のもとに自
らに権限のないことを行い，それによって，自らの成果をあげる能力を損
（26）
なうことである．
（マネジメント）

7．
“ビジネス”に関するドラッカーとM・フリードマンの理論の比較
ミルトン・フリードマン（1912 年 7 月 31 日－ 2006 年 11 月 16 日）は，ドラッ
カー（1909 年 11 月 19 日－2005 年 11 月 11 日）と同年代を生きたシカゴ学派の経
済学者である．貨幣数量説を主唱して 1976 年にノーベル経済学賞を受賞し，シ
カゴ学派を全盛期へと導いた．ドラッカーとフリードマンは多くの点で実に対
照的である．本稿では，
“ビジネス”
（business）の目的に関する両者の定義を比
較してみる．
フリードマンは，1970 年に発表した論文で，
「企業の社会的責任とは，自社
の利潤を増やすことである．
」と主張した．
The social responsibility of business is to increase its profits.（27）
（Milton Friedman）
ドラッカーは，1954 年の「現代の経営」で，
「企業の目的として有効な定義は
一つしかない．顧客の創造である．
」と主張した．
There is only one valid definition of business purpose：to create a
（Peter F. Drucker）
customer. （28）
ドラッカーは，前述のとおり，1946 年の「企業とは何か」以降，古典派経済学
の「利潤動機」と「利潤最大化」の理論を一貫して批判した．ドラッカーは，古
典派経済学を継承したフリードマンとは，
「利益」ないし「利潤」の考え方をめ
ぐり，真っ向から対立する立場をとっているといえる．しかし，自由主義を標
榜する点で，両者の考え方には親和性があることは見逃せない．特に，ビジネ
スの目的に関し，前記のような見解の相違があるのに，他方で企業の社会的責
任に関し，両者の見解には共通する点がある．ドラッカーはフリードマンの考
えについて，1973 年の「マネジメント」で次のように評価している．
社会的責任に関わる最も重要な限界は，権限の限界である．憲法の専門
家なら知っているはずだが，政治の世界には，
「責任」という単独のコンセ
プトはない．あるのは「権限と責任」のコンセプトである．権限をもつ者は
責任を負う．逆に責任を負う者は権限を要求する．権限と責任はコインの
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両面である．したがって，社会的責任を負うということは，社会的権限を
要求することを意味する．
企業が責任を要求されたときは，かならずそれについて「権限をもって
いるか，もつべきか」を自問する必要がある．もし権限をもたず，またもつ
べきでないならば，責任を負うことの是非に疑いをもつべきである．事実，
きわめて多くの分野において，企業はそのような権限をもつべきではな
い．それは責任ではない．権力欲の現われにすぎない．
企業は本来の事業，すなわち経済的な領域に専念せよとのミルトン・フ
リードマンの考えは，社会的責任の否定ではない．それは自由社会における
唯一の首尾一貫した主張といえるものである．これに対する他のいかなる
主張も，自由社会を危うくするものである．やがて企業が，経済以外の分野，
すなわち政府や個人や企業以外の組織が担当すべき分野において，権力，権
限，決定権を握ることを意味する．責任を負う者はすべて，権力を与えられ
（29）
るからである．これを証明する史実は無数にある．
（マネジメント）

8．生産性のコンセプトについて
古典派経済学と一線を画すドラッカー流の経済発展の理論の全体像を振り
返ってみると，資本形成と生産性向上のための方策を，一貫して論旨の中核に
おいていることがわかる．資本形成の源泉が企業の生み出す“利益”であるこ
とは，本稿でこれまでにみてきたとおりである．次に，もう一方の重要な要素
である生産性の向上に関し，ドラッカーが提示した論点をみていきたい．
ドラッカーは「現代の経営」
（1954 年）で，生産性の意義とコンセプトについ
て次のように言及した．
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
（30）
な能力をもつ人たちの算出率である．
（現代の経営）
「断絶の時代」
（1969 年）では，
「経済発展のためには資金の生産性を高めな
ければならない．同時に，経済発展のためには人間の生産性を高めなければな
らない．」と指摘し，明治時代の日本の経済発展に貢献した岩崎弥太郎と渋沢栄
一の偉業を紹介した（31）．岩崎も渋沢も，経済発展の本質は貧しい人たちを豊か
にすることではなく，貧しい人たちの生産性を高めることであることを知って
いたという．
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経済発展のためには資金の生産性を高めなければならない．利用可能な
資金を可能性のある分野に動員しなければならない．しかし同時に経済発
展のためには人間の生産性を高めなければならない．人間のエネルギーを
可能性のある分野に動員しなければならない．この二つを無視するとき経
済発展は失敗する．
岩崎弥太郎と渋沢栄一は，豊かな日本ではなく創造力のある強い日本を
つくろうとした．いずれも経済発展の本質は貧しい人たちを豊かにするこ
とではなく，貧しい人たちの生産性を高めることであることを知ってい
た．そのためには生産要素の生産性を高めなければならなかった．資金と
人材の力を存分に発揮させなければならなかった．
19 世紀にあって日本は，先進国入りした唯一の非白人国家，唯一の非西洋
国家だったこと以上に，例外的だった．狭い土地に膨大な人口を抱える古い
国だった．生糸の輸出によってかろうじて工業製品と原材料を輸入してい
た．したがって農産物で外国の資金を得ることはできなかった．食料や原材
料の輸出によって外国からの資金の償還や利息に充てることはできなかった．
この日本に課せられていた当時としては例外的だった条件が，今日では
一般的となっている．今日の課題は，単に非白人国の経済発展を図ること
にとどまらない．多くの人口を抱えつつ一次産品の輸出に頼ることのでき
ない国々の経済発展を図ることである．
日本はこれを一世紀前に成し遂げた．今日の経済発展の範とすべきは米
ソその他の白人国ではなく，日本である．日本は国内の資金を動員して，
岩崎流に経済発展を実現した．外国からの投資や借款に頼らなくとも，資
金の不足によって経済発展が妨げられることはなかった．同時に日本は，
国内の人材を動員して，渋沢流に経済発展を成し遂げた．資質ある人材を
あげて機会に投じた．
岩崎流の企業家精神が史上例のない資本形成をもたらし，渋沢流の人材
重視が 30 年後には史上例のない識字率と人材の形成をもたらした．
経済発展は資本形成と人材開発の二本柱を必要とする．経済発展には双
方が不可欠である．いずれにも集中して力を入れなければならない．つま
（32）
るところ資金の増殖と人材の増殖が必要とされる．（断絶の時代）
「見えざる革命」
（1976 年）では，
「かつて生産性の向上は，生産要素間のト
レードオフによって実現されてきた」として，労働の生産性を上げるために投
下資本の量を増やし，あるいは物的資源の生産性を下げるという産業界のやり
かたに警鐘を鳴らした（33）．その端的な事例として，1950 年代以降のエネルギー
消費量の急増の主因が，製品一単位当たりの労働投入量を減らすために，エネ
ルギー投入量を増やしたことにあると指摘し，
「今後はあらゆる資源の生産性
を同時に向上させていかなければならない」と主張した（34）．
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資本の生産性に関しては，西側先進国では 1860 年頃から 1960 年頃までのお
よそ 100 年間にわたり，大恐慌時代を除き，マルクスの予測に反して資本の生
産性が上昇を続けていたという．同期間の資本の生産性の向上は，生産性の低
下が著しい老朽分野から，生産性の高い新しい分野，すなわち企業家精神の下
で技術的，社会的イノベーションが盛んな分野に資本を移すことによって達成
された．ドラッカーによれば，1960 年代以降に西側先進国の資本の生産性が低
迷している主な理由は三つあり，一つめは公的サービス部門の急増，二つめは
資本供給の不足，三つめは第二次大戦後の 25 年間に資本の生産性を高めなけ
ればならないと考えた企業がほとんどなかったことにあるという（35）．
ドラッカーは「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 1973 年の著書「マネジメント」で述べ（36），
1976 年の著書「見えざる革命」では，
「知識労働と知識労働者の生産性を上
げ，資本の生産性を上げるという課題は，公的サービス機関，とくに政府機関
にとってはまったく新しい課題である」と指摘した（37）．公的サービス機関，と
くに政府機関のような予算型組織の活動は，自分たちの活動がどれだけの成果
をあげたかという観点から行われるのではなく，「予算型組織には生産性に対
する動機がない」として，警察，ごみ処理，郵便，住宅，金融などの現業の活動
を，政策立案の活動と区別することを提案した（38）．ドラッカーのこの考えの基
礎は，
“政府活動の再民営化”として 1969 年の著書「断絶の時代」の第 10 章「政
府の病い」で既に述べられており（39），このコンセプトが 1980 年代のサッチャー
政権下の英国において，行政の生産性改革のために採用されたことはよく知ら
れている．ドラッカーは，1976 年の著書「見えざる革命」において，「今後は自
治体を筆頭として，公的サービス機関は，その統治の原則そのものが問われる
乱気流の時代に入る」として，
「とくに自治体にとっては，改革と革新の激動の
時代になる」と指摘した（40）．
かつて生産性の向上は，生産要素間のトレードオフによって実現されて
きた．確かに，労働の生産性を上げるための安易な方法は，投下資本の量
を増やすことだった．あるいは，物的資源の生産性を下げるという犠牲に
おいて行うことだった．
生産要素間のトレードオフは，もはや不可能である．仮に可能だとして
も，生産性をそれほど高めることはできない．
経済の専門家たちは産業を分類して，労働集約型，資本集約型，原料集
約型と名づける．このいずれの型に属するかによって，いかなるトレード
オフが産業全体の生産性向上に最も有効かが決まるとする．
しかし今後は，あらゆる企業，産業，公的サービス機関が，労働集約型であ
るとともに資本集約型であって，かつ原料集約型になっていく．したがって，
トレードオフによっては，もはや全体の生産性を高めることは不可能となる．
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今後は，あらゆる資源の生産性を同時に向上させていかなければならな
い．そのような生産性の向上こそ，これからのマネジメントにおいて，い
かなる人的資源の生産性向上や資本の生産性向上よりも，真のイノベー
ションとなる．
だがこれまで，企業であれ公的サービス機関であれ，この問題に正面か
ら取り組んできたマネジメントはほとんどない．
過去 10 年におけるもっとも重要な政治的イノベーションの一つに，投資
計画に添付する環境影響報告なる制度がある．いまや企業と公的サービス
機関のいずれにおいても，生産性影響報告を必要としている．
生産性は，人間の手によるもの，人間の手によらないもの，そのいずれ
もが，人間にとっての一種の環境である．そしてこの生産性という環境が，
いま危険にさらされている．しかもそれは，人類の福祉と生存にとって，
自然環境と同じように重要である．
マネジメントの仕事が生産性を上げることにあるというのは今日の常識
である．したがって企業のマネジメントにとって，知識労働と知識労働者
の生産性を上げ，資本の生産性を上げるという新しい課題は，すでに行っ
てきたことをさらによく行うことを意味するにすぎない．
しかるに公的サービス機関，とくに政府機関にとっては，これはまった
く新しい課題である．しかもこれは，そもそも公的サービス機関の文化，
理想，伝統，習慣と対立する課題である．
公的サービス機関とくに政府機関の活動は，予算に基づいて行われる．
それは，自分たちの活動がどれだけの成果をあげたかという観点から行わ
れるのではない．この予算型組織には，生産性に対する動機がない．それ
どころか，費用を節約すれば，褒められずに罰せられる．
しかも公的サービス機関は，目標を明確にすることが容易でない．優先
順位を設定するなど，ほぼ不可能である．
公的サービス機関とくに政府機関にとっては，陳腐化したり失敗したり，
成果をあげられない活動やサービスを廃棄することこそ最も難しいことで
ある．つねに意見が分かれる．しかるに不要な活動を中止することこそ，生
産性，とくに知識労働と知識労働者の生産性にとって絶対の条件である．
公的サービス機関とくに自治体においては，今後，相対立する二つの種
類の圧力の増大が予想される．すでに成果と生産性を求める圧力が急速に
増大している．この圧力は，高年者の人口が増加し，被用者の所得と生活
水準を圧迫するにつれ，強まらざるをえない．今日，自治体の最大の問題
が，公務員年金への拠出の問題であるという事実が，この圧力をさらに増
大させる．同時に，自治体は，成果や生産性よりも合意を重視し，意思決定
よりも妥協を重視するという伝統的な政治プロセスからの圧力をさらに強
く受けるようになる．
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しかるに，生産性そのものが政治のプロセスと対立する．生産性は優先順
位と集中を要求する．すでに行っている活動を廃棄するための意思と能力を
要求するからである．これに対し，政治のプロセスにおいて重要なことは意
思決定ではなく合意であり，昨日の廃棄ではなく昨日の継続である．これこ
そ，民主主義における政治のプロセスの本質である．
生産性の向上が必要になったということは，公的サービス機関にとって
は，挑戦にほかならない．おそらくそれは，自治体にとって，最も深刻な挑
戦である．
ここにおいて最小限必要なことは，警察，ゴミ処理，郵便，住宅，金融な
ど現業の活動を，政策立案の活動と区別することである．前者は合意ではな
く，成果と生産性を求めて管理すべきものである．これに対し，後者はまさ
（41）
しく政治プロセスに属すべきものである．
（見えざる革命）
さらに「見えざる革命」
（1976 年）では，「近代経済学は，ミクロ経済に対す
る関心をまったく捨てた」として，これからの経済学は，生産性を基礎とする
まったく新しい理論に移行する必要があると指摘した（42）．
生産性向上の要求は，経済学の重点の変更を余儀なくする．
すでに 100 年前から指摘されているように経済学は，その構造と思考に
おいて物理学を真似てきた．事実，19 世紀初頭の経済学は，その 100 年前
のニュートン物理学の基礎的な手法を取り入れていた．近代経済学の父デ
ビッド・リカードは，意識して，その経済学をニュートンの宇宙観と力学
に基づいて構築した．
しかしニュートンのマクロ物理学は，今世紀初頭における放射能，量子，
相対性原理の発見とともに終わりを告げた．現代物理学の宇宙はミクロの宇
宙であり，そのモデルは原子，素粒子，およびその間に作用する力からなる．
しかるに経済学のほうは，この同じ 75 年というもの，ますますマクロへ
と傾斜を強めてきた．
19 世紀の経済学は，それでもまだ，個別企業にかかわる事象，さらには
企業家，消費者，貯蓄者の行動に関心を示していた．つまるところ彼らは，
まだ生産性に関心をもっていた．ところがケインズ前の通貨重視の経済学
者以降，近代経済学は，ミクロ経済に対する関心をまったく捨てた．
近代経済学のモデルは，ニュートン物理学が分子や原子を扱ったよう
に，ミクロの事象を，経済全体にとって重要でもなければ，いかなる影響
力ももたないものとして，さらにまた他律的に決定されるものとして，統
計的に扱っている．
この点に関しては，ケインズ学派のように財政に中心を置く経済学であ
ろうと，ポストケインズ学派のように通貨に中心を置く経済学であろうと
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同じである．そのモデルは，国民経済モデル，すなわち基本的に政府の意
思決定から成るモデルである．ミクロの経済事象，すなわち生産性や設備
投資や資源配分は，マクロの経済事象，つまり政府の政策によって自動的
に決定されるとする．
しかしこのような考えは今日では，マクロ経済のモデルとしてすらもは
や無効である．世界経済こそが，唯一の真のマクロ経済であることが明ら
かになっている．
経済学は，物理学者が 75 年前に行ったように，ミクロのモデルにその関
心を移すとともに，ミクロの経済，とくに生産性を基礎とする理論に急速
に移行する必要がある．
年金社会は，人口構造の変化と相まって，生産性の向上を不可欠のもの
としている．しかもそのため，新しい経済理論，すなわち解が新しいだけ
でなく，そもそもの前提，関心，方法論，そして問題そのものがまったく新
（43）
しい経済理論を不可欠のものとするに至っている．（見えざる革命）
「ポスト資本主義社会」
（1993 年）では，知識労働者とサービス労働者を合わ
せた数は，当時の先進国において就業者人口の 4 分の 3 を占めており，その割合
はさらに増加していくため，知識労働者とサービス労働者の生産性が先進国経
済そのものの生産性を左右することを指摘した（44）．
基本的な経済資源，すなわち経済用語でいうところの生産手段は，もは
や資本でも，天然資源でも，労働でもない．それは知識である．
富の創出の中心は，古典派経済学，マルクス経済学，ケインズ経済学，新
古典派経済学など 19 世紀と 20 世紀の経済学における二つの柱，すなわち
資本と労働の生産的使用への配賦ではなくなる．いまや，知識の仕事への
応用たる「生産性」と「イノベーション」によって，価値は創出される．
知識社会における最も重要な社会的勢力は知識労働者となる．資本家が
資本の生産的使用への配賦の方法を知っていたように，知識の生産的使用
への配賦の方法を知っているのは，知識経営者であり，知識専門家であり，
知識従業員である．しかも知識労働者のほとんどすべてが，組織によって
雇用されている．
だが彼らは，資本主義社会における従業員とは異なる．彼らは，自ら生産
要素と生産手段を所有する．あらゆる先進国において，唯一の真の所有者と
して急速に登場してきた年金基金を通じて生産要素を所有する．そして知識
を所有し，その知識をどこへでももっていけるという意味において，生産手
段を所有する．したがって，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．
他方，ポスト資本主義社会における社会的な課題は，サービス労働者の
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尊厳に関わる問題である．あらゆる先進国において，多数派はサービス労
働者である．
物をつくったり運んだりする者の生産性の急速な向上は，階級闘争とい
う 19 世紀の悪夢を追い払った．そしていままさに，サービス労働者の生産
性の急速な向上が，ポスト資本主義社会における新たな階級闘争を回避す
るために必要とされている．
知識労働者とサービス労働者は，伝統的な意味における階級ではない．
両者の境界は曖昧である．しかし，サービス労働者が十分な所得と尊厳を
得られないかぎり，ポスト資本主義社会は階級社会と化すおそれがある．
ここにおいて必要とされるものが，生産性の向上である．同時に必要とさ
（45）
れるものが，地位と機会である．
（ポスト資本主義社会）
「ポスト資本主義社会」
（1993 年）では，
「知識組織におけるマネジメントの
仕事は，指揮命令ではない．方向づけである．」と主張して（46），「情報型組織」
を発展させた「責任型組織」の概念を提示した（47）．これからの組織では，昇進
などの人事上の任免権に基づく影響力の行使を通じて個々の働きに報いるよう
なエートスからの離脱が起こるという．「知識労働と知識労働者の世界から地
（48）
．
位という言葉そのものが姿を消し，任務という言葉に代わっていく」
いまやわれわれは，仕事については，仕事を行う者が誰よりもよく知っ
ていることを学んでいる．仕事を行う者に対し，
「われわれが教えてもら
えることはないか」
「教えてもらえることは何か」
「どのような道具が必要
か」
「どのような情報が必要か」と聞くことが必要である．すなわち生産性
の向上については，働く者自らが責任を負い，マネジメントするよう求め
ることが必要である．知識労働とサービス労働の場合，働く者への命令や
指示よりも，彼らとの協力が生産性を向上させる唯一の方法である．
知識労働とサービス労働の生産性の向上には，仕事と組織に継続学習を
組み込むことが必要である．知識はその絶えざる変化のゆえに，知識労働
者に対し継続学習を要求する．サービス労働者に対しても，たとえそれが
純粋に事務的なものであっても，継続的な自己改善努力としての継続学習
を要求する．
しかも，生産性向上のための最善の方法は，人に教えさせることである．
知識社会において生産性の向上を図るには，組織そのものが学ぶ組織，か
つ教える組織とならなければならない．
肉体労度の生産性を向上させるには仕事の構造を変える必要があった
が，組織の構造を変える必要はなかった．だが，知識労働者とサービス労
働者の生産性の向上を図るには，組織の構造を根本的に変える必要があ
る．まったく新しい組織を必要とすることもある．
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そして，仕事の流れを適切なものにするための組織の改革が，マネジメ
ントの階層のほとんどをなくすことである．
これからは業績に対して報いるのに，中間的な指揮者的地位，すなわちマ
ネジメント的な地位への昇進をもってするという伝統からの離脱が起こる．
組織には今後，指揮者的な地位は，ほとんど，あるいはまったくなくなる．
組織はジャズ・バンドのように組織される．そこではチーム内のリー
ダーが，地位に関係なく任務ごとに交替していく．知識労働と知識労働者
の世界から地位という言葉そのものが姿を消し，任務という言葉に代わっ
ていく．しかし，そのような変化は，働く者の動機づけ，報酬，認知に関し
新たな問題をもたらす．
多くの場合，サービス労働はアウトソーシングされるようになる．アウ
トソーシングが促進されている最大の理由が，サービス労働の生産性の向
上に対するニーズである．そして，生産性の向上に対するニーズの最も大
きな領域が，トップマネジメントへの昇進が事実上不可能となっている領
域である．それは，組織の価値体系の外にある仕事である．
実は，アウトソーシングが最も必要とされる組織が政府機関である．今
日，政府機関の生産性は最低である．しかも政府機関に働く者のほとんど
が，組織の価値体系の外にある支援的な仕事に携わっている．
それらサービス労働のアウトソーシング先では，サービス労働者に対し
昇進の機会が与えられている．それらの企業では，トップマネジメントが
サービス労働の仕事に正面から取り組む．したがって，仕事と道具の設計
に時間と資金が注ぎ込まれる．そのような仕事の生産性の向上に必要とさ
れる苦しい仕事を進んで，むしろ欲してこなしていく．
そして何よりも，彼らはそのようなサービス労働を行う者に敬意を払
い，かつ仕事そのものの改善と生産性の向上について，彼らにリーダー
シップを発揮させる．
サービス労働のアウトソーシングは，経済的な観点から必要なだけでは
ない．サービス労働者に対し，機会と収入と尊厳を与えるために必要とさ
れる．したがって，かなり近い将来において，サービス労働の多くが，独立
した専門会社にアウトソーシングされていく．それらの専門会社は，サー
ビス労働を競争して受託し，サービス労働の生産性の向上によって利益を
あげていく．
このことは，明日の組織の構造が大きく変化することを意味する．すな
わち，大企業，政府機関，大病院，マンモス大学は，必ずしも大量の労働者
を雇用する存在ではなくなる．それらの組織は，本業に焦点を合わせた仕
事，成果に直接結びつく仕事，自らが価値を認め，認知し，報いる仕事に対
してのみ集中し，成果をあげ，収入を得ていく．他の仕事はすべて，アウト
（49）
ソーシングする．
（ポスト資本主義社会）
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9．近代的天動説からの転回（ドラッカーの経済思想から見えてく
る現代的論点）
中央銀行の量的緩和政策は，ミルトン・フリードマンの後継者らが主唱する
貨幣数量説を理論的な基礎においている．本稿執筆時点では米欧中銀の出口戦
略の方向へと話題の中心が移っているが，一年前はリフレ派理論が優勢で，特
に日本では激しい論争の只中にあった．経済政策に関し，ドラッカーの経済思
想から導かれる今日的に最も重要な論点の一つめは，政府と中央銀行は経済成
長の機関ではないということだ．自由企業体制の下では，企業こそが経済成長
の機関たりえるのだということを経済学者や政策決定者が理解しないと，やが
て政府と中央銀行は“社会的責任の限界”の問題に直面するだろう．ここでい
う社会的責任の限界とは，要するに政府と中央銀行が能力を超えた課題に取り
組んだ結果，自らの成果をあげる能力を損なうことである．“物価水準の財政
理論”
（FTPL）のようなものが一時話題になったが，このような理論を経済政
策の根拠とすることは避けるべきだ．財政政策による再分配と，通貨発行や金
利操作による金融政策は，いずれも新たな国富を生みださない．これらは短期
的に市場の一部を刺激するが，長期的には資本形成も人材育成も期待できな
い．刺激は心理現象に過ぎず，財政・金融政策の相乗効果とは心理的な効果に
過ぎない．刺激の効果は持続しない．経済政策によるばらまきは，流動性危機
から脱出するための手段として温存しておくべきであり，平時の政策は主に人
材育成とセーフティ・ネットに資源を傾けて草の根の企業家精神を育み，イノ
ベーションが活発な分野に資金と人材が集中的に投入されるように促し，かつ
健全な財政が長期的に持続するように政策決定者は細心の注意を払うべきだ．
二つめの論点は，コーポレート・ガバナンスに関する従来の考え方が，今修
正されるべき時期を迎えているということだ．株式会社の目的が利潤最大化に
あるとする学説の主要な根拠は古典派経済学にあった．しかし，ドラッカーの
一貫した主張のとおりに，現代の経済学・経営学の主な関心は生産性に関す
る議論にシフトしている．あらゆる経営資源の生産性を同時に向上させるべく
“富の創出能力の最大化”のコンセプトを主眼においてコーポレート・ガバナン
スの改革が進めば，マクロ近代経済学はほとんど役に立たなくなるだろう．日
本では，資本の生産性に着目した上場企業のガバナンス改革に関する議論はこ
こ数年でかなり活発になった．ただし，低金利が長く続く環境下で資金調達の
手段が多様化していることに加え，多くの利害関係者を巻き込んだ東京電力，
シャープ，東芝の経営再建問題の事例から考えてみれば，株主と経営陣の対話
だけをもって十分とみるような仕組みではなくなっている．さらにイノベー
ションを促進させる観点からは，中小企業への円滑な資金供給と人材供給が特
に重要な論点となる．資金調達の側面だけをみても，信用金庫，信用組合，商
業銀行の関与に加え，債券市場の活性化，仮想通貨建ての資金調達やインター
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ネットを介した小口金融の普及，事業協同組合の影響力の増大，政府系金融機
関の改革など，社会・経済的な環境が変化し，企業経営に関与するステークホ
ルダーが多様化すれば，コーポレート・ガバナンスの概念そのものが変化して
いくかもしれない．
【注】
（1）拙稿『社会生態学の組織論』
（ドラッカー学会編『文明とマネジメント ― ドラッカー学会
年報 Vol.12』2015 年 p. 264 - 281）
（2）拙稿『「ポスト資本主義社会」の研究』
（ドラッカー学会編『文明とマネジメント ‐ ドラッ
カー学会年報 Vol.13』2016 年 p. 148 - 169）
（3）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.64-80
（4）前掲『すでに起こった未来』p.72
（5）同上 p.74
（6）同上 p.72, p.74
（7）同上 p.72（原文を要約した．）
（8）同上 p.74 -75（原文を要約した．）
（9）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
（10）前掲『すでに起こった未来』p.60
（11）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
（12）同上 p. 233
（13）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.44
（14）同上 p. 61
（15）前掲『すでに起こった未来』p.57-58
（16）同上 p. 57
（17）前掲『マネジメント（上）』p. 396
（18）前掲『すでに起こった未来』p.62-63（原文を要約した．）
（19）同上 p. 63
（20）同上 p. 59
（21）同上 p. 60（原文を要約した．）
（22）同上
（23）前掲『企業とは何か』p. 216 - 218（原文を要約した．）
（24）
「シアーズ物語」について「現代の経営」第 4 章を参照
（25）前掲『現代の経営（上）』p.42-61（原文を要約した．）
（26）前掲『マネジメント（上）』p.42-43, p.394-408（原文を要約した．）
（27）The New York Times Magazine, September 13, 1970
（28）ドラッカー著，上田惇生編訳『ドラッカー名言集⊖英和対訳決定版』ダイヤモンド社 2010
年
（29）前掲『マネジメント（上）』p. 401 - 402（原文を要約した．）
（30）前掲『現代の経営（上）』p.53-54（原文を要約した．）
（31）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 1969 年）p. 113
（32）同上『断絶の時代』p. 113 - 115（原文を要約した．）
（33）ドラッカー著，上田惇生訳『見えざる革命 ― 年金が経済を支配する』ダイヤモンド社
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1996 年（原著 1976 年）p.146
（34）同上
（35）同上 p. 142 - 144
（36）前掲『マネジメント（上）』p. 35
（37）前掲『見えざる革命』p.147（原文を要約した．）
（38）同上 p. 148 - 150
（39）前掲『断絶の時代』p.238 - 240
（40）前掲『見えざる革命』p.151
（41）同上 p. 146 - 150（原文を要約した．）
（42）同上 p. 152
（43）同上 p. 151 - 152（原文を要約した．）
（44）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.105
（45）同上 p. 10 - 11 , p.122（原文を要約した．）
（46）同上 p. 77
（47）同上 p. 136 - 141
（48）同上 p. 119
（49）同上 p. 116 - 122（原文を要約した．）

【略歴】 働きながら学ぶドラッカー学会会員．放送大学大学院文化科学研究科修士選科
生．1975 年生まれ．

『文明とマネジメント Vol. 11』投稿論文に関するお詫びと訂正
2014 年 11 月刊の『文明とマネジメント Vol. 11』の中に誤植がありました．田中文武氏の
論稿「組織行動を研究するために」の 106 ページにおきまして，氏名等の表示に誤りがあ
りました．お詫びするとともに，ウェブサイト上のデジタル版にて訂正いたします．
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治大学リバティアカデミーでの講座「ドラッカーの説いたマネジメント・スコ

～マネジメント・スコアカード（MSC）の誕生～
Reform of learning management-1:
The birth of management scorecard (MSC)

森岡謙仁

Kenji Morioka
（本会理事）

Summary
Drucker’s theory of management is enormous, but there is a framework there.
Drucker called this framework a management scorecard (MSC). This time, I
will explain the MSC seen in the management systematized in “The Practice of
Management” (1954). In order to realize a free and functioning society, practicing
management is indispensable. This paper will contribute to deepening the
understanding of MSC and learning guidelines for practicing management. I will
serialize it in several times from this time.

［要旨］
ドラッカーが『現代の経営』
（1954 年）で体系化したマネジメントは，フレー
ム（枠組み）で表わすことができる．このフレームを学ぶことがマネジメント
を理解し実践する第一歩である．

〈はじめに〉
ドラッカーの説いたマネジメントは実践が重要だと教えられる．しかし，実
践するためには，何がしかを学んでいることが要求される．従って，ドラッ
カーが説いたマネジメントを如何に効果的に学ぶかは見過ごせないテーマだと
考える．
ドラッカー学会の役割について「本学会はドラッカーのフレームを探求し
つつ，未来を創造しようとするものである．
」
（上田惇生本会学術顧問，学会 HP
「ごあいさつ」より）とある．ドラッカーが著した『現代の経営』において体系
化したマネジメントに焦点を当て，ドラッカーのマネジメントのフレームの一
案を示したい．
本論の作成にあたっては，藤島秀記理事の論文「
『マネジメント・スコアカー
ド』体系化の試み」
（『文明とマネジメント』ドラッカー学会年報 Vol. 2，2008）
から多くを学ばせていただいたこと，現在も先生とは，MSC の共同研究を継続
させていただいており，その成果は，当会主催「ドラッカーの小さな学校」や明

アカード実践のすすめ」
（阪井和男理事コーディネータ，2015 年より）の機会を
与えられており，加えて坂本和一先生の「ドラッカー『現代の経営』が教える
「マネジメントの基本指針」
」
（東信堂）には，大いに刺激を受けました．先生方
には心より謝意を表します．

1．ドラッカーが独創した MSC
MSC についてのドラッカー自身の言及は下記にある．
「アメリカの株主利益至上主義はすでにピークを過ぎました．まだ終わって
はいませんが，急速に衰えています．アメリカで最も成功している新しいマネ
ジメント・ツールは何かというと，1954 年に私が開発した『マネジメント・ス
コアカード』なのです．開発した当時は誰も使わなかったのですが，今ではそ
れが大ブームになっています．これは企業の成功を数字に照らしてチェックす
るもので，私のオリジナル・バーションには 7 つのチェック項目がありました．
収益性はその一つに過ぎません．
」
（前述「
『マネジメント・スコアカード』体系化の試み」
，
『P.Fドラッカーと考える21世紀の経営』
（2001 . 12 . 15 発行）p 14，株式会社ダイヤモンド社国際経営研究所）

2．MSC を生み出した背景
『現代の経営』でマネジメントを体系化するに至ったドラッカー思想の進展
は，彼の書いた書籍に見ることができる．
（1）
『経済人の終わり』1939 年
当会学術顧問・初代代表の上田惇生先生は，その訳書『経済人の終わり』
（ダ
イヤモンド社，以下全て）の冒頭で「本書『経済人の終わり』は，一九三九年，
ドラッカー二九歳のときの処女作である．
『経済人』とは経済至上主義のこと
であって，経済至上主義は社会を機能させ人を幸せにするかとの本書の問題意
識は，今日そのままわれわれのものである．ドラッカー思想の原点に位置づけ
られる名著である．」と記している．「われわれは，直ちに第三の道を見つけな
ければならない．現在の経済社会の基盤を前提にしつつ，新しい自由で平等な
脱経済至上主義社会を見つけ，発展させなければならない．」
（同書 p 245）ロン
ドンから逃れてニューヨークでワシントンポストの職を得た後，1938 年に脱稿
したという．チャーチルが書評を書いたことでも有名である．1939 年に第二次
世界大戦が勃発する前に，ナチス政権が台頭した社会を分析しただけでなく未
来をいかに造るかを模索していたのである．
（2）
『産業人の未来』1942 年
その後，ドラッカーは第二次世界大戦の最中（1942 年）において『産業人の
未来』を執筆する．戦後社会のあるべき姿を描くことに挑戦した本書の第 9 章
［改革の原理］では，「戦後産業社会の構築は産業を中心に行わなければならな
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い．我々は，いまだかつて一度も手にしたことのないものを発展させなければ
ならない．すなわち，自由で機能する産業社会の実現である．そして，一人ひと
りの人間が，明確きわまりない社会的位置と重要な社会的役割をもつという総
力戦における今日の現実を，この機能する産業社会の形成に役立たせなければ
ならない．
」
（同 p 259）
経済至上主義ではないより良い社会の作り方，自由で機能する産業社会を
実現する考え方と方法を，
『産業人の未来』を著すことで追及したのがドラッ
カーだった．同著［9 章：改革の原理］の中で，
「しかも，今日われわれが戦っ
ている産業戦争ともなれば，中央集権政府による統制の拡大などよりも，新し
いマネジメント組織と方法への移行の方が，よほど必要とされている．
」
（同書，
p 261）として，戦後において想定される産業社会をしてより良い社会をつくる
には，マネジメントの成否に解答があることに気付いていた．ドラッカーは，
「自由で機能する社会を可能にするためには，企業をコミュニティへと発展さ
せることが必要である．
」
（同 p 262）として，より良い産業社会を作り上げるこ
とでより良い社会をつくることができると説いた．
（3）
『企業とは何か』1946 年
1943 年の晩秋，ドラッカー 34 歳の誕生日を迎える頃，GM
（ゼネラル・モー
ターズ）から「GM の経営方針や構造について第三者の目で調査してくれない
か」との依頼が入る．それから 18 ヶ月かけて徹底調査するプロジェクトが開始
したという．その成果が『企業とは何か』であった．本書には，企業をどう見て
いたかのドラッカーのマネジメント論の原点がある．
「企業と社会の関係はいろいろに定義できる．法的に見れば，企業とは国が
社会のために法的な存在と法的な権利を与えた存在である．政治的に見れば，
企業とは社会の要求を満たすべき組織の一つである．経済的に見れば，企業と
は生産のための諸資源の集合体である．いずれにせよ企業とは，社会のための
道具であり，社会のための組織である．
」
（同 p 192）として，企業の存立の基礎
を経営者の利潤動機ではなく，社会に貢献すべき存在であると位置づけた．そ
の前提において，「企業にとって重要なことは，経済効率に優れた生産という
共通の目標に向けた人間活動のための組織として存続することである．そのた
めに必要とされるものが，管理と目的を調和させ，弥縫策ではない変化への対
応を可能とし，かつ現場の仕事を評価するための尺度と枠組み（著者追記；a
yardstick and framework）となりうる経営政策である．」
（同 p 39）として，経
営活動としてのマネジメントの重要性を説いたのである．
GM 内で行われていた分権性を例にあげ，本社経営陣と部経営陣とが共通目
標を設定していたことを報告している．また「他に道があったかどうかはわか
らない．経済発展を社会の目標にすることは社会にとって有害かもしれない．
」
（同 p 230）として，課題も指摘している．
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（4）
『新しい社会と新しい経営』1950 年
外界から見ていた企業を，GM の調査を通じて内から見る機会を得たドラッ
カーには整理しておきたいことがあった．それは，「産業社会は資本主義と社
会主義を超えたもので，両者を超克した新しい社会なのである」
（同 p397）とい
う産業社会のコンセプトの構築であった．
「本書はユートピアを書いているのではない．全編を通じて理想的な社会を
狙っているのではなく，現代の住みよい社会を狙っているのである」
（結論：自
由な産業社会（A Free Industrial Society）
）として，産業社会の秩序と原理を，
経営者と労働組合，工場共同体，経営者の職能，経営の連邦組織，市民として
の労働組合について，現実と理想を論じた．マネジメントを体系化する素地が
整った．
（5）
『現代の経営』1954 年
ドラッカーは『現代の経営』
（1986 年版，はじめに）で，
「事実私は，GM での
調査を始めてただちに，マネジメントするということは，第一に，成果をあげ
ることについて考え，第二に，企業の中で共通の課題に取り組むべき人たちを
組織することについて考え，そして第三に，社会的な問題，すなわち社会的な
影響や社会的責任について考えることであることを知った」と述べている．ま
た，第 2 章では，マネジメントの仕事について「したがってマネジメントは，あ
らゆる意思決定とあらゆる行動において，経済的な成果を第一義とする．企業
のマネジメントは，経済的な成果をあげることによってのみ，その存在と権威
とを正当化される．
」
（同序論）と述べているが，もちろん自由で機能する社会
に貢献することを前提としている．さらに実践するために次の三つの機能をあ
げている．第一に事業のマネジメント，第二に経営管理者のマネジメント，第
三に人と仕事のマネジメントである．これらをとりわけ重要だとした．さらに，
「この命題が導く当然の結論は，事業のマネジメントにかかわる技能や能力や
経験は，そのままでは事業体以外の機関の組織化や運営には適用できないとい
うことである．
」
（同序論）と述べ，あくまで事業体のマネジメントを体系化し
たことを明言している．
その上で，企業の社会的責任については「結論－マネジメントの責任」
（『現
代の経営（下）』）の中で述べており，企業がより良い産業社会を築くことにつ
いて期待も込めて語られている．詳細は後述する．

3．MSC の概要
ドラッカーが『現代の経営』に集大成したマネジメントから，そのフレーム
としての MSC を作成した（あくまで著者の発想によるものであるが）
．
1）MSC の目的と定義
この当時のドラッカーは，企業のマネジメントに特化し，「マネジメントは
自由で機能する産業社会を実現する機関」であるとした．そのため，この当時
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の MSC の目的も同様であると思われる．従って，ドラッカーが説いた『現代の
経営』当時の MSC は，
「ドラッカーが説いた，自由で機能する産業社会を実現
するために，企業人が行うべきマネジメントを効果的に機能させるためのフ

ように諭す．「顧客が価値と考えるものはあまりに複雑であって，彼らだけが
答えられるものである．マネジメントは，憶測しようとしてはならない．つね
に顧客のところへ行って，答えを求めるという作業を系統的に行わなければな

レームである」と定義することができる．
2）
MSC の前提条件
（1）事業の目的と二つの企業家的機能

らない．」
（同 p78）
この活動は，マーケティングそのものである．顧客にとっての価値を見失っ
たら，新商品開発に代表されるイノベーションは有効性を失うのである．

MSC を理解する上で，いくつかの理解しておくべきことがある．「事業とは
何かを理解するためには，事業の目的から考える必要がある．事業の目的は企
業の外にある．企業が社会の一機関である以上，事業の目的は社会に求めなけ
ればならない．そして，事業の目的として有効な定義はただ一つである．それ
は，顧客を創造することである．市場は，神や自然や経済的な力によって創造
されるのではない．企業人によって創造される．
」
（
『現代の経営（上）』p 48 .）
合わせて，ドラッカーは事業が成功するための条件を提示する．
「顧客が買っ

（4）我々の事業は将来何になるか．
以上の問いは全て現在に関するものである．マネジメントは時間軸で考える
ことを忘れてはならないから，
「われわれの事業は将来何になるか」を考えよ
と云う．この問いに答えるためには，次の 4 つの点を明らかにするように説く．
（同 p 79 -p 81）
① 市場の潜在的な可能性と趨勢
② 経済の発展，流行や好みの変化，競争の変動による市場の変化

ていると考えるもの，価値と考えるものが，決定的に重要である．それらのも
のこそ，事業が何であり，何を生み出すかを規定し，事業が成功するか否かを
決定する．
」
（同 p 49）
それ故に，マーケティングとイノベーションが重要であることを「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こと

③ 技術的イノベーションの可能性
④ 今日のサービスや製品によって満足させられていない顧客の欲求
（5）我々の事業は何でなければなないか．
現在と将来の我々の事業を検討した上で，この問いの答えを検討する．
「さ
らにマネジメントは，『われわれは正しい事業にいるか，事業を変えるべきか』

になる．すなわち，マーケティングとイノベーションである．」としている．
3）我々の事業は何か，何でなければならないかを考える（事業の定義）
前提条件をふまえて，自らの事業について，次のように問いかけることを説く．

を問う必要がある．」
（同 p 82）補足すれば，現状を知り，未来を見て，軌道修正
の要不要を検討した上で事業を見直すことの重要性を説いた．
4）事業の目標

（1）我々の事業は何か．
事業家に最初に問う問いがあるという．
「事業が何であるかを決めるのは，
生産者ではなく顧客である．社名や定款ではない．顧客が製品やサービスを購
入して満足させる欲求が何であるかが，事業が何であるかを決める．従って，

（1）マーケティング
ドラッカーは，
「売り上げの数字そのものには意味がない．現在の市場や潜
在的な市場との関係を調べる必要がある．基本的に重要なものは，市場におけ
る地位である．
」
（同 p95）というように，市場における地位（Market Standing）

事業が何であるかという問いに対する答えは，事業の外部，すなわち顧客や市
場の観点から事業を見ることによってのみ得られる．
」
（同 p 69）またこの問い
は，事業の開始時や危機時だけでなく，事業が成功しているときにこそ，重要
な問いであり検討すべき内容であるという．

の重要性を説く．
「マーケティングにかかわる目標としての市場における地
位は，市場の潜在性との対比において評価測定するとともに，直接及び間接
の競争相手の仕事ぶりとの対比において評価測定する必要がある．」
（同 p 94）
ことから，具体的には，次の 7 つの視点での目標が重要であると云う．（同

（2）顧客は誰か．
しかも「我々の事業は何か」に答えるのは簡単ではない．
「
『われわれの事業
は何か』を知るための第一歩は，
「顧客は誰か」という問いを発することであ
る．現実の顧客，潜在的な顧客は誰か．顧客はどこにいるか．顧客はいかに買

p97 -p98）
1 . 現市場における現製品の占めるべき，売上の金額およびシェア（市場占有
率）
2 . 将来の市場において現製品が占めるべき，金額およびシェア

うか．顧客にいかに到達するかを問うことである．」
（同 p71）顧客を特定してこ
そ，「われわれの事業は何か」の問いに答えられる．
（3）顧客にとっての価値は何か．

3 . 放棄すべき既存製品
4 . 現市場における新製品の種類，特性，占めるべき金額およびシェア
5 . 新製品で開拓すべき新市場と，そこで占めるべき金額およびシェア

「最後に，『顧客は何を価値あるものと考えるか』
『製品を買うとき何を求め
ているか』という最も難しい問いがある．
」
（同 p 76）という．ドラッカーはこの

6 . 上記の目標を達成するための流通チャネルおよび価格政策
7 . 製品，流通チャネル，サービス網によって提供するサービス（アフター
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サービス含む）
（2）イノベーション
ドラッカーの云うイノベーションは，
「あらゆる企業に二種類のイノベー

この最小限必要とする利益を知るための最も簡単な方法は，利益の第三の機
能，すなわち資金調達の手段としての機能に焦点を合わせることである．
」
（同
p 113）としている．

ションがある．一つは製品やサービスそのもののイノベーションであり，一つ
は製品やサービスの提供に必要な技術や活動のイノベーションである．
」
（同
p 99）に言及しているように，新商品や新サービス開発だけではなく，業務改善

（6）経営管理者の仕事ぶりとその育成
事業のマネジメント機能の第二は「経営管理者のマネジメント」，第三は「人
と仕事のマネジメント」であるとして，ドラッカーは事業の成否について，
「人

も含まれている．その上で，イノベーションの目標設定には，マーケティング
の目標達成に関わる視点と事業における技術の進展によりもたらされる変化の
視点から予測することが大切だとした．その上で，次の 5 つをイノベーション
の目標としてあげている．
（同 p100-p101）
1. 市場地位の目標達成に必要な新製品や新サービスの開発

間の働きぶりと成果を重視」した．
「経営管理者の仕事は，企業の目標の達成に必要な課題によって規定される．
彼らの仕事はつねに，実態がなければならない．企業の成功に対する目に見え
る貢献，しかも可能なかぎり評価測定できる貢献をもたらさなければならな
い．」
（同 p 207）として，次の目標をあげている．

2. 技術変化に応じた新製品や新サービスの開発
3. 製品の改善
4. プロセスの改善と新しいプロセス
5. 事業に関わる全ての機能活動（経理，設計，事務管理，労使関係など）の
知識や技能に合わせたイノベーションと改善
（3）生産性
ドラッカーは生産性について「マネジメントの能力を評価し，部門間あるい

・責任を持っている部署の事業全体への貢献
・責任を持っているチームの事業全体への貢献
・仕事の範囲
・マネジメントの責任範囲
・事業全体の成果に対する自身の貢献
・部下がそれぞれの目標を達成したか．
・他の経営管理者の育成
・部下育成
・労働組合との関係
・組織文化への貢献
・自己開発
・経営管理者の仕事の満足度

は企業間の比較をおこなうことのできる尺度は，生産性の測定だけであると
いってよい．なぜならば，生産性こそ，企業の活動をすべて包含し，かつ企業
が自らコントロールしえないものをすべて除去した概念だからである．
」
（同

その上，「つまるところ，いかなる一般教養を有し，マネジメントについて
はいかなる専門教育を受けていようとも，経営管理者にとって決定的に重要
なものは，教育やスキルではない．それは真摯さである．」
（『現代の経営（下）』

p 103）と云う．ドラッカーは経済学の「付加価値（Contributed Value）＝総収
入－総支出」の概念を用いて，
「付加価値は，企業自身が最終製品に投入したす
べての資源と活動に対する市場の評価を示す．」
（同 p 104）と説明した上で，生
産性の目標を次のように説明する．
（同 p106）

p 298）とある．従って次の目標（評価測定）は欠かせない．
・真摯さが備わっているか．
（7）一般従業員の仕事ぶりと行動
ドラッカーは「しかし，働く人たちの仕事ぶりと行動に関わる目標につい

1. 総収入に対する付加価値の割合を大きくする
2. 付加価値のうち利益の割合を大きくする
（4）物的資源と資金
物的資源と資金については，
「この領域おける目標は，他の領域における目

ては，われわれは今日のところ，あまり芳しい状況にはない．
．
．
．この領域の
問題を考え，意味ある評価測定の尺度を生み出すことは，今日のマネジメン
トにとって大きな課題である．」
（『現代の経営（上）』p 121）と説いた．その上
で，
「人と仕事の組織についての責任を喚起してくれるだけの役には立つ」
（同

標と異なり，あらゆる経営管理者に関係があるわけではない．資源や資金の確
保は，トップマネジメントの仕事である．その実行は，それぞれの機能別部門
の専門家の仕事である．
」
（同 p107）として下記をあげる．
1. 設備計画（新規，補修，更新など）
2. 資源供給計画
3 . 資金繰り計画

p 123 -p 124）として，下記の目標も無駄にはならないと云う．
・中途退職
・無断欠勤
・労働災害
・診療所利用率
・提案制度への参加率
・苦情件数
・従業員の作業態度
・従業員の知識
・従業員の育成
・従業員の満足度

4. 社内留保からの自己金融
5. 長期借入，短期借入
6 . 株式発行
（5）利益
ドラッカーは，利益については，未来費用とその性格を分析しているととも

（8）社会的責任
企業の社会的責任についてドラッカーは，『現代の経営（下）』の中で，「マ
ネジメント（経営管理者）の責任」として論じている．「それどころか，いまや

に，「利益にかかわる目標は，事業があげうる最大の利益ではなく，事業があげ
なければならない最小限の利益を明らかにするものであることが必要である．

経営管理者は，公益に責任をもつべきこと，自らの行動を倫理的基準に従わせ
るべきこと，そして，公共の福祉や個人の自由を害する可能性があるときには，
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自らの私益と権限に制約を加えるべきことを要求されている．」
（同 p 301）
「したがって，現代社会におけるマネジメントの責任は，企業にとってばかり
でなく，マネジメントそのものの社会的な評価，その成功と地位，われわれの
経済体制と社会体制，自立した機関としての企業の存続にとっても，致命的に
重要な意味をもつ．マネジメントのあらゆる行動が，社会的責任に根差したも
のであることが必要である．基本的に，この社会的責任こそがマネジメントの

マネジメントの学び方改革－ 1 ～マネジメント・スコアカード（MSC）の誕生～
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らかにする．そして，その予測がはずれたり，あるいは予測とちがうときに起
こったりした場合，いつ目標を見直すべきかを教える．
」
（同 p139）と云う．
5）目標と自己管理によるマネジメント（Management By Objectives
And Self-Control；自己目標管理）
（1）自己目標管理とは
一般に知られている目標管理なるものは，トップダウンによって会社，部門，

倫理である．」とまで，云っている．従って，
「あらゆるリーダー的存在が，『公
共の利益が自らの利益を決定する』といえなければならない，そしてそのよ
うな確信こそが，リーダー的位置にあることの唯一の正当な根拠である．」
（同
p 316）ということになる．さらに，自由で機能する社会をつくる原動力につい
ては，マネジメントの責任と関係づけて「なぜなら，優れた社会，道徳的な社

個人の目標を規定する流れを主流にしたものである．ところが，提唱者のド
ラッカーが 1954 年に『現代の経営』で説いたのは自己目標管理であって，一般
的に広まっている目標管理とは似て非なるものである．以下の説明を読むだけ
でもそれを理解できる．
「目標管理の最大の利点は，経営管理者が，自らの仕事ぶりを自ら管理するこ

会，永続する社会においては，公共の利益はつねに個人の美徳の上に実現され
なければならないからである．
」
（同 p316）と説くのである．

とが可能になることにある．自己管理によって，適当に流すのではなく，最善
を尽くしたいという強い動機がもたらされる．より高い目標とより広い視野が

（9）目標間のバランスと意思決定
ドラッカーは，「事業のマネジメントとは，事業上の多様なニーズと目標を
バランスさせることである．
」
（
『現代の経営（上）
』p 88）とし，
「目標の達成に
関しては，目先すなわち二，
三年先と，その先の将来すなわち五年先との間のバ
ランスを考えることが必要である．
」
（同 p125）こと，「マネジメントは，近い将

もたらされる．」
（『現代の経営（上）』p 196）また，「目標管理の最大の利点は，
支配によるマネジメントを自己管理によるマネジメントに代えることを可能に
するところにある．」
（同 p 197）として，自発的動機と自己管理を主体にしてお
りボトムアップを重視していたのである．その上で，「経営管理者が自らの仕
事を管理するためには，自らの目標を知っているだけでは十分ではない．自ら

来とその先の将来とをバランスさせるだけでなく，目標間のバランスを図る必
要がある．
」
（同 p 129）ことを強調している．
その上で，「目標は，明日を変えるための行動を要求する．目標はつねに，現

の仕事ぶりとその成果を，目標に照らして評価測定できることが必要である．」
（同 p 197）として，フィードバック機能を備えたマネジメントのフレームの必
要性を説くのである．このようなマネジメントのフレームには「目標と自己管

在の手段と将来の成果，近い将来の成果と遠い将来の成果とのバランスを決定
する．バランスこそ，事業のマネジメントにおいて最も重要である．」
（同 p 131）
として，有効な意思決定の要諦に迫る．
ドラッカーは，経済が景気循環のいかなる段階にあるかを考える必要な

理によるマネジメントこそ，まさにマネジメントの哲学と呼ぶべきものであ
る．」
（同 p 206）との思想があり，「この原理は，企業の規模を問わず，あらゆる
経営管理者に適用することができる．それは，成果の達成を確実なものにする
ために，客観的なニーズを一人ひとりの人間の目標に変える．それは，真の自

しに，意思決定を行えるようにしてくれる三つの手法を説いている．（同
p 134-p139）
1. 経済はつねに変動するもの（過去の経験から最も急激かつ最悪の状況を
想定するなど）であると仮定する．

由，法のもとにおける自由を実現する．」
（同 p 206）から，自由で機能する産業
社会を実現する企業をつくりあげる原動力であるとともに推進力である．
（2）経営管理者の手紙（Manager’
s Letter）
それでは，このような自己目標管理は，如何にして実現できるのであろうか．

2 . すでに起こってはいるが経済に対する影響がまだ表れていない事象に基
づいて，意思決定を行う．
例えば，人口構造の変化などがあげられる．がその事象単独では底流分析
としては使えない．底流分析は，
「何故，起こるか」を考える手法である．

「目標によるマネジメントには，非常な努力と特別の手法が必要である．企業に
おいては，経営管理者は共通の目標に向けて自動的に方向づけされるわけでは
ない．」
（同 p181）として，ドラッカーがあげている事例として，
「彼らは年二回，
部下に『経営管理者の手紙』なるものを書かせている．上司あてのこの手紙で，

3 . 予測を伴うリスクを小さくするための手法によって補う．例えば，趨勢
（トレンド）分析がある．
趨勢分析は，
「どの程度確実に」
「いつ起こるか」を考える手法である．

部下たる経営管理者は，上司の仕事の目標と，自分自身の仕事の目標を明らか
にする．」
（同 p194）この手紙には，下記の項目を書くという．
1 . 上司の仕事の目標

これらの三つの手法によって「少なくともマネジメントが，いかなる予測の
もとに事業の目標を設定したか，その予測が合理的なものであったか否かを明

2 . 自分自身の仕事の目標
3 . 自らに要求されていると思う仕事の水準
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自分の目標の達成のために自分自身が行うべきこと
自部門におけるそのための障害
上司や会社が行っていることのうち助けになっていること
上司や会社が行っていることのうち助けになっていること

マネジメントの学び方改革－ 1 ～マネジメント・スコアカード（MSC）の誕生～

〈『現代の経営』
（1954 年）当時の MSC のフレーム（体系図）
〉
定義：ド ラッカーが説いた，自由で機能する産業社会を実現するために，
企業人が行うべきマネジメントを効果的に機能させるためのフレームである．

8. 上記目標達成のために，今後一年間において自分が行うべきこと
（3）マネージャーの 5 つの基本的な仕事
組織で最も基本的な人間関係は上司と部下との関係である．ドラッカーは，
「経営管理者の仕事には，基本的な活動が五つある．それらの五つの活動が，企
業を生成発展する有機体へと統合する．
」
（
『現代の経営（下）
』p 242 -p 243）とし
て，次をあげている．
1 . 目標を設定する．
（Objectives）
；一緒に仕事をする人に理解してもらう事
が重要である．

自由で機能する社会／産業社会
社会的存在としての企業、その機関としてのマネジメント
経済発展の原動力としての企業組織
Integrity（真摯さ）、

公共の利益が企業の利益となる／
マネジメントの責任としての倫理

（Management by Objectives and self - control ; 自己目標管理）
事業の目的／顧客創造

2. 組織する．
（Organize）
；課題を明らかにして役割と担当と期限を決める．
3. 動機づけを行い，コミュニケーションを行う．
（Motivates and Communi
cates）
；
一緒に仕事を行う人とのチーム意識をつくり上げる．
4. 評価測定する．
（Measurement）
；
仕事ぶりを評価測定する尺度を検討して，上司と部下にその意味と結果
を伝える．
5. 部下を（上司共に）育成する．
（Develop）
；
部下の強みと真摯さを強化する，とともに自らも成長する．
この経営管理者の五つの仕事は，筆者はこれを「OOMMD」と呼んで覚えや
すくしている．
MSC のフレームは，心に描くだけでなく，実践（生き方，働き方）のための
ビジョンであり行動指針である．最後に『現代の経営（下）
』
（p 318）の最終記述
で締めくくりたい．「マネジメントにとっては，この（著者注釈「公共の利益が
企業の利益となるようにマネジメントするという」
）思想を口約束に終わらせ
ることなく，現実のものとすることが，自分自身，自らの企業，社会，そしてわ
れわれ自身の生き方に対する最も重大な責任，究極の責任である．」
次回は，ドラッカーが MSC
（マネジメント体系）をどのように発展させてき
たかを，
『マネジメント』
（1973 年，1974 年）に至るドラッカーのマネジメント
思想の変化から読み解きたい．
（次回へ続く．
）
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1. 我々の事業は何か。（目的とミッション）

事業の定義

2. 顧客は誰か。
3. 顧客にとっての価値とは何か。
4. 我々の事業は将来何になるか。
5. 我々の事業は何でなければならないか。

目標間のバランス

目標間のバランス
全社
事業部
部門
チーム

８つの重要領域目標（測定と評価）
1. マーケティング
2. イノベーション
3. 生産性

企業家精神

4. 物的資源と資金

5. 利益

6. 経営管理者の仕事ぶりと育成
7. 一般従業員の仕事ぶりと行動
8. 社会的責任

目標間のバランス

マネージャーズ

上司の
自己管理

・レター（経営管理者
の手紙）

マネージャーの
５つの仕事

部下の
自己管理

（ＯＯＭＭＤ）

※『企業とは何か』
『現代の経営』などを参考に森岡謙仁が作成した．2017 . 9 . 27

206

実践レポート

〈参考文献〉
・
『経済人の終わり』
（P. F.ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，ドラッカー名著集9）
・
『産業人の未来』
（P. F.ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，ドラッカー選書9）
・
『企業とは何か』
（P. F.ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社）
・
『新しい社会と新しい経営』
（P. F.ドラッカー著，現代経営研究会訳，ダイヤモンド社）
・
『現代の経営（上）
（下）
/
』
（P. F.ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，ドラッカー選書3，4）
・
『ドラッカー 20世紀を生きて』ピーター・ドラッカー著，牧野洋訳，日本経済新聞社）

【略歴】 ドラッカー学会理事，ドラッカー「マネジメント」研究会主宰・ファシリテータ
ー，／ 1994 年よりアーステミア（有）代表取締役社長，経営・ものづくり・IT
アドバイザーとして大手中堅企業の経営及び IT 活用の助言指導や社員研修の
（最高情報責任者）養成講座（日経 BP 社）講師，日経記事で学ぶ
実績多数，CIO
ドラッカーシリーズ「マネジメント」
「マーケティングとイノベーション」
「働き
方と業務改革」実践活用法（日経ビジネススクール）講師，（著書）
「図解 ドラッ
カー入門」
（KADAKAWA），「教えてドラッカー 働く私は IT でどこまで伸びる
（技術経営）リーダーのための
の？」
（日経 BP 社），「ドラッカーの実践 !! MOT
マネジメントスキルアップとテンプレート集」
（新技術開発センター，監修・共
編著）他．
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クレアモントの旅

クレアモントの旅
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以前，ドラッカースクールの卒業生の方々にお会いする機会をいただいた
際，みなさんが口々におっしゃっていた”クレアモント”という土地が持つ力．
この意味は実際にクレアモントに行ってみて確かにと思った．

〜 A Trip to Claremont 〜
五島優子
Yuko Goto

（本会会員）

これからの人生，何をするかは自由である．何でも選べる．人生で何をやり
たいかを考えよう．簡単に答えがみつかるわけではない．したがってもう１度，
さらにはもう 1 度散歩をする．数ヶ月休みをとって仕事から離れてみる必要も
あるかもしれない．
今度は仲間と一緒に散歩をしてみる．おしゃべりをする．くつろいで思いを
めぐらす．グループで何かをやれるとしたら何をやるか．夢を現実のものにす
ることはできないだろうか？

はじめに
クレアモントに行ったら以下のことをしようと決めた．
①いろんな素敵な方々に出会う
②お話する
③散歩する，体で心で，感じる．
期待：なにか今後のヒントがみつかること．

クレアモントへの日程は，３泊５日．
メンバーは井坂さんをはじめ，渋澤ドラッカー研究会の方々を中心に全員で
８名．また，ドラッカースクールの卒業生でもある八木澤さんと，ドラッカー
スクールの日本対応をされている小倉さんのおかげで，ドラッカースクール
訪問に加えて，特別に授業も見学させていただいたり，ドラッカーインスティ
チュートの訪問，ドラッカー教授の同僚であり友人でもあったジョセフ・マ
チャレロ教授をはじめ，ジーン・リップマンブルーメン教授 ( 冒頭の文章は，彼
女の著書『ホットグループ～成果を挙げる「燃えるやつら」の育て方～』より )，
山脇秀樹前学長，ジェレミー・ハンター准教授，ドラッカー教授の運転手さん
や，ゆかりの方々，ドラッカースクールの現在の学生さんとの時間，さらにド
ラッカー邸訪問など内容もりだくさんの素晴らしいスケジュールを過ごさせて
いただいた．

感じたこと
「とにかくクレアモントに来たらわかるから．１度遊びにおいで」

とにかくすばらしく気持ちがいい．
まず，晴天！というのはこういう天気のことをいうのだと，光・緑・風・空
…それから道を歩いていたらリスがいたり，各家庭の庭には色とりどりのお花
が植えてあったり，公共スペースにある自転車置き場はそれらしくなく，カラ
フルなデザイン．都会からそう遠くないけれど，適度に田舎でのどかな時間が
流れ，海も山もある．
（サーフィンとスキーを同日にすることも可能だとか）
スクール内には，日差しのあたるオープンカフェのようなスペース，スクー
ルに入れば，先生同士も先生と学生との距離も近い．ドアは常にオープンで，
誰かを見つけると，学長であろうと誰であろうと「元気？」と会話が始まる．ド
ラッカー教授は，ドラッカースクールが他の学校と違うもっとも重要な点を聞
かれたとき，一言「We work together」と答えたという．日頃から双方向での
コミュニケーションがよく行われていることがわかる．
みなさん本当に笑顔や立ち振る舞いが素敵で，見ているだけでもいい気分に
なる．
“まずは自分から”という言葉がピッタリで，挨拶ひとつとっても，明る
くてフレンドリーで，こんな風に最初から接してもらったら，誰でもとても嬉
しくなってしまうだろう．また，学長さんや教授陣の中にも女性の方々はいる
のだけれど，
“インテリジェンス”とはこういう人たちを表現するためにある
言葉なのではないかと感じるほどに，知的で，同時に可愛げもある．( これは個
人的にはとても重要な要素だと思っている ) どうすればこんな素敵な人に，
こんな素敵な女性になれるのだろう？クレアモントでご紹介していただく人の
度に思った．
その中でも，ドラッカー教授の教え子であり，運転手も務めていたセレステ
さん．彼女は事故により記憶喪失になった経験をもち，その経験を生かして，
同じような境遇になってしまった方々のサポートをされている．
「どうすれば，あなたのように素敵になれますか？」と質問したときの，彼女
の表情が忘れられない．「わぁーっ嬉しい！！私は記憶がなくなったから，自
分が何を好きだったり，どんなことをしていたのかも分からなかった．( どの言
語を話せるかさえも．) だから，素敵だと思った人の真似をしてみたり，素敵だ
と思ったものを少しずつ取り入れていったのよ．それを，そんな風に言ってく
れるなんて，とても嬉しい！」
私もたくさん，素敵な人たちの素敵なところに出会って，取り入れて，こん
な風に年を重ねていきたいなぁと思うモデルになった．
人生で大切な３つのこと．
事前に準備をしていた質問がある．
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それがコチラ．
「人生で大切なものを３つと言われたら，なんですか？」
Life has three important things. What do you think they are ？
確かに人生には，成果をあげるエグゼクティブになることよりも高い目標が
ある．／『経営者の条件』
だからこそ，聞いてみたいと思った．
実際に聞けたのは３人だけだったが，どの答えも，とても興味深かった．
それをここで披露したいと思う．
まずは，「Self Management」理論研究の第一人者であり，
“人生の豊かさ”
と“仕事のパフォーマンス最大化”についての研究，その授業の中では，マイン
ドフルネスの実践も教えている，ジェレミー・ハンター准教授．
彼は日本語も堪能．冗談もたくさん言う．そしてグルメで，日本の美味しい
お店もたくさん知っている．京都のオススメの居酒屋も教えていただいた．美
味しいカリフォルニアロールを食べながら聞いた３つの大切なこと．
① 良いところに意識をフォーカスすること
（人間放っておいたら，すぐに悪いところに意識がいくものだから）
② 恐怖心と向き合うこと
（それはとても大切なことだから．やらない理由を言わない）
③ 人間関係
（これは宝物）
それから，笑顔！とっても大切だねー！とも．
次に，ドラッカー研究の第一人者であり，
『ドラッカー 365 の金言』や『経営
の真髄』の編集，ドラッカー教授の同僚であり，長年の友人でもあるジョセフ・
A・マチャレロ教授．
お散歩しているところに偶然遭遇したときも，研究室に伺わせていただいた
時も，とてもユーモラスな楽しいおじいちゃんという印象が強い．仕事で満足
をしたら，それを人生に統合すること．そしてまた仕事に生かしていくことが
大切ともおっしゃっていた．研究室でいただいた，ご家族の方の手作りのブラ
ウニーもとっても美味しかった．そんなマチャレロさんの３つの大切なことは
①まず，自分の目的を組み立てること
②次に，ライフバランスをとること
③そして，自分が正しいと思うことを，やめないこと
そして，帰ろうとしたその瞬間，笑顔で，
「Marry well！」とのお言葉も．

クレアモントの旅
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（まさかアメリカに来てまで言われるとは…！笑．
）
最後にコーディネートをしてくださった，小倉さん．
どうせやるなら，徹底的に！と，盛りだくさんのスケジュールだけでなく，
スクールでは，ドラッカー教授の画像入りの手の込んだ歓迎の案内板，先生方
とお話するとき用にとネームカードは，学生さんが授業で使っているものと
同じデザインで私たちの分まで作ってくださっていたり，とっておきの星空ス
ポットや美味しいお店，なにからなにまでおもてなしをしてくださった．そん
な小倉さんにとっての３つの大切なこと．
①自分の好きなことを極めること
②自分にウソをつかないこと（自分から逃げないこと）
③物事を実行すること
あとは，美味しいアイスクリームを食べること♪笑．
みなさんの答えを聞きながら，自分ならなにを３つ選ぶだろうと考える．

最後に．
人でも物でも考え方でも景色でも，何にでも．自分が出会ったものなら信じ
ることができるし，選ぶことができる．今回の旅は，短いけれどとてもとても
感じることの多い濃い時間だった．
ドラッカー教授を通じて出会った，尊敬できる方々と共に，クレアモントと
いう土地で，また新しいたくさんの素敵な人やものに出会うことができたこ
と．普段はなかなかゆっくりお話しできない方々と，飛行機の中で，車の中で，
お散歩をしながら，ご飯を食べながら，お酒を飲みながら，いろんな話をした
こと．誰とどんな時間を過ごすのか，同じ時間を共有すること，コミュニケー
ション，いつもとは違う一面を見ることができたり，それぞれの強みに出会う
時間にもなった．今後へのヒントもたくさんみつかった．特に大切だと思った
ことは，まずは「なんでも自分からすすんで行う」ということ．そして，「諦め
ない」ということ．
そんなこんなをひっくるめて，今回の旅で，受け取り感じたものを，今度は
身近から，小さくても，あたたかい時間に，環境に，言葉を，生み出せる，そん
な風にありたいと思う．
【略歴】 本会会員 , 2017 ネクスト・ソサエティ・フォーラム実行委員
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【第 1 号議案】第 11 期事業報告及び決算関係書類承認の件

④プログラム

事業報告書
2016 年 4 月 1 日から
2017 年 3 月 31 日まで

開始

終了

演題

登壇者（敬称略）

10 :00

10:05

開会挨拶

三浦一郎（本会代表）

10 :05

10:25

会員総会

佐々木英明（本会理事）

10 :30

10:50

理事報告

井坂康志（本会理事）

会員報告／実践事例

研究会推薦報告（８名）
〈ドラッカー・プレミアム研究会〉
清水祥之
〈ドラッカー仙台 読書会〉
佐々木康太
〈ドラッカーの窓から明日を考える研究会〉
中野羊彦
〈ドラッカー『マネジメント』研究会〉
奈良間英樹
渡邉明男
〈渋沢ドラッカー研究会〉
飯田利男
根岸正名
〈大会実行委員会推薦〉
鬼塚裕司

Ⅰ . 庶務事項
会員数

前年度末

入会者

退会者

年度末

542 名

38 名

4名

576 名

Ⅱ . 運営組織の状況に関する事項

10 :50

12:15

12 :15

13:20

13 :20

13:40

ドラッカー・スクールの
授業

八木澤智正（本会会員）

13 :40

14:30

【ワークショップ】
次の 10 年に向けた
五つの質問

佐藤等，真野俊樹，
森岡謙仁（本会理事）

14 :30

14:50

14 :50

16:20

【基調講演】
フィードバックと
学習の原理

安冨歩（東京大学）

16 :20

17:20

【対談】
いいチームをつくりましょう
〜ドラッカーと本質行動学〜

西條剛央（早稲田大学客員准教授）
＆新井和宏（鎌倉投信ファンドマ

17 :20

17:30

閉会の辞

阪井和男（本会理事）

18 :00

20:00

懇親会

御茶ノ水ビヤホール

1. 総会
①開催日時
②開催会場

2016 年 5 月 21 日（土）
東京都千代田区神田駿河台 明治大学
「グローバルフロント 多目的室」
③出席者数 108 名
④式次第
1 . 開会の辞
2 . 議題
第 1 号議案
第 2 号議案
第 3 号議案
その他

第 10 期事業報告及び決算関係書類承認の件
第 11 期事業計画案及び収支予算承認の件
第 11 期役員承認の件

3 . 閉会の辞
2. 執行委員会（DWS12）
①原則月 1 回開催 2016 年 4 月～ 2017 年 3 月 12 回
②開催場所 2016 年 4 月〜 2016 年 7 月 明治大学 サービス創新研究所
2016 年 8 月 ドラッカー学会 事務局
2016 年 9 月〜 2017 年 3 月 明治大学 会議室
Ⅲ . 年次大会の開催の状況に関する事項
1. 講演会
①開催日時 2016 年 5 月 21 日（土）10 時～ 17 時
②開催会場 明治大学「グローバルフロント 多目的室」
③出席者数 108 名
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昼食

休憩

ネージヤー）

2 . 学術大会
①ドラッカー学会 大会 2017 in 長崎
志×ドラッカー
②開催日時 2016 年 11 月 19 日（土） 10 時～ 17 時 30 分
③開催会場 長崎県長崎市 矢太樓
④出席者数

128 名
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⑤プログラム

ドラッカーの窓から明日を考える研究会

演題

登壇者（敬称略）

開会挨拶

三浦一郎（本会代表）

ウェルカムスピーチ

長崎市長

田上富久

【実践者発表〈6 ケース〉
】
実践発表イントロダクション：
「重要な問い」の投げかけ
小松由里子（長崎ファシリテーション研究会副会長 事業ファシリテーター）
・実践発表（1）
： 長崎における継続学習のリレー
香川明世（ながもげ会代表） 吉村淑子（株式会社デュエル課長）
野口祐貴（NPO 法人ナガサキ・ドリームプロジェクト副代表理事・株式会
社東京リーガルマインド 長崎支社長）

・実践発表（2）
： 新大工地区再開発事業の挑戦
児島正吾（新大工町地区市街地再開発準備組合 理事長）
・実践発表（3）
： Attic coffee and dining の事業展開
野田信治（株式会社 Attic coffee and dining 代表取締役）
・実践発表（4）
： 長崎大学経済学部大学院の実践
林徹（長崎大学経済学部・大学院経済学研究科 教授）
・実践発表（5）
： 大村市競艇企業局（ボートレース大村）の取組
馬場宏幸（大村市競艇企業局 次長）
・実践発表（6）
： 私だけのドラッカーを推進する
時津薫（私だけのドラッカーを推進する会）
・実践発表総括： 6 組の発表を総括
菊森淳文（公益財団法人ながさき地域政策研究所 所長）

ドラッカーマネジメント研究会
（東海 SG）

名古屋

京都研究グループ

京都

ドラッカー学会大阪 SG 勉強会

大阪

高知ドラッカー読書会

高知

ドラッカーのポケット

香川

医療介護版ドラッカー研究グループ

東京

「澁澤ドラッカー」研究会

東京

ドラッカー・マネジメント＆イノベーション研究会・東京中央グループ

東京

ドラッカープレミアム研究会

札幌

ドラッカー読書会新潟

新潟

ドラッカーが説いたマネジメント・スコアカード実践のすすめ
―社会との共生による
“新しい企業価値”を創造する理論と実践手法を学ぶ ―
明治大学リバティアカデミー・オープン講座として開催
1 . 開催場所 明治大学

岩崎 夏海（本会会員）
井坂 康志（本会理事）

Ⅳ . 研究グループ活動
1 . 全国の研究グループにて活動を実施．研究会の開催案内等は本学会ウェブサ
イトにて告知．
2. 現在活動中の研究グループは以下のとおり．
研究グループ名称

東京

Ⅴ . 教育活動
1 . 寄付講座
①講座名

大航海（公開）読書会
全国から集ったファシリテータと共に最先端の学びの場＝読書会を体験！
トークセッション
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主な活動地域

仙台研究グループ

仙台

ドラッカー「マネジメント」研究会

東京

英語でドラッカーを学ぶ会

東京

2 . 開催時間 19 時～ 20 時 30 分
3 . 講座の概要

90 分間

演題

登壇者

開催日

ドラッカーのマネジメント・スコアカード
（MSC）
〜戦略・体系編〜

藤島秀記（本会理事） 2016/5/18

ドラッカーのマネジメント・スコアカード
（MSC）〜実践・応用編〜

森岡謙仁（本会理事）

2016/6/8

演題

登壇者

開催日

人・思想・実践

三浦一郎（本会代表）
阪井和男（本会理事）
井坂康志（本会理事）

2016/9/17

2 . 特別講演
①講座名 ドラッカーの小さな学校
1 . 開催場所 明治大学 紫紺館
2 . 講座の概要

ドラッカー
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新しい企業価値の創造とマネジメント

藤島秀記（本会理事）
森岡謙仁（本会理事）
中野羊彦（本会会員） 2016/10/8
北村和敏（本会会員）
伊藤年一（本会会員）

3 . 連携教育プログラム
①経営学特殊講義「ドラッカーの思想と経営」
1. 開催場所 立命館大学
2. 開催期間 2016 年 12 月から 2017 年 1 月
3. 講義の概要
回
1

2

テーマ
（担当者）
科目の概要 この科目の運営方法について ドラッカーの人物
ドラッカーの趣味 ドラッカーと日本 『傍観者の時代』
「日本画に見る日本」
）
ドラッカーの思想形成
（ゲスト講師：井坂康志（東洋経済新報社）
ハプスブルク帝国とウィーン ハンブルク フランクフルト ロンドン
ニューヨーク クレアモント
ナチズムと反ユダヤ主義 初期３部作 『傍観者の時代』

3

『現代の経営』から『マネジメント』へ，
マネジメント 事業の目的 顧客の創造

4

ドラッカーの経営学史上の意義
（ドラッカーによるマネジメントの発明
とは）
）
（ゲスト講師：坂本和一（ドラッカー学会学術顧問，立命館大学名誉教授）
『現代の経営』 そして…ＧＭ ＧＥ バーナード

目標

企業と非営利組織

）
知識労働者と知識社会
（ゲスト講師：森村正博（元新田ゼラチン取締役）
『断絶の時代』
『ポスト資本主義社会』
5 『経営者の条件』
「社会転換の世紀」
6
7
8

ドラッカーの発想法と認識論
中間テスト
「ある社会生態学者の回想」
マーケティングとドラッカー（ゲスト講師：岸本秀一（金沢星稜大学，元サンスター））
顧客の創造 マーケティングとイノベーション
イノベーションとドラッカー
（ドラッカーによるイノベーションの発明とは）
（ゲスト講師：坂本和一（ドラッカー学会学術顧問，立命館大学名誉教授）
）
シュンペータ―とドラッカー 『イノベーションと企業家精神』

9
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経営戦略とドラッカー
（ゲスト講師：肥塚浩（立命館大学経営学部）
）
『現代の経営』
『創造する経営者』
『マネジメント』
『イノベーションと企業家精神』

10

）
フィードバック分析について
（ゲスト講師 : 井坂康志（東洋経済新報社）
ドラッカーの問

11

リーダーシップ論とドラッカー

12

自らをマネジメントする
（ゲスト講師：田中浩子（県立広島大学大学院教授）
）
第２の人生 キャリア

「すでに起こった未来」の活用と，グローバル経営における人事
）
13 （ゲスト講師：花松甲貴（日立製作所）
ドラッカーの手法を活用してイマを見る
スポーツマネジメントとドラッカー
）
14 （ゲスト講師：種子田穣（立命館大学スポーツ健康科学部）
顧客の創造の多様な展開
15

まとめにかえて― 今年度の講義の特徴について―
一般教養としてのドラッカー

Ⅵ . 出版物
1 . ドラッカー学会年報『文明とマネジメント vol.13』
（A5 全 374 ページ）
発行日 2016 年 11 月 19 日（土）
発行部数 650 部
2 . ドラッカー・フォーラム
春号・秋号・冬号と季刊にて 3 回発行し，ドラッカー学会Webサイトに掲載
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【第 2 号議案】第 12 期事業計画案及び収支予算案承認の件

事業計画案及び収支予算案
Ⅰ . 事業計画案
1 . 学会誌発行『文明とマネジメント』
年 1 回（印刷物として配布，HP 上随時更新）
ドラッカー・フォーラム 年 4 回（HP 上に掲出）
2 . ドラッカー学会第 11 回総会及び講演会
2017 年 5 月 13 日（土） 早稲田大学にて開催
3 . ドラッカー学会第 12 回大会
2017 年 11 月 11 日 立命館大学（茨木キャンパス）にて開催予定
4 . 寄付講座
明治大学リバティアカデミー ビジネス講座「MSC の実践」
（ア）開催時期：2017年 5月17日
（水）
，6月7日
（水）全 2 回

18：45 ～ 20：15

（イ）予定講師
藤島秀記

ドラッカー学会理事 クリエイティブ パートナーズ代表取締役

森岡謙仁 ドラッカー学会理事
5 . 特別講演
ドラッカーの小さな学校
会場：明治大学 紫紺館

経営・情報システムアドバイザー・アーステミア代表取締役

第 1 回目／ 9 月 30 日（土）13：30 ～ 17：00
第 2 回目／ 10 月 21 日（土）13：30 ～ 17：00
6 . 連携教育プログラム
立命館大学 経営学特殊講義を 2016 年に引き続き開講予定
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【第 3 号議案】規約一部改訂の件
下記規約変更新旧対照表のとおり変更の承認をしたく存じます．また，変更
点は二重下線の部分となります．
変更後の新条文
（平成 29 年 5 月 13 日）

変更前の旧条文
（平成 26 年 5 月 24 日）

第 1 条（名称）
本会は，ドラッカー学会と称する．英文名は，
Workshop for Studies of Peter F. Drucker’s
Management Philosophy
（DruckerWorkshop）
とする．

第 1 条（名称）
本会は，ドラッカー学会と称する．英文名は，
Workshop for Studies of Peter F. Drucker’s
Management Philosophy
（DruckerWorkshop）
とする．

第 2 条（設立趣旨）
本会は生前のドラッカー教授の意思により，
ドラッカー・マネジメントの思想及び業績を研
究・啓蒙する，わが国唯一の学術団体である．

第 2 条（設立趣旨）
本会は生前のドラッカー教授の意思により，
ドラッカー・マネジメントの思想及び業績を研
究・啓蒙する，わが国唯一の学術団体である．

第 3 条（目的）
本会は，ドラッカー教授の思想とその実践に関
し，学界，ジャーナリズム，産業界の連携に基づ
き，その深化と発展を図ることを目的とする．

第 3 条（目的）
本会は，ドラッカー教授の思想とその実践に関
し，学界，ジャーナリズム，産業界の連携に基づ
き，その深化と発展を図ることを目的とする．

第 4 条（事業）
本会は，前条の目的を達成するため以下の事業
を行う．

第 4 条（事業）
本会は，前条の目的を達成するため以下の事業
を行う．

1 . ドラッカー思想の研究とその促進
2 . ドラッカー思想に関する資料の収集
3 . 研究会，学術研究大会，公開セミナー等の開催
4. ウェブによる情報交換
5. 学会誌の発行（ウェブ掲載を含む）と図書の出版
6. 研究グループによる活動
7. 教育・研究の発展を目的とした寄附活動
8. 前各号に附帯する事業

1 . ドラッカー思想の研究とその促進
2 . ドラッカー思想に関する資料の収集
3 . 研究会，学術研究大会，公開セミナー等の開催
4. ウェブによる情報交換
5. 学会誌の発行（ウェブ掲載を含む）と図書の出版
6. 研究グループによる活動
7. 教育・研究の発展を目的とした寄附活動
8. 前各号に附帯する事業

第 5 条（会員の資格）
本会の会員は，公益の増進とドラッカー思想の深
化，発展に関心を有する個人で構成する．ただし，
以下の者は本会の会員となることができない．

第 5 条（会員の資格）
本会の会員は，公益の増進とドラッカー思想の深
化，発展に関心を有する個人で構成する．ただし，
以下の者は本会の会員となることができない．

1 . 暴力団等反社会的勢力の構成員及びこれに
関係する者
2 . 他人の著作権侵害等違法な行為をする目的
で本会に加入しようとする者
3 . 特定の政治的活動・宗教的活動をする目的
で本会に加入しようとする者
4 . その他本会の会員として理事会が不適当と
認めた者

1 . 暴力団等反社会的勢力の構成員及びこれに
関係する者
2 . 他人の著作権侵害等違法な行為をする目的
で本会に加入しようとする者
3 . 特定の政治的活動・宗教的活動をする目的
で本会に加入しようとする者
4 . その他本会の会員として理事会が不適当と
認めた者

第 6 条（加入）
1 . 前条の会員の資格を有するものは，理事会
の承諾を得て，会員となることができる．
2 . 加入の申込みがあったときは，理事会にお
いてその諾否を決す．

第 6 条（加入）
1 . 前条の会員の資格を有するものは，理事会
の承諾を得て，会員となることができる．
2 . 加入の申込みがあったときは，理事会にお
いてその諾否を決す．

第 7 条（会員の権利）
本会の会員は，研究グループ活動を含むすべて
の事業に参加することができる．

第 7 条（会員の権利）
本会の会員は，研究グループ活動を含むすべて
の事業に参加することができる．
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第 8 条（会員の義務）
第 8 条（会員の義務）
1 . 本会の会員は，定められた会費を負担する．
1 . 本会の会員は，定められた会費を負担する．
会費は，以下のとおりとする．
会費は，以下のとおりとする．
1. 入会初年度以降，
「年会費 10 , 000 円」
2. 入会を希望する者が入会時点で学生の場
1 . 入会初年度は，「年会費 10 , 000 円」
合，就学期間中に限り，入会初年度以降
「年会費 3,000 円」．なお，本項の学生と
は，以下の者を指すものとする．すなわ
ち，専門学校，高等学校，高等専門学校，
2 . 入会２年目以降は，「年会費 10 , 000 円」
短大，大学学部，大学院修士・博士課程お
よびそれ以前の課程に在籍し，かつ企業
等での雇用関係に伴う一定の報酬を受け
ていない者．
2 . 会員の資格は振り込み月の翌月から入会年
度の 3 月末までとする．
3 . 会の会員となった者は，前項の期間の経過
後も自動的に会員資格が 12 カ月間更新さ
れ，第 1 項第 2 号に定める年会費を納めるも
のとする．事後同様とする．ただし，前項
に定める期間中に第 8 条（退会）及び第 9 条
（休会）に定める手続きをとった場合は，こ
の限りではない．
4 . 本会の会員は，住所，連絡先，勤務先等の変
更について速やかに事務局に通知しなけれ
ばならない．

2 . 会員の資格は振り込み月の翌月から入会年
度の 3 月末までとする．
3 . 会の会員となった者は，前項の期間の経過
後も自動的に会員資格が 12 カ月間更新さ
れ，第 1 項第 2 号に定める年会費を納めるも
のとする．事後同様とする．ただし，前項
に定める期間中に第 8 条（退会）及び第 9 条
（休会）に定める手続きをとった場合は，こ
の限りではない．
4 . 本会の会員は，住所，連絡先，勤務先等の変
更について速やかに事務局に通知しなけれ
ばならない．

第 9 条（退会）
第 9 条（退会）
1 . 本会を退会しようとする会員は，書面によ
1 . 本会を退会しようとする会員は，書面によ
り理事会に届け出なければならない．
り理事会に届け出なければならない．
2 . 本会は，第 4 条（会員の資格）の規定のいず
2 . 本会は，第 4 条（会員の資格）の規定のいず
れか，若しくはその趣旨に該当する者，前条
れか，若しくはその趣旨に該当する者，前条
に定める規定を履行しない者，又はその他
に定める規定を履行しない者，又はその他
理事会において不適当と認める者について，
理事会において不適当と認める者について，
理事会の決議により退会させることができ
理事会の決議により退会させることができ
る．2 .
る．2.
第 10 条（休会）
1 . 本会を休会しようとする会員は，書面によ
り理事会に届け出なければならない．
2 . 前項の規定による届出を行った会員につい
ては，第 6 条（会員の権利），第 7 条第 1 項第
2 号（2 年目以降の会費納入義務）の規定は
適用されないものとする．

第 10 条（休会）
1 . 本会を休会しようとする会員は，書面によ
り理事会に届け出なければならない．
2 . 前項の規定による届出を行った会員につい
ては，第 6 条（会員の権利），第 7 条第 1 項第
2 号（2 年目以降の会費納入義務）の規定は
適用されないものとする．

第 11 条（研究グループの組織）
1 . 研究グループはドラッカー思想の深化，発
展に関心を有する自発的な個人会員を中心
として構成されるもので，すべての会員が
参加できる定期的な研究活動をいう．
2 . 研究グループを組織するためには，所定の
書類を学科に提出し研究活動として承認さ
れる必要がある．ただ個人的な勉強会，読書
会はこの限りではない．
3 . 研究グループでは，営利活動・宗教活動等
の会の本務に反する活動を行ってはならな
い．

第 11 条（研究グループの組織）
1 . 研究グループはドラッカー思想の深化，発
展に関心を有する自発的な個人会員を中心
として構成されるもので，すべての会員が
参加できる定期的な研究活動をいう．
2 . 研究グループを組織するためには，所定の
書類を学科に提出し研究活動として承認さ
れる必要がある．ただ個人的な勉強会，読書
会はこの限りではない．
3 . 研究グループでは，営利活動・宗教活動等
の会の本務に反する活動を行ってはならな
い．
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第 12 条（会計）
本会の会計年度は，毎年 4 月 1 日に始まり，翌年
3 月 31 日に終わるものとする．

第 12 条（会計）
本会の会計年度は，毎年 4 月 1 日に始まり，翌年
3 月 31 日に終わるものとする．

第 13 条（公告方法）
本会は，会員に対して，総会の開催，学術大会の
開催及び活動報告等について，ホームページ等
理事会が適当と認める方法により公告するもの
とする．

第 13 条（公告方法）
本会は，会員に対して，総会の開催，学術大会の
開催及び活動報告等について，ホームページ等
理事会が適当と認める方法により公告するもの
とする．

第 14 条（役員の選任及び任期）
第 14 条（役員の選任及び任期）
1 . 本会に，次の役員を置く．
1 . 本会に，次の役員を置く．
1）代表理事原則１名
1）代表理事原則１名
2）理事若干名
2）理事若干名
3）監事若干名
3）監事若干名
4）顧問若干名
4）顧問若干名
2 . 理事，監事及び顧問は，総会において選任する．
2. 理事，監事及び顧問は，総会において選任する．
3 . 代表理事は，理事会で互選す．
3 . 代表理事は，理事会で互選す．
4 . 役員の任期は，いずれも 1 年間とする．
4 . 役員の任期は，いずれも 1 年間とする．
第 15 条（役員の役割等）
第 15 条（役員の役割等）
1 . 代表理事は，本会を代表する．
1 . 代表理事は，本会を代表する．
2 . 理事は，理事会を組織し，本会の会務の方針
2 . 理事は，理事会を組織し，本会の会務の方針
を定め，執行する．
を定め，執行する．
3 . 理事会は，代表理事がこれを招集する．
3 . 理事会は，代表理事がこれを招集する．
4 . 理事会の議事は，議長を除く出席した理事
4 . 理事会の議事は，議長を除く出席した理事
の半数以上の賛成をもって決するものとし，
の半数以上の賛成をもって決するものとし，
可否同数のときは，議長の決するところに
可否同数のときは，議長の決するところに
よる．
よる．
5 . 理事会は，総会の議決によって禁止されな
5 . 理事会は，総会の議決によって禁止されな
いときに限り，第 2 項の行為を第 16 条第 1 項
いときに限り，第 2 項の行為を第 16 条第 1 項
に定める執行会議に委任することができる．
に定める執行会議に委任することができる．
6 . 監事は，本会の会計を監査し，その結果を年
6 . 監事は，本会の会計を監査し，その結果を年
度終了後に開催される総会にて報告する．
度終了後に開催される総会にて報告する．
第 16 条（総会）
1 . 総会は，通常総会及び臨時総会とする．
2 . 通常総会は，本会の運営の基本を定め，毎年
５月に開催する．
3 . 第 1 項で定める通常総会以外に総会を開催
する必要があるときは，理事会の決議を経
て代表理事が招集することができる．
4 . 総会の議事は，出席した会員の半数以上の
賛成をもって決するものとし，可否同数の
ときは，議長の決するところによる．

第 16 条（総会）
1 . 総会は，通常総会及び臨時総会とする．
2 . 通常総会は，本会の運営の基本を定め，毎年
５月に開催する．
3 . 第 1 項で定める通常総会以外に総会を開催
する必要があるときは，理事会の決議を経
て代表理事が招集することができる．
4 . 総会の議事は，出席した会員の半数以上の
賛成をもって決するものとし，可否同数の
ときは，議長の決するところによる．

第 17 条（学術大会）
本会の学術大会は，毎年 11 月 19 日あるいはこれ
に近い日に開催する．

第 17 条（学術大会）
本会の学術大会は，毎年 11 月 19 日あるいはこれ
に近い日に開催する．
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第 18 条（執行会議）
第 18 条（執行会議）
1 . 本会は，理事会の推薦により，執行委員を選
1 . 本会は，理事会の推薦により，執行委員を選
出し，執行委員から構成される執行会議を
出し，執行委員から構成される執行会議を
設置する．
設置する．
2 . 執行会議は，第 15 条第 5 項の規定による理
2 . 執行会議は，第 15 条第 5 項の規定による理
事会の委任に基づき本会の会務にかかる方
事会の委任に基づき本会の会務にかかる方
針を定め，又は会務を執行するものとする．
針を定め，又は会務を執行するものとする．
3 . 執行会議の議事は，出席した執行委員の半
3 . 執行会議の議事は，出席した執行委員の半
数以上の賛成をもって決するものとし，可
数以上の賛成をもって決するものとし，可
否同数のときは，議長の決するところによ
否同数のときは，議長の決するところによ
る．
る．
4 . 執行会議には，執行委員以外の会員も執行
4 . 執行会議には，執行委員以外の会員も執行
会議の承認を得て，出席することができる．
会議の承認を得て，出席することができる．
ただし，執行会議の承認を得て，出席する会
ただし，執行会議の承認を得て，出席する会
員は議決権を有しないものとする．
員は議決権を有しないものとする．
5 . 執行委員は，本会の会務の執行を分担して
5 . 執行委員は，本会の会務の執行を分担して
担当しなければならない．
担当しなければならない．
6 . 本会の会務は，以下のとおりとする．
6 . 本会の会務は，以下のとおりとする．
【本会の会務】
【本会の会務】
1 . 海外および国内各界との連携に関わる
1. 海外および国内各界との連携に関わる
会務（渉外）
会務（渉外）
2 . 会員の増強と広報に関わる会務（広報）
2. 会員の増強と広報に関わる会務（広報）
3 . 新会員の入会受付に関わる会務（入会）
3. 新会員の入会受付に関わる会務（入会）
4 . 会費の徴収と会計に関わる会務（会計）
4. 会費の徴収と会計に関わる会務（会計）
5 . 事業の企画に関わる会務（企画）
5. 事業の企画に関わる会務（企画）
6 . ウェブの企画と編集に関わる会務（ウェブ）
6. ウェブの企画と編集に関わる会務（ウェブ）
7 . 学会誌の編集に関わる会務（学会誌）
7. 学会誌の編集に関わる会務（学会誌）
8 . 学会誌の取材，インタビューに関わる会
8. 学会誌の取材，インタビューに関わる会
務（取材）
務（取材）
9 . 論文およびコンテスト応募作品の審査
9. 論文およびコンテスト応募作品の審査
に関わる会務（論文審査）
に関わる会務（論文審査）
10 . 図書の企画と出版に関わる会務（出版）
10. 図書の企画と出版に関わる会務（出版）
11 . 総会，学術研究大会，公開セミナーの企
11. 総会，学術研究大会，公開セミナーの企
画に関わる会務（集会）
画に関わる会務（集会）
12 . 研究会の活動に関わる会務（研究会）
12. 研究会の活動に関わる会務（研究会）
13 . 研究グループの活動に関わる会務（研究
13. 研究グループの活動に関わる会務（研究
グループ）
グループ）
14 . 資料の収集に関わる会務（資料）
14. 資料の収集に関わる会務（資料）
15 . その他必要な会務
15. その他必要な会務
第 19 条（規約の変更）
この規約の変更については，総会の議決によっ
て変更することができる．

第 19 条（規約の変更）
この規約の変更については，総会の議決によっ
て変更することができる．

附則（規約の発効）
本規約は，2005 年 11 月 19 日をもって発効する
ものとする．
改定：2006 年 5 月 1 日
改定：2007 年 4 月 1 日
改定：2009 年 5 月 17 日
改定：2010 年 5 月 22 日
改訂：2012 年 5 月 26 日
改訂：2013 年 5 月 25 日
改訂：2014 年 5 月 24 日
改訂：2017 年 5 月 13 日

附則（規約の発効）
本規約は，2005 年 11 月 19 日をもって発効する
ものとする．
改定：2006 年 5 月 1 日
改定：2007 年 4 月 1 日
改定：2009 年 5 月 17 日
改定：2010 年 5 月 22 日
改訂：2012 年 5 月 26 日
改訂：2013 年 5 月 25 日
改訂：2014 年 5 月 24 日
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【第 4 号議案】 第 12 期役員承認の件
第 12 期

役員候補者名簿

役職

役割（担当）氏名

現職

顧問

顧問

野田一夫

多摩大学名誉学長

学術顧問

学術

上田惇生

ものつくり大学名誉教授，
立命館大学客員教授

学術顧問

学術

坂本和一

立命館大学名誉教授

学術顧問

学術

野中郁次郎

一橋大学名誉教授

学術顧問

学術

小林薫

産業能率大学名誉教授

代表理事

代表

三浦一郎

立命館大学教授

理事

学術・企画

藤島秀記

元淑徳大学大学院客員教授

理事

学術

谷崎敏昭

上武大学教授

理事

企画

森岡謙仁

アーステミア（有）

理事

学術

阪井和男

明治大学教授

理事

財務

佐藤等

佐藤等公認会計士事務所

理事

学術

真野俊樹

多摩大学院教授
医療介護ソリューション研究所長

理事

国際

佐々木英明

ジクシス株式会社

理事

企画

土井尚人

㈱ヒューマン・キャピタル・マネジメント

理事

企画

花松甲貴

㈱日立総合経営研修所

理事

学術

井坂康志

㈱東洋経済新報社

監事

監査

種子田穣

立命館大学教授
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研究グループの紹介

してきたけれど，ドラッカーに「それで
良し」と言ってもらえたような気持にな

研究グループの紹介
Study Groups

り勇気をもらう。合い言葉は「真摯が一

1 . 発足
・2 015 年の秋頃から，3 人の発起人により
「読書会新潟」を立ち上げるべく準備を

見渡しているところ。他地域の学会関係

を，自己の仕事の中であるいは生活の中

の方が，新潟出張の機会に当読書会にお

始める
・2 016 年 6 月，新潟市に住むメンバーを中
心に 12 名でスタート
・学会理事佐藤等先生のからの支援を頂き
「佐藤等先生講演会」と，仙台 SG 主宰の

めるので，ちらほらと話し合っている
・ま ずは各自がドラッカー著作のすべて
（せめて赤本）を読破した上で読書会に臨
むことを勧めたい。すると議論に広がり
が出てくるので。

桂利治さん，大宮の和光良一さんのご協

4. 会の進行

力を得て「模擬読書会」を開催

・とくに「先生役の人」を置かず，みんなが

2 . 登録

平等の立場でドラッカーの思想哲学につ

・会 員登録し，案内通信費用として 3 . 000

いて話し合うことにしている。

円納入
・毎月の読書会開催案内，学会情報・その
他のイベント案内のお知らせをする

・そこで 4 人が交替でファシリテーターを
務める。全員がファシリテーターを務め
るようになることを目指している
・参加者が集まると（遅刻者はほとんどい

（2）活動の概要

ない）お互いの近況報告から始めるが，

1 . 開催日

メンバーの職種が様々なので，つい長く

・原則として，毎第三月曜日18：30〜20：30

なりがち

・読書会終了後に次月の開催日を確認。都

・限られた時間の読書会なので，読書会終

合のよくない人が多い場合は，別の日に

了後に近くの居酒屋で近況報告の続きの

変更する

話しを深く突っ込んで進める

2 . 読書会会場

（3）メンバーの思い

・新 潟国際情報国際大学中央キャンパス

・それぞれの心の奥底にドラッカー思想哲

（新潟市内の街中に在り，市民に開放さ

学が流れ込むことを望んでいるのでゆっ

れているワーキングラボ）
・お茶代として，参加者各自が 500 円を負
担しワーキングラボに支払う
3 . テキスト
・
「経営者の条件」
（2016 年 7 月〜 2016 年
12 月）

くりしたペースで読みあい，質問し，ア
ドバイスし，そして議論することを大切
にしている
・厳しい思想といわれるドラッカー思想に
触れ，自己の内面を見つめることになる
のが最大の収穫。あるいは手探りで経営

で実践し，そのことが引いては地域社会

立ち寄り下さることを願っている

の安定や発展に寄与することを願う。ま

（連絡先：瀬賀孝子：wit@eos.ocn.ne.jp）

◎東京 SG ドラッカー「マネジメント」研究会（2008 年～）

・一章ずつ読み進めているので，読書ペー
スはゆっくり

え・広めていきたい
・そろそろ「他研究会との合同読書会」な
ども開催できるといいなぁ〜と，周りを

番！」

・
「創造する経営者」
（2017 年 1 月〜）

・次のテキストはどれにしようか？皆で決

たドラッカー思想哲学を地域の人達に伝

・心 の奥底に溜めたドラッカー思想哲学

◎新潟 SG ドラッカー読書会新潟（2016 年～）
（1）研究会の概要
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1 . 研究グループ名称：

・伊藤年一（伊藤 IT 経営研究所 所長）

ドラッカー「マネジメント」研究会


2017 . 10 . 02 . 現在

2 . 主催者：森岡謙仁
所 属：	アーステミア有限会社 代表取締役，
ドラッカー学会理事
職 業：経営・ものづくり・ITアドバイザー

・若林良樹（内部統制・業務改善アドバイ
ザー）
・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（㈱日本電動化研究所代表取
締役）

1992 年 よ り 大 手・ 中 堅 企 業 に 対

・吉岡諭（内部監査アドバイザー）

する経営改善とものづくり改革，

・高橋磨（IT コーディネータ，防災士）

IT 有効活用に関する助言・指導お

・一丸浩一郎（㈱マーケティングアンドア

よび人材育成について支援活動を
行っている．
・CIO
（最高情報責任者）養成講座
（日経 BP 社）講師

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㈱）
・川澄佳美（特定社会保険労務士，AFP）

・日経記事に学ぶドラッカーシリー

・行本憲治（公認会計士）

ズ「マネジメント」
「マーケティン

・山内治友（社会福祉士）

グとイノベーション」

・和田一男（㈱ブレインパートナー代表取

「働き方と業務改革」実践活用法
（日経ビジネススクール）講師
著 書：
「図解
	
ドラッカー入門」
（KADAKAWA，
韓国，中国，台湾で翻訳されている．
）

締役）
4 . 研究グループの目的ミッション：
自分を変え，組織を変え，社会を変える．
5 -Ⅰ．研究会活動の概要

	
「教えてドラッカー 働く私は IT で

研究会全体は，約 50 名のメンバーで構成

どこまで伸びるの？」
（日経 BP 社）

されており，奇数月に開催する研究会（毎

	
「ドラッカーの実践！！MOT
（技術

回 2 名の発表と全員討議）
・読書会（課題

経営）リーダーのマネジメントス

書籍『マネジメント』の数章を取り上げて

キルアップとテンプレート集」
（共

議論する）と，1 年～ 2 年で特定のテーマ

著・監修，新技術開発センター）な

の研究成果を共同でまとめる分科会（偶数

ど多数．
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．

月に開催）
，マネジメント・スコアカード
（MSC）の研究と事例発表の場として MSC
実践研究部会（年 3 回）があります．
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活動報告と発表内容については，一部を除
いてドラッカー学会 HP に掲載している．
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）

研究グループの紹介

にて公開している．
5- Ⅳ . 研究会の発表成果（2015 年～を掲載）
〈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

英樹，伊藤年一）
※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
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．
5 -Ⅲ. MSC 実績研究部会を 2016 年度より開催
ドラッカー「マネジメント」の実践に活用
できる MSC とその実践事例の研究と年 3

※☆印は，ドラッカー学会 HP で公開して

☆「典座教訓とドラッカーの組織マネジメ
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」和田一男
☆「魚介類養殖に関する話」谷口雄二郎
〈第 44 回；2015 年 7 月 14 日〉

います．

特別プログラムのため発表無し．
〈第 54 回；2017 年 3 月 14 日〉

6 . 研究会風景

☆「寺院と地域」
（地域における寺院マネジ
メント）山田博彰
〈第 55 回；2017 年 5 月 16 日〉
☆「ボディメイクへの自己目標管理（MBO）
実践」円口健
☆「ESG 投資とマネジメント」桜井智之

☆「ドラッカーの視点で俯瞰するサービス・

◎関東 SG 英語でドラッカーを学ぶ会（2007 年～）

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（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
価値の探求」藤島秀記
〈第 47 回；2016 年 1 月 12 日〉
☆「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〉

のプロジェクトが進んでおり発表の場に

☆「人財育成のためのマネジメント」

期，2017 年度）
」をドラッカー学会 HP

〈第 53 回；2017 年 1 月 17 日〉

〈第 45 回；2015 年 9 月 8 日〉

☆「働き方改革とドラッカー」井出聡太郎

・ 成果物「MSC 実践研究部会報告書（第一

推進組織のイノベーション」吉岡諭
〈第 57 回；2017 年 7 月 12 日〉
☆「目標による管理という魔法」和田一男

回の発表の場を開催している．現在，4 つ
おいて互いに議論し研鑽を深めている．

☆「ドラッカーのマネジメントによる ISO

中村孝司

☆「ブッタとドラッカーの組織論」中村正孝

告（リーダー；北村和敏，サブ；奈良間

☆《ISO-MS 規格から経営品質に寄り道し

大西勝馬

た××は MSC の入り口に辿り着いた》

活動成果報告（リーダー；長島基，サブ；

・「組織の社会的責任」分科会活動成果報

と契約社員》安方将貴
〈第 52 回；2016 年 11 月 8 日〉

☆「起業における着眼点とドラッカー」

塩見智和

☆「ISO9001の発展とドラッカー」森田裕之

陣野壮太郎）

☆《
「マネジメント」と「ザッポスの奇跡」

〈第 56 回；2017 年 7 月 12 日〉

を知れ（ドラッカー博士の金言より）
」

・「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）
〉

ラを読んだら」渡邉明男
〈第 51 回；2016 年 9 月 13 日〉
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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

1 . 主宰者プロフィール
上野 周雄
勤務先：株式会社エイジア（非常勤取締役
（監査等委員）
）
，

・原著から，翻訳では伝わりにくいドラッ
カーの真意を深ること
5 . この一年の活動
『ドラッカー 365の金言』の原著 The Daily

株式会社サンウェル（非常勤取締役）

Drucker を，最初から毎回二日分ずつを各

専門分野：IT，マネジメント，企業統治，

回の半分の時間で翻訳，残りの半分を関連

業務監査

事項の深読みや参加者の議論の時間に使

2 . 出席者延べ人数
直近一年の延べ人数：92 名（2016 年 10 月
～ 2017 年９月，12 回開催）

い，お互いの知見を深めています .
6 . 当研究グループ（SG）について
この SG は，原著の言語である英語を通

開始時からの延べ人数：1 , 064 名（2007 年

してドラッカーを学びたいという会員有

３月～ 2017 年９月，111 回開催）

志によって，当学会元理事（学術顧問）の

3 . 出席者名（直近１年間）

小林薫先生に指導をお願いして 2007 年３

阿部 美穂，市川 充，一丸 浩一郎，小野

月からスタートしました．残念ながら，小

木之隆，川澄 佳美，斉藤 勝義，中野 羊

林薫先生は今年１月にお亡くなりになり

彦，中林 秀之，八谷 俊雄，林 正，福山 穣，

ましたが，今も小林先生に厳しく発音を治

山内 治友，吉松 隆，上野 周雄

された記憶がよみがえってきます。

4 . 研究グループの主たる関心

現在も設立当初からのメンバーであり，

・ド
 ラッカーを英語で学ぶことにより，翻

ダイヤモンド社時代にドラッカー博士と

訳の背景にある幅広い知識を得ること .

のお付き合いの良かった斉藤勝義氏も参
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加されています．上田惇生先生とドラッ

ック体なのか等，その表現の解釈をめぐり

カーの著書（
『未来への決断』他）の翻訳を

議論をすることも多々ありますが，その作

ご一緒にされた林正氏も参加されており，

業により一層ドラッカーの本質に迫るこ

様々なアドバイスを頂いております．

とが出来ると考えています．

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

っている．

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）

参加者は，原則ドラッカー学会員で，継

での通算開催回数は 111 回，延べ 1 , 064 名

続参加が可能な方であれば，英語の能力は

後半…読 書会の各章のテーマに関連付け

（ゲスト・講師を含む）が出席しました．

問いません．開催は，平目 19 時からとし，

た，現代の社会に関する討議

直近一年の月平均参加者数は 7 ～ 8 名，も

仕事帰りの空腹では辛いので軽食を用意

全員が発言するのに適当な人数の十数名
程度までに増やしたいと考えています．
今までテキストは色々使ってきました，

しています．
参加費は 1 , 000 円で，軽食代，会場代，
資料コピー代と共にゲストをお招きした
際の交通費に充当しています．

昨年３月から再度『ドラッカー 365 の金

今までに米国から２名他，当学会前代表

言 』の 原 著 で あ る The Daily Drucker を 最

（現学術顧問）上田惇生先生もゲストとし

初から学ぶことにしました．理由は，The

てお招きしましたが，今後も多彩なゲスト

Daily Drucker がドラッカーのほぼ全著書

をお招きし幅広く学んでいきたいと考え

を網羅しており，ドラッカーの幅広い知見

ています．なお今年３月には，当 SG をス

や洞察を学ぶことができると考えたから

タートして満 10 年になりました．

です．英語の読書会と考える方もいるかも

10 周年記念イベントを今年中の開催を

知れませんが，参加者が順番にテキストを

予定していましたが，会場等の都合で来年

翻訳し，翻訳した範囲の興味のあるテーマ

2018 年１月 13 目（土）に開催することに

について，深読みや議論をする形態をとっ

なりました．ドラッカー原著等も参加者に

ています．これにより翻訳の背景にある幅

抽選でプレゼントするほか興味ある企画

広い知識を得ることができます．また原著

を取り揃えて皆さんのご参加をお待ちい

を少しずつ丁寧に読み下す翻訳の段階で，

たします．詳細は改めてご案内しますので

使われた単語や何故その単語だけイタリ

ご期待ください．

が何人か加わり，2014 年，2015 年，2016 年，
2017 年の研究会に相互に出席し，交流を図

（2）2016 年度の活動

毎月 1 回／年 12 回開催し，今年９月ま

う少し参加者を増やし，限られた時開内に
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（3）2017 年度の活動

4 . 10 周年記念行事
本研究会は，2007 年 9 月に設立され，今
年は設立 10 年になる．そこで，それを記念
して 2017 年 10 月 7 日に，広く参加者を集め

前半…
『明日を支配するもの』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

て，記念イベントを開催する予定である．研
究会の成果発表を行うとともに，有識者を集
めてドラッカーの窓から見た明日の社会を議

た，現代の社会に関する討議

論する．下記の内容にて実施する．

読書会の発表は次の通り（9 月までは実施

（1）日時……2017 年 10 月 7 日（土）

済，11 月以降は予定）
章

（2）場所……日立金属・高輪和彊館
担当

発表月

第1章 マネジメントの常識が変わ
る…パラダイム変換

中野，
花松

2017年
4月，5月

第 2 章 経営戦略の前提が変わる…
21 世紀の現実

北村，
菅野

2017年
6月，7月

第 3 章 明日を変えるのは誰か…
チェンジ・リーダー

中野，
江成

2017年
9月，12月

第 4 章 情報が仕事を変える…
新情報革命

花松，
井坂，
森

2017年11月，
2018 年1月

第 5 章 知識労働の生産性が社会を
変える…先進国の条件

中島，
星野

2018 年
2月，3月

第 6 章 自らをマネジメントする…
明日の生き方

小野，
上野

2018 年
4月，5月

付章 日本の官僚制を理解するならば

藤島

2018 年
6月

（東京都港区高輪 4 -10 -56）
（3）プログラム
総合テーマ：Built on global community
with diversity and inclusion
①第一部（成果発表）
（10：00 〜 12：00）
●藤島秀記（主催者）挨拶（10：00 〜 10：15）
メンバーによる成果発表
●井坂康志……戦後の日本社会を生活
価値年表で読み解く
（10：15 〜 10：50）
●花松甲貴……人口構造で見た日本の
未来（10：50 〜 11：25）
●中野羊彦……チェンジリーダーの条

◎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

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，

〜 16：00 に，藤島秀記理事と中野羊彦幹事を

読書会・討議の内容，共同研究の内容，記念

中心に 15 名ほどで活動している研究会であ

行事について紹介する．

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

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

ラッカーの視点と思想（ドラッカーの窓）

を前半・後半に分けて内容を変えている．直

から，分析，討論，まとめを行う．
」

近 3 年間の活動は次の通りである．

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

（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）

3 . 共同研究の内容
当研究会では，ドラッカーマネジメント

件（11：25 〜 12：00）
②第二部（有識者講演）
（13：30 〜 16：50）

研究会と共同で，マネジメントスコアカード

●森岡謙仁氏……祝辞・マネジメントスコ

（MSC）について研究している．
「マネジメ

アカードについて（13：30

ント・スコアカード」とは，企業が「事業の
定義」と「事業の目標」を明確化し，その目
標を 8 つの最重要課題（企業の目標）に分類

〜 14：00）
●田中弥生様……非 営利組織の役割と方
向性（14：00 〜 14：50）

したものである．組織の成員は，全員がこれ

休憩（14：50 〜 15：00）

をもとに目標を共有し，実行することができ

●坂本和一氏……立命館アジア太平洋大

る．ドラッカーが実際にコンサルティングで
活用していたのを，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

学に見る混ぜる教育
（15：00 〜 15：50）
●野田一夫氏……私 のドラッカー（15：50
〜 16：50）
③懇親会（17：00 〜 19：00）
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（4）成果発表論文集の冊子の作成・配布
10 周年記念に合わせて，成果発表論文集
を作成した．これは，2016 年の「すでに起

研究グループの紹介

した各人が論文を執筆し，それを編集したも

こった未来」の読書会の成果をもとに，発表

研究活動のみならず，成果を社会に還元す

れる研究会であるからこそ，5 年以上にわた

るための実ビジネスの⽴ち上げ・展開を⾏っ

り発展的に活動を続けることができていると

ている集団です．

⾃負しています．
また，当研究会のチャレンジングな取り組
みのひとつとして，
主⼒メンバー参画のもと，

2012 年 8 ⽉より活動を開始したわが「ドラ

「IoT ／ AI 時代における次世代型ビジネスモ

ッカー・マネジメント＆イノベーション研究

デルをドライブする⼈材の教育・組織体制コ

会」は，ドラッカーの教えをヒントに「⾃ら

ンサルティング事業」を⽴ち上げ（すでに数

創出・獲得した知⾒，哲学，⽅法論」を実践

社への導⼊実績があり，成果および収益を獲

し，⾃らの事業や社会活動の向上・拡充をめ

得しつつあります）
，

ざす実務家のための研究会です．
◆構成メンバー
当研究会のメンバーは，上場企業やベンチ

事業の拡⼤をめざして活動を展開してい
ます．
◆メンバー募集

ャー企業のトップ，セクション・マネージャ

企業経営者，起業家，事業責任者，研究開

ー，実務経験豊富なコンサルタントなど，さ

発プロジェクト責任者，マネージャ候補⽣，

まざまな分野・組織でハイレベルなマネジメ

オペレーション・リーダーなど，マネジメント

ントとイノベーションの創造に取り組む少数

＆イノベーションを実践する⽴場にあり，積

精鋭の実務家で構成されています．

極的な姿勢をもってともに切磋琢磨していた

◆めざすもの

だける⽅の参加を⼼よりお待ちしております．

当研究会は，机上論，概念論のみならず，
ドラッカー理論を深く掘り下げ咀嚼すること
で内発的な知⾒や哲学を獲得し，それらを実
務フィールドで実践することを通じて，質の

内で開催しています．
代表者： 株
 式会社ジェイ・ティー・マネジメント代
表取締役 ⽥中 純（たなかきよし）

出する担い⼿となることをめざします．
◆活動概要
社会事象や，メンバーが実務レベルで抱える
問題・課題をケーススタディとして取り上げ
ながら，深い洞察⼒と分析⼒，責任ある判断
⼒を養うことをめざしています．
るハードなディベートになることもあります
が，良質な気付きや刺激を潤沢に与え続けら

「ドラッカー・マネジメント＆イノベーション研
究会」の中核メンバー．左から二人目が代表者
の田中．

いただき，学び，語らっております．
「視察会」は，会員のご紹介いただいた組

う「読書会」を月に 1 回，実践的な学びであ

織を拝見し，マネジメントの理解や実践を，

る「視察会」を年に数回開催しております．

人や仕組み，事業のミッションや目的などを

「読書会」は，指定本を毎回 1 章ずつ事前

参考に，それぞれが考え，質疑応答させてい

に読み込み参加し，話し合い，理解を深め，

ただく実践的な学ぶ機会になっています．今

プレゼンする，全員参加型アウトプット重視

年は，ご参加いただいているメンバーが事務

の勉強会です．

長を務め，全国から診療に訪れる医療機関を

読書会の目的は下記の 3 つ．

視察させていただき，ユニークな経営方針や

1. 全員アウトプットをすることでドラッ

実践事例を学び，多くの質疑応答がありまし

カー・マネジメントをより深く理解する

た．
当研究会のメンバーは，東海地方のさま

こと．
2. それぞれの実務経験に基づいたアウト

ざまな地域から集まっており，ドラッカ ー・

プットをしてもらうことで，他の業界の

マネジメントを学び，実践する仲間の輪を大

知識など幅広い教養を身に付けること．

きくし，それぞれが所属する組織の成果をみ

3. ドラッカーについてよく知らない方か

つけ，また確認できる SG へと変化させてい

らベテランまで誰でも参加でき，ドラ

きたいと考えております．

ッカー・マネジメントの普及につなげて
ドラッカー・マネジメント研究会

いくこと．

（ドラッカー学会東海 SG）

2017 年は，
『経営の真髄』
（ダイヤモンド

名節弘康

社）を課題本として，月に 1 章ずつ読み進め

◎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
2 . 代表者名

ドラッカー理論を実践していこうとする方々
と語り合うことで得られる学びから，自らの
視座を上げることのできる勉強会にしていき

NKE 株式会社 代表取締役社長 中村 道一

たいと取り組んでおります．

医療法人社団千春会 管理部 向井 弘美

5 . 活動概要

3 . 参加メンバー数（概算で可能）

当研究会は，理論研究のみならず，昨今の

ております．さまざまな業界の方々にご参加

ラッカー・マネジメントに関する本を読み合

※原則として毎⽉第⼀⽊曜⽇の夜，東京都

⾼いマネジメント＆真のイノベーションを創

ときに厳しい指摘や異論・反論が頻出す

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，ド

◎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～）

◆活動趣旨

◎名古屋 SG ドラッカー・マネジメント研究会（2008 年～）

のである．イベントに参加された人全員にそ
の冊子を配布する．
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予め課題図書を決定し，月 1 回（第 2 火曜

6 〜 8人

日の 19 時 30 分から 21 時 30 分に開催）読書

4 . 研究目的

会を開催し，それぞれの考えや意見，課題図

ドラッカー学会京都 SG は，
「社会的存在と

書から学んだこと，疑問等を持ち寄り，参加

しての人間が幸福であること」を目的に，ド

者全員で考察して，何らかの気付きを得る場

ラッカーの教えを通じて，それぞれの人が属

としております．

する組織をして高度の成果をあげ，責任ある

6 . これまでの活動内容

マネジメントを学ぶために共に集い，それぞ

2010 年 7 月に第 1 回読書会を開催して以

れの立場で課題図書を紐解いていきますが，

来，原則毎月第 2 火曜日に継続的に開催し，
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今年 9 月で 68 回の開催となりました．参加

れのマネジメント能力の修得に役立ったもの

が，参加者それぞれの職場における課題等に

される方々は，会社経営者，製造業・飲食産

と考えております．

ついて議論することが多く，人数が多い場合

成果をあげるのは勉強会に参加している

ます．

業にお勤めの方，コンサルタント，医師，大

また，京都 SG では他の研究グループとは

には課題図書を学ぶことなく終わってしまう

メンバーが所属している組織であり，勉強会

学教員，議員など本当に多様な業種業界，職

一味違う取組として，京都らしさを取り込ん

こともありますが，
形にはまっていないのが，

は，マネジメントの基本と原則から外れない

種の方々であり，参加者各人この読書会に参

だ『京都で集う会』に取り組んでおりました

大阪 SG の特徴でもあります．7 月にはドラ

ように道を踏み外さないように軌道修正する

加する目的も様々で，異なる業界・職種・世

が，この 1 年間は京都にとどまらず他府県で

ッカー学会の編集委員の取材がありました．

場であるとともに，私にとってのレジリエン

代の方からの情報収集，より実践的なものを

も積極的に開催いたしました．昨年 9 月には

3 名の初参加者もあり 12 名が参加していつも

スの場です．

学びたい，
参加者それぞれの経験を出し合い，

医療法人社団千春会病院様が運営する介護老

と違った雰囲気の中で学び合うことができ，

その経験を自分の現場に持ち帰り，それを活

人保健施設「春風」を訪問しました．利用者

その模様をドラッカーフォーラムの 2017 年

したからといって成果があがるかどうかはわ

かすなど，どのような立場であってもその人

と接する従業員のマネジメントが非常に重要

夏号に掲載していただきました．最近では，

かりませんが，
成果をあげている人の多くは，

の立場で読み込み，解釈することが出来，そ

となる介護現場から多くの気づきを得ること

目標管理等のドラッカーから生まれたマネジ

マネジメントを実践しています．私を含め勉

れぞれの立場における解釈を聞ければ勉強に

ができました．昨年の 11 月には牛乳石鹸共

メントツールがあらゆるところで活用されて

強会参加者は，自らの所属する組織において

なるとのことで，この読書会開催の目的のと

進社株式会社様の安田工場を訪問しました．

いることを痛感しており，ネクスト・ソサエ

マネジメントの基本と原則を実践することに

マネジメントの基本と原則を学んで実践

おり，仕事にとどまらず，家事にも使える，

「ずっと変わらぬ やさしさを．
」を企業理念

ティはまちがいなくドラッカーがイメージし

より，破綻することなく，成果をあげること

それぞれの人が属する組織をして高度の成果

に掲げておられ，創業 100 周年を超える歴史

ていた産業人の未来が来ることを確信してい

を目指しています．

をあげるためのマネジメントを学ぶというこ

と高度に衛生管理・自動化された石鹸づくり

とを改めて認識し，現在に至ります．

を間近で拝見させていただきました．今年の

2010 年 7 月からは，
『P・F ドラッカー理
想企業を求めて』を課題図書に，いつも違っ

クリーニング用のタグを製作されている会社

た視点から疑問，考えなどお互いの思考を

で，水に濡れても破れない，文字がにじまな

刺激し合い，2011 年 9 月からは『現代の経

いというクリーニングタグの性質に着目し，

営（上・下）
』
，2014 年 4 月から『イノベーシ

対洗紙を使ったメモ帳を開発されグッドデザ

ョンと企業家精神』
，2015 年 7 月からは『経

イン賞も受賞されました．工場を見学させて

営者の条件』
，2016 年 7 月からは『創造する

いただきイノベーションが起こった経緯・背

経営者』を課題図書として考察を深めていま

景を肌で感じさせていただきました．
今年の 11 月で『創造する経営者』の考察が

す．
この 1 年間においては，
『創造する経営者』

終わり，次回からは新たな課題図書に取り組

を課題図書として参加者で，それぞれのマネ

んでまいります．
ドラッカーの教えを通じて，

ジメントについて考察を深め，様々な気付き

それぞれの人が属する組織をして高度の成果

を得ることが出来ました．

をあげ，
責任あるマネジメントを学ぶために，

特に，成果をあげるために自らをマネジメ

あくまでも実践を主として取り組み，参加者

ントする能力の習得については読書会の度に

全員と語り合うことで得られる学びから，自

議論し，異なる業種業界，職種の方々との意

らの視座を上げることのできる読書会にして

見交換は参加者全員の思考を刺激し，それぞ

いきたいと考えております．

◎大阪 SG ドラッカー学会大阪
ドラッカー学会大阪 SG の勉強会は，9 年

◎高知 SG 高知ドラッカー読書会（2011 年～）

5 月には株式会社共生社様を訪問しました．

室をお借りして実施しています．最近の参加

目に入り今年の 4 月には 100 回を数えまし

者は常連さんを中心に 5 名〜 10 名程度です．

た．現在は毎月 1 回，日曜日の 9 時 30 分から

現在の課題図書は『イノベーションと企業家

梅田駅に隣接しているグランフロントの会議

精神』
（エッセンシャル版）を学んでいます

１. 研究グループ名

らをどうマネジメントしていくかといったこ

高知ドラッカー読書会

とへ．地元高知を元気づける話も展開しなが

２. 代表者名（世話人３人）

ら，ドラッカーのマネジメントをそれぞれの

高知大学人文社会科学部教授 中川香代

現場でどうやって有効に使っていくか，模索

高知鏡川病院理事長 武田茂

しています．こうした例会での各自のコメン

高知新聞社勤務 小笠原雄次

トをコンパクトにまとめて，後日一斉メール

３. 参加メンバー数
7 〜 13 人
４. 研究目的

で会員にフィードバックしており，喜ばれて
います．
６. これまでの活動内容

多様な職種，キャリア，年齢層の参加者が

2011 年 1 月から活動をスタート．毎月最

月１回集まっています．ドラッカーの著書を

終月曜日の午後 6 時半〜 9 時まで，高知市役

きっかけにして，参加者が互いに今抱えてい

所庁舎内にある高知市市民活動サポートセ

る課題について話し合ったり，マネジメント

ンターの会議室を無料（公益性がある団体と

上の悩みについても共有しています．ドラッ

認められたため）で借りて，読書会を開いて

カーからの刺激を受けて，一歩前へ踏み出す

います．参加者数は平均で 10 人ほど．散会

勇気をもらう場にもなっています．

後の「近辺の居酒屋マネジメントを視察する

５. 研究概要

会」に加え，酒好きの土佐人らしく，夏のビ

前もって，課題となる図書と読んでくる箇

アホール視察会，
忘年会も毎回行っています．

所を決めておき，一人ずつ感想や考え，分か

これまでに読んできたのは，
『経営者の条

りにくかった点について披露し，共有してい

件』
『イノベーションと起業家精神』
『経営者

ます．ドラッカーから学びつつ，話は自然に
会員が互いの現場，ポジションでどう仕事に
取り組んでいるのか，課題や悩みは何か，自

に送る５つの質問』
『ネクスト・ソサエティ』
『P.F. ドラッカー理想企業を求めて』
．
2015 年から 2016 年にかけては，
『経営の
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真髄』上・下巻を通して読み，意見や感想を

み進めています．最近は口コミで女性会員が

シェアしてきました．2016 年 4 月からは『ド

増えています．

ラッカー入門新版』
．
『経済人の終わり』をへ

こうした活動の紹介や例会の告知には，下

て，現在は，
『われわれはいかに働きどう生

記のフェイスブックページも活用中．

きるべきか ― ドラッカーが語りかける毎日

https://www.facebook.com/kochi.drucker/

の心得，そしてハウツー』を毎月１章ずつ読

?ref=bookmarks#

2 月 22 日〜 26 日

9 月 16 日（土）

クレアモント・ツアー
（8 名参加）

渋ドラ「もう一つの土曜日」

ドラッカースクール教授との面談や，ドラッ

13：00 〜 17：00

カー邸訪問

場所：東京都江東区豊洲5丁目4-9KR豊洲ビル
アーバンフューネス
登壇者：田中弥生氏，井手聡太郎氏 他

◎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］
知識労働者の疲れを少しでも和らげ，考え

「ドラッカー学会に入ったけれど，何をし
たらいいのだろう？」という方も，気軽にお
声かけください．

るための心のゆとりを取り戻してもらう場所

本研究会は，ドラッカーのすべての著作を

（
「知の天然温泉&BBQ」と呼んでいます）を提

翻訳し，
「分身」とされる上田惇生先生が推

供するのが渋沢ドラッカー研究会のミッショ

薦してくださっています．
「ドラッカーの高

ンです．

質な思想をよい意味でポピュラーなものとす

個の力を見つめなおし，自由な活動を通

る渋ドラのような試みをどんどん進めてほし

してどうエネルギーを解放できるかをいつも

い．私もいつか出席したい」との言葉をいた

考えています．ビジネス社会でのストレスか

だいております．

ら解放されて，自分が個としての自分であ
ることを再確認してもらえる場でありたい．

【活動実績】

渋沢ドラッカー研究会の成果はたった一つで

12 月 17 日（土）

す．学びの回路をオープンにしてもらうこと

渋ドラ「リュンケウスの夜」

です．

時間：13 時〜 17 時

公開研究会は3 ～ 4か月に一回，主として

場所：東京都江東区豊洲5丁目4-9KR豊洲ビル

会員の企業の施設をお借りして行っています．

アーバンフューネス

自由に発言できる雰囲気づくりを心がけてい

登壇者：佐藤等氏，国永秀男氏他

ます．各回の参加者は40 ～ 50名程度です．
参加は無料です．おかげさまで，多方面か
らの参加をいただいており，東北，関西，九
州からお運びくださる会員もおられます．コ
ンサルティング会社経営，獣医師，公務員，
編集者，人材育成専門家，ネット物流企業，
葬祭業，大学教授，宗教団体，印刷会社など

11 月 18 日

など背景が違うことで，議論が豊かで奥行き

長崎軍艦島ツアー
（10 名参加）

深くなるのを実感しています．
能楽鑑賞会やオペラ鑑賞会も企画してい
ます．
終了後はささやかな懇親会（ビター（渋）
・
カフェ）も行われています．
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4 月 15 日（土）
渋ドラ「ホット・スプリング」
13：00 〜 17：00
場所：東京都江東区豊洲5丁目4-9KR豊洲ビル
アーバンフューネス
登壇者：中川貴之氏，井手聡太郎氏，
今井大三氏 他
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.............................................................................................................................. 佐藤等

知識労働の生産性に関する検討 ― ドラッカーの宿題.................................................. 大木英男
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ネクスト・ソサエティはトップマネジメントから何を期待するか？................................ 安井猛
物質精神両面の豊かさと人類全体の幸福を目指した「知的付加価値の生産性向上」について
－ 東洋的陰原理による文明の新たな進歩へ向けての試論.......................................... 山縣俊夫
■研究ノート

【研究ノート】社会福祉サービスへの苦情対応におけるマネジメントの意義............... 星野晴彦
【研究ノート】ドラッカーと西田幾多郎........................................................................... 疋田秀裕
■関連論考

“合併の大波”が意味するもの.......................................................................................... 藤島秀記
ドラッカーの思想枠組み............................................................................ トニー・H・ボナパルト
教師としてのドラッカー........................................................................... ジョン・E・フラハティ
■講演録

ドラッカー先生の思い出................................................................................................... 伊藤雅俊
知識労働者とその組織.......................................................................................................... 柳井正
■追悼・南尚鎮氏
■活動報告
会計報告等
支部・研究会の活動
『文明とマネジメント』バックナンバー目次

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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「経済の暗黒大陸“流通”」再考.............................................................................................. 白珍尚
ドラッカー「シアーズ物語」におけるリチャード・シアーズの評価をめぐって.......... 西川英臣
接着剤のマーケティング................................................................................................... 森村正博
■一般投稿論文
第 2 回グローバル・ドラッカー・フォーラム・ヴィエンナ 2010 における
イノベーション概念の展開とその意義................................................................................ 安井猛
ドラッカー・プレミアムとドラッカー・スタディーズ関係性の考察................................ 佐藤等
知識イノベーションとドラッカー「教育革新論」の周辺............................................... 宮内拓智
コンプライアンス再考...................................................................................................... 伊藤末高
産業人ヴァルター・ラーテナウ ― P. F. ドラッカー初期著作（1933 − 1942 年）の

政治的射程.......................................................................................................................... 井坂康志
■論考 ― 思索と実践

ドラッカーの経営戦略論にもとづいた新たな戦略マップの提案.................................. 浅沼宏和
ドラッカー・マネジメントにおける知覚......................................................................... 丸山有彦

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
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 6 2011 年Ⅱ
Vol. 5 2011 年Ⅰ
■巻頭

発刊の辞............................................................................................................................. 藤島秀記

『文明とマネジメント 2011 年Ⅰ』刊行にあたって.......................................................... 上田惇生
■総会・講演会資料（5 月 14 日）
第 6 回 総会・講演会プログラム

ドラッカーと松下幸之助 ― その共通の視座から学ぶべきこと................................... 渡邊祐介
事業再生とドラッカー.......................................................................................................... 安嶋明
「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」でのある風景
― すでに起こった未来と日本企業としての備え.......................................................... 花松甲貴
われわれがドラッカーに学んだもの............................................................................ 小林陽太郎
『現代の経営』と私の経営.............................................................................................. 茂木友三郎
■論文 ― イノベーションの新展開

■巻頭

巻頭の辞............................................................................................................................. 藤島秀記

［インタビュー］第二の船出に向けて — ドラッカー学会代表退任の挨拶を兼ねて.... 上田惇生
■研究論文

パラダイム転換迫られる日本の経営 — ドラッカーが見てきた可能性と限界............. 藤島秀記
NFL タンパベイ・バッカニアーズにみるプロスポーツ組織の社会的責任
— 社会貢献活動を通じた戦略的なビジネス基盤の構築............................ 福田拓哉・種子田穣
ドラッカーの科学的管理法の評価をめぐって................................................................. 岸本秀一

「サービスの工業化」とドラッカー................................................................................... 田中浩子
マスキー法に見る企業の社会的責任................................................................................ 石川敦夫
ドラッカー思想の実践例としての CKI

— ホワイトカラーの生産性向上を目指して............................... 桑江曜子・北川聡・前島克好

ピーター・F・ドラッカーに学んだ三人のコーチング・マスターの
コーチング原理と彼らのエグゼクティブの実践に対する意義........................................... 安井猛

P. F. ドラッカーによる「イノベーションの発明」

― 『イノベーションと企業家精神』
（1985 年）の歴史的意義....................................... 坂本和一

ドラッカーにおける「マーケティング」と「イノベーション」........................................ 三浦一郎
社内企業家とイノベーション............................................................................................... 肥塚浩

ドラッカーの「知覚」概念への心理学的アプローチ
— 社会生態学への心理学の導入可能性の検討................................................................. 佐藤等

非定住的思考の起源 — ツヴァイク，ラーゲルレーブ，ムージルをめぐって............. 井坂康志
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■論考
ドラッカーの社会生態学手法で太平洋戦争終結直前における民衆の価値観変化を探る
......................................................... 大木英男

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

［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』........................... 中野羊彦
■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

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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“Management Accounting”の迷走に関する要因の考察
— ドラッカーのマネジメントからのアプローチ.............................................................. 佐藤等
ドラッカーによるマークス＆スペンサーの評価をめぐって
— ミッションとしての「社会革命」を中心に................................................................ 西川英臣
Peter Drucker, the Down-to-Earth Management Thinker......................... Winfried W. Weber
■論考

ドラッカーのマーケティング発想.................................................................................... 大木英男

［実践レポート］山城屋おんな経営記........................................................................... 真田千奈美
［対話］ポストモダンの作法としてのマネジメント...................................... 上田惇生・井坂康志
■関連論考

ドラッカー思想の起源..................................................................... ベルトホルト・フライベルク
教養としてのマネジメントの起源........................................................ ジョゼフ・A・マチャレロ
技術史家としてのドラッカー.......................................................... メルヴィン・クランツバーグ
■講演録

ドラッカーは何を語り，何を語らなかったのか............................................................. 三浦一郎
『断絶の時代』と現代 — 旧訳と新訳の間で何が起きていたか...................................... 藤島秀記
日本社会の病根 —「劣化する知性」を打破するには？.................................................. 阪井和男
ドラッカーと世阿弥 — 新しさのマネジメント......................................................... 土屋惠一郎
■活動報告

Vol. 7 2012 年Ⅰ
■巻頭

ドラッカー研究の意味...................................................................................................... 三浦一郎
学会使命の再認識.............................................................................................................. 藤島秀記
■総会・講演会資料（2012 年 5 月 26 日）
第 7 回 総会・講演会プログラム

【会員研究発表①】今後の医療について............................................................................... 井上薫

【会員研究発表②】人事に生かす「実践するドラッカー」................................................ 川口博己
【会員研究発表③】アミュレット事業戦略検討シートについて.......................................... 市川充

ドラッカー研究の未来...................................................................................................... 三浦一郎
『ドラッカーの警鐘を超えて』 — 自著を語る................................................................ 坂本和一

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 8 2012 年Ⅱ
■巻頭

第 8 回年報刊行に寄せて.................................................................................................... 三浦一郎
果たすべき役割.................................................................................................................. 谷崎敏昭
文明とマネジメント研究所との協働に寄せて................................................................. 阪井和男
■研究論文

ドラッカーとバーナード ― 両者に通底するもの.......................................................... 坂本和一
イノベーションの 7 つの機会の利用について ― 缶コーヒーを事例として................. 岸本秀一

Living in More Than One World: A Different Way of Looking at Your Life
................................. Featuring Bruce Rosenstein in a Conversation with Joseph Lee

知識労働者のマネジメントとフロー................................................................................ 森村正博
まちづくりにおけるドラッカー思想の応用に関する一視点.......................................... 粟島浩二

■研究論文

ソーシャルワーク・スーパービジョンの再構成に関する検討
― ドラッカーの MBO and Self Control を踏まえて..................................................... 星野晴彦

技術官僚批判の意味するもの —『現代の経営』から『マネジメント』へ..................... 三浦一郎
生協経営に学ぶガバナンスと社会的責任......................................................................... 奧村陽一
現代地域コミュニティと社会的排除についての一視点.................................................. 小沢道紀

知識労働者のマネジメント再考........................................................................................ 石川敦夫
市場のグローバリゼーションと流通小売業.................................................................... 田中浩子

ラフリーにおけるドラッカー理論の具体化............................................................................ 肖栄

“Management accounting”の迷走に関する要因の考察
― ドラッカーのマネジメントからのアプローチ.............................................................. 佐藤等
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■論考

「ドラッカー・マーケティング」を散歩する.................................................................... 大木英男
ASTD に見るドラッカーの「知識労働者」の育成の潮流について................................ 中野羊彦
組織の社会的存立について............................................................................................... 丸山有彦

『経営者の条件』から学ぶこと.......................................................................................... 根岸正名
経済社会シミュレーターの意義と問題解決能力そして実現への道
― 見えてくる未来社会の構造........................................................................................ 山縣俊夫

［対話］観察法の観察....................................................................................... 上田惇生／井坂康志
ポスト「もしドラ」時代のドラッカーマネジメント........................................................ 岩崎夏海

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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利益という概念...................................................................................................................... 佐藤等
社会生態学へのギブソン心理学の導入の研究 — その 1
— ギブソンの知覚論から得られるもの............................................................................. 佐藤等
マーケティング・リサーチによって顧客ニーズを把握することはできるか
— 大木英男氏を偲んで................................................................................................... 岸本秀一
日本の小売業研究の基本的視点に関する一考察............................................................. 西川英臣
■論考

大会後記 — 第 7 回ドラッカー学会大会 in 浜松を成功裏に終えて................................ 浅沼宏和

継続学習の方法についての考察 — ドラッカーの意見を活用して................................ 中野羊彦

■関連論考

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

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）

もう一人のドラッカー — キルケゴールとの対話.......................................................... 宮脇博嗣
もし小中学校に「マネジメント」という教科があれば……........................................ 木之下浩一

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

■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

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

マニュアルの再定義........................................................................................................... 丸山有彦

『創造する経営者』から学ぶこと...................................................................................... 根岸正名
小売業について考えるとき，わたしが考えること............................................................. 若山修
■関連論考

現代の経営に関する評価........................................................................... ロナルド・S・リッチイ
■追悼・大木英男氏

ドラッカーのアドバイスを「読みとる」力...................................................................... 大木英男
大木英男さんの思い出...................................................................................................... 三浦一郎

大木英男さんを偲ぶ........................................................................................................... 上田惇生
大木英男さんを偲ぶ........................................................................................................... 藤島秀記

大木英男氏の宿題.............................................................................................................. 阪井和男
大木英男さんを偲んで...................................................................................................... 谷崎敏昭

大木英男さんを悼む............................................................................................................... 佐藤等
大木英男さんへの追悼.................................................................................................. 佐々木英明

大木英男さんを悼む........................................................................................................... 上野周雄
森の番人としての大木英男さん........................................................................................ 花松甲貴

ちいさな者たちを弁護し続けた人.................................................................................... 井坂康志
■活動報告
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
ドラッカー学会の活動紹介
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 10 2013 年Ⅱ
■巻頭

はじめに............................................................................................... ドラッカー学会編集委員会
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■研究論文

『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
― 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

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
商業経済論パラダイムとドラッカーのマーケティング的事業観
― 森下とドラッカー....................................................................................................... 西川英臣

ドラッカーの知的業績の人材育成への応用................................................................ 八木澤智正
■論考
人類の進化からみた共通仮想世界の意義と明日の文明の姿
― 政治の枠を超えて経済社会シミュレーターを考える............................................... 山縣俊夫
■講演録

私にとってのドラッカー ― 当学会会員各位へ私が望むこと....................................... 野田一夫
渋沢栄一の「論語と算盤」で未来を拓く.............................................................................. 渋澤健
Soulmates – Peter Drucker’s Management Philosophy and
German Mittelstand Champions ................................................................... Winfried W. Weber
■関連論考

経営者の先生......................................................................... リンダル・アーウィック，訳／林正
耳を傾け続ける人....................................................... マーシャル・マクルーハン，訳／井坂康志
■活動報告
研究グループの紹介
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
ドラッカー学会の活動紹介
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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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
社会生態学へのギブソン心理学の導入の研究 – その 3
―ギブソンの知覚論から得られるもの................................................................................ 佐藤等
ドラッカー思想と非営利組織における展開........................................................................ 島田恒
■講演録

ピーター・ドラッカーの経営理論（マネジメント）と生命の道..................................... 飯島延浩
グレートクリニックを創ろう！ ― 「子供たちの未来のために
世界で一番ハッピーなクリニックを創る！」を目指して............................................... 内藤孝司
■活動報告
ドラッカー学会の公式活動
研究グループの紹介
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
ドラッカー学会の活動紹介

Vol. 11 2014 年

『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

追悼 勇気と希望の人 ドリス・ドラッカー氏

20 0 0 年代に向けての 7 大課題―危機や停滞をも機会として利用する...... ピーター・F・ドラッカー
■巻頭

「実務家」にとってのドラッカー...................................................................................... 花松甲貴
医療とマネジメント........................................................................................................... 真野俊樹
■実践と思索
「ドラッカーのマネジメント」から糖尿病診療を考える

― もし糖尿病専門医がドラッカーの『マネジメント』を読んだら........... 池田雅彦，江木宏志

イノベーションとは新しい責任を創造することである.................................................. 和光良一
山城屋おんな経営記―1000 年企業を目指して............................................................ 真田千奈美

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）
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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
ドラッカーのみた「既に起きた未来」 — その 2

変わりゆく社会の経済的側面：ドラッカー経済学......................................................... 藤原健一
■論考

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

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

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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■活動報告
学会 10 年の歩み
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. 13 2016 年
ドラッカー ― 今なお，知の回路を開き続ける人............................ ドラッカー学会編集委員会
はじめに........................................................................................................... 三浦一郎，井坂康志
■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 ― 世界の経営学の「最先端」が
抱える本質的問題とは何か？........................................................................................... 西條剛央
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.................................................. 西條剛央

「発想転換」なくして「イノベーション」なし ― 私の経験........................................... 坂本和一
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....................................... 佐藤 等
ポスト資本主義と社会改革............................................................................................... 谷崎敏昭

わが国におけるスポーツビジネス研究の前提となるもの
― ドラッカー経営学を手掛かりに................................................................................ 種子田 穣
ドラッカーの社会的責任（CSR）― ドラッカー思想を通して ISO 26000 を
再検証する.......................................................................................................................... 北村和敏
コーポレートガバナンスと内部監査とドラッカー............................................................ 森 雅司
顧客目線を通してみた真の顧客価値―ジャパネットたかたの

アントレプレナーシップ................................................................................................... 石川敦夫
「ポスト資本主義社会」の研究.......................................................................................... 田中文武
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........................................................................................ 星野晴彦
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............................................................. 中村真介
少子高齢化に対応する食品流通業.................................................................................... 田中浩子
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...................................................................................................... 大伴史緒
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.............................................. 薄木伸康
■実践レポート
株式会社 都田建設
株式会社 大和製作所
「記録すること」.................................................................................................................. 名節弘康
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■論考

今後の企業内人財育成の変化を考える............................................................................ 中野羊彦
人と仕事のマネジメントがもたらす「位置と役割」......................................................... 和光良一

『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針
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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 2018

共有世界実像と新しい文明社会のシナリオ.................................................................... 山縣俊夫
■講演録

フィードバックと学習の原理.............................................................................................. 安冨 歩
「ドラッカー 90 歳 記念講演録」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............................................. ピーター・F・ドラッカー
ガリガリ君のマーケティング戦略.................................................................................... 井上創太

継続学習と実践の成果...................................................................................................... 野村文吾
■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

◇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．

『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

【投稿規定および編集方針】
（1）投稿資格

※本規定および方針は，必要に応じて改訂することがあります．

◇本会の会員を対象とする．
◇ただし，会の活動に有益と認められる場合，編集委員会の判断により，会員以外
の研究者に寄稿を要請する場合がある．
◇投稿原稿は未発表のものに限る．
◇投稿者の掲載名称は実名とする．
（2）論考の種別・内容
①論文
ドラッカーの知的業績に関する理論的研究ないしその実務面への応用に関する論文．
②ノート
論文に準ずるもの．例えば，研究テーマ，理論・手法についての着想の提示，研
究結果の中間発表，学界・実務界の動向の紹介等．
③実践レポートその他
例えば，企業経営，マーケティング，戦略論等に関する調査レポート，日常業務
から得た実証データの紹介，その他上記に関し特に注目すべき実践事例等につ
いてのレポート等．
④批評・書評
ドラッカー著作，あるいはその関連書籍あるいは論文に関する評論，書評．
（3）原稿作成上の注意
①論文
◇ A 5 判横組，並製，カンマ・ピリオド（．
，
）使用，数字・アルファベット等は半
角，字数 1 万 5000 字程度（計表・グラフ類および数式を含む）
．本文 10 . 5 ポイン
ト，図表，注，文献表記 9 ポイント．
◇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．
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◇引用部分，注については，原則として文末脚注形式とする．
◇文末に，略歴を添付．形式は問わないが，概ね「現職」
「最終学歴」
「職歴」
「関心領
域」
「研究あるいは実務上の業績」等具体的な事実を掲載．
②ノート，調査レポートその他
字数 7000 字程度．執筆方法は上記論文に準ずる．タイトルは和文英文併記とし，
略歴は論文に準ずる．
③その他（評論，書評，エッセイ等）
：字数 4000 字程度．タイトルは和文英文併記
とし，略歴は論文に準ずる．
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④選考方法
論文，研究ノートについて，投稿原稿は，執筆者名等を匿名として，まず委員長が
予備審査を行い，予備審査を通過したものについて，レフェリー審査（編集委員
または編集委員以外の会員から選定された 2 名程度）を経て掲載の適否を決定す
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組織が生き残りかつ成功するには，自らがチェンジエージェントすなわち変革
機関とならなければならない．
変化をマネジメントする最善の方法が，自ら
変化をつくりだすことである．
―
『ネクスト・ソサエティ』
本人が自覚しているか否かにかかわらず，あらゆる仕事が原理にもとづく．
企業家精神も原理にもとづく．
企業家精神の原理とは，変化を当然のことと
することである．
―
『イノベーションと企業家精神』
知識労働の生産性を向上させるための条件は大きなものだけで六つある．
仕事の目的を考える．
働く者自身が生産性に責任を負う．
継続してイノベー
ションを行う．
継続して学び人に教える．
知識労働は量よりも質の問題である
ことを理解する．
知識労働者は組織にとってコストでなく資本であることを
理解する．
―
『明日を支配するもの』
イノベーションには，つねにリスクが伴う．
しかし，イノベーションを追及するこ
とに伴うリスクは，イノベーションを追及しないことに伴うリスクよりもはるかに
小さい．
―
『明日を支配するもの』
起業家精神とは気質ではなく行動である．
しかもその基礎となるのは，勘で
はなく，
原理であり，
方法である．
―
『イノベーションと企業家精神』
目標は難しいものにしなければならない．
（中略）だが可能でなければなら
ない．
―
『明日を支配するもの』

