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地震の群発のように社会を激動が襲いはじめた．
その原因は地殻変動とし
ての断絶にある . この断絶の時代は起業家の時代，グローバル化の時代，
多元化の時代，
知識の時代である．
―
『断絶の時代』
境界を越えた後の世代にとっては，祖父母の生きた世界や父母の生まれた
世界は，想像することのできないものになる．
われわれは今，そのような転換
期を経験しつつある．
この転換がポスト資本主義社会を創造しつつある．
―
『ポスト資本主義社会』

やがて，遅くとも一九五〇年代初めのころだったと思うが，私はマネジメント
が，企業であるなしにかかわらず，あらゆる組織に特有の機能であり，しか
も，
その機能は経済的なものではなく，
社会的なものであることを認識した．
―
『すでに起こった未来』

乱気流の時代にあっては，突如として襲ってくる烈風に耐えるとともに，突
如として現れる予期せぬ機会を利用しなければならない．
そのためには，
資源を食うばかりで，非生産的な昨日のものを切り捨てていかなければな
らない．
―
『乱気流時代の経営』
私に対し，そして世界に対し，一八六〇年代から七〇年代，一九五〇年代
から六〇年代という二度の転換を通じ，いかにして激動を好機とし，苦難を
絆に結びつけるかを示してしてくれたものこそ，他ならぬ日本である．
―
『プロフェッショナルの条件』

明日の教育ある者は，
グローバルな世界に生きる．
同時に部族化しつつあ
る世界に生きる．
ビジョン，
視野，
情報において世界市民でありながら，
自ら
の地域社会から栄養を吸い取るとともに，
栄養を与える存在である．
―
『ポスト資本主義社会』

技術の大きな変化は，社会と政治のイノベーションを必要不可欠とする．
技
術の大きな変化は，それまでの制度的な仕組みを陳腐化させてしまう．
それ
は，
コミュニティ・社会・政治のためのまったく新しい制度を要求する．
．
―
『すでに起こった未来』
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ドラッカーの世界認識と現代＊

はじめに

寺島実郎

Jitsuro Terashima

人間社会はどこからきて，どこへ向かっていくのだろうか．
石清水の湧き出すような静けさながらも，時に伏流しつつ増幅され，やがて
巨大な瀑布を形づくる．あるいは，柔らかな風が頬を洗うようになると，見る
間に桜が咲き誇り，冷たい冬の終わりを告げる．私たちを取り巻く自然現象は
おおむねかすかな変化からいつしか誰の目にもわかる変化につながっていく．
同様の変化が，人間社会にも起こっていることをドラッカーは指摘した．変
化は必ずしも，誰の目にも見えるかたちで起こるわけではない．多くの場合そ
れはわかりやすいものではないかもしれない．新聞の一面を飾る大事件が，未
来に対しほぼ意味を持たないこともあれば，わずか 200 字のベタ記事が，未来
からの叫び声であることもある．
何が何につながっているかわからない．だから，観察と沈思黙考が第一に求
められるのだろう．
来年 2019 年は『断絶の時代』刊行から半世紀になる．1960 年から今日にいた
る社会の連続的激変を透視し渡り合ってきた社会生態学者ドラッカーから学ぶ
べきことはなお多い．60 年代はおそらく現代の変化を読む上での分水嶺とも見

（一般財団法人日本総合研究所会長・多摩大学学長，本会フェロー）

経営とは時代認識
本日はお招き下さりありがとうございます．立命館大学の坂本和一先生との
ご縁でこちらにまいりました．
いくつかのご講演を伺い，私なりに知的刺激を受けました．それらを受けて，
当初考えていた報告の組み立てを変えようと思いました．事前に準備していた
のは，「ドラッカーとは何者なのか」という主題だったのですが，それについて
は後ほど触れることにしたいと思います．
まずお話ししたいのが，イノベーションの光と影という問題です．私に響いた
ものですので，そのことをお伝えしたいと思います．私自身海外を飛び回ってお
りまして，この夏もアメリカ東海岸から西海岸まで訪ねて歩きました．私の関心
領域としては，エネルギー地政学を突き動かす関連要因の変化があります．
そのなかで，私は経営とは時代認識であると言い続けてまいりました．その

られ，今一度源流に立ち返った時代診断の必要性を感じさせられる．
そのなかで，15 号を迎える本年報『文明とマネジメント』は，テーマの多様

認識自体がドラッカー的と言ってよいかと思います．というのも，今生きてい
る時代を的確に認識できずして，経営が成功するはずがないためです．

さ・賑々しさ，そして，何より論文，レポート，エッセイ等，それぞれの視野か
ら貴重かつ豊かな指針を与えてくれる．執筆・編集を賜った各位への感謝を申
し上げるとともに，本号が知的実践的貢献のための着実な一助となればと願う
次第である．

ただし，10 年や 20 年経って振り返ってみると，やはり誰もが時代の子ですか
ら，その時々の時代状況の中でもがいていただけ，と思わされることもあります．
その時代を生きているときは，主体的に判断し行動していると考えがちで
す．しかし，激流に揉まれながら平衡感覚を保つというのはとても難しいこと
です．あるいは日常性に流されながら時代の本質を考えるというのはさらに難

ドラッカー学会編集委員会

しいことです．時代認識を深めるというのは，たやすいことではない．その面
において，ドラッカーの時代認識や切り口が，依然としてわれわれにとって示
唆的と言えるかと思います．以下そのお話を申し上げたいと思います．

逆さまになった世界
世界の国際会議などに出席すると定番のように耳にするジョークがありま
す．「逆さま（upside down）になった世界」というものです．
2017 年 1 月 17 日のダボス会議に中国の習近平国家首席が出席し，「グローバ
リズムと市場主義経済が大事だ」とぶち上げたという．その 3 日後にトランプ
＊

本論稿は，ドラッカー学会第 12 回大会（2017 年 11 月 11 日，於・立命館大学大阪いばらき
キャンパス）で行われた同題名の講演をもとに加筆・修正を加えたものである．
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政権がスタートし，新自由主義の総本山たるアメリカを率いる大統領が，「保
護主義こそが経済を強くする」と主張したわけです．
世の中は逆さまになり，価値が倒錯した世界になったと言えます．すなわち，
価値が倒錯し，座標軸が揺らいでいる時代と言うことだと思います．そのなか
でわれわれはどのようにして正気を保ち，世界認識を考えることができるの
か．
ところで，私は BS 11 でテレビ番組をもっています．「寺島実郎の未来先見
塾」という番組で，九段下にある寺島文庫から発信しています．ドラッカー学
会の方々にぜひご覧いただきたいと思っています．世の報道番組よりもより本
質的かつ構造的な情報にアクセスできると確信しています．
そこでも取りあげているのですが，まずトランプ政権による経済政策の輪
郭を知る必要がある．思った通りと言いますか，公約でも掲げていたとおり，
産業政策においては思い切った保護主義をとっています．TPP からの離脱や
NAFTA の見直しです．どちらかというとイノベーティブとは言えない，取り
残された産業にカンフル注射を打つ政策が目立ちます．工場を移転させなかっ
たり，競争力のある企業を排除したりするなどで産業政策を転換しようとして
いるようにさえ見えます．金融政策においても，金融規制緩和などウォール・
ストリートには最も好ましい流れであり，この政権の特色が，財務長官と商務
長官にはハゲタカ・ファンドに近い，マネー・ゲーマーを据えているのも特色
です．
加えてこの 7 月から極端に軍事政権化してきたと見られます．制服組のジョ
ン・ケリーがホワイトハウスの首席補佐官に就任しています．すなわち戦争政
策に対して重心が下がっているのが特色だと思います．

イノベーションの光と影
その点でとりわけ話題にしたいのが，西海岸対東海岸です．あえて言うなら
ば，シリコンバレー対ホワイトハウスです．これが一つの国なのかと思うほど，
西海岸と東海岸の温度差が際立ってきている．
この夏，シリコンバレーの経営者と 2 度ほど対話してきました．まさに IoT
の先端を走る企業です．これらの人々はホワイトハウスを冷笑するというよ
り，幻滅し軽蔑しているように感じます．その一つは，スティーブ・ジョブズは
シリア人だったという話です．わかりやすく言うと，シリコンバレーは多国籍
軍です．驚くほどにインド人が活躍しています．Google，Amazon，マイクロソ
フトなど，主力の IoT 部門にはインド人が名を連ねています．韓国，中国，日本
からも意欲的で野心的な青年たちがシリコンバレーを支えています．そのよう
な人々にあって，イスラムの入国を規制しようとする政権に対して，幻滅や軽
蔑の空気が出るのは当然のように感じます．
加えて，イノベーションによって光り輝くシリコンバレーになっているわけ

ドラッカーの世界認識と現代
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ですから，国家に期待も依存もしない自由な気風に満ち溢れています．ホワイ
トハウスにアクセスして，援助を得ようなどと言う気持ちはひとかけらもな
い．必要も感じない．自立自尊で戦い，自らのビジネスモデルにひたすら向き
合っている．
カリフォルニア州の経済規模は世界各国の GDP と比較すると世界 6 位にな
ります．ほぼフランス並みの水準です．政府がパリ協定から離脱するというの
なら，カリフォルニアだけでも残ろうかというくらいの規模なのです．このよ
うな西と東の懸隔が，現在のアメリカを理解する上でのポイントなのだろう
と思います．そういうと，イノベーション・センターとしての西海岸の輝ける
側面しかないのかというと，そうではない．私がここでお話ししたいのはイノ
ベーションの光と影の部分なのです．
この夏，サンフランシスコのベイエリアというところにも行ってきました．
そこで感じた，というよりもショックを受けたのは，異様なまでの不動産価格
の高騰なのです．中間層サラリーマン，企業の事務職，営業職，サービス職など
で働いている方々で，年収 10 万ドル以下の方々でも，容易にローンを組んで買
えた小さな一戸建ての家が今は手が出なくなっている．現在ではベイエリアは
日本円で 2 億円を超すのはざらになっています．
なぜそのようなことが起こっているのか．
イノベーション・センターとしての光と影がそこにあるわけですが，起業家
やベンチャーに対して，アメリカは恵まれた国であり，極端なほどの資金がつ
きます．本当にこれでいいのかと首を傾げるほどです．
昨今，サンフランシスコのウーバーというビッグデータを使った配車システ
ムの会社にソフトバンクが 1 兆 2000 億円出すと言った．そのような起業家やベ
ンチャーの人々に，投資家が金をつけていきます．そうなると IPO をした若き
経営者は巨万の富を手にします．そうなると住宅なら 10 億，20 億でも飛ぶよう
に売れる．そのようなことを背景に，不動産価格は高騰しているのです．

AI の課題
さらにもう一つ，AI の課題があります．私の番組でも AI が産業や社会をど
う変えるかを取りあげています．実はそれに関しては，ステージが変わってき
た印象があるのです．
「技術的失業論」という説があります．現在ある職業の 6 割はやがて AI に置
き換わるだろうというものです．確かに AI の学者の中には「天才にしか仕事の
ない時代」などという言い方をする人もいます．そうなると中間的サラリーマ
ン，事務職や営業職などの仕事には AI が入っていきやすく，そのような平準化
した労働は，かつてコンピュータ・サイエンスがそこに入っていったように，
AI によって置き換わってくるというのです．
2045 年におけるシンギュラリティという議論がありますが，それは人間の能
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力を AI が超えることを意味しています．最近の研究では 2030 年代に迫ってい
るとまで言われます．そこで立ちどまって考える必要があります．
近年は「働き方改革」ともいわれ，なるべく働かないことが人間らしい生き

そのなかで彼女はカヤックの転覆事故に遭うのですが，超小型カメラでその
模様がリアルタイムで監視されており，転覆と同時にヘリコプターによって救
助されます．それは安心安全でよいではないかと思いきや，そこから一転して

方という見方さえありますが，人は 8 時間しか働けなくとも AI は 24 時間働け
るのです．現在 AI が入ってきている産業として，Fintech に象徴される金融セ
クターがあります．

SNS 社会の危険な面が表われてきます．そこから先は観ていただきたいと思い
ますが，観客は最後にはためいきをつくことになります．私の語る問題意識が
そのまま描かれていますので，ご覧になるといいかもしれません．

ほかにも流通におけるデータ管理など，最近日本のコンビニがその実験を始
めたと言われますが，無人化が進展してきているのです．IC チップの埋め込ま
れた商品を買い物かごに入れ，レジを通過したときには銀行口座から該当金額
が引かれるというシステムです．そうなると間もなく時給 1000 円のレジのよ
うな仕事もなくなっていくことになります．

「ひとはなぜ戦争をするのか」
そこで，本日はドラッカー学会での話ですので，私の中にあるドラッカー，
すなわちドラッカーは何者なのかという問題意識で考えてみたいと思います．
岩波書店『世界』に連載を続けている論稿の中に「ひとはなぜ戦争をするの

コンピュータは 24 時間動きますし，間違えません．人間は間違えます．中間
層サラリーマンに対しては，圧力が加えられるようになります．それは起業家
やベンチャーにとっては天国なのですが，サラリーマンや若者に対しては，不

か」というものがあります．これを若き日の彼に重ね合わせてみると見えてく
るものがあるように思うのです．ドラッカーは 1909 年にウィーンで生まれ，
1927 年にハンブルグに出て，兼業学生として働きながら学び，あの知的な深み

動産価格の高騰はレントを押し上げ，ひいては生活費を押し上げる方向に作用
します．

をドイツでつくっていったわけです．そして 1933 年にイギリスに移っていく．
この論稿は 1932 年のウィーンを舞台にしています．1921 年に第一次世界大
戦の惨禍を踏まえ，ウッドロー・ウィルソンが提唱して国際連盟ができます．
日本からは新渡戸稲造が事務局次長としてジュネーヴに出向いています．
その国際連盟が，驚くべき試みをするのです．それは 20 世紀の知性ともい

映画「ザ・サークル」
サンフランシスコ・ベイエリアを見て，近未来小説を見た印象がありました．
そこで一つご紹介したい映画があります．私はアメリカで観たのですが，
「ザ・サークル」と言う映画で，日本でも公開されました．ドラッカー学会のみ
なさんはご覧になったほうがいいと思います．というのは，SNS 社会や IoT 社
会の光と影がきわめてリアルに描かれているからです．それはイノベーション
の先にきている現実であり，影の部分でもあります．
主演するトム・ハンクスは影の側の登場人物です．
「ザ・サークル」とは会社
名です．Google，Amazon のような ICT 企業の特徴を一つに凝縮したような会
社を想像していただければよいでしょう．ハンクスはその CEO で，大変な饒
舌家です．あえて言えば，透明性（トランスペアレンシー）が大事だ，説明責任
（アカウンタビリティ）を果たせなどのバズワードを乱発する経営コンサルタ
ントのような雄弁家です．
その影の部分とは何かと言えば，もしドラッカーが生きていたら本気で議論
していたであろうと思うのです．エマ・ワトソン扮する主人公はまっとうな女
性です．生身の人間としての健全さがあって，カヤック愛好者です．
「ザ・サークル」に採用されて，最初は人生の意味を見出したように感じ，参
加していくわけです．しかし，トレーサビリティを主唱する会社がどこまでも
彼女を追いかけてくる．ポジティブに言えば，ネットワーク社会のなかでつな
がることができるのですが，つながるとは逆から言えばつながれる，というこ
とです．

われるアインシュタインに，「あなたが一番聞きたいことを，一番聞きたい人
に投げかけるとしたらどうしますか」と問うたのです．アインシュタインが選
んだのはフロイトでした．1932 年夏，往復書簡というかたちでそれは実現しま
す．『ひとはなぜ戦争をするのか』
（講談社学術文庫）として現在も読むことが
できます．
ちょうどそのころ，ドラッカーがドイツでナチスが政権を奪取する直前を過
ごしていた．ヒトラーに対する問題意識や危機感が，彼をしてロンドンに向か
わせたのです．そして，迫り来るヒトラーに対して，処女作『経済人の終わり』
が書かれています．その書き出しがドラッカーの覚悟を表している．「政治の
書である」とあります．政治的価値観を込めて，決意表明として書かれている
本ということです．
ドラッカーの原点がそうでしたし，一生変わらなかったと思うのですが，今
自分が生きている時代への激しい緊張感，時代に立ち向かっていくエネルギー
のすべてだったように感じます．時代に対して，自由とデモクラシーというも
のを守る覚悟があったためにこの本を書いたのだろうと思います．
このたびドラッカーを改めて読み返して思いました．現代を生きる生身の人
間としての私たちにとって，あるいは社会科学に携わる者の基軸でもあると思
うのですが，時代に対する激しい緊張感，反知性主義や反デモクラシーの時代
的雰囲気に対して敏感でなければならないと言うことです．あるいは専制的雰
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囲気を持つ習首席，プーチン，トランプ両大統領などの危険性について日本の
経済人がどれほどの緊張感をもって問題を考えているのだろうかとも思うので
す．

深刻な歴史認識の欠如
その点からドラッカーを考え直してみたいと思うのです．私は「経団連
フォーラム」のインストラクターを 20 年務めてきました．一部上場企業の人事
部長や経営企画部長を対象に一年間講座をもち，なかから 40 人以上の社長が出
ています．そのような人たちと向き合ってきました．豪華客船飛鳥で二泊三日，
徹底的にブレインストーミングします．
そのなかで常々考えさせられます．彼らの中で，歴史認識としての近代史が
ブラックアウトしているのです．私は戦後の社会科学の欠陥がそこにあったの
だと思います．私は「キャンパス・アジア」の日本側の委員を務めていますが，
このような日中韓の単位互換協定に携わってみて悩むわけです．というのは，
日本の学生の頭には近代史が入っていない．中韓は反日と言われようとも，近
代史はきちんと理解しているのです．
近代史の欠落は日本の若者だけはなく 60 歳近い経団連のリーダー格の発言
でも感じることです．国際会議などで聞いていても実感させられます．歴史認
識が欠落しているのです．高校生だった頃，縄文時代から江戸時代までは学ん
でいるのに，近代史から後は自習という空気の中でやってきた．それともう一
つ，戦後の日本では近代史に立ち向かえる先生が教壇に立てなかった事情もあ
るでしょう．そうして，明治以降を認識しない大人をたくさんつくってきてし
まったのです．せいぜい大河ドラマや司馬遼太郎の小説程度の認識です．
そのあたりが欠陥として表れていると思います．現在日本が置かれた状況に
対して，特に経済人を意識して話していますが，
「あるべき資本主義社会とは
何か」などの問題意識が希薄になっているのを感じます．金融資本主義の肥大
化の中で立ち尽くした状況と言ってよいと思います．
他方，経営者でドラッカーが好きという人はたくさんいます．論語読みの論
語知らずではありませんが，ドラッカー読みのドラッカー知らずという状況
にもなっているのではないでしょうか．現在，ドラッカーは知性欠落のカモフ
ラージュにさえなっています．ドラッカーくらいは読んでおこうという，軽い
エビデンス程度なのです．そう感じさせられることが少なくありません．
そのとき，原点である『経済人の終わり』から話を始める意味があります．ド
ラッカーはヨーロッパを出て，アメリカに渡っていく．そのなかでドラッカー
はドラッカーになっていくのです．そのプロセスを見るとき，
『傍観者の時代』
で自身が書いているところですが，ヘンリー・ルースと出会っているのです．
ルースはタイム・ワーナーの創始者です．若くして『フォーチュン』という
雑誌を発刊し，スポーツ・イラストレーティングなども手がけたアメリカのメ
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ディア王です．おそらくドラッカーにとってそのような出会いもまた時代と向
き合っていく上で刺激になったのだと思います．

ふたつの Fortune
ルースについては『ふたつの Fortune ― 1936 年の日米関係に何を学ぶか』
（ダイヤモンド社，1993 年）で，私も取りあげたことがあります．
一つは 1936 年 9 月号の日本特集です．二・二六事件の年です．ドラッカーが
ルースと親交を深めはじめた頃の話題なのですが，実はルースはアメリカのア
ジア政策にとびぬけて巨大な影響を与えています．そもそもルースは長老派プ
ロテスタント教会牧師の息子として中国に生まれています．その後アメリカに
戻って大学を出て，
『タイム』という雑誌を創刊しています．
ドラッカーも書いています．
「ヘンリー・ルースが死ぬまで，アメリカは本
土の中国が承認できなかった」
．ルースは蒋介石と密な交流をしています．彼と
日本との関係を書いたのが『ふたつの Fortune』なのです．ルースはワシント
ンのチャイナ・ロビーとして蒋介石をバックアップしていた．大戦後，親中国
派として，中国の近代化に力を尽くそうと考えているときに，1949 年に毛沢東
による共産主義中国の成立を見て，親しかった蒋介石が台湾に追われてしまっ
た．こうして親中国から親台湾に変わり，アメリカの中国政策をリードして
いったのです．
香港問題を抱えたイギリスが即座に毛沢東の中国を承認したのと反対に，ア
メリカは 1972 年のニクソン訪中まで対中政策はブラックアウトしていました．
この時期は日本にとって大きな意味をもちます．それまで親中国派としてアメ
リカを戦争に引き込んでいった一群の人々が，今度は親台湾派となってアメリ
カの対中政策を引っ張ることになったからです．
日本の戦後には復興と成長があったわけですが，まさにそれらは中国が二つ
に割れた僥倖に近いタイミングで起こったことでした．蒋介石が中国を握って
いたなら，アメリカの戦後は，中国にその目が注がれ，日本に回ってきたのは
60 年遅れたであろうとさえ言われています．敗戦後 4 年で中国が二つに割れ，
その後 1951 年にサンフランシスコ平和条約で日本は国際社会に復帰できたの
です．敗戦からわずか 6 年で国際社会に復帰できるなど，歴史を見ても稀な部
類に属します．そのように間隙を突くかたちで日本の戦後復興や成長はなされ
たのでした．
このようなところからもルースがアジア政策に与えた影響は理解いただける
ものと思います．彼は偉大な編集者でもあり，ドラッカーの能力に目をつけ，
『フォーチュン』の編集者に招聘しています．当時の編集陣には『未来の衝撃』
のアルヴィン・トフラー，『脱工業化社会の衝撃』のダニエル・ベルなどのレベ
ルの人たちが向き合っていました．そのなかでドラッカーはドラッカーになっ
ていったのだと考えられます．トフラー的な視界やベル的な視界も取り入れ，
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企業について世界像を創り上げていったわけです．そのようなことがルースと
の出会いの中で生まれてくる．
出会いを生かしていくのが人生ですから，そのような観点からドラッカーと
は何者かが見えて来るのではないでしょうか．

ドラッカーと日本
ここからは少し頭を柔らかくして聞いていただきたいのですが，ドラッカー
と日本を考えるとき，なぜ彼が日本で過大なまでに評価されたのかは重要な論
点です．それは日本にとってありがたい存在だったからです．
ドラッカーは 1959 年に初来日しています．それから 1972 年までにその声望
を高めていくプロセス，復興から成長にいたる日本の成功を直視してくれた権
威ある学者としてその存在はありがたかったのです．
たとえば松下幸之助をはじめ戦後を支えた経営者がドラッカーに惹かれてい
くのはわからなくもないのです．別の言い方をすれば，日本人に自信を与えて
くれた人だと言ってもいい．今でこそ誰も評価しなくなりましたが，終身雇用
などの日本的経営をポジティブなものとして評価してくれたこともあるでしょ
う．
さらには 1960 年代後半から 70 年代にかけて，中国は文化大革命で「毛沢東
語録」に熱狂していた時代であり，ドラッカーにとってはそのような中国は論
外だったのだろうと思います．現在のアメリカが中国への熱烈な視線を向ける
のを見るとき，時代のタイミングを実感させられます．ドラッカーは中国をど
う見ていたのかというのは，今後確認してきたいテーマの一つです．
そのような流れで日本的経営を評価するのはドラッカーの中では当然の帰結
とも言えますが，企業の人間的側面から，渋沢栄一を正面から評価したアメリ
カの権威ある経営学者としてのドラッカーは，日本人の琴線にふれたのだと思
います．

脱イデオロギー
それともう一つ，1960 年代後半から 70 年代の日本の経営者たちはいやでも
イデオロギーの世界と向き合わされていた事情もあります．冷戦下の日本は，
両陣営の代理戦争のような状況にありました．
「55 年体制」などといって，資
本主義を掲げる自民党と，社会主義を掲げる社会党が角逐していた時代です．
当時日蓮を掲げる公明党さえ，
「仏教社会主義」と言っていたほどでした．企業
経営者は「資本主義」対「社会主義」の構図の中で，いやでもイデオロギーのな
かに引きずり込まれていたのでした．そのなかで，ドラッカーによる強い視線
として，「イデオロギーでは世界は変えられない」というメッセージが響いた
のだと思います．その主張はドラッカー理解のもう一つの急所ともいえるので
すが，その点が日本の経営者に浸みたのです．

ドラッカーの世界認識と現代
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松下幸之助が PHP といって，Peace and Happiness through Prosperity，す
なわち「繁栄によって平和と幸福を」という考え方を提唱したのも理解できま
す．経営者は迷っていたのです．PHP や松下政経塾が創設された背景には，社
会主義の存在が頭の上にのしかかっていた事実から説明できると思います．労
働組合のもつ意味が企業経営の中で大変重かった時代なのです．だからこそ，
一歩先んじて脱イデオロギーを説いたドラッカーが，日本の経営者に響いたの
だろうと思います．
私は連合という日本最大の労働組合の評価委員を務めていましたが，現在労
働組合の組織率は 18％を割ったと言います．言い替えれば働く人の 82％は組
合に入っていない．しかも連合が組織している多くは官公労で，公務員の組合
なのです．冷戦が終わって四半世紀以上，日本の経営者は，頭の上に張り付い
た氷のような存在だった社会主義が消滅したのです．そうして現在労働組合に
経営をにらみつける力はほとんどない．春闘などは形骸化しています．

現在の経営状況
経営者が今心を悩ましているのは，メディアにスキャンダルが出ないだろう
かとか，株主総会を誰かにかき乱されないかとか，そのようなことばかりです．
日本株の保有においては，既に外資が 3 分の 1 を超えています．それに加えて
日本の企業経営の付加価値分配の構造があります．経常利益は 75 兆円まで上
がっていますが，人件費は変わっていません．労働組合が力を失ったためと考
えられます．
現在，労働党政権でもないのに，政府が企業に賃金を上げるよう要請してい
る．もはやブラック・ジョークです．
設備投資が伸びません．かつて利益が薄かった時代よりも少ないのです．そ
れはグローバル化の中で過剰設備を警戒している表れです．人件費も設備投資
も未来に対する投資です．一見すると IT 関係が大きくなっているように見え
ますが，実際には伸びていない．伸びているのは内部留保と配当金です．ここ
に日本の経営の現実があるのです．
簡単にいうと，貯め込んでいるのです．内部留保課税の議論まで出ているく
らいです．いくら貯めても不安なのです．グローバル化の恐怖を知っているか
らです．いつシャープや東芝のようになるかもしれない．配当金は外資の影響
です．すべてがハゲタカ・ファンドではないにしても，配当へのプレッシャー
には厳しいものがある．これが日本の経営の背景にある構図なのです．
こうしてみると，かつて日本的経営と言われたものがドラッカーによって再
評価されたわけですが，その後の展開というものがはっきりと見えて来ると思
うのです．私自身いろいろな方と向き合っていて思います．若い方は 3 年で 3 割
が辞めると言われています．それを飽きやすいとか根性がないというのは簡単
ですが，時代の構造が変わってきていることをしっかりと考えなければなりま
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せん．
先日，証券会社の方々と話していて，なるほどと思いました．例えば高卒で
島津製作所に入った社員が，去年定年退職になったというのです．日本の企業

その一方で，そこに浸ってしまうのではなく，マージナルな境界に立つ生き方
の中で会社をも客観的に見る，さらに外部にネットワークを作って，自らの立
ち位置を相対化する．そういう生き方です．

は自社株保有制度をもっているところがあります．その方はこつこつと自社株
を買い，もっている株の時価総額が定年時には 6 億 5000 万円だったというので
す．同じように高卒でトヨタに就職した人の株は 2 億 5000 万円だったという．

そのなかで最も影響があったのはドラッカーだったと思います．そのことを
お伝えしたお話を終えたいと思います．
ご清聴ありがとうございました．

これが今はどうでしょう．どのような会社に就職すればそんな成功物語にな
るのかなど，わかりようがありません．一昔前は銀行に就職すれば一定の安定
した人生が保証されると見なされたことがありました．今は銀行に入るという
のは親も心配です．それくらい世の中が様変わりしています．
しかもグローバルに様変わりしている中で，企業経営をめぐる問題は新たな
ステージに入ったのを感じます．そのなかで成長と成功を共有化できなけれ
ば，企業がコミュニティ化するなどありえないことです．無味乾燥な企業生活
があるために，それが社会における犯罪などに影響しているようにさえ思われ
ます．

単一の肩書きを拒否して
いろいろとお話ししてまいりましたが，次のお話でしめくくりたいと思いま
す．
近年学生と向き合っていて思うのは，
「世の中への不満」というところまで
問題意識がいたっていないということです．むしろ「不安」を感じているので
す．どうなっているのか不安で仕方がないという力学の中にたたずんでいる．
私は大学の学長も務めておりまして，この夏 3 つの高校で議論してきました．
その一つは高崎高校です．歴代の総理大臣も出している名門高校です．まっと
うな高校生が質問してくるのは私たちの時代には考えられなかったものばかり
です．質問は 2 つありました．
一つは「AI の時代にどう生きていけばいいか」．もう一つは「財政赤字の深
刻な中で自分たちが高齢者となるとき年金は支給されるのか」というものでし
た．私たちが大学生だった時代に，年金の心配をしていた人が一人でもいたか
疑問です．時代状況がすっかり変わってしまったことを痛感させられます．
そのようななかでこそ申し上げておきたいことがあります．
私自身がドラッカーに影響され，学んだことです．その最大のものは，単一
の肩書きを拒否する人と言うことです．ドラッカーとは何者かと問うとき，経
営学者でもあり，コンサルタントでもあり，ジャーナリストでもあり，哲学者
でもあったなどの評価を受けていますが，私自身似た歩みをしてまいりまし
た．
大学院を出て新入社員として三井物産に入社しました．ドラッカーを意識し
ながら考えたのは，会社においては，給与を超えて評価を高める生き方です．

【略歴】 1947 年，北海道生まれ．早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了後，三井
物産入社．三井物産ワシントン事務所所長，三井物産常務執行役員，三井物産戦
略研究所会長などを経て，現在は日本総合研究所会長，多摩大学学長などを務め
る．
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ドラッカーの心の鏡に映った日本人
― 今われわれは文明の転換期にいる
The Japanese reflected in the Drucker’s mind-mirror:
We are to go through the paradigm shift of civilization

藤島秀記

Hideki Fujishima
（「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」主宰者，本会理事）

Summary
The main purpose of this paper is to look into why Peter F. Drucker take interest
in Japan and Japanese through his life. Finaly, focused to how his estimation about
Japan and Japanese change with year.

ドラッカー教授は生前，日本と日本人について多くの示唆に富む言葉を残し
てくれた．本稿はかくもドラッカーが日本と日本人に強い関心を抱いたのはな
ぜか，その動機と主張の核心，さらには時代とともに日本への評価がどのよう
に変わってきたかを論述した．
ドラッカーが日本に興味をもったのは，25 歳のときにロンドンのバーリント
ン・アーケードで日本画を鑑賞したのが動機だといわれている．ドラッカー自
身も言っているように，日本への関心は産業や経営にあったのではなく，日本
の絵画に興味があった，と後年語っている．日本の絵画のどこに興味を持ち，
絵画を通して日本人をどのように観察したかは，後述する．それにしても日本
の絵画に強く惹きつけられたとしても，25 歳の若輩のドラッカーが終生日本と
日本人に興味を失わず，研究の対象からはずさなかったのは何か別の理由があ
るように思える．まずその点を本稿の出発点にしよう．

消えゆく東洋と西欧化
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ドラッカーはこの章の冒頭でイギリスの詩人キップリング（2）のあの有名な詩
を載せている．
「東は東，西は西
とこしえに会うことなし」
しかしドラッカーはもはや「東と西は出会った」というのである．東洋自体
が一部の種族に支配される時代は去ったし，木の鋤を引く牛をつれた農民の時
代は過去のものになった．古い東洋は西欧の技術，軍備，制度，産業化を果敢に
導入することによって過去のものとなった．同様に西欧も非西欧的思想，芸術，
宗教なども東洋の影響を強く受け変質してきた．それ以上に西欧の支配体制が
植民地の独立と相まって西欧諸国は弱小化の道を歩まざるを得なかった．今日
の紛争の素となっている民族主義の温床は，西欧の植民地政策が産んだ「恐る
べき子供」だと，ドラッカーは言う．このようにして「東洋の変質」は同時に西
欧も変質も起こるべきして起きたのである．
「二つの世界の共通な場になったのは，混沌として無政府的な，いつ爆発す
るかしれない無秩序な文明であった．いまや『東洋』および『西洋』という言
葉は，政治とか，文明とか，文化とかを区別するためのものではなく，地理的
（3）
な差異を示すにすぎなくなった」
ドラッカーは本書の中で東洋と西洋の問題を論じるに当たって，日本の存在
を特に重視している．彼が「消えゆく東洋」
「消えゆく西洋」なる言葉を持ち出
した背景には，いくつかの理由がある．
その一つとして「1925 年まで人間が住みうる土地で，ヨーロッパ人またはそ
のながれをくむ民族によって統治されないところは，世界でただ一つ日本だけ
であった」と指摘している．非西欧の国で，植民地政策による影響を受けず，自
らの力で西洋の文化を取り込み，開国からわずか 50 年にして経済，教育，文化
の面で西洋諸国を凌駕したのである．

（1）
ドラッカーが日本について初めて論述したのは，
『変貌する産業社会』
（The

Landmarks of tomorrow, 原書発行 1957 年，翻訳発行 1959 年）においてであった．
ドラッカー 49 歳，まだ訪日前であった．初来日はその 2 年後の 1959 年である．
したがって日本観の第一歩となる論考の発表は，来日以前に書かれたものであ
る．
本書の第 8 章にある「消えゆく東洋」の中で，日本の西欧化による近代化の
成功と失敗について，ドラッカーは自己の見解を明らかにしている．その前に
「消えゆく東洋」なる一見衝撃的な言葉と日本の西欧化の成功と，いかなる関係
があるのだろうか．

「近代日本は古くからの精神的・社会的基盤の上に西洋にも対抗して発展
できる社会を築こうという非常な努力によって成功した．その目的とすると
ころは，西洋の形態をとり西洋の手段を使いながら，日本固有の本質を保持
（4）
しようとすることであった」
後進国が西欧化を求める動機も多くは経済的発展にあるだろう．しかしド
ラッカーは西欧化には「デカルト以後の新しい世界観が必要になる」という．
西欧の技術や経済，制度など導入し易いものだけに力を入れ，その文化的背景
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を無視する西洋化政策は結局失敗に終わるだろうと警告を発する．
日本の西洋化についてもこの面ではかなり厳しい見方をしている．
「日本固有の文化，社会，政治の基礎の上に近代日本を建設しようとする試
みは，結局失敗に終わった．その無理が緊張と過労を生んで，次の世代の 20
代，30 代の若者たちが自己抑制と正気とを失って自殺飛行をするという結果
（5）
になった」
ドラッカーは，確かに日本は西洋化による工業化では成功したが，西洋化を
急ぎすぎる余り，日本人の価値観との間に齟齬をきたしたというのである．す
なわち戦前・戦中の天皇制と武士道精神による，例の若者たちの生命を犠牲に
した「特攻」を強要したことに批判の矛先を向けているのである．今日におい
ても，残念ながらこうした旧軍隊式の暴力的指導がスポーツ界に残っていると
言わざるを得ない．
とはいうもののドラッカーは，日本の明治維新の成功が西洋と東洋の歴史に
「統合」という新しい可能性を切り開いた意義は大きいと評価するのである．
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上記の他にはテープ版（7）とビデオ版（8）がある．この両方の作品で，ドラッ
カーは日本の抱えている今日的問題，日本の将来への警告など，歯に衣を着せ
ずに語っている．この 2 点についてはタイトルに「日本」が入っている珍しい作
品である．この 2 点については後ほど取り上げたい．

歴史的転換期に現れる日本人の意識と行動
ドラッカーほど多くの著作の中で，日本と日本人について論述した学者はい
ないだろう．
ある時は舌鋒鋭く日本が選択した政策を批判した．またある時は，日本人か
ら見たら少し褒めすぎではないかと思われるほど，日本の制度や習慣について
高く評価してきた．
ドラッカーの日本を見る眼差しはいつも同じではない．日本人を包括的に捉
えたものとしては，歴史的事象（ターニングポイント）別に 3 つに大きく分類で
きる．
1）1639 年から約 220 年に及ぶ鎖国の断行と，1853 年ペリー来航による開国

ドラッカーは来日前に，日本と日本人の歴史 ― 文化交流，鎖国，開国，西洋

そして 15 年後に明治維新の成就．国家の危機に直面したら直ちに国を閉
じ，開国による近代化のチャンスと見たら，西欧をモデルとして工業化を
進める意思決定の速さと実行力．そして 30 年足らずして先進資本主義国
入りを遂げた日本人の知恵とパワーへの評価．
2）第 2 次世界大戦による敗北は，ジョン・ダワー（9）が言っているように，も
はや外国人の目から見て復興は絶望的のように映った．そしてジョン・ダ
ワーは言ったものだ．
「日本は，世界に数ある敗北のうちでも最も苦しい

化政策，明治維新，産業化などを学ぶことによって，東洋と西洋の文化的枠組
みを超えた，統合による新しい文化形成の可能性を見出したのではないか．彼
の日本への関心は，以後 50 年近く続くことになる．

敗北を経験したが，それは同時に自己変革のまたとないチャンスに恵ま
れたということでもあった」と．
3）1985 年にプラザ合意が行われた．周知のようにプラザ合意はレーガン大

「明治維新の最大の意義は，日本だけにとどまるのではない．明治維新こそ
が『西洋史』と『東洋史』に終焉をもたらし，世界史の黎明を告げたものなの
（6）
である」

日本絵画を通して日本人を知る
ドラッカーは 96 年に近い生涯の中で 50 冊近い著作を残しているが，日本お
よび日本人を直接題材にした著書は HBR 誌に発表した論文を除いては 1 冊も
ない．もちろん例外はある．その代表的なものが『日本画の中の日本人』
（1979
年）であろう．本書は日本の絵画の真髄について触れているが，題名にもある
ように絵画を通してみた日本人論が主題になっている．
本書はもともと『傍観者の時代』が翻訳出版された折に予約者に配布した非
売品であった．ご存知のようにドラッカーは幼少の頃から日本の絵画に興味
を持ち，日本絵画の収集家としても有名である．コロラドの山中に山荘コレク
ションを建て，展示したほどである（没後，収集絵画は NPO に寄付されたそう
だが）
．その後『すでに起こった未来』
（1994 年・上田惇生・佐々木美智男・林正・
田代正美訳）の 11 章に「日本画に見る日本」と改題して再録された．

統領時代，アメリカは巨額の貿易赤字と経常赤字を抱え，ドル危機に直面
していた．とりわけアメリカの対日貿易赤字が巨大だったことから，会議
は円高ドル安に誘導することを目的としていた．その結果，円レートは 1
ドル＝ 235 円から 150 円台にまで高騰した．
1980 年代に入って，日本の繊維，自動車，家電製品の輸出は急激に伸び，そ
の反動でアメリカの産業と雇用に甚大な影響が現れていた．いわゆる貿易摩擦
が最高潮に達した時期である．後に触れるがドラッカーの激しい日本の貿易政
策批判が起こるのも，この時期である．
結局，急激な円高ドル安の結果，80 年代後半から 90 年代にかけて，不動産，
株式投資，金融投資などを中心に，あだ花のような「バブル好況」に湧き返った
のも記憶に新しい．
その後日本は「失われた 20 年」と称する長いデフレ不況の淵に沈み込んでい
くことになる．
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いま歴史的転換期にある
ドラッカーは当時の筆者への書簡（10）の中で，私の「日本の今後取るべき道
は」の質問に対して概略以下のように答えてくれた．
「日本人は会うたびに『失われた 15 年とか 20 年』という．日本人が失われた
という意味は，かつて経験した高度成長を指している．そこに戻るのが失われ
たという意味で使うことが多い．いま世界で起きているのは，アンシャンレ
ジームが崩れて新しい世界が誕生しようとする過渡期にあるのだ．日本は特に
戦後から 1980 年代中葉まで『継続の時代』を長らく謳歌してきただけに，転換
期の苦しみを経験していない．しかし過去に戻る夢を捨て，日本人にしかでき
ない新しい未来像を描き行動すべき時だ」と．
（11）
ドラッカーの「イノベーション・サイクル」
によれば，1969 年（
『断絶の時
代』が発刊された年）以後数年を頂点に，ほぼ 50 年をかけてイノベーション・
サイクルが落ちてくる．その 20 世紀に花開いたイノベーションが頂点に達し
たのが 69 年から 70 年代初期の頃であったという．以後 50 年後の 2020 年ごろ
が文明の転換点であるサイクルの底辺に入って，以後 21 世紀の第 2 世代に入る
と予想する．
このドラッカーの「イノベーション・サイクル」説が正しければ，今まさにわ
れわれは文明の転換期の過程にあることになる．
以上おおまかにドラッカーの日本と日本人に対する見方を，3 つの歴史的側
面から俯瞰してきたが，以降はドラッカーの著作を通して，年代順に考察して
みよう．
（12）
という概念がある．レスター・サローの言葉だが，古い枠組
「平衡断絶期」
み，制度からまったく新しいそれへと変わるまでの過度期をいう．ドラッカー
の日本人観において，それぞれのステージを分ける分水嶺は，この「平行断絶
期」と非常によく似ており参考になる．ここでは歴史的ステージをドラッカー
が 25 歳で初めて日本絵画に接して以来 1980 年代中葉以前までの長い期間を
第 1 ステージとした．つづく第 2 ステージを 80 年代中葉以降 90 年代初頭までの
バブル景気と崩壊という短い期間にドラッカーの目に映った日本人論．第 3 ス
テージは主にミレニアム以降亡くなるまでのドラッカー晩年の発言を収録し
た．

Ⅰ．
【第 1 ステージ】1980 年代中葉以前
年代順にドラッカーの発言を取り上げてみよう．
① 1934 年（25 歳）
，ロンドンの商業銀行に勤務
日本絵画展を見て絵画を通して日本を知り虜になった．後に『傍観者の時代』
（1979 年）の「日本語版への序文」の中で，日本との出会いをこう語っている．
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「はじめて出会ったのはビジネスや経済学ではなかった．最高に興味深い体験
は，日本との，日本美術との，そして日本文化との出会いであった」と．この点
についてはすでに述べていた．
しかし 25 歳の青年ドラッカーが日本の美術に興味を抱き，そこから日本とい
うアジアの小国，そしてそこに住む日本人と文化について強い関心を抱いたの
はなぜか．先にも述べたように筆者には，その長い執着心は理解を超えるので
ある．その理由の一端は，はじめに見たように「西洋」と「東洋」を統合した新
しい文化の形成の可能性を，日本に求めたからではないだろうか．この時代の
ドラッカーの日本人観は過剰なほど日本の礼賛に溢れている．しかし現代の日
本人にとって，明治維新への礼賛にアンチの立場をとる人が多いのも事実だ．
「日本が 1639 年（寛永 16 年，三代将軍・家光の時代）に鎖国を行ったのも，
幕末・明治に行った明治維新と近代化も，また第 2 次世界大戦後の奇跡的な
発展を行ったのも，日本人の国民性によるのだ．日本人は何か大きな壁に突
（13）
き当たると，一夜にして変えてしまう能力を持っている」
― 後年になってドラッカーは「日本の成長の核心は，巷間いわれるように
単なる経済至上主義や日本株式会社にあるのではなく，社会の調和のとれた発
展にあった」
（談話）としている．とくに 1980 年代，日本の高い経済成長を背後
で動かしているのは，当時の通産省を代表とする国家的経済政策，つまり「日
本株式会社」であると欧米諸国では定説となっていた．それに真っ向から反対
の立場をとったのがドラッカーだったのである．
そしてドラッカーは言う．
「日本は世界でも唯一の『経済政策主導型』の国であることは間違いない．
しかし世界の中でも唯一の『脱ケインズ的政策』を選択し，多様な利害関係
者の意見とイデオロギーを闘わせた結果生まれたコンセンサスによって決定
している．すなわち政府密着型の開発・戦略よりも，企業独自の技術，市場，
投資機会に基づいて自由に資源配分と意思決定を行おうとする．その意味で
（14）
も，決して『日本株式会社』が日本を動かしているのではない」
なおドラッカーの初来日した 1959 年に，来日早々，日本経済新聞紙上で，当
時小野田セメント社長の安藤豊禄氏と「新しい経営のあり方」のタイトルで対
談を行っている．
対談の中でこれから重要な経営戦略は何か，という話になった時，安藤社長
は「企業にとって最も重要なのは人間関係である」と力説した．安藤社長には，
それまでの激しい労働紛争と厳しい人間関係の経験から出た言葉と想像でき
る．これに対してドラッカーは，次のように自説を主張した．
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「私は経営の分野での重要な変化は，最近，人間の知識が経済社会において最
も重要な資源だと認識され始めたことだと思う」と．ドラッカーは『断絶の時
代』で知識労働者が主体となる知識社会の構想を描いたが，すでに 10 年前に知
識時代の構想を持っていたことがわかる．しかし残念ながら，このドラッカー
の発言が，当時の経済界やマスコミでこれ以上取り上げられることはなかっ
た．
② 1969 年（60 歳）
『断絶の時代』
（林雄二郎訳）

ドラッカーの心の鏡に映った日本人 ― 今われわれは文明の転換期にいる

23

④1
 979 年（70 歳）
『日本画の中の日本人』
（後に『すでに起こった未来』に
収録）
本書でドラッカーは日本人の特性として「パラドックスが併存する日本人お
よび日本社会の二面性」を指摘している．日本の社会では，一方で「相互義務」
「終身雇用」
「家」
「日本株式会社」……などを維持するために，多くの協調性が
求められる．ところが他方で激しい競争社会の中で勝ち残るための個人主義が
求められる．たとえば学歴をめぐる受験戦争，サラリーマンの世界の出世競争
などをあげている．

「本書の執筆を思い至ったのは，いまから 7 〜 8 年前（61 〜 2 年ごろ．初来

― そこにあるのは対立ではない．北極があれば南極があるという二極性が
併存する社会だ．

日直後）である．私の思考の出発点となったのは日本の明治についてであっ
た．世界の近代史上，日本が明治維新と第 2 次大戦後の 20 年間に成し遂げた
激しい転換ほど，偉大で意義深い非連続はかつてなかった．……これら 2 つ
の“できごと”は，われわれに対して大きな変化が，いかにして偉大な機会に

― 日本の組織ほど，西洋から見れば専制主義の極にありつつ，かつ参加型
民主主義の極にあるものはない．
― 18 世紀の日本の南画家（池大雅，田能村竹田など）は．画法を中国から
学びはしたが，中国の装飾的な画風を嫌い，日本独自の画風を構築した．この

転換されるかを教えているからである」

ように外国文化を受け入れて日本化する才能は，日本の歴史の主流をなしてい
る．同様に明治維新以降の西欧文明の受容の驚くべき早さを「日本人は日本が
西欧化に成功したから」というが，私はそうは思わない．日本は「西欧の日本
化」に成功したのだと主張．

この発言の中に日本を通して新しい文化の可能性を探ろうとしている姿勢が
うかがえる．
③ 1971 年（62 歳）
HBR 論文「日本の経営から学ぶもの」
本誌の中でドラッカーは，日本的経営の特徴は「成員のコンセンサスによる
意思決定」
「終身雇用制」
「精緻な品質管理」などにあると，日本独特の経営慣行
を高く評価した．とくに終身雇用制については，日本の最高のマネジメントと
して終生高く評価した．しかし 80 年代以降，終身雇用制を基本としながらも
人材のモビリティをいかに確保するかが，日本成功の鍵と言っても過言ではな
い，とした．
「一方の日本の伝統的な雇用形態，年功序列はもはや障害でしかない」としな
がら，この終身雇用制については，以下のように重要な発言をしている．
「日本が誇るもう一つの伝統，終身雇用制度については，むしろ残した方が
いいというのが私の考えです．日本人には拠り所となるコミュニティが必要
不可欠で，終身雇用制は会社をコミュニティにすることを保証してきたから
です．ただし何ごとにも『継続と変化のバランス』が重要で，終身雇用制を保
つ一方で，人材の流動性を確保する必要がある．なぜならば，新しい時代の
労働力の中軸をなす知識とは，きわめて流動的なものだからです．何を残し，
何を変えていくか ― この舵取りを間違ったら，日本社会は早晩，時代の変
（15）
化についていけなくなるでしょう」

⑤ 1 981 年（72 歳）
HBR 誌「日本成功の背後にあるもの」
（マッキンゼー賞
受賞）
ドラッカーは日本産業の強さの秘密は，一般にいわれているように政府主導
による日本株式会社にあるのではなく，日本人の思考，行動の統一性にあると
した．具体的には以下の点を指摘する．
1）国際競争力に対する強い関心 資源の殆どを海外に依存しているので，
海外の状況と競争状態につねに関心を寄せる．
2）国益第一主義 日本人はまず「なにが国にとってよいことか」をまず問い
行動する．その原点には渋沢栄一の国益優先の思想的バックボーンがあ
る．
3）まず話し合いありき 日本人的合理性として「相互理解」を最優先し時間
を惜しまない．
4）最終的な勝利を求めない 日本人の経済活動の底流に流れるものは「人
間関係を対立的な関係でとらえるのではなく，共通の相互理解の上に立
つことを基盤としている」点だという．
― 日本成功の背後にあったもの，それは日本人が戦後 60 年ぶりに渋沢思想
を引っ張り出し，武装し，私利より前に国益を優先させた「日本モデル」を有効
に機能させたことであると，ドラッカーは日本を「国益中心主議」と評した．
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Ⅱ．
【第 2 ステージ】80 年代後半以降 90 年代末まで
この第 2 ステージは，80 年代の前半と後半以降では日本の歩いた道は大きく
異なる．ドラッカーの日本への評価も，第 1 ステージでの高いオリジナリティ
を有する日本人から一転して，かなり厳しい眼で日本を見るようになる．自動
車，家電を中心に海外へ輸出の攻勢をかけ世界からバッシングを受けた．そし
て 1985 年のプラザ合意によるドル安・円高という経済環境変化の中での金融
政策の失敗が，狂乱的バブル景気を生み，やがて底の見えない長いデフレの道
を歩むことになる．
この時期の日本の対応に対して，ドラッカーは厳しい評価を下している．単
に経済政策，金融政策の失敗を指摘するだけでなく，時代の転換期にあること
の認識の欠如と将来への構想を持たない日本を強く批判した．
― 1980 年初頭，日本の自動車の総生産台数が 1000 万台を突破し，アメリカ
BIG 3 の生産台数をも超えるという驚くべき競争力を表した．また半導体，電
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果，日本はパソコン市場に背を向けることになり，今日に至っている．
・ 第 3 の前提＝これまでの日本は原材料費の安さを武器に輸出ドライブを掛
けてきた．今その原材料費が高騰し始めた．輸出大国の危機を日本は理解
し早急に手を打たねばならない．
・ 第 4 の前提＝ 1960 年〜 1985 年まで日本は長期政策を基本としてきた．と
ころがプラザ合意以降，日本の対ドル円レートは，わずか数カ月の間に
50％下落した．その結果，日本は長期政策を放棄し，円高による輸出の減
少に伴い内需の刺激策に走った．日本政府は，史上例のない消費ブームに
火を点けてしまった．同時に地価と株価の騰貴にも火を点けた．これがバ
ブル景気の始まりであり，その後のデフレ経済の始まりであった．
ドラッカーは「このような政策の一貫性の喪失は，嘆かわしい事態である」
と強い言葉で日本の政策当局を批判している．事実，これ以降日本は新しい目
標を見つけられないまま，世界のグローバル経済の底に沈み込むことになっ
た．

機などの分野で欧米との間で激しい経済摩擦が起き，日本株式会社論に対する
激しい非難の声が起こる（ジャパン・バッシング）
．
― 1985 年のプラザ合意，1989 年の社会主義体制の崩壊という 2 つの世界的
な一大モメントを境に，日本は大きな変貌を余儀なくされた．とくにプラザ合

① 1 986 年（77 歳）フォーリン・アフエアーズ誌論文「競争的貿易の危険」
日本は貿易によって相手国の産業が窮地に立たされるまで敵対的貿易を行う
と批判．ドイツは日本よりアメリカへの輸出が多いが，輸入でもアメリカから

意以降，日本が選択した道は土地，不動産，金融への投資に狂奔するバブル経
済であった．やがてバブルが崩壊しデフレ経済へと沈んでいった．
他方 1989 年のソ連の崩壊以降，世界はアメリカを中心にグローバル経済化
が進み，日本人の社会的理念，企業の経営政策においても大転換をせざるを得
なくなった．ドラッカーもこの時期の日本を，それまで続いた「継続の時代」が

多くの製品を買っている．それに対して日本は輸出の見返りを考えない．相手
の国の産業が大きなダメージを与えても，なお輸出の手を緩めない．
― このドラッカーの「フォーリン・アフエアーズ」論文は，当時の日本の経
済界に大きな波紋を投げ掛けた．当時，日本へのジャパン・バッシングが猛威
を振るっていた時期だけに，日本の味方だと思っていたドラッカーまでもが，

終わる転換期と位置付けている．

日本批判の最先鋒と知り驚きを隠せなかった．このドラッカーの日本批判は，
アメリカだけでなくヨーロッパの有名メディアが競って取り上げ，バッシング
の輪が世界中に広がった．その背景には，ドラッカーが否定していた「日本株

底なしのデフレ経済への道
ドラッカーは『未来への決断』
（1995）のなかで次のように指摘する．
「
（これまで）日本が享受してきたこの『継続の時代』に終わりが告げられた．
ソビエト連邦という名の『帝国』の崩壊とちょうど時を同じくして，日本はあ
らゆる分野で『意外性の時代』に入った」と．ドラッカーのいう「意外性」とは，
高度成長期に日本が身を置いた環境とは全く異なる環境にあることを意味して

式会社論」がバッシングの根にあったと言ってよい．
② 1993 年（84 歳）
「日本企業への警告」
（テープ版・ダイヤモンド社刊）
ドラッカーはこのテープ版のなかで，拡大するグローバル世界の中で日本の
新たな課題を示唆している．とくに日本を巡る国際関係の変化に注意を喚起し

いる．
そして「継続の時代」を支えてきた 4 つの前提が崩れ始めたことを指摘した．

ている．彼の主張を以下に箇条書きに列挙した．
1）日本の精神文化によるアイデンティティをはぐくみながら，欧米の合理

・ 第 1 の前提＝ソビエト帝国主義の崩壊以降，共産主義の防波堤としての日
本の立場は日米関係で変化し始めた．
・ 第 2 の前提＝これまでの日本の技術戦略は，海外市場で優位に立つポジ
ショニングを選んできた．象徴的な失敗は，IBM の目指すメインフレーム

主義をいかに合成させるか．それが将来の日本を考える場合の大きな
キーファクターとなる．
2）Build on your strength （強みの上に強みを築け！）―
!
この言葉を日本
はまず理解し実践することからスタートしなければならない．
3）もはや灯すべき灯火は欧米への挑戦ではない．日本人はいま一度「明治の

を追い抜くためにワークステーションの開発に全力を投入した．その結
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精神」を思い起こし，自らの力で新しい世界にむけ荒野を切り開く勇気を
持って欲しい．
― これまで日本の政策を支えてきた前提が崩れようとしている．とくに以
下の 4 つの前提が変わりつつあることに注意を喚起した．
1）日米同盟の関係変化に注意 ― 冷戦の終焉と中国の台頭によって一層顕
在化．
2）自動車，電気など日本の主力産業の成熟化．次なる成長産業の準備はある
か？！
3）日本経済が国際的景気後退に対して優位にあるという神話の崩壊 ― か
つては輸入原料費の下落率の方が完成品輸出よりもはるかに安かった．
しかしいまや逆転しつつある．
4）円高による長期政策の喪失 ― 国内消費重視かグローバル重視か．政策の
一貫性の喪失こそが大問題だ．
③ 1 994 年（85 歳）
『すでに起こった未来』収録「社会および文明としての
日本」
ドラッカーは本書の中で日本との関わりを次のように語っている．
「私はアメリカでは通常，日本の代弁者とされている．しかし最近日本で
は，日本たたき論者と見られたりしている．私は日本経済に第二次大戦後の
再生をもたらした 3 人のアメリカ人の中の 1 人とされている．他の 2 人はエド
ワード・デミングとジョセフ・ジュランである．しかし私が日本の経済政策
を「敵対的貿易」と呼んで以来，私は日本で，日本に対する批判派，しかも友
好的ならざる批判派と見られたりするようになった」
「しかし，そもそもの始めから，日本が良いとか悪いとかということではな
く，日本は欧米とは違うと言うところにあった．その違いは経済ではなく，
社会にあるとしてきた」
― この作品の中で出てくる「日本に対する批判派」の論拠は，前掲の 1986
年の「フォーリン・アフエアーズ」論文にあることはいうまでもない．私自身こ
の論文が日本で話題になったとき，ドラッカーに手紙で日本の反応を伝え，現
状での心境を聞いて見た．
「私は自分が書いた内容を改める気持ちはない．だが誤解して欲しくないの
は，日本がグローバル経済の秩序を尊重することが，これからの日本にとって
重要と考えたから，思うことを発表したのだ．でも Fujishima，もうこの話は終
わりにしよう」という手紙が帰ってきた．
しかしドラッカーの年齢の後半に入って，彼の日本を見る目はかなり厳しい
ものに変わってきた．

ドラッカーの心の鏡に映った日本人 ― 今われわれは文明の転換期にいる

27

Ⅲ．
【第 3 ステージ】21 世紀以降
① 2002 年（93 歳）
『ネクスト・ソサエティ』
本書の「日本語版への序文」の中で，有効性を失った日本の制度について厳
しい目を向けている．
以下主なものをぬきだしてみよう．
「私が 1950 年代に日本にはじめて訪れて以来，日本の成功をもたらしたも
のは社会的な制度，政策，慣行だった．その典型が系列であり，終身雇用，輸
出戦略，官民協調だった．これらの社会的な制度や慣行は，1990 年頃まで有
効に機能した．だがもはや満足に機能しているものは一つもない．いままさ
に，ふたたび新たな制度，政策，慣行が求められている」
◇ ― 富と雇用の源泉としての製造業の地位の変化という世界的な流れに，い
かに対処するかという問題である．日本では，いまなお労働力人口の 4 分の
1 が製造業で働いている．この国が競争力を維持していくためには，2010 年
までに 8 分の 1 ないしは 10 分の 1 になっていなければならない（注 2007 年
統計では約 19％の 5 分の 1）
．
すでにアメリカでは，1960 年に 35％だったものが 2000 年には 14％となっ
ている．しかしアメリカでは，この 40 年の間に，生産量の方は 3 倍に伸ばし
ているのである．
◇ ― 日本社会の安定は，雇用の安定，とくに大規模製造業における雇用の安
定に依存するところが大きかった．いま，その雇用の安定が急速に崩れつつ
ある． ― しかし日本人はこの事実を認めようとはしない ― だが，経済発
展の主役としての製造業の地位の変化が，日本のかつての難局のいずれかに
も劣ることのない大問題であることは間違いない．
② 同書 216 頁の「19 世紀国家の日本」に重要発言！
これほど日本の現状について厳しい言葉で批判しているのも珍しい．とくに
ドラッカーの最新の書籍『ネクスト・ソサエティ』であるだけに，その主張をよ
く吟味する必要がある．
「アジアでリーダー的な地位にあるのが日本である．だが今日の日本は，本
質的にヨーロッパの国である．もっと悪いことには 19 世紀のヨーロッパの
国である．だからいま麻痺状態にある．
私の父が働いていたころのオーストリアや絶頂期にあったフランスのよう
に，基本的に日本という国は官僚によって運営されている．政治家は大きな
存在ではなく，しかも疑惑の目で見られがちである．無能であったり腐敗し
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ていたとしても，それほど驚かれる存在ではない．しかし官僚が無能であっ
たり腐敗していることが明らかになればショックである．日本はいまその

3 . 日本の経営慣行 ― 社内のコンセンサスによる意思決定・終身雇用制・品
質管理 ― を日本のオリジナルなマネジメントとして高く評価．

ショックの状態にある」
「日本の産業のすべてが効率的で競争力を持つとの説は，まったくの間違

4 . 外国文化を受け入れて「日本化する才能」が日本を成功させた．
5 . 日本産業の強さの秘密は，巷間いわれているような国家ぐるみの集団主義

いである．国際競争にさらされている部分は，先進国の中でももっとも少な
い．自動車と電子機器の 2 つの産業が中心である．しかも全体の 8％に過ぎな
い．
したがって日本には，グローバル経済の経験がほとんどない．産業のほと
んどが保護されたままであり，おそろしく非効率的である．紙を輸入するこ

にあるのではなく，日本人の思考と行動の統一性にある．そこには渋沢栄
一の国益優先の思想的バックボーンがある．これこそが「日本モデル」だ
という．
6 . 日本人的合理性としての「相互理解」を最優先させることが日本人の特性だ．

とになれば，大手の製紙会社は 2 日もしないうちに消えるかもしれない」
「いまの日本の銀行を見ていると，第一次大戦の直後に私の父が頭取を務
めていたオーストリアの銀行を思いだす．1 人でできることを 4 人でやって

【日本への課題と警告】
苦言として ― これからのグローバル経済の時代に日本は備えがあるのか！
1 . 拡大するグローバル世界の中で，日本はこれまでの精神文化を生かしなが

いた．利益は上がらず，上げた利益も間接費でくわれた．これがいまの日本
である」

ら，いかにして欧米的な合理主義を取り入れ融和させていくか．グローバ
ル化の進む中での「欧米の日本化」こそが成功の必須条件だった．しかし
これからは優れた日本文化に西洋の合理性を統合させた新しい世界に挑戦
して欲しい．
2 . 日本および日本人の強さを知り強みを生かしきれ．

しかしドラッカーは最後に日本に改革に向けた勇気を与えてくれている
（『ネクスト・ソサエティ』
）
．
◇ ― 19 世紀のヨーロッパの国としての日本は，21 世紀の大競争時代をどう
生きていくのか？
いまいったことすべてにかかわらず，日本を軽く見ることはできない．一夜
にして 180 度転換する（1639 年の鎖国，1868 年の明治維新，1945 年の敗戦後の
復興）するという信じられない能力を持っている．ただし助け合いの伝統のあ
まりない日本では，痛みは耐え難いものとなろう．
日本は劇的な転換が得意である．一定のコンセンサスが得られるや，ただち
に転換する．今度の場合は，おそらく何らかの不祥事が大変化の口火となるで
あろう．
（この後に「日本は問題が突然なくなるか，徐々になくなるかを夢見て
いる．しかしそのようなことは決してあり得ないことが，さらに明らかになっ
てこよう」と付け加えた）

Ⅳ．日本人観のまとめ
以上のドラッカーの日本および日本人観を，
「成功要因・卓越性」
「課題と警
告」
「期待」の 3 つの側面からまとめると以下のようになる．
【日本人の成功要因と卓越性】
1 . 日本の成功は単なる経済成長にあるのではなく，社会の調和のとれた発展
にあった．
2 . 世界史上，明治維新と第二次世界大戦後の日本ほど激しい転換を遂げた国
はない．

3 . もはや目標とすべきは欧米ではない．日本の精神文化に根ざしたオリジナ
ルな国家目標をつくれ．さらに荒野を切り開く勇気，明治の精神を思い起
こせ．
4 . 以下の点で日本の将来に注意を喚起．
①中国の台頭により日米同盟，国際関係に変化が生ずる．
② Old Industry の斜陽化にともない新産業の育成に早急に取り組め．
③過度な第 2 次産業への依存は危険．
④アメリカ型コーポレート・ガバナンスの模倣ではなく，日本独自のもの
を構築せよ．
5 . 1990 年まで日本の成功要因だった「系列」
「年功序列」
「輸出戦略」
「官民協
調」は，今後は通用しない．それに代わる新たな制度，政策，慣行が求めら
れている．
6 . 日本の産業は国際競争にさらされている部分は，先進国でももっとも低
い．わずか自動車と電子機器くらいのもので，全体の 8％にしか過ぎない．
国内にこもっていないで海外の風に吹かれろ．
7 . 銀行などサービス産業の生産性と効率の改善が急務．
8 . 日本の将来を託すリーダーが官僚によって支配される愚を如何に改めるか．
【将来への期待】
〈日本人の精神力の強さに期待〉
▷日本人が危機の時に示した精神力の強さ，今後ともグローバル化の深化の
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中で持ち続けられるだろうか．まさにこれこそが課題である．
雪舟の水墨画に見られるような高度の日本文化を，今後とも生み出していけ
るかどうかは大きな疑問がある．見守っていきたい．私は，日本が今後ともそ
うした方向に歩み続けることを熱望してやまない．
〈日本の解決が世界のモデルに〉
▷しかしドラッカーの日本への期待の本音は，以下の言葉にあるのではない
かと思う．
「私は，日本が終身雇用制によって実現してきた社会的安定，コミュニ
ティ，調和を維持しつつ，かつ知識労働者に必要な移動の自由を実現するこ
（15）
とを願っている」

すなわち「日本の解決が世界のモデルとなる」ことを願っているというので
ある．
〈中国支配への警告〉
▷ドラッカーはさらに米中関係において日本に期待を寄せた．それは日本が
アジアとアメリカを結ぶ架け橋になることへの期待である．
「この難しい課題を，日本ならうまくやってくれるのではないか．私の中で
も楽観的とも言える思いがあります．日本ほど見事に西欧化に成功した国はな
く，一方で非常にメンタリティの異なる中国ともうまく折り合いをつけていけ
る，極めてユニークな特性を持っているからです」と．同時に中国への懸念も
次のように語る．
「私が注目しているのはただ 1 点のみ．アジアに起こる変革が，中国を中心
としたものになるか，それともアジア圏内のそれぞれの国が個別に革新を成
し遂げていけるのか，という問題です．個人的には，中国を軸に据えたアジ
アの再編は間違いであると考えています．そうなるとアジアは，中国に支配
（16）
される地域になってしまうでしょう」
以上で浅学な雑文を終わりにするが，1 つだけ心に残る課題がある．ドラッ
カー教授は生前，保護主義はやがて専制主義の導火線に火をつけることにな
る，と言っていた．
今アメリカのトランプ政権下ではその保護主義が燃え上がっている．世界を
見渡しても，同じ危険な兆候が垣間見える．わが日本の政治世界にも保護主義
と政治的頽廃が大手を振って歩き始めている．
「世界は第 1 次大戦後のあの世
界に似てきた」という人がいるが，そう類推する要素は多いのかもしれない．
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もしドラッカー教授が生きていたら今日的様相をどう評価するだろうか．
今年は明治維新から 150 年．ドラッカー教授の言うように日本人の精神的原
点を学び直す機会にしたい．
【参考文献】
（1）ドラッカー『変貌する産業社会』野田一夫・山下宏訳，1959 年，ダイヤモンド社
（2）ジョセフ・ラドヤード・キプリング，イギリスの詩人，1907 年ノーベル文学賞授与
（3）
『変貌する産業社会』269 P.
（4）同上書 278 P．
（5）同上書 279 P.
（6）同上書「日本語版への序」
（7）テープ版「日本企業への警告」1993 年，ダイヤモンド社
（8）
『ドラッカーと考える 21 世紀の経営』
（書籍・ビデオ）藤島秀記訳，2001 年，ダイヤモンド
社国際経営研究所
（9）ジョン・ダワー『敗北を抱きしめて』
（上）2004 年，岩波書店
（10）筆者と交わした書簡（1990 年秋）
（11）ドラッカーの窓から明日を考える研究会『ドラッカーとシュンペーター』2013 年，高陵
書店刊，筆者著「ドラッカー・イノベーション・サイクル論」参照
（12）レスター・サロー『資本主義の将来』1996 年，TBS ブリタニカ
（13）ドラッカー『日本画の中の日本人』1979 年
（14）ドラッカー『日本成功の代償』久野桂他訳，1981 年，ダイヤモンド社
（15）ドラッカー『明日を支配するもの』上田惇生訳，1999 年，ダイヤモンド社
（16）ドラッカー「90 歳記念講演」より
（17）ドラッカー『ドラッカーの遺言』窪田恭子訳，2006 年，講談社

【経歴】 1970 年以降亡くなる半年前までドラッカー教授の薫陶を受ける．ダイヤモン
ド社常務取締役，ダイヤモンド社国際経営研究所代表取締役社長を歴任．文教大
学情報学部，淑徳大学大学院国際経営学科にて教鞭を執る．慶應義塾大学企画委
員，プレジデント社監査役など歴任．現在，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．著書・論文多数．
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マネジメントのメタ理論 MDPS の構築

―構
 造構成主義に基づくドラッカー・マネジメントと
ダイナミック・システムズ・アプローチの融合

Formulating a Meta-theory of Management:
Based on Structural Constructivism, Drucker’s Essences of
Management and Dynamic Systems Approach

西條剛央
Takeo Saijo

（早稲田大学大学院商学研究科/エッセンシャル・マネジメント・スクール，本会フェロー）

Summary
This study’s aim is to systematize a meta-theory on Management based on essences
of management. First, it discusses the essences of management based on a Drucker’s
work. Second, based on them, applying dynamic systems approach to management
enabled to construct the meta-theory of management. Third, it is clarified that
the meta-theory has a lot of universal effectiveness in real managements of both
individual and organization. Finally, this article is positioned as a methodological
model for research of engineering meta-theory in Essential Management Science.

問題と目的
本質行動学は，英表記では“Essential Management Science”となる．
では，エッセンシャル・マネジメント・サイエンスにおける「マネジメント」
とは何か？
本論文では，この新たな学問のキーワードの一つであるマネジメントの本質
を明らかにしていき，あらゆるマネジメントという営みに適用可能なメタ理論
を提示する．この「マネジメントのメタ理論」というべき枠組みを整理するこ
とは，あらゆるマネジメントに妥当する原理を構築することでもあり，「エッ
センシャル・マネジメント・サイエンス」のさらなる学問的基礎付けにも資す
るものになるだろう．

方法
（1 ）
本論文では，本質行動学（エッセンシャル・マネジメント・サイエンス）
の
基礎付けの一端を担うため，諸学問を基礎づける超メタ理論である構造構成主
義（Structural Constructivism）を導入する．
また本質観取のテクストとしては，
「マネジメントの父」であり「マネジメン

トの発明者」といわれ，本質行動学の祖に位置づけることも可能なドラッカー
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の著作を用いる．特に本論では，ドラッカーが晩年に出した『明日を支配する
もの ― 21 世紀のマネジメント革命』において，マネジメントについて普遍的
な洞察を展開している箇所を取り上げる．
（2）
として，メタ理論の性能を吟味するため
構造構成主義は，「メタ理論工学」
に有用な方法概念となるツールを備えていることから，ドラッカーの洞察がメ
タ理論としての資格を持ちうるほどの原理性を備えているか吟味した上で，他
に必要な理論と組み合わせてマネジメントのメタ理論を構築していく．

マネジメントの本質を問い直す
management の意味を和訳するとどうなるか？
一般的に management とは，「経営」や「管理」と訳されることが多い．しか
し，それではライフマネジメントといった文脈では，
「人生や生活の管理・経
営」といった言い方になり，マネジメントを的確に言い当てることができない．
このように，management の的確な日本語訳を見つけるのは難しく，最近では
「マネジメント」とそのままカタカナで広まっている側面もある．
実際，マネジメントは，「事業のマネジメント」や「プロジェクトマネジメン
ト」
「会社のマネジメント」
「チームマネジメント」
「人のマネジメント」
「仕事の
マネジメント」
「非営利事業のマネジメント」といったいわゆる経営の文脈のみ
ならず，
「セルフマネジメント」
「ライフマネジメント」
「タイムマネジメント」
「学習のマネジメント」
「アンガー（怒り）マネジメント」
「パラハラ・セクハラの
マネジメント」といった日常生活にまで使われる極めて汎用性の高い言葉であ
る．
では，どのような意味（和訳）として捉えれば，そうした汎用性の高い言葉の
中心的意味を捉えることができるだろうか．
“manage to 〜”で，「何とかして〜する」という意味になるということはよ
く知られているように，私は management
（マネジメント）に相応しい訳語は，
「対象の望ましい状態をなんとかして実現していくこと」であると考えている
．
（図 1）
マネジメントを「対象の望ましい状態をなんとかして実現していくこと」と
捉えると，事業の望ましい状態を実現していく「事業マネジメント」から，望ま
しい生活や人生を実現していく「セルフマネジメント」や「ライフマネジメン
ト」といった「個人のマネジメント」まで一貫性のある形で，その意味を的確に
表現することが可能になる．
「マネジメント」の中心的意味をそのように受け取れば，ドラッカーが展開し
た近代の「マネジメント」という概念を，「経営」や「管理」という言葉（和訳）
で表される限定された領域に押し込めることなく，もとの意味を保持したま
ま，遠大な射程を備えた汎用的で実践的な言葉として適切に捉えることが可能
になると考えられる．
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「
（『現代の経営』が出版された数年後）アブラハム・マズロー（1908-1970）
は，『ユーサイキアン・マネジメント』
（1965； 新版は 1998 年に『マズロー
（6）
オン マネジメント』 として出版された）において，マグレガーと私が完全
に間違っていることを示した．異なる人々には異なる方法でマネジメントし
（7）
（筆者訳）
なければならないということを決定的に論証したのだ．」
このように，マグレガーや，ドラッカー自身もかつて“人をマネジメントす
る唯一の正しい方法がある”といった前提に依拠する間違いを犯していたこと
を具体例として示し，「マズローの論証は圧倒的だったので，即座に考えを改
（8）
めた」
と述べている．
見渡せば，自らの言説に責任をもたず，明らかに間違っていたことが判明し
図1

様々なマネジメントの重ね合わせからみるマネジメントの中心的意味（和訳）

マネジメントが無自覚に依拠している前提
マネジメントとは，
「対象の望ましい状態をなんとかして実現していくこと」
、

、

、

、

、

、

であるとすれば，方法的多元主義が基本となることから，マネジメントに唯一
の絶対に正しいやり方はない，ということになる．
実際，ドラッカーは『明日を支配するもの ― 21 世紀のマネジメント革命』
において，多くの人や事業で「人をマネジメントする唯一の正しい方法がある」
（The One Right Way to Manage People）ということを暗黙裏に前提としてい
るが，それは間違いであるとして，次のように論じている．
「人やマネジメントに関するほど，基礎的で伝統的な前提に確固として
― ほとんどの場合は無意識に ― 支配されている領域は他にはない．まっ
たく現実から逸脱しており，非生産的なものになっている領域は他にはない．
“人をマネジメントする唯一の正しい方法がある ― あるいは少なくとも
あるはずである”．この前提は人のマネジメントに関する事実上すべての本
（3）
や論文に通底している．」
（筆者訳）
そして，ドラッカーは，暗黙のうちに“人をマネジメントする唯一の正しい
方法がある ― あるいは少なくともあるはずである”という前提に立った例と
して，X 理論と Y 理論で知られるダグラス・マグレガー（1960）の『企業の人間
（4）
的側面（The Human Side of Enterprise）
』
と，ドラッカー自身の『現代の経
（5）
営（The Practice of Management）
』 を取り上げて，次のように自らの過ちを
例に挙げている．

ても，その非を認める学者はほとんどいない．そのことを考えれば，あえて自
分自身も陥った過ちを具体例として挙げて，その理路を修正することは極めて
異例なことだと思われる．
これはドラッカーがまっとうな批判は受け入れて自らの考えを柔軟に変えて
アップデートしていく真の科学的態度の持ち主だったことを傍証しているとい
えよう．
なぜ「正しい理論」が弊害をもたらしうるのか？
こうした「状況限定的な知を普遍化すること」，あるいは「知見の過度な一般
化」は，それが現場の現実にそのまま適用されたときには甚大な悪影響をもた
らしうる．
マズローは次のように述べている．
「自分たちが，恵まれた優雅な生活を送っていることを忘れると，状況が変
化した際に，現実的で柔軟な対応を取れなくなってしまう．われわれは，こ
の先も絶えず変化する社会で生きていかなければならないのだ．いまのとこ
ろ状況は恵まれている．したがって，いい状況ではいい管理原則を適用する
ことができる．だが，明日になれば状況が悪化しているかもしれない．悪化
してもなお，いい状況でしか効果を発揮しない「いい管理原則」に固執する
とすれば，それは自殺行為である．どんな状況になろうとも「いい管理原則」
（9）
（69-70 頁）
なら永遠に有効だ，などとかんがえてはならない．」
このマズローの的確な批判は，ドラッカーをして「この本は自分とマグレ
（10）
ガーを現実に引き戻すために書かれたのだ」
と言わしめた．
そして上の引用で，状況限定的な洞察が普遍的な洞察かのように過度に一般
化されていないかを確認するために，例外がないようにあえて極端な例を挙げ
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て思考実験を行っていることからも，
「原理的に考える」とはどういうことか，
またなぜ原理的に考えるのが必要なのかを教えてくれている．
我々は自分自身の感度が醸造された場を対象化することは難しく，思い込む
という自覚も無くその状況を普遍的なものとして前提としてしまうのである．
そして，今の自分達の状況，感度にあうものを素朴に正しいと思ってしまう．
それが多くの本に書かれている“普遍的であるはずの正しい理論”が，異な
る状況においては役立つどころか，弊害すらもたらす原因となっているのだ．
唯一の正しい「仕事の仕方」は存在するのか？
ドラッカーは「仕事の仕方」について次のように述べている．
「自らがどのような仕事の仕方を得意とするかは，とくに知識労働者に
とっては，強みと同じように重要な問題である．実際には，強みよりも重要
かもしれない．ところが驚くほど多くの人たちが，仕事には，いろいろな仕

方があることさえ知らない．そのため得意でない仕方で仕事をし，当然成果
（11）
は上がらないという状況に陥っている．」
（199 頁）
かつて主要であった「肉体労働」においては，生産性を左右する「仕事の仕
方」のバリエーションはそこまで多様ではない．多くの場合身体に基づく労働
であり，ひとつのことを協働でやることになるために，「仕事の仕方」はおのず
と同型のものに収斂していく．そのため，そこで求められる労働の特性に合っ
ている人，体力や身体能力に優れた者のほうが，そうでない者より高い生産性
をあげることができることになり，身体的に脆弱でその労働に適性のない者は
単に脱落していくだけであった．
しかし，その仕事が脳に依存する割合が高い知識労働者にとっては，生産性
をあげる「仕事の仕方」は，その人の脳の個性によって大きく左右される．つま
り「仕事の仕方」には，それぞれの人にとって向き不向きが大きく出てきてし
まうのだ．
逆に言えば，自分にあった「仕事の仕方」を見つけられれば，生産性は大きく
向上できるということだ．ところが，多くの人は多様な「仕事の仕方」があるこ
とすら知らないため，不得意な仕事の仕方をずっと続けることになり，成果を
あげられないということになっているとドラッカーは指摘しているのだ．
「強みと同じように，仕事の仕方も，人それぞれである．それは個性であ
る．生まれつきのものか，育ちのものかは別として，それらの個性は，仕事に
つくはるか前に形成される．したがって，仕事の仕方は強みと同じように与
件である．修正はできても，変更することはできない．少なくとも簡単にで
きない．そして，ちょうど強みを発揮できる仕事で成果が挙げられるように，
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（12）
人は得意な仕方で仕事の成果を上げる．」
（200 頁）

ここでドラッカーは，仕事の仕方は，個性であり，それは修正はできても変
更はできないため，自分に向いている「仕事の仕方」を把握すること，そしてそ
れにあった「仕事の仕方」を自覚的に選択することが重要になると述べている．
そして，まず「仕事の仕方について初めに知っておくべきこと」としては，
（13）
「自分は読む人間か，聞く人間か」
があるという．
また「学び方は人によって違う」ことから，
「膨大なメモをとることによって
学ぶ人」
「実際に仕事をしつつ学ぶ人」
「自分が話すのを聞きつつ学ぶ人」がいる
として，
「自分が話すのを聞きつつ学ぶ人」の例としてドラッカーは大学の教
授を例に次のように述べている．
「かつて私が，優れた学術書を書いたアメリカの大学教授について調べた
とき，かなりの人たちが，教えているのは自分が聞きたいからだ，そうする
（14）
ことによって，はじめて書けるようになると答えていた．」
（205 頁）
これは，自分が読む人間だった場合，聞くという方法では頭に入らないとい
うことだ．おそらく，言われてみればわかる気がする，という人は少なくない
だろう．
また自分が読む人間だからといって，聞くタイプの上司に文章ベースで報告し
ても報告したことにはならない．そういう上司には話さなければならないのだ．
自分が読むタイプだからといって，みんなそうだろうと思い込み，学生全員に
読ませても，聞くタイプの人にとってはまったく効果的な学習にはならない．
逆に自分が聞く人間だった場合に，読むという方法では頭に入らないため，
いかに聞くという方法を中心に仕事の仕方を組み立てられるかが重要になる，
ということになる．
そのほかにもドラッカーは「緊張や不安があったほうが仕事ができるか，安
定した環境のほうが仕事ができるか」といった違いや（15），「大きな組織で歯車
として働いたほうが仕事ができるか，小さな組織のほうが仕事ができるか」と
いった違いがあることを指摘し，「どちらでもよいという者は，あまりいない」
としている（16）．
また「人と組んだほうがよいか，一人のほうがよいかも知らなければならな
い」と述べており，さらに「意志決定者と補佐役のいずれとしてのほうが成果
をあげるか」という問題についても「ナンバー・ツーとして活躍していたが，
トップになったとたん挫折する人がいる」と指摘している（17）．
このように，ドラッカーは，異なるタイプの人間がいることから自分にあっ
た「仕事の仕方」を考えなければならない，と言うのだ．
これも言われてみればなるほどと思うが，マネジメント理論が暗黙裏に仮定
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している“人間の同一性”を前提にすれば，大きな盲点になる．
人間は同一のはずだという前提に立つ限り，緊張や安定があろうがなかろう
が，大組織だろうが小さい組織だろうが，人と組もうが一人であろうが，トッ
プだろうがナンバー・ツーだろうが，誰でも同じように働くことができ，同じ
ように成果を出せるということになってしまうためだ．
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ここでのポイントは，“マネジメントするグループ”にあわせてやり方（方
法）は変えなければならないという点にある．
構造構成主義（本質行動学）の中心原理の一つである「方法の原理」とは，目
的と状況によって有効な方法は変わるというものだった．言い換えれば，目的
や状況が異なるならば，異なる方法（やり方）を採用しなければならないとい
うことであり，上のドラッカーの言明と重なるところがあることがわかる．

マネジメントの原理とは？
では，なぜ多くの人が自分の仕事の仕方を理解せずに成果があげられないと
いったことが起きているのであろうか？
ドラッカーの指摘によれば，その直接的原因は学校教育にある．

違いは，ドラッカーはここで，マネジメントにおいては，マネジメントする
“グループ（集団）”
，すなわちマネジメントする“相手”が重要なポイントにな
ることを指摘している点にある．
“集団”
“相手”という表現は“人のマネジメ
ント”を前提としているため，さらにマネジメント全般に一般化した表現にす
れば，マネジメントする“対象”がポイントになるということだ．

「自らの仕事の仕方を理解していない人が多すぎる主たる原因は，学校が
学び方を画一化してきたことにもある．40 人の生徒をもつ先生は，一人ひと
りの学び方をみるだけの時間がない．そこで彼らは，全員が，同じ勉強を，同

以上のことから，「方法の原理」に対象要因を加えることによって，「マネジ
メントの原理」として定式化すれば，「マネジメントの原理」とは，《どのよう

じ仕方で，同時に行うことが，あたかも当然であるかのふりをする．そのた
め誰もが，学び方は一通りしかないものと思い込むようになってしまった．」
（18）
（199- 200 頁）
「学び方は，今日，読み手と聞き手の問題以上に深刻な状況にある．なぜな
らば，世界中のあらゆる国のあらゆる学校が，学び方には唯一の正しい方法
があり，それは誰にとっても同じであるとの前提に立っているからである．」
（19）
（203 頁）
ドラッカーは，あらゆる国の学校が「学び方には唯一の正しい方法があり，
それは誰にとっても同じであるとの前提」に立ち，学び方を画一化してきたこ
とによって，世界中の人々が，学び方は一通りしかないと思い込むようになっ
たと言うのだ．
そして，この前提の底に横たわるものこそ，
“人をマネジメントする唯一の
正しい方法がある”といったより一般的な前提命題なのである．
それでは，この前提を取り除いた際には，どのようにマネジメントすればよ
いということになるのだろうか？
ドラッカーは次のように述べている．
「これは，労働人口の異なるグループは異なるやり方でマネジメントしな
ければならず，また労働人口の同じグループに対してすら異なる時には異
なったやり方でマネジメントしなければならないことを意味している．」
（筆
（20）
者訳）

にマネジメントすればよいかは，目的と状況とマネジメントする対象によって
変わる》ということになる．
マネジメント対象の本質とは何か？
先ほど，ざっとみただけでも，「○○マネジメント」といわれるものは，「事
業マネジメント」
「プロジェクトマネジメント」
「会社のマネジメント」
「チーム
マネジメント」
「人のマネジメント」
「仕事のマネジメント」
「非営利事業のマネ
ジメント」
「セルフマネジメント」
「ライフマネジメント」
「タイムマネジメント」
「アンガーマネジメント」といったように様々な分野のものがあることを確認
した．
では，こうした事業，組織，人間，人生，生活，感情といったマネジメントの
“対象”に共通しているものとは何だろうか？
それは“複雑系”であるということだ．事業も，組織も，人間も，人生も，生
活も，感情も多様な要因が相互作用しながら影響を与え，変化し続けている
“複雑なシステム”なのである．
そのため，私たちは，
「パーティーをマネジメントする」とか，
「その運営チー
ムをマネジメントする」とは言うが，そこで出される「料理をマネジメントす
る」とは言わない．それは，パーティーや運営チームは複雑系だが，料理は比較
的単純な物理的事象だからだ．
多様な要因が相互作用して成り立っている複雑なシステムは，単一の要因を
制御すれば何とかなるといったものではなく，状況とあらゆる要因を勘案し
ながら，望ましい状態をなんとかして実現していかなければならない，つまり
「マネジメント」する必要がある．
しかし，料理はいかに手の込んだものであっても，少なくとも料理同士が勝
手に動き回ったりすることはない．食材は，基本的には静的な物理事象であり，
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、
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、
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定められた料理のレシピに沿って作れば，誰もが同じ料理を作ることができ
る．
それに対して，「調理チーム」は動的なシステムである人間同士が目的に向
かって自律的に行動しながらも，相互作用していく複雑なシステムであるた
め，マネジメントする対象になるのだ．
以上から，《マネジメント対象の本質は複雑系である》と言うことができる．
これは，マネジメントにおいては，単純に一つの原因を除去すれば問題解決
できるとか，一つの成功要因を加えれば誰もが同じように成功するといったこ
とはない，という単純だが見過ごされがちな事実を明らかにする．
だからこそ，成果に影響を与えうるあらゆる要因を考慮しながら，なんとか
、

、

、

、

、

、

して望ましい状態を実現していく必要があるのだ．
もうひとつ重要なポイントとしては，
《マネジメントの対象の共通点は「人」
と関連している》ということである．事業も，プロジェクトも，組織も，人生
も，生活も，時間もいずれも人と関連している．「タイムマネジメント」といっ
たとき，それは人のスケジュール，時間の扱い方をどう望ましい状態にもって
いくかということであり，単に物理的な時間を計測するというものではない．
スケジュールの真ん中には生きた人間がいるのだ．
以上の議論を踏まえれば，
《マネジメント対象の本質とは，人間に関わる複
雑なシステムである》と定式化することができる．

現代社会における人のマネジメントの本質
これからの人のマネジメントはどう変わるか？
では，人を対象とした場合のマネジメントの基本とは何になるのだろうか？
ドラッカーは，先に挙げた『明日を支配するもの ― 21 世紀のマネジメント
革命』において，社会状況の変化とともに，これから求められるマネジメント
の在り方がいかに変わるかを論じているので，そこから読み解いていこう．
まず現代社会における状況変化については，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おり，アウト
ソース先，派遣社員，契約ベースで働くようになっており，彼らが「最も高度の
知識労働者」になっていると指摘している（21）．
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ればならず，事業の使命を知って，それを（自分の力を発揮するに足るものと）
信じられなければならないとも指摘している（24）．
わかりやすく極端な例を挙げれば，肉体労働者であれば，穴を掘った数の分
お金を払うという契約をすれば，お金が欲しい人はがんばって多くの穴を掘る
だろう．そして管理する人はそれぞれが掘った穴の数を数えてその分賃金を払
えば良い．
しかしながら，知識労働者の場合そう単純にはいかない．まず相手が自分よ
り専門的な知識を持っていることから，掘った穴の数を数えるように「管理」
することが困難である．ましてや本当に刷新的な（イノヴェイティブな）成果
をあげるためには，事業のミッションに共感し，やりがいを感じて，成果をあ
げようと本気になってもらわなければ，その目的を達成することは到底できな
い．
誰もががんばったふりをすることはできるため，「がんばりましたができま
せんでした」と言われれば，それでおしまいだからだ．
現代人のマネジメントの基本とは？
ドラッカーはこうした状況を踏まえて，これからの人のマネジメントは
“パートナーのマーケティング”が基本になるとして，次のように述べた．
「ますます“労働者”は“パートナー”としてマネジメントしなければなら
ない．すべてのパートナーは対等であるというのがパートナーシップの定義
である．またパートナーは命令されないというのも，パートナーシップの定
義でもある．パートナーは納得させなければならない．それゆえ，人をマネ
ジメントすることはますます“マーケティングの仕事”である．マーケティ
ングの仕事は「我々は何をしたいか」では始まらない．この質問で始めなけ
ればならない．「相手は何を求めているのか？その価値は何か？その目標は
何か？成果は何と考えているか？」と．これは「X 理論」でも「Y 理論」でも
（25）
（筆者訳）
なく，人を管理する他の特定のマネジメント理論でもない．」
このように，ドラッカーは，マネジメントの基本はマーケティングにあり，

そして，従業員であったとしても，各専門に特化した知識労働者である場合
には，
「上司といえども，専門分野については，彼らに教えてもらわなければな
（22）
らない」
，彼らは有給ではあるが，知識という生産手段を持っていることか

「相手は何を求めているのか？その価値は何か？その目標は何か？成果は何と
考えているか？」という問いからはじめなければならないとした．
これは「これからのマネジメントに求められること」を述べたものであり，

ら，
「組織を移る力」があり，
「実際に辞められる」ことから，フルタイムの従
業員であっても「これからはボランティアのようにマネジメントしなければな
らない」と述べている（23）．
またドラッカーは，
「動機づけ，とくに知識労働者の動機づけは，ボランティ
アの動機づけと同じ」であり，挑戦の機会を与えられ，仕事から満足を得なけ

かつてはそうではなかったという意味では，いつの時代にも当てはまる「普遍
的な原理」として示されたものではない．肉体労働の時代においては，単にや
るべきことを命じていればよく，相手をパートナーとして扱ったり，「マーケ
ティング」をする必要は必ずしもなかったためだ．
しかしながら，我々が生きる現代社会のように，職業選択の自由が実質化し，
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知識労働の仕事が専門分化していく状況においては，価値を見出す起点となる
相手の「関心」をマーケティングすることが欠かすべからざるものになり，そ
うした条件下では守るべき“原則”として機能するのである．
ドラッカーの洞察は単なる名言なのだろうか？
なお，こうしたドラッカーの言説は，実際「名言集」として編纂されることも
あるためか，「ドラッカーの言葉は，名言ではあっても科学ではない」
，「それ
らの言葉はけっして社会科学的な意味で理論的に構築されたものではなく，ま
（26）
た科学的な手法で検証されたものでもありません」
といった入山のような見
解もある．
では，ここで実際に，
“人をマネジメントすることはマーケティングの仕事で
ある”というドラッカーの言明を取り上げ，それが単なる気の利いた「名言」な
のか，あるいは普遍的な原理に支えられた本質的洞察なのか吟味してみよう．
「価値とは何か」を原理的に問い直す
まず，
「マーケティング」とは何を意味するのだろうか？
この問題を考えるためには，マーケティングの中心にある「価値」について
問い直す必要がある．
価値とは何か？
この難問に対して，現象学をはじめとする原理的哲学を鍛え直し，
「欲望論」
として体系化した主著（27）をはじめとして，数々の快著を世に送り出している哲
学者の竹田青嗣は，価値とは「
『よい』
（快）と『わるい』
（不快）の審級による世
（28）
界分節のこと」
とその本質を言い当てている．
ここでいう「審級」というのは，平たくいえば，上下があるということを意味
する．
そして，
「世界分節」ということは，
「よいモノ」
「わるいモノ」といったもの
が世界のどこかに実体として転がっているのではなく，認識主体が世界を「よ
いもの」
「わるいもの」として〝みなしている〟
（分節している）ということを意
味している．
つまり「価値」とは人間と無関係に実在しているのではなく，必ず人間が「よ
い」
「わるい」と判断している，ということだ．
では，何をもってそのように判断しているのだろうか？同じ事柄に対しても
人々の価値判断は様々だが，その“判断の仕方”に共通点はないのだろうか？
これまで指摘されることはほとんどなかったが，これこそ世界中の思想家が
原理的な回答を出せなかったために現代思想がデッドロックに乗り上げる原理
的原因となった難問に他ならない．
そして，それに答えるのが「関心相関性」
（志向相関性）という原理なのである．
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欲望相関性と志向相関性の相違点
「関心相関性」
（志向相関性）は，竹田青嗣（29）がニーチェ（30）の「力の思想」から
（関心）の原理を経て創
根本仮説的性質を取り除き，ハイデガー（31）の「気遣い」
出した「欲望相関性」という原理が学問的な起源となっている．
これは，様々な存在や意味や価値といったものは身体や欲望，関心，目的に
相関的に（応じて）立ち現れる，というものであり，したがって正確には「身
体・欲望・関心・目的相関性」と表記すべきものになる（32）．それを創出した竹
田青嗣は，控えめにいって，その一点の原理をもってしても，歴史に名を残す
べき哲学者の資格を持っているといってよいと思われる．
構造構成主義では，これをフッサール（33）の「志向性」という理路を基軸とし
て，「志向相関性」
（関心相関性）として再定式化した（34）．
では，竹田青嗣の「欲望相関性」と構造構成主義の「志向相関性」の違いは何
か？
欲望論的現象学の立場をとる竹田青嗣は，この「身体・欲望・関心・目的」
といった相関項目のうち，
「欲望」が最も根底をなすものと考えている（35）．な
ぜ欲望を基底に据えられると言えるのか．私の推測によれば，それは，実存的
な関心からこの原理を捉えているためだと思われる．
しかし実存的関心に限らず，経営，マネジメント，マーケティング，研究，実
践といったあらゆる状況に対応する汎用性を備えるためには，
「志向性」の中
身を，目的や状況に応じて「身体」
「欲望」
「関心」
「目的」といった相関項目を入
れ換えることができる方が，普遍的に洞察できる原理性を備えることができ
る．
そのため構造構成主義では，そうした文脈によって相関軸を入れ替え可能な
理路とするために「志向相関性」として定式化したのだ（36）．ただし，人間科学，
社会科学の分野や，マネジメントを対象とする場合には，
「関心」という言葉に
よって最も汎用的に言い当てられることから，ここでは「関心相関性」と呼ぶ
こととする．
関心がないことはそもそも目にも入らない（存在化しない）のであり，その
意味ではこれは「存在認識の原理」ともいえる（次第に明らかになるようにこ
れは極めて重要な原理である）
．
たとえば服や鞄，オシャレな小物，雑貨何でも良いのだが，自分がまったく
関心のないものを売っている店については，いつもその店の前を歩いていたは
ずなのに，
「あの通りにあの店あったよね」といわれてもまったく思い当たら
ず，意識して観たことによってはじめてその存在を認識したという経験はある
だろう．
見えるべきものがまったく見えていなかったということは，あなたの現象
（世界）においては存在化していなかった，ということに他ならない．人間は身
体，欲望，関心，目的といった志向性に応じて存在を認識していくのである．
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これは一見すると当たり前だが，通常の認識態度（これをフッサールは「自
然的態度」と呼んだ）では，
「何らかの存在が実在する」⇒「それを認識する」
という客観的実在を起点とした認識図式となっており，認識主体の関心に応じ
て存在を認識するという関心相関的図式とは真逆のものになっていることに留
意したい．さもなければ，この原理の意義と価値をうまく受け取ることはでき
ないだろう．
「価値の原理」によるドラッカーの言明の基礎付け
この「関心相関性」を，価値の側面に焦点化したものが「価値の原理」であり，
《あらゆる価値は関心に相関的に（応じて）立ち現れる》というものになる（37）．
普段は価値を見出さない水たまりも，砂漠で死にそうなほど喉が渇いていた
ら，これ以上価値のあるものはないというほど大きな価値として立ち現れる．
このように，身体や欲望，関心といった志向性に応じて価値は立ち現れるので
ある．つまり，《人間は関心のあり方に応じて価値を見出す》のだ．
この関心相関性は本当に「価値の原理」と言えるほどの普遍的に了解できる
強度を持っているか，批判的に吟味してみてほしい．
すべての価値は欲望や関心に応じて立ち現れるというが，本当だろうか？欲
望や関心といったもの抜きに絶対的によいものはどこかにあるのではないか？
例外がないかあえて極端な例で考えてみてもらいたい．
我が子はどうだろうか？ その子が写っている写真や思い出は，自分にとっ
ては絶対価値といいたいほどの代えがたい価値があっても，それは自分が我が
子に並々ならぬ関心があるからであって，関心のない人や他人からすればどう
でもよいことかもしれない．
このように考えていけば，原理的には，関心を抜きに「よい」
「わるい」といっ
た価値は成立しない，ということが了解できるはずだ．例外なく洞察できると
いうことは「普遍洞察性」を備えているということだ．
こうして批判的な吟味を終えて，価値についてはそのように考えるほかない
と了解できたならば，この原理を視点として様々な対象を洞察することができ
るようになる．
さて，ドラッカーは，これからの知識労働者のマネジメントの基本は，「マー
ケティング」にあり，「相手は何を求めているのか？その価値は何か？その目
標は何か？成果は何と考えているか？」という問いからはじめなければならな
いとしたのであった．
そして，実際に先の示した関心相関的な観点からみると，“相手の関心が何
か？”
“目的は何か？”を洞察することが，最もその問いの基底をなすことにな
る．
関心や目的に応じて「価値」は立ち現れることから，関心や目的によって「何
を成果とみなしているか」も変わってくるためである．つまり，ドラッカーが
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示した問いを，原理的な観点から言い直せば，《価値認識の起点となる相手の
関心や目的を洞察し，相手にとっての価値とは何か，何を成果や達成，満足と
みなしているかと問いを立て，洞察することから始めなければならない》とい
うことになる．
以上のことから，《現代人のマネジメントの基本とは，相手の価値判断の起
点となる関心をとらえるマーケティングにある》といえるのだ．以上のことか
ら，先に挙げたドラッカーの洞察は価値の原理に沿った普遍的洞察であること
がわかることから，単なる「名言」と同列に扱うことは，その本質的価値を掴み
損なうことになるため注意が必要と言えるだろう．
そして，これは「人のマネジメントの原則」と言える以上，事業を支えるス
タッフのみならず，当然ながら消費者にも適用できる．ゆえに，市場における
マーケティングにおいても，消費者が価値を認識する起点となるそれぞれの
「関心」を捉え，創造し，喚起することから始まるのである．

マネジメントに関する根源的問いと本質的洞察の整理
これまで明らかにしてきた原理的な問いとそこから導かれる本質洞察をまと
めると次のようになる．
マネジメントに関する根源的問いとそこから導かれる本質洞察
・ マネジメントの役割の本質とは？
⇒	マネジメントの役割とは，対象の望ましい状態をなんとかして実現して
いくことである．
・ マネジメントの原理として考慮すべき 3 つのポイントとは？
⇒	マネジメントの原理とは，どのようにマネジメントすればよいかは，マ
ネジメントする（1）目的と（2）状況と（3）対象によって変わる．
・ マネジメント対象の 2 つの本質的ポイントとは？
⇒	マネジメント対象の本質とは，（1）人間に関わる（2）複雑なシステムで
あるという点にある．
・ 人のマネジメントの基本とは？
⇒	現代の人のマネジメントの基本とは，相手の価値判断の起点となる関心
をとらえるマーケティングになる．
これによって“マネジメントのメタ理論”を構築するためのメタ理論工学の
道具立てが揃ったといえる．
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次にこれらを踏まえて，あらゆるマネジメントという営みを原理的に説明す
る理論を構築していこう．

複雑系の科学の導入
まず，マネジメントの役割とは，対象の望ましい状態をなんとかして実現し
ていくことであった．また，どのようにマネジメントすればよいかは，目的と
状況，そしてマネジメントする対象によって変わるというのが，マネジメント
の原理であった．
そしてそのマネジメント対象の本質とは，人間に関わる複雑なシステム，と
いう点にある．したがって，マネジメントの理論には，原因 - 結果といった単純
な系を説明する理論ではなく，
「複雑系の科学」のフレームワークの導入を検
討する必要がある．
社会科学における複雑系の科学に基づく実証研究の期待と限界
私自身，20 年ほど前に当時パラダイムを変えると言われていた複雑系の科学
に関心を持ち，心理学に応用できるのではと考えたことが学者の道を志すきっ
かけであった．そのため 1999 年に大学院に進学した後に，早稲田大学の人間科
学部（人間科学研究科）で当時助手をされていた鈴木平氏（現桜美林大学教授）
が主催されていた複雑系研究会に欠かさず参加していた．
そこでわかってきたことは，複雑系の科学は数量化を科学の前提とする点で
は，従来のパラダイムと同じスタンスに立っており，人文社会科学の実証研究
への応用は極めて限定されるという現実であった．
たとえば，事象のカオス性（リアプノフ指数）を従属変数として現象を捉え
るアプローチは，当時（おそらく現在においても）人文社会科学の実証研究に
おいて斬新な切り口であったが，少なくとも数百点の時系列データを必要とす
るという制約がある．
これは人間であれば，心拍や呼吸といった生理指標を測定した時系列データ
が必要であり，経済であれば株価のような時系列データがあって初めて可能
になるということである．よしんば，そうしたデータが得られて解析が可能で
あったとしても，人文・社会科学においてその制約条件は決して小さくなく，
生理データがとれるような極めて限られた事象しか研究対象にならない．
また同時に，その研究結果が現場に示唆することも極めて限定的となること
も明らかであった（大まかにいえば，従属変数（あるいは独立変数）が一般的な
指標と入れ替えられただけなので，カオス性が高いと〜の傾向があるといった
知見になる）
．
しかし，複雑系の科学の人間的事象，社会的事象は複雑であるという前提が
妥当であるという私の確信は揺らぐことはなく，その後「ダイナミック・シス
テムズ・アプローチ」という複雑系の発達科学に辿り着くことになるのだが，
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その前に社会科学をリードするとされており，経営学に隣接している経済学に
おける複雑系の動向をみておこう．
複雑系の経済学による本質的問題提起とその限界
複雑系の科学のムーブメントは，経済学でも一時注目を浴び，いくつかの書
籍においても重要な示唆を残した．
（38）
たとえば，1997 年に公刊された『複雑系経済学入門』
において，経済学者

の塩沢は，次のように経済学の根本問題を的確に指摘している．
「当時の経済学が模範とした物理学は，
（略）ウィーバーの分類によれば，
「単純な問題」を扱う科学でした．経済学の模範を，このような古典的な物理
に求められることが妥当かどうか，じつはそれが問題です．単純で数学モデ

ルが立てられるような問題ばかりでは，市場の真の働きや経済の諸過程を解
（31 頁）
明することはできません 」
その上で，伝統的な経済学は理論的な難点を理論構成によって論理的に解決
するのではなく，実質的にはその難点を無視してきたことを指摘している．
「経済学の行き詰まりの背景には，このように理論における根本的な問題
が隠れています．しかし，これまでの主流の経済学は，この理論的難点を改
善すべく，理論の再構築を図るのではなく，じつに奇妙な仕方で「解決」して
きました．それは，理論構成に必要だから，仮説が正しいと信ずるという方
法でした．（略）
妥当性のない仮説を信じることによっては，問題はなんら解決しません．」
（30 頁）
それではそうした「異端派」の経済学者の指摘に対して，「主流派」の経済学
者はどのように対応したのだろうか．塩沢は次のように述べている．
「異端派の経済学者の主張は分からないではないが，その批判はあまりに
根本的であり，そのような批判の上に経済学を進めることはできない．経済
学者がなすべきことは，解きうる問題を立て，それを解くことだ，というの
です．経済学でおもちゃ問題とパズル解きが隆盛を極めていたのは，このよ
うな考えが多くの経済学者たちを捉えていたからです．しかし，誤った基礎
の上に，パズルを解いたからといって，それで経済がいくらかでもよく分か
るものではありません．その結果が，（アメリカの）大統領の経済学の堕落で
あり，経済学の知的権威の社会における低落でした．」
（30 頁（ ）内は筆者が
補足）
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これは，社会科学の代表である経済学と同様に，他の社会科学でも似たり
寄ったりなのが実状と言える．現象が複雑であったとしてもそれでは実証研究
はできなくなるため今の単純な仮定でいくほかない，というのが多くの研究者
の本音のように思われる．
私も研究者として，その気持ちは理解できなくもないが，しかしそれでは間
違った式を立てることなり，間違った結論を精確に導くことになる．どんなに
多くのデータを放り込んでも，前提となる式が間違っていたら現実を正しく捉
えることはできない．
それでは，学者が生きていくための「ライス学問」にしかならない．そして，
現実の問題解決には役立つどころか，間違った解を提示することで，公益を棄
損する可能性すらあるのだ．
ともあれ，こうして「複雑系の経済学」は，経済学が依拠する前提の本質的な
難点を指摘したのだが，それに代わり経済をより精確に構造化し，予測できる
ような成果を生み出せるパラダイムを打ち立てられたかといえば，
『複雑系経
済学入門』が公刊されてから 10 年以上が経過しているが，実現していないよう
に思われる．
結局のところ複雑系の経済学は，既存の経済学が陥っている状況を打開する
という志と期待には，十分こたえることはできていないのが実状と言えそうで
ある．
近年始まった経営学への複雑系の導入
ところが，世界の経営学のフロンティアでは，近年になって，複雑系の科学
を応用しようという動向が生まれつつある．
入山も 2012 年に公刊された，世界の経営学の動向を紹介する書籍のなかで
「経営学に複雑系を応用すべきという主張は，近年一部の研究者から主張され
はじめたものであり，まさに今フロンティアとして立ち上がりつつあるテーマ
（39）
です」
と述べている．
そこで，入山が「私の知るかぎりではベキ法則にもとづく実証研究を行って経
（40）
営学のトップジャーナルに掲載された最初の論文」
として紹介するトーマス・
（41）
パウエルの論文 の内容は「企業がその属する産業で一位をとる回数は，見事
なまでにベキ法則にしたがっていることを明らかに」
（原文ママ）するものだ．
ではこの「ベキ法則」とは何か？
『歴史は「べき乗則」で動く』の「解説」においてネットワーク科学を専門にす
る増田は，次のようにわかりやすい例を挙げている．少し長くなるが引用する．
「収入分布の例について考えよう．話を簡単にするために，平均年収が 400
万円であるとする．すると，300 万円は平均未満である．ところが，順位とし
ては 300 万円は半分より上位かもしれない．というのも，本書で紹介されて
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いるように，収入分布はべき乗則にしたがう．（略）1 億円の人が一人だけい
れば，あと 32 人が年収 100 万円だとしても，33 人全体での平均は 400 万円に
なる．32 人側としては，自分は平均より 300 万円も少ないという悲観的な見
方は捨ててよいのかもしれない．一人だけ突出した人がいて自分を含む残り
全員はどっこいどっこいなので心配しすぎないでよい，と思う方が，精神衛
生上よさそうである．これはべき乗則の特徴（特長？）である．
（中略）
私たちは，平均値思考やつりがね型分布になれすぎてしまっている．（略）
べき乗則においては，平均値に目を奪われると本質を見失う．これは，昨今
の格差社会を理解するための一つの切り口かもしれない．同じことは会社の
規模や本の売り上げなどについても言える．次に同じことの裏返しである
が，べき乗則は極端に言うと「ひとり勝ち」を意味する．年収で言えば，人数
の意味では一部の人が，金額の意味では多くの割合を稼ぎ出す．この事実の
応用は，ビジネスなどで模索されている．」
（361- 362 頁）
ここで増田が指摘していることからもわかるように，先に入山が紹介した論
文は，このアイディアを横展開したもので，「業界ごとにごく一部の特定企業
だけが何回も一位をとる」という事実を「ベキ法則」という数式で表現できる
ことを確認したものであることがわかる．
しかし，そこで行われていることは，
「ベキ法則」にしたがっていることを
データを用いて確認したものであり，いわば「ベキ法則」に還元していると
いってよい．
もちろん，こうした研究は，数式と現象が重ね合わさることを確認する意味
はあるが，これは現在の経営学の科学主義と本質的な点では変わっておらず，
マネジメントの複雑な現実をそのまま扱うためのものにはなり得ていない．
ちなみに，数学的な分析を行わずとも，
「べき乗則」の観点から洞察すること
はできる．たとえば，「フォーブス」誌の 2018 年版の世界長者番付と総資産は，
次のようになっている．

1 位 ジェフ・ベゾス（アマゾン CEO）11 兆 9,000 億円
2 位 ビル・ゲイツ（マイクロソフト元会長）9 兆 6,000 億円
3 位 ウォーレン・バフェット（投資家）8 兆 9,000 億円
池田清彦は，この結果をふまえて「アメリカではこの，ベゾス，ゲイツ，バ
フェットの裕福 3 人組の合計資産額（約 30 兆円）は，下位 50％の米国人 1 億
6000 万人の合計資産額を超えている」ことを踏まえ，「3 人で国民 50 パーセン
ト以上の資産を握るとは，なんともすごい時代になったものだ」と述べている（42）．
これは，典型的な「べき乗則」にしたがっており，この 3 人で，アメリカの総
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資産を大幅に引き上げている，ということがわかるだろう．10 兆円あれば，1 億
円を 10 万人に配れる．100 万円なら 1000 万人に配れる金額である．
ということは，東京の人口を 1000 万人と仮定して，仮に 10 兆円の資産を持

しかし，そうした厳然たる限界を認めた上でも，経営学の営みを否定すると
「意志決定の何もかもを勘や経験則だけに頼ること」になりかねない．
そのため入山は，
「経営理論を学んだり，それに基づいた分析ツールや思考

つ人が一人東京に引っ越してきたならば，東京都民の平均資産は 100 万円跳ね
上がるということになる．
このように，背後に「正規分布」を仮定するよりも，
「べき乗則」を仮定する

法を『思考の軸』として使ったりすることは，経営学の『全体をまとめる』意志
決定の助けとなるはずです」と持論を述べており，入山のこの経営学の現状分
析はかなり妥当なものだと筆者も考えている．

ほうが妥当な現象は社会には多く見られ，そうした現象を把握する際に「べき
乗則」が今後も役立つことはあるだろう．
しかし，「べき乗則」はそれ以上の新たなパラダイムに発展する余地はない
ように思われる．
こうしたことからも，このままでは，近年複雑系を導入しはじまった経営学

そして実は，この入山が経営学の最先端を観察するなかで辿り着いた洞察
は，ドラッカーの理路には，少なく見積もっても 2005 年に亡くなる半世紀以上
前から織り込み済みであったと思われる．だからこそ，ドラッカーは膨大な著
作群はもちろんのこと，コンサルティングでも，読者やクライアントが従うべ
き理論ではなく，原理に基づく「問い」を渡したのだ．

も，複雑系の経済学の同じ経過を辿るだろうことは，相当な確度で予測できる．
では，複雑系の科学がマネジメントにもたらす真価とは何なのだろうか？

「問い」を渡されることによって，読者は（クライアントは）
，自分の置かれた
状況を勘案した上で，一般的には「正しい」ものであっても自分には当てはま

近代経営学の知見を実務に適用する際の限界
入山は，複雑な経営の現実を踏まえ，先の著書のなかで「部分分析」を重視す
る近代経営学の限界を真っ正面から論じているため，その箇所（43）を概観してい
こう．

らない「不正解」ではなく，自分にとっての「正解」を考えることができるよう
になる．
さらに言うと，たとえば，一般的なマネジメント・サイエンス，すなわち経営
学が抱える課題は，煎じ詰めれば《事業が置かれた環境がそれぞれ異なり，そ
れが日々変化し続ける状況において，同じことをやっても同じ結果にならない

入山は，経営学で「企業経営の一側面に焦点を定めて分析すること」が実に
多い理由として，経営学が社会「科学」であることを重視しているためと指摘
している．そして，そのため複雑な経営の現実から真理法則を見つけるために，
その一部に焦点化して，その因果関係を丁寧に解きほぐして分解する還元主義
的なアプローチによって，そこから導出された「経営の真理かもしれない」法
則を，統計手法などで検証していくと述べている．
その上で，「しかし厄介なのは，実際の経営者にとってさらに重要なことは，
複数からなるこれらの『部分』たちを足し合わせ，すり合わせて，最終的に『一
つだけの意志決定』をしなければならないことです」と述べ，
「複数の『部分』
をまとめて一つの大きな決断へと導くというプロセスにおいて，現在の経営学
は決定的な理論をまだ持っていないのです」と，その限界を鋭く指摘している．
たとえば，MBA の経営戦略論の教科書には，
「外部環境分析」
「企業リソース
分析」
「競争戦略」
「提携戦略」
「国際化戦略」
「垂直統合戦略」といった「部分戦略」
がそれぞれの章で議論されているが，
「経営学者はそれらの部分をどうやって
まとめあげて，一つの決断を下すべきか」について書かれた章が，教科書には
ない」というのだ．
その理由は，第一に，
「
『部分をつなぎ合わせる』ために必要な視点は，それ
ぞれの業界・企業で大きく異なること」であるとしている．そして，第二の理
由は「経営学がまだそこまで発達していないということです．というよりも，
これは社会科学にひそむ本質的な難しさともいえます」と述べている．

ということを認めた上で，どのように知見を活用し，マネジメントしていけば
よいのか》という点に集約できる．
どのような理論が求められるのか？
それでは，適切なマネジメントを行うための適切な「問い」を立てるための
理論的な軸としては，どのようなものが望ましいのだろうか．
先にみてきたように，現代の経営学の科学主義のパラダイムに「複雑系の科
学」の概念や分析手法を移植するだけでは，対象を問わずに適用できる「マネ
ジメントのメタ理論」を構築することはできない．
では，どういった理論にその可能性を見いだせるのか？
マネジメント，すなわち「対象の望ましい状態をなんとかして実現していく
こと」ということは，すなわち“望ましい状態に変化させる”ということでもあ
る．ゆえに，その理論は発達理論であることが望ましい．
またマネジメントの対象は自分，人，仕事，プロジェクト，事業と多岐に渡る
ことから，特定の対象だけを説明できる個別理論ではなく，対象を選ばずに使
える汎用性の高い「フレームワーク」であることが求められる．
以上をまとめると，あらゆるマネジメントという営みを原理的に説明するメ
タ理論を構築するためには，複雑系に基づく発達理論が最適ということにな
る．
したがって，ここではそれらの条件を満たす，複雑系に基づく発達理論とし
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ての「ダイナミック・システムズ・アプローチ」
（Dynamic systems approach）
を採用する．

ダイナミック・システムズ・アプローチの導入
複雑系の科学に基づく発達理論ダイナミック・システムズ・アプローチの概要
複雑系の科学を背景に 1990 年代にテーレンとスミスという 2 人の発達心理
（44）
（以下
学者によって提唱された「ダイナミック・システムズ・アプローチ」
DSA と略記する）は「発達の原理論」と呼ぶのに相応しい原理性を備えている
（それについては追々論証していく）
．
実際に，海外ではこの DSA によって，一見何の関係もないような要因が，コ
ントロールパラメータとして行動発達に影響力を持っていることが明らかにさ
れており，大きな注目を集めた．
ところが，国内では，実証研究に唯一適用されたのは，2004 年に『母子間の
人間科学的研究 -- ダイナミック・システムズ・アプローチの適用』
（北大路書房）
として公刊された筆者の博士論文（およびそれに含まれる論文）のみであり，

図2

単純系の因果制御モデルと複雑系の行動発達創発モデル

複雑なシステムにおいては，いかなる構成要素も単独で発達的な変化を決定
する原因にはなり得ないことになる．したがってこの DSA の発達モデルにおい
ては，コントロールパラメータ（影響要因）は多数存在することになる（図 3）
．

一般にはほとんど知られていない．
DSA においては「リアルタイムの行動」が特定の条件や環境の中の影響要因
の結果，現れるのと同じように，
「発達における新たな形態」も影響要因の相互
作用の結果，現れるとされる．
どういうことか．たとえば，歩くという行為は「リアルタイムの行動」だが，
これと幼児が歩けるようになるという「発達における新たな形態」も，様々な
環境や条件が重なった結果として「発現するもの」として捉えるということで
ある．
DSA では，この様々な構成要素が集まった結果として発現するシステムを
「集合変数」と呼ぶ（DSA においてはこのシステムの状態や発達的変化を捉え
るためには，妥当と思われる変数を用いて測定するため，その変数のことを集
合“変数”と呼んでいる）
．
その際，その「集合変数」の変化を起こす可能性を持つ構成要素（下位システ
ム）のことを，「コントロールパラメータ」と呼ぶ（図 2 右）．つまり，DSA にお
いては，行動や発達は，そのシステムに影響を与える環境やコンテクストを含
めたあらゆるコントロールパラメータが相互作用した結果，ボトムアップに発
現するものとして捉えるのである．
これは単純なシステムにおける，単一の要因によりトップダウンに制御され
る形で，行動や発達が起こるという従来の図式（図 2 左）とまったく異なるこ
とがわかるだろう．

図3 多
 数のコントロールパラメータが相互作用し，対象が成立，維持，変化する
DSAモデル

また DSA においては，ある対象の状態は，それに必要な様々なパラメータが
満たされたときに発現するということになる．すなわち，仮にある状態の成立，
維持，変化に必要なパラメータが 10 個あり，そのうちの 9 個が必要十分に満た
されていたとしても，1 つ決定的に必要となるパラメータが満たされていなけ
れば，その状態が発現することはないということになる（図 4）．
ただし，他のパラメータがそのパラメータを補完することで発現することは
あり得る（なお厳密にいえばコントロールパラメータ同士も相互作用して影響
しあうことになるが，複雑になるので以下の分析ではその点については深入り
しないこととする）
．
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これは極端に考えすぎているように見えるかもしれない．しかしそうではな
く，むしろ歩行という現象を例外なく説明するために原理的に考えているので
ある．
私の娘はこの原稿を執筆している今，ちょうど 1 歳を過ぎており，よちよち
歩きを始めている．しかし，筋肉やバランス感覚は十分に発達していないため，
安定感のない座布団のようなところでは歩けない．また外では裸足だと地面に
足の裏を付けるのを嫌がるため歩けない（「歩く」という行動は発現しない）．
唯一床のような完全に安定した平らな場所での「歩く」という行動は成立して
いる．
「歩こうと思えば歩けるはずだ」というのは，本来歩行を実現するために必要
な要因（コントロールパラメータ）が所与のものとして与えられていることが
図4 あ
 る状態や変化が発現するためには必要なパラメータをすべて満たすことが
条件となる

DSA から歩行を説明する
わかりやすく日常の例を挙げると，素朴にいえば「歩く」という行為は，
「歩
こうと思う」ことによって「歩く」という行為が起こると考えられている．つま
り，従来のトップダウン制御型のフレームワークにおいては，歩くという行為
は，本人が歩こうとした際に，脳から発せられた信号によって歩くという行為
が引き起こされるということになる．
しかし，DSA では，歩行を可能とする安定した地面があり（水面は歩けな
い），適度な重力があり（強すぎても歩行できず，弱すぎたら浮いてしまう），人
間の呼吸に適した空気があり（酸素がなければ歩けない），体重を支えるのに十
分な骨と筋力がある（背骨や足の骨が折れていたら歩けない）といった環境や
条件，コンテクストがあるなかで，
「歩こう」という意志を持つことで，「歩行」
が実現するように，
「歩く」という行為も，多数のパラメータが影響しており，
必要なすべてのパラメータが満たされたときに，
「歩行」は発現するというこ
とになる（図 5）．

当然すぎて，知覚できていない人だけが言い得る台詞なのである．
そんな人でも，足の骨が一本折れただけで，突如歩行という当たり前にでき
ていた行動が実現できなくなり，そのとき骨が歩行を支えている重要なパラ
メータであることを思い知ることになるのだ（かくいう筆者自身この論文を書
いている間に肉離れになったことで，ふくらはぎの筋肉が「歩行」のための決
定的なパラメータになっていることを思い知った）
．
そうした無自覚が許される幸運に恵まれた環境においてのみ成立する言明
は，普遍的な洞察にも理論にもなり得ないのだ．
歩き始めたばかりの幼児から，大人が意識することもなく歩けている状況，
怪我や病を得て松葉杖や誰かの支えがなくてはトイレにも行けなくなったとき
まで，あらゆる状況における「歩行」という行為とその変化を記述可能な枠組
みこそが，普遍的な「歩行」を説明する普遍的なフレームワークになりうるの
である．

マネジメントの本質とDSAの融合によるマネジメントのメタ理論
の提起
DSA は発達現象を動的に成立，維持，変化するシステムとして説明するフ
レームワークである．またマネジメントの対象とは，人間に関わる複雑なシス
テムであるのが，その本質であった．そのため，DSA はマネジメントの対象と
なる事業，プロジェクト，チーム，スケジュール，人生といったあらゆるものを
動的なシステムとして捉えることを可能にする．
ここでは，事業と個人というマネジメントの両極に位置づけられる対象にお

図5

DSA による「歩行」の説明モデル

いて機能することを確認するために，
「事業のマネジメント」と「個人のマネジ
メント」に対して DSA に基づくコントロールパラメータ理論（CP 理論）を適
用していくことで，それがさまざまな「マネジメント」という事象を説明可能
な「マネジメントのメタ理論」となりうることを示す．
そのメタ理論は，対象を，多数のパラメータからなる動的なシステムとして
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みなし，システムの階層やそれを構成するパラメータを，関心にあわせて自由
自在に組み替えることを可能にし，より適切な「マネジメント」を実施するた
めのフレームワークとして機能するものとなる．
そのためここではドラッカーのテクストから抽出した「マネジメントの本
質」と複雑系の科学から生まれた「DSA」を融合させたマネジメントのメタ
理論を，その内実を反映した呼称として“Management based on Dynamical
Parameter Systems”
（動的なパラメーターシステム）と呼ぶ（以下 MDPS と略
マ ド プ ス

記する）
．
マ

ド

プ

ス

MDPS のセルフマネジメントへの適用
DSA がセルフマネジメントにもたらす視座
この DSA に基づくマネジメントのメタ理論 MDPS は，発達理論から援用さ
れたことからもわかるように，個人のセルフマネジメントにも応用可能であ
る．
マ ド プ ス

マ ド プ ス

MDPS は人間の多様性を前提とした上で，共通するパターン，重要なコント
ロールパラメータを特定していくが，その際同一の対象すら，常に動的に変化
しているシステムとして捉える必要がある．そうした前提に立った上で，個々
人の望ましい状態を実現していくことが個人のマネジメントということにな
る．
その基本的な考え方をイチローを例に説明してみよう．
イチローは日本のみならず，大リーグでも長期間にわたってバッティング，
走塁，守備において高いパフォーマンスを上げ続けてきたが，そのイチローを
もってしても，打率の変遷は非線形的事象そのものであった（連続で打てるこ
ともあれば，まったく打てない時期もあった）
．
なぜそうなるのだろうか？
それは，大リーグ（プロ野球）という最高峰の舞台で一流のピッチャーか
ら「ヒットを打つ」という行為は，数え切れないほどのコントロールパラメー
タ（CP）が揃って初めて可能になる行為だからである．そのため，疲労や加齢
により本人が自覚できないバッティングに決定的な影響を与える CP が衰え，
ヒットを打つためのラインを満たせなくなったならば，他のパラメータが健在
だったとしてもヒットを打つことはできなくなるのだ．
選手ひとりひとり，ヒットの打ち方も打つためにクリアすべき条件も異な
り，またそのときにヒットを打つためのクリティカルなパラメータになってい
る要因も異なる．その CP を感知し，修正していくセルフマネジメント力に長
けている人が長期間活躍できると考えられる．
だが，そのセルフマネジメントの天才イチローですら，それを知覚できない
か，知覚できてもどうにもできない（改善する方法がない）パラメータが顕在
化したことによって，2018 年には成績がふるわず選手登録から外れて，マリ
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ナーズの特別アドバイザーへの就任という形はとったものの実質的に引退する
ことになった．
しかし，DSA の観点からいえば，もし極めて優秀なコーチが，パフォーマン
スが落ちた選手本人が気づいていない CP を指摘し，修正，向上させることが
できれば，往年時代のパフォーマンスを取り戻すということもあり得る，とい
うことになる．
実際，プロ野球において桑田真澄氏が 1995 年に右肘靭帯断裂してから，古武
術研究家，甲野善紀氏に教えを受け，近代スポーツと異なる身体運用を旨とす
る古武術の術理を導入することで，バッターがタイミングをあわせやすい投球
動作の大きなフォームから，バッターがタイミングをあわせにくい動作のコン
パクトなフォームに改造する等により，異なるパラメータを鍛えることで，筋
力的には衰えてきたキャリアの晩年となる 2002 年に防御率トップの成績を残
した．
このように，これまで鍛えてこなかった（一般的な選手は鍛えようという発
想自体持たない）パラメータを鍛えることで，筋力などの足りなくなったパラ
メータがボトルネックにならない新たなシステムとして，望ましい状態を実現
していける可能性がある．
MDPS の観点からは，超一流と言われる人が超一流であり続けられるのは，
マ ド プ ス

一般的に必要とされているパラメータを一流の人はやらないほど徹底的に管理
しているのみならず，そもそも有効なパラメータと知覚されていないパラメー
タを自覚的に鍛えていることが大きいといった洞察が可能になる．
「才能」
「センス」といった言葉に安易に逃げることなく，
MDPS は，「天才」
マ ド プ ス

「超一流の状態を実現するにはどうしたらよいか」を説明し，またそれをマネジ
メントできる可能性を与える視点となるのだ．
「唯一の正しい学習法」が存在するという前提からもたらされる英語学習の
不条理
これは一流のパフォーマンスが求められる領域の個人のマネジメントのみな
らず，一般の人のマネジメントにも適用できる（さもなければマネジメントの
メタ理論とはいえない）
．
そこで，次に多くの日本人が関心を持って取り組んだことがある英語学習の
マネジメントを例に説明してみよう．
「英語学習は英語学習であってマネジメントとは関係ないのでは」と思われ
る人もいるかもしれないが，本論ではマネジメントとは，「望ましい状態をな
んとか実現していくこと」としていることから，
「望ましい英語能力を発揮で
きる状態を実現していくこと」はマネジメント対象にほかならない．
先に触れたように，ドラッカーは「世界中のあらゆる国のあらゆる学校が，
学び方には唯一の正しい方法があり，それは誰にとっても同じであるとの前提
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に立っている」深刻な状況にあると指摘しているが，これは英語学習もまった
く同じ状況にある．
それは英語学習の参考書の題名に顕著に表れており，
「○○さえやれば話せ

ではなぜその負のスパイラルに淘汰がかからないか？
それは，こうした構造が理解されていないことに加えて，英語業界はその英
語をこじらせている人たちのおかげで一大産業になり続けることができている

るようになる」と「唯一の正しい方法」を謳う本は天空にきらめく星の数より
多い．科学的アプローチとされる第二言語学習論でも，話せるようになるため
にはインプットとアウトプットどちらが重要かといった基本的な事柄について

ことも，背景要因として考えられる．

すら，多くの信念対立がみられる．これも，
「学び方には唯一の正しい方法があ
る」という前提があることにより必然的にもたらされるものなのだ．
また，様々な英語学習プログラムが提供されているが，それぞれのプログラ
ムの中で「唯一の正しい学習法」が確立されており，受講者はその「正しい学習
法」に沿って学習を行うことになる．

次に，先に挙げた日本に蔓延する英語学習のマネジメントに関する不条理を
解決するために作られた，本質行動学に基づく世界で初めての言語学習プログ
ラム，LEVEREST の例を挙げよう．
LEVEREST は，関心に応じて価値を見出すという「価値の原理」に基づき，
それぞれの関心を起点としたプログラムとなっている．

するとどうなるか．その学習方法に関心を持つことができて，それと相性が
よかった人はそれなりに伸びて成果が出る．そのプログラムのマーケティング

「方法の原理」によれば，どういう学習方法が有効かは“目的”と“状況”に応
じて変わることなる．そのため，その人の目的や状況にあった学習教材，参考

（宣伝）では，うまくいったケースのみが成果として強調されることになる．そ
うして「絶大な効果があがるプログラム」は諸子百家のように現れ，世の中に
「唯一の正しい学習法」が溢れかえることになる．
しかし，そうした表舞台にあらわれないところでは，その学習法に関心が持
てなかった人，相性が悪かった人は，それに取り組むことは苦痛でしかなくな

書などを推奨している．ところが「価値の原理」によれば，それすら本人に関心
がもてなければ，そこに価値を見出し能動的に取り組むことはできない．
そのため一般的に「正しい学習法」とされていたとしても，自分がやる気に
なれなければ，それはその人にとって「不正解」となる．正解はその人の中にあ
るのだ．

本質行動学に基づく個人のマネジメントプログラムの実践例

り，ドロップアウトすることになる．
ところが，それは，やり遂げた人は漏れなく成果が出ている「正しい学習法」
である．それをやれば成果は出たはずなのだから，その学習法に取り組めない

そのため，楽しいと思えるか，成長している実感を得られるかといった内的
な感覚を基準にして，その都度「自分」にあった学習法を「自分で」カスタマイ
ズしていくことになる．LEVEREST はそのセルフマネジメントをサポートし

のは「英語に本気でコミットしてない」ためであり，取り組めない人が悪いと
いうことになる．そうして脱落した人は「意志が弱い」というレッテルを貼ら
れ（あるいは自らそうしたレッテルを貼ることになり），自信を失いますます英
語をこじらせることになる．

ていくプログラムであり，これは発達過程の多様性を前提としている DSA の
発達観とも軌を一にするものでもある．
2017 年度の半年間のプログラムに参加した 15 名全員は，毎日平均で 3 時間
にも及ぶ英語学習に取り組むことができ，最終日の留学生との 1 day ワーク

こうしたことは「○○さえやれば話せるようになる」といった「唯一の正し
い学習法」を謳う参考書も同様である．○○さえやれば英語が話せるようにな
るのだから，○○に取り組めない人が悪いことになる．○○をやっても英語が
話せるようにならないのは，語学センスがないか，まじめに取り組んでいない

ショップでは英語でコミュニケーションができるぐらい，それぞれの英語力が
改善された．
人数は 15 名と限られているが，重要な点は，これまで英語学習の挫折を繰り
返してきた，会社のマネジメント層や育児と仕事との両立をしている多忙な社

か，頭が悪いということになるのだ．
こうして「唯一の正しい学習法」があるとみなすことは，自ずとそれに向か
なかった人を「落伍者」に位置づけることになる．そして，このことが知覚され
ることはほとんどない．

会人“全員”が，半年間にわたって毎日数時間の英語学習を継続することがで
き，英語でコミュニケーションが取れるようになった，ということにある（現
在 2018 年度のプログラム参加者も誰一人ドロップアウトすることなくそれぞ
れ高水準で英語学習を継続できている）
．

英語学習プログラムにおいても，参考書においても，
「唯一の正しい学習法」
の「功」ばかりがクローズアップされ，その「罪」はサイレントマジョリティー
となり顕在化することない．こうして「唯一の正しい学習法」が乱立する一方

先に触れたように，一般的な英語学習プログラムは，
「正しい学習方法があ
る」という前提に立っているため，それをやれば話せるようになるという「正
しい単一の学習法」に学習者を当てはめる形になっている．

で「英語の挫折者」が量産され，日本人はますます英語をこじらせていくこと
になるのだ．

そのため，相性がよかった一部の人たちは伸びるが，相性の悪かった人たち
は脱落することになってしまうのだ．
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よい方法は，目的と状況によって異なる．それは「唯一の正しい方法は存在
しない」ということである．にもかかわらず，存在しないはずの「唯一の正しい
方法」に，一人一人関心も状況も異なる人をはめ込もうとすれば，落伍者を生
むのは避けられない．
こうしたことは，言われてみれば当たり前のように感じるであろう．
「原理」
とは，言われてみれば至極まっとうであり，特段関心を払うべきものではない
ように感じるものなのだ．
しかし，実際には当たり前で済ますことができないほど，英語学習業界全体
が「唯一の正しい方法」の呪いにかかっている．英語教育に限らないが，
“唯一
の正しい学習法が存在する”ということを暗黙の裡に前提としていたことが，
「受験勉強」を筆頭に，そのシステムに合わない人を「落伍者」にしてしまい，
数え切れない人から自信を奪い，無用な劣等感を植え付けてきた．
“唯一の正しい学習法が存在する”という呪縛から自覚的に抜け出るために，
本質行動学の諸原理に支えられた実効性の高い仕組みによって，多様な価値
観，ライフスタイルを持つ人々“全員”が望ましい状態を実現することを可能に
するこのプログラムは，今後も改善を繰り返しながら，次世代の英語教育，ひ

図6

DSA による「英語で話す」ために必要なパラメータの把握

しかし，この場合，ボトルネックになっているコントロールパラメータはア
ウトプット力（運動英語）なのだから，それに直結するパラメータを鍛えなけ
ればいつまでたっても話せるようにはならない．単語や文法のパラメータが十
分満たされている人が，そのパラメータに時間を費やしてもそれが「話せるよ
うになる」という発達的な変化にはつながらないのだ（図 7）．

いては義務教育のあり方のモデルになることを期待している．
マ

ド

プ

ス

英語学習マネジメントにおける MDPS の有効性
マ ド プ ス

マネジメントのメタ理論である MDPS は，英語学習を効率的にマネジメント
していくことも可能にするため，その理路をおさえていこう．
英語学習と一口でいっても，それぞれの学習者が目指す「望ましい状態」
（関
心）は異なる．「一人で海外を旅行するための英語力」なのか，
「自分の関心事
について英語でプレゼンテーションやディスカッションをすることができる英
語力」なのか，あるいは「仕事で使うための英語力」なのか，その業界はどこか
によっても，学習すべき内容や優先順位は異なってくる．
それを踏まえた上で，ここではひとまず「英語で話す」と抽象的に書いてお
くが，それを実現するための満たすべきコントロールパラメータ（要因）は一
般的に知られているだけでも，
「単語」
「文法」
「発音」
「ヒヤリング」
「文章構成力」
「瞬発力」
「必須フレーズ力」
「プレゼンテーション能力」
「ノンバーバルコミュニ
．
ケーション能力」
「メンタル」等々，多岐にわたることになる（図 6）
それらすべてのパラメータが「望ましい状態を実現するためのライン」をク
リアした際に，
「英語で話す」という行為が成立するようになるのだ．
「〜時間以上学習すれば話せるようになる」は本当か？
また「英語で話したい」と希望していながら，文法や単語といった文字英語
の知識は十分に持っているのに，いつまでもそれらのパラメータを鍛え続け，
英会話の実践といったアウトプットを積まない日本人は少なくない．

図7

足りないパラメータが充足したときに，望ましい状態が実現する

もちろん，言語が話せるようになるためには学習時間は絶対的に必要だ．
しかし，平均データに基づき語られる何時間勉強すればいいという「勉強時
間」を鵜呑みにして，盲目的に勉強時間ばかりを増やしても，効率的に話せる
ようにはならないのだ．
ところが，「第二言語習得論」では，「科学的研究」によって，ネイティブ言
語と第二言語の関係（類似性）によって時間数は異なるが，何時間取り組めば
話せるようになるというデータが提示されている．それは，多くのサンプルの
「平均値」に基づく知見のため，
「数千時間費やせば話せるようになる」といっ
たひどく大雑把な知見になってしまうのだ．
しかし，実際に長年海外で暮らしている人でも，日常会話はできても，それ
以上はいっこうに改善されないということは普通に起きている．その事実は，
時間をかければ誰もが改善されるというのはウソとは言わないまでも，まった
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く正確ではないということを意味する．
必要な要因を細分化し，パラメータを意識して鍛える
マ ド プ ス

MDPS によって「英語で話す」という望ましい状態を実現するために，どの
ようなパラメータが必要で，どのパラメータがボトルネックになっているのか
を認識することで，その欠けているパラメータを意識的に鍛えていきやすくな
る（そのため，多くの日本人が鍛えた文字英語の能力が完全に無駄になるかと
言えばそういうことはなく，ひとたびこのパラメータの構造に気づくことがで
きれば，文字英語としての知識は十分にあることから，足りない運動英語のパ
ラメータを埋めることで短期間で急激に話せるということが起こり得る）．
このパラメータは，入れ子構造としてさらに細分化して考えることもでき
る．
たとえば，「英語で話す」ために必要な CP である「ヒヤリング＝英語を聞き
取る能力」一つとっても，
「多くの単語を知っていること」
「単語が実際にされ
るリアルな発音と意味をセットで知っていること」
「ネイティブの発音と綴り
がリンクすること」
「リンキングなどの発音法則を知っていること」
「聞こえる
順番で頭に入ってくる（理解できる）こと」
「自分の専門分野の単語を知ってい
ること」
「スピードに慣れること」
「疲れや緊張といった身心の状態」といった多
．
数のパラメータから成り立っていることがわかる（図 8）

図9

MDPS におけるシステムを階層構造とコントロールパラメータの関係

そして初学者ほど，表現のバリエーションは極めて限られており，たとえば，
状態構文（be 動詞文）ばかり多用していたり，副詞をまったく使わなかったり，
第四文型や第五文型がまったく使われないといった，それぞれの人に一定の癖
がある．
そうした状態を自覚せずに英会話の時間をいくら重ねても，いつも同じ文法
表現しか使わないため，表現の幅が広がらず，一定以上のレベルに向上しない
のだ．
そこで「話すための英文法」として体系化した「S 理論」に基づき，運動英語
（会話や説明）でどのような文法項目が使われているか，その回数をチェックす
る「アセスメントシート」を作成した（次ページの表 1 参照）
．
それを用いて，アセスメントを受ける人は，5 分間，写真を次々と説明してい
くワークを行う．アセスメントを行う人は表 1 を用いて，それぞれの言い回し
や使った文法項目を「正」を書きながらカウントしていく．そうすることで，そ
れぞれが使う構文や文法的な癖を捉えることが可能になる．
次にそのアセスメントシートをもとに，普段の英会話で使わない文法項目を
意識して使うことで，意識的に向上させたい文法パラメータを鍛えることが可
能になるのだ．

図8

DSA による「ヒアリング能力」を支える下位パラメータの把握
マ ド プ ス

このように，MDPS においてはシステムを階層的に捉え，特定のパラメータ
をさらに必要なパラメータに分解して理解することで，いわば必要な筋肉ごと
にきめ細かい鍛錬が可能になり，
「英語が聞こえる」という望ましい発達を着
実に実現していくことが可能になるのだ（図 9）
．
パラメータを細分化して適切に把握し，自分が伸ばすべきパラメータを順次
向上させていくことができれば，日本で学習していても，「平均値」よりも圧倒
的に短い時間で話せるようになるのは道理である．
「文法」と一口にいっても，
「英語で話す」という目的に照らした場合には，文
法を静的に理解するだけなく，運動英語として使えるようになる必要がある．

それによって，関係代名詞といった文法要素，第四文型や第五文型といった
文型をまったく使えなかった人が，自らの文法的パラメータを認識した上で，
鍛えたいパラメータを宣言し，写真を説明するワークなどに取り組むことで，
数時間という短時間でもその文法項目を使った説明をすることができるように
なる．
このように多様な言い回しができるようになることによって，ひとつの言い
方が思いつかなくても，他の言い方で伝えることができるセカンドベスト力が
養われ，実際のコミュニケーションで使える実践力を身につけていくことがで
きる．
マネジメントの「対象」は複雑な事象であるところに特性があった．そのた
め対象を多数のパラメータからなるシステムが入れ子構造になっている「多層
システム」として捉えることで，つまり「木や葉っぱを観ながら森も観る」こと
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が可能になり，細分化しながら全体をみながら望ましい状態を実現していくマ
ネジメントが可能になるのである．
表1

MDPS × S メソッド運動英語文法アセスメントシート

カテゴリー
主語

状態構文

回数
（前） 強化 回数
（後）
I, He, She, They
This, That, It
〜 ing/to 不定詞 /That 節 /What 節
無生物主語
be 動詞文
（S＝形 /S＝名）
進行形
受け身
感情表現
there文
完了形
（去持系）
一人身型 SV
（第一文型）
S → C 型 変保思型
（第二文型）
一般作用文型 SVO
（第三文型）

do 構文

求与型 SVOO
（第四文型）

使役型 SVOC
（第五文型）

時制

助動詞

修飾・情報付加

副詞
前置詞句
to 不定詞 /–ing/－ed
関係代名詞 that, which, who
最上級
比較級

接続詞

（文の変形）

（名詞・その他）

接続詞

疑問文
否定文
命令文
単数・複数 , a, an, the
数えられる・数えられない
三単現の S

言語習得に絶対に必要となる学習の継続を可能とする
文字英語（受験英語）はクリアしてきた人であっても，かなりの部分を忘れ
てしまっている人も多く，基礎学習から復習しなおす必要がある．また中学校
や高校で習う単語，文法といった受験で必要な文字英語を学習してこなかった
という人の場合，それらの静的英語のパラメータから向上させていく必要があ
る．
そのため，文字英語をマスターしてきた人と比べれば，話せるようになるた
めにはどうしても文字英語を押さえていくために多くの時間を必要とする．
そして，ひとつひとつの単語やフレーズを覚えたり，復習していく地道なイ
ンプットの作業は絶対に欠かせないのだが，それが初期のステージであるほ
ど，そのインプット学習によって話せるようになったという実感を持つことは

変化系
（become）
保持系
（keep）
思われる系
（seem）
本質動詞 do
与える系
（give）
求める系
（ask）
使役系 do
（make, let, have）
みなし系
（consider）
変化系
（turn）
保持系
（keep）
実現系
（enable）

未来形
（will）
過去形
（動詞過去）

助動詞
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must
will
（would）
should
can（could)
may
（might）

and
so
but
or
when
because
if

できない．
英語に限らず，言語というものはある程度パラメータが貯まった瞬間に，
0 / 1 の質的な変化として成長を実感できるもののため，様々なパラメータが
揃ってくるまでは，実際の英会話力が改善されたという実感が得られることは
ほとんどないのだ．
そのため成長が実感できずに，「この学習を続けても無駄なのではないか」
「本当に話せるようになるのだろうか」と疑念が湧いてくる．疑い出すと，その
学習に関心をもてなくなる．関心をもてないと価値を感じられず，取り組むの
が苦痛になってくる．苦痛になると，それは英語を学習するという行動に負の
強化を与えることになり，その行動が弱化したり，消去してしまう．
こうして多くの人は道半ばで挫折してしまうのだ．
しかし，MDPS によって英語学習の発達メカニズムを理解することによっ
マ ド プ ス

て，英語が話せるようになるためには，その目的に必要なあらゆるパラメータ
を満たしていく必要があり，またそれらを貯めている最中は，成長を実感する
ことはできないが，ある一定のラインを超えれば必ず誰もが話せるようになる
ということを明確に認識することが可能になる．
一つ一つの単語，フレーズ，文法を身につけていくことは，それが英語とい
うコミュニケーションで相手と対話を続けるための「網の目」を編み上げてい
くことになり，気がつくとある日突然「あれ，相手の言っていることもわかる」
「けっこう話せているかも」という瞬間がくるのである．
疑心暗鬼になり，挫けそうになる瞬間はやってくるが，そのたびに「そもそ
も言語を学ぶとはそういうことなのだから，いつか話せるようになる瞬間がく
ると信じて今はひとつひとつがんばろう」と自分自身に言い聞かせることで，
英語学習を続けられたと言う受講生は少なくない．
「○○さえやれば話せるようになる」をどう考えるか？
本屋に行って英語学習棚を見れば，「聞き流していれば英語は話せるように
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なる」
「文章を読んでいれば英語は話せるようになる」といった「○○さえすれ
ば〜できるようになる」ことを謳う教材や参考書は数え切れないほど目に飛び
込んでくる．
しかし，MDPS を視点として，冷静に「英語を話す」ために必要なパラメー
マ ド プ ス

タを把握すれば，多数のパラメータを満たす必要があることは一目瞭然であ
る．そうすると，このような甘言を真に受けることもなくなり，過度な期待を
しなくなる分，それをやってみても話せないという現実を目の当たりにして匙
を投げることも少なくなるだろう．
先に述べたように，MDPS によって，英語学習をマネジメントするとはどう
いうことなのか，そのメカニズムを理解することによって，「パラメータを埋
めている途中で英語を話せるようになったという実感を得られなくとも，それ
マ ド プ ス

は当然のことなのだ，言語というものは特別な才能を要するものではなく，必
要なパラメータが埋まればどんな人でも必ず話せるようになるのだから，それ
を信じてコツコツ続けよう」と自身に言い聞かせられ，成果を実感できないと
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題の書籍を，泣きながら辞書を片手に何冊も読んでいくうちに，自然と英語
が身に付いていきました．」
（15 頁）
そして「そんなことをいっても，やはり読むだけではヒヤリングなどは無理
ではないのか，という心配はわかります」と読者の反論（不安）を想定した上
で，「でも，聞き取れないのは発音が分からないからではなく，話す相手の速度
が速すぎるからでもありません．相手の言っている文を見たことがないからで
す．自分の知っている文の中にないからです」と持論を述べている（47）．
もちろん「文のどこに注目して，どこが重要で，どこがおまけなのか，それを
見分ける程度の知識があった方が上達は断然早いはず」と文法の重要性も説い
ているが，それは「基本の基本」でだけであり，「あとは読み続けていくだけ」
で「ほかは必ず自然についてきます」と主張している（48）．
また「日本人も同じ方法で日本語を身につけます」ということを根拠として，
「これが唯一にして最高の言語の習得法であって，ほかに選択肢はないと，私は

きにも粘り強く学習を続けることが可能になるのだ．
しかし，なぜ過度に一般化された言説が，多くの著書でまことしやかに語ら
れるのだろうか．
（45）
たとえば『ビッグ・ファット・キャット』
というベストセラーの英文法書が
ある．これは，文法のポイントをわかりやすく図解しているという意味では，
良い文法書と言える．また自身の留学した経験から次のように述べている点な

信じています」と断言している（49）．

ど，英語学習の現実を正しく捉えている箇所もある．

著者は，転勤によりアメリカに渡った旦那さんを追いかけて，英語が話せな
い状況で渡米し，大学に通いながらたくさんの本を読まされるなかで，ボキャ
ブラリーが増えて話せるようになったという経験をしている．そして自分の周
りの英語が「できる」人は例外なくたくさんの文章を読んでおり，日本人も同
じように日本語を身につけているということをもって，
「読む」ことが「唯一に

「留学すれば誰でも英語ぐらい覚えるというのは迷信です．柔軟な子ども
の脳ならともかく，ひとつの文化や言語で固まった大人は，ただ英語の世界
に入るだけでは英語をマスターすることはできません．その証拠に多くの日
系一世の移住者には半世紀アメリカで暮らしたあとも，片言の英語しかしゃ

べることのできない方がたくさんいます．」
（4-5 頁）．
しかし，問題もある．著者は「
『英会話』というジャンルも『ヒヤリング』とい
うジャンルも存在しない」としながらも，
「あえてあげるとすれば，英語を学ぶ
（46）
ということは，英語を『読む』ということです」
と，英語はたくさんの文章を
読みさえすれば話せるようになることが強調されている．
その根拠は何か．著者は次のように述べている．
「私の周りにいる英語が「できる」人というのは，例外なく英語の文章をた
くさん読んでいる人です．そして，ある程度文法も知っている人です．私も
若い頃に日本で英語教育を受けてアメリカに渡りましたが，渡った当時には
英語はほとんどできませんでした．しかし，現地で毎日のように渡される宿

ここからこの著者は，ドラッカーが指摘した「唯一の正しい学習方法は存在
する」という前提の信奉者であり，かつその唯一の正しい学習法は，自分が身
につけた方法であると信じていることがわかる．
この著者はなぜそのように確信するに至ったのであろうか．その本からはそ
うした確信を持つに至る過程を類推することが可能だ．

して最高の言語の習得法」であると確信するようになったのだ．
確かに先の「ヒヤリング」を MDPS で捉えた図でも示したように，「話せな
い」
「聞こえない」理由として，「そもそもその単語を知らない」というコント
ロールパラメータは厳然として存在する．知らないものは聞こえないし，話せ
ないというのは事実である．ややもすると見過ごされがちな，そうした当然の
ことを強調する意図は理解できる．
マ ド プ ス

しかし本当に読みさえすれば話せるようになるのであれば，東大京大，早稲
田慶応といった受験の難関といわれる大学を文字英語ベースの一般入試でクリ
アした人は話せるようになっているはずだが，そうした人でもまったく話せな
い人が山のようにいるのはどういうことなのか？
そもそも本当に「読めさえすれば話せるようになる」のであれば，文字英語
の教育に特化して受けてきた日本人は，英語を話せないコンプレックスを抱え
ることもなく，英語産業もここまで発達していなかったであろう．
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テクストが動かない文字英語は基礎にはなるが，実際の会話は運動である．
現実のコミュニケーションは卓球のように反射神経や瞬時の反応が必要とな
り，運動英語を鍛えることなくして，英語で話せるようにはならないことは，
少し考えればわかる．
しかし，著者は本気でそう思っているから書いているのである．なぜこうし
たことが起こるのだろうか．
それはその著者は留学したことで「英語で話さざるを得ない環境」は大前提
として与えられ，「運動英語が鍛えられる契機」は自然と存在していたことか
ら，そのパラメータを自覚的に埋める必要はなかったのだ．
そして，その著者は大学で強制的に多くの文献を読まされたことで，知って
いる単語が増えたことが「聞こえるようになった / 話せるようになった」契機
（成長を実感させるコントロールパラメータ）になっていたのである．
一例としてこの書籍を挙げさせてもらったが，この事例に限らず，こうした
英語学習本には枚挙にいとまがない．
このようにして，
「唯一の正しい英語学習は存在する」という前提が，自らの
成功体験こそ「唯一の正しい学習方法」であると確信させる要因となり，自分
が成功した方法を過度に一般化する姿勢を後押しすることになる．
それによって，本屋の英語棚は「○○さえやれば話せるようになる」という
タイトルの参考書で溢れかえることになり，またそれを鵜呑みにして成果をあ
げられず，自信を失う人を量産してしまうことになっているのである．
MDPS を知っていれば，英語を話せるようになるためには，多数のパラメー
タを埋める必要があることを正しく認識することができる．
そうすれば，自分の体験に基づく英語学習本を書く場合にも，自分の場合，
マ ド プ ス

どのパラメータは自然にクリアできていて，どのパラメータを鍛えたことが話
せるようになる直接的なきっかけになったかを適切に捉えることができるだろ
う．
それによって，「英語を話せるようになるためには他にも ― といった多数
のパラメータを埋めることが必要だが，この本ではこのパラメータを効率よく
埋めるのに役立ちます」といったように，その著書の英語学習への貢献を等身
大のものとして記述できるようになると考えられる．
なぜ詐欺まがいの英語教材のマーケティングが成立するのか
上の例は，無自覚に過度な一般化をする記述がなぜ世の中には溢れているの
かを説明するものだが，MDPS によれば，詐欺まがいの英語教材のマーケティ
ングが成立している理由も論理的に説明することも可能になる．
たとえば，「聞き流していれば英語は話せるようになる」ということを謳う
教材には，必ずそれをやって「英語が話せるようになった人」の事例が紹介さ
れている．これはウソなのだろうか？ 事例自体ねつ造された可能性は否定で
マ ド プ ス
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きないが，さすがにすべてねつ造であったならば早晩淘汰はかかるだろう．で
は，すべて本当なのかといえば，そうではないのだ．
ならば，どういうことなのか？
おそらく，その学習法によって急激に話せるようになった人は確かに実在す
るのだ．どういう人か？ MDPS の観点からいえば，他に必要なあらゆるパラ
メータが埋まっており，あとは「慣れるだけ」の人は，「英語に慣れる」という
マ ド プ ス

パラメータが埋まることで，急激に聞こえるようになり，その結果，英語でコ
ミュニケーションできるようになったということは起こり得る．
ある特定の学習をすることによって，急激に成長したケースのほとんどは，
こうした最後のピースがはまったパターンなのだ．
しかし，たまたまその学習法が，望ましい状態を実現するために埋めるべき
唯一のパラメータであった人以外は，「聞き流すだけ」で話せるようにはなら
ない．そもそも文法や単語の意味を静的英語（文字英語）でも理解していない
人が，聞き流してもわかるようになるわけがないのだ．あなたがまったく知ら
ない言語，たとえばアラビア語をいくら聞き流していれば，いつか聞こえるよ
うになるだろうか？一生かかっても聞こえるようにはなりやしない．それと同
じなのだ．
ソシュールの一般言語学を引き合いに出すまでもなく，音声（シニフィアン）
と意味（シニフィエ）が対応して初めて「聞こえる＝わかる」という事象は起こ
るのであって，その対応関係を学習することなく，ひたすら聞き流していても，
その言語を使えるようにはならない．
だが，宣伝（マーケティング）としては，「慣れ」というパラメータが埋まる
だけで望ましい状態が実現したごく一部の人，つまり「聞き流す」ことで急激
に聞こえるようになった人だけが取り上げられることになる．
そうした人が実在しており，またそこには虫眼鏡が必要なぐらい小さい字で
「これは個人の感想です」と書いてあるため，よほどのことでないかぎり，詐欺
にはならない．
しかし，話せるようにならない人のほうが圧倒的に多いことは，その経営者
はわかっているはずである．そうでありながらも，そうした限界を明記するこ
となく，広く広告を出し続け，利益を上げ続ける態度は，ドラッカーが経営者
に必要としている「真摯さ」
（integrity）とかけ離れたものであることは間違い
ないが，直接法律に触れているわけでもないので，世にはびこり続けることに
なる．それが今の状況と言える．
そうした詐欺まがいのマーケティングが淘汰されるようになるためには，
MDPS によって，言語を学習するとはどういうことか，そのメカニズムを正し
く理解し，またそうしたマーケティングがなぜ成立するのか，ここで明らかに
してきたその構造を理解するほかないと思われる．
MDPS が常識になったとき，等身大の広告がなされるようになり，多くの人
マ ド プ ス
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が自分に必要なパラメータを鍛えやすくなるだろうが，それはまだずいぶん先
のことであろうから，まずは自分がそうした視点を身につけていくほかない．
マ
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プ

ス

MDPS の事業マネジメントへの適用
事業をマネジメントするとはどういうことか？
では，事業のマネジメントにこの MDPS を適用すると，マネジメントをどの
ように捉えることができるようになるのだろうか？
MDPS は，事業の成立，維持，発展といったものを，多数のパラメータが相互
作用しながら発現する動的なシステムとしてとらえるフレームワークであった．
マ ド プ ス
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それを適用すると次のように，事業のマネジメントに必要な「理念」
「リー
ダーシップ」
「構成員の質」
「人事評価」
「組織構造」
「研究開発」
「事業」
「マーケティ
ング」をはじめとする多数のパラメータが相互作用しながら，事業の成立，維
持，発展に影響していると捉えることができる（図 10）
．

図 10

DSA による事業の成立，維持，発展モデル

このモデルによれば，事業をマネジメントするとは，
《事業のマネジメント
とは，事業の望ましい状態を実現していくために影響を与えるすべてのパラ
．
メータを満たしていくこと》ということになる（図 11）
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この観点によると，マネジメントに求められることとは，（1）必要なパラ
メータを知覚すること，（2）その充足率を推定すること，（3）必要なパラメー
タを向上させること，という少なくとも 3 つのポイントを内外の状況変化にあ
わせて同時並行で動的に調整し続けること，と言える．
たとえば，上の図の場合，事業の社会貢献性，研究開発はその事業にとって
望ましい状態を実現するラインを大きく上回っている．そして，理念の共有，
スタッフの質，評価システム，組織構造，危機管理力も実現ラインを満たして
いる．それに対して，人事の適材適所，事業の収益性，マーケティング力が大き
な課題となっていることがわかる．
このように，必要なパラメータと充足率を推定したならば，次に必要なパラ
メータを向上させることに注力していくことになる．その結果，足りないパラ
メータが充足したときに，事業の望ましい状態が実現することになる（図 12）．

図 12 足
 りないパラメータが充足したときに，事業の望ましい状態が
実現する

しかしこれでマネジメントの役割は終わりではない．
先の例をもとに思考実験を続けてみる．その後，事業の望ましい状態として
設定していた，規模を拡大するための条件は整ったということで，急速な規模
拡大に舵を切ったとしよう．それによって，マーケティング力は向上し，事業
の収益性はかなり上昇した．
こうした場合，経営者は目に見える「成果」ばかりに目がいきがちである．成
功したのだからその勢いに乗ってと言わんばかりに，すぐにさらなる成長を志
向する上昇志向のマネジメントのほうが一般的であり，そこで慎重に足下を見
直すことは稀と言ってよいだろう．
ところが，冷静にパラメータを観察すれば，急速な規模拡大に伴い，理念の
共有が不十分となり，スタッフの質は低下，適材適所の人事や評価システムも
追いつかず，組織構造も変わらないままでスタッフの数にアンマッチな構造と

図 11

マネジメントとは事業の望ましい状態を実現するために影響す
るすべてのパラメータを満たしていくこと

なっているといったように，必要なパラメータが相対的に低下していることは
珍しくない（図 13）．
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そうした場合には，そこはさらにアクセルを踏むのではなく，事業の望まし
い状態を取り戻すために，まず欠けたパラメータを埋めることに注力しなけれ
ばならない．
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フ」の作り方とその活用法を提示する．
まず，事業の望ましい状態の実現に必要なすべてのパラメータを書き出し，
それが現時点でどの程度，望ましい状態を実現するためのラインを超えている
かをパーセンテージで割り出し，数値化する．ここでは数量的な正確さが本質
的に重要なことではない．そのため，数パーセントの違いにこだわる必要はな
い．
そのパラメータは該当事業にとって必要なラインのどの程度を満たしている
のか，その質的な意味が重要である．したがって 2 割，5 割，8 割といった割合で
算出してもよいし，
「まったく満たしていない / 少し満たしている / 半分程度満

図 13

規模の急速拡大後の状況の変化により望ましい状態を実現する
ためのコンロールパラメータが低下

このように，目に見える「成果」に囚われることなく，相対的にコントロール
パラメータが低下したことを正しく認識し，どのパラメータにどの程度のてこ
入れが必要かを把握，そしていち早く具体的な施策を打っていくために，この
MDPS に基づく分析が役立つのだ．
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それが無事達成されて，さらなるステージに向かうとなれば，再び必要なパ
ラメータを把握し，向上させていくことになる（図 14）
．
このように，内外の状況変化にあわせて，ダイナミックに変化し続けるパラ
メータを冷静に把握しつつ，事業にとって望ましい状態を実現していくため
に，動的に調整し続けることが，MDPS を適用した場合のマネジメントの役割
マ ド プ ス

ということになる．

たしている / ほとんど満たしている / 完全に満たしている」といった質的なカ
テゴリーで評価してもよい．
重要なことは，そのカテゴリーを大きく間違えて判断しないことだ．
「まっ
たく満たしていない」にもかかわらず「完全に満たしている」といった“勘違
い”は，間違った意志決定を招き，適切なマネジメントを行えなくなるため避
ける必要がある．
当事者ひとりの判断では，こうあって欲しいという欲望と相関的に甘い数値
が推定される可能性があるため（あるいは過度な恐れにより厳しすぎる評価が
なされることがあるため），複数の，異なるポジションの人たちで，率直に意見
交換しながら，それぞれのパラメータを評価していくとよい．
そこに事業の利害と直接関係ない理解者を交えてディスカッションできれ
ば，第三者の冷静な意見も判断材料に取り入れられることで，内部の人には盲
点となっていることを減らしつつ，より妥当な判断がしやすくなるだろう（そ
の際，信頼できるコンサルタントやコーチングができる人は力になる可能性は
あるが，必ずしもそういったプロでなくともよい）
．
この際，目的は推定値をよくすることではなく，現実を正しく捉える点であ
ることを忘れてはならない．甘すぎる評価も厳しすぎる評価も正しいマネジメ
ントの役には立たない．特にパラメータ評価の目的は「現実を正しく捉えるこ
と」にあり，そこからぶれないようにしなければならない．もし特に中心とな
る人がそこからぶれてしまったならば，無意識のうちに，他の参加者もそのぶ
れた関心を忖度し，それを考慮しながら意見を言うことになるため，集団で間
違った評価を導き出しかねない．
望ましい状態を実現するためのパラメータとその評価が出そろったら，それ
を誰もが一目で認識できるよう「見える化」するため，グラフとして表示する
（それを「MDPS グラフ」と呼ぶ）
．
次に，足りないパラメータに関して，どうすれば実現ラインを超えられるの
か，実現可能な方法，具体的な施策，戦略を打ち出していき，各パラメータ向上
と全体管轄の責任者を決める．そして逐次ミーティング等で状況を共有し，そ
の現状報告を考慮しながら，
「MDPS グラフ」を更新していく．
マ ド プ ス

図 14

次のステージの望ましい状態を実現するためにはさらにコント
ロールパラメータを向上させていく必要がある
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事業マネジメントを例とした「MDPS グラフ」の作り方と活用法
次に，事業のマネジメントの実践に直接役立てることができる「MDPS グラ
マ ド プ ス
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マ ド プ ス

このように MDPS グラフをツールとしてミーティングを行っていくことで，
各部署（パラメータ）の状況を把握しながら，事業を体系的にマネジメントし
ていきやすくなるのだ．
原理に基づきパラメータを把握する方法
先に個人のマネジメントのセクションでも述べたように，MDPS において，
マ ド プ ス

システムは多数の階層（入れ子構造）を仮定することが可能である．
「会社の維持，発展」を「望ましい事業の状態」とした場合，そのために必要
なパラメータが多数必要になるが，その際にその一つのパラメータである「組
織構造」にフォーカスして，その「望ましい組織構造の状態」を上位システムと
して，それを実現するために必要なパラメータ（下位システム）を吟味すると
いう方法は有効となる．
この場合，他の本質行動学における普遍性のある知見と組み合わせれば，重
要なポイントを漏らすことなく押さえることができる．
（50）
たとえば，西條論文（2017 b）
で明らかにされたドラッカーの洞察に基づ
く組織構造に関する普遍的原理と，それを質問項目へ反転させた表を活用する
ことで，「望ましい組織構造」を実現していくための必要なパラメータを漏れ

なく特定し，吟味することが可能になる．
この論文の「組織構造の原理・原則に基づく質問チェックリスト」
（123 頁）
に基づいて，
「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

考察
マ

ド

プ

ス

MDPS グラフに基づくマネジメント方法のまとめ
ここまで複雑系の発達科学におけるパラメータ理論に基づく「マネジメント
のメタ理論」である MDPS を，事業と個人のマネジメントに適用した例を挙げ
マ ド プ ス

ながら，マネジメントの実践にどのように役立ち得るかを論じてきた．
再現性を高めるために，以下，その方法のアウトラインを素描しておく．
マ ド プ ス

MDPS グラフに基づくマネジメント方法の概要
① マネジメント対象に応じて，事業や自分が実現したい望ましい状態を決
める．
② それを実現するために必要なパラメータを考え得る限り挙げていく．
③ そのパラメータの現在の充足度を推定する．
④ 見出したパラメータと推定値を Excel などの表計算ソフトに入れて，グ
ラフを作成する（本論文内の棒グラフを参照）
．
⑤ 足りないパラメータについては，どうすればそれらのパラメータを向上
させ，望ましい状態を実現するラインをクリアすることができるのかを
検討し，具体的な方法や仕組みを実装していく．
⑥ 定期的に状況の変化に応じたパラメータの見直しを行い，望ましい状態
を実現するために必要な調整を行っていく．

性），
「その組織構造は事業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？」
（合目的性）
，
「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？」
（合状況性）
，
「その事業で働いている人た
ちはその組織構造を知り，理解しているか？」
（構造理解の徹底）
，
「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？」
（最終決定

MDPS はマネジメントの対象となる「人間に関わる複雑な事象」を要素に分
解しつつ，全体を捉えることを可能とするマネジメントのメタ理論であった．
この MDPS をツールとして活用することで，マネジメント対象の特性を考慮し

権の明確化），「権限にはそれに応じた責任が伴っているか？」
（権限と責任の
所在の明確化）
，「一人の人が一人の上司を持つ形になっており，二人の上司の

ながら，個々のマネジメントの才覚や暗黙知，直観，あるいは現代経営学の断
片的知識に依存することなく，それらを十全かつ包括的に活用しながら，適切

板挟みになっていないか？」
（ダブルバインドの防止），「組織は必要最少の階
層構造になっているか？」
（最小階層性）といった問いに答えていくことで，望
ましい組織構造を着実にマネジメントしていくことが可能になるだろう．
他にも，組織論や組織行動に関する優れた文献，実証研究の成果，システマ
ティックレビュー等を参考にしながら重要なポイントを定めた上で，各事業の

にマネジメントしていくことが可能になるのだ．
次にこの理論を視点とし，さらに議論を深めていくことで，その視点として
の有用性を考察する．

パラメータを把握していくことができるだろう（こうした実践知の積み上げに
ついては，考察でも触れるように今後の課題でもあり展望でもある）．
このように MDPS においては，事業の望ましい状態を実現するための要素
（パラメータ）に分解することで，具体的に吟味し，向上しやすくすると同時
に，「木を見て森を見ず」の要素還元主義に陥ることなく，システムとして全体
を把握することで「木を見て森も見る」ことが可能になるのである．
マ ド プ ス

マ ド プ ス

マ ド プ ス

成功と失敗の非対称性
MDPS により成功と失敗は非対称であることを明確に認識すると，よりよい
マ ド プ ス

マネジメント実践を導く視点として活用できるようになる．
どういうことか，以下詳述する．パラメータ理論によれば，事業にとって望
ましい状態は，それに必要なあらゆるパラメータが満ちたときに実現する．そ
れに対して，事業の望ましい状態は，一つの決定的なパラメータ（たとえば「社
会的信頼」）が棄損するだけで，一夜にして失われる．
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つまり成功のための必要条件はあらゆるパラメータを満たすことであるのに
対して，失敗するための必要条件は一つ決定的なパラメータが棄損するだけで
よいのだ（そのシステムが精密なものであればあるほど，たとえばパソコンは

て災いとなす」といったことも起こり得る．また個人でも，大きな成果を得た
ことで，調子に乗って傲慢になり大失敗するといった例は枚挙にいとまはな
い．

一カ所トンカチで破損させるだけで，全体が機能しなくなる）．
こうした成功と失敗の非対称性により，
「勝ちに不思議の勝ちあり，負けに
不思議の負けなし」といったことがなぜ起こるのかが説明可能になる．
ライバル会社の不祥事が明るみになり，社会的信頼が失われたことで，その

このように多数の要因が複雑に絡まり合って成立する，複雑系である事業も
人も，突然急成長したり，落ち込んだりと，ときに動的な振る舞いをするので
ある．

顧客が自社に流れ込んできて，市場シェア率が急激に高まるということもあ
る．他社が不祥事により失墜することは「負けに不思議の負けなし」というこ
とができ，またその恩恵を受けることでの自社が急成長するケースは「勝ちに
不思議の勝ちあり」と言える．
マ ド プ ス

このように MDPS モデルで考えると，複雑なシステムにおいて成功と失敗は
同じメカニズムで起こらないという点で，成功と失敗の成立条件は鏡合わせに
なっていないことを明晰に認識することができる．
ところが，他者の失墜という外的要因抜きでも，事業や人が急成長すること
がある．それは成長に必要なパラメータがおおかた高いレベルで揃っており，
決定的に欠けていた一つのパラメータが充足された時である．
落ちこぼれだった学生（達）が，短期間で急激に成長して難関校に受かる（あ
るいは甲子園に出場する）といったサクセスストーリーは，もともと高い IQ を
持っていた（高い身体能力があった）にも関わらず「やる気」がなく落ちこぼれ
ていた学生（達）が，熱血教師の出現により「モチベーション」という最も根源
的なパラメータが埋まることにより，一気に他のパラメータも望ましい状態を
クリアするラインまで押し上がり，少し前からは信じられないほどの成果が上
がるという構造として論理的に理解することができる．
企業の例で言えば，たとえばほぼ全ての要因は二段階上の水準を余裕でクリ
アするほど非常に高いレベルにあったが，
「マーケティング力」だけが著しく
欠けており，そのために望ましい状態が実現していなかったような場合，テレ
ビで取り上げられたことで実質的には億単位の「マーケティング」になり，そ
れによって唯一欠けていた「マーケティング」のパラメータが埋まることで急
成長する，ということがある．
たいていのサクセスストーリーはここで終わるわけだが，しかし現実のマネ
ジメントではそれで万々歳とはいかず，あちらを立てれば，こちらが立たなく
なるといったことも起こる．
ムーブメントが起こったことにより，売り上げは倍増し，スタッフを増やし
生産ラインを拡大することで利益は上がったが，理念の共有が追いつかず，ス
タッフの質が低下しプロダクツの質が下がることによりクレームが殺到し，
ネット上で炎上，社会的信頼が失われ，お得意さんだったロイヤルカスタマー
が離れていってしまい，赤字に転じて倒産の危機に陥る，といった「福が転じ

繰り返しになるが，成功はそれに必要なあらゆるパラメータが満ちたときに
実現する．
他のパラメータがすべて埋まっているなかで，満たすべくパラメータが埋ま
ることで突如，段飛ばしで飛躍することはある一方で，急激な飛躍によってパ
ラメータのバランスが失われ，ある決定的なパラメータが 1 つ欠ければ，シス
テムの破綻は簡単に起こるのだ．
マネジメントとは《対象の望ましい状態をどうにかして実現し続けること》
であり，それが「言うは易し行うは難し」の典型である理由は，こうした成功と
失敗の非対称性にある．
従来暗黙裏に仮定されていたように，“マネジメントの対象が単純な線形シ
ステム”で，かつ“単一の正しいマネジメントのやり方が存在する”ならば，そ
れさえやっておけばマネジメントは万全ということになる．
ところが，そう単純にも簡単にもいかないのは，マネジメントの対象とする
事業は，それを運営する人間，それを取り巻く経済的状況，社会的環境といっ
た複雑なシステムが幾重にも相互作用して，時にあちらを立てればこちらが立
たずといった振る舞いが常に起こりうる超複雑系であるからに他ならない．
MDPS は，この現実を正しく認識することを可能にし，粘り強く多角的かつ
マ ド プ ス

継続的なマネジメントの実践を支えてくれるであろう．また成果が出たからと
いって傲慢にならず現実を見据える謙虚な姿勢を導いてもくれるだろう．
さらにこうしたシステム論的な観点から見れば，急激な成長は必ずしもよい
ことばかりではなく，パラメータのバランスを著しく損ない失敗するといった
大きなデメリットも伴うことを認識することで，
「いい会社」の代名詞ともなっ
た伊那食品工業の塚越会長が提唱している，あえてゆっくり着実に成長してい
（51）
く「年輪経営」
の価値を再認識しやすくなるだろう．
なぜ他の人が成功した同じ方法で失敗するのか？
またパラメータ理論 MDPS により，「なぜ他人の成功体験を真似してもうま
マ ド プ ス

くいかないのか？」
「なぜ他の人が成功した方法で失敗するのか？」といったこ
とが明晰に説明可能になる．
MDPS の観点によると，事業や人といった複雑な有機体によって満たすべき
パラメータや充足率はひとつひとつ異なる．ある有機体にとっては望ましい状
態を実現するために決定的に重要なパラメータが，他の有機体にとっては最初
マ ド プ ス
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から満たされているということはある．
このような場合，満たされたパラメータは所与の前提として，
「こうすれば
うまくいく」というサクセスストーリーが語られ，マネジメント本が作られる
ことになる．
たとえば，多くの経営者は身心ともに非常にタフである．常人の何倍も働け
る人も少なくないし，常人の何十倍もの精神的なタフネスさを持っている人も
珍しくない．そのタフネスさは，当人たちにとっては所与の前提であり，特別
なこととして自覚することもないことから，その類い希なるタフネスさを前提
として万人が学ぶべき「成功するための経営論」が語られることになる．また
英語の本を書くような人の多くは，もともと英語が好きな人，得意な人，ある
いはネイティブであり，それを所与の前提として書かれることになる．
したがって，その著者と同程度の能力や関心を持っている人は真似できる
が，そうでない人にとっては，その「正しいマネジメント法」は実現不可能な
「正論」になってしまう．こうして，
『○○すれば成功する』
『成功したいなら○
○せよ』といった類いのマネジメント本が世に溢れる一方で，それを真似した
が成功しないばかりか，かえって失敗してしまったということも起こってしま
うのだ．
「個人の経験に基づくよいマネジメント本」の条件とは？
では，個人の経験に基づいた「マネジメント本」とはどのように書かれるべ
きなのだろうか．
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このような記述は，著者自身が，過去成功してきた方法を内外の状況が変
わったにもかかわらずそのまま繰り返すことで失敗するという「成功の呪い」
を避けるためにも有効になるのだ．
複雑系の理論が「マネジメント・サイエンス」の実証研究にもたらすもの
こうした問題は個人の経験に基づくマネジメント本にだけ当てはまるもので
あり，マネジメント・サイエンスには該当しないと思われる人もいるかもしれ
ない．しかしながら，これはマネジメント・サイエンスの根本に関わる問題な
のである．
DSA は複雑なシステムとして対象を捉える「フレームワーク」であり，その
意義は本論で述べてきたように「発達の原理論」として活用できる深度にある
と考えているが，実証研究に与える示唆もまた根源的なものとなっている．
これまでの人文社会科学においては，大雑把にいえば，集団のデータに依拠
し，平均値や相関といった集団の傾向を把握することにより，知見を導き出し
てきた．これは，個人や事業の発達や成長を扱う場合でも，現象の線形性を仮
定しているからこそ，時系列データを足すことによって，対象事象の妥当な傾
向が把握できると考えられてきたのだ．
では，有機体（事業や個人）の成長や発達が，線形ではなく，非線形（一直線
に変化するのではなく上下に変動しながら移り変わる）であるということは，
実証研究においてどのような意味をもたらすと考えられるだろうか（図 15）．

まず，ドラッカーは多くの人や事業が「人をマネジメントする唯一の正しい
方法がある」ということを無意識に前提としている場合が多いと指摘したが，
「唯一の正しいマネジメント」は存在しないということを認識する必要がある．
マ ド プ ス

MDPS を知ることで，自分の成功体験も「自分」が置かれたすべてのパラ
メータ環境において成立したものだということを自覚しやすくなるだろう．
それによって，自分が提示するノウハウが，どういう条件のもとで成立し，
どういう条件では成立し得ない可能性が高いといった，有効性と限界に対する
注意書きをしようという意識が生じることになる．
「この方法は，私が○○といった能力を身につけており，××という恵まれた
環境にあり，△△という状況だったからこそうまくいったが，そうでない場合
にはうまくいかない可能性が高いので，導入する際はくれぐれもその点を検討
してください」といった記述があるものが，過度な一般化による失敗を引き起
こさないように配慮された「良心的なマネジメント本」と言うことができる．
また同一の有機体であってもその内的状況，外的環境は時々刻々と変化して
いく．したがって，こうしたマネジメントが成功した前提を振り返っておくこ
とは，「なぜ同じ人でもかつてうまくいった方法で失敗するのか？」を洞察す
ることにも役立つ．

図 15

発達現象の異なる前提

たとえば，成長発達の非線形性を前提としたならば，そのジグザグの成長曲
線を足して平均値化することによって，個々の発達の非線形性は失われてしま
うことになる．これを「非線形打ち消し効果」と言う（図 16）．
また発達や成長においては，0 / 1 データのように，急激に何かができない状
態からできる状態に成長することがある．乳幼児が急にハイハイするようにな
る，突然発話するようになるという事象から，英語を学んでいても急に聞こえ
るようになるという質的な変化は珍しくない．しかし，そうした 0 / 1 で変化す
る個々の軌跡を重ね合わせて平均値にすると，ゆるやかに少しずつ変化するこ
とになる．実際にはそのように成長，発達する人は一人もいないのに，である．
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「誤差」であるのに対して，自然現象としての人間の本質とみなされ，それが人
間の理想的な「原型」であり，普遍的な「真理」が個別化したものとされた．
これは今見れば，突飛な考えに思えるかもしれないが，その時代，ヨーロッ
パではニュートンが万有引力の法則を「発見」したことに象徴されるように，
神が人間や世界を作ったという世界観が一般的だったことを考えれば，不自然
なものではない．むしろ，唯一の客観的世界とその背後にある真理法則が実在

図 16

非線形打ち消し効果

平均値は正しい数値，真実の値どころか，ときに平均値のように変化する人
は誰もいないという不条理を生み出すのだ．
私はこうした人間科学（社会科学）が抱える根本的問題を，2004 年に公刊し
た『母子間の人間科学的研究 -- ダイナミック・システムズ・アプローチの適用』
や 2005 年の『構造構成的発達研究法 ― 縦断研究法の体系化に向けて』
（北大
路書房）において論じてきたが，こうした根本問題がどこまで真剣に検討され，
改善されてきたかといえば，筆者の実力不足もあってほとんど変わっていない
ように思われる．
ところが，近年になって 2016 年ハーバード教育大学院教官であるトッド・
ローズが“THE END OF AVERAGE”
（和名『平均思考は捨てなさい』
）を出
版し，『モチベーション 3 . 0』の著者ダニエル・ピンクが「
『平均』が人間の可能
性を不当に過小評価する元凶であることを示す，まさに『群を抜いた』一冊だ」
と評するなど，社会科学が抱える問題は正しく認識される流れは生まれつつあ
る．
平均値主義の祖ケトレー
ここで押さえておくべきは，マネジメント・サイエンスがその科学的方法の
支柱としている統計学は，そうした自然主義的な思想を前提として生まれてき
たという点だ．
社会科学（現代経営学）がその方法論的支柱に据えた統計学の祖といわれ
るベルギーのアドルフ・ケトレー（Lambert Adolphe Jacques Quetelet，1796 1874）は「平均人」という概念をもって，平均値がその人間を代表する真実の値
であると考えた．彼はもともと数学者であり，天文学者でもあったため，その
（52）
では，数学的に算出した「平均人」という概念を「社
代表作『人間について』
会物理学」の基礎としている．
ケトレーは，
「実に，平均人の一国民におけるは，重心の物体におけるが如く
（53）
である」
と述べているように，この「平均人」は，他の人間が真の人間からの

するという前提は，自然の一部である人間にも当てはまると考えるのは自然な
ことになる．
多数の軍人の胸囲を調べた結果，それが正規分布を描くことを確認したケト
レーが，人間も神が作った自然の一部であり，「平均値」こそ，その対象の真理
を表していると考えたのは故ないことではないのだ（54）．
しかし，ケトレーのアプローチは，理論的な裏付けもなく現象（データ）に
フィットする曲線を求める素朴なものであり，年齢と犯罪数との関係や，文学
の創作と作者の年齢の相関をまじめに検討しているように，数学モデル主義と
いうべき人文社会科学における科学主義の初発点ともなった．
平均に基づく統計学に依拠する経営学においても , 無自覚にこの平均人の思
想を前提とした「科学的研究」が実施されることになったのである .
多様性を前提とした科学的研究手法とは？
ところが先にみてきたように，現象の非線形性を前提とするならば，とるべ
きアプローチは平均値化ではなくなってくる．
たとえば，時系列データひとつとっても，安易に足すことはできなくなるのだ．
では，どうすればよいか．答えはシンプルである．安易な平均値化を止めて，
まずは個々人に焦点化すること，そして多様性を前提に分類していくこと，そ
のために量的アプローチに固執せず，現象の解明に有効と思われる多様な方法
論を採用することである．
実際にシステムの発達や変化に着目するダイナミック・システムズ・アプ
ローチ（DSA）では，具体的に次のような手続きをとる．
個々の発達成長の軌跡を尊重し，安易に平均値化することなく，個々の発達
の軌跡（過程）を記録する．着目しているシステム（事象）の変化点を明らか
にし，量的アプローチ（推測統計学）と同時に質的アプローチ（観察，インタ
ビュー）を併用することで，その変化に影響している複数の CP を特定する．
発達の多様性を前提とすることから，その際に，最も影響力のある CP のみ
を単一の原因とみなさず，個々のケースをみて要因 A が変化を引き起こす CP
になっているパターン，要因 B が変化の CP になっているパターン，要因 C が契
機となっているパターンといったように，極力多様な変化過程を前提とした上
で，パターンごとに構造化していくことになる（詳しい分析例などは拙著『母
子間の抱きの人間科学的研究 ― ダイナミック・システムズ・アプローチの適
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用』を参照のほど）
．
また上述したように，変化の相互作用を記述するためには，量的研究（統計
学的なアプローチ）のみならず，質的に相互作用を記述することも正当性のあ
る方法になる．また統計を用いる際にも，たとえば個々の多様な振る舞いを前
提とした場合，データの非線形性や個々人の多様性（切片や傾き）を内在した
潜在曲線モデルはもっと活用されるべき統計モデルと言える（55）．
このように現象の一様性から多様性に，線形性から非線形性に前提を変えた
場合，実証研究の「まとめかた」
「知見の構成・提示方法」は抜本的に変更され
ることになり，それによって，複雑な現象のより妥当な構造化が可能になると
考えられる．
そしてそうして得られた知見こそ，先に提示した MDPS グラフを作成する際
マ ド プ ス

に，直接的に役立つものとなり得るだろう．

メタ理論工学に基づく本質行動学の研究モデル
本研究では，テーマや対象を選ばず汎用的に活用できるマネジメントの原理
論を構築するために，ドラッカーの著作をもとにマネジメントの本質を導出，
それに DSA という複雑系の科学に基づく発達理論を組み合わせることでパラ
メータ理論 MDPS を構築し，その「マネジメントのメタ理論」を，個人のマネ
ジメントから事業のマネジメントまで適用することで，その有用性や活用法を
論じてきた．
マ ド プ ス

こうした方法論的な営みは，必要な原理や理論を組み合わせて，目的とした
機能を備えた理論を構築していく「メタ理論工学」の実践でもある．
以下に，本論文を踏まえ，本質行動学におけるメタ理論工学の再現性を担
保し，今後の発展につなげるため，本論自体を「メタ理論工学に基づく本質行
動学の研究モデル」に位置づけて，その方法的なアウトラインを以下に示す
（（ ）内は学問の条件に関する補足説明となる）
．
メタ理論工学に基づく本質行動学の研究モデル
（1）研究テーマ，構築したい理論に照らして，本質を洞察していくのに適
切と思われるテクストを選定する．
（関心相関的テクスト選択）
（2）テクストに基づき，対象の本質となる重要なポイントを洞察し，明示
していく．
（本質洞察）
（3）そこで得られた本質を踏まえて，それに適合した理論を吟味し，導入
する．
（理路の導入）
（4）複数の理路を組み上げて，新たな機能を備えたメタ理論を示す．（本質
の「普遍洞察可能性」の深化，学問としての「検証可能性」と「更新可
能性」の担保）
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（5）メタ理論として汎用性があることを示すために，対象の典型的な「両
極」をなす事象に適用することで，それを視点として活用することに
よって，実務においてどのような有効性があり得るかを論証する．
（メ
タ理論の実務における有効可能性の論証 / メタ理論としての汎用性の
吟味）
（6）その理論を用いた実践方法を概要として示す．
（理論の実務で役立つ
ツール化）

今後の展望と課題
今後の展望としては，様々なマネジメントに実際に応用し，標準的なフォー
マットとなる分野ごとのパラメータ理論を構築していくことが考えられる．
無論，DSA はシステムの多様性を前提としており，また個々のシステムは動
的に変化し続けることから，まったく同一の環境，条件下にあるということは
あり得ない．たとえば，本論文でも事業のマネジメントについて触れているが，
考え方を示すことにフォーカスしたため，一般的に見て足りないパラメータは
多くあるであろうし，それは分野や部署によっても大きく変わってくるだろ
う．そのため「標準的なフォーマット」が提示されたとしても，それはあくまで
もたたき台として活用すべき参考程度のものとして捉える必要がある．
それを実現していく最もシンプルかつ効果的な方法は，先に提示したパラ
メータ理論のフレームワークをもとに，それぞれが関心のある対象のマネジメ
ントを実践し，その実践例を論文（ドラッカー学会の『文明とマネジメント』な
ら実務家の投稿も歓迎している）や著書，オンラインで報告していくことにな
る．
そのような知見が積み重なることで，それを参考にした第三者によるさらな
る実践が積み上がっていくことが期待される．まっとうなマネジメントが広が
れば，いいチームが増え，いい社会の構築につながるだろう．
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を取り出していて，イラスト入りでわかりやすい良い文法書であることは再度言及して
おきたい．）
（46）p.15
（47）p.17
（48）p.17
（49）同上
（50）西條剛央（2017b）ドラッカーの著作をテクストとした本質行動学の研究モデル―「組織
構造」の原理とメタ理論，そして原理的ツールの構築 . 文明とマネジメント，14，87 - 132.
（51）塚越寛 2014『リストラなしの「年輪経営」: いい会社は「遠きをはかり」ゆっくり成長』
光文社知恵の森文庫
（52）Quetelet, Adolphe (1835) Sur l'homme et le développement de ses facultés, Bachelier（ケトレー
( 著 ), 平貞蔵・山村喬 ( 訳 )『人間に就いて』岩波書店〈上巻〉1948〈下巻〉1940）
/
（53）Quetelet, Adolphe (1835) Sur l'homme et le développement de ses facultés, Bachelier（ケトレー
( 著 ), 平貞蔵・山村喬 ( 訳 )『人間に就いて』岩波書店〈下巻〉1940 , p. 223 * 元の翻訳では
旧漢字で表記されているが本文は現代漢字に修正した．）
（54）統計が整備されていなかった時代に，ケトレーが統計学的な考え方を人間，社会的事象
にまで広めたことには大きな意義がある．たとえば，ナイチンゲールも大きな野戦病院
で亡くなる人は負傷によるものではなく，病気によるものであることを明らかにしたが，
これはケトレーの影響を大きく受けていると言われている．

マネジメントのメタ理論MDPSの構築―構造構成主義に基づくドラッカー・マネジメントとダイナミック・システムズ・アプローチの融合
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（55）西條剛央（編著）
『構造構成的発達研究法の理論と実践 ― 縦断研究法の体系化に向けて』
北大路書房

【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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小論 社会生態学の視点から考察する
『アメリカの民主政治』
“Democracy in America” to consider from the viewpoint of
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 clarify the findings that contribute to the
systematization of social ecology from “Democracy in America” by A. Tocqueville.
For that purpose we use “principle and method of social analysis” derived in 2009
thesis. First, the effectiveness of “principle and method of social analysis” was
confirmed. Secondly, the following three analysis targets have been clarified as
analysis targets. (1) To clarify the systems and forms that support social conditions,
(2) To clarify “instincts”, “passion” and “invisible mechanism” that support (1),
(3) To clarify customs formed by social conditions. “Foreseeing” is based on these
analyzes. It is for the correct behavior that is the purpose of social ecology.

Ⅰ-1．考察の背景と目的
ドラッカーは，
「『社会生態学』とは，私の造語である．しかし，一つの体系，
（私は社会生態学を一つの体系として見る）として，社会生態学は由緒ある系譜
を誇る．社会生態学における最も偉大な歴史的文献は，アレクシス・ド・トク
（1）
ヴィル（1805 ～ 59）の『アメリカの民主政治』である」
と述べた（本文中の表
記はトクビルである）
．
また「いまからおよそ 200 年前，アメリカの独立とともに始まった次の転換
を最初に理解し，分析したのは，その 60 年後，アレクシス・ド・トクヴィルの
『アメリカの民主政治』上下巻だった（上巻は 1835 年，下巻は 1840 年に刊行さ
（2）
れた）
」
とした（名前表記同上）
．
筆者は，2008 年から連続的に社会生態学の体系化に関する論考を本誌『文明
とマネジメント』に投稿してきた．なぜならドラッカーは，社会生態学が体系
であることを示しながら，具体的にその体系を明示していないと筆者は考えて
いるからである（3）．
ドラッカーとトクヴィルの深い関係性を考えると『アメリカの民主政治』か
ら社会生態学の体系化に資する知見を手にすることは筆者の長年の宿題であり，
本論考の目的である．それは，いわば『アメリカの民主政治』の一般化であり，
トクヴィルが用いた手法を普遍性のある知識として取り出すことである．
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Ⅰ- 2．
『アメリカの民主政治』について
同書は，1831 年 5 月から 1832 年 2 月までの 9 ヶ月間にトクヴィルがアメリカ
滞在中に見たものをまとめた著作である．その目的は，人類が史上はじめて直
面したデモクラシーによる境遇の平等が，未来の人類に，とりわけ母国フラン
ス国民にどのような影響を与えるかを明らかすることだった．
このため当時，デモクラシーの純粋態として特異の発展を遂げていたアメ
リカを題材に，特にフランスやイギリスの国民の現在や過去と比較し，ときに
ヨーロッパ諸国の貴族制に範囲を拡げ，必要に応じて古代ギリシア・ローマ時
代にまで話題を拡げて政治体制を吟味し，比較を行った．そのうえでトクヴィ
ルは，境遇の平等により生まれたデモクラシーによる社会や人々への影響を予
見した．その慧眼は 180 年経った今も輝きを失わない．

Ⅰ- 3．考察方法
冒頭に示したように『アメリカの民主政治』とドラッカーの著作との関係
性の深さは自明である．それは，たとえばドラッカーが「本書は政治の書であ
（4）
と「まえがき」で宣言した書，『経済人の終わり』の目的と比較しても明
る」
らかである．すなわち「自由を脅かす専制に対抗し，自由を守る意思を固める
（5）
ことである」
とある．これに対して『アメリカの民主政治』については，
「私

の目的は，アメリカの例によって，法律，とりわけ習俗が，一つの民主的な国民
（6）
とあり，自由を守る
に自由の維持を可能にしたことを示すところにあった」
という目的の同質性は明らかである．
本考察は 2 段階で行う．第 1 段階目は，トクヴィルとドラッカーの考え方が交
差する場面，すなわち自由と専制をめぐる議論の部分に〈社会分析の原理と方
法〉を用いて両者の関係性を吟味する．このプロセスは，同じテーマに対して
同じ手法〈社会分析の原理と方法〉を用いることを意味する．関係性の吟味の
なかで，その深さが明らかになれば，トクヴィルも同じ手法を用いた可能性が
あることを示唆する．
ドラッカーは，
「社会現象には，社会そのものの分析が必要である．社会にお
ける緊張，圧力，潮流，転換，変動の分析である．この方法こそ，そもそも社会
学がとるべきアプローチであり，すでに 19 世紀の初めに明らかにされたもの
（7）
だったのではあるまいか」
．19 世紀の初めに明らかにされているアプローチ

をトクヴィルも用いたのであろうか．
「緊張，圧力，潮流，転換，変動の分析」とは，筆者の 2009 年の本誌論考（8）のス
タートになった分析の 5 つの局面である．
〈社会分析の原理と方法〉は，これらを
方法として具体化したものである．具体的な考察は，以下の手順で行う（Ⅱ）
．
① トクヴィルの予見：
『アメリカの民主政治』における主要な予見を提示する
② ドラッカーが描写した現実：①に関連してドラッカーが記述した内容を
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明示する
③ 両者の関係性の吟味：①と②から両者の関係性に〈社会分析の原理と方
法〉を適用し，吟味する

の黎明期になぜそれに気づいたのか．その経緯に関する記述である．「私は合
衆国に滞在中アメリカ人のそれに類する民主的な社会状態は専制の確立に至る
特異な条件を提供することがありはしまいかと気づいた．そして，ヨーロッパ

④ 両者の関係性の評価：③の結果に基づいて両者の関係性の評価を行う

に帰ってきてみて，われわれの君主たちの多くが，すでに，彼らの権力の範囲
を広げるのにこの同じ社会状態から生まれた思想，感情，必要をどれほど利用
（12）
しているかを見出した」
．

第 2 段階目の考察は，
〈社会分析の原理と方法〉を用いて『アメリカの民主政
治』全体を分析することである（Ⅲ）
．
『アメリカの民主政治』と『経済人の終わ
り』との間には約 100 年の隔たりがある．19 世紀初頭のアメリカ社会の分析に
〈社会分析の原理と方法〉を用いることで，場所と時代を越えてこの方法が有効
かどうかを検証する．その意味で本考察は，2008 年の論考の追試である．さら
に，そこから新しい知見を得ることを期待して考察を深める．
2 つの段階で用いられる〈社会分析の原理と方法〉は，以下のとおりである．
原理 1 shifts 分析（転換の分析）

― 方法 1 の（A）転換点をみる～始まっ
た日をみる
― 方法 1 の（B）転換点をみる～終わっ
た日をみる
原理 2 trends 分析（潮流の分析）
― 方法 2 の（A）勢いをみる～少数派を
みる
― 方法 2 の（B）勢いをみる～多数派を
みる
原理 3 upheavals 分析（変動の分析） ― 方法 3 地殻変動的な大きな変化をみる
原理 4 strains 分析（緊張の分析）
― 方法 4 実体と形態のギャップをみる
原理 5 stresses 分析（圧力の分析） ― 方法 5 知的緊張をみる

Ⅱ．2 つの予見に〈社会分析の原理と方法〉を適用する
（1）テーマ 1：自由と専制
①トクヴィルの予見
「境遇が平等な国民に絶対的専制的政府を樹立することはそうでない国民に
比べて容易だと思う」
．
「専制はだから民主的な世紀には特別恐るべきもののよ
（9）
うに思われる」
．
②ドラッカーが描写した現実
「ファシズム全体主義があらゆる種類の自由を廃止することも，その要求か
（10）
らして必然である」
．
「今日一般に理解されているような多数派支配は，専横，
（11）
暴政の原理であり，自由に反する原理である」
など．
③両者の関係性の吟味
両者の記述の同質性に異を唱える余地はない．トクヴィルは，デモクラシー

やがてそれは確信に変わる．「われわれの時代のような啓蒙と平等の世紀に
は，主権者は古代のいかなる主権者がなしえたよりもたやすく，あらゆる公権
力をその手中に収め，私人の利害の領域により習慣的に，またより深く浸透す
（13）
るのに成功するであろう」
．
次に，専制によって失われる「自由」というコンセプトを比較する．トクヴィ
ルは次のように述べる．「イギリス植民地がつくられた当時，全体が一つの家
族のような趣があった．原理からして，どの植民地も必ずや自由を発展させる
に違いない，それも母国の貴族的自由と違って，いまだ世界史に完全なモデ
ルが出現したことのないブルジョワ的民主的な自由が育つであろうと思われ
（14）
．民主的自由が【始まった日】の記述である．
た」
「17 世紀の始め，ヨーロッパ大陸では中世の寡頭制的，封建的自由の廃墟の
上に，至るところで絶対王政が勝ち誇っていた．
（中略）この時代ほど人民が政
治に生きること少なく，人々が真の自由の観念に関心を失ったこともかつてな
（15）
い」
．自由という概念にはいくつも種類があることを示し，貴族的（封建的）
自由が【終わった日】を示した．
このような時代においてアメリカで民主的な自由に関する初期の演説にトク
ヴィルは出会う．アメリカ独立戦争のはるか前，清教徒が大陸に渡った直後に
一人の行政官の口から語られた言葉である．「『われわれの独立というとき，そ
れで何を理解すべきか見誤ってはならぬ，実際，ある種の堕落した自由も存在
するのであり，それは動物も人間も共通に行使する．何でも好きなことをおこ
なう自由である．この種の自由はあらゆる権威の敵であり，いかなる規則も受
けつけない．
（中略）しかしながら，団結を力とする市民的，道徳的自由もあり，
この自由を守ることは権力それ自体の使命なのである．それはすべて正しきこ
（16）
．
と，よきことを臆することなく行う自由である』
」
他方ドラッカーは，「自由とは楽しいものではない」
「自由とは責任を伴う選
択である．自由とは権利というよりもむしろ義務でもある．自由とは，あるも
のからの自由ではない．それでは特権にすぎない．自由とは，何かを行うか行
わないかの選択，ある方法で行うかほかの方法で行うかの選択，ある信条を信
奉するか逆の信条を信奉するかの選択である．（中略）自由とは解放ではない．
（17）
責任である．楽しいどころか一人ひとりの人間にとって重い負担である」
．
ドラッカーは自由の起源について言及している．
「自由と平等こそ，キリス
ト教伝来以来のヨーロッパにおいて，基本的な理念であり続けてきたものであ
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る」1 章，新しい症状を分析する．すなわち，キリスト教の伝来をもって自由と
いう伝統が【始まった日】と考えている．また「ファシズム全体主義があらゆる
（18）
種類の自由を廃止することも，その要求からして必然である」
．自由という

この時代の社会が必ずしも一つのパワーセンターで構成されたいた訳ではな
い．ドラッカー自身が「公爵，伯爵，僧院長などかつてのパワーセンターは，互
（24）
いに地位と収入が違い，それぞれの間に位置関係をもっていた」
と述べてい

伝統が【終わった日】の記述は枚挙にいとまがない．
ドラッカーが指摘したキリスト教由来の自由という伝統が【始まった日】は，

る．つまり，絶対王政の時代を含めてもこの時代は，貴族や教会という他の勢
力がパワーセンターとして存在していた多元社会だったのである（25）．

トクヴィルが指摘したようにアメリカで民主的自由が【始まった日】として引
き継がれ，その間，ヨーロッパではファシズム全体主義によって自由という伝
統が【終わった日】を迎えた．
④両者の関係性の評価
後世ファシズム全体主義の出現により，
「境遇が平等な国民に絶対的専制的
政府を樹立する」可能性を示したトクヴィルの予見は的中する．その一部始終
をドラッカーは，処女作『経済人の終わり』で描いた．両者は，自由に関する 2
つの物語という関係にある．テーマはいうまでもなく専制への対抗と自由の守
護である．

こうしてドラッカーがいう「新しい多元社会」に対する「古い多元社会」は，
市民革命前の貴族制社会を指しており，それはアメリカ革命（独立戦争 1775 －
83）やフランス革命（1789 － 99）で終焉した古い多元社会の【終わった日】の
記述である．一方で市民革命から第一世界大戦までの期間は，非多元社会（一
元的社会）だということを示している．つまり一元的社会の【始まった日】と
【終わった日】である．
この期間に著されたのが『アメリカの民主政治』である．
「過去の半世紀を通
じて集権化はどこでもありとあらゆる形で進んだことを読者は認められるであ
（26）
と記した．
ろう」
この間，「ヨーロッパは，半世紀にわたって，多くの革命と反革命を経験し，
それらは相反する方向に国家を揺るがしてきた」
．
「だがこれらの運動はすべて

（2）テーマ 2：多元社会
①トクヴィルの予見
「私はこの世界に貴族制を新たに築くことはできまいと固く信じている．だ
が普通の市民が団体をつくって，そこに非常に豊かで影響力のある強力な存
在，一言で言えば，貴族的な人格を構成することはできると思う．このように

したことをもって古い多元社会の【終わった日】を記述したのである．
④両者の関係性の評価

すれば，貴族制の不正と危険なしに，その最大の政治的便益のいくつかを獲得
すことができるであろう．政治的結社，工業と商業の結社，さらには学問と文
芸の結社でさえ，権力が思うままに従わせることも陰で抑圧することもできな

「普通の市民が団体をつくって，そこに非常に豊かで影響力のある強力な存
在」の誕生をトクヴィルは予見していた．これに対してドラッカーは組織の存
在を『断絶の時代』で述べ，「新しい多元社会」のパワーセンターとして組織が

い，知識と力のある市民であり，これらの結社は権力の要求に対して自己の権
（19）
力を擁護することを通じて，共通の自由を救うのである」
．
②ドラッカーが描写した現実
「公爵，伯爵，僧院長などかつてのパワーセンターは，互いに地位と収入が違
（20）
．
「この半世紀の間に出現したも
い，それぞれの間に位置関係をもっていた」
（21）
のが新種の多元社会である」 など．

地保を固めたことを指摘した．またも予見は的中した．両者はまさに同一のも
のに焦点を合わせて記述していたのである．

③両者の関係性の吟味
ドラッカーは，
『断絶の時代』の第 8 章を「多元化した社会」としたが，原タ
イトルは THE NEW PLURALISM，すなわち「新しい多元社会」である．この
始期は，第 1 次世界大戦終了前後であるという．これを「第一次世界大戦前に
は，あらゆる社会がカンザスの草原のようであって，目に見える最大の存在が
一人ひとりの人間だった」 と表現した．これは，新しい多元社会の【始まった
日】を見ることにほかならない．
ドラッカーは，この章で「17 世紀の政治理論が説いた政府だけが唯一のパ
（23）
ワーセンターであるという社会構造はもはやありえない」
と述べた．しかし，
（22）

ある一点で似ている．すべての運動が二次的諸権力を揺るがし，あるいは破壊
（27）
してきたということである」
．トクヴィルは，貴族と教会の政治力が無力化

これまでの考察で〈社会分析の原理と方法〉を用いて『アメリカの民主政治』
でトクヴィルが導き出した予見とその後ドラッカー著述に関する同一性を確
認した．これまでの考察過程で用いた分析は，
〈原理 1 shifts 分析（転換の分析）
― 方法 1 の（A）転換点をみる～始まった日をみる ― 以下「始まった日を
みる」〉と〈原理 1 shifts 分析（転換の分析）― 方法 1 の（B）転換点をみる～終
わった日をみる ― 以下「終わった日を見る」〉である．トクヴィルは予見のい
ずれかの段階で〈社会分析の原理と方法〉を用いたと考えられる．
それではトクヴィルは，他の〈社会分析の原理と方法〉は用いなかったのか．
ドラッカーが 19 世紀の初めに明らかにされたプロセスと指摘したものをトク
ヴィルも用いたのだろうか．次にこれを考察する．
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Ⅲ．
『アメリカの民主政治』に〈社会分析の原理と方法〉を適用する
上記に挙げたトクヴィルの卓越した 2 つの予見は，第 2 巻第 4 部「民主的な観
念と感情が政治社会に及ぼす影響について」の第 7 章「これまでの章の続き」と
いう少し風変りな章にある．ちなみに第 6 章は「民主的諸国民はいかなる種類
の専制を恐れるべきか」であり，第 8 章は全巻の最終章「主題の概観」である．
つまり，2 つの予見は結論部分にある．
トクヴィルはどのようにしてこの結論（予見）に至ったのであろうか．以下
では，〈社会分析の原理と方法〉を『アメリカの民主政治』の各部，各章に当て
はめて検討する．
① 上巻（1835 年）第 1 部の分析
上巻第 1 部では，第 1 章「北アメリカの地形」で始まるのを象徴としてアメリ
カおよびその制度をより客観的に分析しようとしている．具体的な分析対象
は，アメリカ革命以前に実現していた人民主権原理（4 章），州制度（5 章），司法
権（6 章），政治裁判（7 章）
，連邦憲法（8 章）などである．これらは，人民主権原
理の具体的な発現としての州制度，司法権，政治裁判，連邦憲法と位置づけら
れる．
これらの章に先立って第 2 章「出発点について，またそれがイギリス系アメ
リカ人の将来に対してもつ重要性について」
，第 3 章「イギリス系アメリカ人の
社会状態」がある．トクヴィルの「社会状態は通常ある状態の所産であり，と
きには法律の産物でもあるが，この 2 つの原因が相まってこれをつくる場合が
もっとも多い．しかし，一度社会状態が定まると，それ自体が国民の行動を律
する法律，慣習，観念の多くの第一の原因になると考えられる．社会状態から
（28）
生じたわけではないものも，それによって修正される」
．
上巻第 1 部で多用された〈社会分析の原理と方法〉は，
「始まった日をみる」
と「少数派をみる」である．第 2 章から第 4 章には，アメリカの当時の諸制度に
いたる系譜が記されている．記述の多くは，
「始まった日をみる」に関わるもの
である．現にトクヴィルは「諸国民の社会状態と法律の理解のためにその出発
（29）
を指摘した．代表的な記述を挙げると次のようにな
点を知ることの有用性」
る．
「アメリカの諸社会の土台が築かれた時代はなおそれほど遠くないので，そ
の構成要素を詳しく知ることができるが，そうした萌芽が何を生み出したかを
（30）
判断しうるほどには時が経っている」
．
「いかなる意見，習慣，法律であれ，
否，たった一つの出来事でさえ，この国の出発点によって簡単に説明できない
（31）
ものはないということである」
．
「少数派をみる」の具体例については事欠かない．そもそもイギリスからの移
住という行為自体が少数派の行動である．また植民地方式も少数派だったこと
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が分かる．ここでも代表的記述の例を挙げる．
「自由にとってかくも好都合なこの植民方式は，ニュー・イングランドにお
（32）
いてのみ実行された」
．「ニュー・イングランドではすでに 1650 年には，自
（33）
治体（タウン）が完全かつ決定的に形成されていた」
．

また「終わった日をみる」に該当するものは少数である．少数である理由は，
アメリカのデモクラシーの始まりを対象とした著作だからである．一方，未だ
移行期にあるヨーロッパ諸国に関する記述の中に「終わった日」に関する記述
を見出すことができる．たとえばトクヴィルは，土地所有を前提とした貴族制
の終焉をアメリカで見た．
上記と同様の理由で「多数派をみる」も多いわけではない．世界史的には当
時，ヨーロッパが多数派だからである．アメリカに軸足をおいた同書は基本的
に少数派の歴史である．
ここでは原理 1 shifts 分析（転換の分析）と原理 2 trends 分析（潮流の分析）
が過去と現在を結ぶ基本的分析法として有効であることが確認できた．
②上巻（1835 年）の第 2 部の分析
トクヴィルは上巻第 2 部の冒頭で次のように述べた．「これまで私は制度を
検討し，成文法を瞥見し，合衆国の政治社会が現在とっている形式を描写し
（34）
．これは第 1 部の分析対象を示している．次に続く言葉は第 2 部の分析対
た」
象を要約する内容である．
「しかしすべての制度の上に，あらゆる形式の外に人民の力という至高の権
力が存在し，これが制度や形式を思うままに破壊し，修正している．法律を支
配するこの権力はいかなる道を進み，その本能と情熱は何だろうか，その逆ら
いがたい歩みにおいて，これを推し進め，引き止め，あるいは方向づける見え
ない仕掛けは何か．そして人民の全能はどんな帰結を生み，いかなる将来がこ
（35）
．トクヴィル
れを待つのか，私に残された課題はこれらを示すことである」
は，第 2 部で制度や形式，法理を支配する「本能」
「情熱」
「見えない仕組み」を明
らかにしようとしたことがわかる．
具体的な分析対象は，政党であり（第 2 章），出版の自由であり（第 3 章），政
治結社であり（第 4 章）．アメリカの諸党派を支配している隠れた本能（第 4 章）
である．
上巻第 2 部でトクヴィルが多用した〈社会分析の原理と方法〉も「始まった日
をみる」と「少数派をみる」である．トクヴィルは，制度や形式を支配する「本
能」
「情熱」
「見えない仕組み」に関しても「始まった日」を見定めようとした．
代表的記述を示す．
「独立戦争が終結し，新たな政府の土台をおくことが問題となったとき，国
民は 2 つの意見に分裂した．（中略）一つの意見は人民の力を制限しようとし，
（36）
．「アメリカの諸
他の見解はこれを限りなく拡大しようとするものである」
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党派を支配している隠れた本能を注意深く調べてみれば，その大部分は，自由
な社会が生まれて以来，人々を二分してきたあの 2 つの偉大な党派のどちらか

た．その社会状態はそれまで存在していた諸関係を破壊もしくは修正し，新た
（43）
な関係をうち立てた」
．

（37）
に結びついていることにたやすく気づく」
．
「あらゆる政党の根底に貴族的

上巻と一対をなす下巻では「感情と意見」などを分析対象にすえた．具体的
には，第 1 部「デモクラシーが合衆国における知的運動に及ぼす影響」，第 2 部

な情熱か民主的な情熱のどちらかがあることはたやすく分かり，それらの本能
はたとえ人の目につかなくとも，政党の神経や魂を成しているということであ
る」 ．
さらに下記の記述を見るとトクヴィルは少数者の力を確信しており，これに
（38）

まつわる表現を各所でしている．すなわち「少数派をみる」が用いられている
といえる．代表的記述を挙げる．
「人民の力の制限を望んだ政党は，その教義の適用をなによりも連邦憲法に
もとめた．このため連邦派（フェデラル）というふさわしい名がついた．
（中略）
アメリカは民主政治の土地である．フェデラリストは，だからいつも少数派で
あった．だがその中には独立戦争が生んだ偉大な人物がほとんどすべて含ま
（39）
「合衆国では，新
れ，彼らの精神的影響力はきわめて広い範囲に及んでいた」
聞は一つ一つはさしたる力をもたない．だが，依然として定期刊行物は，人民
（40）
に次ぐ諸権力の第一のものである」
．
一方，制度や形式を支配する「本能」
「情熱」
「見えない仕組み」の「終わった
日」に関する記述はほとんど見当たらない．理由は，
「制度や形式を支配する」
というとき，ほぼその対象を始まったばかりのアメリカの制度や形式を対象と
し，これに対する「本能」
「情熱」
「見えない仕組み」を明らかにしようとしたか
らである．
また「多数派をみる」に関して，数は少ないが重要な分析を行っている．すな
わち，少数派から多数派へ政権が移ったことを詳細に記述した．少数派の力を
信じ，多数派の暴政が見えていたからであろう．代表的記述である．
「1801 年にはついに共和派が政権を獲った．トマス・ジェファソンが大統領
に任命された．彼はその高名と大才，また絶大な人気によって共和派の支柱と
（41）
．「共和派が権力に就くと，反対派はまるで突然の洪水に呑み込まれ
なった」
たようであった．圧倒的多数が敵にまわり，たちまちのうちにあまりの少数派
に転落したために，反対派は自らに絶望した．このとき以来，共和派ないし民
（42）
主派が勝利に次ぐ勝利を収め，社会全体を牛耳っている」
．
以上，上巻第 2 部の分析でも原理 1 shifts 分析（転換の分析）と原理 2 trends
分析（潮流の分析）は過去と現在を結ぶ基本的分析法として有効であることが
確認できた．
③下巻（1840 年）― 第 1 部から第 4 部 ― の分析
序言に次の言葉がある．
「アメリカ人はある社会状態を有し，それが彼らに
一定の法律，一定の政治的習俗を自然に提示した．この社会状態はまた，彼ら
の間に，ヨーロッパの古い貴族社会に見られぬ一群の感情と意見を生ぜしめ

「デモクラシーがアメリカ人の感情に及ぼす影響」，第 3 部「デモクラシーが固
有の意味の習俗に及ぼす影響」，第 4 部「民族的な観念と感情が政治社会に及ぼ
す影響について」を分析対象とした．
これは〈原理 4 strains 分析（緊張の分析）― 方法 4 実体と形態のギャップを
みる〉と〈原理 5 stresses 分析（圧力の分析）― 方法 5 知的緊張をみる〉の領域
に関するものである（以下，各々「ギャップをみる」
，
「知的緊張をみる」とい
う）
．
第 1 部「デモクラシーが合衆国における知的運動に及ぼす影響」で言及した
分析対象は多岐にわたる．哲学，信仰，宗教，汎神論，一般観念，学問，文学，芸
術，理論と実用，記念碑，英語，詩，作家，雄弁家，演劇，歴史家などである．
この章で多用されるのは，
「ギャップをみる」である．次に例を挙げる．
「平等の世紀には，すべての人が互いに独立で，孤立し，そして弱い．（中略）
このような時代には，人類がいつもひとりで歩いているように見える．そこで
世の中の出来事を説明するのに，何か大きな原因，同じ仲間の一人一人に同じ
ように働きかけ，誰もが進んで同じ道を行くようにさせる原因を探し求めるこ
とになる．このことがまた一般観念をいだくように人間精神を自然に導き，そ
（44）
．平等によってもたらされた人民の孤立と
の好みに染まるように仕向ける」
いう実体を結びつけるのは，一般観念という形態である．
トクヴィルは一般観念について以下のように区別する必要を認めた．すなわ
ち「時間をかけて，知性を細かい点まで丹念に働かせた結果として生まれる一
（45）
般観念があり，こうした観念は人間の認識領域を拡大する」
．しかし「精神の
即席の努力を一度行うだけで，そこから簡単に生まれる一般観念もあり，そう
（46）
．後者は，
した観念はごく表面的で極めて不確実な概念しかもたらさない」
実体と形態のギャップを表現している．
第 2 部「デモクラシーがアメリカ人の感情に及ぼす影響」について目を向け
た分析対象も多様である．自由より平等に示す愛着，個人主義，結社の利用，結
社と新聞の関係，市民的結社と政治的結社，利益の正しい理解，物質的幸福，霊
的熱狂，落ち着きのなさ，宗教により精神的な悦び，安楽，目標の定め方，名誉
ある職業，産業の職などである．
「デモクラシーがアメリカ人の感情に及ぼす影響」というタイトルから想起
される〈社会分析の原理と方法〉は，とりわけ「知的緊張をみる」である．たと
えば次の言葉がある．
「今日の工場貴族制は，使用人を貧乏にして，意欲を奪い，その後，恐慌にな
ると，この人々の扶養を公共の慈善に委ねる．これは先に述べたことから当然
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に生ずる．労働者と雇用主の間に頻繁な関係はあるが，真の結合は存在しな
（47）
い」
．
この表現の中にみえるのは，不安定さからくる知的緊張である．次の表現も
ある．「国民全体がデモクラシーに向うにつれて，産業に従事する特別の階級
（48）
．これは，
「ギャップをみる」により説明される．すな
はより貴族的になる」
わち国民がデモクラシーに向かうという形態と階級化が進むという実体を示し
ている．
第 3 部「デモクラシーが固有の意味の習俗に及ぼす影響」では，習俗，つまり
普段の付き合い，神経質，従僕と主人の関係，地代，賃金，家族，女子教育，妻
の姿の中に現れる娘時代の面影，良俗の維持，男女の平等，個別社会への分割，
マナー，謹厳さと無分別，国民的虚栄心，社会の様相，名誉，野心と大望，猟官，
革命の起こり難さ，軍隊の姿勢や規律，戦争といった多岐にわたる対象を分析
した．代表的な記述は以下のとおりである．
「アメリカ人が仲間の協力を求めるとき，拒否されることは滅多にない，私は
しばしば，彼らが助けを求めている人を非常な熱意をもって自発的に援けるさ
（49）
．トクヴィルは，その原因を次のように述べた．
「境遇の平
まを実際に見た」
等は人々に独立を意識させると同時に，その無力をも教える，彼らは自由だが，
無数の偶発事に見舞われる．経験はいずれ彼らに，誰かの援けをいつもは必要
としないとしても，他人の援けなしではすまない瞬間がほとんど必ず来ること
（50）
を教える」
．
デモクラシーが制度や形式（上巻第 1 部）
，本能や情熱，見えない仕組み（上
巻第 2 部）に与える影響を分析したように，第 3 部ではデモクラシーが習俗（51）
に与える影響に目を向けた．習俗とは一種の形態である．もとは経験に基づく
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（52）
成したことにはならないであろう」
．
Ⅱ．で示した 2 つの予見はすべてこの第 4 部に掲載されている．これらの予見
は，社会に与える影響そのものである．トクヴィルの予見は，同書上下巻の結

論である．
第 4 部では〈社会分析の原理と方法〉を用いていない．上巻のすべてと下巻の
第 3 部までは，デモクラシーの未来を予見するための素材にすぎなかったので
ある．〈社会分析の原理と方法〉は，予見のための素材を提供するという機能を
果たしたことになる．

Ⅳ．まとめと今後の課題 ― 社会生態学の体系に取り込むべき知見
本考察の目的は，『アメリカの民主政治』から社会生態学の体系化に資する
新しい知見を得ることであった．以下，その体系に取り込むべき知見および確
認された事項を整理する．
① 社会状態を支える制度や形式を明らかにする〈分析対象〉
② 次に①を支える「本能」
「情熱」
「見えない仕組み」を明らかする〈分析対象〉
③ 社会状態が形成する習俗（意見，観念など）を明らかにする〈分析対象〉
④ ①～②の導出過程で原理 1 shifts 分析（転換の分析）と原理 2 trends 分析
（潮流の分析）は過去と現在を結ぶ基本的分析法として有効であることが
確認できた〈分析方法〉
⑤ ③の導出過程で原理 4 strains 分析（緊張の分析）と原理 5 stresses 分析（圧
力の分析）は今の社会状態をみる分析法として有効であることが確認で
きた〈分析方法〉
〈分析方法〉
⑥ 社会状態の分析は，④から⑤に進むことも確認できた（53）

実体である．時間の経過や場所の違いがギャップを生む．たとえば第 3 部の第 3
章のタイトルは「アメリカ人が自分の国ではあれほど神経質でないのに，われ
われのところに来ると傷つきやすくなるのはなぜか」があり，典型的にギャッ

⑦ これらの分析に基づいて「予見」を行う〈社会生態学の目的：正しい行動
のため〉

プを示している．
以上の過程で用いられた原理 4 strains 分析（緊張の分析）と原理 5 stresses
分析（圧力の分析）は，今の社会状態をみる分析法として有効であることが確
認できたといえよう．
第 4 部「民族的な観念と感情が政治社会に及ぼす影響について」は，これまで

ドラッカーは『経済人の終わり』で慎重に分析範囲を限定した．すなわち「物
質は，それだけでは人間社会の基盤とはなりえない．それは人間の実存を支え
る柱の一つにすぎない．しかも，もう一方の柱である精神よりも重要であると
いうことはないし，より重要でないということもない（中略）人間の成長とそ
の変化は，社会活動や事業活動において現れると同時に，精神活動や芸術活動

下巻で示した影響とは，逆の方向の影響を示している．すなわち第 1 部～第 3 部
でデモクラシーが人の活動に及ぼす影響を分析したのに対して第 4 部は，個人

において現れる．すなわち，革命の分析には，精神的側面と物質的側面の両面
（54）
の分析が必要である」
．このように述べた上でドラッカー自身，同書で行う

もしくはその総体としての民族や国民がもつ知的運動，感情，習俗（意見や観
念など）が社会に及ぼす影響を分析した．
トクヴィルは第 4 部冒頭で決意を示した．
「平等がもたらす思想と感情を示
した今，終わりに当って，これらの感情と思想が人間社会の統治にいかなる一
般的影響を及ぼすことになるかを示さないとすれば，私は本書の目的を十分達

分析は精神的領域に踏み込まないことを宣言した．
この点，トクヴィルの分析範対象は，たとえば人の感情に踏み込むなど精神
的側面と物質的側面の区別があるようには思われない．このことは，ドラッ
カーが社会生態学の中でも積極的に扱おうとしなかった精神的側面の分析の一
つの雛形になる可能性を秘めていることを示唆している．この分析はまたの機
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会にしたい．
また今回の社会生態学の領域は，政治社会に限定されている．今回得た知見
を他の領域，たとえば技術などに応用可能かは，今後の課題としたい．
さらに〈社会分析の原理と方法〉のなかの〈原理 3 upheavals 分析（変動の分
析）― 方法 3 地殻変動的な大きな変化をみる〉を用いた形跡を挙げなかった．
アメリカの独立は，歴史的な事実として間違いなく「地殻変動的な大きな変化」
である．しかしその大きな変化も小さな変化の連続である．ドラッカーならア
メリカの独立は，その一つの帰結にすぎないと言うだろう．
本論考を終えるに当たって一言付言する．トクヴィルが行ったデモクラシー
の分析も周到に用意した方法を用いた訳でははいであろう．フランスから別天
地アメリカに身をおいて見えたものを記述する過程でデモクラシーの姿の彼我
の違いに驚いたトクヴィルは違いの源泉を過去に求めるしかなかったのではな
か．それは継続と変革の歴史に戻ることだった．ドラッカーにトクヴィルが影
響を与えたように，トクヴィルに大きな影響を与えた人物が明らかになってい
る．フランソワ・ギゾーである（55）．文明の継続と変革は，ギゾーの視座である．
その意味では，彼こそが社会生態学の真の祖といえるのかもしれない．
【脚注】出版年はオリジナルを示している
【注】
（1）P. F. ドラッカー（上田惇生ほか訳）
〔1993〕
『すでに起こった未来』ダイヤモンド社

p. 300

（2）P. F. ドラッカー（上田惇生訳） エターナルコレクション版〔1993〕
『ポスト資本主義社会』
ダイヤモンド社 p.4
（3）筆者〔2008〕
『文明とマネジメト』ドラッカー学会編「実学としての社会生態学に関する一
考察 ― 社会を見るための原理と方法」pp.84-85
（4）同上 まえがきⅲ
（5）前掲書〔1939〕まえがきⅲ
（6）A. トクヴィル（松本礼二訳）岩波文庫〔1840〕
『アメリカのデモクラシー』第二巻（下）岩
波書店 p.263
（7）前掲書〔1939〕p.285（1995 年版へのまえがき）
（8）同上 p.74
（9）同上
（10）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版〔1939〕
『経済人の終わり』 ダ
イヤモンド社 p.80
（11）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版〔1942〕
『産業人の未来』 ダイ
ヤモンド社 pp.164 - 165
（12）A．トクヴィル（松本礼二訳）岩波文庫〔1840〕
『アメリカのデモクラシー』第二巻（下）岩
波書店 p.253
（13）同上 p.255
（14）A. トクヴィル（松本礼二訳）岩波文庫〔1835〕
『アメリカのデモクラシー』第一巻（上）岩
波書店 pp. 51-52
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（15）同上 p. 68
（16）同上 p. 69
（17）前掲書〔1942〕pp.138 - 139
（18）前掲書〔1939〕p. 80
（19）A．トクヴィル（松本礼二訳）岩波文庫〔1840〕
『アメリカのデモクラシー』第二巻（下）
p. 276
（20）P. F. ドラッカー（上田惇生訳）エターナルコレクション版〔1969〕
『断絶の時代』ダイヤモ
ンド社 p.172
（21）同上 p. 171
（22）前掲書〔1969〕p.166
（23）同上 p. 171
（24）同上 p. 172
（25）貴族などの他のパワーセンターの存在を記述する箇所とテーマ 1 で掲載した「17 世紀の
始め，ヨーロッパ大陸では中世の寡頭制的，封建的自由の廃墟の上に，至るところで絶対
王政が勝ち誇っていた」との表現は一見矛盾しているように感じられる . これは中世以
来もっていた貴族階級の権力が時代ともに失われ，絶対王制に権力がシフトしていった
という歴史的事実を踏まえたものである .
（26）A. トクヴィル（松本礼二訳）岩波文庫〔1840〕
『アメリカのデモクラシー』第二巻（下）岩
波書店 p.249
（27）同上 p. 236
（28）A. トクヴィル（松本礼二訳）岩波文庫〔1835〕
『アメリカのデモクラシー』第一巻（上）岩
波書店 p. 75
（29）同上 p. 46
（30）同上 pp. 48 - 49
（31）同上 p. 49
（32）同上 p. 61
（33）同上 p. 66
（34）A. トクヴィル（松本礼二訳）岩波文庫〔1840〕
『アメリカのデモクラシー』第二巻（上）岩
波書店 p. 9
（35）同上
（36）同上 p. 14
（37）同上 p. 18
（38）同上 p. 18
（39）同上 pp.14 - 15
（40）同上 p. 30
（41）同上 p. 15
（42）同上
（43）同上 p. 13
（44）同上 p. 37
（45）同上 p. 39
（46）同上
（47）同上 p. 274
（48）同上 p. 272
（49）A. トクヴィル（松本礼二訳）岩波文庫〔1840〕
『アメリカのデモクラシー』第二巻（下）岩
波書店 p.34 .
（50）同上 p. 35
（51）
「『習俗』は『心的習性』だけでなく，『人々のもつ種々の観念，世間にある多様な意見，さ
らには知的習性を形成する観念の総体』である，すなわち『一国民の道徳的・知的な状態
全般』を含むものである」とトクヴィルは定義した .A. トクヴィル（小山勉訳）ちくま学
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芸文庫〔1856〕.『旧体制と大革命』筑摩書房 p 555 より
（52）A. トクヴィル（松本礼二訳）岩波文庫〔1840〕
『アメリカのデモクラシー』第二巻（下）岩
波書店 p.211
（53）筆者〔2008〕前掲書 p.p.84-85
（54）同上まえがきⅳ
（55）A. トクヴィル（小山勉訳）ちくま学芸文庫〔1856〕.『旧体制と大革命』筑摩書房 p550 より
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躍動する保守主義としての
アメリカ産業社会

The American Industrial Society as “Living Conservatism”

井坂康志

Yasushi Isaka

【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．

（ものつくり大学，本会理事）

Summary
Peter Drucker explored the new center for rebuilding the world order, and thus
was one of the pioneers in the field of modern management. He opened new
insights in the concept of corporation through investigation in General Motors top
management and their making decisions, builing organizations.His moving from
Europe to America, in gainig managerial mindset, the practical insights in American
conservative politics gave him an intuition the way to rebuild society for growing
the free, functioning, and plural elements in society at a time of his searching the
new sources of world order.This paper summarises the topics how the images of
American politics gave him an insight to double management concept, and reflection
questions his personal experiences of the Nazis’ occupations in Europe.

序
ドラッカーによる企業への関心は，1937 年，ニューヨークに渡って居住場所
を確保し，市民視点によるアメリカ産業社会の総合的観察に端を発する．さら
には 1942 年に巨大自動車メーカー GM
（General Motors）の内部調査によって
根底から観察者としての責任は触発されている．
ニューヨークでの生活基盤を妻ドリスとともに見出しえたドラッカーは意
欲的にアメリカ産業社会への同化を示している．本来ドラッカーがもつ非定住
による知的活動は活発に姿を現しつつあり，その間も，K・ポラニーや H・N・
ブレイルズフォード，M・マクルーハンなどとの接触と交際が続いていた．一
方，『ハーパーズ』
（Harper’s Magazine），『サタデイ・イヴニング・ポスト』
（The
Saturday Evening Post）への国際記事の売り込みに成功したばかりか，直後には
ベニントン大学での非常勤講師のポストも得ている（1）．同時に全国の単科大学
を回ってヨーロッパ事情を講演旅行しており，次第に自らのペースで生活を築
き上げていった．1943 年には市民権を得て生活面ではアメリカ文化に寄り添い
つつも，特にポラニーが『大転換』
（The Great Transformation, 1944）を執筆する
（2）
際の相談相手ともなるなど ，ヨーロッパへの関心をも保持し続けている．
『経済人の終わり』
（1939 年）
，
『産業人の未来』
（1942 年）の 2 著においては，
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いずれも観察上の定点はヨーロッパ時代の市民としてのジャーナリスト兼学究
としての見聞と省察に裏付けられていた．少なくとも『経済人の終わり』
『産業
人の未来』は刊行年からも明らかなように，執筆時点において第二次大戦勃発
前，あるいは継続中だったのであり，現実の政治的趨勢は混沌たる状況にあっ
た点には十分な留意を要する．戦争に伴う現実の中で，既にドラッカーは企業
を中心とする産業社会こそが，ナチズムに汚染され錯雑した世界状況の不透明
さに最終的な合理を与えるはずのものであり，それゆえに企業への考察を欠く
社会論は決定的に不完全との見通しを得て，
『企業とは何か』
（1946 年）の執筆
と刊行に着手している．ドラッカーはナチズム批判の書『経済人の終わり』か
ら，かかる見解の延長上で，産業社会，さらには企業への命懸けの飛躍を果た
しているが，それらはいずれもヨーロッパの精神に貫かれつつも，記述にあっ
てはアメリカの政治，社会，歴史などを彩る一連のイメージによって照らし出
されている点を特徴としている．以下では，そのつながりに着目しながら論を
進めたい．

1. アメリカへの転出と『産業人の未来』
本論で中心的に扱われる『産業人の未来』は，最初に観察者としての存在感
を世に示した『経済人の終わり』
，さらには後のマネジメントへの業績を勘案す
るならば，とりわけ強調に値する投錨点的著作と見なしうるであろう．しかも，
『産業人の未来』の積極的含意はアメリカ産業社会の特性と企業の位置づけに
よる自由にして機能する社会の成立可能性の探索にあったが，それにとどまら
ず，歴史への視野を通じて探求され，未来を透視した論争的かつ挑発的な書で
もあった．
『産業人の未来』はまた，政治的構想力と想像力において，W・チャーチルが
「思考活動を刺戟する書」とした『経済人の終わり』を凌ぐまでの知的刺戟と
現実的洞察に横溢した書物としても過言ではない ．アメリカ革命や自由の問
題は言うまでもなく，正統性や連邦制，社会的権力，保守主義など，後のマネ
ジメントに具現される豊かな知的素材がいきいきと論じられており，産業社会
（3）

や企業に対して血肉として体化されている感さえある．A・カントロー（Alan
Kantrow）は，『産業人の未来』の示す地平について，次のように関心を喚起す
る（4）．
企業をその中軸に置く産業社会なるものが，ドラッカーのおかげでいかば
かり身近なものとなったろうか．企業を現代の代表的機関とする観念がどれ
ほど一般性を獲得したろうか．企業のマネジメントが，現在政治社会などど
れほどの領域に応用・実践されつつあるか．
『産業人の未来』にはヨーロッパ時代からアメリカ産業社会への期待と展望，
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さらには戦後に展開するマネジメントや文明論への関心やテーマの萌芽的形態
を包括的に見て取ることができ，同様の観点からも，味読に値する書物である．
次に『産業人の未来』から『企業とは何か』におけるアメリカ産業社会や企業の
主題への経緯を跡付けていきたい．
『経済人の終わり』
『産業人の未来』
『企業とは何か』という 1939 年から 46 年
までに公刊された書物が，ナチズム批判に発する視座の所在の一貫性を保持す
る点は既に述べた．もちろん，タイトルからも看取されうるように，考察対象
は主題の探索においてはヨーロッパからアメリカ，そして産業社会，企業へと
変遷しているが，アメリカ移住後もなお，いかなる世界も例外なく全体主義に
よる脅威から免れたわけではなく，いついかなるときでも，世は全体主義に染
まりうるとの切実な危機認識が強固な通奏低音として鳴り響いている．あるい
は，ドラッカーの時代認識を養う基底的要因は，直接的に企業やマネジメント
や知識社会にあったというよりも，自由で機能する社会の建設に失敗するなら
ば，ただちに全体主義に憑依されうるとの切実な危機への感覚によって支えら
れていた．J・E・フラハティは次のように述べる（5）．
第 2 作『産業人の未来』が刊行されたのは，第二次大戦中の 1942 年のこと
だった．本書は『経済人の終わり』で提示された政治社会的射程を丹念にふ
まえつつ，同時にそのテーマをさらに明快なヴィジョンにまで具現化しえた
作品といえる．前著と唯一相違するのは，産業社会が成立するための課題を
整理し，さらにそのために必要とされる制度的な条件の存在を明らかとした
点にある．むろん本人も認めるように，2 作は一貫した視座のもとに執筆さ
れた．
上記引用でフラハティの言う一貫した視座とは，ヨーロッパを汚染した全体
主義を自覚的に認識し，それが惹き起こす現実を理解し，最終的にはそれへの
対抗をなす希望の原理を手にしようとの発意にほかならない．かくしてドラッ
カーは，自覚的にアメリカ産業社会を観察し，固有の特質に深く定位するアプ
ローチの展開を企てている．
『産業人の未来』において，大衆の絶望が容易に全
体主義を招来するとの省察から，それへの応答として，自由な市民としての地
位（status）と，社会的への貢献による機能（function）を付与し，それらを経由
して理念と合理を供しうる組織を力強く前面に押し出すアプローチの提示にい
たっている．
全体主義への危機意識が観察視座に与えた規定的影響は，翻って『産業人の
未来』において，産業社会の見極めと成長条件の探索への跳躍台を形成してい
る．A・トクヴィルは『アメリカのデモクラシー』において，アメリカ社会の観
察を通して，「私がアメリカを検討したのは，単に当然の好奇心を満足させる
ためだけではない．私はわれわれの役に立つ教訓をアメリカに見出そうと望ん
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だのである」と述べている（6）．ドラッカーの観察姿勢は，かかるトクヴィルの
目の働きを彷彿とさせる点が少なくない．ヨーロッパで目にした悪夢のごとき
ナチズム支配も，トクヴィルとは異なる比較上の視点で，アメリカでの新たな
政治社会の原理を洗い出したところがあるが，まさしくドラッカーの目に映っ
たアメリカ産業社会は途方もないエネルギーを内包した新たな希望の原理の所
在を開示する社会であって，それは期待をはるかに超えてさえいたであろう．

躍動する保守主義としてのアメリカ産業社会

107

人間の本質についての理念が社会としての目的を定める．人間の存在の目
的についての理念が，目的を追求すべき領域を定める．これら人間の本質と
存在の目的についての理念，すなわち人間観が，社会の性格を定め個と社会
の基本的な関係を定める．
『経済人の終わり』の叙述に倣うならば，経済という合理のルートを通して，

ドラッカーによるヨーロッパの実見によれば，ナチズムにおける個は強制的
に党へ糾合すべき対象以上の存在ではなく，同時にユダヤ人をはじめとする
マージナルな人々にガス室にいたる鉄路を一直線に引く，歪んだ一元的合理主
義の社会だった．それとの鋭いコントラストにおいて，ドラッカーは，尊厳あ
る人間の自由な生と組織の協働を全面的な現実と認め，それに基づく社会的原

人は理念としての自由と平等にアクセスしうるとの一つの信憑を伴い，かかる
信憑を保持する個の存在が社会の目的，言うなればマラソンのゴールを決定す
る．ドラッカーの言う経済人（economic man）とは，経済活動に従事し，経済
を至上とする合理に基づいて行動する限りにおいて，理念的自由に到達しう
るとの信憑をもつ人間像であり，上記のごとき社会では，中心をなす価値観が

型を模索している．あえて M・L・キング牧師（Martin Luther King, Jr.）が演
説で使用した比喩を援用するならば，
「絶望の山から，希望の岩を切り出す」，

経済を媒介にして，相互に密接かつ必然的に関連付けられていく．ただし，ド
ラッカーの理解によるならば，形態によるアプローチの企図するのは，あくま

死の廃墟の中から新たな生の原現象を探し出し，全面的肯定をもって培養して
いくイメージでとらえうるであろう．
『産業人の未来』の考察が示すのは，アメ
リカの希望である以上に世界の希望の所在であったと筆者は考える．
個を自由の担い手として絶対的に肯定していく姿勢は，アメリカにいたり，
企業を社会的にとらえていく視座や，マネジメント上の言説の背景をなす強力

でも人と社会の現実を構成する質的な側面である．すなわち，経済人による社
会が，社会の構成員全員を経済至上主義者とする必要はない．経済人の社会に
おいても，むろん教育や宗教や政治など，多元的な活動に携わる人々が大半を
構成するのは当然である．ドラッカーのアプローチは，社会における中心的な
価値，理念の形態ないし質的言及に依拠しており，騎士道精神を理念とする社

なバックボーンを形成している．ドラッカーの理解によるならば，人は個とし
ての実存とともに社会的存在として，緊張と葛藤の中で自らを成長させ，社会
的な価値を創造しうる自由な主体として認識されており（7），アメリカ産業社会
は，ヨーロッパ時代の経験と内省を踏まえた哲学的社会構想を形象化してい
た．では，ドラッカーが自由にして機能する社会の再建を期するにあたり目を

会において全構成員が騎士階級に属する必要がないのと同様であって，定性的
な把握方法として措定されている．
補足するならば，ドラッカーの産業社会研究の出発点が，当初より学問とし

とめた産業社会（industrial society）とはいかなる構成を伴う社会なのだろう
か．『産業人の未来』の叙述内容の検討に入る前に，その点を明らかにしておく
必要がある．
産業社会をめぐるドラッカーの議論は，抽象化された社会像というよりも，
最もありうべき理念と中心においての具現化をその契機として備えた社会形態
にほかならない．後に議論するドラッカーによる自由概念や社会生態学ともか
かわりをもたざるをえないが，社会の本質的要因は形態に現れるとの考え方に
基づいている．すなわち，人間のもつ本質的形態の素描を通して，社会に深く
定位する理念や価値観や信条などの精神的要因をもとらえうるとするのがド
ラッカーのアプローチであろう．
その関連で言うならば，ドラッカーの著作においては，産業社会や産業人に
ついて一定の厳密な定義が付された形跡はない．しかし，人間と社会を理念に
おいて結びつけ，機能において現実的な生存に資する自身の省察が準備されて
いるのは次の記述からも理解可能であろう（8）．

て，あるいは自己充足的な理論構築として企図されていたわけではなく，現実
的なナチズムへの対抗という切実な政治的意図をもっていた点は再度認識され
るべきであろう．もちろん『産業人の未来』にはアメリカ産業社会のもつ本質
的叡智や諸力をめぐる問いかけが少なからずある．その政治的目標が，アメリ
カのヨーロッパ戦線への参戦を促し，ナチスを撃破すべき点にあった現実的な
思惑は十分に考慮すべき事柄であろう（9）．
同様の観点から『産業人の未来』刊行後，大学の教壇に立ち軍や大企業等の
コンサルティングを行うなか，産業社会の主体的プレーヤーの仔細な検討，で
きうれば組織的背景をなす課題として，人を生産的たらしめる経営管理者の精
神的能力やアプローチの実地探求に向かったのは自然の要路をなしていた．そ
の点で，1946 年に著された『企業とは何か』の議論は，大企業の内部的活動を
肯定的に考察した点で一つの画期をなしている．かくしてドラッカーは企業の
発展のうちに産業社会の展開をとらえ，つぶさに観察していくことで妥当性を
確認していく．その観察によれば，アメリカ産業社会の中に自由にして機能す
る社会の躍動する保守主義の優良事例を看取可能とし，アメリカ産業社会を解
釈するうえで 3 点からの理解を提示している．
第 1 として，産業社会が高度な組織を通じて実現され，経済的発展を推進す
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る社会である点である．とりわけ大企業について看取される現実であり，時に
階層構造や事業部などの多元性や複層性をはらむ組織によって，個のもつ物財
生産能力のみでなく，精神的能力においてもまた経済的生産性は増幅的に実現
される．
『産業人の未来』が戦時中に公刊されている事実とも符節し，戦争遂行
における物財の生産性の極大化に際会し，大企業が巨大な貢献をなした時代的
背景も考量されるべきであろう．その状況は戦後において一層の明瞭さをもっ
て社会の要求するところとなり，マネジメントの言説が大企業の組織的考察か
らスタートするのもかかる時代背景によると見てよいであろう．
第 2 として，産業社会における個は，大企業などに所属し，地位と機能の付与
によって，市民性をも具現する点である．草の根的次元からするならば，A・ト
クヴィルの観察したタウンミーティングに比すべき機能であり，政治的安定性
に資する役割として把握可能であろう．すなわち，組織への帰属により，市民
としての自覚や，そこに生ずる多元的で自由な個によるコミュニティの調和的
発展によって，大衆の絶望への防潮堤の役割を果たすとも期待されうる．
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れているのに，今もって一驚を禁じえないリアリティがある．ただし，アメリ
カ産業社会を全体主義との対抗関係において理解し，自由にして機能する社会
の原型とするのは可能であるとしても，そのことのみでは，大企業を中核とし
たドラッカーの視座の変遷を説明する要因としては十分とは言えない．なぜな
ら，社会を構成する組織とは企業のみではなく，政府，自治体，軍，教会，大学
など枚挙にいとまがなく，しかもそれぞれが社会的機関として枢要な役割を果
たしているのは論を待たないためである．むろん第二次大戦中をもって物財の
供給において企業が刮目すべき貢献をなしたのは事実であろう．しかし，総力
戦として遂行された第二次大戦において，物財や経済要因もまた全体から見れ
ば局所としての機能に過ぎず，なぜドラッカーの全面的期待として付託された
か，何かに取り憑かれるように企業のマネジメントへと導かれていったのかと
いう問いには十分に応えられていない．
次にアメリカ産業社会と企業を主題に考察を進めていきたい．

2. アメリカ革命の省察

第 3 として，組織における社会的機能の獲得により，個は社会的存在として，
あるいは実存としての合理へのルートを手にし，世界への意味性獲得を可能に
する点がある．企業における生産的協働や創造を通して，生の意味をも手にし

ドラッカーは 2002 年，G・ブッシュ（George Bush）政権で「自由のメダル」
（the Presidential Medal of Freedom）を授与された一人である．マネジメン

うるとの理路を看取可能である．
上記の 3 点は，経済的条件，政治的条件，社会的条件と見なしうるであろう
が，同様の見取り図を産業社会に対して期待する中にも，企業を経済的機能の
遂行機関に限定する見方にドラッカーは当初よりくみしなかった点を看取する
ことは困難ではない．ドラッカーの理解によるならば，企業を総合的な個と社

トによる貢献だけでなく，アメリカ政治社会の領域においても，背面から自覚
的に一つの潮流の主唱者としてなされた貢献と評価するならば，巨大な達成で
あった可能性がある．アメリカに渡った 1937 年よりおそらく以前から，政治思
想的にもアメリカ革命や建国期への関心をもち続けてきたドラッカーにあっ
ては，『産業人の未来』をはじめとする著作や論文の中でも，アメリカ政治社会

会の担い手としてとらえる見方は，企業を社会的機関（social institution）とす
る視座によって支えられており，その後のマネジメントの言説における台座を

の省察は細心の慎重さをもって取り扱われる主題の一つと見なしてよく，その
解釈にあってはアメリカの原点である建国期から，連邦主義や自由の理念に対

供してもいる．かかる橋頭保から，マネジメントの言説をはじめ，その派生領
域をなす実践アプローチへのダイナミックな展開をも視程に収めうる．ドラッ
カーは第二次大戦の帰趨の不明瞭な中にあって，アメリカ産業社会に対して，
全体主義の破壊的行き詰まりを打開する役割とともに，大戦後における指導的
な役割に期待を寄せてもいる（10）．

し，陰鬱なヨーロッパ的視座との鋭いコントラストにおいて本質をつかみ取ろ
うとした知的野心をも窺えよう．
アメリカ政治社会への実見と解釈は，同様の観点に立つならば，自由にして
機能する社会を回復する最も有望な選択肢として，あるいは第二次大戦後を領
導する実践体系としてのマネジメントへの視座上の転轍点をなしている．とり
わけ『産業人の未来』ほど，アメリカ社会への見方を豊かに示し，マネジメント

ナチズムの本質が，西洋文明に共通する問題，すなわち来るべき産業社会
にかかわる問題を解決しようとする試みの一つであり，ナチズムが基盤とし

の基底的認識への寄与をなしたものはない．
ただし，マネジメント研究の中でも，
『産業人の未来』は政治社会の観察系譜

ている原理がドイツに限定されるものではないことを認識しないかぎり，何
のために戦い，何を敵として戦うかさえわからないことになる．

として受け取られる傾向が強く，経営学の観点からの参照頻度は高いとは言え
ない．しかし，『産業人の未来』においてこそ，大企業に対してドラッカーが寄
せる文明史的期待が明瞭に表出されており，わけても歴史における偉大な達成
であるアメリカ独立革命が主たるモティーフとして垣間見られる．近代革命の

上記引用を見る限りで，生々しい政治感覚に裏打ちされている点は容易に看
取可能であるが，同様の理路をたどっていくにあたり，一市民から発せられた
アメリカへの戦略指示書ともとれるほどに克明かつ詳細に次なる指針が述べら

主たるパラダイムをイデオロギー的に図式化するマルクス主義の呪縛から距離
を置き，かえって透視し，アメリカ社会のもつ潜在性と可能性が指し示されて
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いる．
同様の点においてドラッカーの言説に隠された主題があるとすれば，脱イデ
オロギーを挙げるのにいかなる困難も認めえないであろう．ドラッカーは自ら
呼ぶところの社会生態学を知的アプローチとして採用し，その主眼は，現実か
ら看取された像のほうが頭脳の中で捏造された知的体系よりも存在論的に先立
つとの認識によって一貫しており，イデオロギーそのものを言論の根拠としな
い点において終始変位しなかった．
同様の観点に立つならば，
『産業人の未来』はドラッカーが看取したアメリ
カ社会への驚きの感情がいたるところに見られる．同書の前半は産業社会につ
いての論述からなる一方で，後半にいたってはアメリカ政治社会についての議
論へとシフトし，第 7 章「ルソーからヒトラーへ」
（from Rousseau to Hitler），
第 8 章「保守反革命」
（conservative counterrevolution）にいたっては，脱ナチ
ス，脱マルクス主義，すなわちイデオロギー批判の主張が一貫してなされ，い
ずれも偽りの革命である点が指弾されている．一方で，アメリカ革命は保守主
義による正統な革命であったとの見解が呈されている（11）．上記の解釈もまた，
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上記はまさしくドラッカーがヨーロッパで実見したイデオロギーの暴威の根
因をなす理路であって，理性主義の精華として理解されうる革命であり，しか
も最強であって最も恐るべきものとして認識されている．革命の最終目的は，
一元主義的理性と意志の徹底に置かれ，現実的には第三帝国やソ連の創設とそ
れらに続く暴力的独裁として理解された点に注目しておきたい．同様の観察結
果はフランス革命においても重要な目標として掲げられ，アメリカ革命に対し
て積極的意味をもったというよりも，むしろ対蹠的な運動形態をとっていたと
ドラッカーは述べる．ドラッカーの理解によれば，アメリカ革命とフランス革
命は，双方の展開過程において，こと政治的自由や個をめぐる諸点においては
完全に対極の理念とアプローチを掲げたとする．
アメリカ革命における中心的契機としてドラッカーが着目するのは保守反革
命である．ドラッカーの理解に従うならば，アメリカ革命の理念は，理性主義
のリベラルと啓蒙思想の専制に対する，自由をめぐる闘争であった．すなわち，
フランス革命における指導的原理に対する革命であるが，さらに保守主義の政
治手法が採用されたために，保守反革命と称される（14）．ドラッカーがアメリカ

アメリカが自由世界の擁護者として第二次大戦に勝利するとの見通しのもと
に，理念と実践のための見取り図の描出作業に相当するであろう．

の政治社会に関心を寄せる第一の理由は，『産業人の未来』刊行時の 1942 年に
おいてヨーロッパを掌握したナチズムに対し，保守反革命というすぐれて高次

大戦継続中のさなかで同書はアメリカの勝利を宣言し，大戦後の転換を馬を
替える場所（the point where we change horses）と象徴的に表現しており（12），
まさしく『産業人の未来』は新たな時代に必要な新たな政治学の所在を示して
いる．以下では，
『産業人の未来』の主として後半で展開される革命についての

の政治的革命を成し遂げ，自由を擁護したアメリカへの期待があったためであ
ろう．
ドラッカーによれば，保守主義のアプローチによる，理性主義の指導原理に

いくつかの点を吟味し確認するとともに，とりわけアメリカ革命についてのド
ラッカーの提示する議論に着目したい．
ドラッカーの理解によれば，近代以降の革命は本来的に理性主義に依拠して
いる．その点では革命の基本的性格は，一元的に現実社会を一挙に改良可能と
する信憑によって特徴的に保持されるが，同種の革命概念が成立するために
は，啓蒙思想におけるルソーの一般意思に象徴される，正しさを理性によって
把握しうるとの思想が現実的実感を伴い受容される必要があった．かくして近
代革命における理性主義により，正義の筋書きはやがて正義そのものの実現を
可能とする理説として理解される．ドラッカーは上記の要路を「ルソーからヒ
トラーへ」として次のように述べる（13）．
ルソーは革命を説いた．マルクスは革命を予言した．しかしナチズムの指
導者原理はヒトラーに革命を実現させた．政治的に見るとき，ヒトラーの
ファシズム全体主義こそ最強であって最も恐るべきものである．これこそま
さに，人間は完全であり，完全たりうるとの絶対主義の前提から導かれうる
形而上的，政治的結論のうち最も徹底したものである．

対抗する反革命とは，それ自体が比類のない，イノベーティヴな政治手法が歴
史に出現したことを意味し，その限りにおいてアメリカが卓越した反革命主体
としてナチズムに抗すべきとする，
『産業人の未来』におけるドラッカーの政
治的含意を読み取りうる．
他方，自由と保守主義に理念的視座を置くドラッカーとしては，フランス革
命や国家社会主義革命は，かえって虚偽の革命として理解されている．フラン
ス革命の勃発を目にして，保守主義の立場から反革命の論陣をイギリスで張っ
た E・バークを自らの思想的先達の一人に数える事実からも明らかであるが，
反対に，一般には革命としての評価を受けることのないアメリカ革命こそが，
保守反革命の範例としてとらえられている．ドラッカーの指摘によれば，保守
反革命の理念は，「過去の復活を行いもしなかったし，行おうともしなかった．
過去を理想化することをしなかった．現在についても幻想を抱くことをしな
（15）
．かかる言に従えば，保守反革命の目標とは，過去，現在，未来いず
かった」
れも矛盾した要請に応える困難な課題を伴うが，理性による絶対化を経た未来
創設の課題に挫折したフランス革命と，高邁な理念を掲げつつ現実の漸進的改
良を志すアメリカ革命との間に妥協不能な鋭いコントラストを見出している．
前者の原理的説明として，青写真や万能薬（blueprints and panaceas）を挙げ，
青写真や万能薬によって事前に入手しうる設計図通りの社会の創設が専制に
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堕した理由であり，圧政からの解放どころか，人間の力を超えた理性による新
たな凄惨な暴威を引き受ける結果となったとする（16）．後の国家社会主義革命の
暴力主義のプロセスを予示したものとされ，ドラッカーは M・ロベスピエール
（Maximilien de Robespierre）からヒトラーへの直線を引き，1942 年現在の消
息を次のように説明している（17）．
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る社会を建設するうえでの最高の範例を示したのであり，歴史的に培われた経
験や知識をアメリカという新世界に適用した，卓越した保守主義的実践の範示
でもあった．引用中にもあるように，彼らの政治的叡智は人間の不完全さ，理
性主義への不信に基づいていたが，周知のように，連邦主義，権力分立，勢力均
衡の原則における新しい政治的構成によってそれらは示されている．
ドラッカーのアメリカ革命の解釈は，産業社会にとっての祖型を明確化した

われわれは，未来の社会のための詳細な計画を書くことはもちろん，小規
模の模型をつくることさえできない．われわれにできることは，新しい社会
制度にかかわる提案のすべてについて，自由にして機能する社会に必要な最
小限度の基準を満たしているかを判断するために厳格な審査を行っていくこ
とだけである．

だけでなく，マネジメントへの体系化において基礎を整えたと見ることも不可
能ではない．ドラッカーはわけても 1942 年時点で第二次大戦へのアメリカ参
戦と連合軍の勝利を予期し，大戦後に存続可能な保守反革命を産業社会とマネ
ジメントの酵母のごときものと見なしている．むろん反革命とは，フランス革
命やロシア革命，国家社会主義革命のようなイデオロギーや全体主義による革

上記引用にあるように，青写真をもって未来社会を計画的に建設しようとの

命ではなく，自由の防護を主題とする躍動する保守主義による漸進主義的かつ
非暴力的な革命である．

革命は挫折を余儀なくされるとのドラッカーの見解は，反対に言うならば，理
念を掲げつつも現実に足場を据えた日々の実践によらずしてわれわれは自由に
して機能する社会を手にしえないとの言明でもあろう．ドラッカーによれば，
ナチズムであれマルクス主義であれ，一元的な権力を糾合して一気に最終解決
を試みるのは，結局のところ圧政と抑圧にいたらざるをえず，その本質はヨー
ロッパで見据えたナチズムに危険な脅威として表れていたとする．
『経済人の

ドラッカーの理解によれば，いかなる社会も個による理念との致命的懸隔が
極限に達するならば，全体主義の暴威に取り憑かれうるのであり，大戦後のア
メリカによる自由主義的レジームが予見されるなかにおいても，来るべき革命
が切実でなかったはずはない．ドラッカーは産業社会を考察する中で，自由と
機能を領導する具体的形態を企業の中に見出していくが，表現を変えるなら

終わり』で考察される大衆の絶望は，それ自体が大衆という巨大な社会的諸力
から生み出されるゆえに，それらを経由した破壊の規模も同様に甚大たらざる

ば，企業の担い手としての経営陣や経営管理者，そこで働く人々が，主たる未
来の反革命の担い手たりうることをドラッカーが期待していなかったとは考え
にくい．いずれにしても，企業が自由にして機能する社会の機動性の高い主体

をえない．
対して，アメリカの政治社会に目を転ずるならば，ドラッカーは，成功要
因と意義を，建国の父祖たちの叡智に見出していた．G・ワシントン（George
Washington）
，B・フ ラ ン ク リ ン（Benjamin Franklin），T・ジ ェ フ ァ ソ ン

として，非暴力的に第二次大戦後の反革命を有効に自己展開していった中に，
ドラッカーにあっての反全体主義及び自由の原理がマネジメントに内在する政
治的枠組みの探求として認識されていた点を示している．マネジメントなどの
応用領域として連接展開するイノベーション論やマーケティング論などを振り

（Thomas Jefferson）
，J・マ デ ィ ソ ン（James Madison, Jr.），A・ハ ミ ル ト ン
（Alexander Hamilton）
，J・アダムズ（John Adams）などの建国の父祖たちの
現実主義は，フランス革命の理性主義的急進主義との対照において，保守主義
的叡智の表出として積極的に評価されている．ドラッカーは青写真や万能薬に
よることのない現実主義を次のように評価している（18）．

返ってみるならば，保守反革命のフレームワークにも正確に適合するのに気づ
かされる．ドラッカーのイノベーション論は，変革のマネジメントにおける中
心的位置を占めているが，アメリカ革命についての議論を見るならば，その枠
組みの中に帰属する構造を自ずと要請している．しかも，実質的に革命につい

それは人間の不完全さに対処するための政治的な方法である．それは単
に，人間は未来を予見することはできないとするだけである．人間は未来を

ての見解は，自由概念や，保守主義からのインスピレーションによっており，
その形成はやはりアメリカ政治のイメージに淵源をもつ点は指摘されるべきで
あろう．
上記の企図が，第 3 作『企業とは何か』の示導動機となった点は既に指摘した

知りえない．人間が理解することができるのは，年月をかけた今日ここにあ
る現実の社会だけである．したがって人間は，理想の社会ではなく，現実の
社会と政治を自らの社会的，政治的行動の基盤としなければならない．

ところであるが，その産業社会観を大幅に具体化し，さらにマネジメントへの
進路を明確に定める『産業人の未来』から『企業とは何か』にいたる主題の展開
を次節における検討課題としたい．

ドラッカーの理解に従えば，建国の父祖たちの叡智とは，自由にして機能す
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3. 産業社会の中心機関と GM
では，社会的機関としての企業が上記の観点から妥当性を保持するために，
ドラッカーが取り上げた課題とはいかなるものであったのか．第 3 作『企業と
は何か』
（1946 年）では GM の内部調査を経て，マネジメント上の基本的な諸課
題を現実社会の中で理解し，率直な省察を世に問うことになるのだが，そこで
展開されるテーマが可能態としての戦後における産業社会と企業の社会的役割
を具現化するうえでの要路を雄弁に語っている．
『企業とは何か』による所説
に即して見ていくならば，自由と機能を伴う組織的協働，わけても経営陣や事
業部制における部門長などとの対話や観察を彼なりに再構成した試みに依拠し
ている．
ジャーナリスト，あるいは評論家としての実務上の経歴に加え，コンサルタ
ントとして企業内部に入り，課題の探索と解決への助言を与える役割は事実
上 GM の実見と経験からスタートしている．クレアモント大学院大学でドラッ
カーとの学術的交流をもった W・コーエンによれば，ドラッカーはマッキン
ゼー＆カンパニー（McKinsey & Company）の M・バウアー（Marvin Bower）
と第二次大戦中政府関係の業務に就いていた折りに知遇を得て，企業活動の助
言を主業務とするプロフェッショナルの必要性について問われ，経営コンサル
タント（management consultant）の概念についての触発と刺戟を得たと記し
ている（19）．
事実，GM という大企業が，内部でダイナミックかつ発展的に意思決定を行
う様子や，多元的な事業部の特性を最大化するためのアプローチ，昇進の決定
など，後のマネジメント関連の著作でも詳細に検討されるトピックの萌芽的形
態をいくつも見出しうる．いずれもが，産業社会における中枢的機関としての
企業の発展条件への考察に依拠しており，組織という関係性の中でなされる自
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会的な地位と機能を与えなければならない．そして，彼らを社会の目的の実
現のために参画させなければならない．彼ら一人ひとりの目標，行為，欲求，
理念に対し，社会的な意味づけを与えなければならない．しかも同時に，彼
らの働く組織とその目標に，一人ひとりの人間にとっての意味づけを与えな
ければならない．
第 2 に，産業組織すなわち企業内の権力の正統性を確実なものとしなければ
ならない．その権力は，社会的，政治的権力のための正統な基盤として認めら
れる倫理的理念から導き出さなければならない．しかも，その権力が現実化さ
れる組織を，社会の基本的な目的に合致したものにしなければならない．
上記引用には，ドラッカーの理解する社会，組織，個の有効性の条件が示さ
れている．社会というマクロな成立条件が，企業さらには個というミクロの
視点まで，類比的条件の貫徹によって看取しうる．産業組織，すなわち企業に
あっては，個に対して地位（status）と機能（function）の同時的追求が，理念に
いたる合理のルートを個に与え，つまるところ大衆の絶望からの防護壁を供し
うると見ている．地位とは個を社会との関係で意味あるものとし，機能は経済
的関係における生産性をも供するであろう．地位と機能とは，一例として GM
における職長を見るならば，工場を預かる長としての社会的な責任を保持しな
がら，同時に，工場における生産運営上のリーダーとしての経済的機能の遂行
が 2 つの要因を説明するであろう．反対に言うならば，地位のみ付与されてい
かなる機能も果たさなかったり，逆であったりというのは，社会ないし組織と
個の間に致命的齟齬を呼び起こし，合理の喪失につながる危険を意味する．す
なわち，地位と機能の両方が同時的作動による緊張関係において個は社会にお
いて意味ある市民的主体たりうる．
同時に，地位と機能に加え，第 3 に挙げられている正統性（legitimacy）とは，

由と責任の行使あるいは創造的行為としてとらえられている．
ドラッカーの企業観を産業社会の枠組みにおいて検討した場合，基本的には
経済的側面，政治的側面，社会的側面からの三位一体的局面のそれぞれを作り
上げる機関として作用している．3 要件を同時的に希求する自由にして機能す
る社会の展望は，「すべてが新しい社会には新たな政治学が必要である」とす
るトクヴィル的視座に通ずるものとして，十分な有意性を兼ね備えている（20）．
かかる 3 要件は，産業社会における企業にとどまらず，企業と個との関係に
もほぼ並行的に妥当する面がある．企業と個との関係で見るならば，ドラッ

社会的な理念に照らして受容可能とする政治的要件を意味する．例えば，地位
と機能が十分に作用したとしても，実質的な活動内容が社会の理念と乖離して
いる，すなわち自由社会の理念と致命的乖離を示す奴隷労働や人種差別的待遇
など反社会的目的や手段，もしくは積極的に社会を損う性質の行動ならば，市

カーによる以下の引用は，移項された縮図的形態とも見ることができ，一定の
視座のもとに，産業社会，企業，個の関係を貫く基底をなす企図をも看取可能
であろう（21）．

て求めている．とりもなおさず，実存的真空を生ぜしめない本来の企図に照ら
して見るならば，企業の中に地位と機能を担う市民相互の協働の場としての
みでなく，自由そのものの担い手を見ており，ヨーロッパを襲った国家権力の

第 1 に，それは，産業組織すなわち企業に働く一人ひとりの人間に対し，社

暴威化，さらには市民性の剥奪と全体主義の傾向を，複数の側面から同時的
に阻止していこうとの思惑をも看取しうる．かくして企業をして個と社会の

民性の創出に寄与せず，あるいは秩序形成への破壊的要因を内包し，政治的正
統性に反するであろう．
上記の 3 要因は，いずれも協働的行為として個を結び合わせるなかで作用す
るものであり，絶えざる力動性の中で 3 要因の具現をドラッカーは企業に対し
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理念的媒介とし，同時に自由の創生主体とした，代表的機関（representative
institution）との理路は理解可能となるであろう．経営幹部のみでなく，組織階
層にかかわることなく組織全体において妥当するものであり，中間管理職，従
業員，顧客なども，自由と市民性の成熟した担い手たることが期待されている．
かくしてドラッカーは複数の観点から，産業社会の枢要な機関として企業を再
定式化したとしてよい．
かかる観察と省察にあたり，ドラッカーはとりわけ企業組織の上層をなす経
営陣を重く見ている．いわゆるトップマネジメントであるが，産業社会におけ
る代表的人間像を具現する責任階級を構成し，いわゆる産業人の理念を実践す
るリーダーであるだけに，ドラッカーの関心を一層強く惹いたのは確かと言え
よう．トップマネジメントの観察が，ドラッカーによるマネジメントにかかる
一連の言説の直接的契機をなすのも事実であり，マネジメントの詳細を展開し
た『現代の経営』
（1954 年）において，機能のみでなく，経営陣を構成する人々
が組織全体の価値観や理念を代表する存在として論及される点からも理解可能
である．自由という理念の守り手として，あるいは全体主義からの防護主体と
しての企業への期待とマネジメントとの根底的な融合を明瞭に見出しうるであ
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生産的な要員とした点が強調されている（22）．ドレイシュタットの貢献として，
万人に平等の尊厳を認め，働く人としての権利とともに，生に意味性を付与し
た点に止目しており，先の企業組織と個との要件に着目するならば，経済的，
社会的，政治的な地位と機能を付与しえた点が高く評価されている．アメリカ
の自由にして機能する社会，あるいはいかなる出自や人種，学歴であろうとも
差別されることなく，固有の力をもって一級市民たるべきとの理念が重なり
合っている点にも気づかされる．
ただし，
『企業とは何か』におけるスローンへの立論は，それ自体，自由にし
て機能する社会の実践を考察する点において説得力ある議論を内包するが，同
時に，スローンや経営陣が，ドラッカーの言説に一貫して見られる社会性の要
因を受容しえず，意識的に看過したともされている．坂本和一によるならば，
ドラッカーを納得させなかった要因の一つとして，GM の経営陣の成功の背後
に潜む盲点に属する事柄として指摘されており，GM の後の経営破綻にもつな

ろう．
『企業とは何か』のみならず，
『傍観者の時代』など他の複数の文献でも特筆

がりうる過誤であったと指摘する向きもないではない（23）．もしかりに社会的責
任を GM が正面から取り上げたとしたならば，2000 年代の決定的な GM の経営
不振はいささか異なるなりゆきであった可能性についても坂本は論及してい
る（24）．
ドラッカーの理解するところによれば，産業組織における企業がいまだ全体

されるのは，GM の CEO であった A・スローン（Alfred Sloan）についての記述
である．ドラッカーはスローンと個人としても交流をもち，人柄や品性高潔，
紳士性をも高く評価しており，同時にマネジメント実践における先駆をなす一
人として見ている．スローンに市民的な自由と責任，機能のみでなく，人格的
アイデンティティの所在までをも見出そうとしている一例として，
『傍観者の

主義の防護と自由の担い手として成熟した段階にはいたっていないばかりか，
漸進的に 3 要件を追求していく過渡的状態にあると認識した点も注意を要す
る．同様の観点に立つならば，企業は産業社会における中心機関としての資格
を備えながらも，自ら新たな政治学の担い手との理解にいたらず，また十分に
受容されてもいなかった点が指摘されている（25）．ドラッカーによれば，同様の

時代』において，スローンについて一章を割き，風貌から話し方，礼儀正しさ，
廉直さなどを驚くほどの詳細な点にいたるまでの素描がある．スローンという
人間の内面的規範にいたる要因までをも解釈するとき，有能さや，実践能力と

点は，GM の CEO スローンにおいて象徴的に看取しえ，企業とは物財やサービ
スの生産，すなわち経済的機能を通して社会に貢献すべき存在であり，それ以
上の次元における責任付与を越権として，その受容は企業人としての誠実さに

ともに，自由を尊重する市民的な範型としても経営者を見出した事実をそこに
認めうる．
同書では企業が人間主義的組織であることがいくたびも強調されており，
その描出方法は精細かつ奥行きを伴う．GM とのかかわりを深めるなかで，ド
ラッカーが『傍観者の時代』で特筆する例として，キャデラック事業部長で

もとる行為と認識されたと記述されている（26）．

あったという N・ドレイシュタット（Nicholas Dreystadt）がおり，その名は
『マネジメント』でも引証されている．ドラッカーの描くドレイシュタットは，
ドイツ出身の修理工から身を起こし，学歴はないながらも，GM 幹部に昇進し
たとして言及されるばかりでなく，企業を人間組織として認識し，身をもって
実践した人物として着目されている．ドラッカーの記述するところによるなら
ば，ドレイシュタットは，大戦中のデトロイトにおける戦時生産にあって，出
征による成人男性不足を背景に，有色人種の女性を大量に登用し，教育を行い，

スローンにとっては，そのようなことは，プロならざる行為だったのであ
る．彼は私に言った．
「それはあたかも，盲腸の摘出のしかたを医学生に見せ
るために健康な盲腸を摘出するようなものである」
．したがって，スローンに
とっては，社会的責任なるものはプロならざるよりも悪いことだった．それ
は無責任であって，権力の濫用ともいうべきものだった．
上記はスローンをはじめとする経営陣の認識的始原に遡って見られる，企業
観の根本問題ともとらえることが可能であろう．ドラッカーの著作の原題であ
る Concept of the Corporation，すなわち企業に伴うコンセプトにかかわる基
底的な問題圏を形成するばかりでなく，企業を経済的・産業的次元でのみ見る
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か，社会的・政治的次元をも複層的に要請する機関として見るかとの同書の執
筆動機を構成する課題にかかわりをもつ．その課題はスローンの企業観と違背
し，しかも基底的認識において異なる点を特筆している．確かにスローンは，

から自由と機能の担い手をそこに見ていたためにほかならないためである．
他方で，企業が第二次大戦の巨大軍需生産を支持する側にあったとしても，
無条件に唯一の主導的担い手とは当初より見なされなかったのも確かである．

個としては品性高潔な紳士として，有色人種や清掃人など，属性による差別を
一切許すことなく，あるいは教育機関への支援をはじめとする社会的貢献に
も高い認識を保持していた（27）．しかしながら，企業に期待される社会的，政治
的要請について，スローン自身が受容しえなかったのは，当時にあってアメリ

もちろん，企業が経済的主体として，1940 年代の西側諸国はもとより，敗戦
国たる日本をはじめとする国々への支援においても巨大な役割を演じたのは否
めない．あるいは，産業組織を推進する内在的要因としても，産業経済全般を

カを代表する企業としての GM において，企業経営者の自覚の欠如というより
も，産業社会における一般的な認識の反映と見るほうが自然であろう．
ただし，ドラッカーにあって産業社会における企業の正統性は種々の複数の
次元の緊張関係の中で獲得していく点が期待されている．かかる企業理解に決
定的な影響を与えたものの一つとして，アメリカ建国の父祖による連邦主義を
見出すのは不自然ではないであろう．連邦主義の機能は，民衆の自治と政治参
加という観点からドラッカーは積極的に評価するとともに，特に GM における
事業部制としての制度的応用を認め，議論の対象としている．GM の事業部制
は，一例としてシボレー事業部のごとき巨大組織であろうとも，基本的には水
平型の組織形態によっており，タウンシップと自治，市民参加のごとき形態で，
全体の企業理念の柔軟な堅持を志向する点に目をとめている．連邦主義は，理
念を掲げながらもそれを一挙に実現するのではなく，漸進的かつ多元的に実現
を志す永遠の過程としてとらえられる．上記の評価は，アメリカ産業社会に宿
る理念と現実を承認すると同時に，多元性と自由，責任への期待をも表明して
いる．
しかしながら，GM のトップマネジメントとしては，企業が社会的次元にお
いても，すなわち個の実存や自由，社会や正統性とのかかわりにおいて成立し
うる機縁から自覚されることはなかったと理解されている（28）．
スローンは，プロのマネジメントとして権限を求めたが，プロとしての責任
も負っていた．彼は，その権限をプロとしてのマネジメントの領域に限定し，
他の領域では責任をもつことを拒否したのである．スローンが『企業とは何か』
を認めなかったのもそのためだった．上記の社会的責任の概念は企業に本来的
に要求された責任領域を踏み越えるものであって，過剰な責任が経営者として
の権限を越えるとして，不誠実であり，無責任であるとしたスローンの責任観
の表出と背馳している．
現在にいたるも企業の社会的責任に伴う多義的な課題への継承を看取しうる
が，ドラッカーの観点に立つならば，スローンの所説が実情の危機を踏まえざ
る狭隘と映ったのは確かであろう．それというのも，『企業とは何か』以前に示
された『経済人の終わり』
『産業人の未来』で示された要路を踏まえるならば，
まずもって産業社会の第一集団たる企業組織からスタートし，経営権の社会
的・政治的責任の探索を基礎作業としたのも，全体主義との鋭いコントラスト

担いうる社会的機関として企業が決定的な役割を果たしたのは事実としてある
としても，アメリカ社会に根付く歴史的な社会的諸力へもドラッカーは止目し
ている（29）．
アメリカでは，新しくやってきた者は，ロータリークラブ，商業会議所，教
会の教区に入る．今日，それらアメリカのボランティア組織こそ，おそらく
世界中で最も反全体主義的な存在となっている．
上記に見られる基本的な図式は，経済対社会という単純なものではなく，
ロータリークラブや，商業会議所，教会などの純粋な社会的契機を内包しつつ，
自由にして機能する社会の担い手として，同時に全体主義への防波堤として想
定されていた事実である．企業以外の多元的成り立ちを伴う組織は，経済や産
業上の機能を時にほしいままにする傾向をもつ企業における適切な監視者とな
り，第二次大戦後の高度化する産業状況の中で，環境問題や，大規模資本によ
る発展途上国の労働収奪などへの異議申し立ての代弁者たりうる．『産業人の
未来』刊行時点で，本質的に企業やその他の非営利組織をめぐる自由と機能，
正統性の課題が，産業社会成立可能性への視座に定位していた点は明らかであ
ろう．最後に，本章を締めくくるにあたり，『産業人の未来』
『企業とは何か』で
示された，産業社会と企業に対する持続的関心について，3 点を指摘しておき
たい．
第 1 に，ドラッカーの産業社会観は，ヨーロッパで見たナチズムへの抵抗の
側面との鋭いコントラストを形成する概念構成がなされており，企業活動に携
わるトップマネジメント以下の倫理観をも含む体系的な自由と機能を具現する
諸力による全体主義への強力なプロテストを意味してもいた．また，連邦制と
の類似を示す事業部制に見られるように，企業のイメージ自体が保守反革命の
ヴィジョンによって担保されてもいる．
第 2 に，アメリカ産業社会及び企業に対する関心は，社会を構成する自由な
個の協働から生ずる経済的，社会的，政治的次元からの複層的責任を要請する
ものであり，第二次大戦後の自由にして機能する産業社会を建設していく躍動
する保守主義の駆動力としての含意を保持している．
第 3 に，ドラッカーが産業社会における主要な担い手をとらえる一般的な枠
組みは，産業化を推し進める時代にあって第一集団としての企業に集約的に見
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られるものの，他方で企業への一元的全体化への危惧から，本来多元性が理想
であり，
『産業人の未来』の時点で，アメリカ社会の根をなすロータリークラブ
や教会などの組織もまた，自由にして機能する社会の苗床を醸成する要因とし
て重視されていた．
上記いずれも，赤黒のハーケンクロイツ旗の随処にはためくヨーロッパを
生々しくその目に収めてきたドラッカーからするならば，アメリカ移住以降の
所説は，まずもってアメリカ及び戦後世界の全体主義からの防護と，そのため
の条件探索に充てられなければならなかったのは十分に承認可能な要路として
よい．自由と機能，正統性など，全体主義的諸力に抗しつつ，しかも自由の価値
を推進する足場を措定しえなければ，課題の十全な検知は不可能となる．また，
自由の担い手としての企業を中心とする産業社会の枢要な機関をまず社会に
おける投錨点として保持することで，かえって，多元性に基づくその他の多様
な市民活動のもつ役割をも理解可能となってくる．かかる総合的な視座のもと
に，産業社会と企業への視座が形成されていった点は再度強調に値する．かく
してドラッカーの基本的視座は，第二次大戦後においてマネジメントの言説形
成に着実な展開を見ることになる．
【注】
（1）Drucker, Adventures of a Bystander, HarperCollins, 1978, p. 256 .
（2）K. ポラニー／野口建彦・栖原学訳『［新訳］大転換』東洋経済新報社，2009 年，x 頁．
（3）W. Churchill, Review of“The End of Economic Man,”published in Times Literary Supplement on
27 May 1939.
（4）A. M. Kantrow,“Why Read Peter Drucker?”Harvard Business Review, Jan,-Feb., 1980 , p. 79 .
（5）J. E. Flaherty, Peter Drucker：Shaping the Managerial Mind, Jossey-Bass, 1999 , pp. 30 - 31 .
（6）A. トクヴィル／松本礼二訳（2005）
『アメリカのデモクラシー』岩波文庫 第一巻（上）
，27 頁．
（7）Drucker, The Ecological Vision, Transaction, 1992, p. 426.
（8）Drucker, The Future of Industrial Man, John Day, 1942, pp. 31 - 32 .
（9）ibid., p. 13.
（10）ibid., p. 23.
（11）ibid., p. 156.
（12）ibid., p. 17.
（13）ibid., p. 151.
（14）ibid., p. 156.
（15）ibid., p. 180.
（16）ibid., p. 181.
（17）ibid., p. 145.
（18）ibid., p. 185
（19）W. A. Cohen, Peter Drucker on Consulting： How to Apply Drucker’s Pronciples for Business
Success, LID., 2016, pp. 72-73.
（20）トクヴィル（2005）第一巻（上），16 頁．
（21）Drucker（1942）, p. 192.
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聘研究員，明治大学サービス創新研究所客員研究員，エッセンシャル・マネジメ
ント・スクール（EMS）公認ファシリテーター等．著書に，『P・F・ドラッカー
― マネジメント思想の源流と展望』
（文眞堂），『ドラッカー入門 新版』
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ル，オスカー・ココシュカ，アーノルド・シェーンベルクなどの著名な芸術家
やヴィトゲンシュタイン，ジョゼフ・シュンペーター，カール・ポパーなどの
偉大な思想家たちが集っていた．幼少のころ，ドラッカーはウィーンのベルエ

The Unfinished Legacy of Peter Drucker

ウィンフリード・ウェーバー
Winfried Weber

（ドイツ・ドラッカー協会代表，マンハイム大学）

冷戦後の 1995 年の論文「民主主義は平和を勝ち取りうるか」で，ドラッカー
は，政治的な自由と民主主義は経済的な発展に続いて起こると歴史は教えてい
るが，しかし人権が保障されなければ，経済的な発展は長くは続かないと指摘
している．
ドラッカーによれば，現代社会は組織社会であり，そこではマネジメントが
重要な役割を果たしている．民主主義の発展は組織の中に映し出されている．
『ネクスト・ソサエティ』
（2002 年）では，ネクスト・ソサエティは知識社会で
あり，組織のあり方も変わると述べている．知識労働者の自律性と自律的な組
織がなければ，組織は複雑な事態に対応することができなくなる．一方，社会
的な価値に基づく効率的な組織において，毎日の意思決定が分散化されていれ
ば，経済危機のたびに常に危うくなる民主主義の強固で決定的な支えとなる．
このように，ドラッカーのマネジメント理論は，経済的なアプローチをはる
かに越えている．マネジメントは社会的な機能を有し，それはリベラル・アー
ツである．マネジメントは人と社会的責任に関わることである．リベラル・
アーツを学んだマネジャーは，全体主義の台頭に抗する，最も重要な一例であ
る．
1939 年初頭の書『経済人の終わり』で，ドラッカーは，全体主義が経済合理
性と発展に自信を喪失した社会現象と分析した最初の作者の一人であった．
「近代においては，社会とは合理的たりうる，秩序を保てるもの，制御可能なも
の，理解されうるもの，との信念が中心にあった．
」
ヨーロッパでのファシズム，ドイツでのナチズム，ソ連でのスターリニズム
に伴う悲劇は政治への信頼が失われ，市民が疎外されたことの結果である．こ
の乱気流の時代に，希望は失望にとって代わられ，魔術による合理，熱気を孕
み恐怖に襲われるような血に飢えた暴力の信念が台頭した．英雄人がキリスト
教人に取って代わった．自由と平等を互いに強め合うことはなくなった．それ
は，大衆誘導と政治的なヒステリーを志向する土壌となった．

社会機能としてのマネジメント
ドラッカーは自分が何を話そうとしているのかわかっていた．彼は，独特の
ネットワークをもっている，知的刺激にあふれたウィーンの家庭に育った．彼
の家族のネットワークのサロンには，エリアス・カネッティ，ロベルト・ムージ

ポックの崩壊を目撃し，次いでロンドンやアメリカ亡命時には全体主義の崩壊
を目撃した．
マネジメントの機能は，とりわけ，個人を鼓舞し，生涯に亘る学習を鼓舞す
る機能であるとするドラッカーのアプローチは，彼の教師であったゲーニアと
ヘルマン・シュヴァルツヴァルトに早い頃から受けた影響に見て取ることがで
きる．このウィーンの夫婦は，世紀末のころ，「シュヴァルツヴァルト学校」と
いう革新的な学校と教育機関を創設していた．
同夫妻は生徒に自分の強みに集中することを奨励した．潜在能力を超えて成
長することを望んだ．今日いうところの「サポートとチャレンジ」である．ゲー
ニアとヘムはかつてドラッカーの母キャロラインの教師であった．思春期のド
ラッカーは，ヘムの熱意と生徒への明確なフィードバックに感謝していた．ド
ラッカーによれば，明確なフィードバックはマネジメントの核心的な仕事の一
つでなくてはならない．ヘムは生徒であるピーターにこう言った：
「私は，君が
いつも一人で何でもしようとするところ，そして群れないところに感心してい
た．それがたとえ私たちであっても．
」
ドラッカーが人文主義的教育を受けていたことは，のちにマネジメント理論
の基礎となった．今日われわれが知るところの，教師などのマネジャーは，熱
意，ひらめき，活発な精神をもって，やる気を引き出す．また，彼らは認識に
よってそうした職務を果たそうとするが，それが成功するのは稀である．
ドラッカーによるこのパラダイムシフトによれば，マネジメントは，ソクラ
テス的な観点では，何を学び，何を成すべきかを語るのではなくて，刺激的な
学びの雰囲気と組織的な学びの機会を提供するための学びについて教えること
である．
ドラッカーのこの刺激的な小学校での教育を根源として，ドラッカーは，革
新的なマネジメント・モデルの中核となる部分を作り上げた．
自伝の中で，ドラッカーは次のように指摘している．
「その頃私はニューヨー
ク大学の経営学の教授であった．中年の多くの元役員クラスの人々が私に助言
助力を求めてきた．
（略）私はゲーニアがかつてしたことをそっくりそのまま
した．私は，それぞれの人がしたこととできることが分かった．私は相談者の
話をすべて検証した．そして相談者が役職に就く資格があるか否かについて，
きわめて正直でなくてはならなかった．
」
教師やマネジャーは，
「教えることは天与の才であり，学ぶことは技術であ
る」というソクラテスの洞察のように職務を果たす．人間は，一生学び続ける
よう「プログラム」された，学ぶ生き物である．したがって，学ぶシステムと
しての組織には，変化を促し，組織のメンバーの強みを認識し，サポートする
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リーダーシップが必要である．トップマネジメントレベルが孤独な意思決定を
行う伝統的な階層をもった組織は，この複雑な時代の時流にかなったものとは
もはや言えない．適切で，満足のいく（ハーバート・サイモン）意思決定は知識
組織において，自律的に組織化され，自律した人々によって組織レベルで行わ
れるものである．そこでは，周囲の環境への影響は目に見えるものとなる．ロ
ス・W・アシュビーが既に述べているように，
「多様性を打ち破れるのは多様
性のみである．
」あたかも，チェスに勝った打ち手が，負けた打ち手より多くの
手筋をもっているかのように．内部の多様性が十分に複雑であるときのみ，組
織は周囲の環境による秩序の変化に対応することができる．
このような状況では，エグゼクティブは，もはやスキルをもった者ではなく
て，組織内で知識が共有され，誰もがその使い道を探そうとする組織文化を生
み出した者として見られる（内部での競争が激しい組織文化の下で）．もし知識
が差し留められ，知識組織の中で不適切な構造と報奨に基づいて知識が蓄積し
たり，フィルターをかけられたりするようなことがあれば，この複雑な時代に
おいてそのような組織は長きにわたって生き抜くことはできない．
組織内の社会が幼齢期にあるときは，主として大量生産品で利益を上げてい
る効率的な組織には階層的な組織のコンセプトがあれば十分であった．
ドラッカーのマネジメントの概念はパラダイムシフトであった．ドラッカー
が重要な経済学者やその子弟が提唱したモデルを観察し，述べた次の意見から
もそれは明らかである．
「ケインズや教室にいた聡明な経済学の学生が皆商品
市況の動き方に興味を持っているのに，私は人の行動に興味をもっていたの
だった．
」
ドラッカーはマネジメントの父と多くの人が考えている．ドラッカーの画期
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参考にしている．
かつてはなかったことであるが，企業の成功は，従業員の主権に基づいてい
る．ドラッカーによるまったく新しいマネジメント・モデルが既に機能してい
る．それらは，以下の企業を見るだけでわかる．W.L. Gore & Associates, HCL
Technologies, Morningstar もしくは，Buurtzord または，ドラッカーと彼の教
えを取り入れたトヨタのマネジャーに倣って集団管理や方針管理を取り入れて
いる近代製造業・サービス業の企業のルーツに立ち戻れば済む．中規模で業界
チャンピオンとなっているドイツの企業には，この経営管理の新しいモデルを
試みている例が少なからずある．

政治的機能としてのマネジメント
多くの国で，自由主義と自由な市場経済が民主主義的なプロセスの経済的な
基礎を創出した，今日，全世界人口の 12％が民主主義体制のもとで暮らしてい
る．しかし，民主主義は自律的に続いていく状況にない．
経済危機は絶え間なくやって来るし，民主主義は政治的な軋轢からの攻勢を
受けている．米国の白人中間層の多くが経済の悪化の影響を受けている．今の
中流の生活水準を維持するために，夫婦でフルタイムの共働きを余儀なくされ
ている．子供を大学にやるために，学資ローンを借りざるをえない．ヨーロッ
パも同じ状況である．国によっては，景気の落ち込みはもっと深刻である．そ
うした国々の中には，支配層の中に居場所も自由な市場主義のやり方も見つけ
られない市民層が増加したため，国粋主義グループが台頭しているところもあ
る．
また，ここ何年かのギャラップ調査を見ると，世界は，従業員が，所属する
組織の中にアイデンティティを見出しにくくなるという，従業員のエンゲージ

的著書として有名な 1946 年出版の，ゼネラル・モーターズとアルフレッド・ス
ローンと中間管理職との対話に基づく考察をもとにした，
『企業とは何か』で
あるが，ドラッカーは，ここであぶはち取らずに終わった．当時のベニントン・
カレッジの同僚や学長のルイス・ジョーンズはドラッカーを称えると同時に，
警告も発した：
「君は，経済学者かもしくは政治学者として，とても有望な業績

メントの危機的状況にも直面している．多くの市民層が経済が ― その外観に
反して ― 変化していて，経済が社会的な責任を果たす方向ではなく，むしろ
社会的責任を回避する方向に向かっているという印象をもっている．先進工業
国の多くの地域で，教育を受けた人々と労働者または中間層の一部との間に格

を重ねている．企業を政治的で社会的な機関と位置付けるこの本は，どちらの
領域においても君を傷つけることになろう．
」
ジョーンズが正しかった．学問の世界においては，ドラッカーは依然アウト

差が生じている．その批判は主に政治エリートに向けられるが，同時に経済エ
リートにも向けられている．
危機，創造的破壊，腐敗はしかしながら常に近代化に伴う現象であり，楽観

サイダーとみられている．そこでは，マネジメントは社会的で政治的な機能で
あるとするドラッカーのパラダイムシフトは無視された．しかし，マネジメン
トを実践する者達の間では，ドラッカーは，圧倒的な共感を得た．
ドラッカーが予測し，最後の著書となった 2002 年の『ネクスト・ソサエティ』
で述べられたように，組織の中で知識労働者は自律していく．ホラクラシー，

的にみれば，新たな機能や社会の発展を生み出す引き金になるとも言える．社
会学者のニクラス・ルーマンは，
「意図せざる予期せぬ結果として，危機は社会
にとっての危機ではなく，危機こそが社会である」としている．
こうした楽観的な姿勢は，民主主義は自己防衛的で自信に満ちたものだとい
う前提がある．しかし，こうした国々の多くで，国民の多くが「専制政治への誘

IOT，フラットな階層，ミレニアル世代の統合といったキーワードは，ドラッ
カーに端を発する，ネクスト・ソサエティとそのマネジメントに関する議論を

惑」に抗えない多くの兆候が見られる（ラルフ・ダーレンドルフ）
．
ポピュリストは，複数の社会や多様な人々を閉じ込めるために，または，国
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家資本主義を作りまたは保持するために，専制主義的なモデルを好む．どちら
かといえば民主主義を信奉する人は，専制政治からの挑戦に関していえば，歴
史の教訓を理解できていなかった．ドラッカーは，自由経済の下で経営者は政

任を拒絶する．協調性のないプレーヤーは今日ではシリコンバレーにも見られ
るが，われわれがすでに知っている将来を主導する新旧勢力であり，往々にし
て自らの基盤を壊してしまう．

治的に不公平な扱いを受けてはならないし，また数少ないエリートが市場での
機会を決定するようなことがあってはならないと繰り返し指摘した．
その間，より成熟した民主主義体制下で暮らす市民層は，市民社会の実現，

二つ目の極はマネジャーをして，属する社会の中での社会的責任を受け入れ
る仕事を行わせることである．この使命は，組織のマネジメントが主に人に関
して行われるような組織を作ることである．組織のメンバーになるというの

多様性のある経済や文化，人生の新たな暮らし方が実現されてもめったにそれ
を寿ぐことはない．開かれた社会とその未来は，あたりまえのことになったの
で，市民社会を作るための歴史的な営みやこだわりと言ったものは，もはや見
られなくなった．それは，人の健康と同じである．病気になって初めてその価
値に気づくのである．

は，生計をたてることにとどまらない．メンバーは組織の意味に注目するし，
事業の目的を認識したがるものである．マネジメントの仕事は総体に及ぶ．マ
ネジメントは，「人生の意味とは何か」というような疑問に対しても行われる．
あるいは，「いかなる倫理的指針に基づきわれわれは動くべきか」，「いかにし
てそれを行うか」
，
「社会へのいかなる貢献をなすか」
，なども包含される．

「民主主義は平和を勝ち取りうるか」の中で，ドラッカーの中心的な関心は次
のように定型化されている．市民社会を発展させるのに最も強調されなくては

経済的隆盛や，環境への両立などの社会への新たな要請を経て，ドラッカー
は経営者に新たな視点を設定すべきとしている．すなわち，経済的エリートが

ならない重要な推進力がマネジメントである．強固な組織と良質のマネジメン
トのみが近代社会を発展させ安定させることができる．
ドラッカー曰く，社会的責任を共有している組織の中での個人の日々の活動
が民主主義を確かなものにし，発展させる鍵である．近代的な組織は民主主義
国家と同様の道を歩むことになる．民主主義国家が「多数派の専制政治」
（トク

もはや経済的に正統性を保持しえない可能性がそれである．環境問題が重きを
増しているのはさておいても，未来におけるマネジメントの中心的課題は「よ
き社会」のさらなる展開と保持への責任とすべきであるとする．マネジメント
の社会的責任は，権威主義的運動や全体主義への強力な対抗軸となりうる．

ヴィル）の危険を乗り越えた時，または組織が利益の集中や高飛車でえこひい
きをするような組織文化を克服した時，政治権力を隔離し，知識労働者に余裕
とやればできるという可能性や自主性を感じさせることができる組織やマネジ

「責任あるマネジメントの遂行は，専制への選択肢となり，それを防護する
唯一のものとなる」
（
『マネジメント』
）

メントの構造を再構築することができる．ドラッカーは，晩年に，何故マネジ
メントの問題にそれほど多くの時間をつぎ込んだのかとの問いに対して，
「な
ぜならそれは重要なことだから」と答えている．
マネジメントは「大群を組織体に組み替え，人間の努力を成果に導く機関で

数十年にわたり，現代社会はそのオープンな展開にあって，差異化とともに，
未知の機会を広域に展開する時代を経験してきた．しかしながら，現代社会は，
差異化でもなければ単純化でもない時代に突入しつつある．
「自由な世界」を
標榜しつつ国によっては人権や立憲主義国家が危殆に瀕している．その価値は

ある」
．マネジメントが良好であれば，組織が経済発展と社会の結束を通じて社
会の発達に寄与するものである．
ドラッカーによれば，リーダーシップは道徳的な知識に基づいている．意思
決定は，公共に徳を成すとの観点でなされなくてはならない．

防護されなければならない．そのことは議論の余地はない．しかしそのような
価値意識を伴うことのない経済発展は長期的視野においては成り立ちえない．
ドイツで首相を務めたウィリー・ブラントの最後の発言，
「何ごともそれ単体
で来るのではない．われわれの社会で永遠に存続するものはなきに等しい」

このドラッカーのマネジメント思想の真髄は，騒々しく移ろいやすいマネジ
メントのもとで容易に誤解されたり無視されたりしてきた．マネジャーの仕事
を経済的な機能の側面に縮めこんではならないとの洞察はドラッカーに触発さ
れたものである．ドラッカー曰く，リーダーは二つの極をもって位置づけられ

近年のポピュリスト的運動は危険な兆候であるが，それは政治領域外におい
て親和するものがある．市民社会全体にあって，無数の組織がその課題を押し
あげている．ドラッカーにあっては，意思決定者は組織内の人々への方向づけ
を促す職務を負う．彼は同種の事柄を「社会生態学的」課題と呼んでもいた．人

なくてはならない．マネジャーは競争に打ち勝てる強力な組織を築いて社会に
貢献する．しかし，この極は，フランク・シュライエルマッヘルが指摘した，ヤ
ヌスの二つの顔のように，もう一つの極を決して無視してはならない．持続性

の生態とは，社会的世界に置かれている．その均衡は社会的関係性によって維
持されている．人は自らの生の意味づけを必要とし，他の人によってその行動
に価値ありとされることを要している．組織はその競争上の成果や達成のみで

のない経済の下では，協調性のないプレーヤーは自分の利得を最大化し，協調
は最少化されるように行動する．このやり方は予測ができないし，すべての責

なく，人としての本性や社会的正統性の観点からも関心をもたざるをえない．
人間の生態においては道徳や倫理精神の課題もまた一定の役割を果たすためで
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ある．それぞれの組織は市民社会が成員に期待するところのみでなく，顧客や
クライアント，他の利害関係者への期待にも適合しうる固有の解決策を見出し
ていかなければならない．

ドラッカーの見立ては，民主主義の未来はテクノクラート主義，あるいはエ
リート支配にとって代わられるべきものではなかった．彼は組織に伴う実践や
哲学を刷新する知のエリートを探索しようとしたわけではなかった．彼は現実

ニクラス・ルーマンによるならば，マネジメントの課題とは組織の「文化的
形態」
（
『社会の理論』
）の転換として記述される．組織やその経営陣が，意思決
定にあたって社会そのものや社会的課題に無関心となるほどに，そのことは意

主義的なマネジメントに終始関心を寄せ，長期的指針による行動に思いを寄せ
て，それらをもって社会に貢献しようとした．ヨーロッパの前衛的な工場のよ
うに，アメリカやアジアの中規模の産業は数十年にわたって生産性向上を遂行

思疎通が「文化的課題」としても意味をもつようになる．すなわち，その成員が
世界における複雑性とのかかわりにおいて連結を喪失するようになる．社会の
記憶としての文化は，均衡を促そうとする課題を保持する．それによって，個
人は方向づけと意味を引き出すことが可能となる．しかしながら，その方向づ
けへの確信がなくなっていくならば，文化に伴う記憶もまた機能を低下させて

してきたのであり，それらは従業員や価値創造への貢献をなしてきた．社会生
態学に導かれるマネジメントは未来への社会的貢献をなしてきた．
ドラッカーの促したところに添うのは，経営者にとってとてつもない力を要
するであろう．しかしながら，意味ある組織やその指導的地位にある人々が消
極的な振る舞いしかなしえないならば，多くの民主主義者は西洋的価値の擁護

いかざるをえない．かくして，近代の個にとって，
「生活世界」に眼を向けるこ
とが一層意味をもつのであり，実際に組織の文化的形態のなかに身を置くこと

を担う権威を伴う群像による法則の時代とともに，自由の屈服を伴う「正義と
秩序」の回復への脅威を意味せざるをえないだろう．
『ニューヨーカー』の編集

が個にとっては人生の大半を占める．情緒的空間ともいえる企業の食堂におい
ては，近代性と現実との不均衡を看取することができる．それは明示的あるい
は暗示的いずれであれ，上司ならば眼にする事実である．
ルーマンの仮説によれば，今日にあってコミュニケーション媒体のほうが，
社会が現実に処理しうるよりはるかに大量の感覚を生み出しているとするのだ

主幹デヴィッド・レムニックはそのことを次のように表現する．「権威主義と
戦い，嘘を指弾し，アメリカの理想の名の下に誇りと熱とともに闘争すること，
それがなすべきことであり，なすべきすべてのことである」
営利・非営利，公的組織などあらゆる種類の経営者は市民社会にとって巨大
な力をもつ．ドラッカーの遺産は未完である．差異化，ナショナリズム，権威主

が，ドラッカーの所説に通底するものがある．コンピュータとインターネット
の時代においては，あらゆるものが速やかで同時期に入手可能となり，カフェ
テリアでのコミュニケーションは新たな形態とパターンの適切な連結を可能

義などは民主主義とその経済学を破壊する可能性がある．ドラッカーの遺産を
すたれさせてはならない．

とするものとして構築されている．何が適合的なのか．あるいは何が適切で何
がそうでないのか．未来は絶え間なくわれわれに新たな問題を突きつける．ネ
クスト・ソサエティでは，方向は均衡から比較可能性へとシフトしている．異
なる連結への継続的な適応を学ぶことは，未来における文化的形態そのもので

佐々木英明・井坂康志訳

ある．社会学者ダーク・ベーカーは現代社会はあらゆる状況にあって，ノアの
方舟に比するものとなっていると指摘する．
「それは洪水において無力である
と認識し受け入れたものを選定する．箱船は次なる仮の場所を目指して出航す
る．唯一頼ることのできるのは，自らの移動能力のみである．」
ドラッカーの一文，
「私は予測はしない．ただ窓の外に見えるもの，けれど
もいまだ見えないものを見ようとするだけである」が，マネジメントが窓の外
に向けて組織の業務を刺戟し，成員を啓蒙する上でのコミュニケーション上の
ヴィジョンをよく表現している．
社会生態学に焦点を置く経営者は，その展開と教育への再定位を行わなけれ
ばならない．今日と明日の経営陣は，リベラル・アーツへの豊かな理解を伴う
教育を必要とし，そこにあって，責任を伴う自己規定や役割の範としての機能
への判断といった美徳が育まれ，また均質化の危機や権力への陶酔，信頼の喪
失なども議論される必要がある．
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Fromm’
s Love and Drucker’
s Responsibility
重本大地

Daichi Shigemoto

（早稲田大学創造理工学研究科）

Summary
Both Erich Fromm, a German-born social psychologist, and Peter Drucker
separately published books about the origins of fascism in their early careers
around 1940. Moreover, their thought and practice after their first books have many
elements in common. In this paper, not only their early works about fascism but also
their later works are discussed from the perspective of Fromm’s love and Drucker’s
responsibility to show how love and responsibility are tightly related and able to
coexist.

フロムとドラッカーを貫くもの
何が , 人と人とを結びつけ , 共に行動させるのか . 血縁か , 仕事か , それとも
愛か . 愛であるとするならば , つきつめるとそれは何か . これは根源的な問いで
ある .
エーリッヒ・フロムとピーター・ドラッカーはどちらも , この問いにいくら
かの示唆を与える .
エーリッヒ・フロム（Erich Seligmann Fromm, 1900 - 1980）は , ドイツ , フ
ランクフルト・アム・マインのユダヤ人家庭に生まれた社会心理学者で , 個人
の性格と社会との関係を探る数多くの著作を残した . それらを読めば , フロイ
トの業績をはじめとする精神分析 , ユダヤ教にとどまらない多くの宗教 , マル
クスやヴェーバー兄弟の社会学 , そのほか歴史 , 哲学など , あらゆる範囲の知見
から論理が展開されている . 本人が言うには , 彼の仕事の特徴は , それらすべて
の要素の「総合」にあった（1）.
彼による 1941 年の著作『自由からの逃走』
（Escape from Freedom）は , ドイツ
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こったのかをテーマとする著作を書いた .『自由からの逃走』と『
「経済人」の終
わり』は , どちらも全体主義の起源を扱ったものであるから , 両者を比較する
ことは妥当であるし , 実際にそのような言及はなされている（2）.
しかし , それだけでは物足りない . 重要なのは , 両者がともに同時期に似通っ
たテーマについて著作を書いたということではない . 本当に重要なのは , ふた
りがその後 , ほぼ同一の問題意識から出発して , それぞれどのような方向へ進
んだかということである . フロムとドラッカーのどちらもが , 初期の著作で明
らかにした問題意識 , つまり ,「いかにして自由な社会を実現するか」という問
題を , その後の人生の仕事における一貫したテーマとして受け継いだ . この問
いに対し , 両者が戦後どのような応答をしたかこそ , 比較する価値がある .
本論ではまず ,『自由からの逃走』と『「経済人」の終わり』をはじめとする両
者の初期の著作を , ふたりの現実世界での関わりやドラッカーの精神分析に対
する見方への考察もふまえながら ,「自由」という概念を軸に比較する . そのあ
とで , 両者のその後の実践を比較する .
そのうえでキーワードとなるのが , フロムの「愛」であり , ドラッカーの「責
任」である .

全体主義理解の目的
ドラッカーは『「経済人」の終わり』の冒頭で ,「本書は政治の書である」と宣
言し ,「本書には明確な政治目的がある . 自由を脅かす専制に対抗し , 自由を守
る意思を固めることである . しかも本書は , ヨーロッパの伝統とファシズム全
（3）
とはっきりと述べ
体主義革命との間にはいかなる妥協もありえないとする」
ている .
このように『「経済人」の終わり』は , 明確にファシズム全体主義を糾弾する
ことを目的としたものだった .
対してフロムによる『自由からの逃走』は ,「本書は近代人の性格構造につい
ての , また心理的要因と社会的要因との交互作用という問題についての , 広範
囲な研究の一部である」と始まる . あくまで全体主義やナチズムという個別的
な問題にとどまらない , 現代人の性格構造を科学的に論じた社会心理学の書物
であるという立場をとっている . しかしそれでも , 序文の続きでフロムは , こ

がナチズムに傾倒していった時代状況にあって , 社会を構成する人々が共通し
て持つ心理的性格の観点から , 全体主義 , 特にナチズムがどのように生じたか

こ数年来続けてきた大規模な研究を中断してでも「近代人にとっての自由の意
味」に集中することを決意し本書の執筆にとりかかったことを述べたうえで ,

を理解しようとするものである . 1909 年にウィーンで生まれたドラッカーも ,
1939 年の著作『「経済人」の終わり』
（The End of Economic Man）によって全体
主義の起源を論じた .
フロムとドラッカーのどちらもが , 同じドイツ語圏に生まれ , 第一次世界大
戦を経験し , ナチズムの勃興を身をもって体験し , アメリカに渡った . そしてど

「しかし私は , 心理学者は必要な完全性を犠牲にしても , 現代の危機を理解する
うえに役立つようなことがらを , すぐさま提供しなければならないと考えるの
（4）
と書いている . 実際 ,『自由からの逃走』全七章のうちナチズムに対象
である」
を絞って論じているのはひとつの章にすぎないが , この本全体が , 全体主義の
出現という時の状況に対し , どうにかしなければならないという強い危機感を
もって書かれたことは明らかだ .

ちらもが , それぞれのキャリアの比較的早い時期に , 全体主義がいかにして起
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フロムは序文で , さらに次のように述べている .
本書は予測よりもむしろ診断 ― 解決よりもむしろ分析 ― ではあるが ,
その結果はわれわれの行為の進路に一つの方向をあたえている . なぜなら ,
全体主義がなぜ自由から逃避しようとするのかを理解することが , 全体主義
的な力を征服しようとするすべての行為の前提であるから . （5）
このことはドラッカーも同様である .『
「経済人」の終わり』は , ファシズム全
体主義を理解しようとしたにすぎない .『
「経済人」の終わり』
「1969 年版へのま
えがき」のなかでドラッカーは ,「昨日のファシズム全体主義の力学を理解する
（6）
ことこそ , 今日をよりよく理解し昨日の再来を防ぐうえで有効」
であると書
いている . 身をもって体験したナチズムへの強い怒りと悲しみが , むしろその
対象を徹底的に理解しようとする強い情熱を生み出すのだ .
フロムとドラッカーのどちらもが , 次作以降 , 分析よりむしろ解決の道を , そ
れぞれのかたちで模索する .

全体主義理解の方法論
ドラッカーはのちに ,『
「経済人」の終わり』
「1995 年版へのまえがき」のなか
で ,「本書は , ファシズム全体主義の起源を明らかにした世界で最初のものだっ
（7）
た」
と述べ , それどころか「1969 年版へのまえがき」でも ,「本書のほかに ,
（8）
としている .
ファシズム全体主義の興隆を説明したものは一冊もない」
ハンナ・アーレントの『全体主義の起原』に対しては ,「「何がファシズム全体
主義を発生させ蔓延させたか」という問いを本書以外に取り上げた唯一のもの
だった」 としながらも , 彼女の著作は社会現象を思想体系としての「イズム」
との関係においてのみ説明しており , 政治的な力学を分析していないと指摘す
（9）

る . 同様に , 歴史学者ゴードン・クレイグの『ドイツ ― 1866 年から 1945 年ま
で』も社会現象を政治や経済の事件としてしか見ておらず , ドラッカーにとっ
てそれだけでは十分でない見方だった .
ド ラ ッ カ ー は , 自 伝 的 な 著 作『 傍 観 者 の 時 代 』
（Adventures of a Bystander,
1978）でもアーレントについて触れているが , ここではさらなる強硬な姿勢を
見せている .
ナチスの大量殺人者アイヒマンについての本の中で , ドイツ系アメリカ人
の哲学者 , 故ハンナ・アーレント女史は ,「悪の平凡さ」について書いた . だ
が , これほどに不適切な言葉はない . 悪が平凡なことはありえない . 往々にし
て平凡なのは , 悪をなす者のほうである .
アーレント女史は , 悪をなす大悪人という幻想にとらわれている . しかし ,
現実にはマクベス夫人などほとんどいない . ほとんどの場合 , 悪をなすのは
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平凡な者である . （10）
ドラッカーはこう言うが , アーレントが『エルサレムのアイヒマン――悪の
陳腐さについての報告』のなかで述べたのは , まさに悪をなしたアイヒマンが
平凡な役人にすぎなかったということであり , ドラッカーが述べていることと
同じである . 中身を読めば , 彼女の主張はドラッカーともフロムとも根底にお
いて一致することがわかるはずだ（11）.
では , ドラッカーは『
「経済人」の終わり』でどのように社会を見たのか . ド
ラッカーは , クレイグとアーレントの著作について述べたあと , 次のように
言っている .
しかしこれら二つの方法は , それ自体いかに正しくとも , それだけでは十
分でない . 第三の方法が必要である . 社会現象には , 社会そのものの分析が必
要である . 社会における緊張 , 圧力 , 潮流 , 転換 , 変動の分析である . この方法
こそ , そもそも社会学がとるべきアプローチであり , すでに一九世紀初めに
明らかにされたものだったのではあるまいか . （12）
ドラッカーによれば , マックス・ヴェーバー , ヴィルフレド・パレート , ヨー
ゼフ・シュンペーターがとった方法がこれであり , ドラッカーが『「経済人」の
（13）
終わり』でとった方法もこれだった . ドラッカーが「社会生態学」
と名づけた
方法は , すでに『「経済人」の終わり』において見出されていたということだろ
う.
本書刊行当時の序文では ,「歴史の唯物的解釈を全面的に信ずるわけではな
（14）
と述
いが , 分析は最初から社会的領域と経済的領域に限定することにした」
べている . 人間社会にとって物質面と精神面の双方が重要であることは間違い
ないが , 今日の全体主義革命については , 精神面の分析から始めることは遠回
りであるという . ただし , 社会経済的領域の分析だけではそれが全体像の反面
にすぎないということは認めている（15）.
同様に ,『自由からの逃走』でフロムは , ナチズムを理解しようとするにあ
たって , 経済的政治的な観点からのみ分析が可能であるとする立場と , そうで
はなく心理的な観点からのみ分析が可能であるとする立場が一般によく見ら
れるが , どちらも正しくなく , 経済的政治的な分析と心理的な分析の双方が必
要であると述べている（16）. フロムによると ,「ナチズムは心理的な問題ではある
が , 心理的要因それ自身は社会経済的要因によって形成されたものと理解され
なければならない . またナチズムは経済的政治的な問題であるが , それがすべ
てのひとびとをとらえたことは , 心理的地盤において理解されなければならな
（17）
い」
. このような認識のうえで , フロム自身はナチズムの心理的な側面の分析
に焦点を絞った .
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このように見ると , ドラッカーとフロムのどちらもが社会の経済的物質的な
側面と精神的心理的な側面との双方の分析の必要性を認めながら , ドラッカー
は前者に , フロムは後者に分析の的を絞ったといえる . そう考えれば , 両者の著

とする思想家だった（22）. フロムがマルクスから最も影響を受けたのは , 人間の
疎外とそれを乗り越えた先の理想の人間像に関してである . 同じくフロムがフ
ロイトから受け継いだのは , 人間は無意識という非合理的な存在に大きな影響

作はそれぞれお互いに補い合うものであったはずだ .

を受けているという前提である . フロムは , 1930 年代中頃以降から多くの点で
フロイトの見解とは一線を画するようになったものの , 精神分析と無意識の概
念の発明というフロイトの偉大な業績はあくまで認めながら , なお彼を乗り越

ふたりの関わり
にもかかわらず , ドラッカーはフロムの『自由からの逃走』について何も言
わない . なかったものとしている .

えようとしたととらえるべきである（23）.

フロムとドラッカーは , 1940 年代にアメリカ , バーモント州の小さな女子大
学 , ベニントン大学で一緒だった . フロムは 1941 年から 1949 年頃まで , ドラッ
カーは 1942 年から 1949 年までベニントン大学で教鞭をとった . また , フロム
は 1962 年から 1974 年まで , ドラッカーは 1949 年から 1971 年まで , 同じニュー
ヨーク大学で働いた（18）. ニューヨーク大学は大規模な大学であるうえ , このと

各々の要素にはたらく法則を結びつけることによって両者を一体としてとらえ
ようとしたことにあるが , そのまさに社会的な部分の洞察をマルクスに , 個人
的な部分の洞察をフロイトに求めたのである .
対してドラッカーは , マルクスとフロイト双方について , そのある種天才的
な才能と世界への影響力の大きさについて部分的には認めつつも , 基本的には

きフロムは拠点をメキシコに置いていたため , ニューヨーク大学でふたりの間

否定的である . 両者とも , 理性的な科学と非理性的な魔術との融合を試みなが
ら , なおそれが科学であり続けることを標榜したために破綻したのだと彼は見

にどれだけ関わりがあったかは不明である . しかし , ベニントン大学では交流
があった .
ドラッカーは ,『傍観者の時代』のなかでフロムについて書いている . それに
よるとフロムは ,「少数の学生を相手にしている時には堂々たる教師で , 学生一
人一人に異なる接し方をしたが , 大ホールで多数の学生を前にするととたんに
（19）
.
駄目な教師に一変した」
逆にフロムは , 1955 年の著作『正気の社会』
（The Sane Society）のなかで , ド
ラッカーの『企業とは何か』
（Concept of the Corporation, 1946）を二度引用し ,
現代の経済における大企業の重要性と , そこで働く労働者の疎外について考察
している（20）.
ドラッカーはフロムを知っていたし , 著作を読んでいた可能性も十分ある .
ドラッカーがなぜ『自由からの逃走』を無視したかについては , さまざまな憶
測が可能である .
また , ドラッカー自身の『
「経済人」の終わり』も多くの学者たちによって無
視されたが , その理由は , ドラッカー自身が ,「いわゆる「妥当性」を欠いたため
（21）
だった」
と言っている .

フロムの思想の独自性は , 社会的なものと個人的なものとの間の関係を ,

る.
マルクスはのちのマルクス社会主義をもたらしたが , そのマルクス社会主義
の失敗こそが大衆を絶望させファシズム全体主義を生み出した根本原因である
ことは『
「経済人」の終わり』で繰り返し主張されている . もちろんマルクス個
人とマルクス社会主義とは別ものだが , ドラッカーにはその混同が見られると
三戸公も指摘している（24）.
またフロイトについては ,『傍観者の時代』で一章を割きその生涯と業績につ
いて述べている . そのなかでは , ドラッカーが子供の頃にフロイトと出会い握
手した思い出も語られる . しかし , 彼のフロイトと精神分析に対する見方は相
当に皮肉なものである . フロイト自身がフロイトの提唱した錯誤行為を起こし
ているというのだ . これに近いフロイトの見方はフロムにも見られるし , また
ふたりに限った見方でもないだろう . しかし , ドラッカーによるこの章は , 終始
フロイトに対する皮肉と精神分析に対する非科学性の批判に満ちている（25）.
さらに , 心理学に対するドラッカーの敵対心が最もよく表れているのは ,『産
業人の未来』
（The Future of Industrial Man, 1942）第七章「ルソーからヒトラー

ドラッカーが『自由からの逃走』を , 文句のつけようがないからではなく , 全

にいたる道」である . そこでは , 経済学的 , 生物学的 , そして心理学的決定論こ
そがナチズムのルーツであるという主張がなされている . 経済学的決定論をも
たらしたのがマルクス , 生物学的決定論をもたらしたのがダーウィン , そして

体主義を理解するための意義ある著作として認められないから無視したのであ
るとすれば , あくまで憶測にすぎないが , その背景には大きくふたつの要因が
あると考えられる . ひとつはドラッカーのマルクスに対する反感であり , もう
ひとつはドラッカーのフロイトや精神分析に対する偏見である .
マルクスとフロイトはどちらも , フロムの思想の根底をなし彼がその出発点

心理学的決定論をもたらしたのが心理学者アルフレッド・アドラーやカール・
ユングなどであるとされている .
ドラッカーによると ,「優生学者と行動主義者を両極として , 人間は生物学的
ないしは心理学的に完全な存在たらしめることができるとの考えが力を得て
いった . こうして 1900 年頃には心理学的決定論が人気を集め , すでに古びてい
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た経済学的決定論を凌駕するところまでいった . この新しい信条を広めたのが ,
バーナード・ショーだった . ショーの『カンディダ』
（1895 年）は , アルフレー
（26）
ト・アドラーとカール・ユングの登場を予告していた」
. これだけでなく , ド
ラッカーは ,「心理学が人間には倫理的な価値など存在しないと教えた」とし ,
「ナチズムが指導者原理によって得た膨大な権力については , ヒトラーは精神
（27）
分析学者や人格心理学者に礼をいわなければならない」
とまで言っている .
このことについて , たしかに一部の心理学がそのような性質を持っているこ

とは認めなければならない . 実際に , 条件反射の実験で有名なイワン・パブロ
フは , マルクス主義的唯物論を理論的に支えたうえ , ウラジーミル・レーニン
によって見出され特別の支援を受けていた（28）.
しかし , もしアルフレッド・アドラーが決定論的な理論を持っていたとド
ラッカーが考えていたとするならば , それは完全な誤解である . アドラーは , 決
定論的な学説とは真反対の立場をとった心理学者だった . トラウマなど過去の
経験による行動の支配を否定し , すべての行動には合理的な目的があると考え
たのだ . また , ドラッカーは『傍観者の時代』のなかでアドラーをフロイトの
弟子と書いているが , これはアドラーが最も嫌った誤解であり , あくまでアド
ラーはフロイトと離別するまで彼の共同研究者として対等な立場で働いた（29）.
また『傍観者の時代』では , 心理学者ヴィルヘルム・ライヒのことをオッ
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このような前提をふまえ , フロムとドラッカーとの比較に戻ろう .

自由とは何か
『
「経済人」の終わり』は , 近代以降に現れた政治信条の最後のものとしての
マルクス社会主義も , もはやブルジョワ資本主義と同様に自由と平等をもたら
すことはできず , それによって引き起こされた戦争と恐慌という双子の悪魔が ,
大衆に絶望をもたらし彼らをファシズム全体主義に走らせたとする . また , ナ
チズムの公約は矛盾だらけでありナチズムを支持していた人々もそのことを理
解していたが , 大衆の絶望の状況にあっては , むしろナチズムの公約を信じな
いからこそ人々はそこに奇跡を求めたのであるという .
さらにドラッカーは , 次のようにも言っている .
大衆は , 世界に合理をもたらすことを約束してくれるのであれば , 自由そ
のものを放棄してもよいと覚悟するにいたった . 自由が平等をもたらさない
ならば自由を捨てる . 自由が安定をもたらさないならば安定を選ぶ . 自由に
よって魔物を退治できないとなれば , 自由があるかないかは二義的な問題に
すぎない . 自由が魔物の脅威を招くのであれば , 自由の放棄によって絶望か
らの解放を求める . （31）

トー・ライヒと間違えて書いている（30）.
これらは状況証拠にすぎないが , このようにドラッカーは , 心理学や精神分
析 , またそれらを研究する学者に対し , やや偏った見方を持っていた . このよう
な見方に基づく先入観が , 一般に精神分析学者や心理学者であるとされている
フロムに対しても向けられたとしても不思議はない .
だがやはり本来のフロムは , ドラッカーが決定論的であるとする行動主義心
理学とはあくまで一線を画している . 行動主義にもさまざまな種類があるもの
の , 基本的にそれは , あるひとつの行動はある一定の遺伝的 , 環境的条件によっ
て引き起こされると考える . しかしフロムは , さまざまな違った性格や条件か
ら同じ行動が引き起こされることもあるとした . 個々人の性格が社会的条件に
よってかなりの部分まで規定されるとは考えたものの , 置かれる環境条件のみ
によって自動的に決まってしまうとは考えなかった . そのような決定論的な立
場をとるならば ,『自由からの逃走』を書く意味もなくなってしまうはずであ
る.
「心理学が人間には倫理的な価値など存在しないと教えた」というドラッ
カーの主張も , フロムには当てはまらない .『人間における自由』
（Man for
Himself, 1947）の序文には , 心理学が倫理の問題と切り離せないことが明確に
書かれている . そのようなフロムの姿勢は , 科学的でないとして多くの学者か
ら批判を受ける対象でもあるが , それと同時に , 多くの一般読者を得ることが
できる要因でもある .

これは , まさしくフロムによる『自由からの逃走』が主張することと同じで
ある . ドラッカーが説明したところの , 大衆がナチズムに奇跡を求め , 絶望の淵
にあって全体主義に走らざるを得なかったその仕組みを , 心理的な側面から詳
細に補ったのがフロムの『自由からの逃走』だと言っても良い .
フロムは ,「……からの自由」と「……への自由」を明確に区別する . 近代以
降 , 多くの人間はある特定の社会階級から解放され , ある特定の職業にしばら
れることもなくなったが , あくまでこれは「……からの自由」にすぎず , 自ら
の意思で積極的に自己を表現しようとする「……への自由」ではないという .
「……からの自由」から「……への自由」へと移行することができないとき , 人
は「孤独」という自由の重荷に耐えられず , 自由を捨て , 自らの個性をも投げう
つことを選んでしまう .
ドラッカーも , これとほぼ同一の見解に立ちながら , 次作『産業人の未来』
で , 自由にたいする自らの具体的な考え方を述べている .
ドラッカーは , 自由をこう定義する .
自由とは責任を伴う選択である . 自由とは権利というよりもむしろ義務で
ある . 真の自由とは , あるものからの自由ではない . それでは特権にすぎな
い . 自由とは , 何かを行うか行わないかの選択 , ある方法で行うかほかの方法
で行うかの選択 , ある信条を信奉するか逆の信条を信奉するかの選択である .
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自由とは解放ではない . 責任である . 楽しいどころか一人ひとりの人間に
とって重い負担である . それは , 自らの行為 , および社会の行為について自ら

（35）
る」
とフロムは言うのだ .
愛情と生産的な仕事 , 意外な組み合わせではないか .

意思決定を行うことである . そしてそれらの意思決定に責任を負うことであ
る . （32）

愛とは何か

ここで , 責任という言葉が出てきた .
ドラッカーは , 自由が価値を持つのは , 人間が不完全な存在だからこそであ
るとする . 完全な人間や完全な組織が存在するとするならば , ほかの個人や集
団はそれら完全な人々にただ従う以外にはないからである . そして , 完全な
人々や集団が存在しないからこそ , ひとりひとりの人間はそれぞれ , どこかに
存在しているだろう完全な真理や正義を探し求めて自ら判断し行動する責任を
持つ .
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、 、

、

、

それと比べフロムは ,「人間存在と自由とは , その発端から離すことはできな
、
（33）
と言う . しかし , ここでいう自由とは「……からの自由」のことである .
い」
人間は , ある程度の年齢になり行動を本能に支配されることが少なくなると ,
運命的に「……からの自由」が訪れる . そうなれば , もはや元には戻れない . そ
れは同時に , 人間の個性化が進み孤独が増すことをも意味する . その孤独をい
かにして払拭するかは , 誰もが突き当たる人間にとって最も根源的な問題であ
る.
そのとき , 孤独をまぎらわすひとつの方法が , 自由から逃れ , 自分を捨て , 何
らかの権威や他者に服従することである . しかしこの方法では , 孤独や不安は
解消されるかもしれないが , 個性も消え人生に対する疑問が残る .
「しかし」とフロムは言う .
服従が孤独と不安とを回避するただ一つの方法ではない , もう一つ , 解き
、 、 、 、 、 、 、 、
がたい矛盾をさける唯一の生産的な方法がある . すなわち人間や自然にたい
、 、 、 、 、 、 、 、
する自発的な関係である . それは個性を放棄することなしに , 個人を世界に
結びつける関係である . （34）
この「自発的な関係」こそが「……への自由」を獲得する方法であるとフロム
は言うのだ .
以上のように , ドラッカーとフロムによる自由に対する態度を見ると , 彼ら
のいう自由とは , 一般的に使われる意味での「自由」よりむしろ「自律」に近い
意味であることがわかる . つまり ,「自分で考える」ということである . そして ,
それに基づき「行動する」ということである .
さらに , フロムの先ほどの言葉には続きがある . 個性を放棄することなしに
孤独と不安を回避するただひとつの方法は人間や自然に対する自発的な関係だ
と述べたが ,「そのもっともはっきりしたあらわれは , 愛情と生産的な仕事であ
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まず , 愛とは何か .
『自由からの逃走』やその他の初期の著作では , すでにかなり踏み込んだとこ
ろまで愛に関するフロムの考え方が述べられているが , ここでは彼によるもう
ひとつの代表的著作『愛するということ』
（The Art of Loving, 1956）に基づいて
愛について見ていきたい .
『愛するということ』はその始めから ,「愛というものは , その人の成熟の度
、 、 、 、
（36）
合いに関わりなく誰もが簡単に浸れるような感情ではない」
と断じている .
この本の原題が『愛する技術』である通り , 愛とは技術であり , いかに愛される
かではなくいかに愛するかという問題なのだ . ということは , 音楽 , 絵画などほ
かのあらゆる技術と同じように , 愛する技術を習得するためには , その理論に
精通するだけでなく , 習練に励む必要がある . そして何よりも , 愛の技術を習得
することが自分にとって究極の関心事にならなければならないとフロムは言
う.
「愛の理論」の章の始めで述べられるのは ,『自由からの逃走』にもすでに述
べられていたように , 人間にとって最も基本的な欲求は孤立を克服することで
あるということだ . この問題に対する答えの記録こそが人類にとっての歴史で
ある , とさえフロムは言う . 例によって , 祝祭的興奮や同調など , 人間が孤独を
解消するためのいくつかの方法があげられるが , やはりそのなかでも , 人間が
自身の個性を失わないままに , 一時的でなく継続的に , 世界とそして他者と一
体化できるのはただ愛によってのみであるという .
そして , 愛を達成するための条件としてまず第一にあげられるのが , 愛とは ,
受動的ではなく能動的な活動であり , もらうことではなく与えることだという
ことだ . しかも , 与えることは犠牲を払うことでは決してなく , 苦痛でもなく ,
自分のなかの何かが減ってしまうことでもない . 愛とはまた , 与えるというこ
とだけでもなく , さらに四つの基本的な要素が見られるとフロムは言う .
その四つとは ,「配慮」
「責任」
「尊重」
「知」である .
配慮とは愛する者の生命と成長を積極的に気にかけることであり , 尊重とは
愛する人がその人らしく成長していくように気づかうことである . そのために
は相手をよく知ることが不可欠であり , また , 相手を深く知りたいということ
それ自体が , 愛にともなうひとつの基本的な欲求でもある .
そして責任については , 次のように言っている .
今日では責任というと , たいていは義務 , つまり外側から押しつけられる
ものと見なされている . しかしほんとうの意味での責任は , 完全に自発的な
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行為である . 責任とは , 他の人間が , 表に出すにせよ出さないにせよ , 何かを
求めてきたときの , 私の対応である .「責任がある」ということは , 他人の要
求に応じられる , 応じる用意がある , という意味である . （37）
ここでもやはり, 個人の自発性が重要視されている. また, 責任とは,
responsibility という言葉を見ればわかる通り , 応じる「能力」のことである .
さらに , フロムの考えている愛が一般的に思われている愛と異なるのは , 愛
とは , ある特定の人間に対する関係ではなく , 世界全体に対しどう関わるかを
決定する態度のことである , ということだ（38）.
フロムは言う .
一人の人をほんとうに愛するとは , すべての人を愛することであり , 世界
を愛し , 生命を愛することである . 誰かに「あなたを愛している」と言うこと
ができるなら ,「あなたを通して , すべての人を , 世界を , 私自身を愛してい
る」と言えるはずだ . （39）

生産的であること
次に , 生産的とはどういうことか .
『経営者の条件』
（The Effective Executive, 1967）のなかでドラッカーは ,「生産
（40）
的であることが , よい人間関係の唯一の定義である」
と書いている . たしかに
これは仕事に関する文脈のなかで語られたものではあるが , ドラッカーは仕事
に限らずあらゆる人間関係についての定義としてこの言葉を述べたのだと私は
思う . 仕事でもないのに他者との関係に生産的であることが必要か , と疑問に
思うかもしれないが ,「生産的」という言葉をより広い意味でとらえれば , この
定義には納得できる .
フロムは , 自分自身を維持したままに個人を世界と結びつけるただひとつの
方法が , 愛と生産的な仕事であるとした . 彼の著書『人間における自由』では ,
人間の性格が , 四つの「非生産的構え」, すなわち「受容的構え」
「搾取的構え」
「貯蓄的構え」
「市場的構え」と , それらとは異なる「生産的構え」の五つに分類
されている . これらはあくまで人間が持つ性格のモデルであり , 実際の人間が
これらのどれかにすっぽり当てはまるというわけではない . また , 非生産的構
えが必ずしも劣った性質なわけでもなく , それ自体は正常であり人間が生きて
いくうえで必要な性格である . だがやはり , 生産的構えこそが , 人間が愛と自発
性とを兼ね備えるために必要な世界との関わり方である .
その生産的構えについての説明のなかでフロムは ,「生産性とは , 自己の力を
（41）
用い , 自分にそなわった可能性を実現するという人間の能力のことである」
と述べている .
また , 生産的であることを愛との関連で次のように言っている .
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人びとは自分が魅力的であるかどうかには関心をもつが , 魅力の本質がか
れら自身の愛する能力にあることを忘れているのである . 人を生産的に愛す
るということは , その人の生に対する責任を感ずるということである . 彼の
肉体的存在についてのみならず , 人間的力の成長と発展とについても , であ
る . 生産的に愛することは , 受身であることならびに , 愛する人の生に対して
傍観者であることとは両立しない . それは , 愛する人の成長に対する , 労働と
注意と責任とを意味するのである . （42）
以上のようなフロムの言葉を見ると , 生産的であるとは , 愛を現実のものと
するために , 配慮と責任に支えられた与えるための具体的な能力に基づき , 自
発的に行動できるということである .
ならば , そのための能力を身につけなければならない . 愛の習練には , 愛とは
何かを理解し世界との関わり方についての心構えを身につけるほかに , 生産的
であるための具体的な能力の習練がともなうのである . 愛とは , 生命を尊重し
人の成長や発展に気を配ることだが , そこには当然 , 自分自身の成長に気を配
ることも含まれる .
フロムの業績の独自性のひとつとしてあるのは , 社会経済的な条件である下
部構造がイデオロギーや人間の精神的な部分である上部構造を規定するという
マルクスの洞察をふまえ , では実際にどのように下部構造が上部構造に影響を
与えるのかという問いに答えるためにフロイトの発明を援用したことである .
フロムは , 下部構造と上部構造との間に , 両構造を媒介するものとして , 人間の
心理的側面 , すなわち家庭などを通して形成される社会の性格構造を取り入れ
た . つまり , まず社会の経済的物質的側面が社会全体の人々に共通する性格の
特性を規定し , さらにそれが個々人の意識や精神を無意識的にかたちづくると
考えた . だからこそフロムは ,「自由からの逃走」が , 現代の社会に生きる人々
の多くに共通する , 時代に特有の性格であると考えるのである .
そのような考えを持っているから , フロムは , 愛についても ,「現在のような
システムのもとで , 人を愛することのできる人は , 当然 , 例外的な存在である」
と言う . そして ,「愛が , きわめて個人的で末梢的な現象ではなく , 社会的な現
（43）
とも
象になるためには , 現在の社会構造を根本から変えなければならない」
言っている .
しかし , それと同時にフロムは , 上部構造から社会の性格構造を介して下部
構造へと通じる逆向きの矢印の存在も信じていた . その存在を信じるからこそ ,
フロムはひとりひとりの人間に愛の習練を説くわけである . 彼は , 個人は社会
によって規定されるが , 社会をつくるのもまた個々人であることを信じていた .
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仕事の絆

公と私

フロムが愛の習練を説くことは , ドラッカーが「成果をあげることは修得で
（44）
きる . そして修得しなければならない」
と言うことと非常に似ている .『経営

以上のように , 愛と責任とは , 自由という概念を通じて互いに交錯し合うも
のであり , どちらもその実態は生産的な仕事かつ自発的な行動であるというこ
とがわかった .

者の条件』は個人が自らをいかにマネジメントするかを書いた本であり ,『非営
利組織の経営』などその他多くの著作でもドラッカーは , 個々人の成長と生き
方について述べている .
彼が個人の成長を促すのも , フロムと同じように , 彼のなかに , 歴史の必然へ
の信奉ではなく「責任への信奉」
「能力にもとづく権威への信奉」そして「人間
（45）
の心への信奉」
があるからである .
ドラッカーも , 技術という下部構造が , 仕事の絆 , つまり責任の関係で結びつ
けられたコミュニティを介し , 上部構造を規定するのだと考えていた .

では , 愛と責任の違いは何かといえば , 第一にあげられるのはそれぞれの言
葉が持つ一般的なイメージだろう . 愛といえば , 恋人や家族などへの私的な感
情を思い起こす . 反対に , 責任といえば , 親の子に対する責任など , 愛と重なり

仕事の絆は , 家族や親族に次ぐ最も強い社会的な絆である . 仕事の組織は ,
家族や親族の組織と同じように , コミュニティのかたちをつくり , 社会の秩

ないし , ドラッカーの責任も職業としての仕事に限ったものではない . ドラッ
カーは , ある時期以降は仕事を中心に責任を論じているかもしれないが , 少な

序を決定する . そしてこの仕事の組織は , 主として技術や道具や動力によっ
て決定される . （46）

くとも , 原点である『産業人の未来』で「自由とは責任ある選択である」と言っ
たときの責任は , 仕事とは限らない普遍的な意味での責任だった . それに , 企業
や非営利組織についての文脈で述べられた責任のあり方も , 読む者しだいでそ
れとは限らない広い意味での責任として役立てることがある程度可能なはずで
ある .

この , 技術によって規定される「仕事の絆」こそ , マルクスが見方を誤った
ものであり , ドラッカーがマネジメントの体系をつくりだす根底にすえたもの
だった .
そしてその際 , ドラッカーは , 下部構造がコミュニティの仕事の絆を介して
上部構造を規定するだけでなく , その逆が存在すること , いや , 存在させなけれ
ばならないことを信じていた . 彼の説いた目標管理によるマネジメントやイノ
ベーションの体系化こそその証である .
ドラッカーは言っている .
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 . （47）
仕事の絆は , 技術によって規定されると同時に , 個々の人間がもつ目的意識
と能力が規定する . だからこそ , 人はともに働く人々と自らの成長を気にかけ
なければならないのだ .

合う部分もあるものの , 通常は職業としての仕事につきまとう公的な責任のイ
メージが優勢である . 一般に , 私的な感情と公的な責務とは相容れないものと
されている . 責任に愛情を持ち込むなど御法度である .
しかし , フロムが言う意味での愛 , ドラッカーが言う意味での責任なら , 共
存は可能なはずである . そもそも , フロムの愛は家族や恋人に限ったものでは

とはいえ , フロムの愛とドラッカーの責任とは , それぞれ得意分野が違って
いる . 仕事に限らないより普遍的な意味での人間関係を詳しく語ったのはフロ
ムであるし , どうすれば生産的な仕事が可能となり成果をあげられるかをより
具体的に語ったのはドラッカーの方だった . だからこそ , フロムの愛とドラッ
カーの責任は互いに補い合う関係にあると言えるのである .
あるとき , ドラッカーがコンサルタントをつとめていた企業の副社長が , ド
ラッカーを「もはや家族同然だ」と社員に紹介した . それを聞いたドラッカー
は , コンサルタントが組織の一部となってはもはや役立てないと感じその会
社の仕事をやめた（48）. 本論はもともと , このエピソードへの違和感が出発点と
なっている . たしかに役立てないのならやめるべきだが , それにしても , 個人的
な関係と仕事上の関係とは両立することができないのか . 仕事の関係は仕事の
関係として割り切らなければならないのか .
ドラッカーはまた , アルフレッド・スローンなど優れた経営者が仕事仲間と
個人的な友情を育まなかったことを繰り返し強調しているし（49）, 彼自身も , 顧
客として知り合った人たちは常にまた友人としてではなく顧客として彼の許
に戻ってくると言っている . しかし彼らと一緒にいることが楽しいともドラッ
カーは言っている（50）. 本人は気づいていないかもしれないが , それらの人々は
みな , ドラッカーの顧客であり友人でもあったはずだ .
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フロムは次のように言っている .
もし愛するということが , 誰にたいしても愛情豊かな態度をとることを意
味するとしたら , また , 愛が性格特徴だとしたら , 当然ながら , 家族や友人と
の関係にだけでなく , 仕事を通じて接触するような人たちとの関係にも , 愛
があるはずだ . 身内にたいする愛と , 赤の他人にたいする愛とのあいだにも ,
「分業」はありえない . それどころか , 赤の他人を愛することができなければ ,
身内を愛することはできない . （51）
企業や政府 , もしくは大学などさまざまな機関で起こる問題や不祥事の多く
は , 誤って公私を混同した人物がいたために起こっている . ドラッカーは , 組織
の貢献の目的は組織の外にしかないのだから , ただ自らが発展することにしか
興味のない組織はがん細胞のようなものだと言っている（52）. 同じようにフロム
も , 自分たちのことしか考えていないカップルは利己主義が二倍になったもの
にすぎないと言っている（53）.
フロムから愛を , ドラッカーから責任を学べば , より正しい仕方で公私を混
同することができるようになるのではないか .
【注】
（1）ライナー・フンク 著 , 佐野哲郎／佐野五郎 訳『エーリッヒ・フロム ― 人と思想』紀伊國
屋書店 , 1984 年を参照 .
（2）三戸公は , フロムとドラッカーの「自由」の概念がほとんど同じものであることを指摘し
ている . 三戸公『ドラッカー ― 自由・社会・管理』未来社 , 1971 年 , 特に第一章「自由論
― 人間の本性」を参照（本書第一章は , 三戸公『ドラッカー , その思想』文真堂 , 2011 年
に再録されている）.
（3）P・F・ドラッカー 著 , 上田惇生 訳『ドラッカー名著集 9「経済人」の終わり』ダイヤモンド
社 , 2007 年 , p.iii
（4）エーリッヒ・フロム 著 , 日高六郎 訳『自由からの逃走』東京創元社 , 1951 年 , p. 3
（5）同上 , p.4
（6）
『ドラッカー名著集 9「経済人」の終わり』pp. 280 - 281
（7）同上 , p.283
（8）同上 , p.276
（9）同上
（10）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.199-200
（11）アイヒマン裁判やアーレントの著作による一連の騒動をフロムが無視していたことがゲ
ルハルト・P・ナップによって指摘されている（滝沢正樹／木下一哉 訳『評伝 エーリッ
ヒ・フロム』新評論 , 1994 年 , p.166）. ただし , アイヒマン裁判を受けてスタンレー・ミル
グラムが 1963 年に行った服従実験や , さらにそれを受けてフィリップ・ジンバルドーが
1971 年に行ったスタンフォード監獄実験については , 1973 年の著書『破壊 ― 人間性の
解剖』のなかで詳細に触れている .
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（12）
『ドラッカー名著集 9「経済人」の終わり』p.285
（13）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 , 終章「ある社会生態学者の回想」を参照 .
（14）
『ドラッカー名著集 9「経済人」の終わり』p.iv
（15）同上 , p.v
（16）
『自由からの逃走』p.230
（17）同上 , p.231
（18）フロムの経歴については ,『エーリッヒ・フロム ― 人と思想』や『評伝 エーリッヒ・フ
ロム』, 安田一郎『フロム』清水書院 , 1980 年などを , ドラッカーの経歴については ,『傍
観者の時代』や , ピーター・ドラッカー 著 , 牧野洋 訳・解説『ドラッカー 20 世紀を生き
て ― 私の履歴書』日本経済新聞社 , 2005 年などを参照 . フロムがベニントン大学を去っ
た時期については , さまざまな説があり , 確実な情報が得られなかった .
（19）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. 124
（20）エーリッヒ・フロム 著 , 加藤正明／佐瀬隆夫 訳『正気の社会』社会思想社 , 1958 年 ,
pp. 150 , 208
（21）
『ドラッカー名著集 9「経済人」の終わり』p.284
（22）フロムがいかにしてマルクスとフロイトに興味を持ち両者の思想の総合を試みたかは ,
エーリッヒ・フロム 著 , 阪本健二／志貴春彦 訳『疑惑と行動 ― マルクスとフロイトと
わたくし』東京創元社 , 1965 年を参照 .
（23）フロムによるフロイトの解説 , およびフロムとフロイトとの思想的な違いについては ,
エーリッヒ・フロム 著 , 佐治守夫 訳『フロイトの使命』みすず書房 , 1966 年および , エー
リッヒ・フロム 著 , 佐野哲郎 訳『フロイトを超えて』紀伊國屋書店 , 1980 年を参照 .
（24）
『ドラッカー ― 自由・社会・管理』p.65, もしくは『ドラッカー , その思想』p.153 を参照 .
（25）ドラッカーによるフロイト論の妥当性の検証は , 仲正昌樹『思想家ドラッカーを読む
― リベラルと保守のあいだで』NTT 出版 , 2018 年 , pp. 36 - 45 を参照 .
（26）P・F・ドラッカー 著 , 上田惇生 訳『ドラッカー名著集 10 産業人の未来』ダイヤモンド社 ,
2008 年 , pp.199 - 200（一部改訳）
（27）同上 , p. 202（一部改訳）. 引用中の「精神分析学者」と「人格心理学者」というのは , 先に
ユングとアドラーの名前があげられていることから , ドラッカーがそれぞれ両者の学派
を念頭に置いていた可能性が高い .
（28）パブロフとレーニンの関係は , E・A・アスラチャン 著 , 柘植秀臣／丸山修吉 訳『パヴロ
フ ― その生涯と業績』岩波書店 , 1955 年 , 特に pp.204 - 211 を参照 . 人間がパブロフの犬
のように条件づけされた世界の究極は , フロムも頻繁に言及するオルダス・ハクスリー
の小説『すばらしい新世界』に描かれている .
（29）アドラーについては , 岸見一郎『アドラー心理学入門』KK ベストセラーズ , 1999 年など
を参照 .
（30）
『 ド ラ ッ カ ー 名 著 集 12 傍 観 者 の 時 代 』p. 98 . 原 書 は , Peter F. Drucker, Adventures of a
Bystander, Transaction Publishers, 1994 , p. 98 . ヴィルヘルム・ライヒは 1933 年に『ファシ
ズムの大衆心理』を書いており , フロムにも影響を与えた .
（31）
『ドラッカー名著集 9「経済人」の終わり』p. 76
（32）
『ドラッカー名著集 10 産業人の未来』p.139
（33）
『自由からの逃走』p. 42（傍点原文）
（34）同上 , p. 40（傍点原文）
（35）同上
（36）エーリッヒ・フロム 著 , 鈴木晶 訳『愛するということ』紀伊國屋書店 , 1991 年 , p. 5（傍点
原文）
（37）同上 , p.50
（38）フロムは , 全人類を実際に愛するということより , 誰のことでも愛する準備があるとい
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う態度 , 世界との関わり方のことを言っている . そう考えれば , アーレントがゲルショ
ム・ショーレムへの書簡で語った次の発言とも対立しない .「わたしは人生においてなん
らかの民族あるいは集団を「愛した」ことは一度もありません」
「わたしはじっさいわた
しの友人たち「だけ」を愛するのであり , わたしが知っていて信じてもいる唯一の種類の
愛は個人への愛です」
（ハンナ・アーレント 著 , J・コーン／ R・H・フェルドマン 編 , 齋
藤純一／山田正行／金慧／矢野久美子／大島かおり 訳『ユダヤ論集 2 アイヒマン論争』
みすず書房 , 2013 年 , p.318）
（39）
『愛するということ』p.77
（40）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.92
（41）エーリッヒ・フロム 著 , 谷口隆之助／早坂泰次郎 訳『人間における自由』東京創元社 ,
1955 年 , p.109
（42）同上 , p.127
（43）
『愛するということ』p. 196
（44）
『ドラッカー名著集 1 経営者の条件』p.iv
（45）
『すでに起こった未来 ― 変化を読む眼』p. 323
（46）同上 , p.166
（47）
『ドラッカー名著集 12 傍観者の時代』pp. 297 - 298
（48）ピーター・F・ドラッカー／ジョン・F・ギボンズ 著 , 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』
文真堂 , 2014 年 , p.237）
（49）
『ドラッカー名著集 1 経営者の条件』pp. 109 - 110
（50）ピーター・F・ドラッカー 著「ドリスと暮らして 60 年 ,「幸せな結婚の秘訣」とは……」
（ド
リス・ドラッカー 著 , 野中ともよ 訳『ドラッカーの妻 ― ピーター・ドラッカーを支え
た妻ドリスの物語』アース・スター エンターテイメント , 2011 年 , p. 310）
（51）
『愛するということ』p. 192
（52）P・F・ドラッカー 著 , 上田惇生 訳『ドラッカー名著集 15 マネジメント ― 課題 , 責任 ,
実践（下］』ダイヤモンド社 , 2008 年 , p.95
（53）
『愛するということ』p.89

【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 . 卒業論文でド
ラッカーをテーマに扱い , 以後ドラッカーの研究を続けている .
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フランスでのPPP歴史的発展の過程及び
日本での官民連携手法とコンセッション方式
等事業推進についての考察

Study on the process of historical development of PPP in France,
and Consideration on PPP and business promotion such as
concession method in Japan

薄木伸康

Nobuyasu Usuki

（清水建設株式会社）

Summary
PPP is to cooperate between public institutions and private enterprises when
developing social capital and providing public services. Among PPP, the PFI method
has been established since the 1990s, mainly in European countries and the United
States, as a maintenance method for infrastructure. PPP is a broader concept of
public-private partnership including provision of public services on the soft side, and
many projects are carried out in many countries.
In the past, in Japan, public works projects were ordered based on detailed design
standards as “customized specifications” for a long time as practice, so emphasis
was placed on the engineer of public organizations, experienced engineers from
academic circles, and engineers in the industry, and the unit price was remarkable
compared with other countries. Today, incentives to lower costs are working strongly
against the backdrop of the government's financial difficulty. Private enterprises
gained experience and technology has greatly improved. For this reason, orders for
public works are ordered only by specifying important specifications, and detailed
specifications are entrusted to private companies by “performance ordering”.
PPP, including the PFI method that entrusts the construction, maintenance and
operation of public facilities to private enterprises in an integrated manner,
popularized in Japan. Especially from the 2000s onwards, administrative agencies
such as the Cabinet Office and the MLIT are actively promoting PPP.
We overlook the historical background of introduction of PPP and examine from the
case of French water supply project. In addition, we look at the institutional contents
of domestic PPP, looking at examples of concession project, and future issues
concerning the penetration of PPP.

1. はじめに
社会資本整備や公的サービスの提供に際して，公的機関と民間事業者が協働
して実施する PPP
（Public Private Partnership）すなわち官民連携は，ソフト
面での公的サービスの提供を含むより広義の概念であり，特に PFI 方式が代表
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的なインフラストラクチャの整備手法として欧米諸国を中心に 1990 年代から
定着し，英国をはじめとした欧米諸国，カナダ，オーストラリア，韓国，シンガ
ポールなどに加えて，アフリカや中東，インドネシア，タイ等のアジア諸国に
おいても数多くのプロジェクトが実施されている（1）．
かつての日本では，公共事業は細かな設計基準に基づいて発注される「仕様
発注」が長く慣行として続いたため，公的組織，技術系学識経営者，業界内の技
術者による技術性を重視した発注が主流となり，諸外国と比較して単価の高さ
が際立っていた．しかし，現在では国や自治体の財政ひっ迫などを背景に，コ
ストを下げるインセンティブが強く働き，一方で民間事業者の技術力が大きく
向上し，実績も豊富になったことから，公共事業の発注は重要な仕様だけを定
め，詳細仕様は民間事業者に委ねる「性能発注」が一般的となっている．更に，
公共施設の整備だけでなくその維持管理や運営も一体的に民間事業者へ委託す
るという PFI 方式をはじめとした PPP が国内においても浸透し，特に 2000 年
代以降は内閣府，国土交通省などの中央省庁を始め行政が主体的に推進してい
る．
本稿では PPP の導入の歴史的背景を先進地であるフランスの水道事業の事
例から俯瞰，検証するとともに，国内の PPP の制度的内容を俯瞰し，特にコン
セッション方式の実例を俯瞰し，PPP の浸透について将来的な課題を検討した
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し（3），短期信用を担う預金銀行，事業銀行である一方で，債券発行による長期
信用を本格的にスタートし，資本に方向付けを行うことによって産業を発展さ
せることを目的としたいわゆる投資銀行として社会資本インフラストラクチャ
整備，運営への投資を積極的に行った（4）．このうち，パリ市の都市拡大に伴い
生活用水や工業用水への水の需要が高まったことを受け，水道会社を設立し，
有料の給水事業を開始したのが PPP 手法として初めての本格的な民営水道事
業と言われている．
この当時 1867 年から翌年にかけて，幕臣としてパリ万国博覧会に参列する
将軍徳川慶喜の弟・昭武に随行していた渋沢栄一がパリに滞在しており（5），商
業銀行がインフラストラクチャへの投資を行うことが経済発展の原動力の一つ
となっていることを目の当たりにしたこと（6）で明治維新後の近代日本産業の勃
興にあたりまず旧第一国立銀行を初めとする金融機関の設立に動き，国内の主
要産業や民営を含むインフラストラクチャ整備，運営のための資金集中への道
を付けたのである．
その後 PPP 手法としてのコンセッション方式は，鉄道，地下鉄，水道，発電
所等（主に収益事業性を有する公役務），20 世紀に入ると道路，市外電車，廃棄
物処理，地域コージェネレーション等（主に非収益事業的な公役務）など幅広
い分野に導入され浸透していった．

い．

2. フランスの官民連携の歴史的な発展
（1）フランスでの官民連携の歴史的経緯，渋沢栄一との接点
社会資本インフラストラクチャの整備，運営に PPP 手法を取り入れた最初期
の事業は，16 世紀頃からフランスで実施された「公役務の特許」
（concession de
service public：以下「コンセッション方式」と表記）と言われ，主に当時増加

（2）フランスにおける行政契約制度の概念
日本において公的経済活動を行う企業に与えられる経営上の権利「公企業の
特許」は，電力，ガス，鉄道，専売企業，公共住宅など独立採算制を基本とする
事業又は事業体に付与される許認可を指す狭義的なものとされ，それ以外の企
業には付与されないという法的解釈がある．これに対してフランスでは，上述
のとおり古くから公的機関と民間事業者との関係性を示す広義的な意味を持

していた河川交通の改善のため運河・橋の施設整備を含む運営事業へ導入され
た（2）．
ナポレオン 3 世（Napoléon Ⅲ）によるフランス第二帝政期（1852 〜 1870）に
は，現代の産業社会，消費資本主義を予見したとして評価されている社会哲学
者サン・シモン（Claude-Henri de Saint-Simon，1760 〜 1825）の産業社会論に
傾倒した弟子のペレール兄弟（Frères Pereire）によってクレディ・モビリエ

つ「公役務の特許（コンセッション方式）」という行政契約概念が用いられ，対
象となる事業体は上記のような収益性のある事業を民間事業者に行わせるた

（Crédit mobilier，1852 〜 1867）1 が創設された．クレディ・モビリエは「わが

務の委任」
（DSP：Délégation de service public）という概念が定着し，従来型
の委任契約である工事請負，物品納入若しくは役務給付の個別業務を目的とし
た「公共契約」
（marchés publics）とは明確に区別されている（7）．「公役務の委
任（DSP）」は官公庁契約における厳格な入札手続きとは異なり，主に手続的な
制約を受けない随意契約によっていた．

社の事業は企業の支援である」と民有民営企業への投融資を明確な設立目的と
1

クレディ・モビリエはペレール兄弟（兄エミール：Jacob-Émile Péreire
（1800 〜 1875），弟イ
ザク：Isaac Péreire（1806 〜 1880））が 1850 年フランス国内で設立した金融機関であり投機
債権の暴落などにより短期で倒産した．後に米国連邦政府が 1864 年に設立許可を与えたユ
ニオン・パシフィック鉄道（UPR）の建設請負子会社として同年に設立されたクレディ・モ
ビリエ・オブ・アメリカ（CMA）社とは別の企業である．

めの契約手法のみならず，道路，橋梁，上下水道，公共駐車場等の非収益性の
事業の施設整備，維持管理，運営までの行政契約手法として広く利用されてい
た．現在では，社会資本のインフラストラクチャ整備や公的サービス提供事業
の民営化のための行政契約の類型を総称する考え方としてより広義的な「公役
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（3）公役務の委任（DSP）概念によるフランスの行政契約類型
「公役務の委任（DSP）
」概念は，1990 年代前半までは，実務的にコンセッ
ション方式及び「収益的公共施設管理委託契約」
（affermage：以下「アフェル
マージュ方式」と表記）という二つの行政契約により実現していた．前者コン
セッション方式に基づく行政契約では，民間事業者は，事業に必要な建物や施
設を自ら建設・設置した上で，利用者からの料金収入と引き換えに公共サービ
スの提供等の事業を遂行することが可能となっている．事業契約期間はおおよ
そ 20 〜 50 年と非常に長期間に渡る．後者アフェルマージュ方式は，建物や施
設の設置を含まず，専ら公共サービスの提供のみを目的として締結される行政
契約で，管理受託者は公的機関が提供する施設使用料と引き換えで当該施設の
維持管理・運営を委ねられる．当該施設の維持管理・運営により利用者等から
得られた収入から使用料を差し引いた額が報酬となる公設民営型の公益事業な
いし公共施設経営を可能とする行政契約である．事業契約期間は 5 〜 20 年間
と比較的長期間となる（8）．
基本的には，施設整備業務の有無によりコンセッション方式とアフェルマー
ジュ方式とを区別するのが行政契約に基づく法律上の定義であるが，実態とし
てはこの中間形態が非常に様々な形で存在し区別するのが難しいのが現状で，
民間事業者との契約上の指導においては特にこの二方式を区別していない．契
約終了後には，自治体が適切な民間企業を再度選定して運営委託を行ってい
る．
この二方式とは別に，自治体による「業績連動型委託方式」
（régie intéressée：
以下「レジー・アンテレッセ方式」と表記）があり，具体的には公社経営を指
し，例えば現在のフランスでは水道サービスの約 2 割程度がこの方式とされて
いるが，業務形態を見れば業績に応じて委託料が増減するものの包括的な委託
形態をとらないいわゆるアウトソーシングである（9）．
また，維持管理業務のみを切り出して民間に委託する「単純業務委託方式」
（gérance：以下「ジェランス方式」と表記）と呼ばれる形態があり，日本にお
ける通常の維持管理委託契約に近い「サービス購入型」の形態になっているが，
通常は使用料の収受を抱き合わせにすることが多い．契約期間は 3 〜 5 年と言
われており，比較的短期間である点からもわが国において広く浸透しつつある
地方自治法に基づく公共施設における指定管理者制度に近似している（10）．これ
らの四方式を簡潔にまとめると（図 2-1）に示すことができる．
（4）現在のフランスにおける PPP 制度
これまで見てきたように，フランスでは「公役務の委任（DSP）」という行政
契約の手法を用いてインフラの整備・運営等が主に随意契約により行われて
いたが，政治家への贈収賄等による政治腐敗や談合等に対処するための立法処
置として 1993 年に制定時の経済財務大臣の姓（Michel Sapin）に因んだサパン

図 2 - 1 公役務の委任（DSP）各方式の仕組み図
出典：足立慎一郎
『海外の上下水道分野におけるコンセッション等取組事例とわが国への示唆』
（2018）
国土交通省 2017年度地方ブロックプラットフォーム
「コンセッション事業推進セミナー」資料 p.7

法（Loi Sapin）が制定され，政治腐敗防止規制の一環として，「公役務の委任
（DSP）
」に関する規制法規がフランス法規上初めて設けられた．これにより，
公開性・競争性の確保と交渉可能性の留保の併存を図った手続きが導入され，
選挙資金や政党活動資金に対する規制とともに，国や自治体などが行う種々の
経済活動に伴う腐敗防止のための措置が講じられた（11）．同年，公共工事の契約
手続に関する EU 指令により，建設工事の対価として当該施設の運営権を付与
するものを「公共工事コンセッション」として公示する制度が設定された（表
（12）
．
2-3 脚注参照）
伝統的なフランスの法律には，資金調達，施設の維持管理，運営を一括して
委ねる公共発注の手法として，公的機関による長期契約期間に亘る延払いで構
成されるサービス購入型 PFI 的な制度は存在しなかったが，21 世紀に入りイギ
リスにおける PFI 方式導入とその成功に倣い，2004 年に公共施設の分野を包括
する「官民協働契約法（CP：Contrat de Partenariat，オルナンドス 2004 - 559
号）」が制度化された．
これにより，フランスでの PPP 法制度が「公役務の委任（DSP）
」と「官民協
働契約法（CP）」に二分類されることとなった（表 2-1 参照）．官民協働契約法
により，公共事業分野を横断的，包括的に括り，民間事業者が行う業務に対し
て延払いの支払いを実施し長期継続契約とする PFI 方式の事業契約を明確な
制度として運用することとなった．この制度の発足に伴い，主にサービス購入
型 PFI の普及促進を主要業務とする政府組織「官民協働契約実現支援チーム
（MAPPP：The Mission d’appui aux Partnenariats Public-Privaté）
」が創設さ
れた（13）．
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表 2 -1

フランスでのPPP歴史的発展の過程及び日本での官民連携手法とコンセッション方式等事業推進についての考察

現在のフランスでの PPP 法制度分類
制度名称

表2-2

概要

手法

公役務の委任
（DSP）

1993 年のサパン法により
導入
伝 統的な種々の契 約を包
摂する概念

公役 務の特許
（コンセッション方
式：concessionde service public）
収益的公共施設管理委託契約
（ア
フェルマージュ：affermage）
業績動型委託方式
（レジー・アンテ
レッセ方式：régie intéressée）
単純業務委託方式
（ジェランス方
式：gérance）

官民協働契約法
（CP）

2004 年 6月17日オルドナン
スにより導入
サ ービス購入 型 PFIの 契
約類型を規定

パートナーシップ契約
（CP）
行政財産賃借権
（BEA）
病院財産賃借権
（BEH）
行政財産一時占有許可
（AOT）
買戻条項付賃借権
（LOA）

出典：足立慎一郎
『海外の上下水道分野におけるコンセッション等取組事例とわが国への示唆』
（2018）国土
交通省2017年度地方ブロックプラットフォーム
「コンセッション事業推進セミナー」資料p.6より作成

フランスにおける PPP の歴史的な経緯
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2, 3

出典：内閣府，日本政策投資銀行，日本経済研究所『フランス・英国の水道分野における官民
連携制度と事例の最新動向について』
（2016）1 . フランス p. 4

その後，EU 指令によるコンセッション契約についての 2 度の法整備を経て，
2016 年 12 月に新たな腐敗行為防止法であるサパンⅡ法（Sapin Ⅱ Law）が制定

には日本の市町村に該当する自治体（コミューン（commune））が 36 , 000 団体
ほど存在しており，行政サービスの執行にあたっては，効率化を目的とした広

された．この新法による改正内容は，腐敗行為防止を所管する新たな機関の創
設，腐敗行為に対する罰則の強化，コンプライアンス・プログラム実施義務の
規定，米国等で採用されているいわゆる訴追延期合意（Deferred Prosecution
Agreement）類似の和解制度の導入，公益通報者保護の強化，域外適用範囲の
拡大と多岐に渡っている．改正内容のうち，一定規模以上の企業の役員等に，

域的な事務組合をコミューン間同士で形成する動きがみられている．
表2-3

フランスにおける PPP/PFI 推進機関
MAPPP

・CP の初期的なプロジェクト評価
・国 及び自治体が実施するインフラ
（公共
・プロジェクトの準備，交渉，モニタリ 投資全般に対する最適手法
調達を含む）のアドバイス
ング等における公的主体のサポート
・民 間コンサルに委託する前段階の
・CP の普及・促進
相談，又は，民間コンサル委託後の
・自治体に対する契約の標準雛形の セカンドオピニオン
提供等
・PPPに関するガイドラインの策定等

対象案件

CP 型 PPP のみを対象

DSP やPPPに限らず公共 調 達を含
む全般

対象段階

事業の初期段階

事業の初期段階，実施段階

所定の内容を有するコンプライアンス・プログラムの実施義務が課され，従来
はフランス国籍保有者の行為に限定的にしか認められていなかった域外適用の
範囲が，フランスに居住する個人やフランスで経済活動の全部又は一部を営む
個人及び法人等の行為にまで拡大された（14）．
同時に公役務の委任（DSP）制度に含まれる契約方式を新たに「コンセッ
ション契約」として規定したが（表 2-2 参照）
，現在のところ（図 2-1）で示し
た PPP 法制度分類が慣習的に継続しているといえる．
またこの 2016 年の法改正に伴い，
「官民協働契約実現支援チーム（MAPPP）」
は，国と自治体が実施するインフラ投資に対する最適手法のアドバイスや
PPP に関するガイドラインの策定等を実施する政府組織として Fin Infra（The
Mission d’appui au financement des infrastructures）に改編された．この組織
改編により，インフラ投資に対する公共調達を含めた様々な手法の中で，どの
手法が最適であるかをアドバイスする組織となった．こうして Fin Infra は，公
共調達と PPP/PFI の導入ケースの比較を常に行い，最適手法を検討する過程
で，官民間に緊張感を持たせており，結果的に民間事業者のノウハウが最大限
引き出されるような仕組みを構築している（表 2-3 参照）．また，フランス国内

Fin Infra

目的と役割

機能拡充点

―

財務，法律，技術面のスキル強化

出典：平島佳奈『諸外国の PPP ／ PFI の推進制度と我が国への示唆〜諸外国における PPP ／
PFI の推進体制〜』
（2017）筑波銀行筑波経済月報 2017 年 9 月号 p.7

2

3

EU 法は第一次法（条約等），第二次法（法等）に分類され，第二次法は①規制，②指令，③決
定，④勧告・意見に細分される．指令はその結果のみ加盟国を拘束し，そのための手段・方
法は加盟国に委ねられ，既存法律で対応しない場合は新たな国内法の制定などが必要とな
る．
デクレ（décret）は第五共和国憲法に基づき命令制定権（pouvoir réglementaire）を行使す
る大統領又は首相による命令行為．
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（5）フランス上水道事業の概要
フランスの上水道事業における PPP 導入は，1853 年にリヨン市がジェネラ
ル・デ・ゾー（Général des Eaux）社（現ヴェオリア（Veolia）社）に委託したこ
とが始まりである．現在の上下水道事業（上水：取水・浄水・供給等，下水：
下水収集・汚水処理等）はコミューンが供給等責任を有する．事業運営は自治
体の直営又は民間事業者への委託のいずれも可能で自治体が任意に選択する．
フランスでは 1980 年代以降，急速に地方分権改革が進んだが，コミューンの行
政基盤はもともと脆弱で財源補償等が不十分であった上に，コミューンの合併
も進まず公共サービス供給は一層困難となった．このような背景により，上下
水道事業の運営効率化のため，相対的に導入が容易な公役務の委任（DSP）が
一層普及することとなった．
事業法制度面では，国内の水問題を総合的に取扱うため 1964 年に「水管理・
配分・水質汚染防止に関する法律」が施行された．この法律によりフランス本
土を 6 流域に分割した水管理行政区域が設定され，各行政区域には「流域管理
庁」と「河川流域委員会」が設置されている．
河川流域委員会は，
「水の議会」の性格を持ち，自治体代表（40 %），利用者及
び非営利社団代表（40 %）
，国からの代表（20 %）で構成され，地方で選出され
た公務員が議長を務め，基本的な役割として監視，水管理の方向付け及び奨励
措置を担当している（15）．河川流域委員会は，州議会，県議会及び市町村議会の
助言と勧告を受けながら，流域の水管理に関する全体的な方向性及び達成目標
を示す文書である「水整備管理基本計画（SDAGE）
」を策定し，質的，量的に調
和の取れた水管理のための基本的な方向性を決めている．SDAGE は，市町村
が定めた計画に配慮しながら，総合的な方法で具体的な水の質的，量的目標を
設定し，そのための整備・改善計画を策定するものである．また，河川流域委
員会では，流域管理庁の 5 か年計画における優先順位，投資支援，私的・公的な
下水処理施設の円滑な運営方法についての助言も行っている（16）．
ま た，SDAGE の 下 に，小 流 域 の 水 管 理 計 画 で あ る「 水 整 備 管 理 計 画
（SAGE）
」が，計画の対象区域内の自治体，利用者，土地所有者や国等から構成
される地方水委員会によって策定される．実際に水管理を行う行政機構は，エ
コロジー・エネルギー・持続可能開発・運輸・住宅省（MEDDE）にある（17）．
前述の Sapin 法により，契約期間制限（20 年以下），情報開示，公示方式等を定
め，競争の適正化を図っている．
民間事業者は“Water Pays for Water の原則”に則り，料金収入により収支
バランスのとれた運営が求められる．2013 年現在，年間約 800 件の契約が更新
されるが，約 9 割が既存事業者との更新で，事業者の変更や再公営化に至る事
例は少ない．国内上水道事業の約 65％，下水道事業の約 50％が民間委託されて
おり，それらの委託先はヴェオリア社，スエズ（Suez）社，サル―（Saur）社の
上位 3 社で寡占状態にある．
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（6）パリ市の上水道事業の再公営化
①中世から近世パリ市の上水道整備
首都パリ市の人口は約 225 万人，面積は約 105 km 2 である．自治体としては
県と同格の特別市である．自治意識が高く，1871 年，世界最初の社会主義政権
「パリ・コミューン（Commune de Paris）」の崩壊後は，国の警戒もあり 1 世紀
もの間市長不在の期間が続いた．1975 年の法律によって「市長を選挙で選ぶ」
仕組みが実現し，その最初の議会選挙で 1977 年にジャック・シラク（Jacques
René Chirac：市長在任は 1995 年まで，後にフランス大統領就任）がパリ市長
に就任した．
パリ市の水道は，中世以来国王が利水権（concession）を持ち「王の泉」とし
て廷臣や高等法院の貴族，大商人らに無償で賦与し市民は生活用水としてこ
れを利用していたが，供給量は慢性的に不足し不衛生による弊害が多かった．
1778 年にペリエ（Perrier）兄弟が，蒸気機関による揚水場建設と泉水及び個
人への給水事業をルイ 16 世に願い出て許され，「パリ水道会社（la Compagnie
des Eaux de Paris）
」を設立した．同社はセーヌ河畔シャイヨにワットの蒸気
機関で揚水した水を，丘の上の貯水槽に蓄えた後，自然力で右岸の街区に給水
する計画であったが，一般市民に「商業的給水泉（fontaines marchandes）
」を
用いて水を売る水売りが，競争相手の出現に脅威を覚え，市に低めの卸価格設
定を強く働きかけ価格競争に破れたこと，蒸気機関，鋳鉄水道管の信頼性が低
かったことから事業が難航し，同年には同社設備をパリ市へ売却しパリ市が事
業を継続した（18）．
② 近代パリ市での民間事業者による水道事業
ナポレオン 3 世の第二帝政期（1852 〜 1870）に当時パリ市の自治体であっ
たセーヌ県（Le département de la Seine）の知事を務めたジョルジュ・オスマ
ン（Georges-Eugène Haussmann）による「パリ改造」の柱として大規模に水道
整備を推進した．上述のとおり 1853 年，銀行家ロートシルトが，ヴェオリア社
の前身ジェネラル・デ・ゾー社をパリに設立し，民間企業による世界初の水道
事業をリヨン市から請け負った．1860 年にはパリ市と，市がジェネラル・デ・
ゾー社の水利施設を譲り受けて水管理権を掌握し，ジェネラル・デ・ゾー社が
個人契約者への水道管の敷設と供給，料金徴収を行う 50 年間の水道事業の契
約が締結され，これにより産業革命や鉄道網の整備等による人口増加と，都市
域の拡大による水需要の急増に対応するインフラストラクチャが整備された．
1858 年にはスエズ社の前身リヨネーズ・デ・ゾー（Lyonnaise des Eaux）社が
設立され，ジェネラル・デ・ゾー社と共にパリ市の水道事業を行っていた（19）．
水の利用契約は，1860 年の 14,000 件から 1885 年には 60,000 件を超すまでに大
規模化した．
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③ 現代パリ市での水道事業の民営化から再公社化への動き
その後民間事業会社の破綻による公営化を経て，1980 年代からシラク市長に
よる水道事業の再編が開始され，市内の上水道供給事業のうち取水・浄水及び
配水池までの送配水業務については，パリ市が 70％を出資し，ヴェオリア社と
スエズ社が 14％ずつ出資した日本の第 3 セクターに相当するオードパリ（Eau
de Paris）社によるコンセッション方式の契約で業務が行われ，1987 年にオー
ドパリ社との間のコンセッション契約が締結された．しかし，組織体制がかな
り複雑となりパリ市の監督が届きにくかったり，設備更新がやや停滞し不具合

157

これを受けて上述のとおり Eau de Paris 社を改組し発足したパリ市商工公
社が，2010 年 1 月 1 日から浄水・送配水業務に加えて CEP 社と EF-PE 社に委
託していた給水業務を統合し，給水事業についても再公営化された（図 2-3 参
照）
．フランスの労働法典には継続契約の規定があり同一の仕事で組織が変わ
る場合に雇用継続の提案が義務付けられているため，Eau de Paris 社，CEP 社，
EF-PE 社の従業員の多くはパリ市商工公社（職員約 800 名）に移籍することが
できた（22）．

が増えたり，水道料金の値上げが激しく，水道事業担当副市長の回顧によると
民営化以降 2000 年代には 1980 年の 2 . 7 倍以上になるなどの背景から市民の不
（20）
満も高まっていた（図 2-2 参照）
．
2008 年 11 月のパリ市議会における議決により，Eau de Paris 社の民間二社
の保有分を全てパリ市が買い取ることで，2009 年 5 月 1 日からパリ市商工公社
（Établissement public à caractère industriel et commercial：企業名は Régie
Eau de Paris）として改組公社化された．

図2-3

パリ市の水道事業の変遷

出典：足立慎一郎『海外の上下水道分野におけるコンセッション等取
組事例とわが国への示唆』
（2018）国土交通省2017年度地方ブ
ロックプラットフォーム「コンセッション事業推進セミナー」
資料p.16

図 2-2

パリ市の上水道（飲料水）料金の指数（1980 年を 100 とする）

出展：パルシステム共済生活協同組合連合会 HP

KOKOKARA（2018）

さらに，各家庭への給水業務については，それまでセーヌ川を境にヴェオリ
ア社の子会社 Compagnie des Eaux de Paris
（CEP）社がセーヌ川の右岸側を，
スエズ社の子会社 Eau et Force- Parisienne des Eaux（EF-PE）社がセーヌ川
の左岸側をアフェルマージュ方式の契約によってそれぞれ事業が行われ，シラ
ク市長在任中の 1984 年に 2009 年末まで 25 年間の契約が締結され，2 社による
事業が行われていたが，水道事業，特に給水部分の再公営化を公約に掲げ 2001
年市長に就任し 2008 年に再選（1 期 7 年）した革新系のベルトラン・ドラノエ
（Bertrand Delanoë）市長の下で，2010 年から公社化した Eau de Paris 社が浄
水・送配水業務だけでなく給水業務も併せて行うことを決定した（21）．

④再公社化による効果と課題
再公営化の成果としては，Eau de Paris 社，CEP 社，EF-PE 社が留保してい
た利益や株主配当金のほか公社化による各種納税からの免除により 3 , 500 万
ユーロを節約でき，それを設備の投資に充当することができた．また，ドラノ
エ市長は自らの任期である 2014 年までの間，水道料金を急上昇させないこと
を約束したが．再公営化の翌年には約 8％の水道料金引き下げを実施した（図
2-2 参照）．
さらに，パリ市商工公社の運営・意思決定への一般市民の声を直接反映させ
ることを目的として，事業について直接意見を述べ議論できる場（オブザーバ
トリ）が設置され，研究者や労働組合員を含め一般市民が参加し，その代表が
事業体の経営評議会メンバーとなる体制も整備された．また利用者に対して積
極的な経営情報の開示を行い経営の透明性を補っている（図 2-4 参照）
．
一方で，再公営化は政治的な側面による影響もあるとの評価もされてい
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る（23）．今後は，図 2-5 に示すように日本の各都市と比較しても非常に高額な料
金を是正するため，経営効率性を高めつつ絶え間ない設備更新を行い低廉で高
品質な上水道の供給が継続できるかが課題となると考えられる．
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（7）フランスの PPP での職員養成と事業モニタリング
フランスでは，PPP を推進するため，第 2 章（4）で述べた推進組織を国策と
して設置し，推進組織内の官民の雇用の流動性を高め，相互の知識を活用して
いる．また，案件ごとに PPP の実務経験が豊富な民間企業出身者を採用するだ
けでなく，公的企業側の職員についても，ただ単に業務委託を行う知識を身に
つけさせるだけではなく，適切なモニタリングの実施方法や事業者を選定する
ための知識，ノウハウを獲得するための研修などを実施している．また，サー
ビスの供給者について官民に拘らず，公平性を順守しながら常に最適なサービ
スの供給者を選定する姿勢があり，一度，民間委託された業務であっても，公
共と民間が実施する場合を常に比較し，最適なサービス供給を行うために官民
間の緊張関係を持たせることが行われている（24）．このフランスの事例をはじ
め，欧米諸国では PPP 手法としてのコンセッション方式を公的事業の多くの分
野で導入している（表 2-4 参照）．日本において官民連携がどのような経緯に
より制度化され，実現しているのか，特にコンセッション方式の導入はどのよ
うな分野で導入され成果や課題が生じているのか，については第 5 章で考察す
る．
表2-4

欧米諸国のコンセッション方式導入分野
国名

図 2 -4

再公社化後の上水道事業の実績開示例

出展：Régie Eau de Paris

HP（2018）

導入分野

アメリカの例
（バージニア州） 橋／陸橋，トンネル，フェリー乗り場，空港，大量交通輸送施
設，駐車場，港湾施設，その他輸送施設等
（バージニア州法によ
る対象交通輸送施設）
フランス

有料道路，空港，港湾，鉄道，水道，駐車場，ガス，市場，プー
ル等

イギリス

有料道路，空港，鉄道，水道，バス等

ドイツ

飲料水供給，電気・ガス供給，熱供給，交通
（空港，港・河川，
地域公共交通
（市電，LRT，トローリーバス））等

出典：プライスウォーターハウスクーパース
『諸外国におけるPFI・PPP 手法
（コンセッション方式）
に関する調査報告書』
（2011）より作成

注：月 10m3 使用の月額上下水道料金（単位：
円，1ユーロ＝130円で換算）
，東京都
は23区のみ，堺市は美原区除く，日本
の各都市は消費税分5％含む最小口径
料金，フランスの各都市は付加価値税
5.5％を含む料金
図 2 -5

フランス及び日本主要都市の上下水道料金（2009 年現在）

出典：日本上下水道設計㈱経営工学研究所トピックス No.28『フランス主要都市の上下水道
料金』
（2009）

3. 日本における官民連携の制度的展開
（1）経済的背景
日本における官民連携の手法の制度的な導入は，国家財政のひっ迫に対する
解決策として整備される必要性があったことがその背景に挙げられる．財政に
ついては特に公債発行残高の増加が大きな要素である．
日本の公債は公共事業費等の財源として例外的に国債発行又は借入金により
調達することが認められ，財政法第 4 条第 1 項ただし書きに基づいて発行され
る国債は「建設国債」又は「4 条公債」と呼ばれる．また，建設国債を発行して
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も，なお歳入が不足すると見込まれる場合には，政府は公共事業費以外の歳出
に充てる資金調達のため，特別の法律により国債発行することがあり，「特例
国債」又は「赤字国債」と呼ばれる．1990 年代のバブル経済崩壊後には，構造的
な経済不況を減税と合わせて公的支出，特に公共事業支出によって改善しよう
とした積極的な財政政策が採用され，毎年度の公債発行額は 40 兆円程度まで
増加した．これは，特例国債の発行が開始された 1970 年代中頃から 1980 年代
中頃にかけての毎年度の公債発行額 10 兆円程度の 4 倍もの水準に達している．
その後，中国経済の拡大加速，欧米経済のバブル的な景気拡大などで輸出主導
の景気回復を達成し，税収の増加により年度発行額は数兆円程度まで縮減され
るが，2008 年に発生したリーマンショックによる経済縮小，追い打ちをかける
ように 2011 年に発生した東日本大震災の復興財源確保のための復興債の発行
が開始されたことにより，2010 年代は公債発行額が 30 兆円程度まで再増加し，
2018 年度末の公債残高は 883 兆円に達すると見込まれている（図 3-1 参照）．

図3-2

日本と欧米諸国における債務残高の対 GDP 比

出典：財務省「日本の財政関係資料（平成 30 年 3 月）」
（2018）p. 8（IMF
“World Economic Outlook Database”を原典としている）

なお，政府は「経済財政運営と改革の基本方針（骨太方針）
」に，2018 年度か
ら財政健全化の進捗を計る新指標としてこの債務残高対 GDP 比を新たに用い
ることを決めた（26）．しかし，債務残高対 GDP 比は，名目成長率が，ほぼゼロ金
利である長期金利よりも高い現在の状況では低下しやすく，政府が PB 黒字化
と比較して経済成長と財政再建を両立できていると示しやすいと言われてい
る．だが，この数値を PB よりも優先的に掲げると，痛みを伴う改革を行わなく
ても財政再建が進んでいるという解釈を誘引することに繋がり，財政再建への
強いインセンティブを後退させるリスクがあるとされている（27）．
図 3-1

（2）官民連携の政策的な動き
このような財政状況から，財政支出削減のための構造改革に取り組む必要

日本の公債残高の推移（単位：兆円）

出典：財務省 HP「財政に関する資料」
注 1：公債残高は各年度の 3 月末現在額．ただし，2017 年度末は補正後
予算，2018 年度末は予算に基づく見込み．
注 2：特例公債残高は，国鉄長期債務，国有林野累積債務等の一般会計
承継による借換国債，臨時特別公債，減税特例公債及び年金特例
公債を含む．

性があるとの認識が醸成され，1980 年代には中曽根政権により 3 公社民営化，
1986 年には民活法が成立，1999 年には小渕政権により PFI 法が成立する 4 など
民間活力活用に対する政策が実現した（28）．
2001 年 4 月に誕生した小泉政権の下では，「官から民へ」の流れを推進すべ
く，同年 6 月に閣議決定したいわゆる「骨太の方針」での構造改革プログラムの

公債発行額の増加により，政府債務残高の GDP 比率を欧米主要国と比較し
ても，日本の比率は最も高い水準にある．高齢化に伴う年金給付や医療費の
財政支出などが 1990 年代以降傾向的に増大したこともあり，2010 年代後半に

1 項目として，「『民間にできることは，できるだけ民間に委ねる』という原則
の下に，国民の利益の観点に立って，特殊法人等の見直し，民営化を強力に推
進し，特殊法人等向け補助金等を削減する．」という基本方針が示され，官業の

入っても日本政府は税収等を大幅に上回る支出を継続的に行っており，これに
伴う財政赤字を公債発行でまかなっているため，政府債務は GDP の増加額に
対しても速いペースで増加を続けており，1997 年に 100％を超えた政府債務残
高の GDP 比率は，2009 年には 200％を超え，2018 年には 240 % 近くまで上昇し
（25）
ている（図 3-2 参照）
．

民営化についての具体的な検討が進められることとなった．特に，公的機関が
独占してきた「公の施設」の管理運営主体については，これまで公益性の確保
4

PFI 法の成立と改正については拙稿『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』
（2017）ドラッカー学会年報 vol. 14 pp. 152 - 154 を
参照

162

研究論文

の観点から，地方自治法により公共的団体等に限定（管理委託制度）されてい
たことに対してコスト削減とサービス向上の観点から民間事業者への開放につ
いての議論が高まっていった．
2002 年 6 月に日本経済団体連合会は，
「現行規定では，純粋民間 PFI 事業者
は，地方自治法上の『公の施設の管理委託者』にはなりえず，また，公の施設の
利用料金を自らの収入として収受することができないほか，利用料金を自ら定
めることはできない（ことから，
）
『公の施設』に係る運営を広く民間 PFI 事業者
に開放し，民間事業者の創意工夫を最大限発揮できるよう，『公の施設の管理
委託者』の範囲を民間 PFI 事業者にも拡大し，民間 PFI 事業者の法的位置付け
を法令上明確にすべきである．
」と規制緩和に向けた提言を行っている．
その後，総合規制改革会議は，これまで積み重ねてきた審議結果を小泉総理
へ答申すべく，2002 年 12 月に「規制改革の推進に関する第 2 次答申－経済活性
化のために重点的に推進すべき規制改革－」
（以下「2 次答申」と表記）を取りま
とめ，その中で，「（公の施設の管理については）一定の条件の下での利用料金
の決定等を含めた管理委託を，地方公共団体の出資法人等のみならず，民間事
業者に対しても行うことができるように現行制度を改正すべきである．
」と結
論付けた．
政府は，この 2 次答申を受けて，2003 年 3 月に規制改革推進 3 か年計画の再改
定を行い，その中で，
「一定の条件の下での利用料金の決定等を含めた管理委
託を，地方公共団体の出資法人等のみならず，民間事業者に対しても行うこと
ができるように現行制度を改正する．
」と明記された．
そして，上記閣議決定後の 2003 年 6 月に地方自治法の一部を改正する法律が
参議院本会議において可決・成立し，同年 9 月から施行され，指定管理者制度
の運用が開始された．指定管理者制度は，
「官から民へ」という時代背景の中
で，管理受託者の範囲を拡大すべきとする経済産業省並びに経済界からの提言
と，小泉総理の諮問を受けた総合規制改革会議の答申が大きな起因となり誕生
したと言える（29）．
その後，2010 年 2 月に，コンセッション方式を法制化する PFI 法改正の議論
が，内閣府民間資金等活用事業推進委員会（以下「PFI 推進委員会」と表記）で
始まり，東日本大震災当日の 2011 年 3 月 11 日に改正 PFI 法が閣議決定され，同
年 11 月に施行された（コンセッション方式の導入経緯については後述）
．その
後の法制度の主な制定，改正は PFI 法の改正に寄るところが大きい．政策的に
は本稿「4．中央官庁における PPP/PFI 推進制度」で概観するように，内閣府を
主導とする PPP/PFI 推進制度が整備され，特に自治体における PPP/PFI 事業
の導入が強く推進されている．
（3）内閣府の PPP/PFI 推進体制
PPP/PFI 推進の主管官庁である内閣府では，PPP/PFI 事業の推進を通じて，
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公共施設等の建設，維持管理，運営等を行政と民間が連携して行うことにより，
民間の創意工夫等を活用し，財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図り，
新たな事業機会の創出や民間投資の喚起による経済成長の実現のための施策を
講じている．内閣府に設置した合議制機関である「経済財政諮問会議」は，経
済財政政策に関し，内閣総理大臣のリーダーシップを十全に発揮させるととも
に，関係国務大臣や有識者議員等の意見を十分に政策形成に反映させる活動を
行っている．
（4）内閣府 PPP/PFI 推進アクションプラン
日本の PPP 政策を代表するものが，「PPP/PFI 推進アクションプラン（以下
「アクションプラン」と表記）
」である．このプランは，本格的な人口減少社会の
中で，新たなビジネス機会の拡大，地域経済好循環の実現，公的負担の抑制等
を図り，国及び地方の基礎的財政収支の黒字化を目指す経済・財政一体改革を
推進するため，様々な分野の公共施設等の整備・運営に多様な PPP/PFI を活
用することを目的としている．内閣府が事務局となり，内閣総理大臣が会長を
努める民間資金等活用事業推進会議において，「PPP/PFI の抜本改革に向けた
アクションプラン（以下「旧アクションプラン」と表記）」に代替するものとし
て 2016 年 5 月に初めて内容が決定されて以来，実質的な政府の公式方針となっ
ている（30）．
2016 年度に初めて「平成 28 年版」が定められ，PPP/PFI の事業規模として，
旧アクションプランで定めた目標設定年度の 2013 年度から 2022 年度までの 10
年間で 12 兆円の PPP/PFI の事業規模を達成することを目標としていたものを
上方拡大し，21 兆円としている．推進内容については毎年度改定が加えられて
いるので，2018 年度に定められた「平成 30 年改訂版」の内容を確認する．
まず，事業類型ごとの進め方として，類型Ⅰとして公共施設等運営権制度を
活用した PFI 事業（以下「コンセッション方式」と表記）を定め，集中的に取組
を強化する重点分野として，旧アクションプランの重点分野であった空港，水
道，下水道，道路に加え，文教施設及び公営住宅を追加した．また類型Ⅱとして
収益施設の併設・活用など事業収入等で費用を回収する事業（以下「収益型事
業」と表記），類型Ⅲとして公的不動産の有効活用を図る事業（以下「公的不動
産利活用事業」と表記）
，類型Ⅳとしてサービス購入型 PFI 推進部や指定管理者
制度等から成る類型の事業（以下「その他の PPP/PFI 事業」と表記）をそれぞ
れ定め，推進の対象として明示した．
そして，自治体が PPP/PFI 事業に躊躇せず取り組めるよう主に（図 4-1 中
段）に示す「実効性のある PPP/PFI 導入検討の推進」策が設けられている．
併せて，地域における PPP/PFI 事業の関係者間連携強化，人材育成，官民対
話等を行う産官学金で構成された地域プラットフォームの形成を推進し，地域
の民間事業者による PPP/PFI 事業の案件形成力を高めるため，「地域プラッ
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2018 年度改訂版内閣府の PPP/PFI 推進アクションプラン概要

図4-2

2018 年度の内閣府 PPP/PFI 案件形成支援
出典：内閣府 PFI 推進室「資料平成 30 年度 PPP/PFI 推進に資する支援措置」資料

出典：内閣府 PFI 推進室 HP

トフォーム」及び「ブロックプラットフォーム」を通じた案件形成の推進を図
ること（詳細は後述）
，低未利用の公的不動産を有効活用することで，まちの賑
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金連携の強化，優良事例の全国への普及及び自治体や民間事業者の PPP/PFI
事業遂行能力の向上を図っている．

わいを官民連携して創出し，地域の「価値」や住民満足度をより高めるととも
に，新たな投資やビジネス機会を創出するため「公的不動産における官民連携
の推進」を図ること，民間事業者のイニシアチブを活用した案件形成を促進す
るため，「民間提案の積極的活用」を行うこと，及び自治体等の実務担当者が，
PPP/PFI 事業に関する必要な情報を容易に得ることができる環境の整備，コン
セッション方式等，案件形成に向けて高度な検討が必要な事業に対する検討段
階に応じた継続的な支援を行う「情報提供等の地方公共団体に対する支援」を
推進施策として挙げている（31）．
PPP/PFI の推進に資する具体的な案件や取組を支援し，その成果を先進事例
として公表し活用する「PPP/PFI 案件形成支援」が行われる．2018 年度におけ
る支援策を下記（図 4-2）に示す．
また，下記（図 4-3）に示すように，官民の対話を通じて，案件形成を促進す
るため，行政，金融機関，企業等のメンバーで構成され，ノウハウの習得や情報
の交換と共有をする場である「地域プラットフォーム」及び「ブロックプラッ
トフォーム」の形成や運営について，内閣府が委託したコンサルタントを派遣
し，計画・設置段階から継続的な運営体制の構築までの支援，各地域の産学官

図4-3

地域プラットフォーム形成支援
出典：内閣府 PFI 推進室「資料平成 30 年度 PPP/PFI 推進に資する支援措置」資料

さらに，PPP/PFI 事業に取り組む自治体を支援するため，コンサルタント，
金融機関など専門的知見，ノウハウ及び経験を持つ専門家を派遣し，派遣後も
内閣府職員が取り組みをサポートしている．また，公共施設等の管理者や民間
事業者が支援措置の内容や規制について確認する際に，これまでは関係省庁に
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個別に照会しなければならず，円滑な案件組成のボトルネックとなっていた．
これを解消するため，PPP/PFI 事業の実務についての問い合わせに関係省庁，
金融機関，弁護士，会計士及びコンサルタントなどを取り纏め，内閣府がワン
ストップで対応する「ワンストップ窓口」を設置し，PPP/PFI 事業取り組みへ
の包括的な指導をするため専門家を派遣する「専門家派遣」制度を設けている．
このように内閣府 PFI 推進室を中心として，自治体が PPP/PFI 事業に取り
組むことに対する障害を取り除く包括的な支援体制が整備されている．しか
し，自治体の中には依然として PPP/PFI 事業への取り組みに躊躇する意識が
強く留まっている団体も多く，事業化の件数は順調に伸びているとは断定しに
くい．また，地域プラットフォーム形成支援と「PPP/PFI 案件形成支援」及び
「専門家派遣制度」それぞれの横断的な繋がりがなく，有機的な支援が期待出来
ないなどの問題点がある．PPP/PFI 事業推進の課題については第 6 章で検証す
る．

4. 日本における官民連携手法
（1）多様化する官民連携手法
日本国内で公的機関の業務に民間事業者が関わる手法は幾つかの類型に別れ
つつ多様化が進んでいる．本章ではそれらの官民連携手法について目的，特徴
などを比較する．図 3-3 は官民連携の概念図であり，公的機関の事業をハード，
ソフト面を縦軸に，公的機関の関与度の大小を横軸に配して分類したものであ
る．公的機関が施設の整備，運営を直接行うのが「直営（公設公営）」方式で，運
営面での民間事業者への委託が主なものとなるためソフト面に寄っている．業
務委託と異なり，民間事業者が公的機関からの行政処分を受けて運営を行うの
が指定管理者制度で「公設民営」方式に含まれる．比較的公的機関の関与が大
きい手法である．PFI 方式は，公的機関からの「性能発注」により民間事業者が
公共施設の整備又は改修を伴うためハード面に寄っているが公的機関の関与は
中庸である．公的機関の所有地を一定期間貸与し，民間事業者が収益施設を建
設，運営する定期借地権方式と公的機関の所有物を民間事業者へ貸与うるリー
ス方式は「民設民営」方式に分類され，公的機関の関与が比較的少なく，ハー
ド，ソフトの両面に関わる手法である．これらの手法を以下具体的に比較する
こととする．
（2）公設公営方式
①従来型業務委託
公的機関が業務に関わる職員を十分に確保出来ない場合などに人員確保によ
るコスト増を回避するため，外部委託する業務を規定し，入札により受託先を
決定，地方自治法第 234 条に基づく契約により事業内容を決定する手法をいう．
比較的単純な管理業務などの役務や調査業務が中心で，契約方法も単年度発注

図3-3

官民連携の概念図

出典：日本政策投資銀行 PFI・PPP に関する地域ワークショップ（第 17 回）資料「官
民連携手法の活用推進に向けて」
（2017）

が多い．自治体の駐車場，駐輪場，市民会館，ホールなどの運営などに活用され
ている．
②包括業務委託
公的施設の維持管理・運営に係る業務，特に技術やノウハウを必要とする広
範な業務を一括して，複数年度の契約により委託する手法である．公的施設の
提供サービスの品質を維持しつつ民間事業者の創意工夫を活かした効率的な運
営業務に用いられ，下水処理場，ごみ処理場といった高度な運営能力が求めら
れる施設などで活用されている．委託業務の規模が大きいことから公的機関の
事務効率化による人材の適正配置が可能となり，より大きなコスト削減が可能
と言える．
（3）公設民営方式のうち指定管理者制度
①指定管理者の目的と概要
（2）で述べたように，2003 年 9 月の地方自治法改正により同法第 244 条に基
づく指定管理者制度が導入され，公的機関が整備した公的施設の管理を民間事
業者も含めた幅広い団体に行政処分の形で委ねることが可能となった．やや詳
細に述べると，指定管理者制度は，多様化する住民ニーズにより効果的，効率
的に対応するため，公共施設の管理に民間の能力を活用しつつ住民サービスの
向上を図るとともに，経費の節減等を図ることを目的とする制度であり，民間
事業者を含めた法人に対して，行政処分の一種である「指定」を行うことで公
共施設の管理権限を委任するものである．公共施設運営の下記の目的を効果的
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に達成するために全国の自治体において活用されている．
1）民間事業者のノウハウや活力を活用した住民サービスの向上
2）施設管理における費用対効果の向上
3）管理主体の選定手続きの透明化
指定管理者制度を採用する自治体は，指定管理者を指定する手続き，指定管
理者が行う管理の基準，業務の範囲等の必要事項を条例において規定したうえ
で，指定管理者を選定し市町村議会の議決を経た後に行政処分として「指定」
する．業務委託と異なり，指定管理者となった民間事業者は下記の業務を実施
することが可能となる．
1）公共施設の利用に係る料金を指定管理者が自らの収入として収受するこ
とができる．
2）条例により定められた枠組みの中で，自治体の承認を得て自ら料金を設
定すること．
3）個々の使用許可を行政処分として行うこと．
自治体は，公共施設設置者としての責任を果たす立場から指定管理者を監督
する．また，指定管理者の指定は，期間を定めて行われる．これは，公共施設の
管理が最小のコストで最大の効果を上げているかなど，自治体に対して管理の
状況を見直す機会を与えるためである．なお，指定の具体的な期間については，
法令上特段の定めはなく，数年のものから数十年にわたるものまであり得る
が，合理的な理由もなく長期間の指定を行うことは，公共施設の効果的かつ効
率的な管理の観点から問題が多いため，自治体が施設の目的や実情等を勘案し
て適切に定めることになる．
②指定管理者の対象
指定管理者とは，
「法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定
するもの」と定義される（地方自治法第 244 条の 2 第 3 項）．したがって，指定管
理者は個人以外でありさえすればよく，法人格や公益性・非営利性の有無等は
何ら要件とされない．このようなことから，指定管理者の範囲は，ほぼ無制限
であるといえる．また，一般的には，一つの公共施設の管理について，同時に複
数の者を指定管理者に指定することはできないものと解されている．
しかしながら，行政機関による必要な関与についての手続を整備した上で指
定管理者に行政処分を行わせることは，法理論的には不可能ではないと考えら
れたことや，行政機関が指定する者に対して，法令により処分権限まで付与す
るという仕組みは，既存の立法例（例えば「指定法人制度」
）において既に存在
していたことなどから，指定管理者制度においても自治体が指定する者に行政
処分を行わせることができるよう制度設計がなされている．
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③対象となる「公の施設」
指定管理者制度の対象となる「公の施設」は，地方自治法第 244 条により「住
民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されて
いる．「公の施設」は下記の要件を満たすものとされている．
1）住民の利用に供するための施設
2）当該地方公共団体の住民の利用に供するための施設
3）住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するための施設
4）地方公共団体が設ける施設
5）地方公共団体が設けるもの
実際に制度導入されている公共施設には医療・社会福祉施設が多く，次いで
図書館，美術館などの文教施設，レクリエーションやスポーツ施設など比較的
大規模な施設が多いという特徴がある（32）．
④条例の制定
指定管理者制度を導入することとした場合に条例で定めるべき事項は以下の
項目である．
1）指定の手続（申請，選定，事業計画の提出等）
2）管理の基準（休館日，開館時間，使用制限の要件）
3）業務の具体的範囲（施設・設備の維持管理，使用許可）
⑤自治体による指定管理者の監督
指定管理者による業務遂行を確実なものとするため，自治体は以下のような
監督や指示を行うことができる．
1）事業報告書の提出：指定管理者に指定された団体は，毎年度終了後，事業
報告書を提出する．これにより，管理業務の実施状況や利用状況，管理経
費等の収支状況等，管理の実態を自治体が把握する．
2）地方公共団体の長による指示，指定の取消し，業務の停止命令：地方公共
団体の長は，指定管理者に対し必要な指示を行うことができる．指定管理
者が指示に従わない場合等指定の継続が不適当な場合には，指定を取消
し，又は管理業務の全部又は一部の停止を命令できる（33）．
（4）指定管理者制度以外の公設民営方式
①賃借（施設貸与）
施設等を公的機関が建設した上で，民間事業者に当該施設を有償若しくは無
償で貸与し，その管理運営を委ねる形態である．この手法では，管理運営に要
する費用は，基本的に民間事業者が利用者より得た利用料金で回収し，民間事
業者が管理運営責任を負う．但し，地方自治法第 238 条の 4 第 1 項に基づき，公
的機関が所有する行政財産の交換，売却，信託及び私権設定と同様に貸付は極
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めて限定されており，通常は普通財産の場合に活用される．
② DBO
（Design-Build-Operate）
公共施設等の設計（Design）
，建設請負工事（Build）及び維持管理・運営
（Operate）を公的機関が一体的に民間事業者に委ねる形態であり，次のような
効果が期待できるとされている．
1）施設等の細かな仕様まで指定せず，公共の求める施設内容やサービスの
水準のみを指定する性能発注が導入され，その結果，民間の創意工夫を生
かした効率的な施設整備が可能となる．
2）維持管理・運営コストを低減できる施設として設計することも可能とな
ることから，設計・建設・維持管理・運営を通じたライフサイクルコス
ト（事業期間の総費用）を抑制することで，より効果的に財政負担の軽減
と公的機関の人員削減を実現しながらサービス水準の向上が図られる．
DBO 方式は，PFI 方式に近似する手法であるが，PFI 方式では，民間事業者
が SPC
（特別目的会社）を設立し，SPC が建設主体（発注者）となり，施設整備
資金を民間金融機関から調達するのに対し，DBO 方式では，建設主体（発注
者）は公的機関で，民間事業者は SPC を設立せず直接請負者となる．その結果，
施設整備資金の調達も公的機関が一般財源の他，補助金や起債を用いて行うた
め，契約当事者や資金調達コストが PFI 方式とは大きく異なる．このため，公
的機関が事業手法を選択する際の重要な要素であるライフサイクルコストの比
較に大きく影響する．なお，施設整備資金について民間資金を活用していない
ものの契約としては民間事業者への性能発注であり広義の PFI 方式に含まれる
ため「PFI 方式的な事業」と位置付けられることがある．
（5）民設公営方式
①施設譲受
民間事業者が建設した施設を公的機関が取得・所有した後に維持管理・運営
する方式であり，建設・維持管理・運営に関する費用は公的機関が負担する．
医療福祉など公益性の高い民間事業者施設のほか，民間が所有していた伝統的
建築物を公的機関が取得し整備運営するケースがある．
②施設借用（リース方式）
公益性の高い施設等を民間事業者が建設，所有し，これを行政が借りて，維
持管理・運営する方式である．当該施設等の管理運営に要する費用（リース料
等）は，行政が負担する．公設公営方式の場合と同様に公的機関が維持管理・
運営を行うに当たり，清掃・警備等の一部業務を民間に委託する場合もある．
施設建設費もリース料に反映されるため，結果として施設の設置・運営にかか
る費用は公的機関が負担することになる．民間事業者が施設を建設し，賃貸借
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契約を締結して公的機関がリース料及び維持管理費を支払い，一定期間経過
後，当該施設を無償で譲り受ける「リースバック方式」もある．
公共施設を公的機関が保有しないため，維持管理・運営及び更新コストの負
担がない．一方で，ライフサイクルコストとしては公設公営方式と比較して割
高になる可能性があること，公共施設所有者が民間事業者であるため，事業の
継続性・安定性についてのリスクがあるという課題が生じる．
（6）民設民営方式
①定期借地権方式
不動産開発事業者等の民間事業者に政策と合致する優良な公的機関所有地活
用策を提案させ，施設等の設計・建設・管理運営を委ねる方式である．主に公
的機関所有の低未利用地を，民間事業者の企画力や専門的ノウハウを生かすこ
とにより有効活用することが期待される．また，ライフサイクルコストの大部
分を占める施設整備費や維持管理・運営コストの低減だけでなく，建物保有に
伴うリスクを民間事業者に移転することが可能な手法であり，民間活力導入に
よる公共施設整備手法として有効性が高く，近年の PPP 事業に多く見られる事
業方式である．
②第 3 セクター方式
公共事業者と民間事業者との共同出資により設立された経営事業体（第 3 セ
クター）に，施設等の設計・建設・維持管理・運営・資金調達を一体的に委ね
る事業方式である．なお，経営事業体とは会社法に基づき設立された株式会社，
又は民法に基づき設立された社団法人，財団法人のうち自治体が出資し，民間
事業者の経営効率性と公的機関の公益性を併せ持ち，公益性の高い事業を行う
ために設立された組織を指す．
民間事業者の経営ノウハウを活用するという点では民間事業者が出資する
SPC が経営事業体となる PFI 方式と類似しており，公営企業や地方公社と比較
して経営の独立性が高く，株主・出身者からの一定の経営関与を除けば経営に
関する自由度は非常に高い．しかし，公的機関と民間事業者との責任の所在，
リスクの分担が不明確となる例が多い．特にバブル経済期に全国で乱立したリ
ゾート事業の第 3 セクターは，地域振興の大義名分のもとに経営計画に甘さが
ある事業を行い，かつ公的機関からの経営支援に依存したため，経営や資産運
用等における自己規律を失うモラルハザードが顕在化し結果的に多額の負債を
抱えて経営破綻した事例も全国で見受けられた（34）．
（7）PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニ
シアティブ）
民間事業者に公共施設の設計・建設・維持管理・運営・資金調達を一体的に
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委ねるもので，民設民営方式の代表的形態である．公的機関と民間事業者の役
割分担を明確にすると共に，民間事業者の有する技術，ノウハウ及び創意工夫
等が十分発揮されように，公的機関が求める公共事業のサービスや質の量をア
ウトプット仕様による性能発注で調達する．
「実施方針の策定」
，
「特定事業の選定」
，
「総合評価一般競争入札又は公募型
プロポーザル方式による民間事業者の評価，選定」
，
「事業契約等の締結」及び
「事業の実施，モニタリング」等の PFI 法や国の基本方針等に即した手続きを経
ることが必要である．PFI 法上の手続きを省略するなど，国の基本方針等に基
づかないものは「PFI 的手法」と呼ばれ，PFI 法に基づかないため，税の減免，
補助金交付，行政財産活用等の優遇措置を受けられない可能性がある．5 PFI 法
に基づき公共施設の運営権を民間事業者へ譲渡するコンセッション方式につい
ては第 5 章で述べる．
（8）民営化
公的機関が事業や資産を民間事業者に売却，譲渡する方式，公的機関が新た
に株式会社等を設立し当該会社が事業を承継する方式もある．日本国有鉄道，
日本電信電話公社，日本専売公社，日本道路公団及び日本郵政公社の民営化は
その代表的な例である．事業経営面で特別法等で事業経営に拘束がかかる場合
を除き，公的機関による予算制度に束縛されず金融機関からの借入や社債発行
による資金調達を行い，一般の民間事業者と同様に収益性を重視した経営を自
由に実施することができる．公的機関としても法人税や固定資産税等の経常的
な税収源を新たに確保することに繋がり，株式会社を新設した場合には毎期の
配当や上場による値上がり後の売却益を得ることも期待できる．一方で，公的
事業の民営化により収益重視の経営が行われることが利用料金の上昇やサービ
スの不均等化や低下に恐れが生じる．

5．コンセッション方式の制度と下水道事業における実例の考察
（1）コンセッション方式の制度導入の経緯
コンセッション方式を日本に導入しようという議論は，2009 年 9 月の民主党
政権の誕生直後から本格化した．翌月から「国土交通省成長戦略会議」
（2009 年
10 月〜 2010 年 5 月）が開かれ，この会議では，同省が所管する産業のうち，特
に発展の余地があるとされた「海洋」
「観光」
「航空」
「国際展開・官民連携」
「住
宅・都市」の 5 分野において様々な成長戦略が議論された．このうち「航空」分

フランスでのPPP歴史的発展の過程及び日本での官民連携手法とコンセッション方式等事業推進についての考察

173

化」と「民間への経営委託（コンセッション）／民営化」であった．また，「国際
展開・官民連携」分野の施策でも，空港事業や鉄道事業へのコンセッション方
式の活用がうたわれた．
これらのうち空港事業に関する議論は，その後の国土交通省の「空港運営の
あり方に関する検討会」
（2010 年 12 月〜 2011 年 7 月）に引き継がれ，「空港経
営の一体化」や「民間への経営委託（コンセッション）／民営化」などの施策が
より具体的に議論された．
これらの議論を踏まえ，コンセッション方式の法制化の動きが行政側でも始
まり，2010 年 2 月にはコンセッション方式を名文化する PFI 法改正の議論が，
内閣府の PFI 推進委員会で始まった．同年 6 月，国土交通省成長戦略会議と内
閣府 PFI 推進委員会が PFI 法改正に向けた提言を提出し，民主党政府が閣議決
定した「新成長戦略」にも，コンセッション方式の導入を含む PFI 制度の拡充
策が盛り込まれた．そして，前述のとおり 2011 年 3 月に改正 PFI 法が閣議決定
され，同年 11 月に全面施行となった（35）．
（2）コンセッション方式の概要
PFI 法で定められたコンセッション方式のスキームは以下のようなスキーム
となっている（図 5-1 参照）
．
1）対象となる公共施設を運営する権利（運営権）を事業者に設定する．
2）公的機関側は，運営権の設定に際して民間事業者から運営権対価を徴収
することができる．この対価は，公的機関が所有する公共施設を用いて運
営を行い利用料金を得るための権利金とみなすことができる．また，対象
事業が既存の公共施設を用いるものであれば，公的機関がこれまで投資
してきた既存の公共施設を使用するための対価と捉えることができる．
3）運営権を得た民間事業者は，当該公共施設を自らの責任と裁量により運
営し，利用者から支払われる利用料金を民間事業者の収入として直接収
受する．なお，事業に附帯して事業内容に影響のない範囲で民間収益施設
を設置して，収益事業を行うことも可能である．また，運営権は所定の手
続きを経て第 3 者へ譲渡可能であるため投資家の投資リスクが低下する
というメリットがある．

野で示された戦略の中に，
「
『民間の知恵と資金』を活用した空港経営の抜本的
効率化」という項目があり，そこで具体的に示された施策が，「空港経営の一体

4）公的機関側は，民間事業者による公共サービスの提供品質や公共施設の
維持管理状況をモニタリングする．さらに民間事業者から徴収した運営
権対価を，対象事業の範囲に限らない新規の公共施設整備の投資財源や，
借入金等の債務返済に充当するなどして財務状況を改善することができ
る．

PFI 事業の種類や特徴については上掲拙稿「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」
（2017）pp. 154 - 156 を参照

運営権は物権として位置づけられ，会計上は無形固定資産として計上され
る．これにより，民間事業者は運営権を担保とする資金調達が可能となった．
このことで非常に多額の運営権対価が必要となる大規模な事業にも民間事業者

5
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（3）コンセッション方式の会計処理
コンセッション方式の運営権者は，当該運営権を取得した時に，管理者と運
営権者との間で締結された実施契約（民間資金法第 22 条第 1 項に規定する公
共施設等運営権実施契約）において定められた公共施設等の「運営権対価」に
ついて，合理的に見積られた支出額の総額を無形固定資産として計上すること
とされた．

図 5-1

コンセッション方式の仕組み図

出典：内閣府 PFI 推進室 HP

運営権対価を分割で支払う場合，資産及び負債の計上額は，運営権対価の支
出額の総額の現在価値によるものとし，その現在価値の算定は，運営権者の契
約不履行に係る信用リスクを割引率に反映させる．運営権対価の支出額の総額
とその現在価値との差額については，運営権設定期間にわたり利息法により配
分する．また，合理的に見積られた運営権対価の支出額に重要な見積りの変更

が参画できるようになる．長期に渡る低金利時代において，機関投資家による
年金資産などの運用手段として注目される（36）． 2018 年度当初の時点では（図

が生じた場合，当該見積りの変更による差額は，計上された資産及び負債の額
に加減することとされた．

5-2）に示すように空港（12 件），上下水道（12 件）をはじめ，公営住宅（7 件），

公共施設等運営権の取得は，
「リース会計基準」の適用範囲に含めず，無形固
定資産に計上した公共施設等運営権は，原則として，運営権設定期間を耐用年
数として，定額法，定率法等の減価償却により，取得原価を各事業年度に配分
する．
実施契約において，一定の条件の下で運営権設定期間を延長できる条項（延

文教施設（3 件），MICE 施設（2 件）及び道路（1 件）へコンセッション方式が導
入開始又は事業化に向けて推進中である．

長オプション）が定められる場合，運営権者が延長オプション行使の意思が明
らかな場合を除いて，延長可能な期間は公共施設等運営権の耐用年数に含めな
いこととされた．この会計処理は，2017 年 5 月 31 日以後終了する事業年度及び
四半期会計期間から適用され，既に運用中の事業については遡って適用されて
いる（37）．
（4）コンセッション方式の実例
①浜松市の下水道事業へのコンセッション方式の導入経緯
浜松市は，2005 年 7 月に天竜川・浜名湖地域 12 市町村が合併し，2005 年に
政令指定都市に移行して現在の行政区域となっている．市内の下水道事業は 11
の下水道処理区から構成されているが，これらは公共用水域の水質汚濁防止と
地域住民の生活環境改善を図るため，静岡県で最初の流域下水道として 1973
年度に事業着手され，合併前の自治体に順次供用が開始されたもので，上述の
合併により流域下水道事業が全て浜松市内となったため，「市町村の合併の特
例に関する法律」第 20 条の規定に基づき，2016 年 4 月に静岡県から浜松市の公
図 5-2

国内コンセッション方式一覧（2018 年 4 月現在）
出典：内閣府 PFI 推進室「コンセッション事業等の重点分野の進捗状況」
（2018）

共下水道事業として事業移管された．なお，事業移管前は静岡県下水道公社を
通して民間会社に個別に業務委託，移管後は市が直接，民間会社に業務委託し
ていた．
このうち，西遠流域下水道の処理区（以下「西遠処理区」と表記）は，2016 年
度時点で，面積が 10 , 326 ha，年間汚水処理水量が 5 , 111 万 m 2 と，浜松市公共下
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の処理区域である．
移管に伴い西遠処理区に従事する職員の新規配置等が本来であれば必要とな

のメリットを官民が享受する側面が強いため，PFI 方式の中でより監査法人が
大きく関わることが特徴である．
1）業務内容

るが，浜松市は行財政改革の一環として組織のスリム化に取り組んでおり，西
遠処理区運営のための大幅増員は難しい状況にあり，更に移管を機に運営の一
層の効率化を推進する必要に迫られ，西遠処理区の主要施設である西遠浄化セ

本事業は，義務事業，附帯事業及び任意事業から構成され，運営期間は延長
オプション行使がない場合でも 20 年間に渡る．まず，義務事業とは，本事業に
おいて運営権者の義務となる事業のことをいい，①経営に係る業務（事業計画

ンター，浜名中継ポンプ場及び阿蔵中継ポンプ場運営について官民連携手法の
導入を検討した（38）．
当初は民間事業者側での資金調達を必要としない DBO 方式も選択肢とされ

書の作成，実施体制の確保，財務管理，内部統制，情報公開，利用料金収受，モ
ニタリング），②改築に係る業務（企画，調整，実施）及び③維持管理に係る業
務（企画，調整，実施）からなる（図 5-4 右参照）．また，附帯事業は既存の処理

たが，短期間にまとまった施設更新がなく，長期間に渡る比較的小規模な部分
更新があるため（39），長期間にわたり維持管理と改築を一体的に実施するアセッ

工程に捉われない新たな処理工程を導入し，義務事業と一体的に行うことによ
り費用縮減，収益発生，環境負荷低減等の効用が発揮される事業である．任意

トマネジメントなど民間事業者の活力や創意工夫を活かした効率的な事業運

事業は，本事業用地及び施設において，事業に係る全ての費用を運営権者自ら
の負担で行う独立採算の事業のことをいう．運営権者は，敷地の範囲内におい
て関係法令を遵守し，運営権設定対象施設の機能を阻害せず，公序良俗に反し

営，公共用水域の水質保全，低炭素型の下水処理，ライフサイクルコストの縮
減，経済効率性の向上，地域経済や環境との調和による持続可能な事業運営を
実現し，さらに，既存の処理工程に捉われない新処理工程や事業用地内の未利
用地有効活用など，民間の創意工夫を活かした効率的かつ効果的な運営につい
ても期待できることから民間事業者へ事業権を譲渡するコンセッション方式を
．
導入することとなった（図 5-3 参照）

ない範囲で，任意事業を提案することができる．
2）利用料金の設定
この事業では，利用者が支払う下水道使用料は管路と処理場に分けた完全な
コンセッション方式ではないため，民間事業者が回収する「利用料金」は，下水
道使用料に対して，一定の割合（利用料金設定割合）を乗じて算定するものと
した．また，市は義務事業及び附帯事業について実施に必要な経費等に基づい
て利用料金設定割合を浜松市下水道条例によって範囲を定めた上で，同条例施
行規程において規定することとした．なお，応募者が提案時に用いる利用料金
（40）
．さらに，市内の他の処理区内の利
設定割合は 27％とされた（図 5 - 4 左参照）
用者との公平性を保つため，利用者が支払う金額は汚水排出量が同じであれば
他の処理区と同額となることが求められた．
利用料金を収入源として民間事業者がコストを負担するものが上記 1）の義

図 5-3

西遠処理区の位置と主なコンセッション方式対象施設
（2018 年 4 月現在）
出典：浜松市 HP「公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業」

②公募時の事業概要
ここでは，日本で初めての公共下水道事業コンセッション方式がどのような
事業概要で公募されたのか見ていきたい．なお，この事業では EY 新日本有限
責任監査法人（2018 年 7 月より本法人名へ改称）が基本計画策定業務，公募支
援及び契約等支援のアドバイザリー業務を受託している．日本におけるコン
セッション方式は，公的機関による運営権の譲渡によるバランスシートの改善
と民間事業者によるその譲渡対価の回収と適正な利潤の獲得，という会計面で

務事業に係る費用である．なお，②改築に係る業務については，総額の 10％を
民間事業者が負担し，残額 90％は市が国から受領する交付金と市の起債すなわ
ち市の負担とした（図 5-4 右参照）．一般的な PFI 事業では，本来全額市が改築
に係る費用を負担するところ，一部民間事業者の負担とすることで改築への支
出の効率化インセンティブを持たせるためである．
3）運営権者（民間事業者）が支払う運営権対価
運営権者は，義務事業及び附帯事業に係る運営権の設定に対する対価（運営
権対価）を市に支払う．運営権対価は，0 円以上とし，優先交渉権者選定時の提
案によるとした．運営権者は提案した運営権対価のうち 4 分の 1（運営権対価前
払金）について事業開始までに支払うものとし，残る運営権対価は，事業期間
にわたり分割（運営権対価分割金）で支払うものとした．運営権対価分割金の
分割方法は均等とすることとし，運営権対価分割金に対して利息は付さない．
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図5-5 浜
 松市下水道処理場（西遠処理区）コンセッション方式概
要図（実施方針案公表時点）
出典：浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業
方針（案）
（2015）p. 10

実施

42 カ所の下水処理場運転管理及び 150 自治体の水道料金微徴収業務を受託して
いる（41）．
図 5-4

下水道使用者が負担する使用料と利用料金の区分，利用料
金の構成

ヴェオリアグループは，SPC「浜松ウォーターシンフォニー株式会社」を
設立し，2017 年 10 月に浜松市と公共施設等運営権実施契約を締結した．浜松

出典：浜松市上下水道部『浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）
運営事業 実施方針に関する説明会』
（2016）p.3-4

ウォーターシンフォニーの全体事業計画によると，ヴェオリア社の業務経験を
踏まえた高水準のサービス提供，地域密着企業となり，地域活動を通じて浜松
市民及び地元企業に安全と安心を提供し信頼される「官民地元パートナーシッ

また，運営権者は合意延長の実施の有無にかかわらず，対価の追加的支払請求
を受けることはない．
これらをまとめると本事業の概要は（図 5 - 5）のように示すことができる．な
お，この図は浜松市上下水道部が実施方針案を公表した時点ものであるため一
部実際の事業と異なる箇所があることに留意されたい．

プ」の構築及び，ICT を活用した業務効率化，市や地元企業とのコミュニケー
ション円滑化を図るとしている．
独自提案として，国土交通省が推奨する「BISTRO 下水道」の考えを取り入
れ，地元漁業組合や地元養鰻業者等と連携し，下水処理場から発生する廃熱を，
養鰻業に必要な水槽の加温のために利用する「養鰻パイロット事業」を挙げ審
査において地域貢献の評価点を獲得している（42）．

④ 民間事業者の提案概要
本事業には，「ヴェオリア・ジャパン，JFE エンジニアリング，オリックス，
東急建設，須山建設」グループと「日立製作所，ウォータエージェンシー」グ
ループの 2 グループが応札し，実施計画・実施体制や改築に係る事業の提案の
評価が高く，より多額の運営権対価（25 億円）を提案したヴェオリアグループ
が優先交渉権者に選定された．ヴェオリア・ジャパン社は，第 2 章で述べたよ
うにフランスでの上水道コンセッション方式での長期間にわたる経歴を有す
るヴェオリア社の日本法人であり，2016 年度現在で既に国内 40 カ所の浄水場，

コスト面では，改築業務において，市が当初想定していた 20 年間の合計額約
322 億円を約 22% 削減した約 251 億円を改築費として計画した．
資金調達では，SPC の資本金（2.67 億円）を，全額株主からの払い込みによる
ものとし，運転資本及び投資のための必要資金は事業当初はヴェオリア・ジャ
パンからの借入により調達するとした．将来的には安定運営の実績を積み重ね
ることにより，より有利な条件での他の資金調達を模索し，ファイナンス費用
を削減するとしている．事業収支構造は（図 5-6）に示すように利用料の比率
をやや縮小し，市の負担を軽減するものとした（43）．
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浜松ウォーターシンフォニーの事業収支構造

出典：浜松ウォーターシンフォニー株式会社『浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理
区）運営事業 全体事業計画書』p.6
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上水道需要の将来推計

出典：日置潤一「水道法改正に向けて〜水道行政の現状と今後のあり方〜」厚生労働省
平成 29 年度第 1 回官民連携推進協議会資料

④浜松市のコンセッション方式が今後の下水道事業に与える影響
本事業は，2018 年度に開始され，本稿作成時点ではまだ事業収支や，事業内
容についての判断材料が揃わないため，その評価を行うことは拙速である．日

に立ち，水道事業者は自治体であるとの位置付けを維持しつつ，水道施設の運
営権を民間事業者に設定するコンセッション方式と整合性を取る内容とした．
自治体は，PFI 法に基づく議会承認等の手続を経ると共に水道法に基づく厚

本における下水道事業は，独立採算事業でありながら使用料による運営コスト
の回収は不十分である．また，全国一律での基準により整備されているため地
域格差が生じない利点の一方で施設整備，維持管理運営のコストが高いという

生労働大臣の許可を受けることで，民間事業者に施設の運営権を設定すること
ができることとし，運営権が設定された民間事業者による事業の実施につい
て，設定された運営権の範囲で水道施設を運営し，利用料金も自ら収受する．

特徴を持つ．さらに，人口の減少期に入ることで需要の減少による使用料収入
の減少傾向も十分に予測されるところである．浜松市の下水道コンセッション
方式が日本の下水道事業の長期的な課題や困難を解決する指南となるのか，第
2 章で概観したパリ市上水事業の民営化と再公営化の経緯と併せて，本事業の
成り行きには十分に留意し評価をしていくことが求められる．

さらに自治体が，運営権者が設定する水道施設の利用料金の範囲等を事前に条
例で定め，運営権者の監視・監督を行う，という建付けでの法改正案を提示し
ている．
水道法の改正を前提に，宮城県では，広域上水道・流域下水道・工業用水の
3 つの水道事業を一体化した「みやぎ型管理運営方式」と称するコンセッショ

⑤水道法の改正と上水道事業へのコンセッション方式導入の動き
ここまで下水道事業の官民連携事業について考察したが，上水道事業におけ
る官民連携事業の方向性についても触れてみたい．上記④で述べたとおり，日
本の人口減少に加えて，節水機器の普及等による一人当たりの使用水量の減少
により，上水道事業についても収入減が見込まれている．収益減少により経営
状況が悪化し，施設更新が円滑に行えず老朽化が進行し，さらに水道職員削減
により運営体制の弱体化し水道施設の維持管理が困難となり漏水等の事故増加
．
などサービス低下が懸念される（図 5-7 参照）
長期的な需要減に対応するため，厚生労働省では官民連携手法を積極的に上
水道事業に採用するため水道法改正を推進している．具体的には，上水道事業
は市町村が直接経営するという原則は変えずに，上水道事業の基盤強化のため
に官民連携手法を活用し，多様な官民連携の選択肢をさらに広げるという観点

ン方式の導入を予定している．県は人口減少等による給水量の減少により，上
水道料金を 2017 年度水準とした場合，30 年後の収益は約 15％減少，一方で施
設老朽化に伴い，今後 30 年間の施設更新費用は約 1 , 900 億円と試算している．
また，工業用水道事業の契約水量は，2017 年度時点で供給可能水量の 30％とな
り，年間収益約 15 億円，純利益約 7 , 000 万円に対し，債務は約 56 億円，今後 30
年間の施設更新費用は約 200 億円と試算している（44）．この財政的危機状況を改
善するため，県が水道用水供給事業者のまま，民間事業者を運営権者とし，県
は利用者との事業調整や料金設定，リスクの高い管路更新等を，民間事業者は
運営権契約に基づく供給サービスの提供と設備更新を行い，県と民間事業者が
役割に応じて料金を受け取るスキームとすることで，管路更新を含む一部業務
は引き続き県が継続し，上水道の安全性や社会性を担保する仕組みとしている
（図 5-8 参照）
．
しかし，この水道法改正案は上水道運営権者に外国企業が直接参入すること
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まえ，このメリットを享受する機会の創出が求められる．
民間事業者との連携に当たっては，PFI 法の民間提案制度を活用するなどし
て積極的な提案を引き出すことが重要であり，民間事業者に対して積極的な情
報提供を行い，継続的なコミュニケーションを図る仕組みを作ることが求めら
れる．また，自治体内での事業完結が困難な場合には全国展開する大手企業と
地域密着型企業との相互補完により事業を推進していく視点も求められそのよ
うな体制を第 3 章で示したような国の PPP/PFI 推進制度を積極的に活用しな
がら整えていくことも重要である（45）．
PPP について筆者が自治体関係者と直接ヒアリングする際に聞く言葉は，
図 5-8

みやぎ型管理運営方式のスキーム案

出典：宮城県「上工下水一体官民連携運営の検討」第 1 回宮城県上工下
水一体官民連携運営検討会資料（2017）

も結果的に認めること，民間事業者がコスト削減のために設備更新の遅滞や安
全性への不安材料となる薬品注入などが生じる可能性が否定できないこと，な
どの国民の不安を払拭するに至らず，上水道事業の完全民営化とその後の民間
事業者による利益誘導的な経営を安易に認めるかのような改正案であるとの誤
解も広がり，与党国会議員内での異論すら生じているため現在までに成立の見
通しが立っていない．上述したように上水道事業は市町村が直接経営するとい
う原則は維持されるという法改正の趣旨の周知が求められる．

6. 官民連携手法の更なる活用のための課題と解決策についての考察
（1）多様化した官民連携手法を自治体に如何に浸透させるか
公的機関にとって官民連携手法はあくまでもインフラストラクチャ整備運営
の有効な手段である．少子高齢化社会が本格化したことを踏まえ，コンパクト
なまちづくりや公共施設の望ましい将来像を描き，従来手法とも比較考慮のう
え官民連携手法導入を検討していくことが求められる．また，適切な公共施設
運営にあたり，密接に関連する立地適正化計画，住生活基本計画等とも整合し
て取り組むことが重要であり，自治体内における部局横断的な検討体制の構築
が求められる．
自治体が PPP/PFI 事業を採用する財政面での最大のメリットは，長期間に
渡って施設整備費用の支出を均等化し，維持管理費用を固定化できるという点
である．特に PFI 事業は，厳しい財政事情の中で自治体財政の中で相当な比率
を占める大型の公共施設を整備する際に，起債を起こさず又は最小限度に控え
つつ施設稼働時の一過性の大規模な支出を回避できる唯一の手段である．しか
し，一方で国からの補助，助成，交付金などのメニューが充実しているために
敢えて PPP を採用しなくとも事業を推進できるという認識が一部の自治体関
係者にあるとの見解を聞くが，そういった制度は一過性のものであることも踏

「首長に PPP の理解がなく事業化を進めにくい．
」，「職員の間に PPP に対する
不安があり検討段階で対象外とされる．
」，「議会での説明に難儀する恐れがあ
る．
」
，
「国による事業化のサポートが一過性のもので継続的な支援がないため
事業化検討が止まってしまう．
」などの否定的なものが多い．コンサルティング
企業や自治体関係者との意見交換を踏まえてまとめると，自治体側の PPP/PFI
採用の契機となるのは，首長や県出身の副市長クラスによるトップダウン型の
誘導，隣接自治体で採用されたことでの誘発，意欲ある職員による研究と発案
という要素があると考えられる．一方で，都道府県単位では，総務省や国土交
通省などの中央官庁出身の首長，幹部職員による誘導が多くみられる．自治体
ごとの個別事情も踏まえながら国が主体となって推進していく体制を柔軟に運
用することで自治体側のモチベーションも向上するのではないかと思われる．
また，情報公開という点では，個別の事業の公募や運営については比較的容
易に接することができるが，PPP 全体を包括して理解する機会は非常に乏し
い．内閣府をはじめ推進機関が積極的に国民，住民と自治体に対して分かりや
すくシンプルに PPP の取り組み体制，実例，将来的な方向性を公表し，理解を
深めるという活動を進めていくことが必要と考える．
（2）民間事業者側に求められる公的事業運営主体としての公益性と収益性
の両立
官民連携事業を直接行い，あるいは運営企業に出融資，役員派遣するなどし
て経営に深く関与する民間事業者には，公益性の高い事業に求められる多方面
に渡る経営判断要素を熟慮した経営が求められる．ドラッカーが『非営利組織
の経営（Managing the Nonprofit Organization, 1990）
』において数度指摘して
いるように，一般に民間事業者は，株主といった直接的に企業組織の設立・存
続に関わる利害関係者の意向を満足させるために利益を獲得し配当するという
シンプルな組織運営方針で成り立っている．しかし，公益性の高い組織，特に
非営利組織においては，絶対的な判断基準がなく，自治体，利用者，納税者たる
地元住民・企業，国の機関，政党，地方議会議員など多数の利害関係者が経営
に直接・間接的に関わりを持っている（46）．そのため，それら多数の利害関係者
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の多様な判断基準を考慮しながらバランスの取れた経営を行うことが非常に重
視される．従って，これら多様な利害関係者との折衝を踏まえて，組織の長期
的な方向性についてできるだけ具体的な合意を得ることが安定した組織運営の

民間事業者が PPP に参加する際の事務的人的コストは確かに大きい．筆者が
知る限りにおいても PFI 事業の入札する際に直接支出するコストは事業規模の
大小にかかわらず数百万円から 1 , 000 万円台，これに参加企業の人件費を上乗

鍵となる．官民連携事業において民間事業者が発注者である自治体との直接的
な折衝を行い，利用者へのアンケート調査により運営の参考とする以外に直接
の折衝を行うことは少ないが，公益性の高い事業を円滑に行うためには自社や

せすれば実質的に億単位のコストが必要となるケースが多い．これらの経費を
単純計算により事業期間内で回収すると見做すと相当な期間を要することとな
る．しかし，この初期コストの投資を差し引いても PPP を経験することの社会

運営会社の利益追求に偏ることなく，利用者をはじめとする多様な関連当事者
の意向を踏まえることが求められる．
一方で，民間事業者にとっては，公益性とバランスを保ちながらも収益性の
向上が求められる．事業によって収益性の特徴が異なるが，例えば第 5 章（4）
で取り上げた上水道事業を投資対象としてみた場合，長期的にキャッシュフ

的意義は民間事業者としてもその従業者としても大きなものでありモチベー
ションアップに繋がるものであると確信する．
コトラーは一方で，「行きすぎた官民パートナーシップについては批判も集
まっている．最大の懸念は，政治家と政治的に優遇された企業が共謀すると，
（49）
期待を裏切るプロジェクトとなって終わってしまうことである．
」
として，民

ローが期待できる公的資産の一つである．一方で，料金収入の急激な上昇は期
待しづらいため，キャッシュフロー増加要因は一義的にはコスト削減によるも

間事業者と政治家あるいは公的機関との癒着が本来の PPP の目的を歪めてし

のとなる．そのため，新技術や IoT の活用などにより新しい維持管理方法を開
発することに事業としての成長の余地がある．もう一つの潜在的な増加要因は
「事業の広域化」である．上述のように上水道事業は自治体単位での運営が基本
で，全国でそのほとんどが小規模組織である 1 , 400 弱もの事業体があり，施設
の更新や維持管理の負担は大きい．そのため，小事業体を近隣自治体の大きな
事業体が吸収し広域化していければ，維持管理コストの軽減に加え，収益力向
上にもつながることが期待される（47）．このように民間事業者が事業別の将来戦
略を練りながら公的機関からのヒアリングや（1）で述べた民間提案制度を活用
し具体的な提案をすることで収益性の高い魅力ある PPP 事業を仕組むことが
可能となる．
（3）
「次世代へ良質で低廉な社会資本インフラストラクチャを残す」

ため官
民とも避けることができない高度な意思
欧米諸国，日本を含む財政が逼迫しながら経済成長の伸び悩み，という二元
的な困難にある国においては，既に高度に整備されたインフラストラクチャの
更新や再整備は免れることができず，その資金調達の低減化やコスト削減のた
めには経営感覚を養ってきた民間事業者との連携は免れない．フィリップ・コ
トラーは，『8 つの成長戦略』
（Market Your way to Growth：8 Ways to Win, 2013）
において，低経済成長下の現在（2013 年から 2023 年まで）において民間事業者
の成長，繁栄に影響を与えるトレンドの一つとして「官民セクター連携の増大」
を挙げ，
「政府はますますインフラ整備目的の資金確保のために，PPP へと向
かっている．……政府や NGO の仕事に入札する場合，企業は大量の書類業務が
（48）
必要になるが，それでもこれらの仕事は……利益をもたらす可能性が高い．
」
として，民間事業者が PPP に参加することによる成功例が増え，経済的意義が
向上していることを直接的に示している．

まい，PPP 推進の足かせとなることを厳しく戒めている．第 2 章（4）で触れた
ようにフランスでも癒着による弊害を取り除く法制度が進められてきており，
日本でも PFI 法に基づいた競争的対話など直接協議などの機会が多い PPP に
おいても，常に官民双方が緊張感と公平感を持った対等な立場で臨まなければ
ならないことを示している．持続可能な社会の構築のため，高い見識とモラル
を維持しながら PPP を更に拡大し，次世代が真に必要とするインフラストラク
チャを残していくことが現代の我々に求められている．
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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．」
のであり，それをマネジメントとして体系化したのが本書であった．
2）
『マネジメント』
（1973 年）の意義
生涯を“マネジメント思想の成長”に力を注いだドラッカーは，
『現代の経

森岡謙仁

Kenji Morioka

（アーステミア（有），本会理事）

Summary
In last year's paper （“Drucker’s Society Annual Report Vol. 14” p.194 “Reform of
Learning Management - 1 - The Birth of Management Scorecard （MSC） -）” is “The
Management Scorecard” in “The Practice of Management” 1954. In this paper, I
will discuss MSC in “Management” （1973, 1974. About 20 years later, I will explore
what changes have been made in Drucker’s management philosophy and what is
behind it.

〈はじめに〉
昨年の論文（
『ドラッカー学会年報 Vol.14』p194「マネジメントの学びの改革
- 1 ― マネジメント・スコアカード（MSC）の誕生」）では，
『現代の経営』
（1954

営』以降の約 20 年間において，ドラッカーは，
“マネジメントの体系化”の目
的も内容も自ら成長させた．この経緯は，社会，経済，政治，組織について著し
た一連の書籍，『オートメーションと新しい社会』
（1955 年），『変貌する産業社
会』
（1957 年），『明日のための思想』
（1960 年），『断絶の時代』
（1968 年）や，マ
ネジメント思想を成長させることになる，経営戦略についての『創造する経営
者』
（1964 年），エグゼクティブの自らの管理についての『経営者の条件』
（1966
年）にその成長の内容をみることができる．本書の“まえがき／専制に代わる
もの”において，
「権威に抵抗して自由に行動すべきことを説くことが流行り
のようである．とすると本書は流行らない．本書は権利についてではなく責任
について論じている．自由に行動することではなく成果をあげることに焦点を
合わせている．」この言葉には，マネジメントの神髄が表現されている．単なる
組織運営理論としてのマネジメントについて書いたのではなかった．1985 年版
の『現代の経営』
“はじめに”で述べているように，
「
『現代の経営』が読みやす
い入門書たることを意図したのに対し，総括的な決定版たることを意図した」．
ここに，本書の目的がある．単なる組織運営理論としてのマネジメントについ

文では，
『マネジメント』
（1973 年，1974 年）における MSC について論じる．約
20 年間を経過して，ドラッカーのマネジメント思想にどのような変化があった
のか，その背景には何があったのかを探求する．

て書いたのではなく，世界観・歴史観・社会観・組織観に裏付けされたより良
い社会を築く哲学・信念としてのマネジメントを書いたのが本書である．
本書のサブタイトル「課題，責任，実践」としたところに，本書の最大の意義
がある．この点で『現代の経営』とは次元が異なる．

1.『現代の経営』と『マネジメント』

2.『マネジメント』を生み出した思想

年）におけるマネジメント・スコアカード（MSC）について述べた．今回の本論

1）
『現代の経営』
（1954 年）の意義
本書は，『経済人の終わり』
（1939 年）
，
『産業人の未来』
（1942 年）
，
『企業と
は何か』
（1946 年），
『新しい社会と新しい経営』
（1950 年）を経て，書き上げら
れたことことに意義がある．本書の［序論］
“マネジメントの総合性”で述べて
いるように，「“マネジメントとは何か，何をするものか”という問いに対する
答えは，事業，経営管理者，人と仕事のそれぞれをマネジメントする多目的の
機関であるという答えしかない．これらのうちいずれを欠いても，もはやマネ
ジメントではない．企業もない．そして産業社会もない．」
（同書 p 23）として，
マネジメントは産業社会を機能させるという目的を持った社会的機関であると
した．また，GM の調査の体験を踏まえ，
「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

ドラッカーが『マネジメント』を著した背景には，大きく二つの分野の思想
がある．一つは，いわゆる“ドラッカー思想（ドラッカーは，世界，歴史，社会，
政治，経済，組織，人間，教育をどう見たか）”であり，もう一つは，組織運営理
論を超えた“マネジメント思想”である．『現代の経営』から『マネジメント』
の期間に著されたいくつかの書籍からその思想の成長について述べる．
1）
『変貌する産業社会』
（1957 年）
本書は，第二次世界大戦後の約 10 年が経過した時点における，ドラッカーの
歴史観，世界観，社会観，政治観，組織観，経営観そして人間観について述べて
いる．その多くは『マネジメント』に継承されている．
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（1）歴史観，世界観の変化を踏まえマネジメント思想の革新の必要性を自覚
した
ドラッカーは，デカルト（17 世紀のフランスの哲学者）が唱えた哲学を踏襲

根底からくつがえり，社会の指導者が転落する姿をみせつけられてきた．
」
（同
書 p 135）ことから，「今世紀で初めて新しいことを達成しようという気運が生
まれた」
（同書 p 136）という．その気運を機会と捉えたのがドラッカーだった．

した過去 300 年来の哲学“全体は部分の集まりである”という考え方が主流で
あった時代に，「すべての学問は，こんにちその中核に“全体”という概念を
もっている．この全体なるものは部分部分から生ずる結果でもなければ，構成

その機会を活かして“より良い社会”を築こうとすれば，
「社会が要求するもの
のうちでもっとも重要なことは，教育がよい人間，良い生活，良い社会という
理想を抱いていることである．」
（同書 p 188）と，教育が重要になることを説い

部分の総計でもない．
」
（同書 p 12）と述べている．マネジメント思想に視点を
戻せば，ドラッカー自ら『現代の経営』の“マネジメント体系”を，デカルトの
哲学を超えるものと位置付けたものと思われる．さらに，知の革新（イノベー
ション）が必要だとし，GE
（米ジェネラル・エレクトリック社）のこの当時では
実現していなかった太陽エネルギー利用計画を例にあげ，「事実，もっとも一

た．
経済発展についても，企業の目的である，商品やサービスを提供することで
社会貢献すること，自由企業の理念によって後進国（当時はこう訳されていた．
現代では一般的に“発展途上国”であろう）の経済発展を推進することが必要
であるとした．また民族国家もイデオロギーによる国づくりも上手く行かない

般的な革新の定義は，
“科学的方法と呼ばれる体系的な研究と，それからえら
れる新しい知識を基礎とした合目的的な変化”である．
」
（同書 p 35）と述べた．

現実が繰り返されていた当時において，多元論（Pluralism）に基づく機能する
政府が求められていると説いた．

ここでは，ドラッカーが，自らの“マネジメント思想”についても，ある目的の
ために（合目的的）革新の必要性があると自覚したかのようである．あわせて
“新しい世界観”の一つの側面を表す“責任としての革新”
“創造的保守主義”と
いうキーワードに到達した．
（2）全体主義と個人主義の次にくる経営学の概念の作成に着手した

（4）東洋でも西洋でもない“新しい世界観”づくりに挑む
より良い社会づくりには，世界をどう見るかという世界観が欠かせない．ド
ラッカーは，一つの例として，世界大戦に関わった日本の失敗を述べた．
“西洋
史”と“東洋史”に終焉をもたらし，世界史の黎明を告げたと評価を受けた明治
維新であったが，その後の日本の西洋化については，「日本固有の文化，社会，

第二次世界大戦によって全体主義が，またそれ以降の個人主義によってで
は，より良い社会が出来ないことをドラッカーはいち早く見抜いた．より良い
社会をつくるために必要な“新しい組織”が，
“組織能力”を如何に発揮したら

政治の基盤の上に近代日本を建設しようとする試みは結局失敗に終わった．」
（同書 p 278』）と述べている．一方，世界大戦によって西洋の世界観もすでに手
詰まりであることも示した．ここに，
「本質は西洋的であるが，共通の世界文

効果的かを思慮した．彼の思慮を支えたのは，
“テイラーやガントによる，肉体
労働を体系的な知識で革新をおこしたことによる経営への貢献”であったこと
は言うまでもない．ドラッカーの思慮は続く．
“新しい組織”や“組織能力”は，
“情報と決定の体系である”とした．その上で，
“新しい組織とその能力は全体

明が現れたことは，新しい大きな発展の場ができた」
（『同書 p 287』）と，ドラッ
カーはこの状況を，
“新しい世界観”をつくる機会として見た．
（5）社会観と人間観を成長させた新しい社会秩序の必要性を説く
より良い社会づくりには，何が必要かについて，
「われわれが近代人に特有

主義と個人主義の次にくる社会秩序”であるとの哲学的な回答を得るに至っ
た．あわせて“経営（マネジメント）の原則”は“体系的，合目的的，組織的，継
続的な努力”であるとし，
「われわれはいまなお経営学，つまり体系的な仕事や
研究を通じて教え，学び，ふやしてゆくことのできる知識体系が必要なのであ

な“権利の主張”を捨て，新しい“責任の受託”へと飛躍するのは，知識と力と
においてである．この“責任の受託”こそ現代の“自由”の原則である．」
（同書
p 312）と述べている．この思想は『マネジメント』に継承されている．
さらに「個人と社会，自由と秩序との間に古くから行われてきた無駄な対立

る．」
（同書 p 111）と，新しい経営学について述べた．さらにそれは人間に立脚
し，人間がもつ知的・感情的・審美的・倫理的知識をも統合したものであり，
医学に似ているとした．その新しい経営学をもって「新しい組織においては，
個人と社会はお互いに補強しあい，個人が社会の，社会が個人の機能を果たす

に，新しく組み立てられた理論によって終止符を打つことはわれわれに課せら
れた重大な使命であり，またわれわれに新しい機会を提供するものである．こ
の課題を果たすためには，想像力と独創性に富む社会理念と政治理論が必要で
あり，同時に，従来の価値の良いところを取出し，その上に新しい社会秩序を

といった関係にある．
」
（同書 p132）と組織観を述べた．また，その実現には“多
元性”が課題となる点にも触れた．これらは『マネジメント』に継承され，
“マ
ネジメント思想”の骨子（概念）を形成したと思われる．

築くことも必要である．このようにしてこそ，われわれは理想にもっともふさ
わしい生き方ができるのである．」
（同書 p 133）と述べた．本書をして，ドラッ
カーは“より全体観のあるマネジメント体系”をまとめる意志を固めたのでは

（3）20 世紀に初めて生まれた気運（教育，経済発展，近代政府）
20 世紀で起こった 2 つの世界大戦の歴史が示すように，
「世界的に価値観が

ないかと思われる．本書，原著タイトル The Landmarks of Tomorrow は，社
会観，世界観，組織観，経営観，人間観を包含し，ドラッカーが『マネジメント』
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て，“わが社の知識は成果があがる領域に集中しているか”
“わが社の知識は，
わが社の製品やサービスに十分に組み込まれているか”などの知識分析に関す
る“診断の問い”を挙げている．さらに重要なことは，この知識分析の結果と第

『現代の経営』からおよそ 10 年後，
『変貌する産業社会』から 7 年後に出版さ
れたのが本書である．ドラッカーは，
“本書は世界最初の事業戦略の本”だとい
う（本書まえがき）
．また，成すべき事は何かを見つける助けとなることを目的

6 章のマーケティング分析の結果とは互いにフィードバックさせる必要がある
ことを述べている．
（4）これがわが社の事業である

としていると述べている．この本もマネジメント思想に成長をもたらした．
（1）
“事業の分析”により事業の状況を理解する重要性を説く
ドラッカーは事業のレントゲン写真をとることによって，自身の事業の何た
るかを理解せよという．
具体的には，業績をもたらす 3 つの領域（①製品，②市場，③流通チャネル）

“業績をもたらす領域の分析”
“利益と資源についての分析”
“コストセンター
とコスト構造についての分析”の結果を“マーケティング分析”と“知識分析”
で再点検することによって，顧客の再定義，欠けている経営活動（新商品開発，
新市場開発分野，欠けている知識分野など）を知ることができるという．マー
ケティング分析と知識分析によって，新しい事実を明らかにすることも可能で

の状態を分析する．
次に，製品別の売上，売上げ貢献度，配分コストを算出する．ドラッカーの独

あるという．
これによって，経営者は，“これがわれわれの事業である”という識見，“こ

自性は，コストを配分するときには，
“作業量（transaction）
”によるコスト分
析を用いる．次に，基幹的な資源（知識，人材，資金）の配分を分析する．また
製品を理解するのに今日の主力製品，明日の主力製品，昨日の主力製品，独善
的製品など，それぞれの課題を明らかにする．つぎに，コストセンター（わずか
なコスト上の改善が総コストの大きな削減をもたらすところ）とコストポイン

れがわれわれのあるべき姿である”というビジョン，“これがあるべき姿への
移行のための道筋である”という方向性を得ることができると述べている．
（5）強みを基礎とし理想企業に学べと説く．
体系的に機会を発見すること，機会には強みをもって活かすことの大切さを
ドラッカーは一貫して言い続ける．事業を成功させるには三つのアプローチが

ト（各コストセンターの中で，コストを発生させている活動や原材料，大きな
作業量を発生させている活動など）を明らかにすることで，事業の分析（企業
がいかなる状況にあるか）を行う．しかし，それだけでは足りないという．

あるという．（同書 pp 172 - 197）1 .GM
（当時の）のような“理想企業”のモデル
から，企業活動の方向性を正すこと，2 . 機会を最大化（明日の主力製品，新しい
重要な知識，流通チャネルなど）すること，3 . 有能な人材を最大かつ的確に配

（2）
“マーケティング分析”

によって顧客の目線（事業の外）から事業を見る
ことの重要性を説く
“第 6 章；顧客が事業である”で述べられている“マーケティング分析”であ
る．
「マーケティング分析は，市場調査や顧客調査をはるかに超えるものであ

置すること，であると説いている．
（6）未来を今日築くために“すでに起こった未来”を探せと説く
未来を築くためには，明日をつくるために今日何をなすべきかを決めること
だという．これには，二つの方法がある，という．1“すでに起こった未来
.
（The

る．すなわちそれは，第一に事業全体を見るものである．そして，第二にわが社
の市場，顧客，製品ではなく，顧客の購入，満足，価値，購買，消費，合理性を見
ようとするものである．
」
（同書 p 141）
．と述べる．ドラッカーは顧客の購入，満
足，価値，購買，消費，合理性を見るために必要な知見（顧客の 8 つの現実など）

Future that has already happened）
”を探すこと，2. ビジョンを実現する（The
Power of Idea）こと，だと云う．
（7）事業の業績をあげる 3 つの分野
第一に，業績をあげる重要な意思決定には，3 つあるという．1 . 事業の定

について述べる．さらに，
“顧客創造のための 9 つの問い”
（1 . ノンカスタマー，
2 . 金と時間の使い方，3 . 価値選好，4 . 提供しうる価値，5 . 存在意義，6 . 商品群，
7 . 潜在的な競争相手，8 . 潜在機械，9. 顧客の現実）を挙げる．いずれも外（顧客）
からすなわちマーケティング視点から事業全体を見る“診断の問い”である．

義（The idea of the business）
，2 . 卓 越 性 の 定 義（The specific excellence it
need），3 . 優先順位と劣後順位の設定（The priorities）である．具体的には事業
の定義によって，市場とその市場に貢献すべきものを明らかにすることができ
る．また次の 3 つの質問によって事業定義は次の 3 つの質問によって集約でき

（3）
“知識分析”による事業の分析
「わが社に特有の知識は何かという問いほど，マネジメントをして自らを客
観的，徹底的かつ前向きに見つめさせるものはない．この問いに対する答えほ

る．1 . わが社の事業は何か？（What is our business?）
，2 . わが社の事業は何で
なければならないか．
（Wat should it be?），3 . わが社の事業は何にならなけれ
ばならないか．
（What will it have to be?）
，卓越性とは知識に関わる卓越性で

ど重要なものはない……常に再確認し，再学習し，再訓練しなければならない．
自社に特有の卓越性は常に強化していかなければならない．
」
（同書 p 154）そし

あるという．
第二に，事業戦略と経営計画を作成すること，その場合の留意点は次の 4 点
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である．
1 . 機会とリスク；. 追及する機会，進んで受け入れるリスク，受け入れること
のできるリスク
2. 事業の範囲；事業の範囲と構造，特に専門化，多角化，統合のバランス
3. 財務的な戦略；目標を達成するための時間と資金，新事業の設立と，買収，
合併とのバランス
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護師の原則”を例にあげている．
3 . 知識労働者が生産するのは“物ではなく，アイデア，情報，コンセプト”で
あるから，
“何を知り，何を理解し，誰に利用してもらうか”を考えること．
4 . 貢献に焦点を当てること．4 つの基本的な能力（コミュニケーション，チー
ムワーク，自己啓発，人材育成）を身に付けること．これは会議においても
同じである．

4. 組織構造；経済情勢，機会，成果達成のための計画に適合した組織構造
第三に，業績をあげる能力を開発すること，そのためには，1 . 企業家的な計
画を，特定の人間が責任をもつべき仕事に具体化する．2 . 企業家的な計画を，
日常の仕事に具体化する．3 . 一人ひとりの人間の職務と組織の精神の中心に，
業績（economic performance ）を据えることが，必要であると述べている．

5 . 人事には“任命責任があることを自覚し人の強みを活かす”こと．そのた
めには 4 つの原則がある．（同書 pp 110 - 121）．すなわち①適切に設計され
ているか，②多くを要求する大きなものか，③その人間にできることか，
④弱みを我慢できるかである．
6 . 最も重要なことに集中すること．そのためには『創造する経営者』で述べ

（8）読者にコミットメントの重要性を説く
より良い社会づくりに貢献するには，企業は経済的機能をまっとうすること

た“計画的な廃棄”が重要だと言う．「集中とは，“真に意味のあることは
何か”
“最も重要なことは何か”という観点から時間と仕事について自ら意

が重要であるという．そのためには，知識労働者は，3 つのコミットメントを果
たさなければならないという．それは，1 . 自らの知識と努力をして経済的な成
果に貢献させること，2 . 集中すること，3 . 自らの職務と仕事，および企業全体
としての経済的課題を，体系的，目的的，組織的に遂行すること．さらに，
“起
業家精神が体系として呈示される必要がある”と述べている．

思決定をする勇気のことである．この集中こそ，時間や仕事の従者となる
ことなくそれらの主人となるための唯一の方法である．」
（同書 p 152）．と，
“集中の要諦”を述べる．
7 . 成果をあげる重要な意思決定に集中すること．意思決定は数の多さでも早
さでも形でもない，インパクトを求めよという．それでは，
“成果をあげる

3）
『経営者の条件』
（1967 年）
本書の主題は，原著タイトル“The Effective Executive”
（筆者訳；成果をあ

意思決定”とは何か．第一に仮説からスタートする（これまでの評価測定
の基準は正しくないものとみなす），第二に，意見の不一致を求める，第三
に，意思決定は本当に必要かを自問すること，だと云う．

げるエグゼクティブ）である．仕事で成果をあげる考え方，方法について，まと
められている．
（1）エグゼクティブになることを説く
ドラッカーは，「今日の組織では，自らの知識あるいは地位のゆえに組織の

（3）意思決定とコンピュータ
昨今では，AI
（Artificial Intelligence）がメディアで取りあげられない日はな
い．ドラッカーは本書において，
“意思決定とコンピュータ”について書いてい
る．「コンピュータの出現が，意思決定に対する関心に火をつけることになっ

活動や業績に実質的な貢献をなすべき知識労働者は，すべてエグゼクティブで
ある．」
（同書 p 23）と説明する．また，エグゼクティブは，企業だけに限らず，
病院，政府機関，労働組合，軍においても，
“知識労働者に特有の成すべきこと
を成す能力をもつ者”であり，
“その能力は習慣であり実践的な能力の集積で

た理由は多い．しかしそれはコンピュータが意思決定を乗っ取るからではな
い．コンピュータが計算を乗っ取ることによって，組織の末端の人間までがエ
グゼクティブとなり，成果をあげる決定を行わなければならなくなるからであ
る．
」
（同書 p 216）と述べている．またコンピュータの到来とともに，意思決定

あるから，修得ができる”
，だから読者はエグゼクティブを目指せと説くのであ
る．
（2）成すべきことを成す能力とは
ドラッカーは，成果をあげるために実践すべきことを次のようにあげてい

を行う者が，行動の現場から遠く隔てられてくる，ことも指摘している．
（4）成果をあげる能力を修得せよと説く
なぜ，ドラッカーは，“成果をあげる能力を修得せよ”と本書で説くのか．知
識労働者が成果をあげる能力を身につけたエクゼクティブとなり，それを実践

る．
1. まず時間を測ることから始めること．
“時間を記録し，分析・整理し，まと
めよ”という．

して成果をあげならなければ，より良い組織とより良い社会は築けないからで
ある．「エグゼクティブの成果をあげる能力によってのみ，現代社会は二つの
ニーズ，すなわち個人からの貢献を得るという組織のニーズと，自らの目的達

2. 貢献に焦点を当てる．自らの果たすべき 3 つの分野（直接の成果，価値への
取組み，人材の育成）に対する貢献を考えよという．ここで“ブライアン看

成のための道具として組織を使うという個人のニーズを調和させることができ
る．したがってまさにエグゼクティブは成果をあげる能力を修得しなければな
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らない．
」
（同書 p 227）と述べている．
4）
『断絶の時代』
（1968 年）
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の評価基準は，生き物とは違い，自らの外部にある．
」
（同書 p200）と述べた．ま
た組織の実行については，「すなわちマネジメントに関しては，あらゆる組織
がみな本質的に同じである．あらゆる組織が，一体となって成果をあげる必要

本書は，ベトナム戦争が激しくなる時代背景を踏まえて著された．本書から
『マネジメント』に継承された，ドッカーの歴史観，世界観，社会観，政治観，組
織観，経営観そして人間観について述べる．

がある．大勢の人たちを集めるがゆえに，組織の目的と，それらの人たち一人
ひとりの役割を調和させなければならない．
（同書 p207）とした．また，ドラッ
」
カーが『経営者の条件』
（1967 年）で指摘したこと，“知識組織では，あらゆる

ドラッカーは，産業構造は 1885 年から 1913 年までは継続していたが，その
後の 2 つの世界大戦を経て大きくその構造が変化したという．それは，情報産
業，海洋開発，素材産業，巨大都市開発産業の発展であり，それらの背景には非
連続な社会変革の力が働いているという．
（1）起業家の時代の到来を説く

知識労働者はエグゼクティブである”とした．
（5）組織の社会的責任
ドラッカーは「今日最も無責任な組織は，企業ではなく，大学である．」
（同書
p 216）という．その上で，
「多元社会の素晴らしさは，組織とそのエグゼクティ
ブをして，財の生産や，患者の治療や，学位の授与など量にかかわる問題に責

当時，戦後の経済成長期にあり，海洋開発やコンピュータ産業などの新産業
が成長していた．

任をもたせているだけではないところにある．人間の生活の質に責任をもたせ
ている．そして実に，そのような責任こそ，組織とそのエグゼクティブにとっ

そして，AT ＆ T のベル研究所を例にあげ「起業家たるものは，イノベーショ
ンのための組織をつくり，マネジメントしなければならない．」
（同書 p 54）と，
イノベーションのための組織づくりを説いた．
（2）グローバル化の時代を説く
ドラッカーはこの当時の経済を「今日では，経済や政治の状況にかかわりな

て，機会と成果の新しい次元である．心引き締まる挑戦である．」
（同書 p 222）
と説いている．
（6）組織の正統性と個人の実存
ドラッカーは，“組織の正統性”について，「自らの基盤を成果による正統性
に絞るほど，正当な存在となる．こうして，
“彼らの実りによってかれらを知

く，全世界が共通の需要曲線，共通の経済的価値観をもつ．言いかえれば，全世
界が，欲求，反応，行動に関して，一つの経済圏となった．歴史上，このような
ことは初めてである．
」
（同書 p78）と述べた．

る”ことが，これからの多元社会の基本原理となる．」
（同書 p 227）と述べてい
る．多元社会とグローバル経済は個人の生き方を問う．60 年代は学生運動に代
表される若者の疎外が社会問題になった．「多元社会は，一人ひとりの人間に

そして『現代の経営』当時とは違って，グローバル経済の発展に寄与するグ
ローバル企業の役割について，
“
（グローバル）人材開発”
“より良い社会づくり”
に貢献することが期待されることを述べた．
（3）多元化の時代を説く

対し，自分は何か，何をしたら良いか，自分を使って何をしたいかを問うこと
をも求める．この問いは，就職上の選択の問題に見えながら，実は，自らの実存
にかかわる問題である．
」
（同書 p269）と述べている．
ドラッカーはキルケゴールと同じ視点に立ち，“いかにして人間の実存は可

ドラッカーのマネジメント思想の中で“多元化”は重要な概念である．ド
ラッカーは，「新しい多元社会の組織はそうではない．それぞれがそれぞれ独
自の目的をもつ．病院は医療のため，企業は財とサービスの生産のため，大学
は知識の増進と教育のため，政府機関は国防のためという，それぞれの目的の

能か”について，「組織社会が，選択の機会を与えることによって，一人のひと
りの人間に意思決定を迫っているからである．自由の対価として責任を求めて
いるからである．」
（同書 270）と，一つの答えを出した．ここには，“人間の実
存”というマネジメント思想の本質があるが，さらに続く．「われわれは，組織

ために存在する．」
（同書 p 185）と述べている．その上で，“多元化”について，
『会社という概念』
（1946 年）においては，大企業を現代の決定的組織として位
置づけており，他の組織はまだ目につく存在になっていなかったために，多元
社会という構造が見えていなかったとも述べている．新たな多元主義は，多元

が，一人ひとりの人間に対し，位置と役割を与えることを当然のこととしなけ
ればならない．しかも同時に，組織をして，自らの成長と貢献の機会とするこ
とを当然のこととしなければならない．」
（同書 p 280）とした．「組織から何を
えるかを問い，それが自らが投じたもの次第であることを知るようになったと

社会のための政治理論と社会理論を必要としているとして，フォード社を例に
あげ“数百，数千の専門知識を生産的なものにするための組織であり，知識組
織である”とした．

き，人は自由になる．同時に，社会を機能させるには，マネジメントの方法，す
なわち，一人ひとりの人間の働きによって組織に成果をあげさせる方法を知ら
なければならない．社会を自由なものにするためにも，組織のマネジメントの

（4）組織の役割とエグゼクティブ
ドラッカーは，
「組織の目的は，社会に対する何らかの貢献である．その行動

方法，すなわち，組織と仕事をして，自らの目的，価値，成果に役立たせる方法
を知らなければならない．」
（同書 p 282）と述べ，“より良い社会づくりのため

198

研究論文

にはマネジメントを学ぶ必要性がある”というマネジメント思想を固めた．
（7）知識の時代を説く
社会構造，産業構造は“新しい知識”により，変革させられていると説く．そ
こには，以下の特徴が見られるという．
1. 知識労働の重要性が今日の大組織を生み，それらの組織である企業，政府
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3.『マネジメント』に見るマネジメント思想の特徴的な変化と成長
『現代の経営』と『マネジメント』を比較した，主な特徴的な変化と成長を遂
げた内容をつぎに述べる．

機関，大学，研究所，病院の出現が，知識労働者の仕事を増大させた．
2 . 高学歴化・学校教育の延長と労働寿命が伸長させ，知識労働者の動機づけ
が“成果”に変化したため，知識労働者のマネジメントも変化させる必要

1）マネジメントの意義と目的
『マネジメント ― 課題，責任，実践］』
（1973 年，1974 年）の目的は，書籍
のタイトルに表れている．『現代の経営』のマネジメントの目的は，産業社会

がある．
3. 知識労働者は，自らがなすべきことは，知識と目的によって規定されるべ
きことを要求するから，成果を中心とする組織を必要とする．
4. 知識労働者も，上司を必要とし，意思決定権と責任の所在が明らかな組織
構造（例えばチーム）を必要とする．

の経済的責任を担う企業組織の機関であることが主であるかのように書かれ
ていたが，本書『マネジメント』に書かれたマネジメントは，多元社会のあら
ゆる組織の機関として成長した姿が描かれている．その上，本書にある「組織
に成果をあげさせるマネジメントとこそ，全体主義に代わる唯一の存在だか
らである．」
（『マネジメント（上）』まえがき）というように，思想的な色彩も

5 . 中年に達した知識労働者が，第二の人生を始められるようにする必要があ
る．

強い．タイトルにある“マネジメント”と併記された“課題（TASKS）
，責任
（RESPONSIBILITIES）
，実践（PRACTICES）
”の“TASKS”は，
“なすべきこ

6. 知識の時代は，米国の国家予算を教育費の増大をもたらした．
「一九六〇
年代末，すでにアメリカは，ベトナム戦争の最中にあってさえ，国防より
も教育に金を使っていた．
」
（同書 p338）という．
7 . テクノロジスト（技能の基盤として理論を使える者）が無数に必要とされ
る．
8. 知覚と感性の訓練が重要である．訓練された知覚と規律ある感性は，人格

と”であり，ドラッカーいわく「あらゆるマネジメントが知るべきことは全部
入れた」
，その上，「個々の組織の存続や繁栄よりもはるかに多くのことが，そ
の（マネジメントの）成否の如何にかかっている．」
（同）とし，読者にマネジメ
ントとして“なすべきこと（TASKS）
”を“責任（RESPONSIBILITIES）をもっ
て，実践（PRACTICES）する”ことを，説いたのが本書の目的であると云えよ
う．

の形成と生計の資を得るためにも欠かせない．
9 . 学校教育の期間が延長し，
“知識が仕事に不可欠となった時代”にあって

2）多元社会の進展につれてマネジメントの領域が拡大した

は，継続教育（経験と実績のある成人を何度も学校に帰らせること）が必
要となる．
『断絶の時代』は特別の意味を持った書籍である．ドラッカー思想，とりわけ
社会科学の分野においての彼の知見だけでなく，組織観，教育観からマネジメ

ドラッカーの目には，産業社会が主流だった時代と，多元社会が主流になっ
た『マネジメント』当時では，マネジメントが適用されるべき領域は拡大した
のも当然である．
『現代の経営』においてドラッカーは，当時のアメリカでは“公共の利益が企

ント思想の成長を読み取ることができる．
中でも，学問の境界が無くなっていること，社会を変革する教育革命に代表さ
れるイノベーションの必要性について明確に述べている．すなわち多元社会を
機能させるためには，継続的なマネジメント教育が不可欠であることを述べた．
ドラッカーは，本書を締めくくる“おわりに ― 確定済みの事実”の中で述べる．

業の利益となるようマネジメントせよ”というマンデヴィルと反対の思想が，
“20 世紀における「アメリカ革命」の真の意味”だとし，マネジメントはこの思
想を自らの企業において実践することを説いた．また，同書“［結論］マネジメ
ントの責任”において，自由社会の多元性を忘れずに経営することを述べてい

「社会とは，人間の実存の表層であり，外皮である」
（同書 p415）と．つまり社会
は個人と別に存在しているのではなく，
“人生と生き方そのものが社会”なので
ある．組織人がマネジメントを学びエグゼクティブとしての自覚をもつ知識労
働者として，ある者はテクノロジストとして，
“生き生きと生活し，活き活きと
働く，その状態がより良い社会である”ということだと思われる．一方で知識あ
る者の責任と倫理も忘れてはならない，と説いたのがドラッカーだった．

るが，マネジメントの領域は主として企業であった．『マネジメント』におい
ては，「ところが実は，公的サービス機関のマネジメントがなすべきことの基
本は，企業のマネジメントがなすべきことの基本と何ら変わらない．」
（『マネジ
メント（上）』p 34）とした．この背景には，1954 年から 1973 年までの約 20 年間
で，米国社会の組織の多様化と多元化が進み，公的機関，非営利組織などの公
的サービス機関の数と活動範囲が増大していたことは，ドラッカーの目には明
らかであった．
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3）公的サービス機関のマネジメントが追加された
『現代の経営』にはなかったマネジメントの新しい領域である，多元社会の
進展にともなって成長してきた，政府機関，病院，学校，大学，軍，職種別団体

いない業務慣習でもある．このあたりの議論が日本において盛り上がる必要が
ある．その意味から特に，“第 32 マネジメントの仕事の設計”にある“職務設
計”については，業務の属人化の課題を抱える日本企業にとっては必読だろう．

などの公的サービス機関，企業内サービス部門について記述されている．「公
的サービス機関が企業と違うところは，本業としての事業の部分だけである．
生産的な仕事を通じて人に成果をあげさせるべきことにおいては，何らかわる

7）マネジメントの戦略／トップマネジメントチームと取締役会の役割の拡充
『現代の経営』では，“第 14 章 CEO と取締役会”であったものが，『マネジ

ところはない．社会的責任に関しても異なるところは何もない．
」
（
『同書（上）
』
p172）と述べている．
4）仕事を生産的なものにし，人に成果をあげさせる
“第 15 章 新しい現実”から始まるこの分野の記述は，
“第 16 章 仕事と働く

メント』では，“第 50 章 トップマネジメントの仕事”
，
“第 51 章 トップマネ
ジメントの構造”
，
“第 52 章 取締役会”の 3 章が詳述された．これは，
“Part：
Ⅲマネジメントの戦略（TOP MANAGEMENT ： TASKS, ORGANIZATION,
STRATEGIES）
”の基本を構成する分野に位置づけられている．これは，『現
代の経営』の時代から，20 年を経った世界が大きく変化したことに対して，ド

ことと働く人たち”から，
“第 23 章 人こそ最大の資産である．”まで，『現代の
経営』の当時と比べて，充実した記述になっている．中でも，
“仕事と働くこと

ラッカーが“マネジメント全体について責任を持つべきトップマネジメント
層の重要性が増した”ことを認識したことに他ならない．『現代の経営』では，

は違う”とし，
“仕事の属人化を防ぐ”視点が加わったことにより，
「人は，仕事の論理と労働の力学の双方に沿ってマネジメントしなければな
らない．
」
（
『同書（上）
』p 231）
，
“責任の組織化”などの新たな知見が盛り込ま
れている．

CEO
（最高経営責任者）の一人体制の限界をあげ，それを補う CEO 機能のチー
ム化とそれを機能させるための社外の人物も取り入れた取締役会を提案した．
『マネジメント』では，
“経営はチームで行うことを前提”としている．その上
で，マネジメントチームが必要な“われわれの事業は何か．何になるか．何であ
るべきか”に関する重要事項を明らかにする情報や知識を提供するセクション

5）マネジメント教育の記述が充実した
『現代の経営』では少しとり上げられた分野である．
『マネジメント』では，
“第 33 章 マネジメント教育”として新規に書かれた．マネジメントとしてな

として，ジーメンスの発案としたセクレタリーアート（経営企画部）を提案し
た．
また，二種類の経営会議と対社会関係会議としての取締役会を提案する．さ

すべきことは，『断絶の時代』で述べたように“知識労働者は 40 代半ばに達し
たならば，第二の人生を始められるようにする必要がある”という．またマネ
ジメント教育には，二つの側面がある．
「1．マネジメント開発（development
management），その目的は，組織の健康と存続，成長にある．2．マネジメント

らに正統性（legitimacy）を持つべきだとして，取締役会の三つの機能（1 . 審査
のための機関，2 . 成果をあげないトップマネジメントを交替させる機関，3 . 対
社会関係のための機関）の役割を説いた．

教育そのもの（manager development）
，その目的は，組織の一員としてと同
時に，人間としてのマネジメントの人間の健康と成長，成果にある．」
（『同書
（中）』p 63）とし，“人に教えることで自ら勉強する”
“自己実現の動機を外から
与えることはできない”などの知見が説かれている．

8）戦略と構造について大幅に拡充された
『現代の経営』以降の 20 年で，多元社会の進展とともにマネジメントの様相
は変化した．それが，『マネジメント』の“Part：Ⅲマネジメントの戦略”の 3
分の 2 を占める“戦略と構造（Strategies and Structures）
”とされたものであ

6）マネジメントの仕事・スキル・組織
“第 29 章 マネジメントの必要性”
，
“第 31 章 マネジメントの仕事”は，
『現
代の経営』で述べたことを土台として記述された部分であり，
“第 34 章 自己

り，『現代の経営』に比べて大幅に増強された．トップマネジメントとして行う
べき“規模”
“多角化”
“グローバル化”
“成長”
“イノベーション”の 5 つのマネジ
メント分野である．
（1）規模と多角化のマネジメントを詳述

目標管理”
“第 36 章 成果中心の精神”は，
『現代の経営』からの引用が使われ
ている．
日本では，働き方改革が国家をあげての課題である．その一つの，テーマに

第 55 章は“規模のマネジメント”を詳述している．小企業，中企業，大企業
の規模は“従業員数”
“売上”
“付加価値”
“製品”
“市場”
“技術”などによって決ま
り，それぞれに相応しい“マネジメント階層とマネジメントの構造”があると

“同一労働同一賃金”がある．これを実現するには，職務定義書など“仕事の目
的，手順，成果物を明文化”することが必要になるが，日本企業の多くが出来て

いう．また大企業の最適な規模については，
「あらゆる大企業が，規模の経済が
規模の不経済に転ずる点，すなわち最適規模なるものを知る必要がある．収益
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逓増が収益逓減に転ずる点を知らなければならない．
」
（
『同書（下）
』p 106）と
述べている．
第 56 章〜第 58 章までは“多角化”のマネジメントである．多角化には，内的

適点（optimum point）こそ成長の上限”とすべきであるという．そのためにも
トップマネジメントチームと自己目標管理が機能している必要があると説い
た．一方，ドラッカーは「私は事業の成長を望むか」とトップへの問いも忘れな

な要因と外的な要因（一国の経済規模，市場の力学，技術の力学）がある．多角
化を成功させるには，
“多角化の核（第 57 章，共通の市場，共通の技術）
”によ
るが，体質（事業，製品，市場，技術の価値的な調和が保たれていること）に共
通の個性や感覚的な一致が必要だと説いた．多角化を成功させるには“多角化

い．また，「企業の健康（The health of the enterprise）はマネジメントの責任
である．企業の健康は社会の病いとは両立しない．企業が健康であるためには，
健全な，少なくとも機能する社会が必要である．社会の健全さこそ，企業が成

の 4 つの手段（自力開発，買収）
”
“不健全な多角化の防止（分離）
”
“多角化しつ
つ分離（合弁）”また多角化の特殊な問題として“同族企業”のマネジメントも
述べた．
（2）グローバル企業（The Multinational Corporation）のマネジメントを詳述
第 59 章 で 語 ら れ る 内 容 で あ る．ド ラ ッ カ ー 自 身 が“ 多 国 籍 企 業（multi
national）
”という言葉は，20 年前には聞いたことがない言葉だったという．当
然，国内企業とは戦略，構造，姿勢についてトップマネジメントのやり方は変
わってくる．『マネジメント』当時，世界はすでに，グローバルなショッピング
センターの状況であり，地場の中小企業もグローバル経済の影響を考えてマネ
ジメントすべき時代に入っていた．多角化に成功した企業は，グローバル企業
ではあるが，市場の統合者という意味で超国家（transnational）企業になった
という．国民国家や自然環境との間に新たな課題も生じてくる．このような市
場環境に対応するには，グローバル企業のトップマネジメントチームは如何に
あるべきか，何をなすべきかについて述べた．途上国との“健全な関係”も課題
となってきた．明日のグローバル企業の成功の要因は，“共通の事業戦略と多
極的なマネジメント”
“複数のトップマネジメントチーム”
“自己目標管理の定
着”
“システム型組織”
“取締役会の二つの機能”であるという．さらに，グロー
バル経済と国家主権の溝を埋めることは，トップマネジメントチームの仕事で

功し成長するための前提である．
」
（
『同書（上）
』p392）とも述べている．
（4）イノベーションのマネジメントを詳述
『現代の経営』においては，“経済成長の機関としてのイノベーション”
“マー
ケティングとイノベーションによる顧客創造”という存在価値（第 5 章；事業
とは何か，結論；マネジメントの責任）を説いたのをはじめ，事業の定義，顧客
創造，マーケティングと関連付けて，8 つの目標領域の最重要目標の一つとし
てイノベーションを説明した．そして第 29 章 明日の経営管理者の中で，市場
につての長期的な目標によって“イノベーションをマネジメントすること”
“イ
ノベーションによって生産とマーケティングに関わる方針を体系的に策定する
こと”が求められるとした．
しかし，
『マネジメント』においては，“第 61 章；イノベーションのマネジ
メント”
（この章は，のちの『イノベーションと企業家精神』
（1985 年）として出
版される．）として，イノベーションのマネジメントのエッセンスをまとめ上げ
ている．すなわち，事例として，フランスのルノー，イタリアのフィアット，イ
ギリスのマークス＆スベンサー，スウェーデンの ASEA，日本のソニー，ドイ
ツのウルシュタイン，アメリカの 3 M，AT ＆ T，バンク・オブ・アメリカをあ
げ，イノベーションの“精神”
“意味”
“力学”
“戦略”
“成功率”
“目標”
“評価”
“予算”
“リスク”
“組織”についてのエッセンスを説き，“イノベーションは機能ではな
く事業としてシステム型組織として取り組む”とし，「イノベーションを行う

あるという．今日起こっている，国際経済をめぐる国家主権とグローバル企業
の問題は，
『マネジメント』当時，すでにドラッカーが見ていたそれと同じであ
る．
（3）成長のマネジメント（健全性こそ成長）を詳述
1950 年代と 60 年代は，企業が成長熱に取りつかれた時代であった．日本も

組織こそが，これからの時代において主役となる．」
（『同書（下）』p 296）と述べ
た．

少し遅れてその時代に入った．ドラッカーは，IBM，フォード，ジーメンス，
AT&T などの事例をあげて説明する．
「成長そのものを目標にすることは間

good）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，リーダー的地位にあることの唯一の正統な根拠（legitimate basis

違いである．大きくなること自体に価値はない．良い企業になることが正しい
目標である．成長は適切なマネジメントの結果でなければならない．」
（『同書
（下）』p 247）と説き，
「組織の成長とは，物理用語ではなく経済用語である．量
に意味は無い．森林害虫のまいまい蛾にとっては，樹木の年間消費量の増大は
楽しみであってよい．しかし製紙会社にとっては，樹木の年間消費量の増大は
健全な目標（an inane objective）とはなりえない．」
（同書 p 252）とした．”最

9）マネジメントの正統性と倫理を［結論］とした
『現代の経営』では，「あらゆるリーダー的な存在が，“公共の利益（public

for leadership）である．」
（『現代の経営』結論：マネジメントの責任，p 316）
としていた．ところが，
『マネジメント』においては，
「多元的社会（pluralist
society）では，公的な善（public good）に対する責任が中心的な問題になる．
今日の組織社会も例外とはしない．組織社会のリーダーとは，それぞれが社会
のニーズの充足を目的とする組織を代表する者である．」
（『マネジメント（上）』
第 28 章：プロフェッショナルの倫理，p 437）さらに，彼らは「社会にとっての
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リーダー層である．したがって彼らは，自らの組織と社会の共通の善（common
good）の双方のために働くべき存在である．
」
（同）とした上，
「自律性と責任と
いう，マネジメント特有の私的な機能と公的な特性との間の緊張関係にこそ，
組織社会に特有の倫理に関わる問題の本質がある．
」
（同 p 437）とした．このよ
うに“マネジメントの正統性”を掘り下げ“
「知りながら害をなすな」の原則”
である“マネジメントの倫理すなわち責任の倫理”と合わせて，マネジメント
思想の根幹とした．
4 .『マネジメント』にみる MSC
“
『マネジメント』
（1973 - 4 年）当時の MSC フレーム（体系図）
”を掲載した．
ドラッカー思想において一貫して述べられていることは，
“自由で機能する社
会の実現”であろう．
『現代の経営』から『マネジメント』に時代が進むことで，ドラッカー思想も
成長している．それにともない，MSC も質的な変化を遂げていた．昨年，年報
論文に掲載した“『現代の経営』当時の MSC のフレーム”とは違っている．大き
な違いは，グローバル化の進展や新産業の進展，冷戦構造と多極化の進展など
により，社会観が“産業社会”から“多元社会”に発展したこと，
“組織の戦略
と構造”が拡充されたことである．それにともなってマネジメントの各論であ
る，“知識労働者の働き方改革”に関する知識労働者の“貢献意欲を惹きつけ
る”
“やる気を引き出す”
“生産性をあげさせる”
“自由と責任を与える”ことが
できる“マネジメント組織”のつくり方，
“自己目標管理”と“マネジメント教
育”も詳細に記述されている．
“自由で機能する社会の実現”には，多元性に調
和をもたらす“共通の善（common good）
”と“規律・行動指針（discipline）”が
不可欠である．ドラッカーが『マネジメント』
“第 2 章マネジメントブームの教
訓”において，
“体系としてのマネジメント（Management as a Discipline）”を
説いている理由がここにある．
“自由で機能する多元社会の実現”に貢献する“社会規範としてのマネジメ
ント”を学ぶ道具として MSC が期待される．次回は，『マネジメント』以降の
MSC の成長に焦点を当てる．
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（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，1999 年 9 月 24 日
初版発行）
（1973 年，1974 年）
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，
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マネジメント・スコアカードで評価する
持続可能な社会を構築する組織
―エ
 コシステムとして機能する組織を
マネジメントする新たな手法

An organization that builds a sustainable society to be
evaluated by MSC：New method of managing organization
that functions as ecosystem

佐藤幸夫
Yukio Sato

（多摩大学医療・介護ソリューション研究所）
【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ものづくり，IT 活用の助言指導や社員
（最高情報責任者）養成講座（日経 BP 社）講師，日経記事
研修の実績多数，CIO
で学ぶ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
（技術経営）リーダーの
伸びるの？」
（日経 BP 社），「ドラッカーの実践 !! MOT
ためのマネジメントスキルアップとテンプレート集」
（新技術開発センター，監
修・共編著）他．

Summary
Drucker advocated “MSC” as a tool to pursue corporate social responsibility.
Consider the significance of “MSC” in modern society and the social view of
“MSC”. I will introduce the concept of “Service-Ecosystem” derived from “ServiceDominant-Logic” and new possibilities gained by integrating “MSC”.

はじめに
人類の絶えざる欲望は，科学技術や経済発展の大きな原動力として働いてき
たことは否定できない．この欲望に導かれた本能的な行動により，人類は物質
的な豊かさとともに精神的な幸福感を実感することができる現代社会を構築し
てきたといえる．しかしながら，このような人類の欲望は，地球規模の環境問
題等の社会的インパクトを生じさせてきたことも疑う余地はない．資本主義社
会の中で企業が巨大化，グローバル化し，多くの社会貢献や様々な価値を創造
してきたが，多くの社会問題が未解決のまま取り残されている．人類は，持続
可能な社会について考えるべき時が到来していることを認識すべきである．い
や，認識するに留まらず，その解決策を直ぐにでも実施すべき時である．
このような現代社会の中で，社会生態学者であるドラッカーは，企業が有し
ている社会的な危険性を捉えて，企業に対して何を求めてきたのであろうか．
本論文では，ドラッカーが求めた企業の社会的責任について，マネジメント・
スコアカード（以下，MSC）の活用を通じて企業の目指すべき持続可能な社会
を構築するための社会的責任について俯瞰するとともに，企業と社会の関係性
という領域についても検討を加える．ドラッカーは，企業を社会の一部として
相互依存的な協調的社会観の視点から企業を捉えている．企業の集合体である
業界をエコノミック・チェーンという視点で捉えたドラッカーは，企業単体の
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活動で社会を捉えるのではなく，業界や社会というマクロ的視点から企業活動
を捉える必要性を唱えている．これは，最近のマーケティング理論で述べられ
ているサービス・エコシステムとも近似した社会観であり，ミクロ的な企業活
動をマクロ的な社会的活動として評価する現代のサービス・マーケティング的
思考である．
本論文では，ドラッカーが企業の社会的責任を追及するためのツールとして
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ページの中で，「2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継と
して，2015 年 9 月の国連サミットで採択された『持続可能な開発のための 2030
アジェンダ』にて記載された 2016 年から 2030 年までの国際目標です．持続可
能な世界を実現するための 17 のゴール・169 のターゲットから構成され，地球
上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています．
SDGs は発展途上国のみならず，先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）

考案した MSC の現代社会における意義と，MSC の社会観について述べるとと
もに，サービス・ドミナント・ロジックから派生したサービス・エコシステムと
いう概念と MSC を統合することで得られる新たな可能性について紹介する．

なものであり，日本としても積極的に取り組んでいます．
」と紹介されている．
日本政府は，世界の中で SDGs を積極的に牽引すべく SDGs 推進本部を設置
し，第 5 回持続可能な開発目標推進本部会合（3）で「拡大版 SDGs アクションプラ

1. 日本政府が目指す企業の社会的インパクトに対する方向性

ン 2018」を決定した．本アクションプランは，前回会合の総理指示も踏まえ，
G 20 等を開催する 2019 年に向けて構築・発信していく日本の「SDGs モデル」

企業は資本家から提供された資源を活用して顧客価値を共創することで，自
らの持続的成長を正当化する．しかしながら，資本家から提供される資源とと
もに自然環境が有する自然資本や地域社会が有する社会資本についても，企業

の 3 本柱として，① SDGs と連動した官民挙げた「Society 5.0」の推進，② SDGs
を原動力とした地方創生，③ SDGs の担い手である次世代・女性のエンパワー
メントに沿って，政府の取組を更に具体化・拡大したものと述べられている．

活動に不可欠な重要な資源であることを忘れてはならない．企業自身が無意識
であっても，自然資本や社会資本の恩恵を受けていることを認識すべきであ
る．ドラッカーが企業の社会的責任として，自らが社会に与えたインパクトに

（4）
ドラッカーは，晩年の著書『ネクスト・ソサエティ』
の中で，現代の日本社
会が有する社会的課題を見事に描いている．若年人口の減少や労働人口の多様
化，製造業の変身であり，企業とそのトップマネジメントの機能，構造，形態の

ついて責任があると述べている責任の範囲には，経済的インパクトに加えて，
自然や社会に与えたインパクトも含まれており，これらを適切に評価し，企業
が生じさせたインパクトを解消することまでもが求められる．
企業活動がグローバル化していく中で，企業活動により社会に与える影響
は，より巨大化している．日々，企業活動により生じた社会問題や企業不祥事

変容である．これらの社会変容に日本企業がどのように対処し，改善策を示し
ていくかが世界の注目となるであろう．ドラッカーは，これらの課題に対する
解決の糸口として本書第 6 章「明日のトップが果たすべき五つの課題」の中で，

のニュースが，マスメディアを賑わしている．しかしながら，企業本来の存在
意義は，社会の公器としての役割である．日本企業が目指すべき方向性として，
（1）
本年 6 月 15 日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2018」
（「2．
生産性革命の実現と拡大（1）基本的考え方」
）の中で「第 4 次産業革命の社会実
装により，日本の強み（技術力，人材，豊富なリアルデータ，資金）を最大活用

して，誰もが活躍でき，様々な人口減少・高齢化，エネルギー・環境 制約等の
社会課題を解決できる，日本ならではの持続可能でインクルーシブな経済社会
システムである「Society 5.0」を実現するとともに，これにより SDGs の達成に
寄与する．」と述べられている．
「Society 5 . 0」とは，サイバー空間（仮想空間）
とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより，経済発展
と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会と定義され，狩猟社会（Society
1.0）
，農耕社会（Society 2.0）
，工業社会（Society 3 . 0），情報社会（Society 4 . 0）
に続く，新たな社会を指すもので，第 5 期科学技術基本計画において我が国が
目指すべき未来社会の姿として初めて提唱された．このような方向性に基づい
た日本企業の活動により，社会に存在する問題解消の国際目標である SDGs の
解消に大きな役割を果たすことが期待される．SDGs とは（2），外務省のホーム

企業が対処すべきコーポレート・ガバナンス（企業統治）の変容について，企業
の所有者として年金基金等，企業の長期的，社会的な価値の創造の重要性を述
べている．この予想は，現在の投資環境として社会的責任投資（SRI：Socially
responsible investment）や責任投資原則（PRI：Principles for Responsible Invest
ment）
，ESG（環境：Environment，社会：Social，統治：Governance）投資等が
求められている社会環境に見事に合致しており，ドラッカーの社会生態学者と
しての先見性について改めて驚かされる．このような社会的背景を踏まえて企
業のマネジメントには，新たな視点からの企業活動のガバナンスを維持するた
めのコーポレート・ガバナンスの強化が求められる．ドラッカーが唱えた MSC
の活用は，そのための有効な手法であると考えられる．森岡は，
「MSC 実践研
（5）
の中で，MSC の活用で得られる 7 つの社会貢献
究部会成果報告書 2017 年度」
として，①スチュワードシップ・コード，②コーポレートガバナンス・コード，
③ ESG 投資，④会社法，⑤ ISO 26000，⑥ SDGs，⑦統合報告書を挙げている．
これらの社会的貢献を支援，評価するための手法の根底に流れる企業や組織の
活動理念は，まさにドラッカーの MSC が求めている企業や組織の社会貢献経
営・社会責任経営である．ドラッカー思想の根幹として，企業や組織が社会的
責任を果たし持続可能な社会を実現するために，MSC の社会的意義を現代社
会に伝えることは，我々ドラッカー学会員の重要な役割である．
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2. ドラッカーが唱えた企業の社会的責任と持続可能な社会
（6）
ドラッカーは，企業が社会に対して有する責任について「マネジメント」
の
中で，「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
行う．」と述べている．この 2 つの責任は 2 つの領域から生じている．一つ目は，

自らの活動が社会に与えるインパクトから生じる責任であり，二つ目は，自ら
の活動とは関わりになく社会全体の問題として生じる責任である．これらの社
会的責任を果たすことがマネジメントの役割である．しかしながら，マネジメ
ントには，3 つの限界があるとドラッカーは述べている．①社会的責任の限界，
②能力の限界，③権限の限界である．企業は，本業の成果に支障をきたしたり，
能力や権限を越えたりする社会的責任に対して，正当に拒否することで自社の
持続可能性を担保し，将来的に企業価値と社会的価値の共創を両立させる責任
がある．
企業は自社の持続可能性を維持するために必要な利益の獲得が必要である．
いわゆる社会的責任を果たすための手段としての利益獲得である．ドラッカー
（7）
の中で，企業会計として報告されている利益につい
は『すでに起こった未来』
て，3 つの側面から必要な利益を述べている．一つ目は重要な資源に対する真
のコスト，二つ目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保
険のコスト，三つ目は明日の雇用や年金のためのコストである．つまり，企業
は単に売上からコストを引いた利益を如何に最大化するかという視点ではな
く，企業活動の未来のリスクをカバーするために必要最小限の利益はどれだけ
かということを，適切にマネジメントする視点が重要であるとドラッカーは述
べている．不必要な企業利益の増大を目指すことは，それだけ顧客や社会が有
すべき価値を搾取することに通じる．
前述した通り企業には，自社が社会に及ぼすインパクトに対する責任ととも
に社会貢献することが求められており，自社の売上や利益という自己中心的な
指標は企業活動の目標とはなり得ないのである．ドラッカーが唱えた MSC を
活用することで，企業が利己主義的な企業活動に捉われず事業目標を適切に定
めることが可能となる．森岡は MSC について，前述した「MSC 実践研究部会
成果報告書 2017 年度」の中で最新版体系図を提示している．森岡は MSC の定
義について，
「ドラッカーが説いたマネジメントの活用を支援するとともに，そ
の成果を評価する体系（システム）であり，組織の健康診断ツールとも云える
ものである．
」と述べている．MSC の最上位概念として，自由で機能する社会
を構築するために「Integrity
（誠実さ，真摯さ，安全性）
，倫理」を冠し，社会的
存在としての組織，その機関としてのマネジメントを通じて，
「社会貢献経営」，
「社会責任経営」を目指すのである．更に，そのための指針として「5 つの重要
な質問」や「8 つの重要領域目標」を定めるのである．そして，これら方向性を
正しく遂行するための手法として「マネージャーの評価表」
，
「マネージャー
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ズ・レター」
，
「マネージャーの 5 つの仕事」等を活用することが示されている．
MSC は単に企業や組織の目標達成の狭義的な経営ツールではない．森岡が
作成した体系図全体を見れば，事業目標の中核に存在すべき企業の存在意義
である社会貢献や社会責任と事業目標の関係，企業の存在意義の根源となる
「Integrity や倫理」の重要性を視覚的に認識することができる．昨今，問題と
なっている企業不祥事や企業や組織が関与した社会問題を解決するために欠
けているものが，MSC というツールを活用することで可視化することが可能
となる．企業と社会の共存的関係を維持するには，企業側が負うべき負担が多
くなるのは当然である．社会の中で生かされ，社会に対して貢献していくこと
が企業の存在意義であり，社会的な負のインパクトを継続的に生じさせる企業
は，その存在意義を社会から問われるべきである．企業の正当性は，持続可能
な社会に貢献することで得られるのである．次章では，ドラッカーの他，現代
社会の中で企業と社会との関係について，述べられている先行研究の幾つかを
紹介する．

3. 企業活動と社会の関係性に関する先行研究
企業活動における企業の社会的責任に関する先行研究として，先ずは「CSV
（8）
（共通価値の創造）」
について紹介する．「CSV」とは，ポーターとクラマーに
よって提唱された企業活動の新たな視座である．彼らが 2006 年に唱えた戦略
的 CSR からの積極的展開として，企業と社会の新たな関係である．「CSV」と
は，企業が経済的価値を創造するとともに社会的ニーズに対応することで社会
的価値をも共創するというアプローチである．法律や倫理基準を遵守し，社会
的価値の創造を通じて経済的価値を創造するのである．しかしながら，「CSV」
は，従来のフィランソロピー（社会貢献活動）や CSR
（企業の社会的責任）とは
大きく異なる概念である．従来の CSR は企業の善意や慈善活動としての意味合
いが強かったが，
「CSV」では企業の目的は単なる利益獲得から社会との共通
価値の創造と再定義され，企業の積極的な係わりの中で社会貢献と企業利益の
共創を目指した概念である．
（9）
という視点から企業活動に
ムハマド・ユヌスは，「ソーシャル・ビジネス」
おける限界について警鐘を鳴らした．ユヌスは，現代社会の問題として企業の
利益追求で生じる社会的インパクトの増大を危惧している．更に，ポーターの
「CSV」は経済的利益と社会的利益の共創を目指すものであるが，それだけで
は資本主義の限界が否めないと指摘している．ユヌスは，企業は所詮，資本家
である株主や債権者から企業の収益拡大の圧力を回避しえないと指摘し，企業
は配当，キャピタルゲイン，株価に対する責任から逃れられないと述べている．
しかし，ソーシャル・ビジネスでは，持続性を確保すれば投資家に対する利益
を考慮する必要はない．このような指摘は，企業価値の創造以上に社会的価値
の創造が重要であり，価値共創活動の現実的な困難性を認識すべきとの示唆で
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ある．ユヌスは，現代企業が考慮すべき 3 P として，利益（Profit），人（People），
地球環境（Planet）が重要であり，社会的責任を実現するには，3 P 間のバラン
スが重要であるとして，持続可能性に富むソーシャル・ビジネスの可能性に期

の連携のもとにコストを管理し，成果を最大化しなければならないとして「市
場で意味があるのは，経済的な現実であって，プロセス全体のコストである．
誰が所有しているかは関係ない．」と述べている．更に，「これからは，経済連

待が大きいと述べている．
（10）
原丈二は，「公益資本主義」
という資本主義に代わる新たな概念について
述べている．原は，既存の体制や環境に順応することで社会制度に対処できな

鎖としてのコストの管理が不可欠となる．それどころか，経済連鎖全体のコス
トだけでなく，経営戦略や製品企画をはじめとするあらゆる活動について，個
別の企業の法的な枠組みを越えて，事業のプロセス全体を組織し，管理するこ

い場合は，その体制や環境自体をおかしいと考え，ルールそのものを変更する
ことに挑戦し，新しいルールに基づいた世界を創る必要性を述べ，新たな「公
益資本主義」という概念を提唱するに至った．
「公益資本主義」における企業の
あり方は，企業は株主だけのものではなく，従業員や顧客，仕入先，地域社会，
さらに地球全体を含めたマルチステークホルダーが企業を有するという考え方

とが必要になる．
」と述べ，マクロ的な社会観から企業活動を俯瞰する必要性を
示した．
一方，経営学の一領域であるサービス・マーケティングの視点からも，企業活
動と社会の関係について検討した研究も行われている．サービス・ドミナント・
ロジックから派生したサービス・エコシステムという概念である．サービス・ド

である．従来の，株主や顧客を中心とした株主志向の資本主義に対して，「公益
資本主義」とは，社会資本を重視した概念である．原は，この「公益資本主義」

ミナント・ロジック（以下 S-D ロジック）とは，2004 年にスティーブン・バーゴ
とロバート・ラッシュが，従来の製品中心のマーケティングに対して，新たな

という概念について，1999 年頃からアライアンス・フォーラム財団を中心とし
て，ポスト資本主義はどうあるべきかという問題意識で進めてきた研究を元に
しながら，その理念をより明確に世界へ伝えるために具体化させようとしてい
る新しい概念であると述べている．

サービス概念を導入した考え方である（13）．S-D ロジックは，従来のモノ中心で
交換を基本とする経済から，相互のスキルやナレッジの交換による価値共創を
基本とする新たなサービス・マーケティング概念である．サービス・エコシステ

（11）
宇沢弘文は，「社会的共通資本」
というマクロ的な社会観を展開している．
「社会的共通資本」とは，①自然環境（自然資本等）
，②社会的インフラストラ
クチャー（社会資本等）
，③制度資本（教育，医療，金融，司法，行政等）から構

成される概念である．更に，人類が社会的生活を送るための基本的条件として，
①自然環境，②文化的環境，③学校教育制度，④医療サービス，⑤経済的・社会
的制度が必要であるとして，それらの基盤となる社会的資本を「社会的共通資
本」と定めた．宇沢は，
「社会的共通資本」を維持することで，豊かな社会が構
築されると述べている．また，豊かな社会では，各人がその多様な夢とアスピ
レーションに相応しい職業につき，それぞれの私的，社会的貢献に相応しい所
得を得て，幸福で安定的な家庭を営み安らかで文化的水準の高い生涯を送るこ
とができるような社会であると述べている．

ムとは，サービスという相互活動による経済活動が個々の取引だけに留まらず
広く社会に対して相互依存，影響するマクロ的な関係性を考慮した概念である．
バーゴとラッシュは，サービス・エコシステムについて，
「共通の制度的ロジッ
クとサービス交換を通じた相互的な価値創造によって結びつけられた資源統合
アクターからなる相対的に自己完結的でかつ自己調整的なシステムである．
」と
（14）
定義し，サービス・エコシステムが有する 4 つの構成要素を提示している ．①
相対的に自己完結的，②資源統合アクターの自己調整的なシステム，③共通の制
度的ロジック，④サービス交換を通じた相互的な価値創造，である．
サービス・エコシステムとは，サービス交換というミクロ的な現場で行われ
ている価値共創活動を一次元的に捉えるのでなく，複数の階層で構築された社
会として価値共創活動を重層的に捉えている（図 1，2）．

（12）
ドラッカーは，企業と社会との関係性について「エコノミック・チェーン」
というマクロ的な視点で企業活動を捉えている．ドラッカーはマネジメント
を通じて，固定コストから，利益を最大化することがマネジメントの役割であ
ると述べている．しかし，固定コストを個々の企業内部のコストと捉えるので

はなく，企業外の業界として幅広くコストを認識したマネジメントを求めてい
る．そのようなマクロ的な視点から「エコノミック・チェーン」という概念が生
まれた．企業は，経済連鎖全体（
「エコノミック・チェーン」
）のコスト管理が必
要であり，企業のコスト管理は，自社の活動コストについての情報だけでは不
十分であり，経済連鎖全体のコストを把握し，その連鎖を構成する他の組織と

図1

一次元的視点

図2

サービス・エコシステムの視点
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企業は顧客との間でサービス（スキル，ナレッジ）を交換することで価値を
共創する．この価値共創活動の背景で社会的インパクトが生じている場合は，
企業と顧客は社会的インパクトに配慮した行動を再考すべきである．しかしな
がら，企業や顧客に直接影響を及ぼすインパクトであれば積極的な対処が期待
できるが，企業と顧客外で生じたインパクトを認識することは難しい．このよ
うな現状を打破するための視点がサービス・エコシステムの視点である．一次
元的視点（図 1）では認識し難い社会的インパクトが何処に存在しているのか，
重層的な視点（図 2）から検討を行うことで社会的インパクトを認識すること
が求められる．サービス交換が行われているミクロレベルの上層部には，市場
や業界等を想定したメソレベルの階層，そして最上部には，地球や自然という
マクロレベルの階層が存在している．このようなサービス・エコシステムでは，
下位の組織が上位の組織へ入れ子状に存在して，重層的で相互依存的な関係を
もつと捉えている．このような重層的な構造に至った社会的背景には，現代社
会の経済活動が，一部の企業や業界内に留まらず地域社会，環境にまで影響を
生じさせている現状が強く影響していると考えられる．つまり，サービス・エ
コシステムの視点とは，販売という狭義のマーケティングでなく，ビジネスの
川上から川下までの一連のサービスプロセスを考慮した広義のマーケティング
観として捉える必要があるのである．これは，マーケティングの空間的拡張で
ある．現代の経済学やマーケティングは，学問の境界を超えて，生物学を中心
に論じられてきた生態学やエコシステムの領域へも拡張している．企業が社会
や環境に与える社会的インパクトを検討するために，このような広域的な視点
は不可欠であり，これは，社会科学としてのマーケティングと生物学における
生態学や生態系，エコシステムとの融合を求める社会的な要請である．
多くの先行研究から，現代資本主義が地球規模でインパクトを与えて社会的
問題を認識し，その問題の解消を企業や組織，人類共通の社会的責任として受
け止める必要性が急務となっていることが伺われる．この社会的責任を果たす
マネジメント・ツールとしてドラッカーの MSC の活用が期待される．次章で
は，MSC の概要について述べる．

4. ドラッカーのマネジメント・スコアカードから読み解く企業の
社会的責任
（15）
森岡は，
『図解ドラッカー入門』
の中で，MSC について「マネジメントの成

績表．経営チームの評価に焦点をあてたマネージャーの成績表と社員全員が意
識すべき 8 つの目標領域とからなる．
」と述べている．更に，「MSC は，ドラッ
カーが説いたマネジメントの活用を支援するとともに，その成果を評価する体
系（システム）であり，組織の健康診断ツールとも云えるものである．
」と述べ
ている．ドラッカー自身が，体系化して MSC として発表した論文はないが，藤
（16）
島は「『マネジメント・スコアカード』体系化の試み」
の中で，ドラッカーと
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のインタビューや書簡の交換を通じて，ドラッカーが説いた MSC の生い立ち
や内容，具体的な MSC 策定の流れを紹介している．
MSC の構成は上段に，ドラッカー経営の神髄ともいえる Integrity
（ 誠実さ，
真摯さ，完全性），倫理，自己目標管理及び社会的存在としての組織，その機関
としてのマネジメント，社会貢献経営，社会責任経営が挙げられている．それ
らを基本思想として，「5 つの重要な質問」で事業を定義するとともに，「8 つ
の重要領域目標（測定と評価）」を定義している．更に，個人レベルとして上司
と部下の自己目標管理として，マネージャー評価，マネージャーの 5 つの仕事
（OOMMD：O：Objectives , O：organize , M：Motivate , M：Measurment , D：
Develop）
，マネージャーズ・レターを活用することを求めている．
（17）
森岡は「マネジメント・スコアカードの可能性」
の中で，研究の結論として
「MSC は，十分に機能するマネジメント・ツールである．と同時に，ドラッカー
が追い求めた「理想社会」を実現する方法の一つになるのではないか，その可
能性は，それは，次の言葉でも明らかである．
『目標と自己管理によるマネジメ
ントこそ，まさにマネジメントの哲学と呼べるものである．この原理は，マネ
ジメントの概念そのものを基礎としている』
『この原理は，企業の真の自由，法
（18）
を引用し，
のもとにおける自由を実現する』
」とドラッカーの『現代の経営』
その重要性を述べている．
企業や組織が社会的責任を果たすことは容易ではない．このような現代社会
に対して，ドラッカー「マネジメント」研究会では，企業が社会的責任を果た
すために不可欠な知見を社会に対して発信している．過去の MSC の研究とし
て，自己目標管理を基盤に，事業活動の中核である「5 つの重要な質問」や「8 つ
の重要領域目標」
，そしてそれらを統括する社会的存在である企業や組織の責
任や貢献を体系化し，多くの企業事例として MSC の有用性について研究が行
われている．これら多くの知見が現代社会の問題を解決する手掛かりであり，
これらを活用することで社会的価値が共創されるのである．これこそ本研究会
が目指すべき重要な役割である．
企業や組織が社会的責任を果たすために，社会で生じている様々な問題を認
識し，自社や自組織の活動に MSC を導入する契機として，本論文では，社会問
題を認識するための視点及び企業や組織活動との良好な関係性の構築手法と
して，MSC とサービス・エコシステムを統合する有用性について紹介する．ド
ラッカーの MSC に新たなサービス・エコシステムという視点を統合すること
で，認識困難な社会を俯瞰することが可能となる．サービス・エコシステムが
有するマクロ的な視点は，ドラッカーが求めた企業や組織の社会的責任を認識
するための有効な視点として活用し得ると考えられる．次章では，MSC とサー
ビス・エコシステムの統合概念について述べる．
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5. マネジメント・スコアカードとサービス・エコシステムの統合
概念の有用性
MSC とサービス・エコシステムの統合については，前述した「MSC 実践研究
部会成果報告書（第一期）2017 年度」に掲載した「マネジメント・スコアカード
とサービス・エコシステム及びナラティヴ・アプローチの統合概念の構築」で
詳しく紹介している．本論文では，改めてドラッカーの唱えた MSC とサービ
ス・エコシステムの統合概念の有用性について，前述の論文で提示した「MSC
とサービス・エコシステムを統合した 5 つのステップ」について簡単に紹介す
る（図 3）．
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は，ドラッカー思想の重要な要素である「自由で機能する社会」を構築するた
めに，企業や組織に「社会貢献経営」と「社会責任経営」を求めている．更に，
「社会貢献経営」と「社会責任経営」を実現するための手法として，「5 つの重要
な質問」を用いて企業や組織の方向性を定めることが提示されている．しかし
ながら，これら「5 つの重要な質問」に対して適切な回答を導くためには自社
と顧客間というミクロ的視点から回答を検討するだけでは不十分であり，メソ
的，マクロ的な広域な視点で社会を捉えることが必要となる．この社会を捉え
る視点としてサービス・エコシステムという概念との統合により，MSC の価値
を更に高めることが可能となる．MSC では，社会を多角的，広範的に捉える視
点について具体的な手法は提示されていないが，企業や組織に対して外部から
具体的にどのような影響を受けているかを認識すること，更に，企業や組織活
動が実際の社会に対して具体的にどのような影響を与えているかを正確に認識
することが求められる．このような外部環境の分析にマクロ的な社会的視点を
備えたサービス・エコシステムという概念を理解することが重要である．企業
や組織活動の川上から川下の全プロセスに亘って，価値の共創や社会的インパ
クトを解消することが企業や組織の重要な社会的責任であり，この責任が十分
に果たせていない場合には社会問題や企業不祥事へと問題が波及するのである．
最後に MSC とサービス・エコシステムの統合の有用性について，前述の『マ
ネジメント・スコアカードとサービス・エコシステム及びナラティヴ・アプ
ローチの統合概念の構築』より引用し，紹介することで本論文の帰結とする．
①「新たな視点」：企業や組織の事業活動において，日常活動では認識し難
い社会的インパクトや社会問題を認識するため視点が求められている．
このような認識し難い社会状況を知覚する手法がサービス・エコシステ
ムである．
②「社会階層化概念」：サービス・エコシステムが有している視点では，現実
の事業活動が行われているミクロレベルの階層に留まらず，その上部組
織として，メソレベルやマクロレベルという社会の視点から社会を階層
化し俯瞰することが可能である．MSC の基本フレームワークの構造に近
似しており両概念を統合することで相乗効果を期待することができる．

図3

MSC とサービス・エコシステム及びナラティヴ・アプローチの統合手順

図 3 として 5 つのステップを示す．5 つのステップの中核は，ステップ 1 から
3 で行われるサービス・エコシステムによるマクロレベルからメソレベル，ミ
クロレベルに及ぶ社会分析からドラッカーの「5 つの重要な質問」を経て，
「8
つの重要領域目標」を設定する流れである．現代社会において，ドラッカーが
重要視した企業や組織の社会に及ぼす影響を認識することを困難にしている
要因を明らかにすることが重要である．これらの要因を認識するには，サービ
ス・エコシステムの視点で社会を認識することから始める必要がある．MSC で

③「MSC とサービス・エコシステムの近似性」
：ドラッカーのマーケティン
グ観は，広義的であり社会や国家，自然環境をも包括するマーケティング
観である．サービス・エコシステムも，従来の G-D ロジックという企業中
心の狭義的なマーケティング観から脱皮した拡張されたマーケティング
観である S-D ロジックから派生した概念である．両概念の社会や環境を考
慮するという志向性には近似性があり，両概念の統合に際しても高い親
和性を有する．
④「企業の社会的責任」：ドラッカーは自からの能力の範囲内で最大限の社
会貢献を目指しており，企業が社会貢献経営や社会責任経営を実現する
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ための手法として MSC を提唱している．これは MSC の最上位概念であ
り，そのための手段として「5 つの重要な質問」
，
「8 つの重要領域目標」を
検討することを企業に求めている．それらの検証に際して，企業が置かれ

ス・エコシステムの統合概念に関する，具体的企業事例も皆無である．今後は，
サービス・エコシステムの研究の更なる進展により，より具体的な社会的視点
から実務的有用性について示唆されることだろう．更に，サービス・エコシス

ている社会を認識するための視点が必要であり，サービス・エコシステム
を活用することで，複雑化した現代社会を認識する視点を得ることがで
きる．

テムの研究の進歩は，今後の MSC 活用に対して大きな支援となることが期待
される．MSC とともにサービス・エコシステムの更なる実務的研究の進歩を期
待して本論文の今後の課題とする．

⑤「現代社会からの要請」
：経済活動の発展により社会生活は豊かになった
が，経済活動により生じている地球規模での回復し難い社会問題が生じ
ていることも無視できない．経済活動の中核に位置する企業が社会問題
の解消に向けて積極的に活動を担うことが求められている．現代社会が
求めている多様な社会問題を認識するための視点と活動の実施には，本
論文の結論である MSC とサービス・エコシステム概念を統合した新たな
手法を導入することで MSC の実効性を高めることが可能となる．
⑥「価値共創の主体であるアクター達の共感」
：価値創造の源泉は顧客の主
観的判断であるが，その背後にある社会的制約やアクター間の共感を構
成するのは個々のアクターの主観であり，それらを社会的価値とバラン
スさせるためにナラティヴ・アプローチという手法が有用である．個々の
アクターは所属する社会からの制約や社会へのインパクトに配慮しなが
ら，役割や目的を達成するよう行動することが望まれている．主観への
関与は，困難な事であるが，現代社会においては企業が顧客の主観的価値
に積極的に関与し，共感を得て，自社や顧客が求める経済的価値と社会的
価値とのバランスを図り，最適な価値として構築するための手法がナラ
ティヴ・アプローチである．
サービス・マーケティングの研究として派生したサービス・エコシステムは，
ビジネス・エコシステムや生物多様性，持続可能な社会等，多くの関連研究へ
と広がりを見せている．ドラッカーが唱えたエコノミック・チェーンや，企業
外の重層的な社会から価値共創活動を捉えようとしたサービス・エコシステ
ム，現代社会で研究されている多様なエコシステムの研究は，持続可能性を失
いつつある現代社会を認識する為の有用なツールであると考えて良いだろう．
MSC は，マネジメントという狭義の研究分野に留まらず社会学や生物学等，研
究分野を超えて人類がこの地球で永続的に生存していくための手法として，新
たな価値を見出すことができる有効かつ実効性の高いシステムである．

6. 考察と今後の課題
本論文では，現代社会に求められている持続可能な社会の構築という重要
な使命を達成するための実効性の高い手法として MSC とサービス・エコシス
テムの統合という視点から，MSC の一つの可能性について言及した．サービ
ス・エコシステムについては，未だ概念としての研究に留まり，MSC とサービ
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企業倫理とは何か ― 発生と進化を考察する
What is corporate ethics?:
Consider development and evolution

北村和敏

Kazutoshi Kitamura

（日本経営倫理士協会常務理事）

Summary
In the United States, the corporate scandals that occurred in the late 1960s and 1970s
triggered the topic from corporate social responsibility debate to corporate ethics. In
the academic community against the proposition “Ethics and morals are questioned
by companies”, the “corporate moral subject argument” breaks out. In the latter part
of the 1970s, academic disciplines such as “Business Ethics” in which management
science and ethics were fused came into being, and it was systematized in the 1980s.
On the other hand, CSR management is carried out in the practical world, and
corporate scandals are frequent on the other hand. Why does corporate ethics not
function in this contradictory real situation? Consider corporate ethics through the
ethics considered by Drucker.

1．はじめに
ドラッカーは，著書『すでに起こった未来』の中で，「企業倫理とは何か」
（Can There Be“Business Ethics”
?）について以下の 5 つの節で持論を展開し
ている．
【略歴】 千葉工業大学工学部機械工学科卒業（1989 年）
多摩大学大学院経営情報学研究科博士課程前期（MBA）修了（2010 年）
半導体製造企業，製薬企業，医療法人，医療業界向け人材コンサルタントを経て，
現在ヘルスケア業界向けの BPO 企業にて，第三者審査業務を担当．研究分野は，
製薬企業の情報提供，ヘルスケア・サービス産業におけるマーケティング及び
サービス・ドミナント・ロジックとサービス・エコシステム，消費者志向経営や
SDGs 導入等，企業の社会的責任の推進．
ドラッカー学会「マネジメント」研究会 MSC 実践研究部会では，MSC の実践導
入に向けた新たな概念（サービス・エコシステム，ナラティヴ・アプローチ）と
の統合の有用性について研究．
所属団体 多摩大学 医療・介護ソリューション研究所 フェロー
ドラッカー学会 「マネジメント」研究会
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 消費者志
向推進委員会
日本マーケティング学会 価値共創型マーケティング研究会 他

第3節

企業倫理と西洋の伝統 ― Business Ethics and the Western
Tradition ―
決議論 ― 社会的責任の倫理 ― Casuistry: The Ethics of Social
Responsibility ―
分別の倫理 ― The Ethics of Prudence and Self-Development ―

第4節
第5節

相互依存の倫理 ― The Ethics of Interdependence ―
倫理かスタイルか ― “Ethical Chic”or Ethics ―

第1節
第2節

この論文「企業倫理とは何か」
（Can There Be“Business Ethics”
?）は，1981 年
「ザ・パブリック・インタレスト」誌に掲載され，翌年の 1982 年に「The Changing
World the Executive」
（邦題：
「変貌する経営者の世界」
）として出版されている．
ドラッカーが企業倫理について言及した背景には，60 年代後半から 70 年代
にかけて，米国はインサイダー取引や独禁法違反などの相次ぐ企業不祥事の多
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発により，それまでの企業の社会的責任から，
「企業にも倫理・道徳を問うべ
きではないのか」という“企業倫理”という話題に急速に移行していったこと
にある．

■巨大企業の出現による社会的責任と企業倫理の芽生え〈1900 年～
1945 年〉
19 世紀後半，米国の産業経済は，近代株式会社の形態を帯びつつあった．米

このころから米国では，法令遵守を意味する“コンプライアンス”という言
葉が使われ出している．同時に企業倫理の研究も進められていったのである．
経営学，哲学，倫理学以外にも法令遵守の面については，法学，環境問題に関

国では 1860 年から 50 年間は，大きな発明が 2 ～ 3 年毎に出た時代でもあった．
大企業の進出，新産業の台頭もこの時期であった．その反面，巨大株式会社の
出現に戸惑いを持つ人も少なくはなかった．強大な事業組織体の経済的，政治

しては理・工学，規制問題には経済学，社会学がアプローチされている．多数
の学問が関わりながら 70 年代後半に“経営倫理学”なる学問が誕生し，80 年代
に体系化されていくことになる．
まさに，この論文が世に出た 1981 年は 70 年代後半に生まれた“経営倫理学”
なるものが，学問として体系化されようとしていた真最中の時期でもあった．

的，社会的権力の急速な拡大に歯止めをかけておきたい社会的風潮もあった．
この近代株式会社の勃興期においては，企業の社会的責任に焦点が置かれて
いた．すなわち株主利益の最大化ではなく，社会全体の利益に軸足を置いた経
営の必要性が謳われた．
そのような社会背景から米国ではビジネス・スクールが設立されている．カ

企業に倫理を問う動きは，当時としては「画期的な」ものであった．というの
も倫理あるいは道徳（モラル）を問うことが出来るのは人（自然人）に対してだ

リフォルニア大学の商学部は，1898 年に設立され，数年後，ペンシルベニア大
学が今日世界的に認められているウォートン校を設立している．このころから

けというのが長らく倫理の世界では共有されてきた観念であり 20 世紀では「常
識」とされていたからである．
ところが多発する企業不祥事が契機となり，社会の要求が変化していった．
「企業に倫理・道徳（モラル）を問うことができるのか？」という命題を掲げ，
フレンチ（French）は 1979 年に「企業には道徳的人格がある」という問題提起

商業倫理を基盤とした経営教育がされていたことは，企業経営において倫理が
如何に大切であるかの認識がそこにはあったことが推測される．
1914 年に欧州で勃発した第 1 次世界大戦は予想に反して 4 年に及ぶ長期戦と
なった．この間，欧州は壊滅的な被害を受け，一般市民も含めて 4,000 万人もの
命が奪われている．欧州の文明は破壊し尽くされた．それ以上に深刻だったこ

をしている．これをきっかけに経営学者，倫理学者，哲学者による「企業道徳的
主体論争」が勃発している．
ドラッカー自身は企業倫理なる言葉に懐疑的であった．この論文でも企業倫

とは，次の欧州を創っていくはずの優秀な若者が死んでしまったことだった．
復興には時間が掛かった．
しかし，米国は無傷のまま経済は発展していく．1920 年代は米国にとって，

理という掴みどころのないものに振り回されないで，倫理についてもう一度真
剣に考える時であると言及している．経営倫理学が体系化されようとしていた
この時期にあえて一石を投じたのである．
今回は，ドラッカーが考える倫理を通し，企業統治（コーポレートガバナン

我が世の春であった．“狂騒の 20 年代”と言われる時代に入っていった．新産
業が勃興し，更なる企業の巨大化とビジネスの拡大に伴い，ビジネス倫理が広
範囲に議論されるようになっていった．このビジネス倫理は狭義の意味におい
ては商売をする上での倫理であるが，広義の意味においては組織を運営する上

ス）について，過去から現在までの変遷を辿りながら，この中核にある企業倫
理の発生と進化について考察し，企業統治と企業倫理の未来に向けてのあるべ
き姿について言及したい．

での倫理と捉えることができる．ビジネス倫理は組織を運営する倫理，すなわ
ち組織倫理（企業倫理）である．
大学への社会の要望もまたここにあった．社会からは寄付が増え，大学の講
義も企業の社会的役割と責任に関連する倫理学を越えた企業倫理の課題に集中

2．企業統治（コーポレートガバナンス）の変遷と企業倫理の発生
と進化（米国）
“企業倫理”なるものが米国社会に発生した背景には，企業の発展・繁栄の経
緯と，更に 60 年代後半の企業スキャンダルや不祥事の多発が引き金となって
いる．70 年代に入り企業倫理への社会の関心が高まっていく．企業統治の中核
をなす企業倫理の発生と進化を知るには，まずは企業の統治（ガバナンス）の
変遷について，年代を区切りながら 100 年ほど遡って概略を見てみたい．

していった．まさに企業の社会における影響が大きくなっていく過程での社会
からの具体的な要請であった．
この時期に企業倫理教育に関する書籍も出版されている．有名なものとし
て，エドガーによって 1926 年に書かれた『企業倫理：近年の行動基準の研究』
がある．そこには倫理的な企業行動を促進するための企業人に必要な企業行動
憲章にフォーカスを当てている．
しかし，米国は，1929 年の大恐慌を境に，1930 年代は大規模リストラの時期へ
と入っていった．企業は，なりふり構わぬ生き残りをかけた人員削減，コストダ
ウンを実行した．企業の評判はこの大不況を背景に低下していくこととなる．
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20 年代から 40 年代にかけてビジネス倫理に関する書籍が多数，発刊されて
いる．これも企業への信頼度の低下が背景として少なからずあったようだ．さ
らに株式所有の分散化により，経営者が大量の大衆株主の議決権を実質的に手
中にする状況が生じ「所有なき支配」
，いわゆる「経営者支配」へと移行してい
く時代でもあった．
巨大資本がもたらす企業の社会的責任が叫ばれたのもこの時である．資本の
所有と経営の分離がなされ，プロの経営者による“経営者支配”の時代へと本
格的に大きく舵が切られたのである．社会はそういう経営者に対して社会的責
任を要求していった．つまり私的利益の観点と社会的観点の調和が叫ばれた時
であった．
ちなみにドイツの電機メーカー AEG のヴァルター・ラーテナウ（1867 〜
1922 年）は，現代社会および現代国家における大企業の位置付け，影響，貢献，
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で活用されたが，ドイツでは軍事訓練に適用したのに対し，アメリカでは物資
を生産する工場労働者に適用し，結果として米国の生産性が欧州を 2 倍も上
回った ．
戦時体制は不思議な心理状態を産む．企業には政府から大量生産の受注が入
り，戦時好景気が発生，企業の社会的責任や倫理の関しての議論はトーンダウ
ンしていった．戦時体制では失業率は限りなくゼロに近づくのである．戦争と
いう不安はあるが，所得の面での不安が大衆から無くなっている．国民は愛国
心を持ち星条旗の下，一つになった時期でもあった．

責任について誰よりも早く考えていた人物であった．すなわち，企業の社会的
責任に関わる今日の問題の多くが，第一次世界大戦前にラーテナウによって考
究されていた．
（
『マネジメント（上）
p23』
）とドラッカーは言及している．
1927 年にドーナム（Donham）は，現在の CSV
（Creating Shared Value ＝共
通価値の創造）に似た概念をすでに発表している．また 1932 年，この当時のビ
ジネス専門職への社会的責任を求める声の高まりを背景にして，その意義を考
える上で重要な位置を占めることになる「近代株式会社と私的所有」をバーリ
とミーンズ（Berle&Means）が出版し，コーポレートガバナンス（組織統治）に
ついて議論が活発化していった．バーリとミーンズは巨大株式会社において所
有（株主）と支配（経営者）が分離することを証明し，経営者の責任のあり方に
ついて問題を提起した．
（図 1）
同年，1932 年には有名な“バーリとドット論争”
（株主主権論 vs ステークホ
ルダー論）が起こり，企業の社会的責任の在り方が追求されている．1930 年代
当時は，
“バーリとドッド論争”からみた企業統治問題が，やがて企業の社会的
責任，企業倫理さらには社会的価値や哲学的問題にも根差すものであることが
示されていった．
1920 年代から 30 年代にかけて，アメリカの大学では，商業や経営管理のた
めのビジネス教育を目的とした学部レベルでのコースの開設が更に進んだのも
こうした時代背景があったからである．
前述したように，1929 年に大恐慌が世界を襲い，大企業のリストラ等の対応
は一般市民の企業への信頼度を低下させていった．こうした背景から企業の社
会的責任のあり方，そして企業倫理について議論が活発化したが，40 年代に入
ると米国は，第 2 次世界大戦に参戦していく．大企業は戦時供給体制へと入っ
ていく．米国の参戦で連合国側は圧倒的な武器の物量生産により，枢軸国側を
圧倒していった．
ちなみにテイラーによる科学的管理法は，第 2 次世界大戦中の米国とドイツ

（図 1）

■企業倫理前史の時代〈1945 年〜 1970 年〉
第 2 次世界大戦に勝利した米国は更なる自信と誇りを持つことになる．欧州
や日本は 4 年以上におよぶ戦争により国土は荒廃し，物資の不足に苦しむこと
となった．それに比べて米国はまたも無傷である．世界中からの物資の注文が
舞い込んでくる．この 1940 年代後半から 60 年前半ごろまでが，俗に言う“良き
アメリカの時代”である．世界の富を独り占めにした時である．世界の GDP の
半分以上を米国一国で占める状態であった．
米国の 50 年代，60 年代の企業経営は，企業を取り巻くステークホルダー，す
なわち多様な当事者間における均衡ある利益の実現を図るものとされた．「経
営の仕事とは，企業に関わりのある利害関係者の主張を調整して，公正で実効
性のあるバランスを維持すること」という意識を経営者は共通に持っていた．
まさにステークホルダー主権論である．極めて健全な考え方に基づいた経営の
時期であった．
50 年代にドラッカーが世に出した「現代の経営」
（The practice of manage-
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ment）では企業こそが米国の栄光だと言及している．米国の企業史における
“坂の上の雲の時代”だったのである．
そのような時代環境のおかげで，50 年代は企業や経営教育の双方の領域にお

いった．1960 年代後半ころから株式の分散化に拍車が掛かり，株式の分散化
は，しだいに資本家，所有者と言われる存在がますます見えなくなっていった．
経営者を監視する取締役会も機能しなくなり，経営者は責任を負わなくなり，

いて企業倫理や企業の責任について表立って関心が高まることはなかった．そ
んな中でも企業の社会的役割や企業倫理に関する書籍も出版されている．重要
なものとしては，アルドフ・バーリの『20 世紀の資本主義革命』
（1954）
，
『財産

緊張感を欠いた経営となり，次第に無能化していったのである．70 年代に掛け
て，経営者は責任を持つべき対象が見えなくなった瞬間でもあった．

なき支配』
（1959）
，チルドとカーターの『企業社会における倫理』などがある
が，50 年代の米国人の関心が企業倫理や企業の社会的責任に関する困難な公共
政策に取り組むよりも，アイゼンハワー時代の「平和と繁栄」を享受した時代
だった．
まさに 50 年代は米国人が 1930 年代の大恐慌を乗り越え，戦争の時代のトラ

■学問的企業倫理の揺籃期の時代〈1970 年代〉
70 年代に入り，これに対応すべく登場したのがシェアホルダー説（株主主権
論）である．米国経済学者のミルトン・フリードマンは著書「資本主義と自由」
の中で「ビジネスの社会的責任は，利潤を増大させること」
「株主のために出来
るだけ多くのお金を稼ぐ以外の社会的責任はない」という株主主権論を展開し

ウマを超越しようとして企業が大勝利をおさめた時代としてであったが，一方
で企業社会の価値構造に関する不安が少しずつ忍び寄って来ていた時期でも

た．
ストックホルダー・セオリー（株主理論）の主張は，
「企業の目的は株主の

あった．
60 年代に入り，「平和と繁栄」を享受し続けた時代は終わりを告げ，変化が
切迫した．国の内外で変化が起こっていた．企業は合併・買収から生じたこれ
までにない規模の企業の増加は市場競争の活性化を増大した．社会面では公民
権運動，政治面では冷戦と宇宙開発競争そしてケネディ時代の「ニューフロン

ウェルフェアを最大化することである．なぜならば，そのような極大化が最大
の善をもたらすからであり，あるいはそれが所有権のためになるからである」
とする理屈である．
フリードマンの登場により，経営者が持つべき責任は一見明確になった．会
社は株主のものであり，株主利益の増大こそが企業の使命だという考え方が幅

ティア」と「偉大な社会」を求めた理想主義など社会の環境は大きく変わろう
としていた．
こうした社会の変化に対応すべく，60 年代は，経営教育面でもカリキュラム

を利かせていった．経営者に明確な責任を持たせることに成功した反面，経営
者は企業を短期的視点からマネジメントするようになり，企業が持つ富の増殖
能力は傷ついていった．得られたのは一時的な株価の上昇であり，長期的な企

に企業倫理や経営社会政策が組み込まれていった．具体的には学生に「幅のあ
る知識，歴史観の感覚，心の柔軟性」などリベラルアーツ（教養）の充実を図っ
ている．経営面では企業と社会との相互作用，つまり社会の中の一員としての
企業（自社）を見る目線を教育に組み込んでいる．

業価値は低迷していった．
「企業のマネジメントは，近ごろでは，利害関係者への均衡ある利益を実現す
べきものとされていない．株主の利益のみを最大化すべきものとされるに至っ
てしまった」とドラッカーはこの時期，嘆いている．

企業倫理について本質的に書かれたものは少なかったが，バムハートの「企
業人はどれほど倫理的か」
（1961）
，さらに経営学がこれまで競争性と効率性だ
けを追求する価値観に限界がきたことを見抜き，
“企業と人間”，“企業と社会”
という視点を示した「企業の倫理」
（1968）はこの時期の経営層に影響を与えた．

株主利益至上主義は社会よりも経済を優先する企業活動である．それは更な
る弊害を社会に与えた．短期の利益を追求するあまり，会社への従業員のロイ
ヤルティー（忠誠心）と業務へのモチベーションは低下し，スキャンダルや不
祥事が続発した．

この頃の米国の大企業はステークホルダー（利害関係者）を満足させるのに
十分な体力を備えていた．このことは社会的責任や企業倫理を基盤とした企業
経営であり，会社は所有者のものでも，管理者のものでもなく社会のものであ
るとの認識が強かった．企業は“社会の公器”と言う時期を過ごしていた．

特に 1960 年代後半から 1970 年代にかけて，政治とビジネスの醜聞，インサ
イダー取引，独占禁止法違反といった企業の反社会的かつ非倫理的行動が社会
の注目を浴び，企業は社会からの信頼をなくし，企業の社会的責任を強く求め
られることになっていくのである．

しかしである，皮肉にもそれが経営者へのダイレクトな牽制機能が弱まる結
果となる．それはマネジメントの怠慢へと繋がり，乗っ取り屋による企業買収
が続発していった．ドラッカーはこのころの経営者のマネジメントに関して

こうした背景のもと，
“コンプライアンス”という言葉が米国で生まれた．こ
の時に広まったコンプライアンスはあくまでも“法令遵守”を指すものとして
理解され，「企業倫理（経営倫理）
」とは別に捉えられていた．企業は，コンプラ

は，『お粗末過ぎた』と酷評している．
そのような牽制機能を欠いた時代環境は，企業のあり方を大きく変化させて

イアンス・プログラムを作成し実践していった．これをきっかけにして，多数
の米国企業が率先して自社内で“法令遵守”と“企業倫理”の確立に乗り出して
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いく．1980 年代以降の企業倫理研究の発展を促進する背景となっている．
学問の面でも変化が起きる．60 年代後半から 70 年代にかけて，政治とビジネ
スの醜聞やインサイダー取引といった企業の反社会的かつ非倫理的行動が社会

なると，社会の目線はそれまでとは異なってきた．このような「現実」をディ
ジョージは“神話の崩壊”として捉えたのである．
つまりディジョージによれば，米国は長い間ひとつの固定観念が存在したと

の注目を浴び，このころ，企業の社会的責任の議論から，
「企業に倫理・道徳
（モラル）を問うことができるのか？」という命題が引き金となり，関心が企業
倫理の議論へと移っていった．

いう．それは「経済活動と倫理は背を向け合う」という諺である．その「観念」
を「ビジネスは道徳とは無関係である，とする神話」と呼んでいる．ただし，こ
こで注意すべきは，ビジネスが非道徳的であるとか不道徳であるという意味で

この命題に対してフレンチは「企業は道徳的人格がある」
，つまり「企業は生
身の人間と同じ道徳的人格として見なされる」と問題提起をしている．これを
めぐって経営学者，神学者，哲学者による論争が起きる．いわゆる「企業道徳的
主体論争」の勃発である．
フレンチによると道徳的主体としての要件は，企業行為が意図的であること

はなく，ビジネスの世界に道徳を持ち込むことは適切ではないということを意
味している．神話の崩壊は，言い換えれば，企業の社会的責任と倫理を問う流
れとも連動しているのである．
70 年代は新興領域として「企業倫理」のまさに勃興期であった．高名は哲学
者や神学者が「企業倫理」に注目し，経営学者との共創が行われ，学術分野とし

としている．企業組織の不法行為や犯罪意思は道徳的に責任を問われると論じ
た．

ての「企業と社会」が制度化されていった．
ディジョージの記録には「企業倫理は，もはや撞着語法（矛盾する言葉）では

企業道徳的主体に対して賛成派として，フレンチ，オザー，グッドバスター，
ディジョージ，ドナルドソンたちであった．一方，企業には「自律性」も「主体
的意図」など存在しないとする反対派には，ラッド，ダンリー，ワーヘイン（後
に賛成派）
，キーリィ，ベラスケスたちがいた．賛成派の中でも意見が分かれた
が，「企業は道徳的主体であるが，道徳的人格ではない」とする意見が主流で

ないか，という冗句を招くことはない．・・・しかしながら，企業倫理が流行な
のか，真の学問領域なのか，に関する論争はある」としている．
ドラッカーは企業倫理については，81 年に発刊した「企業倫理とは何か」の
論文の中で，「企業倫理は流行である．まったくのところ，企業倫理は，倫理と
いうよりも倫理風スタイルである．哲学や道徳の問題ではく，マスコミのイベ

あった．
賛成派と反対派の論争の詳細はここでは紙面の関係上割愛するが，このよう
な論争が起こった原因について，ドラッカーは「そもそもこのような論争がお

ントと考えた方がよい」
（
『すでに起こった未来』p160）と言及している．
企業倫理などと言う倫理は存在しないのである．倫理はあくまで人間の行動
の正しさの問題であると結論付けている．倫理とは個人に属するものであり，

こった原因は企業不祥事の多発と人間の弱さ，謙虚たるべき知識人たちの権力
と名声への欲望である」と言及している．
ちなみにドラッカーの立場は，1981 年に発表した「企業倫理とは何か」の論
文を見る限りでは，賛成派の立場である．ただし，論文の中で「企業倫理は西

マネジメントにかかわる人間に特有の倫理とは，社会のリーダーとしてのプロ
フェッショナルに要求される倫理であるとした．これは古代ギリシャの哲人で
外科医であったヒポクラテスが教えた医師のための誓い，「知りながら害をな
すな」である．ドラッカーは，このプロフェッショナルの倫理こそが，企業人と

欧の哲学や神学が使っている言葉の意味での倫理ではない」と言及しているの
で，「企業は道徳的主体であるが，道徳的人格ではない」という立ち位置のよう
である．
前述したように，このような論争の動きは実は「画期的」であった．というの

しての倫理であるとしている．まさに 20 世紀の倫理に対する「常識」をこの論
文の中で実証している．
論文の中でドラッカーは，企業で働く人間の倫理には正しい答えは二つしか
ないとしている．一つは西洋で言うところの人間としての倫理であり，その他

も倫理あるいは道徳を問うことができるのは自然人に対してだけでという観念
が 20 世紀では長らく「常識」として共有されてきたからである．人工物である
企業は倫理・道徳とは「無縁の」存在であると言う理解だったのだ．
このトレンドをディジョージは「ビジネスと道徳は無関係であるという神

の倫理は権力者が捻じ曲げ堕落したと言及している．もう一つが東洋，特に儒
教でいうところの倫理，多様な関係のもとで，ともに働き，共に生きる人間集
団に適応される倫理だとしている．
ドラッカーは，この論文の中で，企業倫理なるものは存在しないと言いなが

話」が崩壊したと断じている．企業は人によって作り出された「装置」である．
人々が経済生活および社会生活を「幸せに」送ることを目的として設立された
のが企業（コーポレーション）である．しかし企業の大規模化，株式の分散化，

らも，組織社会において，企業活動はますます社会や人に対する影響が増大し
ている以上，組織の倫理の確立は不可避としている．
その予測通り，米国ビジネス界では組織の倫理の研究が進み，学問の世界で

所有と経営の分離などにより，そのパワーの制御が難しくなってきた．さらに
公害などの「意図せざる結果」が企業活動の副産物として生み出されるように

は経営学と倫理学が融合した経営倫理学なるものが体系化されていくのであ
る．
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■学問的な企業倫理学の確立〈1980 年代〉
相次ぐ企業不祥事に端を発し，企業に倫理・道徳を問う動きが広がり，70 年
代後半に「企業道徳的主体論争」が起きたことはすでに述べた．この論争は 80
年代に入っても議論が続けられた．
企業道徳主体論争の過程で明確になった企業観としては「企業は，人工物で
あり，それを作り出した人々から構成されているが，企業は“そこに参加して
いる諸個人の単なる集合体以上のもの”として見なければならない存在であ
る」と文章化されるような考え方である．言い換えれば，企業行動は，そこには
個人個人の行動の「単なる総和」以上の何かが含まれている，
「独自な」行動が
存在するのである．
つまり，企業という組織体には社会への道徳的責任があるという，企業道徳
的主体としての考え方，価値観は学会において概ね支持されることとなった．
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して捉え直された．これは，企業に道徳的責任を問われる現実をより具体的に
概念化することに成功したことを意味するものであり，その結果，「道徳的主
体としての企業」という考え方はより人々の間で「共有化」されるに至ってい
る．
つまり，これまでの経営経済学が教えてきた競争性と効率性を追求する価値
観に限界が来たのである．“企業と人間”，“企業と社会”という視点が加わり，
本格的に企業倫理のあり方が議論されていくことになった．
そして 70 年代後半に学問として登場した「経営倫理学」は，80 年代に体系化
されたのである．
（図 2）

80 年代の 10 年間で「企業倫理（ビジネス・エシックス）」は学問分野として
の明確なアイデンティティを確立している．この時代の本や映画も企業倫理へ
の関心を増大させた．注目すべきことは，多くの国の市民がその国における倫
理的に問題のある企業の活動に関心を強め，80 年代というこの時期に「企業倫
理」は，欧州においても十分に発達し，日本においても現れ始めたのである．
企業の倫理的批判として，三つか挙げられている．まず第一に社員の倫理基
準と徳性であり，二つ目は，企業組織の倫理的行動，そして三つ目として企業
文化，企業文明の徳性問題である．倫理は明らかに個人，企業，社会的関係の事
柄として認識され，同時に組織戦略上の外せない重要な要素としても認識され
ていった．
米国の企業は，連邦政府の要求もあり，企業行動規範を策定し，倫理的訓練
プログラムを行い，社内に倫理責任者を指名し，上級経営陣か取締役会に倫理
委員会を設置するようになった．
企業倫理が市民権を獲得するにつれ，企業の存在意義についての再考が
起って来た．1984 年に公刊されたエドワード・フリーマンの著書“Strategic

80 年代の米国は，政治面ではレーガノミックスによる自由主義が推進され，
規制緩和・大減税等々による「小さな政府」へと大きく舵が切られた．1980 年
にバイドール法が制定されて，産学連携が推進される．大学との連携を強化し，

Management； A Stakeholder Approach”は，
「ステークホルダー概念」が認
知される上で画期的な作品となった．フリーマンは，「この国はあまりにも物
質主義と自己中心主義に偏りすぎた．企業には魂が必要だ」と喝破し，ステー

大学のノウハウを社会への貢献に寄与するための推進政策が取られた時期で
あった．レーガンノミックスによる規制緩和は，科学技術を目覚ましく向上さ
せ，イノベーションを起こしていった．これが 90 年代の企業価値の増大へと続

クホルダー説（利害関係者主権論）の復活を唱えた．
ガバナンスに関するドラッカーの見解は，長期的な成果は短期的な成果の累
計ではないとする．ドラッカー・マネジメントも，シェアホルダー説（株主主
権論）ではなく，ステークホルダー説（利害関係者主権論）を基本に置いてい
る．つまり企業は“社会の公器”と位置つけている．

くこととなった．

学界でも，企業倫理が学問として市民権を確立していく中で，ステークホル
ダー概念が構築され，それによって企業が問われる責任の対象は“社会”と規
定される．さらにその社会は擬人化され「ステークホルダーに対する責任」と

化されていった．さらに 90 年代の企業倫理の実務的展開を受けて，さまざまな
制度が施行，確立されていく時代へと入っていった．90 年代半ば以降，コンプ
ライアンスを基盤とした企業倫理の制度化の定着とともに，新たに企業価値の

（図 2）

■企業倫理の実務的展開〈1990 年代〉
80 年代後半から 90 年代に掛けて，学界の中では，企業倫理に関係する学会組
織，カンファランス，学術雑誌が増大し，国際的な企業倫理ネットワークも強
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創造を求める企業倫理へと進展していくのである．
その前に 80 年代の積み残しの課題があった．その課題とはコンプライアン
ス・プログラムの形骸化である．前述したように，相次ぐ企業不祥事により 70

形骸化の原因は，やらされ感にあった．取りあえず策定するだけの，まさに
“仏作って魂入れず”の典型であった．企業倫理を機能させるには，ハードの部
分である“体制”とソフトの部分である“態勢”，この二つを如何にバランスよ

年代後半にコンプライアンスという言葉が生まれる．最初の意味は法令遵守で
あった．企業は「モラル改革運動」
「倫理綱領運動」などのスローガンのもとコ
ンプライアンス・プログラムの策定を行った．理由は，社会からの要請，リスク

く機能させていくかが企業倫理の実践には不可欠なはずだった．
この反省を踏まえ，90 年代中頃からコンプライアンス型企業倫理プログラム
から価値共有型企業倫理プログラムへと移行していくこととなった．不正行為

マネジメント，プロとしての自覚，政府からの要請等々であったが，社会との
信頼関係強化という意味では長期的な業績向上にメリットを感じた経営者も少
なからずいたようだ．企業は倫理綱領を中心にしたコンプライアンス・プログ
ラムを策定し，80 年代後半には米国の大企業の 90％以上が倫理綱領を有して
いた．
（図 3）

の摘発や防止といった，後ろ向きで消極的な企業倫理の捉え方を打ち破り，よ
り積極的な倫理の本質を考える機運もこの時期に生まれてきた．コンプライア
ンス型は他律的であり，表面的，形式的な制度化による形骸化があったが，そ
れを克服する方法として倫理的価値の理解と共有をおこなうことで，より本質
的な倫理の浸透を促すものとなった．また価値共有型は経営者が主導し，責任
を伴った権限移譲を可能としたので，倫理を経営そのものの中に融合させる
点においてこれまでにないユニークさがあった．また，コンプライアンス型は
経営者からみれば制限原理として敬遠されがちで，経営に浸透させようとする
と，硬直的でマニュアル化した経営を招いてしまったが，価値共有型企業倫理
プログラムは自律的で前向きなものとなり，経営そのものを倫理化すること
で，ステークホルダーへの信頼がより大きなものとなっていった．
時はソビエト連邦との冷戦に勝利し，米国の自信と誇りが復活した時期と重
なった．そのころ IT 革命が始まり，インターネットの出現により，マイクロソ
フト，アップル，グーグルと言った将来の巨大企業が登場してきた．米国企業
の繁栄の時期でもあったが，一方では金融業の本来の役割を逸脱し，金融工学

（図 3）

そのころマシューズは，企業内における倫理綱領の定着についての調査を
行った．フォーチュン 500 社に選ばれた米国製造企業 346 社から企業倫理に関
する資料の提供を受けた．調査分析の結果分かったことは，倫理綱領は自主規
制を証明するものでもなく，違反行為の減少にも繋がっていなかった．倫理綱
領は期待通りには機能していなかった．調査結果は倫理綱領の限界を予想以上
に暴露するものとなった．
“Window Dressing
（飾り物）
”とまで揶揄される始
末であった．倫理綱領の策定の目的は，企業の文化・風土の変革であるはずだ
が，企業内部では機能不全となり，企業不祥事も減少しなかったのである．
この調査結果に危機感を持った GM（ジェネラル・モーターズ）などは，倫理
綱領を形骸化させない取り組みとして「天使の仲介者」
（公益担当取締役）を導
入しようとしたが，個人個人の倫理意識がうすまるとの懸念から，あまり支持
が得られず制度化までには至らなかった．

を利用した金融資本主義の時代に入っていった．
ドラッカーは，1989 年に『新しい現実』，そして 1993 年に『ポスト資本主義
社会』を刊行した．この二冊はつながりの深いものがある．『新しい現実』で取
り上げた問題が，その後どうなったか，時代の転換していく様子がよく分かる．
『新しい現実』の冒頭に登場する「峠」とは歴史の境界のことである．ドラッ
カーは「断絶の時代」を書いた 1969 年に，この「峠」は，1965 年頃だと気付い
たようだ．その「峠」は 2030 年くらいまで続くという．
今回のテーマである「企業倫理」を考える上でも興味深い「峠」である．1960
〜 1970 年代に，米国を中心に企業の不祥事が大きな社会問題となり，経営者
に社会的責任を求める風潮が高まった．さらに人工物である企業そのものにま
で倫理・道徳を問う動きが現れたのである．それがドラッカーの言う，まさに
「峠」の時期である．
その後，70 代後半から 80 年代前半にかけて企業道徳的主体論争が起きてい
る．前述したように，この企業に倫理を問う動きは実は「画期的な」ものだっ
た．なぜなら，倫理・道徳を問うことができるのは人（自然人）に対してだけと
言うのが長らく共有されてきた観念であり，それまでは 20 世紀の「常識」だっ
たからである．
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「峠」を越えると観える風景が変わるように，倫理・道徳の常識も変わってい
た．人工物である企業にも人と同じように倫理・道徳という責任を問うことは
矛盾しないという，新しい常識ができたのである．
これはドラッカーが言う 2030 年の峠が終わるあたりにはどんな価値観を
持ったものになるのか．それはまだ先の話である・・．
■ CSR
（企業の社会的責任）の台頭と推進〈2000 年代〉
21 世紀に入り，世界はますます狭くなってきた．インターネットの発達とグ
ローバル化の波は，企業を短期の利益追求に加速していった．シェアホルダー
説（株主主権論）の復活である．2000 年初頭に起こったエンロン事件やワール
ドコム事件はコーポレートガバナンスの根幹を揺るがすこととなった．米国政
府の対応は素早かった．米国政府は背中が凍り付くような危機感を持った．金
融法（SOX 法）を制定し，企業は内部統制強化に走った．
いつの時代も規制の緩和はイノベーションの役には立ったが，人間の強欲が
もたらす不祥事は相変わらず続いていく．もはや米国は性悪説に基づく法律・
規約・規定の強化でしかこの流れは止まられないところに来ていた．社会の目
は企業に厳しく注がれ，社会は企業の社会的責任の再考を求めた．
世界的に企業の社会的責任（CSR）という概念が学会レベルを超えて，実務
の世界でも広く語られるようになった．このような時代環境を背景に，CSR
（企業の社会的責任）という言葉も社会に定着していった．企業は社会的責任
としての活動をまとめた”
CSR 報告書”を発行し，機関投資家はそれを参考に
投資先企業を決定していく動きを見せ始めた．さらに企業の長期的な成長をみ
る SRI
（社会的責任投資）や ESG
（環境・社会・ガバナンス）情報などで企業の
CSR 活動を評価する具体的な仕組みを構築していった．
一方，経営者は，これまでの自社を中心に，自社から社会を見つめる戦略を

（図 4）

この定義はドラッカーが半世紀以上も前に「現代の経営」の中で定義したも
のと同じであった．社会の健全性なくして組織の活動は出来ないと明言するド
ラッカーの言葉は，2010 年を境に具現化されていくこととなった．この規格は
7 つの中核主題（組織統治・人権・労働慣行・環境・消費者課題・公正な事業
慣行・コミュニティへの参画と発展）から構成され，企業倫理は組織統治の大
前提に位置付けられた．まさに企業経営の羅針盤として役割を果たすことにな
る．

3．まとめ
⑴

ドラッカーにとって企業倫理の定義は明確である．儒教で言うところの相
互依存の倫理である．お互いが義務を平等に負って，常に互恵関係を保つこ

改め，社会から自分たち企業をみつめるというパラダイムシフトが起こりつつ
あった．社会の要請に応えていくことが CSR と位置付けるようになっていく
のである．さらに生活者の意識の向上は企業への社会的責任要求を増していっ
た．環境面や社会面への課題解決を求める動きが増大していったのである．
これらを背景にして，2010 年には，足掛け 10 年の歳月をかけて議論されて

とだと言う．そのために一番重要なことは，他者の尊厳を守ることである．
自分に関わるすべての利害関係者に対して常にリスペクトする姿勢をもつ
ことこそが，ドラッカーが言い続けてきた組織人の倫理である．ギリシャ
の哲人，ヒポクラテスが言った「知りながら害をなすな」というプロフェッ
ショナルの倫理とは相手への尊厳を守ることなのである．

きた，ISO 26000（社会的責任に関する国際規格）が発行された．（図 4） 画期
的だったのは，組織の社会的責任の定義を明確化したことであった．それまで
は社会的責任はメセナ活動やフィランソロフィー，さらには単なる社会貢献活

持続可能な社会の構築に向けて，企業は積極的に社会課題の解決への挑戦
が迫られる．言い方を変えるなら，社会の要請を意識した活動へと大きくパ

動などその定義は人によってまちまちだったが，ISO 26000 では，その定義を
“組織活動においての負のインパクトをゼロに近づける，そして組織の強みを
活かして，現在そこにある社会課題に挑戦すること”とした．

ラダイムのシフトを迫られているのである．その時必要なのが，健全なガバ
ナンスと他者の尊厳をベースにもった企業倫理のはずである．
ドラッカーが半世紀以上も前にマネジメントの役割としてあげた“企業
の社会的責任”
（企業活動から出てくる負の影響を限りなくゼロにしながら，
強みを活かして社会課題に挑戦していく）がやっと具現化されようとしてい
るのである．
（図 5）
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不祥事の温床となるのである．
この企業が陥る「ジレンマ」を解消する処方箋はあるのだろうか．企業
倫理の確立とは如何なるものか．悩ましい限りである．
これまでも企業倫理に関する科目は，大学や企業をはじめとした多くの
機関のカリキュラムの中に盛り込まれ，企業倫理の涵養は発展的に進んだ
にもかかわらず，中身はまだまだ不安定な状態である．
解決策はあるのか？ご存知のように特効薬などない．ドラッカーが口に
したように，手持ちの知識と経験を使える知恵に代えて，息の長い対応，
一歩一歩の改善が肝要である．
企業の理念は常に“社会の公器”である以上，この理念に正直にあるべ
きである．社会を良くしていくという持ち前の理念の腹落ちである．企業
（図 5）

⑵

米国における企業倫理論の歴史的生成過程を企業統治（コーポレートガ
バナンス）の時代的な変遷を辿りながらみてきた．19 世紀後半から始まる

巨大企業の出現による社会的責任と企業倫理の芽生え，1970 年代までの
「企業倫理前史」と呼びうる時代，1970 年以降の学問的企業倫理の揺籃期，
1980 年代の学問的な企業倫理学の確立と企業経営の実務や社会全体のコ
ンセンサスあるいは公共的政策形成に影響を与え始める時代，そして 1990
年代の企業倫理の実務的展開を受けてさまざまな制度が施行，確立されて
いく時代であった．
さらに 1990 年代半ば以降，コンプライアンス型企業倫理の制度化の定
着とともに，その欠点を補うように，新たに価値共有型企業倫理の制度化
か進展していった．2000 年代に入り，グローバル化していく経済の大きな
波の中で持続可能な社会に向けて，CSR の本格的実践が迫られているので
ある．
⑶

企業倫理学なるものが 80 年代に体系化され，30 年以上が経過したが，楽
観はできない．今なお，企業不祥事はあとを絶たないのが現状である．近
年の更なるグローバル化の波は，これまで以上の短期の業績を求めてく
る．資本主義社会において自由経済の中での生き残りをかけた企業競争は
激化の一途をたどっている．自由経済システムの中では，企業は「勝たね
ば」という意識がより強くなり，市場シェアの拡大のため，多少の安全を
無視した「悪い競争」が助長される．さらに社員単位でも個人の評価，給与
の確保のために「売らねば」という意識がより強くなり，過剰な売り込み
は「悪い成長」を誘発する．これら「悪い競争」と「悪い成長」こそが，企業

が社会的目的を達成する存在となり，「共通善（コモン・グッド）」の創造
を本気で取り組むことである．究極的には「企業倫理」とは「公共サービス
の倫理」となるのかもしれない．
20 年ほど前にキヤノンの元会長であり，日本の著名な企業指導者でもあ
る加来龍三郎氏が「共生」の哲学について話している．
『共通善のために一
緒に生き働く．すべての人々は，人種，宗教，文化を問わず，現実のために
何年も調和的に生き働く．企業の成長と発展は，地球規模の繁栄と人類全
体の福祉に貢献することと一緒に行われる．
』
（Kaku.1995）
「共生」は，関与するすべての人たちの「企業倫理」を育てる希望の表明
かも知れない．
「共生」の心こそが，相手を尊敬し，他者の尊厳を守る，唯一の言葉かも
知れない．
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Summary
This paper is the reflection on The Knowledge Workers and The Public Service
Institutions in the local Society. Today, the Japanese Local Societies transform from
The Old Style into The New Style. The New style is a new model in the Knowledge
based Society.
Consequently I evaluate and recognize about the importance of the Knowledge
Worker for the knowledge based Local Society. I indicate leadership for The Local
Societies innovation and new social-cultural mission of The Knowledge based Local
Society.

1. 地域社会と知識社会 ― 問題意識と課題設定 ―
本論文は，地域社会衰退の問題を，中心地理論などの従来型の地域経済学的
アプローチではなく，地域社会の適応力の問題として捉え直し，知識社会にお
ける知識労働者の地位と役割を関連付けながら考察する．
また，P.F. ドラッカーは，人口構造の変化を重要なイノベーション機会の 1
つとしてとりあげている．地域社会における人口構造の変化や就業人口構造の
変化も，地域社会におけるイノベーション機会の発見と関連付けられる必要が
あると考える．そこで，人口構造の変化の視点から，地域社会の適応力を検討
し，京都府北部地域における地域情報化基盤の整備や地域医療連携，地域医療
情報化人材育成を素材に，地域社会における知識労働者の地位と役割について
論じることとする．
1 . 1 . 人口減少時代の地域社会
日本の人口は，2008 年をピークに人口減少に転じ，2010 年 1 億 2806 万人か
ら，2050 年には 9708 万人，2100 年には 4959 万人と，明治時代の水準にまで急
減すると推計され，全国 896 の地方自治体が「消滅可能都市」とされている（注 1）．
この全国的な人口減少のプロセスは，大きく 3 つの段階を経て進んできた．
最初は，1960 〜 1970 年代前半までの高度経済成長期で，地方圏から大都市圏
に大量に人口が移動した．次は，1980 〜 1993 年のバブル経済期を含む時期で
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ある．この時期，東京圏では，サービス業や金融業を中心に著しく成長を遂げ
る一方で，地方に立地する重化学工業は円高不況によって，地域間格差が拡大
した結果，東京圏への人口流入が進んだ．第 3 の時期は，2000 年代以降で，これ
までの大都市圏の「雇用吸収力の増加」に由来するものとは異なり，公共事業
の減少，人口減少，消費低迷等による，地方の「経済力」や「雇用吸収力」の低
下が原因である．
また，地方と中央との間にある，経済格差，教育格差，情報格差は互いに密
接に関連しあっている．情報格差は機会格差を生み出し，経済格差となる．経
済格差は，次世代の教育格差となる．教育格差は，新たな情報格差を生み出す．
「悪魔のサイクル」として駆動する「負の連鎖」が生じる．
今日，地域住民に対して，サービスを提供する活動は，地方都市の産業構造・
雇用構造において大きな比率を占めている．このようなサービス産業は，住民
生活と密接に関連しており，その質，価格，種類の多様さは，地方都市の快適性
を左右する重要な要因である．
その際，サービス産業の成長をもたらす原動力は，個人の知識ベースの拡大
に求めなければならない．個人の教育水準や知識水準が上昇するほど，多様で，
より高品質のサービスを求めるようになる．個人的ニーズの単純さは，低水準
の需要と対応する．一方，複雑なニーズをもつ家計ほど，高水準のサービス需
要を持つようになる．無論，サービス産業それ自体都市の需要規模に規定され，
都市経済を支える力にはなりえない．サービス産業を発展させるためには都市
経済の基盤そのものを発展させなければならないが，多様で，質の良いサービ
スに対する需要が存在しなければ，都市経済もサービス産業も活性化しない．
地域社会におけるサービス産業の発展を妨げる要因は，地方都市の経済的基
盤そのものだけでなく，地方都市における文化的・心理的・環境的な基盤の弱
さである．いいかえれば，地域社会の「豊かさ」や価値は，そこで獲得される
財・サービスの消費等によってのみ表現できるのではなく，知識・理解・意識
の拡大，文化的共鳴，創造性の拡大，心理的快適さ等を表現するものでなけれ
ばならない．地域社会が，産業のみならず，文化・芸術・知識のインキュペー
タとしての機能を獲得することが重要であり，地方都市が自らの社会的・経済
的・文化的な活力の水準を自己診断できるようなフィードバック情報を獲得す
る必要があり，通常は，貨幣が，その役割を果たしている．
1 . 2 . 中心地理論と「衰退の取引」
人口，経済活動等の空間的分布に見られる階層的構造は，社会経済システム
における「規模の経済性」等が原因となっている（注 2）．資本，技術，労働力が，い
くつかの大企業に集中すると同時に，人口，雇用，経済活動は，少数の大都市圏
に集中する傾向がある．また，消費の面でも都市の階層構造は成り立つ．1 人当
たりの消費量が少ない嗜好品，多様な品揃えを必要とする専門店，多くの顧客

地域社会と知識労働者と公共サービス機関

241

を必要とする文化的・芸術的活動は，人口が集中している大都市において，は
じめて立地できる．このような都市の階層性は，中心地理論に体現されるが，
この枠組みだけでは，地方都市の発展を十分に議論することはできない（注 3）．中
心地理論は，閉鎖的な都市を前提としており，都市のサービスの多様性や質に
ついての考慮も不十分で，都市の規模拡大の追求が自己目的化する傾向があ
る．
都市の活性化のためには，当該都市の社会的活力や経済力・生産力の実態が，
他の都市と比較して，どのような状態にあるかを示すシグナルを絶えず必要と
する．ジェイコブスは，一国の中で，国際貿易に最も貢献している大都市だけ
が，国家の通貨をフィードバック情報として利用し，そのニーズが最も満たさ
れる都市になると述べた（注 4）．
いったん，優位性を獲得すれば必然的に大都市は自らをより強化するととも
に，周辺都市や地方都市が停滞するようになり，それらに補助しなければなら
なくなる．補助金で買う財・サービスは地元で生産されたものではない．補助
金が当該地域の資本や知識資源の形成に利用されなければ，地域社会に発展は
ない．補助金による経済循環を「衰退の取引」と呼び，一国の衰退の要因ともな
る．
「衰退の取引」から脱却する重要な方策の 1 つは，財・サービスをできるだ
け地域内で調達できるように経済循環を拡大することである．
ここでは，「中心地理論」と「衰退の取引」概念を念頭に着ながら，京都府北
部地域に位置する福知山市の立地と都市機能，経済活動について概観してみよ
う（注 5）．
福知山市は，面積 552 . 54 平方㎞，人口約 7 . 9 万人，丹波高地と丹後山地に挟
まれた福知山盆地の中央部を流れる由良川流域にひらけた城下町である．京都
市から約 60㎞，大阪市から約 70㎞の距離にあり，国道 9 号線，舞鶴若狭自動車
道，JR 山陰本線，JR 福知山線，京都丹後鉄道宮福線などが交わる交通の要衝で
もある．近年では，鉄道の電化や高速自動車道の整備が進み，京都まで列車で
最速 80 分，大阪まで列車で最速 90 分，神戸まで自動車で最速 90 分の距離にあ
る．このような地理的・立地的背景から同市は，北近畿地域の中心都市として，
京都府内では舞鶴市とともに，京都市に次ぐ中核機能を有しており，現在でも，
旧国鉄の鉄道管理局を引き継いだ JR 福知山支社，陸上自衛隊福知山駐屯所，
NTT 支社，国土交通省工事事務所など，国や公益事業の出先機関がおかれてい
る．元来，福知山市は，商業機能をベースに発展してきたが，1970 年代から，市
内の東部丘陵地帯に，長田工業団地の整備が進み，内陸部の工業都市・生産都
市としての機能も有するに至っている．
福知山市の生産額は，約 6200 億円で，京都府の約 3.5％を占める（注 6）．そして，
福知山市の移出や移入の生産額に対する比率は，それぞれ 33％，24％程度で，
京都府は両方とも 32 % 程度である．つまり，福知山の移出は京都府とほぼ同等
の水準である反面，移入の面では，京都府を大きく下回っている．また，福知山
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市の域外への輸出や輸入の生産額に対する比率では，いずれも京都府のものよ
り低い．輸入額については，半分の比率にも満たない．つまり，産業全体で見た
場合，福知山市は京都府内の市町村の中でも域内自給率が比較的高い地域であ

8 . 8％，30 . 3％，60 . 1％で，全国平均，4 . 9％，26 . 6％，68 . 5％より，やや第一次産
業従事者の割合が高い．
長期的な傾向で見てみると，福知山市は，1957 年 6 万 2 , 606 人から，1970 年

ると考えられる（注 7）．

には 5 万 7 , 174 人まで減少したが，その後，増加傾向が続き，2003 年には 6 万 8，
297 人，「平成の大合併」があった 2006 年には約 8 万 2 , 956 人とピークを迎え，
近年では，7 万 9 , 206 人と減少し始めた．産業別就業者人口の面では，農業就

また，福知山・京都府両地域とも全移出額のうち製造業の占める割合が最も
高く半数以上を占めているものの，京都府ほど高い比率になっていない．福知
山市は，重化学工業を中心とした製造業主体の経済構造をもち，経済波及の面
でも強い影響を与えている．また，福知山市はサービス業の移出の割合も京都
府に比べて低い一方で，運輸業，金融・保険・不動産，通信・放送業，公共サー
ビス業などの割合が高い．さらに，福知山市と京都府における各産業の全産業
にしめるシェアを比較すると，福知山で最も高いシェアは建築業の 11 . 6 % で，
京都府の 8％を大きく上回っている．
いずれにせよ，今日における地域内部での経済循環を活性化させる鍵は，
「旧
社会の残滓」から脱却し，新しい知識社会への適応を進め，地域社会内での知
識資源有効利用による付加価値の生産と知識資源の蓄積である．知識資源の蓄
積とは，人材の育成や地域的な人的能力の蓄積を意味しており，民間部門の自
助努力とともに，地方自治体や公的機関等が果たす役割が大きい．
1 . 3 . 知識社会における地域社会の適応力
先に述べたように，地域の衰退は，人口移動と産業構造の変化に照応してい
る．統計局の産業別就業者数の推移（1950 年〜 2005 年）が指し示すように，戦
後日本の産業構造は，第一次産業の減少と第三次産業の増加によって引き起こ
された（注 8）．地方の衰退は，この産業構造の変化によって生み出された．1960 年
代，集団就職，「金の卵」といわれ，職を求めて若者が都会へ移住した．1970 年
代，高学歴化によって大学進学率が高まり，大学のある都会へ若者は出て行っ
た．サービス産業や教育の発展は人口密度に関係している．ヒトが集まるとこ
ろに，新しいビジネスが起こり，人口が減少すると産業も衰退する．
京都府北部地域に位置する福知山市の場合，平成 18 年（2006 年）の平成大
合併によって，周辺部の自治体（大江町・夜久野町・三和町）が加わり，面積
（552 . 54 平方㎞）・人口（約 8 . 2 万人）いずれも大きくなった．
「第四次福知山市
総合計画」によれば，昭和 55 年から平成 17 年の間，人口はおおむね横ばい状態
で，昼間人口・夜間人口の状況から，京都府北部地域における，産業・経済・
教育の中心都市としての役割を果たしていると位置づけている（注 9）．しかし，多
くの中核都市同様に，近隣の過疎地域から市域の郊外への流入で人口減少が緩
和された状況で，今後の人口減少が予測される．特に，福知山市の場合，
「20 歳
〜 24 歳」の人口が，前後の年齢層の四分の三程度と減少している．
また，産業分野別就業者人口は，第一次産業および第二次産業が減少し，第
三次産業の就業者が増加する傾向にあり，平成 17 年（2005 年）では，それぞれ

業人口が 1960 年 1 万 3 , 129 人から，2000 年の 2 , 289 人（1960 年対比 17 . 4％）へ
と減少している．これ対して，製造業の就業人口が，3 , 559 人から 7 , 706 人（同
216 . 5％）
，建設業が 3 , 559 人から 7 , 706 人（同 207 . 4％）へと増加している．こ
れと関連して，金融・保険・不動産業では，476 人から 1,052 人（同 221．0%）へ，
卸・小売業・飲食店が 5 , 081 人から 7 , 760 人（同 152 . 7％），サービス業が 3 , 115
人から 8 , 161 人（同 262.0％）へと増加している．
就業人口の状態を人的資源の利用状況として捉えるならば，福知山市は，農
業社会から工業社会への適応に成功したといえよう．しかし，過去の成功体験
が「呪縛」となり，今日の知識社会には，順調に適応しているとはいい難い．
地域社会としての福知山市は，人的資源の利用状況を見る限り，依然として，
農業社会的・惣村的性格を底流としながら，山陰地方や北近畿地方と京阪神を
結ぶ結節機能を持つ都市として位置づけられ，従来型の産業が集積すると同時
に，工業団地の整備による工業社会的・生産都市的性格を色濃く残した地域社
会といえよう．第三次産業でも，商業，物流，金融業などの旧来型のものや建築
業など公共投資型のものが主流である．いずれにせよ，産業別就業者人口構造
＝人的資源の利用状況を見る限り，福知山は，知識社会への適応の面で成功し
ている地域社会とは言い難く，適応力の強化が求められる．この場合，適応力
は，各社会の段階に適合した資源，とりわけ人的資源の有効利用を意味する．
地域社会においても，農業社会から工業社会へ，工業社会から知識社会へと，
進展する社会変動に応じて，必要とされる資源の性質や志向性が異なる．パラ
ダイム・シフトとして，農業社会における重要な資源として土地と土地生産性
の追求から，工業社会における立地の有利不利の獲得と資本生産性および労働
生産性の追求にシフトしてくる．知識社会では，知識の生産性，あるいは時間
生産性が追求され，一面では，空間克服の社会として，地域の持つ意味が空洞
化しやすい．
他方，知識社会においては，時間資源や社会的資源の希少化が重要な問題と
なる．サービス部門において，その生産や消費にあたって，これらの希少資源
を多く投入しなければならないからである．とりわけ，地域社会において，知
識社会的性格が浸透していくに従って，知識資源はますます希少化していく．
知識資源の希少化は，分野や地域によって異なる形で現れるが，知識労働者の
不足，人材確保の困難さという形で問題が深刻化する．
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2．知識社会型ビジネスと知識労働者マネジメント
2 . 1 . 知識資源の有効利用と知識資本
F. マッハラップは，現代社会における知識と知識生産の役割について包括的
な分析を行い，経済財としての知識が極めて広範囲の意味を有していることを
指摘し，その体系的な分類を試みた
．知識と情報の差異を包括的に定義す
ることは難しいが，ここでは，情報が複雑性をもって構造化され，自己組織性
（注 10）

を有したストックとして位置付けよう．
また，知識社会を，人的能力（Competence）
，創造性（Creativity），コミュニ
ケーション（Communication）
，文化（Culture）の面において，優れた蓄積があ
り，これらの資源利用や発展をうまくマネジメントできるような社会として捉
えることとする（注 11）．このような創造的要素は，知識生産と深くかかわってい
る．
知識を利用するためには，知識を理解できて，それを経済活動に結び付ける
ことができる人間が必要となる．また，その場，その時の知識が必要となる．人
間は，獲得した知識を利用して必要な知識を再生産することもできる．さらに，
再生産された知識を他の者が再び利用することも可能である．この場合，知識
生産にとっての希少資源は，知識そのものではなく，知識を理解し，経済活動
に結び付ける人的資源ないしは人的能力である（注 12）．人的資源，人的能力の生
産性を高めるためには，個人や社会の創造性，個人間のコミュニケーション，
文化的環境が重要となる．
知識生産は，科学技術分野における独創的な成果を生み出す基盤であり，時
間集約的な行動である．時間は可分性を有する希少資源であり，「規模の経済
性」が発揮できる．また，知識生産にいて「範囲の経済性」を追求することは合
理的な理由がある．基礎的・一般的な知識ほど，より多くの分野への適用が可
能である．また，基礎的知識を確実に獲得している人間の方が，特殊化・専門
化された知識を理解することがむしろ容易である．
地域における知識生産活動の集積も重要な効果である．多数の知識生産者が
特定の地域に集中することによって，接触と知識交換が容易となり，地域に知
識が蓄積され地域全体の生産性が向上する．
「集積の経済性」の発揮であり，地
域社会にストックされる知識が公共財あるいはインフラストラクチャーとして
機能する．
知識生産や人材育成は不確実性を伴う．また知識生産に伴うリスクを回避す
る方法は，知識生産の内容を多様化することである．知識のネットワーク化と
内容の多様化によって，
「範囲の経済性」や「集積の経済性」だけでなく，
「連
結の経済性」も発揮される．
いずれにせよ，知識は，個人が一度学習すればそれを繰り返し利用すること
ができる意味において資本であり，個人が排他的に利用できる私的資本でも
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ある．だが，教育を通じた就業者の知識ベースの発展は，経済発展の重要な原
動力であり，私的資本という枠組みを超えて集合的資本（インフラストラク
チャー）としての意義を持つようになる．
2 . 2 . イノベーション志向と顧客志向
知識社会の現れは，産業界におけるイノベーションと密接な関係を持ってい
る．企業が生産技術，新製品，マーケティングの方法などに関する，新しい発見
やアイデアを，実際の経済活動や企業行動として実現していくことをイノベー
ションと呼び，都市や地域が競争力を持ち，経済的に発展していくためにも重
要な原動力となっている．企業がイノベーションを引き起こすためには，新し
い知識を生産しながら，発見やアイデアをイノベーションにつなげる研究開発
活動が重要である．イノベーションはけして単純なプロセスではなく，研究開
発活動によって知識を蓄積するとともに，市場の動向を観察しながら新しいア
イデアを商品化していく動的なプロセスで，多くの複雑なフィードバックがみ
られる（注 13）．また，企業の研究開発には教育・研究サービスの投入が不可欠で
あり，大学や研究機関などの知識生産期間が重要な役割を果たしている．
シュンペーターは，イノベーションを経済社会の成長と発展の原動力と考
え，既存の均衡を打ち破り，新たな均衡を生み出す創造的破壊と呼んだ（注 14）．ま
さに，新しく創造された消費財，財・サービス・情報の新生産方式ないし輸送
手段，新しく創出した市場，新たな組織形態が新たな経済発展の原動力となる．
企業が長期的に利潤を得るためには，絶えず新たな知識や技術を開発し経済活
動に結び付けなければならない．また，科学技術の急速な発展により，企業に
おいても新しい知識・技術を得るための教育やそれを補完するための知識を得
るような投資が必要となる．このことが，教育や知識生産を行う知識労働者の
需要をますます高め，知識生産が知識生産を生み出すという自己増殖的な機序
が働く．
知識社会における消費フロンティアを拡大するためには，選択の多様性の増
大と財・サービスの質的向上が重要である．企業行動においても，商品を生産
した後に販売するプロダクト・アウト志向から，顧客の細かなニーズに合わせ
た商品の開発を行うマーケット・イン志向への転換が叫ばれて久しい．顧客志
向やマーケティング志向のさらなる深化を追及している．生産パラダイムにお
いても著しい変化が見られ，大量生産方式から，商品ラインの多様化・個別化，
商品の質的向上に重点を置くフレキシブル生産方式やマス・カスタマイゼー
ション方式が発達した．
これまで，知識生産活動は，大都市圏，日本の場合，東京圏に集中してきた．
例えば，研究機関の 45 . 7 % が東京圏に集中しており，民間研究機関や企業の本
社機能が，大都市圏・首都圏に集中している．しかし，大量生産方式を主軸と
する「規模の経済性」に基づいた古い産業構造から，少量生産・小規模流通で，
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顧客志向型の，新しい産業構造への脱皮・転換が図られている中で，知識資源
や知識ネットワークを有効利用し，知識生産における「規模の経済性」
，
「範囲
の経済性」
，「集積の経済性」
，
「連結の経済性」を多面的に発揮させることが重
要な意味をもつ．
「知識ネットワーク時代」における地域社会の発展においても，イノベーショ
ンの担い手である企業家精神が重要な役割を果たすことになる．地域社会の発
展プロセスにおいて，偶然性や過去の発展の履歴が重要な役割を演じる．他の
地域に先んじて，先行的に知識集積を図ることが，その後の地域発展のプロセ
スに決定的な影響を及ぼす．偶然性が支配するということは，そこに機会が存
在するということでもある．
2 . 3 . 知識労働者の生産性向上
知識社会においては，知識を利用して，成果をあげる知識労働者に，重要な
位置と役割を与えられている．ここでの，知識とは，効用としての知識であり，
行動にとっての効果的な情報であり，成果に焦点が当てられた情報である．ま
た，知識労働者は，高度の専門能力，教育や経験を備えており，その仕事の主た
る目的は，
《知識の創造，伝達，応用》にある．
ドラッカーによれば，知識労働の定義は，肉体的なスキルや筋肉の動きでは
なく，体系的な教育から学び取った，コンセプト・理論・思考を使って働くこ
ととしている（注 15）．通常，知識労働者が成果をあげる基本的な方法論は，①時間
管理，②適切な課題設定，③選択と集中，④資源モニタリング，⑤適切な意思決
定手順である（注 16）．また，知識労働者は，量やコストによってではなく，成果に
よって規定されるものであり，アイデアや情報，コンセプト等の非物質的なも
のを生産するスペシャリストでもある．
しかし，スペシャリストのアウトプットとは，他のスペシャリストのアウト
プットと結合させてはじめて，成果となるため，知識労働者は，自らの産出物
である断片的なものを生産的なものに転換させるためには，何を知り，何を理
解し，誰に利用されるのかを考えなければならない．そのためには，知識労働
者は，チームとして組織されなければならない．また，チームには，リーダー
の存在や明確な課題設定が必要となってくる．つまり，チームの内部の課題に
よって，担当者，分担，時期，期間などが決定される．知識労働者の組織構造は
厳密であると同時に，弾力的であり，明確な権限を持つと同時に仕事本位であ
る．とりわけ，近年では，階層的な組織構造ではなく，水平的な人間関係をベー
スとした「2 P 2 型組織」が想定される（注 17）．知識労働者のマネジメント・スタイ
ルに関しては，自己管理と目標管理あるいは自己目標管理をベースとした自己
組織系のマネジメント・スタイルが提起されている（注 18）．
ドラッカーは，知識の生産性向上において，
「変化の機会」と「知識の結合」
が重要な要因であると指摘している（注 19）．つまり，知識の生産性をあげるには，
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「変化の機会」を捉え，体系的に利用することが必要であり，知識労働者とその
チームの能力・強みに応じて，機会が利用されなければならない．そして，知
識の生産性をあげるためには，知識労働者は，結合を学ばなければならない．
知識の結合には，必要とされる知識や情報の体系的な分析とともに，問題・
課題に取り組む手順の編成にかかわる方法論が必要となってくる．知識を特化
することによって，潜在的な可能性を具体的な成果へと転化するための方法
論・体系・手順が必要となってくる．逆にいえば，それらがなければ，利用し
うる知識が生産的なものとならない．つまり，組織が，知識労働者によって，成
果を上げるためには，「変化の機会」と「地域の結合」による，イノベーション
を実現しなければならない．
知識社会において，知識労働者が有する知識資源を希少化させる方向に作用
する 2 つの外力がある．1 つは，ミクロ・レベルで，知識が高度に専門化・多様
化していることである．ミクロ・レベルでの，知識生産の深化・多様化は，必要
な知識を獲得するための費用を増大させる．もう 1 つの力は，先進国で共通す
る，マクロ・レベルでの人口の減少であり，知識労働者の絶対的な不足の到来
である．
他方，情報技術，人工知能などの新技術導入によって，知識の陳腐化による
サービス労働への転化の機会は絶えず存在している．知識労働とサービス労働
の差異を考える場合，社会的・時間的な希少性と経済的希少性を弁別してみる
必要がある．社会的・時間的な希少性が供給量への絶対的な制約にあることに
対して，経済的希少性は，単にある時点での財の入手可能性の限界を反映する
ものであり，時が来れば入手可能になるかもしれない．社会的・時間的な希少
性の供給制約を克服する方法の 1 つは，個人サービスの生産にイノベーション
を持ち込むことである．通常，イノベーション機会を発見するには，①予期せ
ぬこと，②ギャップ，③プロセス・ニーズ，④産業構造の変化，⑤人口構造の変
化，⑥認識の変化，⑦新たな知識に着目する必要がある（注 20）．

3. 地域社会における知識労働者の地位と役割
ここでは，地域社会における知識労働者の地位と役割を明らかにするため
に，①「e 福知山」事業にみる地域情報化および②地域医療におけるネットワー
ク化の現状と課題を踏まえて，③地元の高等教育機関における「専門職育成
（診療情報管理士）プログラム」の方向性と到達点の考察を通じて行う．地域社
会における知識社会の「不釣り合いな発展」の下での，知識労働者を育成する
ことの意義と地域社会特有のニーズについての洞察を深める．
3 . 1 . 地域情報化の受容
まず，京都北部地域における地域情報化の現状について概観する（注 21）．通常，
中央と地方では，産業や生活に利用できる情報基盤ないしは情報インフラスト
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ラクチャーに大きな違いがある．地方では，人口が少なく，一般的に所得水準
も低いことから，情報基盤は商業的採算基準でのマネジメントでは充実しな
い．また，脆弱な情報基盤では，企業の誘致や就職先・雇用先を探すことも困
難であり，都会への人口流失，さらなる地域社会の過疎化と高齢化という悪循
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客そのものを創造するイノベーションとマーケティングの担い手としての企業
家的役割をも担わなければならない．

環に陥ることとなる．地方自治体などは，この悪循環が生じる前に，情報基盤
を公共投資で整備することとなり，今日のビジネスを支える重要なインフラス

3 . 2 . 地域医療の展開領域
近年，地域の重要な雇用先として，医療・介護分野が注目されている．地域
医療を考えていくにあたって，知識労働者との関わりから，医療の社会学的背

トラクチャーとして社会的にも位置づけられる．
京都府北部地域にある福知山市では，平成 18 年（2006 年）から平成 23 年
（2011 年）までの 6 年間に，国庫補助を受けて，光ファイバーによる情報通信基
盤の整備を全市的に進め，地理的な条件にかかわらず，地域住民が求める情報
を受発信できる環境を構築することを目的とした「e 福知山」事業を実施した．

景をおさえてみると，医学や工学などの科学技術の発展とその成果が生活イン
フラストラクチャーとして結実されたことによって，人間の長寿化が実現され
た点を看過できない．人間の長寿化は人的資本・知識資本の重要性を増加させ，
生活インフラストラクチャーを支える知識労働者の責任と役割も大きいなもの
がある．

元来，この事業は，平成 24 年（2012 年）にテレビ放送が地上デジタル放送に切
り替わる際の難視聴地域対策に応じたインターネットブロードバンド環境の整
備を予算化（総事業費 45 億 5000 万円）したものである．

京都府北部地域・中丹医療圏・福知山市における地域医療について概観する
と，次のようになる（注 22）．京都府は，人口 10 万人当たりの医師数は，全国平均
（206 . 1 人）を上回る 274 . 1 人で，全国第 2 位の水準である．しかし，地域格差が

事業計画には，①難視聴地域対策，②高画質映像受信・地デジ化対策，③行
政情報提供，④各種電子申請・届出，⑤教育支援・人材育成，⑥公共施設の予
約，⑦広域での図書検索・予約，⑧携帯電話不感地域対策，⑨遠隔での行政相
談，⑩地図情報案内，⑪町内会・商店街等からの地域コミュニケーションを柱
としているが，いずれも，利用者からの情報受信体制が実現されていない，情

大きく，京都府北部地域，例えば，丹後医療圏で 151 . 9 人，中丹医療圏で 220 . 4
人，南丹医療圏 144 . 5 人となっている．また，無医地区は，丹後医療圏で 10 地
区，中丹医療圏 4 地区，南丹医療圏 8 地区と，京都北部は全体として，医師不足
の状態にある．また，病床数でも，丹後，中丹，南丹いずれの医療圏でも，基準
病床数を充たしていない状況である．

報発信側も双方向になっていないなどの課題を抱えている．
福知山地域の情報化は，依然として問題を抱えており，地域社会における情

京都府北部地域では，医師不足や医療福祉サービスの偏在の問題があり，医
療不足地域対策を推進するとともに，地域医療ネットワークの構築や在宅医

報格差を体現している．今日，
「いつでも，どこでも」ネット接続を可能とする
モバイル・ネットワーキングが主流であり，その中心にあるのが公衆 Wi-Fi 通
信の接続網である．しかし，福知山市街地においては，住宅密集地での各戸か
らの電波受信は可能ではあるが，原則パスワード・セキュリティがかかってお
り，十全に利用できない環境である．また，利用できる電波は，契約設置された
施設・店内に限られている．さらに，起伏の多い地形の山間部では，公表され

療の推進など，地域住民の「安心・安全」を担保する社会的インフラストラク
チャーの整備と既存の施設設備・資源の活用・活性化が強く望まれる．地域社
会における医療資源には，大きな制約がある．地域にある医療機関がそれぞれ
の強みを生かし，機能分化を図ったうえで，連携して地域の医療資源を効率的
に利用する必要がある．
福知山市民病院は，陸軍衛戌病院として出発し，その後，1945 年，厚生省に

ている接続可能エリア・マップと実際に接続できる地域との相違がある．
当初，公共投資によって情報基盤が整備されるが，長期の運用を考えると，

移管され国立病院として発足，1993 年 10 月に福知山市へ経営委譲され，福知
山市民病院となった．2006 年度の福知山市施政方針において，重要な役割と位

採算性を明確にし，地域住民が参画できる仕組みを考えなければならない．す
なわち，インフラストラクチャーのマネジメントであり，地域社会にとって，
有用なコンテンツやソフトウエアを独自に構築していく仕組みが必要である．
と同時に，受信者側の方にも，自らの情報享受能力を向上させていくことが求

置づけが与えられ，福知山市域の中核病院としてだけでなく，北近畿の中核的
医療施設として，各医療機関との連携を進め，医療水準の向上と地域完結型医
療体制の確立をめざし，市民の多様なニーズに対応するために，高度で専門的
な医療を実現し，急性期医療を保障するとともに，「市民の生命と健康を守り，

められる．今日の情報メディア環境を概観すると，情報の発信者と受信者の障
壁が低く，利用者が情報を引き出すプル型の行動様式が主流である．地域社会
が必要とする多種多様な情報を提供できるような仕組みをつくりあげていくに
は，高い専門性と倫理観と顧客志向のマネジメント能力を有する知識労働者の
役割が大きい．とりわけ，地域情報化を担う知識労働者は，新しいニーズや顧

信頼される病院」としての経営基盤を固めている．
また，地域志向の理念を掲げつつ，①「基幹的総合病院の実現」，②「救急医
療体制の充実」
，③「高度医療の推進」
，④「地域の医療・保健・福祉機関との連
携強化」，⑤「患者本位の医療の実現」，⑥「快適な環境の創造と経営安定」とい
う基本方針を達成することを念頭に，地域における患者・住民との長期的継続

250

研究論文

関係を構築することを課題としている．
保健事業では，福知山市中央保健福祉センターに各種の機能を集約し，地域に
根差した健康増進事業を展開している．また，高齢者福祉事業は，
「高齢者福祉
計画」や「介護保険事業計画」に基づいて，地域包括支援センターを中心とした
予防重視型システムへの転換を進めるとともに，
「福知山市地域福祉計画」に基
づいて，市民参画型の地域福祉推進プランの作成や実践事業を支援していく．
医療の場は，知識労働者が「働く場」の典型の 1 つである．今日，医療の技術
や知識は急速かつ多分野にわたって進歩しており，医療の現場では，より高度
な専門性が求められ，
「医療の専門化・細分化」が進んできている．また，国家
資格や認定制度によって多くの医療専門職や周辺の関連専門職が次々と誕生し
ている．結果，専門化・細分化が進み，多岐にわたり，異なる専門性を有する職
種の人材の多くを，参加と協働を通じて，
「チーム医療」としてまとめ活動して
いく必要がある．職能別に分化し，職種・職位による階層構造が明確な，旧来
型の組織体制では，激しく変化するニーズや制度転換に対応していくだけの柔
軟性・創造性を持ち合わせていないからである．
「医療チーム」というプロジェ
クトは，知識の共有・活動によって，質の高い医療サービスを生み出していく
「場」として捉えることができる．したがって，チームのマネジメントの要諦
は，
「場」を創造し，そこでの活動をいかに活性化させていくのかであり，チー
ムのメンバーが保有する知識のマネジメントでは，メンバーが支え合うコミュ
ニティの形成や多様で異質な知識がダイナミックに交流する「知のネットワー
ク」が機能することが求められる．
地域医療において，知識労働者は，①個々の専門職としての経営的・経済的
効果，②部門としてのマネジメントへの貢献，③組織全体としてのマネジメン
トへの貢献，④社会レベルでの貢献などの役割を担い，顧客・組織・社会のニー
ズへの応答責任を果たしていく．
いずれにせよ，地域医療を担う知識労働者の 1 つの類型として，医療におけ
る情報システムの専門家として，病院内の情報システムの企画・導入・運用管
理から，地域における医療情報の施設間連絡システムや遠隔医療支援システム
にいたるまでの，すべての現場で必要とされる，医療情報を扱う専門職人材像
が浮かびあがる．
3 . 3 . 地域医療情報化人材の再生産基盤の整備
今日，医療問題は，地域社会のレベルだけでなく，全国的なレベルでの社会
問題となっている．人間の長寿化や高齢化，医療技術の進歩による医療費の増
大，それに伴う国民自己負担率の増加，その一方での，医師不足や診察科目の
偏り，さらには，医療過誤・診察ミスなどによる医療訴訟なども増加している．
医療問題は，政治・経済・社会の基本となる社会保障の問題であり，国レベル，
都道府県レベル，市町村レベルで，総合的かつ整合性のとれた解決策を追求し
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ていく必要がある．
解決の方法の 1 つは，診療情報を，社会の重要な資源，あるいは公共財として
再認識し，正確かつ効率的に管理することである．診療情報管理の主たる目的
は，医療の質の向上であるが，その社会的な価値は大きい（注 23）．地域の医療機関
から診療情報を集約し，分析することによって，地域医療の現状を把握するこ
とができ，その現状把握によって，進むべき方向や実施すべき政策を見いだす
ことができる．
診療情報の適切な管理には，知識労働者の一種である「診療情報管理士」の
育成が不可欠である．
「診療情報管理士」の資格は，社団法人日本病院会が病院
に勤務する病歴管理の事務職を対象として，昭和 47 年（1973 年）に実施した通
信教育から始まった．今日，日本病院会を含む四病院団体協議会（社団法人・
全日本病院協会，社団法人・日本医療法人協会，社団法人・日本精神科病院協
会）および財団法人・医療研修推進財団が資格認定機関となっており，医療界
において，認知度の高い専門資格となった．平成 21 年 5 月当時，資格取得者は，
全国で 1 万 9 , 767 名（資格「診療情報管理士」からの資格移行試験合格者 1015
名を含む）であり，有資格者は，病院において診療報酬制度上の加算の対象と
して認められている．特に，大規模な大学病院などでその職務が確立されてい
る．
福知山に立地する京都創成大学（2010 年に名称変更し，
「成美大学」
）では，
平成 19 年（2007 年）に，
「診療情報管理士」の育成を目的に，経営情報学部に医
療福祉マネジメント学科を新設し，平成 20 年度（2008 年）には，日本病院協会
から「診療情報管理士」養成校として認定された（注 24）．資格「診療情報管理士」
育成カリキュラムを修了した学生には受験資格が与えられる．通信教育，専門
学校，短期大学での資格取得とは異なり，四年制大学における一般教育・専門
教育を受けたことによる優位性を示すことが重要であり，他の医療・福祉関連
の資格取得にも配慮している．
教育は，人的資本の形成を通じて，生涯所得に影響を与える．個人は，生涯
所得の形成という長期的な観点から，望ましい教育投資に対して合理的な意
思決定を求められる．また，社会にとっては，集合的資本＝インフラストラク
チャーとしての意義を持ち，教育政策や教育プログラムを公的に実施すること
が必要となる．特に，地域社会内部において知識労働者を自己再生産する仕組
みが，知識社会への地域社会の適応力自体を高めると同時に，地域社会におい
て競争優位を生み出す基盤のひとつとなる．

4. むすびにかえて
― 社会イノベーション型リーダーシップと「地域社会の無意識的欲求」―
現実の地域社会における知識労働者の生態系的地位は，周縁的存在である．
とりわけ，農業社会的・惣村的性格および工業社会的・生産都市的性格という，
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複雑で多元的・重層的な性格は，知識労働者による知識経済発展の余地を狭め
る．
しかし，知識労働者は，スペシャリストとして，チームを組織し，組織全体
として，専門性を発揮し，地域社会のニーズに貢献するだけでなく，地域社会
におけるインフラストラクチャーをマネジメントし，イノベーションとマーケ
ティングを通じた，新しい顧客・新しいニーズの創造に取り組む必要がある．
知識社会における地域社会の適応力を高めるためにも，新しい知識資源有効利
用型ビジネスと知識労働者のマネジメントを実現するとともに，さらに，地域
社会におけるインフラストラクチャー整備に関わる集団的意思決定の困難さを
克服し，ソーシャル・イノベーションの担い手としての変革型リーダーシップ
あるいは政治的「企業家」としての役割を担っていく必要があり，従来型の地
域社会における閉鎖性・排他性・停滞性・反学習性を乗り越えていかなければ
ならない．
知識の高度化，専門化の深化は，人間が知識生産や情報処理を行う際に，ア
ルゴリズムだけではなく，感性やホリスティク・アプローチを利用する機会を
増大させる．それゆえに，理性に基づく知識生産だけでなく，創造的な活動が
求められ，その担い手である創造的な人間は，極めて複雑なシステムでもある．
創造的人間とは，抽象世界と現実世界の間を行き来しながら翻訳過程を繰り
返し，創造的な知識・アイデア・思考などを創出している動的なシステムであ
る．科学的営為の複雑性，創造的活動における科学的知識と局所的知識の相互
作用，それが行われる社会環境を考慮に入れれば，今日における知的インフラ
ストラクチャーの新しい相貌としての創造的環境が見えてくる．そこでは，知
識生産の豊饒性・多産性を支える高度なコミュニケーションと多様性を生み出
し，観光や文化産業などの新たなビジネスの「苗床」となる自己組織型ネット
ワークが発達する可能性を示している．
これまで，京都府北部地域を事例に，地域社会の衰退を社会変動への適応力
の観点から捉えてきた．知識社会という新しい社会への適応力の強化には，知
識労働者の企業家的役割という新しい役割を果たし，マーケティングとイノ
ベーションによって，新しい顧客を創造していくという営為が重要となる．知
識社会をシンボライズする「地域の情報化」は，地域社会において，自然発生的
に普及・定着しない．一種のソーシャル・イノベーションとして位置づけ，社
会的抵抗を打ち破り，新しいニーズの創造を通じてしか，地域社会に根付いて
いかない．新しいニーズも，依然として潜在的なものであり，
「機会の発見」と
「知識の結合」を通じた知識労働者の活動によってしか顕在化しない．地域社
会は，「維持機関＝器官」であり，
「変革機関＝器官」ではない．さらに，潜在
的ニーズ論の視点からと捉え直してみれば，地域社会における人口構造の変化
は，「タナトスの昂揚」と「エロスの衰退」の問題なのかもしれない（注 25）．
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『地方消滅』中公新書や吉川洋（2016 年）
『人口と日本経済』中公
新書を参照．
（注 2）中心地理論は，地域における複数の都市の規模や空間的分布の法則性を，後背圏の大き
さや形状をもって明らかにすることを目的としている．クラスター，レッシュ，ベリー
などが代表的な論者である．
（注 3）小林潔司（1990 年）
「選択の多様性の評価に関する理論研究」土木学会編『土木学会論
集』440 号セクションⅣ―16 や小林潔司・朴性辰・岡田憲夫（1990 年）
「地方都市圏の
非日常的サービス市場の活性度に関する研究」土木学会『土木学会論文集』413 号セク
ションⅣ - 12 などを参照．
（注 4）ジェイコブス .J（2012 年）
『発展する地域 衰退する地域』中村達也訳，筑摩書房（ちく
ま学芸文庫）およびジェイコブス .J
（1986 年）
『都市の経済学』中村達也・谷口文子訳，
TBS ブルタニカ，ジェイコブス .J（2001 年）
『経済の本質』香西泰・植木直子訳，日本経
済新聞社，オルソン .M
（1991 年）
『国家興亡論』加藤寛訳，PHP 研究所などを参照
（注 5）長谷川良二・安高優司（2008 年 1 月）
「市町村産業連関表の作成に向けた考察と展望」
京都創成大学成美学会編『京都創成大学紀要』第 8 巻第 1 号 .
（注 6）長谷川良二・安高優司，同上論文，
（注 7）長谷川良二・安高優司，同上論文
（注 8）安高優司「産業の情報化と空間変容 ―最近の企業情報化動向からの考察―」京都創
成大学成美学会編『京都創成大学紀要』第 6 巻，2006 年 1 月 .
（注 9）長谷川良二・安高優司，前掲論文参照．
and Knowledge Production ：Its Creation, Distribution and
（注 10）Machlup.F.
（1980）
“Knowledge
,
Economic Significance ”Princeton Review Vol, 1 .Princeton university Press, 1980 . や野中郁
次郎（1995 年）
『知識創造企業』東洋経済新報社，野中郁次郎（2004 年）
『イノベーショ
ンの本質』日本経済新聞社，レオナルド .D（2001 年）
『知識の源泉』阿部孝太郎・田畑
暁生訳，ダイヤモンド社などを参照．
（注 11）小林潔司編著（1999 年）
『知識社会と都市の発展』森北出版株式会社年やダニエル・ベ
ル（1995 年）
『知識社会の衝撃』山崎正和訳，TBS ブルタニカ等を参照．
（注 12）ベッカー .G.S
（1976 年）
『人的資本論』佐野陽子訳，東洋経済新報社やシュルツ .T.W
（1985 年）
『人間資本の経済学』伊藤長正訳，日本経済新聞社，セン .A
（1988 年）
『福祉
の経済学』鈴村興太郎訳，岩波書店などを参照．
（注 13）クライン .K.J
（1992 年）
『イノベーション・スタイル』鴨原文七訳，アグネス承風社や
アーサー .W.B
（2011 年）
『テクノロジーとイノベーション』有賀裕二監修・日暮雅通
訳，みすず書房，アッタア―バック .J.M
（1998 年）
『イノベーション・ダイナミックス』
大津正和・小川進監訳，有斐閣，C.M. クリステンセン（1997 年）
『イノベーションのジ
レンマ』玉田俊平太監修・伊豆原弓訳，翔泳社などを参照．
（注 14）シュンペーター（1977 年）
『経済発展の理論』塩野谷祐一・中山伊知郎・東畑精一訳，
岩波書店
（注 15）ドラッカー（2005 年）
『テクノロジストの条件』上田惇生訳，ダイヤモンド社やドラッ
カー（2007 年）
『創造する経営者』上田惇生訳，ダイヤモンド社などを参照．
（注 16）ドラッカー（2008 年）
『経営者の条件』上田惇生訳，ダイヤモンド社
（注 17）安冨歩（2014 年）
『ドラッカーと論語』東洋経済新報社
（注 18）安冨歩，同上書
（注 19）ドラッカー（2008 年）
『経営者の条件』ダイヤモンド社や宮内拓智・小沢道紀編（2010
年）
『ドラッカー思想と現代経営』晃洋書房を参照．
（注 20）ドラッカー（1985 年）
『イノベーションと企業家精神』上田惇生・佐々木実智男訳，ダ
イヤモンド社
（注 21）芦田信之（2013 年 2 月）
「地域活性化をめざした高齢者 ICT 講習によるコミュニティづ
『成美大学紀要』第 4 巻第 1 号を参
くり ― 成美大学地域福祉センターでの試み ― 」

254

研究論文

照．
（注 22）宮内拓智・本多正俊（2007 年 1 月）
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この間，研究会・部会に参加し，概ね 1 か月ごとに開催する PJ にて，研究
テーマについてメンバーと意見を交換し森岡先生の助言指導を受けてきた．そ
して，2017 年 10 月の部会で，1 年半の研究成果を報告する．

3. 取組んだ研究テーマ

若林良樹

Yoshiki Wakabayashi

（ドラッカー「マネジメント」研究会会員，内部統制・業務改善アドバイザー）

Summary
The main theme is Management Scorecard (MSC).
“How can the management scorecard be utilized in internal audits?”
For the convenience of the paper this time, sub theme 3: MSC introduces how it can
be utilized in the “formulation and penetration of management policy” process.

Ⅰ . まえがき
1.“しくみづくり”の 20 年
私は一つの会社で 40 数年を過ごした．振り返ってみると会社の“しくみづく
り”に 20 年携わってきた．それは，30 代半ばで経験した TQM 推進（方針管理
等）に始まり，40 代での ISO しくみ構築（環境，品質，安全）
，50 代の金融商品

1 年半で思いつくままに取組んだテーマは以下の 4 つである．メインテーマ
は“MSC（※ 1）は，内部監査でどのように活用できるのか”である．今回は紙面の
都合上，サブテーマ 3 を紹介する．
・メインテーマ：
『内部監査における MSC の活用』
－ サブテーマ 1：
「CG（※ 2）コードとドラッカーからみる今後の内部監査」
－ サブテーマ 2：
「ドラッカーの言葉で表現した企業風土の監査項目」
－ サブテーマ 3：
「MSC は“経営方針の策定と浸透”プロセスでどのように
」
活用できるか，を内部監査（※ 3）の視点で検討する．
－ サブテーマ 4：
「経営方針策定・浸透の監査における，MSC を活用した
『正しい問い』
」

※1：MSC
（マネジメント・スコアカード）
：
「ドラッカーが説いたマネジメントを支援すると
ともに，その成果を評価する体系（システム）であり，組織の健康診断ツールとも云える
ものである．
」
（研究会 第4期成果報告書，P7）
※2：CG
（コーポレートガバナンス，企業統治）
※3：内部監査の役割はしくみの整備・運用状況の評価である．テーマ3は“しくみ”の整備状
況の評価．

取引法の内部統制報告制度（通称「J-SOX」
）のしくみ構築・監査，会社法施行
に伴うリスク管理体制構築の支援（リスク管理規定作成の支援等）
，そして，最
後の仕事である内部監査（
“しくみ”の有効性と効率性の評価・提言）である．

Ⅱ . サブテーマ 3：
「MSC は“経営方針の策定と浸透”プロセスで
どのように活用できるか」

2. 1 年半の取組み 〜 MSC と事業監査との出会い〜

1. 計画の概要

2016 年 3 月 8 日，友人の誘いで「ドラッカー『マネジメント』
」研究会」
（以
下「研究会」）に初めて参加した．4 月初旬，
「マネジメント・スコアカード」
（以
下「MSC」）と出会う．MSC は実務に使えると直感し，特に「5 つの質問」にか
ぶれ，いくつか試作する（CSV 経営，マネジメントの教育，内部監査，第二の人
生，我が家族等）．6 月中旬，
「MSC 実践研究部会」
（以下「部会」
）の設立準備に
参加する．6 月末，長年勤めた会社を退社する．
8 月 2 日，部会の「内部統制・企業統治プロジェクト」
（以下「PJ」
）が発足し，
メインテーマを決める．そのテーマ選定のきっかけは，研究会の森岡先生が提
示されたドラッカーの『ポスト資本主義社会』に書かれている「事業監査」の考
え方である．その後，ドラッカー学会主催の「ドラッカーの小さな学校」に出席
しドラッカーのビデオを観る等して，継続的に知識習得に努めた．

〜 JIS の「方針管理」と MSC の「5 つの質問」等との比較検討〜

1）研究の目的と方法
MSC 活用の方向性と有効性を確認するために，経営方針策定・浸透の“しく
み”のガイドラインである JIS 規格「方針によるマネジメントの指針（※ 4）」
（以下
（※ 5）
「方針管理」
若しくは JIS 指針）に示す参考様式と MSC ツールを比較検討する．

※4：
「マネジメントシステムのパフォーマンス改善 ― 方針によるマネジメントの指針」
（JIS Q
9023：2003）
※5：方針管理：
「組織のマネジメントシステムのパフォーマンスを効果的，かつ，効率的に改
善していくため，組織の使命，理念及びビジョンに基づく中長期経営計画及び方針の策
定に始まり，組織内の関連する部門及び階層への展開，実施，実施状況の確認，処置をす
るサイクルを継続的に回し，マネジメントシステムのスパイラルアップを図る」マネジ
メントの仕組みである．
（JIS指針，序文P1）
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表 4．方針管理様式と MSC ツールの全体比較表（要約）
AimPDCA 方針管理のプロセス
ステップ
1．組織の使命等
Aim

2．経営環境の分析

方針管理の様式
（＊様式・規定なし）
・シナリオプランニング等
・中長期経営計画書

2）比較検討する様式・ツール
（1）方針管理の様式：
「中長期経営計画書」
，
「方針書（社長）」
「方針書（事業
部）
」
，
「実施計画書」
，
「実施状況確認書」
，
「期末反省書」
（上図のフロー）
（2）MSC ツール：「5 つの重要な質問」
（以下「5 つの質問」），「8 つの重要領域
目標」
（以下「8 つの目標」
）
，
「マネージャーの評価表」
（「評価表」），
「マネー
ジャーズ・レター」
（
「マネジメント・レター」
）
（上図）
3）仮説の設定
「5 つの質問」等の MSC ツールが，方針管理のどのプロセスで，どのように使
えるかの仮説を上図の「方針管理のフローと MSC ツール」に示す．

2. 検証結果の概要
1）検証結果の要約
検証方法は，次頁の図「Aim － PDCA」モデルを念頭におき，方針管理の様
式と MSC ツールを以下の表 4 のように比較した．
その結果，以下の表 4 及び「2）
MSC 活用の方向性」の（1）〜（4）に示す通り一
部を除き概ね仮説通りであり，MSC は方針管理のプロセスに対応しているこ
とがわかった．

・方 針 管 理 の 重 要 性を強 調 するた
め，PDCA に Aim（ねらい）を加え，
『Aim−PDCA』を方針管理のモデ
ルとした．

▼

Aim

FB

Ｐ
▲
fb

Ｄ
▼

Ｃ
Ａ

▲

5 質問
◎

8目標

◎

6．重点課題等策定， ・方針書（事業部）
摺合

○

○

7．実施計画の策定， ・実施計画書（部）
摺合

○

○

8．実施計画の実施
施

評価表

レター

（1）←次頁の活用方向性の番号

◎

5．方針展開，摺合

Do

MSCツール

◎

4．組織の年度方針等 ・方針書（社長）
Plan

凡例：◎が主

○

3．中長期経営計画
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（2）

（3）

・実施状況確認表
・
（部）

○

◎

○

○

Check
（定期）

9．管理項目による結 ・実施状況確認表（部）
果の評価
（確認と
処置）

◎

◎

Act
（定期）

10．方針，重点施策， ・実施状況確認表（部）
目標等の見直し ・トップマネジメント診断

○

○

○

○

◎

◎

◎

◎

feed
ed back
k 11．
1 次回への反映
Check，
Act
（年度）
Feed
Back

○

○

12．期末反省を通じた ・期末反省書
問題の点明確化 ・トップマネジメントのレ
ビュー
13．次年度への反映

◎

◎

◆方針管理と MSC との比較例 〜「実施計画書」
（部）と「マネージャーズ・レター」
比較の場合〜
1）方針管理の「実施計画書」：「部門又は部門横断チームの責任者は，方針を展開
して最終的に到達した

2）MSC 活用の方向性
（1）方針管理（※ 6）は，経営者に「事業の定義」を問わない．単なる長期計画で
はない戦略計画立案のためには，「5 つの質問」
「事業の定義」は，「組織
の使命」プロセスで活用できる．
（2）
「5つの質問」
「8つの目標」は，方針管理の“中長期経営計画・方針・実施計
画”の策定プロセスで，経営者・部門責任者が活用することが望まれる．
（3）
「マネージャーズ・レターは，上司に受入れられたとき部下の憲章とな
る．」
（
『マネジメント』中，P 82）ため，
“実施計画の策定・摺合せ・評価”
等のプロセスで活用することが望まれる．
（4）4 つの MSC ツール（※ 7）は，「Feed Back」のステップ（「次年度への反映」）
で活用できる．「Aim － PDCA」を踏まえても，今回の検証で「フィード
バック」の重要性を再認識できる．
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※6：方針管理（JIS指針）の用語定義：
1）方針

実施状況確認表

：トップマネジメントによって正式に表明された，組織の使命，理念及びビ
ジョン，又は中長期経営計画の達成に関する，組織の全体的な意図及び方向
付け．
（同P2）

2）方針の摺合せ：方針に基づいて，組織の関係者が調整し，上位の重点課題，目標及び方策と
下位の重点課題，目標及び方策が一貫性を持ったものにする活動．
（同P3）
3）実施計画

：方策を実施して目標を達成するために必要な資源及びその運用プロセスを
規定することに焦点を合わせた計画．
（同P3）

4）管理項目

：目標の達成を管理するために評価尺度として選定した項目．
（同P3）

Check，
Action
（定期）

驚きの連続であった．まさにドラッカー著書の特長である．主な結果を以下の
（1）
（2）に示す．
（1）
「マネージャーズ・レター」は「実施計画書」の内容と概ね同じといえる．
しかし，「マネージャーズ・レター」の自己管理の考え方・「障害」等は，
「実施計画書」は規定していない．
（2）
「フィードバック」の考え方は「実施状況報告書」
「期末反省書」に含まれ
ている．
表 5 . 方針管理様式と MSC ツールとの比較表
方針管理の様式
ステップ

実施計画書
・方策の管理項目・目標値

Plan

MSC のツール
マネージャーズ・レター
・部下たちは，上司が目標とすべきもの

・実施事項の管理項目

・自らが目標とすべきもの

・実施事項の目標値

・期待されていると思う水準

・実施事項
（方向性）

・目標を達成するために行うべきこと

・
（項目の記載なし）

・障害になっていること

・
（項目の記載なし）

・組 織が行っているうち，助け・妨げに
なっていること

・
（項目の記載なし）

・上司が行っているうち，助け・妨げに
なっていること

・実施事項
（具体策）

・自らの目標を達成するために，次の一
年間に行うべきことを提案

・様式での記載事項は， ・様式での記載事項は， ＊1：フィードバックのしくみの前提
－実績
－方 策に対する実績，
条件
－実 施内容
（達成・実
推移
（達成度評価）
－決定の前提となった予測の明
施状況）
－主な実施内容と具体
確化
的成果
（問題解析）
－決定の結果の体系的なフォロー
（
『マネジメント』中，P137）
－解析・反省
－対策
（P 27）

1）
「5つの質問」 ：Q1-我々の目的・使命は何か？ Q2-我々の顧客は誰か？ Q3-顧客にとって
の価値は何か？ Q4-我々の成果は何か？ Q5-我々の計画は何か？ Q6：
我々の事業は何か？

3）方針管理様式と MSC ツールとの比較
方針管理の様式と MSC ツールの内容を表 5 のように比較した．その結果，方
針管理様式の意図に対してもドラッカーは確実に応えてくれた．私にとっては

フィードバック

・実 施状況の確認，確 ・実 施状況の把握，目 ・フィードバックの内容は，上記「マ
認結果に対する処置 標と実績との差異分 ネージャーズ・レター」の目標・行
（P12 , 13）
析，分析結果に基づ うべきこと等の実績との乖離・成
く処置
（P14 , 15）
果

※7：MSCツールの内容

2）
「8つの目標」 ：1．社会性（貢献責任）
・顧客創造，2.マーケティング，3．イノベーション，
4.人的資源，5.物的資源，6.資金，7.生産性，8.利益

期末反省書
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FeedBack

－反省と残された課題 ＊2：
「（意思決定で）

大切なことは
－来期への課題
（P 28）
問題への答えではなく，問題
についての理解である．
（『マ
ネジメント』中，P139）」

・達 成 状 況，実 施 状 ・上記の問題点を整理 ＊3：ドラッカーのギャップ：
「ギャッ
況，原因，対 策を上 し，来期取り上げる
プ
（問題）とは，現実にあるも
司に報告し評価を受 べき課題をまとめる
のと，あるべきものとの乖離
ける
（P 27）
（ 上 記「 来 期 へ の 課
（『イノベーションと企業家精
題」，P 28）
神』，P45）

4）MSC の有効性のまとめ
今回の研究から，MSC は内部監査のよりよい“しくみづくり”に貢献すると
思われる．MSC の有効性に関しては，主に「5 つの質問」
「事業の定義」
「マネー
ジャーズ・レター」について以下に述べる．
（1）方針管理には「組織の使命」を問う規定はないため，経営者が「5 つの質
問」で「組織の使命」
「事業を定義（再定義）」することにより，“単なる長
期計画ではない，戦略的な意思決定・戦略計画”ができる．
（
『マネジメ
ント』上，P 154）
「目標を設定し，戦略を発展させ，資源を集中し，活動を
開始することができる．業績をあげるべくマネジメントすることができ
る．」
（同，P122）
（2）実施計画書は部門長が作成し部下と摺合せをするが，「マネージャーズ・
レター」は部下が上司の仕事の目標を推測し自分の目標を設定後上司と
面談をする．「マネージャーズ・レター」は「自己管理が強い動機づけを
もたらす．
」
（※ 8）ことができる．
※8：
「自己目標管理の最大の利点は，自らの仕事を自らマネジメントできるようになることにあ
る．自己管理が強い動機づけをもたらす．
」
（
『マネジメント』中，P83）

3. MSC ツール活用の検討結果の詳細
1）
「組織の使命・理念・ビジョン」プロセスにおける「5 つの質問」の活用
（1）方針管理のトップマネジメントの役割：
「トップマネジメントは，組織の
使命，理念，ビジョン，経営環境などに基づく中長期経営計画を策定す
る．」
（JIS 指針，P4）
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（2）ドラッカーの事業の定義：
「
『我々の事業は何か』を問うことは，トップ
マネジメントの責任である．
」
（
『マネジメント』上，P 96），「事業を定義す
ることは難しい．しかし，事業の定義があって初めて，目標を設定し，戦
略を発展させ，資源を集中し，活動を開始することができる．業績をあげ
るべくマネジメントすることができる．
」
（
『マネジメント』上，P 122）
・定 義の見直し：
「事業の定義も，やがては陳腐化し実効性を失う．」
（
『チェンジリーダーの条件』
，P56）
（3）活用の方向性：方針管理はトップマネジメントの役割を「組織の使命，
理念などに基づく中長期経営計画を策定する．
」
（JIS 指針，P 4）としてお
り，使命の「定義・再定義（見直し）
」には触れていない．「5 つの質問」は
戦略的な視点から，経営環境の分析結果等に応じて「組織の使命・理念・
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① 経産省開示資料・ドラッカーの組織構造等を受けて，企業の“しくみ”と
してのコーポレートガバナンス（CG）体制の要素（CG，内部統制，企業風
土等）を見直すとともに，4 つのサブテーマの相互関係も整理し，テーマ
全体の体系化に必要な項目の有無と内容を検討する．
（2）当研究のステップアップのために（課題 2）
① ドラッカーの「事業監査」と東証「CG コード」を踏まえた CG プロセスの
内部監査の試み
②「仕事の論理」と「労働の力学」の双方に沿った内部監査のあり方の研究
3）コーポレートガバナンス体制図と 4 つのサブテーマと今後の課題との関
係（下図）

ビジョン」のプロセスで，事業の定義・再定義のために活用することが
できる．
※：上記の1）以降の詳細は，学会HPの「NEWS」
．2018.1.5公開の「ドラッカー『マネジメント』
研究会 MSC実践研究部会成果報告書（第一期）2017年度 掲出」
（P51 〜）を参照．

Ⅲ．今後の課題
1.「相互レビュー」を踏まえた今後の課題
2017 年 8 月中旬に，部会として 2 日間にわたる「相互レビュー」を開催した．
その時の当研究に対する主な質問（一部回答含む）をもとに今後の課題をまと
めた．以下にその概要を示す．
1）相互レビューでの主な質問
Q 1：4 つのサブテーマの相互関係，及びテーマ全体をどのように体系化しよ
うとしているのか．
Q 2：
「内部監査の限界」は何か，どういうところか．その解決策とは何か．
Q 3：MSCとPDCAサイクルの違いの有無・関係をどのように捉えていますか．
A 2：ドラッカーは，
「人は，仕事の論理と労働の力学の双方に沿ってマ
ネジメントしなければならない．
」
（
『マネジメント』
（上，P 231）と．
統計的手法や PDCA サイクルは，
「仕事の論理」の一つです．MSC
は，（個人と組織の全体を包含する）
「労働の力学」に軸足を置き，
「仕事の論理」をも統合するマネジメントのフレームワークです．
2）今後の課題
レビューでの質問を受け，内部監査の視点から整理した今後の課題を以下に
示す．
（1）研究テーマ全体に対する振返り（課題 1）
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・課題 1：
企業の CG 体制の
要素の見直し等
・サブテーマ 2：
ドラッカーの言葉で
表現した企業風土の
監査項目
・サブテーマ 1：
CG コードとドラッ
カーからみる今後の
内部監査

企業
統治
（CG）
内部
統制

❶企業風土による規律

・課題 2
： CG コードを踏まえた
事業監査・
CG プロセスの内部監査の検討

（真摯、社会的責任、
自己目標管理、倫理等）

（監査役会）
（会計監査人）
（内部監査部）

（取締役会）❷経営者の監督
（社長）❸経営方針の策定

FB
（管理者）
❹上司の
fb▲ Ｐ
自己管理
▼

Ａ

Ｄ

（担当者）❺部下の

▲

Ｃ▼

自己管理

・サブテーマ 3：
〜Aim −PDCA 〜
MSC が，経営方針策定・浸透
のどのプロセスでどのように活
用できるか
・サブテーマ 4：
「経営方針策定･浸透の監査に
おける，MSC を活用した『正
しい問い』
」
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生き生きとした仕事で変革していくために
― 仕事の意味づけを考える

To reform society by work with passion：
Consideration of a definition of work

中野羊彦

Yoshihiko Nakano

（本会会員（「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」））

Summary
According to a recent investigation, a motivation to Japanese employee’s work is low
internationally. I show that a motivation is given by changing “the point of view to
work”, and consider about the way to change “the point of view to work”.

1. はじめに
（1）問題意識
「あなたは仕事が好きですか」
「仕事の改善に前向きに取り組んでいますか」
このような質問を受けた時，
「Yes」と答える人が何人いるだろうか．米国ギャ
ラップ社が 2017 年に公表した国際比較によると，日本で「仕事に熱意を持って
積極的に取り組んでいる」従業員の割合は，全体のわずか 6 %，調査した 139 か
国の中で 132 位と最下位に近いそうだ．
日本は，多くの課題を抱えながらも，課題解決が進まず，ある種の閉塞感が
漂っている．これから超高齢化時代を迎え，生産年齢人口が減少していく．今
こそ，仕事に関する意識を変えていかなければならないのではないか．
（2）これからは仕事をそのものが変化していく
最近，日本では，働き方改革が言われている．確かにこれからの変化のトレ
ンドを見ると，働き方を変えていかなければならない要因がいくつも存在す
る．
第一に「デジタル化」である．IT 化や AI
（人工知能）などの導入で，仕事のや
り方が激変する可能性がある．自動車の自動運転の開発により，無人運転車が
普及したりして産業構造が激変するかもしれない．経済予測や翻訳，会計業務
などの，パターン化しやすい仕事は，RPA
（事務用ロボット）や AI
（人工知能）
が肩代わりし，これらの職業の人たちは失職するかもしれない．今まで「野球」
をやっていた会社が，
「明日からサッカーをやる」と宣言するようなことが起
きる．
第二に「人生 100 年時代」である．超高齢化時代になるとか高齢者になって
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も働かなければならなくなる．ドラッカーの言う「第二の人生」ではないが，会
社を退職してからも働けるような，
「仕事の意味づけ」を考える必要性がある．
第三に「ダイバーシティ
（多様化）
」である．夫婦共働きが当たり前になり，雇

本稿では，これらを述べながら，折に触れてドラッカーの考えも参照したい．
これを読んだ人たちが，自分の仕事について考えるためのヒントになれば，幸
いである．

用形態や就業形態が多様化してくる．様々な仕事の形態を組み合わせる必要が
あるわけで，仕事そのものについて，やり方を見直す必要がある．
第四に「課題先進国としての自覚」である．日本は「高齢化」や「環境問題」

2. 仕事を「面白いことをやるもの」としてとらえる

などで，世界の先頭を走っている．日本が取り組むべき課題の先を走っている
国はない．お手本がない中で，自分の頭で考え，イノベーションを起こし，社会
を変革していく先進性が求められる．自分で仕事そのものを変革する必要があ
る．
今まで，会社で働く多くの人は，
「会社から言われた仕事を」を従順に「やる
べき仕事」としてやってきた．例え，つまらない仕事だと思っても，やるべき仕
事と思えば，黙々とやってきた．しかし，熱意が湧かず，自分から新しいことを
率先してやろうという意欲は湧かない．自分で箱を作って，箱の中に入ってい
るような人が多い．これからの日本社会を考えると，このような仕事の意識で
は限界があるのではないか．仕事に対する見方を根本から変えなければならな
いのではないか．
これからは，仕事を「会社から命じられた仕事」として見るのではなく，
「自
分がやりたいからやる仕事」
，
「エネルギーの出る仕事」として見る必要がある
と思う．自分が作った箱から出て，本当にエネルギーの出ることをやる．その
ためには，
「仕事の意味づけ」を根本から問う必要がある．
（3）本稿で述べたいこと
私は，会社に入って 40 年間勤務をしている，ごく普通のビジネスパーソンで
ある．ある大手企業の人材教育担当の子会社に勤務している．基本的には「会
社に命じられて仕事」をしてきた．従って多くの自営業者のような独立自営の
経験はない．
しかし，一方で，8 年前にドラッカーを読み始めてからは，私の仕事観は変化
してきた．また，私自身，会社の仕事として，従業員の研修業務を担当し，組織
で働く人たちの仕事支援について，いろいろ考え工夫してきた．そして，何よ
りも，今では私自身が，それまで勤務していた会社の契約社員になり，会社以
外でも色々な活動をするようになってきた．このような中で，「仕事の意味づ
け」について，いろいろ考えるようになってきた．ここでは，私が考えたことを
もとに，「組織で働く人が，仕事でエネルギーを出すための 3 つの視点」につい
て書いてみたい．
① 仕事を「面白いことをやるもの」としてとらえる
② 仕事を「想いを実現するもの」としてとらえる
③ 仕事を「成長を促進するもの」としてとらえる

（1）
「何が好きか」
「何が面白いか」が自分の強み
先ず，仕事を「面白いことをやるもの」として捉えてみよう．私は，これを
「自分の強みを活かすもの」として考えている．ドラッカーは，仕事に取り組む
場合の心構えとして「強みを活かす」を挙げている．
多くの場合，
「強み」と言えば，その人特有の能力やスキルを指す場合が多
い．例えば，
「自分は人の心を掴むのがうまい」
「自分は長時間根気よく仕事が
できる」
「自分は新しいアイディアを考えることが得意だ」といった能力を，そ
の人の「強み」とみる．
しかし，ここでは，より根本的な強みとして「自分は本当に何が好きか」
「何
を本当にやりたいか」を取り上げてみたい．世の中には，自分が熱中できるこ
と，没頭できること，好きなことがあるはずである．歴史小説を読むことかも
しれないし，テニスをやることかもしれないし，絵を描くことかもしれない．
また，自分の価値観も強みだ．
「誠実にふるまうことが大切だ」
「オリジナルな
ことをやることに価値がある」など．このような，興味や動機，価値観は，やり
たいことの源泉になっている．同じ仕事を遂行するにしても，「それをやって
面白い（興味）
」
「それをやると嬉しい（動機）
」
「それは自分の信条に合っている
（価値観）」が合う方が，
「内発的エネルギー」が出る．
ドラッカーは，「強み」を探すために，行動する前に予想を書き留めておき，
それと結果と比較して，自分が「予想以上にうまくいったこと」を「強み」とし
て捉えることを言っている．
「予想以上にうまくいったこと」というと，通常は
「能力的に秀でたこと」を思い浮かべる，しかし，私は，それだけではなく，
「自
分は何をやる時に充実感を感じるか」
「自分は何をやる時に熱中できるのか」と
言った「やりたいエネルギー」も，大きく寄与していると思う．
これから，RPA
（事務用ロボット）や AI
（人工知能）が普及してくると，あ
る程度手順が決まった仕事は，機械がやるようになる．人間は，まだ手順が決
まっていないような新しい仕事や，人間相手の複雑な仕事にシフトしていかな
ければならない．自分で，新たな課題を設定し仕事を開発しなければならない．
「ある種の能力」が強みと言ってみても，仕事が変化してくると，その必要な能
力自体も変化していくかもしれない．仕事を変革して自分を活かしていくため
には，先ずは，「何にエネルギーを注げるか」という「やりたいこと」が武器に
なる．
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（2）
「好きなこと」
「面白いこと」を分析する
では，自分の「好きなこと」
「面白いこと」をどのようにして見つけるか．先
ず，自分が「面白いと感じたこと」をリストアップして眺めてみるのが良い．し

仕事が多いことだろう．
「会社に行くのが嫌だ」と思っている人もいる．本当に
やりたくない仕事ばかりであれば，転職も選択肢の一つである．そのような仕
事であれば，自分の強みを活かせないからである．しかし，現実には転職に踏

かし，単にリストアップし，
「これしかない」というように考えると，好きだと
思う仕事の範囲が狭くなってしまう．やりたいことが仕事にできない．
「好き・面白いと感じたリスト」の背景にある共通の要素を分析することが

み切れない人が多い．また，仮に転職をしたとしても，転職が必ずしも解決策
にならない場合も多い．世の中には，自分の「やりたいこと」がよく分からず，
仕事が好きになる工夫もせず，単に仕事がいやで転職を繰り返している人がい

重要だ．これにより，いろいろな仕事に応用できるようになる．同じ野球が好
きといっても，バッティングが好きなのか，試合の駆け引きが好きなのか，仲
間とやるのが楽しいかによって，好きな要素が異なる．野球に限らず，「試合の
駆け引きが好き」という共通要素あれば，勝負ごと全般に応用できるし，「仲間
とやるのが楽しい」という共通要素があれば，勝負ごと以外に応用できる．

る．いわゆる「青い鳥症候群」である．
ここでは，仕事を「面白いことをやるもの」という意味づけをしているので，
今の仕事を「面白い」と意味づけする工夫を考えたい．考えられる工夫として
は，
① 今の仕事に自分の「好きな要素」を活かす工夫をする

例えば，私の場合の「共通要素」の例を出してみる．私の場合は，自分が好
きと感じたこと，楽しいと感じたエピソードとして，次のようなものをリスト
アップした．
① 中学時代，歴史の自由研究の宿題をやって必要以上にのめりこんだ．「江
戸時代の幕藩体制の崩壊プロセス」のレポートを書いて，先生に褒められ
た
② 大学時代，観察した事実を，多くのカードにそれぞれ 1 枚ずつ記述し，図
解化する KJ 法にのめりこんだ．そこで，この技法を習得するため移動大
学に参加した．図解化し，これをストーリー化するのが楽しかった．
③ 2000 年頃，まだ課長だった時代に，全社のビジネススキルの体系を組み

② 今の仕事を「好きなことをやる」前提として考える
③ 今の仕事を「好きな仕事の方向」に変革していく
などが考えられるだろう．
第一の，今の仕事に自分の「好きな要素」を活かすためにはどうしたら良い
だろうか．そのためには，先ず，「この仕事で何が求められているか」
「何のた
めに仕事をするのか」，仕事の要求内容と目的を明確にすることが重要である．
仕事の要求内容と目的を明確にして，それに自分の「やりたい強み」が活かせ
ないかを考えてみる．そして目標を設定して，一歩一歩改善していく．
例えば，上司から「会議の議事録を書け」と言われたとしよう．あまり面白
い仕事とは思われない．しかし，仮に，そこで求められていることが「出席し

立てるのが楽しかった．ほとんど独力で作り上げた
④ 研修の評価のレポートを書いて，書くことが楽しい．上司から褒められた
そこから「自分の好きなこと」の共通性を探り出してみた．すると，次のよう
な共通の要素が浮かんだ．

なかった人に，会議の結果と理由を伝える」ということであり，「私の好きな
要素」が，
「内容を分解し再構成すること」である場合には，この要素を使いな
がら議事録が書けるかもしれない．そして，議事録を配布した人の反応を見て，
更なる改善をすれば，仕事が面白くなるかもしれない．そうすれば，自分の強

① 対象を見る場合，個々の部分ではなく，常に全体を考えるのが好きである
② その中の構造を見極め，要素に分解し，再構成して，首尾一貫したストー
リーや体系にしようとすることに興味を持つ
③ 自分独自の切り口・オリジナリティを作ることにわくわくする

みを活かすことができる．
このようにして，今の仕事に「好きな要素」を活かす工夫をしているうちに，
自分に向いている新たな「強み」や新たな「面白い要素」を見出すかもしれな
い．

これらが，自分の楽しいことの共通の要素だと思った．どのような仕事に関
わらず，このような要素を使う仕事をすると，エネルギーが出てくる．これを
活かすような仕事を考えて，仕事を面白くしていけば良い．しかし，逆に言え
ば苦手なことも分かる．例えば，
「細かい所を突き詰めて，きちんと整理をす

第二の「今の仕事を『好きなこと』をやる前提として考える」ということも，
活かすことができる．そもそも，仕事は，
「好きなこと」と「つまらないこと」
とが，まぜこぜになっていることが多い．従って，「つまらないこと」を「好き
なこと」をやる前提として考えると，それなりにやる気が湧いてくる．例えば，

る」
「人の心を読むような対人折衝」などの仕事は，あまり好きではないし，得
意でもないことになる．

私は，あるドラッカー研究会の幹事の仕事をしているが，幹事の仕事自体は，
雑務でつまらない．私は事務が苦手である．しかし，
「研究会で議論をするこ
と」自体は，面白いことなので，事務をしながらも「わくわくすること」を考え

（3）仕事を面白くする
「好きなこと・やりたいことをやる」と言っても，実際には「やりたくない」

る．面白いことが効果的にできるように，事務の仕事で工夫する．そうすると
結果的に強みを活かしていることになる．
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第三が「今の仕事を『好きな仕事の方向』に変革していく」である．これか
ら，環境変化に合わせて仕事を変革していく場合には，第三の考え方「わくわ
くした仕事に変革していくということ」が本命であると思う．社内で能動的に，

このようなエネルギーで，ボランティアなどで活き活きと働いている人は多
い．会社でもそのような想いを持って働いている人は大勢いる．しかし一方で，
さほど明確な「想い」を持たずに会社に入った人も多い．多くのビジネスパー

自分にフィットした仕事をするように仕掛けていく．環境変化に合わせて，自
分の仕事を変革し，会社をリードしようと想えば，第三の考え方が重要になる．
なかなか，うまくいかないかもしれないが，そのような意識を持って仕事をす

ソンが，仕事を「自分の想いを実現するもの」として捉えるのではなく，「会社
から命じられたやるべきこと」として捉えているのも，このことに理由がある．
会社の中で，言われたことだけを淡々とやっていると「想い」を形成すること

るということだ．
私は，自分の親会社のある部門が，自分の会社の部門に統合された時，その
部門長になるように手を挙げたことがある．
「面白そうだ．やってみたい．
」と
思ったのだ．期待にたがわず，その部門にいた 2 年半は非常に充実していた．そ
の部門の統合・収支の立て直し，戦略の構築などに，自分の好きな要素「ストー

ができない．そう考えると，
「想い」を形成するためには，会社だけではなく，
外に出て，様々な活動で社会的な課題に触れることも大切かもしれない．私
も，実は会社以外の活動で，中小企業診断士の活動が「想い」を形成するのに役
立った．
しかし，意識の持ちよう次第では，会社の活動の中でも，徐々に「想い」を形

リー作り」が非常に役に立った．それまで勉強していた中小企業診断士の知識
も十分に活用ができた．

成することはできると思う．会社に入って仕事をする時，当初から，明確な「想
い」を持って入って来なくても，ローテーションなどで，いろいろな仕事を経

3. 仕事を「想いを実現するもの」としてとらえる

験し，仕事を通じて貢献を感じていけば「想い」を形成することができるので
はないか．

（1）
「想い」を形成するもの
次に，仕事を「想いを実現するもの」として捉えてみよう．この場合に参考に
なるのが，ドラッカーが書いた「教会の 3 人の石工」の話である．
教会を作る 3 人の石工がいた．1 人目の石工に，
「あなたは何のために石を積
んでいるのか」と聞いた所，
「生活の資を稼ぐために石を積んでいる」と言っ
た．2 番目の石工に同じことを聞いた所，
「石工としての腕を磨くために石を積
んでいる」と言った．3 人目の石工に同じことを聞いた所「後世に残る大聖堂を
立てるために石を積んでいる」と言った．ドラッカーは，3 人目の石工こそ，仕
事に対する正しい姿勢をとっていると言っている．3 人目の石工は，仕事の意
味を「
『後世に残る大聖堂を立てる』という想いを実現するもの」としてとらえ
ている．
「やりたい」エネルギーを出す要因の一つは，前節で説明した「好きなこと」
「面白いこと」
「価値観」である．しかし，実はもう一つ別の要因がある．それは，
どのようなことに貢献したいかという「貢献意欲」である．
よく他人の伝記などを読むと，ある大きな経験をして，
「それに関連したこ
とに貢献したくなった」という話が出てくる．例えば，子供の時に病気を治し
てもらった経験をして，他人の病気を治すために医学の道に入ったとか，環境
破壊で荒れ果てた地域を見て，環境問題で貢献したくなったなどの話が出てく
る．ドラッカーも 1930 年代のナチスの台頭を経験して，このような忌まわしい
ことが起きないように，組織のマネジメントの研究を志すようになった．これ
らは，ある出来事をきっかけにした「貢献への想い」である．この「想い」が大
きければ大きいほど，やりたいエネルギーが出る．そしてこの「想い」をもと
に，夢を描いている人も多い．

（2）今ある仕事から「想い」を形成する
実は，私自身も同じようなものだった．今の会社に入った時には，
「日本の基
幹産業を支えるメーカーに入って社会に貢献したい」という意識はあったもの
の，それ以上の具体的なイメージはなかった．非常に抽象的だったのである．
本当に，自分の仕事による社会貢献について，本気に考えるようになったのは，
50 歳代になって，ドラッカーを学び始めてからである．
多くの人は，かつての私と同じように，自分のビジョンやミッションと言っ
てもいきなりは出てこないだろう．最初から，大きな社会的貢献を考えるのは
難しい．先ずは，今ある仕事への貢献を考える．最初は，「周りの人にいかに役
立つか」でよいのではないだろうか．ドラッカーは，仕事を行う時，「貢献に焦
点を合わせる」ことが重要だと言った．先ずは，「チームへの貢献」や「顧客へ
の貢献」から考え，そこに，自分の強みを入れながら，自分が役立つことを考え
る．特に「顧客への貢献」が重要である．そして，会社の中で，色々な仕事を経
験していくことで，段々視野を広げていく．
そして，視野を広げ，次第に貢献の目線を高くしていく．仕事を段々大きな
目で，貢献を眺めていく．例えば，教会の石工であれば，一番低い目線は，「単
に壁を積むのに貢献する」という目線だ．次第に，目線が高くなると「信者が集
う教会を作るのに貢献する」となり，一番高い目線では「後世に残る大聖堂を
作るのに貢献する」という目線になる．そのような中で段々「想い」を形成し
ていく．そして，このように目線を上げていくと，自分の仕事だけではなく，自
分の勤務している会社の社会的意義を考えるようになる．ひいては，自分の想
いを会社を使って実現しようという気にもなる．
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私は，今，企業内の研修関連の仕事をしている．当初は，
「いかに研修に受講
者を集めるか」だけを考えていた．この時は部門の収益に対する貢献だけを考
えていたことになる．そのうち，「受講者や受講者の顧客に応援するためには，
どのような研修が必要か」を考えるようになり，顧客に対する貢献を本気で考
えるようになった．今では，
「会社の社会イノベーションが成功し，日本の課題
解決に貢献するためには，どのような学びの環境が必要か」まで，考えるよう
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の寿命のほうが人の寿命よりも長くなった」として，会社で働いた後に，第二
の人生を持って働くことを薦めている．会社自体が変化し，自分の仕事もまた
変化する以上，自分の想いを会社で実現させると同時に，会社以外の経路も考
えることが自然だろう．ただ，いろいろな経路で仕事をするにしても，「想い」
は統一していた方が良い．この「想い」は会社でいう「経営理念」にあたる．

になっている．これができれば会社にいろいろ提案ができる．それだけではな
く，このような「想い」が強くなってくると，次第に会社に関係なく，社会に対
する使命感を持つようになる．私の場合には，
「会社の仕事によって，課題解決

4. 仕事を「成長を促進するもの」としてとらえる

をする人たちの応援をする」という枠を超えて，次第に「働く人に成果と成長
をもたらす応援団になる」という考えが強くなった．

仕事を「修行の場」として考えることもあるし，「キャリアを向上させる場」と
して考えることもある．仕事で成長感・向上感を感じるとエネルギーが出る．
私は，仕事を「新しいことを学ぶ場」と考えたい．この場合に参考になるのが，
ドラッカーの「変化を機会にする」という言葉である．ここでは，仕事の変化の
機会を「成長の機会」と考える．

（3）様々な経路で想いの実現を考える
最終的には会社という枠を超えた「想い」を持ちたい．自分の「想い」を実現
するために会社を超えた様々な経路を作り，会社も一つの経路にするのだ．
例えば，私の「想い」の経路の体系は，次のようなものである．
働く人に成果と成長をもたらす黒子になる

会社の研修支援
研修の評価と改善
課長の学習指針の
ためのテスト作成

ドラッカーの啓蒙活動
フォーラム記事執筆
ドラッカー研究会の
幹事

中小企業の人達の支援

会社の業務を通じて
会社が行う社会イノ
ベーション貢献に
貢献する

ドラッカーを学習し，
ドラッカーに触発され
た自分の考えを広める

中小企業の人たちに
対してコンサルティン
グ活動や研修で支援
する

診断活動
研修活動

（1）予期しなかった変化に興味を持ち追究する
仕事の視点の最後として，仕事を「成長を促進するもの」として捉えてみる．

ドラッカーは，イノベーション（新しいこと）を起こす際に，「変化の兆候を
つかみ，これを新しいことを起こす機会にせよ」と説いた．そして，変化を掴む
目の付け所として，7 つの視点を挙げた．これらの視点の中で，ドラッカーが最
初に挙げているのが「予期せぬことの生起」である．これは，「何か予期しない
ことが起きた時こそ，変化が起きた時かもしれない．これを新しいことを起こ
す第一の機会とせよ」ということである．私は，このような変化に興味を持っ
て追究するのが，新しいことを起こす機会であると同時に，自分の成長の機会
にもなるのではないかと考える．
一つ私の例を挙げてみよう．最近，会社のある研修を見ていて「予期せぬ変
化」を感じたことがある．会社の研修の一つに，
「メディアで読み解くビジネス
トレンド」という研修がある．これは，新聞やネットなどを使って，ビジネス
のトレンドを掴む研修である．この研修の受講者アンケートを分析すると，次
第に受講者の評価のスコアが下がっていることに気づいた．いろいろ調べてみ
ると，研修の講師や内容自体は変化していない．その中で，受講者の評価が下

もともと，仕事を「自分の強みを使って他人に貢献するもの」と捉えれば，会

がっていると言うことは，受講者自体が変化していることになる．これは「予
期せぬ変化」である．そう思い，これに興味を持った．
更に，受講者のコメントなどを調べてみると，背景に意識の変化があること
が分かった．受講者は，当初は「ビジネストレンドの状況」を聞けば満足してい

社の仕事だけと捉える必要はない．いろいろな経路で仕事をしても良い．むし
ろ，会社の仕事よりも重要な仕事があるかもしれない．箱から出ることが重要
だ．
最近『100 年時代の人生戦略（ライフシフト）
』という本が出て話題になった．

たのが，それよりも，
「どうしたら，そのようなトレンドを掴むことができるの
か」その方法論に関心が移ってきたのだ．評価のスコアが下がってきたのは，
「トレンドの内容よりも，トレンドをつかむ方法を教えてほしい」という要望が
強くなってきたことが分かった．

これからは高齢になっても，社会的に何らかの貢献をするという本である．そ
うなると，会社をやめても働くことになる．ドラッカーは，
「歴史上初めて，人

他の研修でも調べてみると，どうやら「知識そのもの」よりも「知識の習得や
活用の仕方」に関心が移っているようなのだ．これは，新しい研修を考える機
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会であり，研修の改善を考える機会でもある．そして，私にとって新たに学習
する機会でもある．このように，変化を面白がって，興味を持って追究するこ
とが，成長の機会につながると思う．

問題は，どのようなテーマを選ぶかである．将来，
「自分に何が求められるよ
うになるか」
「自分の仕事をどのように変えていくか」変化を見越して，戦略的
にテーマを選ぶ必要がある．例えば，私の場合は，
「仕事で経営の知識が必要に

早速，私は研修の改善の提案をした．また，他の研修も，単なる「知識の提
供」だけではなく，
「知識の習得方法や活用方法の提供」という観点でも見るよ
うになった．これにより，新しいことを行えば，成長の機会になる．

なる」と思って，中小企業診断士の学習をした．
「個人の内面の教育が重要にな
る」と思って，コーチングの学習をした．やる以上は，体系的にマスターするま
で学ぶ必要があると思い，それぞれ中小企業診断士やプロコーチの資格を取っ

（2）仕事の変化を学習機会とし体系的に学ぶ
ドラッカーは，「私の人生を変えた 7 つの経験」という記事の中で，勉強方法
の一つとして「一時に一つのことに集中して勉強する」ということを説いてい
る．彼は，先ず一つのテーマ（統計学，日本画，中世史，経済学など）を決め，あ

た．ただ，私の場合は，「戦略的」と言うよりも，興味の赴くままに学習した面
はあるが．
テーマを選ぶ場合，単に，個々の仕事の必要性のテーマだけではなく，広く
ものの考え方の軸を作るものも，選んだら良いと思う．私が学習した上記の表
の中で，今でも本当に役に立っていると思うのは，中小企業診断士の資格取得

る一定時期を選んで，体系的に集中して勉強する方法をとっているという．こ
れは効果的である．

の学習と，ドラッカーの勉強である．中小企業診断士の学習は，ビジネスパー
ソンに必須の経営基礎知識の軸を作るのに役に立ったし，ドラッカーの学習は

私も，自分の仕事が変化した時，この変化を機会として，新たな学習テーマ
を決め，集中的に勉強してきた．この場合，大体半年から 2 年くらいかけて体系
的に勉強する．
下表が，私が学習してきた例である．いずれも，私の勤務している人財教育
会社で起きた仕事の変化と，新たな知識の必要性に応じて，それを機会に学習

仕事の考え方の軸を作るのに役に立った．ビジネスパーソン必須の経営基礎知
識や，ドラッカーのマネジメントの知識などは，個々のテーマ学習を行う基盤
として，是非学習したら良いと思う．

してきた．それは自分の専門力の強化に役立ち，またそれぞれが成長の機会に
なったと思う．

上記の，「予期せぬ変化を察知し追究すること」や「仕事の変化の必要性に応
じて体系的に学習すること」などは，非常に有効ではあるが，仮にこれが，自分
の会社や業界だけを学習しているだけだと，視野が狭くなる，結局変化を見る

年

代

人財教育のテーマ

私の仕事内容

私の学習

1990 年代後半

外部スキル研修

論理的思考・異文化コミュ 人 的資 源管 理
（外部 教育
ニケーション研修等の調査 講座 3 ヶ月他）
と導入

20 0 0 年頃

選抜者教育

選抜者用経営基礎教育研 中小 企 業 診 断 士
（ 資格取
修体系の立案と経 営基礎 得講座 2 年）
研修の開発

20 03 年頃

キャリア，エンプロ 先端大学からの，キャリア キャリアアドバイザー―講
イヤビリティ
開発研修の導入
座 （当該大学1年）

20 05 年頃

BASIC・若手教育

20 07年〜
20 09 年

リーダーシップ教育 新任主任研修・新任課長 インストラクショナル・デザ
研修の大改訂と教材作り イン理論（社内勉強会，大
学教授アドバイス6 ヶ月）

20 09 年〜
2014 年

グローバルリーダー グローバルリーダー用ビジネ ドラッカー学習
（大学集中
教育
ススキル研修体系の立案
講座受講，ドラッカー学会
勉強会）

2015 年〜

イノベーション教育

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

研 修 の 評 価・改善 提 案・ コーチング
（プロコーチ用
研修講師
講座 2 年）

（3）様々なことに興味を持ち，様々な人と付き合う

にしても，目の前にいる顧客や競合他社だけの変化を見ることになる．しかし，
これだけだと危険である．今やデジタル化やグローバル化で変化が激しく，い
ろいろな業界が入り乱れる状況になっているからである．また，社会の課題解
決を考える場合には，一つの領域だけではなく，色々な領域が密接に絡み合っ
ている．
従って，いろいろなことに興味を持ち，いろいろな人と付き合う必要がある．
そうすると察知する変化の質が変わってくる．世の中には，様々な研究会やイ
ベント，グループ活動にあふれている．自分も興味に合わせて，いろいろな活
動に出席したらどうかと思う．
例えば，私は，興味を持って，いくつかの勉強家に顔を出している．最近，あ
る社外のインストラクショナル・デザイン（教育の設計）の研究会に出た時，面
白いことを感じた．その研究会のテーマは，
「e ラーニングの活用方法」だった．
e ラーニングがテーマになっていたので，IT 業界の人が多いのかと思ったが，
面白いことに医療関係者が多かった．これは，私にとって「予期せぬ変化」で
あった．たぶん，医療業界は技術革新や変化が激しいので，e ラーニングに興味
を持っているのだろう．私は，これを見て，今後は医療業界の教育の動向に注
目しようと思った．
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また，社会起業家のビジネス提案コンテストも，見たことがある．面白そう
だったので，そのコンテストをのぞいてみた．すると，ある社会企業家から
「ゲーミフィケーション（ゲームを使った問題解決手法）」を事業化しようとい
う発表があった．彼は，ゲームの要素を様々な社会的な課題の解決に適用し
ようとしていた．これは面白い．この発表は，私が関係している企業内教育に
ゲームの要素を取り入れられないかを考える点で刺激になった．
私は，ドラッカー学会の中で，
「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」の
幹事をしている．これは，ドラッカーという「窓」から，現代社会の課題やトレ
ンドを考えようという研究会である．ここでは，様々な人がドラッカーの著作
を読みながら，自分の興味に合った発表をしている．これも自分の視野を広げ
るのに非常に役に立っている．
いずれにしても，興味を持って，様々な所に顔を出した方が，変化のトレン
ドを掴んだり，自分の協力相手を見つけるチャンスが得られると思う．

5. まとめ
以上，仕事のエネルギーが出るための，
「仕事の意味づけ」について，次の 3
つの視点で書いてみた．
① 仕事を「面白いことをやるもの」としてとらえる
② 仕事を「想いを実現するもの」としてとらえる
③ 仕事を「成長を促進するもの」としてとらえる
この 3 つの視点「面白さ」
「貢献の想い」
「成長」は，自分が自己実現する時に，
必要な 3 要素になると思う．
仕事のとらえ方は様々で，3 つの視点の力点の置き方は，人によって違うだ
ろう．仕事の意味づけについて，3 つの視点を同じ比重でとらえる必要はない．
視点の濃淡も様々であって良い．私の場合で言えば，「仕事を面白いものと見
たい」という比重の方が，
「想い」や「成長」よりも高いと感じる．いずれにし
ても，このうち一つの視点だけでもとらえることができれば，内発的エネル
ギーは出てくるのではないか．この論稿が，読者の仕事をとらえる際のヒント
になれば，幸いである．
【参考文献】
Drucker, P.F. 著（上田惇生訳 2006）
『現代の経営』ダイヤモンド社
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『プロフェッショナルの条件』ダイヤモンド社
榎本英剛著 2014『本当の仕事』日本能率協会マネジメントセンター
竹内義晴著 2014『「じぶん設計図」で人生を思いのままにデザインする』秀和システム
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【略歴】1978 年日立製作所入社，人事・勤労の業務に従事，1993 年に日立総合経営研
修所入所，以来日立グループ内の研修に携わる．関心領域は人的資源管理，組織
論．2011 年に 6 月にドラッカー学会に加入，特にドラッカーの知識社会論，知
識労働者の育成や活用に関心を持つ．「書評『経験からの学習――プロフェッシ
ョナルへの成長プロセス』の紹介」
（『文明とマネジメント』ドラッカー学会年報
（『文
vol.6），「ASTD に見るドラッカーの『知識労働者』の育成の潮流について」
明とマネジメント』ドラッカー学会年報 vol.8），「継続学習の方法についての考
察（ドラッカーの意見を活用して）」
（『文明とマネジメント』ドラッカー学会年
報 vol.9），「『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
「『責任と当事
活用して）」
（『文明とマネジメント』ドラッカー学会年報 vol.12），
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）」
（『文明とマネ
ジメント』ドラッカー学会年報 vol.13）
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“音楽教育の危機”
へのドラッカー的処方箋
The Drucker-like prescription to “crisis of music education”

大内孝夫

Takao Ouchi

（武蔵野音楽大学）

Summary
Music education is on the verge of the crisis which can also be called the precarious
situation fire now. But there are an educational effect and an economic effect which
should be startling in music education, and the loss cause big loss of the nation. Is
there a way of revival in music education? This, Drucker-like approach is tried to
ask.

1. はじめに
まず，筆者の思考のバックボーン及び立ち位置についてお話しておきたい．
筆者は一般大学卒業後，約 30 年間みずほ銀行員として会社員生活を送った．現
在は，勤務先である武蔵野音楽大学にて主として就活などのいわゆるキャリア
指導を行っている（現在 6 年目）
．従って，楽曲演奏や音楽理論，音楽教育に関
する専門性を持ち合わせている者ではない．
しかし，第三者であるからこそ見えてくることがあり，
「音楽教育を何とか
したい！」との強い思いから今回投稿させて頂くこととした次第である．
なお本稿は，個人として投稿するもので，勤務先の見解や利害とは独立した
ものであることを予めお断りしておく．
さて，筆者は音大勤務を通じ，現在では音大における教育にとどまらず，日
本の音楽教育そのものが危機的状態に陥っているとの認識を持つに至ってい
る．本稿ではその現状をリポートするとともに，筆者が考えるドラッカー的処
方箋の提示を試みることとしたい．
しかしこの危機のすそ野は広く，根は深い．解決は当然のことながら筆者一
人の手に負えるものでは全くない．是非ドラッカー学会会員のみなさまにも問
題認識をご共有頂き，
“音楽教育の危機”脱出に向けた取り組みにご支援賜れ
れば幸いである．

2. 音楽教育の危機
（1）音楽大学とその卒業生が直面する諸問題
音楽大学は，医者や弁護士，一流企業のサラリーマンなどの子女に人気の大
学であった．一般大学に比べ授業料は高いものの，教員とのマンツーマンレッ
スンが基本のため教員との距離が近く，良妻賢母になるための情操教育として

279

世間から高い評価を得てきたのである．
しかし近年，音大生の 9 割近くを占める女性のライフスタイルの大きな変化
によって，この状況は変わりつつある．というのも，かつて多くが卒業後数年
で結婚し，専業主婦になっていったが，現在ではこの道がむしろ例外に近く
なっているからである．この変化によって音楽大学はどのような問題に直面す
るようになったか，具体的に見ていくこととしたい．
■地殻変動を起こした婚活（注 1）環境
1980 年の 30 〜 34 歳女性の未婚率は 9 . 1 %（注 2）．当時は 9 割以上が結婚するた
め，人生設計も結婚を前提に立てられていた．企業や役所では重要な仕事はほ
（注 3）
ぼ男性に委ねられ，女性は事務中心で，結婚を機に“寿退職”
するのが当た
り前の時代．退職後はご主人の収入の範囲内で生活し，家庭を守ることが主な
役割だった．そのため社会で活躍するには制約が大きかったものの，生活に困

ることはまずなかった．
従って当時の女性にとっては「いいご縁」こそが幸せへのパスポート．音大
卒女性は，「深窓の令嬢」的イメージが強く，少額とはいえ演奏活動や音楽教室
講師などの収入があるため，一般大学卒生より有利な立場でこのパスポートを
手にすることができていた．
しかし，1986 年の男女雇用機会均等法施行と，その後の法改正や制度の定着
によって，この構図は大きく変化する．女性の社会進出に伴い，女性が経済的
に自立できるようになると，結婚が必ずしも幸せへのパスポートとは限らなく
なったからである．社会で活き活きと働く女性が増えるとともに，結婚の必要
性は薄れ，未婚女性や離婚が増加し，平均初婚年齢も上昇していった（注 4）．
そんな中，独身男性の女性を見る目も変わっていく．
「女性の社会進出」は経
（注 5）
に他ならず，その補
済規模の拡大しない日本においては「男性の地位低下」
（注 6）
完として独身男性は今や約 8 割が共稼ぎを希望
するようになっており，し
かも収入の安定した正規社員志向が非常に強い（注 7）．そのため非正規で収入が
不安定な音楽教室講師や学校の非常勤講師，演奏活動を行うフリーター等が多
い音大卒生は，これまで優位性を発揮できた婚活市場で苦戦を強いられるよう
になってきた．
■奨学金問題
もちろん家庭が裕福であればこれでも問題は生じない．しかし，昨今の音大
生の多くは一般企業や公務員などのサラリーマン家庭や中小自営業の子女で，
ギリギリの経済状態で進学しているケースが多い．
学費負担は一般大学より重く，金額的には年間 200 万円前後．経常収入で賄
えない家庭も多く，一般大ほどではないにせよ概ね 3，4 割の学生が奨学金の貸
与を受けている（注 8）．中には全額奨学金に頼る学生もおり，その場合卒業までの
受給総額は 800 万円前後となり，大学院進学の場合は更に多額となる．これを
背負って卒業し，返済を始めるが，非正規の仕事では中々厳しく，奨学金の延
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滞も発生している．
■カリキュラム問題
しかも，音大のカリキュラムにはビジネスに関連した科目が少ない．音楽専
門科目が多いのは当然としても，教養科目は文学，哲学，美学の類が多く，経
営，会計，マーケティングなどは極めて少ない．音大卒生は海外留学をするな
どで演奏技術を磨けば演奏依頼が来て生徒も集まると考える傾向があるが，現
実にはマーケティングや営業活動なしではいつまで経っても状況は変わらな
い．結果として，安いギャラでの演奏引き受けや，安い月謝でのレッスンが横
行し，全体の報酬相場の引き下げ要因にもなっている．
この点について，筆者の勤務する音大において 2017 年度から「会計学」を選
択科目とし，全学部生が受講できることとしたのは画期的といえる．しかし音
大全体としてみると，実学志向のカリキュラム改革への機運は，未だ盛り上が
りをみせていない．
■地方学生問題

円を下回るレベルである．ここから楽器の修理・調律費，楽譜代，交通費など
の経費を差し引いた可処分所得は，新入社員の初任給にも遠く及ばないのが実

また，音楽関係の仕事が東京に集中している関係から，卒業後東京に留まる
地方出身者も多く，彼らにはアパートの家賃支払いが生じる．奨学金を受給し
ていれば，家賃と奨学金返済でかなりの出費となる．必然，収入の少ない音楽

情だ．
しかも音楽教室講師の平均年齢は 50 歳前後（注 13）．50 歳以上の講師の多くは既
婚で経済的ゆとりがあるが，若い講師の多くは音大のカリキュラム問題もあり

関係の仕事では賄い切れず，親からの支援や他のアルバイト収入に頼ることに
なるが，親の定年・病気等による減収や，若い働き手を求めるアルバイト先の
事情等で，このような生活を長続きさせるのは難しい場合が多い．
■音大人気の陰り
20 代ではアルバイト求人が多いため，卒業直後にこれらの問題に直面するこ

経営感覚を磨けないまま教室経営を行っている．そのためこのままでは，あと
30 年もすれば指導者が本当にいなくなる危機に見舞われている．小学校教育
におけるプログラミング教育の導入も，新たな習い事として競合することにな
る．
かつて音楽教室講師は，生徒に「私のように音大に行って音楽教室の先生に

とは稀である．しかし，年齢を重ねるにつれて表面化し，思い余って音大の就
職課やキャリアセンターに相談に来る，という構図がここにある．しかし，そ

なるといいわよ」と言ったそうだが，今，音大を勧める音楽教室講師は非常に
少なくなっている．

の時点からの正規雇用の道は遠く，経済的に頼れる男性との出会いも望みは薄
（注 9）
という言葉
い．男性に頼らず活き活きと働く女性が増える中，
「女女格差」
が身に迫る問題となるケースも珍しくない．
このような状況を反映してか，音大人気には陰りが見える．1998 年に約

スポーツや語学，ダンス，陶芸に押され，生活ができる職業となっていない
音楽教室の悩みは深い．

5 ,500 人いた音大入学者は，2008 年に約 800 人減の約 4 , 700 人となり，その後の
10 年では 2 倍近い約 1 , 500 人が減った．2018 年，約 3 , 200 人（図表 1）．音楽学部
の入学定員充足率も 2018 年度で 88 . 0 % と，全学部平均 102 . 6％を大きく下回る
が，改善傾向はみられていない（注 10）．
（2）人気の習い事に押されがちな音楽教室
音楽教室といえば長らく女の子の習い事の定番として定着してきた．しかし
現在，習い事に占めるシェアは僅か 5 %，習い事市場約 2 兆円の中で 1 , 000 億円
に過ぎない（注 11）．今やダンス教室や陶芸教室の半分以下の市場規模である（図
表 2）
．音楽教室講師の数は 5 〜 7 万人と推定されるため（注 12），平均収入は 200 万

図表 1

（3）学校教育における音楽科の授業時間削減
文部科学省（以下，文科省）の学習指導要領は概ね 10 年に一度改定されるが，
改定のたびに音楽科は影が薄くなっている．1981 年からの改定状況を見ると，
小学校 1，2 年生，中学 3 年生を除く小中学生すべての学年で音楽科の授業が削
減された．小学 3，4 年 10 時間（年 70 時間⇒ 60 時間），5，6 年 20 時間（年 70 時間
⇒ 50 時間）
，中学 1 年 25 時間（70 時間⇒ 45 時間），中学 2 年 35 時間（＝半減，70
時間⇒ 35 時間）といった具合である．1981 年以来一貫して減り続けた小中学
校の授業時間数は，いわゆる「ゆとり教育」の見直しにより，2008 年の改訂で
大幅に増加したが，その際も音楽科は現状維持に終わっている．
2017 年の改定（2020 年実施）では，現状維持となったが，中学 2，3 年の年 35
時間は，週 1 回のミニマム時間といえ，今後の成り行きによっては廃止や選択
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億個近く多い
・ 学校教育の中で音楽の時間が減らされてしまうと，これまでは当然とされ
てきた子供の認知機能や感覚機能，あるいは言語機能などの発達に思いが
けない悪影響が出てくる恐れがある
本稿では脳科学的裏付けについて詳しく論じる紙面的余裕はなく，筆者もそ
の専門性を有するものではない．だが，このたった 3 つの古屋氏の指摘を読ん
だだけでも，脳科学的見地から，音楽教育は必要不可欠なものと感じられるの
ではないだろうか．
また，筆者は音楽教室関連の著作を手掛けている関係で，多くの音楽教室の
講師や生徒に取材を行っているが，最近その中で感じたことがある．それは，
我々はよく「ピアノと勉強を両立させている」という言い方をするが，この表

図表 2

（矢野経済研究所公表資料より）

科目化も視野に入るレベル感である．
冒頭述べたように，筆者は長年銀行に勤務しており，教育の現場から程遠い
ところに位置していたため，このような結果に至る過程の詳細は承知していな
い．しかし，これまで調べた文献等からは，音楽教育に関わる学会などの関係
者が，科学的成果や数値的根拠を基に授業時間数削減に抵抗した形跡はほとん
ど見受けられず，「日本の教育は知育に偏りがち」，
「芸術教科で心が豊かにな
る」などの観念的な主張が目立つ．なぜ後述するような音楽教育の必要性に関
する明確な論拠を示さなかったのか，素人ながら，はなはだ疑問に思うところ
である．

3. 音楽教育の必要性
以上，音大，音楽教室，学校教育を中心に音楽教育の現状を概観した．音楽が
教育として必要なものでなければ，これはこれでいいのかもしれない．しかし，
筆者は次の 6 つの観点から音楽教育は学校教育において必要不可欠であるのみ
ならず，音楽教育の衰えは国家的損失にもつながりかねないと危惧している．

現は間違いではないか，ということである．確かに時間的にはピアノの練習に
時間が割かれる分，英数国理社の学習時間は減る．しかし，ピアノを入れるこ
とで脳の発達が促され，「両立」ではなく，英数国理社の学習との「シナジー効
果」がもたらされているように思えてならないのである．
例えばある大手企業のピアノ社内サークルには有力なピアノコンクール（シ
ニア部門）優勝者が 2 人いるが，2 人とも東大卒である．また，若手の登竜門と
なっているピティナ・ピアノコンペティション最上級クラス「特級」の 2018 年
セミファイナリスト 7 名中 2 人が音大（卒）生以外で，東大大学院生と名古屋大
学医学部生であった（注 15）．このような現実を見せつけられると，単に「両立」さ
せているのではなく，ピアノの練習が英数国理社の学習に，また英数国理社の
学習がピアノの練習に強いプラスの影響を与えているのではないか，と考えざ
るを得ない．医者にピアノの達人が多い，との証言もあるが，それを裏付ける
ように東大には「東大ピアノの会」とは別に，「東大医学部ピアノの会」がある
という．
優秀な学生の中でも，特に優秀な学生にピアノ学習者が多いのはなぜか？
別な言い方をすれば，もしピアノをやっていなかったとすれば，今ほど学習面
で優秀ではなかった可能性があるのではないか ― 脳科学的に音楽教育の必要
性のエビデンスを積み上げるに際しては，この音楽教育と他教科とのシナジー
性，あるいは他教科への波及効果についても検証し，裏付けを取ることで，説
得力は更に増すものと思われる．

（1）脳科学的見地からの必要性
まず，学校教育として音楽を学ぶ最大の必要性は，脳の発達を促すことにあ
ると考えられる．この点について，最近の脳科学の研究から数多くのエビデン
スが示されている．ピアノに限定した内容ではあるが『ピアニストの脳を科学
する』
（古屋晋一著，春秋社刊）に詳しく，以下その一部の引用である（注 14）．
・ ピアニストとそうでない人の決定的な違いは「脳」にある
・ ピアニストは音楽家でない人よりも，単純に計算すると，小脳の細胞が 50

（2）事実教育偏重是正の必要性
日本の教育界では，明治時代の日本の教育に大きな影響を与えた H．スペン
サーの『教育論』に従い，教育を「知育」
「徳育」
「体育」に分けて考える関係者が
多いようだが，筆者は教育の分類について，「知育」，「徳育」に代えて，「事実
教育」
，
「価値教育」に分類すべきと考えている．この方が実態を表していると
考えられるからだ．
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に対し「価値教育」は，価値が高い（低い）
，芸術性が高い（低い）
，すばらしい
（すばらしくない）などの価値判断ができるようになることを支援する科目で，
音楽，美術などの芸術系科目や道徳などがこれに該当する．
価値観が多様化する現代社会においては，さまざまな「価値」を学ぶ必要が
あり，その意味で筆者は「価値教育」は欠くべからざる科目と考えている．ま
た，価値の有無，大小は人の感じ方によっても異なるもので，答えが 1 つしか
ない事実教育にはない教育効果があると考えられる．
「これは価値がある」と
は「教える」ことができないため，広く他の人々の意見を聞いたり，様々な本な
どで調べたりする習慣付けにもつながる．事実を知ることも大切だが，価値に
「気付く」ことも同じように大切である．
そのような文脈で考えた場合，ドラッカーが言うように，「企業の目的は顧

ビジネス

リベラルアーツ

顧客創造できる企業のイノベーション
（3つの領域を 結合 して差別化）
図表 3

〈反ドラッカー的リストリクション〉

差別的優位性

インテグリティ
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ロジック

アカウンタビリティ

大企業病の呪縛

コンプライアンス

身動きが取れなくなる リストリクション
（3つの領域の制約で雁字搦めとなり
大企業病を発症）

イノベーションとリストリクション

客の創造」

であり，それには「顧客にとっての価値」からスタートする必要
があるとすれば，日本の経済を支えている民間の活力を維持し続けていくに
は，未来を担う将来世代にもっと価値に関する知識や洞察力を身に付けさせる
（注 16）

べきことは明白である．この点は非常に重要なので，少し詳しくみていきたい．
ドラッカーは企業の基本的機能はマーケティングとイノベーションの 2 つの
みとするほどイノベーションの大切さを強調している．イノベーションは「技
術革新」と訳されることが多いが，ドラッカーは「顧客に新しい満足を生み出
すこと」と定義している．そしてそのために必要なものは，
「発見」よりも製品
やプロセスの「組み合わせ」であることが圧倒的に多い，と指摘している．この
考えに基づけば，イノベーションを生む土壌には，
「ビジネス」，
「リベラルアー
ツ」，そしてドラッカーがマネジメントに強く求めている「真摯さ」
（インテグ
リティ）の結合が必要であり（注 17），そのリベラルアーツの中核に位置するのが

人員を増やすところもあれば，減らすところもあっていいはずだが，同じタイ
ミングで大量採用に走ったり，今回のように大幅削減に乗り出したりしてい
る．これは答えが一つしかない英数国理社の受験科目で優秀な成績の人材ばか
りを集めた企業集団であるがゆえに，同じ事実から導き出される価値に違いが
生じず，同じ結論に行き着いたと考えられる．AI の導き出す結論が集積データ
の結果であることを考えれば，今後 AI 化の進展とともにこのような傾向は一
層強まりかねない．企業が“大企業病”に陥ることを防ぐ意味でも，
「価値教育」
は重視されるべきである．
このような現象は，経済学でいう「合成の誤謬」に似ている．国民一人一人に
とって「貯蓄すること」は合理的であるが，全国民が一斉に貯蓄に走れば，その
国は大不況に陥る．同様に，企業内の人材一人一人は優秀でも，その優秀さの

音楽を含む「価値教育」と考えられる．
そしてこの対極にある，価値教育の軽視が生んだ社会的病理現象が，いわゆ

集積として導き出された結論は，ベストからはほど遠いものとなるのである．

る“大企業病”ではあるまいか？
大企業の人材の多くは有力大学を卒業し，高度な「事実教育」を受けて企業
人となっている．「価値教育」については受験を含めほとんど施されていない

（3）音楽教育の経済成長への寄与
学習指導要領を決める教育課程審議会における委員の意見には，例えば「芸
術という教科の特性は，（中略）科学的な教科，言語的な教科と違って，数量で
割り切れない」などの発言が見受けられる．しかし行政府が，数値化できない，
実証できないものを採用することはまずない．国民への説明責任を担っている

場合が多い．そのため事実の積み重ねから生じる価値認識に違いが生じにく
く，論理（ロジック）
，株主への説明責任（アカウンタビリティ），法令等遵守
（コンプライアンス）の 3 つに大きく縛られることとなる．その結果，ライバル
企業との差別化こそ生き残りの生命線にもかかわらず，みな同じような行動を
取るのである．同じ「結合」でも，ドラッカー流のイノベーションではなく，反
．
ドラッカー的なリストリクション（呪縛）といえる（図表 3）
最近で象徴的な事象は，メガバンクのここ数年の大量採用と，2017 年終わり
に次々と発表された人員の大幅削減だろうか．企業それぞれの戦略によって，

中，国民に説明がつかないからである．従って，音楽教育の効果を数値的に示
すことは極めて重要で，特に日本経済に及ぼす影響となれば，その重要度も高
まる．この観点からのアプローチはできないものだろうか？
例えば最近大人向けの音楽教室が流行り始めている．しかし，その阻害要
因となっているのは，楽譜が読めない，音痴で恥ずかしい，など学校教育にお
ける基礎教育不足と思われる事象である（注 18）．そのため学校教育において，い
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わゆる「譜読み」といわれる読譜力を身に付けさせることができれば，大人に
なって音楽を習う壁は低くなり，社会人や中高年が音楽を学びやすくなる．こ
の経済効果は意外と大きい．

・ 肥満の 2 倍
特に日本の中高年男性は会社人間が多く，定年によって一旦社会から断絶さ
れることから，孤独になるリスクは極めて高いという．将来世代が現在の中高

「ヤマハ音楽教室」を運営するヤマハ音楽振興会のアンケート調査によれば，
20 〜 60 歳の大人の約 3 割が「機会があれば楽器演奏をやってみたい」と考えて
いるという．人口規模で約 1 , 500 万人．しかし，実際に通う大人の生徒は最大手

年男性と同じような孤独に巻き込まれないためにも，上記の大人の音楽教室通
いなどを奨励する必要があり，この点でも音楽教育は欠かせない．
■誤嚥性肺炎防止

のヤマハ音楽教室ですら約 11 万人（潜在人口の約 0.7％）に過ぎない．現在習っ
ている日本の大人の生徒数の統計はないが，これを仮に 3％（150 万人）として，
これをやってみたい層である 3 割，1 , 500 万人まで引き上げることができれば，
どれくらいの経済効果が期待できるだろうか？試算例を示してみたい．
音楽教育の経済効果試算；日本の GDP の約 0.7 〜 0 . 9％

また高齢化社会の進展とともに，誤嚥性肺炎が深刻な病となっている．肺炎
は日本人の死亡原因第 3 位であるが，後期高齢者の肺炎のほとんどは誤嚥性肺
炎だという．
誤嚥性肺炎は，嚥下の筋肉の衰えなどによって食べ物を飲み込む機能が低下
し発症するもので，予防策の一つとして嚥下の筋肉や肺の機能強化を図ること

（根拠）
・ 大人の生徒数の増加（3％⇒ 30％）
；1,500 万人－ 150 万人＝ 1 , 350 万人

が有効とのことである．嚥下と発声はほぼ同じ筋肉を使っているため，呼吸器
機能改善を促す有酸素運動や発声のトレーニングに予防効果が期待できる．そ

・ 想定月謝増（年間）
；平均月謝約 1 万円× 12 か月× 1 , 350 万人＝ 1 兆 6 千億
円
・ 楽器購入額（法定耐用年数 5 年）
；
平均購入楽器額 30 万円× 1,350 万人÷ 5 年＝ 8 千億円
・ 日本経済への寄与度；（1.6兆円＋0.8兆円）
／ 548兆円（2017年日本の名目GDP）

の意味では歌はもとより学校教育で使われる鍵盤ハーモニカ（注 21）などは非
常に有効といえそうだ．
実際そのような取り組みを行う自治体も現れている．福岡県古賀市では，
2015 年に鍵盤ハーモニカ 400 台を購入し，市民に貸出しているという．鍵盤
ハーモニカは管楽器と鍵盤楽器の機能を併せ持つため，呼吸器と手指両方のト

＝ 0 . 44 %
この約 0 . 44 % をベースとして，音楽への関心が高まることに伴う楽譜・CD・
音楽関連書やコンサートチケットなどの売上増加，音楽関連施設へのインフラ
投資などへの波及効果を 0.3 〜 0.5％程度見込めば，0 . 7 〜 0 . 9 % となる（注 19）．
各家計には予算制約があり，額面通りにはいかないかもしれないが，少なく
とも衰退産業に代わる新たな産業には十分なり得る．波及効果を見込まない
2 . 4 兆円ですら，習い事市場全体が 2 兆円規模であることを考えれば，いかにイ
ンパクトが大きいか，おわかり頂けるであろう．音楽教室を新たな産業として
創出する意味でも，学校教育における「読譜力」強化や音楽への慣れ親しみは
欠かせないはずである．

レーニングになるため，呼吸器機能の維持・改善と脳の活性化の両方の効果が
期待されている．
将来世代が高齢者になった際，このような音楽の健康サポート機能の取り込
みを容易にするためにも，音楽教育は必要である．
（5）他教科との関連付け
（注 22）
文科省は，
「新しい学習指導要領等が目指す姿」
の中で，「新たに獲得し
た知識が既存の知識と関連付けられたり組み合わされたりしていく過程で，
様々な場面で活用される基本的な概念等として体系化されながら身に付いてい

■世界一孤独といわれる日本の高齢者の孤独回避
高齢者の健康維持のために適度な運動が奨励されることは多いが，最近の研

くということが重要」と指摘している．これはごもっともである．では全科目
中，一番他教科との関連付けがなされている科目は何であろうか？ ― これこ
そまさに音楽である．是非音楽の教科書をご覧頂きたい．
「赤とんぼ」や「夏の思い出」などの歌詞は国語，外国語の歌曲や楽譜のアル
ファベット表記は外国語，日本の民謡や世界の音楽の分布地図は地理，楽曲が

究ではマイナスの影響が強いものとして「孤独」が注目を集めている．特にイ
ギリスではこのリスクが大きな問題となり「孤独担当大臣」が設置されたほど
である．孤独のリスクは，以下のようなものである（注 20）．
・ 1 日たばこ 15 本吸うことに匹敵
・ アルコール依存症であることに匹敵
・ 運動をしないことよりリスクが大きい

作られた時代背景は歴史，音の速度や高低，大きさは物理，音符や休符の長さ
は算数 ― といった具合に，ほとんど全ての教科と関連付いている（注 23）．音楽
の教科書に目をやると，日本地図あり世界地図あり，音に関する理科的解説あ
り，これほど他教科との関連性が高い科目は他にない．その意味で音楽は，英
数国理社などで習得した知識を様々な場面で活用したり，体系化して覚えたり
するのに最も適した科目といえ，その必要性は文科省方針からも論を待たない．

（4）長寿社会に対応するための必要性
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（6）生きる力の養成，情操教育，心の豊かさからの必要性
これまで教育課程部会などでなされた専門委員の主張の多くは，この 6 番目
の主張に属する．しかしこの主張に数値的裏付けは乏しく，教育効果の顕在化
事例も示されていない．そのため文科省が重要視する「現場主義」
，
「実証主
義」，
「説明責任」的見地からの重要度は，上記 5 点より低いと思われる．必要時
間数については他の教育との比較が必要であり，軽々なことは言えないが，ど
の学年も最低週 2 時間（年 70 時間）程度の確保を目指し，音楽教育の復権を考
えるべきではないだろうか．
なお文科省は，学習指導要領が重視する「生きる力の育成」には「確かな学
力」
，
「豊かな人間性」
，
「健康・体力」をバランスよく育む必要があるとしてい
る．しかし筆者に言わせれば，ここには重大な欠落がある．「経済的に自立でき
る力」である．特に未婚率，離婚率が上昇し，企業の浮沈も大きい昨今，結婚や
親の資産，勤務先など自分以外の経済力や組織に依存するリスクは高まってい
る．筆者としては学校教育全体として，この視座に立った教育改革の断行が必
要と考える．
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・ ひとりでの練習に耐え続ける孤独への耐性
・ 厳しいレッスンに耐え得るストレス耐性
・ 何事にも演奏同様の正確，丁寧な対応力
・ 言葉使いの丁寧さ，正しい敬語の使い方
・ 教員の言うことをまずは受け入れる受容性の高さ
ただこれらの強みに関し，本人たちはもとより，保護者，教員，職員など周囲
の者もほとんど気付いていない．まさにドラッカーが言うように強みには中々
気付けない状態にあった．そのため，
「強みを知る方法は一つしかない．フィー
（注 24）
ドバック分析」
との観点から，拙著『「音大卒」は武器になる』，『
「音大卒」
（注 25）
の戦い方』
の中で，これら音大生の素晴らしいスキル・能力のフィードバッ

クを行った．また，それを活かす場は必ずしも音楽業界に限らないことを併せ

4. 音楽教育復権に向けたドラッカー的処方箋

て示すことにした．両書は重版となる反響を呼ぶとともに，勤務先音大の一般
の企業への就職者割合を全体の 15％程度から 30％前後にほぼ倍増させる原動
力となった（注 26）．
また音楽教室の現状を改善するため，音楽教室講師が経営手腕を発揮できる
よう，
『「音楽教室の経営」塾』①，②巻を刊行した（音楽之友社刊）
．今後この

音楽教育界は冒頭で概観した音大，音楽教室，学校教育のみならず，楽器，楽
譜・CD・書籍，演奏会チケットなどの販売も低迷しており，業界全体として苦
境にあえいでいる．しかし音楽教育は，これまで見てきた通り非常に重要な教

著書を叩き台として，各音大において，卒業後に音楽教室の開業スキルを身に
付けられる「音楽教室経営論」の授業が創設されることを期待している．
更に本稿とほぼ同時期に，広く一般に向け音楽教室の魅力を伝えるための本

科であり，この流れを一刻も早く食い止めなければ，将来世代への思わぬ支障
となりかねない．まさに文科省が学校教育の目標として掲げる「生きる力」育
成の危機と考えられる．この事態打開のため，何かドラッカー的な処方箋が示
せないものか ― それが筆者の最近の問題意識であった．以下，これに関する
筆者の取り組みと今後の処方箋について考えてみたい．

を音楽之友社より出版する予定で，微力ながら音楽教室の盛り上げを図ってい
きたいと考えているところである．

（1）これまでの筆者の取り組み
筆者は音大職員として多くの音大生の思考傾向や行動様式を調査できる立場
にあったことから，まずはそこからスタートした．イノベーションを成功に導
くには「小さくスタート」せよ，というのがドラッカーの教えである．同様に，
「音大生の強みは何か？」の解明に神経を集中させた．特に音大教育の基本であ
る教員とのマンツーマンレッスンに注目すると，彼らは音大生固有ともいえる
さまざまな能力・スキルを身に付けていることに気が付いた．それは例えば，
以下のようなものである．
・ 大人とのコミュニケーション能力の高さ
・ 発表会や試験を期日に見立てて計画的に練習計画を組み立てるプロジェク
ト管理力
・ 常にオーディションなどで同級生たちと競争状態にある競争心

（2）今後必要とされる取り組み
■音楽教育界の負のスパイラル
このように，まずは一音楽大学の片隅で始めた音楽教育界のドラッカー的改
革であるが，冒頭述べた通り問題のすそ野は広く，根は深い．音大にとどまら
ず，楽器メーカー，楽器店，音楽教室，音楽関連出版社，コンサート興行関連会
社など，音楽教育に関わるすべての関係者が相互に影響し合いながら，負のス
パイラル現象が引き起こされているからだ．「音楽教室に生徒が集まらない」
⇒「（国内で）楽器が売れない」⇒「楽譜・CD・音楽関連書籍が売れない」⇒「コ
ンサートチケットが売れない」⇒「音大に学生が集まらない」…という負の連
鎖である．また音楽教育に関わる学会も，音楽の教育価値を国家に十分伝える
術を持たず，音楽の授業も風前の灯火状態にある．
この負の連鎖を食い止め，スパイラルをプラスに転換させるためには，ド
ラッカー的にどのような処方箋があるのだろうか？ まず考えられるのは，
「顧客とは誰か？」との問いかけである．これまで顧客とは，各セクター別に，
音楽教室……生徒，保護者
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楽器メーカー……楽器店，楽器購入者（学校，音楽教室，個人など）
楽器店……楽器・楽譜・CD・書籍購入者（学校，音楽教室，個人など）
出版社，楽譜・CD・書籍卸……楽譜・CD・書籍購入者（学校，音楽教室，個
人など）
音楽大学……学生，保護者
という具合ではないだろうか．それぞれが目の前の「顧客」獲得に必死で，そ
れ以外の顧客には目もくれていない．本来，ノンカスタマーこそ重要（注 27）なの
であるが，それは置き去りにされてしまった．
またいくつかある音楽教育の学会も，教育内容や指導法，音楽自体の研究に
熱心な一方で，音楽を産業として捉える視座に乏しく，各セクターの意見集約
や彼らへのアドバイス・提言機能を果たせてこなかった．これらの結果，音楽
教育界全体としてのパワーを発揮できず，地盤沈下が進んだのである．
産業・経済界に長く身を置いた筆者の目からすれば，非常に不思議に思うの
だが，音楽教育界全体としての業界団体がないのみならず，セクターの中にも
業界団体や協会すらない場合がある．これでは当局に対し，交渉力を発揮する
ことはできない．個別の企業や組織の利益には，当局は斟酌しないからだ．
このように顧客を見誤り，各セクターや個別団体がバラバラな動きをしてい
たことが原因であるとすれば，立て直しに必要なのは，まずは「顧客」の再定義
であり，次は業界の組織化である．そしてその際重要なのは，各セクター別で
はなく音楽教育界全体として俯瞰する，という態度である．
■顧客とは誰か？
では「顧客」の再定義にあたり，各セクターそれぞれがそれぞれの顧客であ
ることに気付く必要があるが，
「最大の顧客」となると誰であろうか？
そのヒントは株式市場にありそうだ．株式の売買には「国策に売りなし」と
いう，国が行う政策でメリットを享受できる企業の株を買え，との格言がある．
そこから敷衍すれば，音楽教育を危機から救う鍵となる最大の顧客は国家（文
科省）ではないだろうか？国家に音楽教育の価値を感じてもらい，その必要性
を理解してもらう，国家が音楽教育の必要性について国民に十分な説明責任を
果たせるよう情報を提供していく ― そこに“音楽教育の危機”を救う処方箋
がある，と筆者は考えている．
では何が「国家にとっての価値」となりうるか？それは項番 3 でみてきた「音
楽教育の必要性」の中にあるはずである．これらの検証をさらに進め，国家に
とって「価値ある」とアピールすべきだ．そのためにも組織化が急がれるとこ
ろであるが，組織化には当初各セクターの利害が対立しやすく，時間を要する
ことも考えられる．当面は，既に文科省との折衝窓口になっている学会や音楽
教育団体がとりまとめ役となり，訴えかけていくことが現実的かもしれない．
とはいえ，これまで長年音楽教育の授業数は削減され続けており，小中学校
の音楽教育の選択科目化の議論もあったほど音楽教育不要論には根強いものが
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あると聞く．うまく上記の流れができたとしても，すぐに「そうか，理解した」
とはならないであろう．このような場合，やはり必要となるのは実績である．
では国家が「価値あり」と感じる実績 ― 成果はどうすれば挙げることができ
るのだろうか？
■音楽教室の役割
ヒントは明治時代の日本の近代化に果たした寺子屋の役割にあると考える．
「読み書きそろばん」に該当する音楽教育の原点，それは音楽教室である．江戸
時代，街中の寺子屋で庶民教育が行われたことが近代日本の礎を築いたよう
に，街中の音楽教室が活性化すれば，音楽教育界全体も活性化する ― ここに
音楽教育界復権の鍵はあるはずだ（図表 4）．
音楽教育界全体として音楽教室支援・育成の動きが広まれば，音楽教室とい
う一つの産業が潤う．その波及効果として，教室の講師需要は高まり，生徒用
の楽器・楽譜・CD・書籍が売れ，音楽大学にも学生が集まるようになる．コン
サートも盛んになり演奏家として食べていける人も増える，更に生徒は増え…
というプラスのスパイラルのメカニズムが働くはずである（図表 5）．
■音楽教室の市場規模目標
このような流れを作れるよう，施策を立案・推進し，早急に成果につなげる
必要がある．具体的には，習い事市場における音楽教室の市場規模拡大であり，
その結果もたらされる日本の GDP への寄与，高齢者の「つながり」促進，「価
値教育」の重要性の国民的共有である．現在，音楽教室の市場規模は 1,000 億円
に過ぎないが，陶芸などのアート教室約 2 ,600 億円，ダンス教室約 2 ,300 億円で
あることを勘案すれば，次の学習指導要領改訂を視野に 5 〜 7 年程度の取り組
み期間を設定し，2,000 億円（生徒数 85 万人⇒ 170 万人）程度までの規模拡大が
当面の目標となろうか（注 28）．先に述べたヤマハ音楽振興会の試算で楽器をやっ
てみたい大人 1 , 500 万人には遠く及ばないが，それでも第一歩にはなり得る．
このような成果がもたらされ，音楽教育は産業化できるとの認識が広まれば，
自ずと学校教育における音楽科の授業時間数回復も期待できるようになるだろ
う．
■音楽教育界の組織化
最後に音楽教育界の各セクターを越えた組織化である．できれば音楽教室支
援・育成の名のもとに早急に組織化し，支援・育成体制が整うことが望ましい．
（注 29）
現在音楽教育界は「JASRAC 問題」
で揺れているが，一方でこれを機に業界
団体を持たない音楽教室業界が，結束して JASRAC に対抗する組織を作って
いる．現実的にはこれを足掛かりに業界団体化を進めて結束力を高め，学会，
楽器メーカー，楽器店，出版社，音楽大学等にも働きかけを行い，音楽教育界全
体を組織化することが最も近道のように思われる．
また音楽大学も，日本私立大学協会の枠組みの中で，その一員として組織化
されているに過ぎず，音楽大学としての独自組織を持っていない．しかし一般
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る（注 30）．
なお，組織化はあくまで手段であって目的ではない．音楽教育界にとって最
大の顧客である国家に「顧客にとっての価値」を感じてもらえるならば，必ず

楽器メーカー

コンサート
関連会社
支援・育成

学校教育において価値
ありとされるもの

支援・育成

楽器店
音楽教室

・脳の発達支援

貢献

支援・育成

・価値教育の重要性再
評価
・日本経済への貢献

支援・育成

音大

支援・育成

・高齢化社会対応
など

出版社
果

成

1. 日本の教育水準アップ
2. 学校の音楽授業時間数回復
3. 音楽教室市場の拡大
⇒音楽教室の産業化
4. 音楽の運動に勝る長寿効果へ認識浸透
⇒音楽関連の国家予算増加
5. 音楽文化の一層の浸透
図表 4

音楽教室支援・育成から期待できる効果

音楽教室の
活性化
コンサートに
人が集まる！

好循環の
スパイラル

音大生が
増える！
図表 5
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楽器が
売れる！

楽譜が
売れる！

音楽教育界の好循環スパイラル

大学とは授業料水準や卒業後の進路状況が大きく異なるため，音楽大学が視野
にある高校生は，進路選択の際，
「〇〇音大か，××音大か」の選択の前に，
「音
大か，一般大か」との選択に迫られる．その際，音大を選択してもらえる取り組
みを音大全体として行うためにも，組織化ないしは協力体制構築が不可欠であ

しも組織化にこだわる必要はないだろう．しかしその場合でも，音楽教育界が
全体としてまとまって国家と対峙するための仕組みや代替手段は不可欠であ
る．
このまま手を拱いていれば，やがて次に予想されるのは音楽教育の“危機”
から“破綻”への移行である．音楽教育を失ったことに起因する将来世代の機
能障害が，もし脳科学者の懸念通りであったとすれば，その国家的損失は計り
知れず，かつ取り戻し不能であることを，国民は強く認識すべきである．
【注】
（注 1）結婚相手を見つけるための活動のこと．かつては「合コン」
「合ハイ」
「お見合い」などの
言葉があったが，昨今は「婚活」が名称として一般化した感がある．
（注 2）総務省「国勢調査」による．ちなみに 35 〜 39 歳では 5 .5 % で，40 歳までに大半が結婚し
ていたことになる．
（注 3）今やほぼ死語となったが，結婚を機に退職すること．
（注 4）平成 27 年総務省「国勢調査」によれば，30 〜 34 歳，35 歳〜 39 歳女性の未婚率はそれぞ
れ 34.6%，23.9%．平成 28 年厚生労働省「人口動態統計」による 2016 年の初婚件数に対
する離婚件数の比率は 34 . 9 %
（初婚約 62．1 万件，離婚約 21 . 7 万件），女性の平均初婚年
齢は 1980 年 25 .2 歳，2016 年 29 .4 歳で，この間 4 歳以上上昇している．
（注 5）具体的には男性の企業内ポストの減少や，女性に昇進機会を奪われての年収の伸び悩
みなど．
（注 6）拙著『
「音大卒」は武器になる』P．85 〜 86 参照．最近のデータでは，例えば明治安田生
命生活福祉研究所が 17 年 8 月 28 日に発表した「25 〜 34 歳の結婚についての意識と実
態」では，未婚男性の 77 .2％が共働きを希望している．
（注 7）平成 25 年版「男女共同参画白書」
（内閣府，第 1 －特―27 図）による女性の結婚直前の就
業形態は，正規社員 64 .2 %，非正規社員 29 .2 %，その他 6 .5 %．
（注 8）平成 28 年「学生生活調査結果」
（日本学生支援機構）によれば，日本学生支援機構の奨
学金受給率は大学（昼間部）48.9%，修士 51.8%，博士 56.9%．正確な数字の把握は困難
ながら，音大は全体平均より 1 〜 2 割程度低いと思われる．
（注 9）これをタイトルとした本に，橘木俊詔著「女女格差」
（2008 年 東洋経済新報社刊）が
ある．
（注 10）音大入学者数は，文部科学省「学校基本調査」における「音楽学部」入学者数を適用．
また入学定員充足率は，平成 29 年度「私立大学・短期大学等入学志願動向」
（日本私
立学校振興・共済事業団）による．
（注 11）2015 年度矢野経済研究所「お稽古・習い事サービス市場徹底調査 2016 年版」による
（拙著『「音楽教室の経営塾②』
【実践入門編】P.116 参照）．
（注 12）総務省「平成 26 年経済センサス ‐ 基礎調査」による音楽教授業の事業所数は 20 , 325
事業所で，従業者数は 41 , 489 人．音楽教室には，事業所を持たない出張レッスン形態
があり，小規模で統計では把握されていない教室も多く，全日本ピアノ指導者協会
（ピティナ）等へのヒアリング調査等から，実際の音楽教室従事者は 5 〜 7 万人いると
推定される．
（注 13）会員数 1 万 5 千人以上を誇る全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）会員の平均年齢
49 . 3 歳（拙著『「音楽教室の経営塾①』
【導入編】P. 22 参照）．
（注 14）同書 P. 5，P. 12，P. 83 〜 84 より．
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（注 15）東大院生はファイナルの 4 名に残り，他の 3 名の音大（卒）生を凌ぎグランプリに輝い
た．
（注 16）
『マネジメント［エッセンシャル版］』
（P. ドラッカー / 上田 惇生編訳，ダイヤモンド社
刊）より．以下この項のドラッカーに関する記述も同様．
（注 17）この考えは，音楽之友社の編集者酒井まり氏との著書出版に関する議論の中で生まれ
た．酒井氏の着想によるところ大である．
（注 18）2018 年 1 月 30 日『ヤマハ大人の音楽レッスン記者発表会』発表内容及び筆者ヒアリ
ング調査による．すぐ後のヤマハ音楽振興会調査結果も同記者発表会発表内容によ
る．
（注 19）音楽教室の月謝，楽器代はヤマハ音楽振興会や各楽器店へのヒアリングをもとにした
筆者推計．
分析精度は高いとは言えないが，経済に与えるインパクト度合に大きな狂いはないと
考える．
（注 20）
『世界一孤独な日本のオジサン』
（岡本純子，角川新書刊）
P. 42 〜 43．アメリカ・ブリガ
ムヤング大学ジュリアン・ホルトランスタッド教授の研究結果より．
（注 21）一般にはピアニカ，メロディオンなどの商標名で呼ばれることが多い．最近は略称で
ある「ケンハモ」という呼び名も一般化しつつある．
（注 22）平成 27 年 9 月 14 日開催，初等中等教育分科会（第 100 回） 配付資料より．
（注 23）音楽教育の他教科との関連付け及び学習指導要領改訂の議論については，長年音楽教
育界に携わる小野慎也氏より多くのご示唆を頂いた．
（注 24）
『プロフェッショナルの条件』
（P. ドラッカー著上田 惇生編訳，ダイヤモンド社刊）よ
り．
（注 25）それぞれ 2015 年，2016 年，いずれもヤマハミュージックメディア社刊．
（注 26）この他の進路は概略，自衛隊やフリー演奏家などの演奏活動が 1 〜 2 割，小中高教員
と音楽教室がそれぞれ 1 割，大学院等進学が 2 割，アルバイトその他 1 〜 2 割（年度ご
とに変動あり）．
（注 27）
『チェンジ・リーダーの条件』
（P. ドラッカー著上田 惇生編訳，ダイヤモンド社刊）よ
り．
（注 28）前出（注 11）に同じ．生徒数は，平均月謝 1 万円として推計．
1,000 億÷（1 万× 12 か月）≒ 85 万 2 , 000 億÷（1 万× 12 か月）≒ 170 万
（注 29）2017 年に日本音楽著作権協会（JASRAC）が，音楽教室での演奏にも著作権料を徴収
するとの方針を発表し，音楽教室側が一斉に反発している問題．音楽教室サイドは
「音楽教育を守る会」を結成し，JASRAC を相手取った訴訟を東京地裁に提起してい
る．
（注 30）本稿では前半に「音楽大学とその卒業生が直面する諸問題」について記述している．
しかるにその解決策が音大連携のみでは，一職員の立場とはいえ音大に籍を置く人間
として無責任との謗りは免れないだろう．音大には本文で述べた通り優れたスキル・
能力が身に付く教育があり，「音大卒は武器になる」との考えが筆者の立ち位置であ
る．従って，音大の衰退も国家的損失につながりかねないと考えている．この問題の
「ドラッカー的処方箋」は，別途披露する場を探っていきたいと考えるところである．
【参考文献】
・文部科学省『教育課程部会』議事録（特に平成 10 年学習指導要領改訂関連）
・『ピアニストの脳を科学する』
（古屋晋一著，春秋社刊）
・『世界一孤独な日本のオジサン』
（岡本純子著，角川新書刊）
・『マネジメント』
（P. ドラッカー著上田 惇生編訳，ダイヤモンド社刊）
・『プロフェッショナルの条件』
（P. ドラッカー著上田 惇生編訳，ダイヤモンド社刊）
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・『ネクストソサエティ』
（P. ドラッカー著上田 惇生編訳，ダイヤモンド社刊）
・『チェンジ・リーダーの条件』
（P. ドラッカー著上田 惇生編訳，ダイヤモンド社刊）

【略歴】 1960 年生まれ．慶應義塾大学経済学部卒業後，富士銀行（現・みずほ銀行）入
行．証券部次長，仙台営業部副部長，いわき支店長などを歴任．2013 年より武蔵
野音楽大学にてキャリア指導を担当，会計学講師兼務．全日本ピアノ指導者協会
（ピティナ）正会員，ドラッカー学会会員，日本証券アナリスト協会検定会員，宅
建士（資格取得）．
2018 年度より名古屋芸術大学特別客員教授就任予定（現職と兼務）．
（主な著書）
・『「音大卒」は武器になる』
（ヤマハミュージックメディア /2015.1）
・『「音大卒」の戦い方』
（同上 /2015.12）
・『大学就職課発 !! 目からウロコの就活術』
（音楽之友社 /2016.6）
・『3 日でわかる〈銀行〉業界』
（日経 HR，執筆協力 /2016.11）
・『「音楽教室の経営」塾』①【導入編】，②【実践入門編】
（音楽之友社 /2017.4）
・『日経キーワード 2018-2019』
（日経 HR，執筆協力 /2017.12）
（関心領域）
キャリアデザイン，音楽教育，音楽教室経営，マクロ経済学，不動産投資論他
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い企業がまるで生命体のように自らの意思で自主的に経営し，高いパフォーマ
ンスをあげている，そのような事例を世界中から収集・分析し，紹介している．
そしてまた，「進化型（ティール）組織」への発達の過程を人間の意識の変化
と結びつけてとらえ，現在の世界観からは解決できない人生の大きな試練に対
して問題を無視するアプローチでなく，問題を解決するための複雑な視点を
持つように自身が成長するアプローチをとることで，それをきっかけにして人
は，そして組織もまたより複雑な段階に発達するととらえている．

Summary
Drucker emphasizes the importance of self-management in various parts of the work,
in particular “The Effective Executive”. I selected several books and compared and
examined them. And I considered the self-management in the future era.

はじめに

（3 つの突破口（ブレイクスル―）
）
① 自主経営（セルフ・マネジメント）
② 全体性（ホールネス）
：自分を押し殺して職場の中での役割を演じるので
はなく，自分をさらけ出して職場に来ようという気にさせるような一貫
した慣行の実践

ドラッカー亡き後すでに十数年が経過し，現代社会はますます変化の激し
い，激動の中にある．ドラッカーから受け取ったもの，影響度の度合いは人そ
れぞれ異なるが，世界中の人がより良い世の中にするために日々努力しながら

③ 存在目的：組織はそれ自身の生命と方向感を持っていると見られており，
組織のメンバーはそれに耳を傾け，理解することで組織とともに変化し
ていく

現在を迎えており，個人が成果を出すためにはセルフマネジメントが重要であ
ることは現代社会において周知のことと思われる．
この点について端的に又は直接的に表現していると思われる書籍をピック

* ここで，
「3つの特徴」などの表現ではなく「3つの突破口」となっているのは，著者が調査
した事例の中でも，3点ともに満たしている会社もあれば，その中の一つ又は二つが当ては
まる会社もあったからであると思われる．

アップし，検討を加えることで，これからの時代のセルフマネジメントについ
て考察するのが本稿の目的である．

1. 選択した本の概要
本稿では以下 3 つの書籍を選択した．
①『ティール組織』
②『BCG 経営コンセプト』
（2 冊）
③『7 つの習慣』
それぞれ選択した理由は以下のとおりである．
1 . 1 『ティール組織』を選択した理由
選択した直接的な理由は，本の中で取り上げられている先駆的な「進化型
（ティール）組織」の 3 つの突破口（ブレイクスルー）の中の一つがセルフ・マネ
ジメント（自主経営）であるためである．
なお，実際のところは，ドラッカーのいうセルフ・マネジメントは個人が自
分で自分を律することで，
『ティール組織』のいうセルフ・マネジメントは組織
が自主的に組織の階層やコンセンサスに頼ることなく仲間との関係性の中で動
いていくことを意味している．
本書で「進化型（ティール）組織」は変化の激しい時代において，生物ではな

1 . 2 ドラッカーとの関連
本書の中の多くの箇所でドラッカー的な表現は見られるが，直接的に引用し
ている箇所は（もれはあるかも知れないが）以下の 2 カ所である．
・ P 17：混沌とした時代に最も危険なのは，混沌そのものではなく昨日と同
じ論理で行動することだ．
・ P 486：未来についてわかっている唯一のこと，それは現在とは違うとい
うことだ．未来を予測しようとすることは，夜中にライトをつけず，後ろ
を見ながら田舎道を運転するようなものだ．未来を予測する最善の方法
は，それをつくることである．
一つ目は昨日と現在，二つ目は現在と未来は違う旨が示され，いずれも変化
に対応して上で行動することの重要性を強調している．
なお，ドラッカー的な考え方との大きな違いとして，組織を変革しよう，変
革に挑戦しようと意識的に取り組むのではなく，
「変革は自然に起こるもので，
しかも組織は常に変化し続けると考えられている（1）」
．ことがあげられる．
1 . 3 『BCG 経営コンセプト』 を選択した理由
本書は，世界のトップコンサルティンググループである BCG（ボストン
コンサルティング グループ）の，BCG ジャパン設立 50 周年企画本であ
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り，構造改革編（イネーブルメント）と市場創造編（イノベーション）の 2 冊で
構成されている．
本書（構造改革編）の前書きにあるとおり，
「BCG という世界を代表するコ
ンサルティングファームが提供するサービスの進化は，そのまま，現代の経営
者の経営ニーズの進化を反映しているという仮説に立てば，BCG の進化のスタ
ディはそのまま経営ニーズの進化のスタディになり得る」とも考えられ，それ
は同時に世界中のトップ企業へのトップコンサルタントとしても活躍していた
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第 1 の柱である組織能力の特定では，クライアントのすでに保有している能
力を洗い出し全体像を見定めた上で，どのような能力をもった組織にするかと
いうゴールを設定する．そして，ゴール達成に向けた道筋（ジャーニー）とし
て，イネーブルメント・プログラムを策定する．
第 2 の柱であるスキル構築では，従業員の適切な能力向上のためのその企業
独自のトレーニングを開発し，一部の従業員がトレーニングを受講し日常業務
において実行し，彼らが今後社内メンバーに教えていくという「ラーン・ドゥ・
ティーチ」のプロセスをつくり込む．
この点，ドラッカーも「教えること」は貢献の能力向上のための最高の方法
の一つとしている（2）．

ドラッカーが仮にコンサルタントを続けていたら提供していたであろうサービ
スに近いところもあるのではないか，という仮説にもとづき本書を選択した．
1. 3 . 1 「構造改革編（イネーブルメント）
」編の主な内容
「イネーブルメント」は，BCG の新しいクライアント支援のあり方であり，
「できるようにする」を意味する enable をもとに，クライアントが自律的に戦

第 3 の柱は，第 1 と第 2 の柱を組織に定着させるための「ビジネス・プラット
フォーム（組織としての仕組み）をつくることである．稟議書・会議・裁量権

略や施策を立案・実行するために必要な組織能力獲得の支援を目指すものであ
る．
BCG は創業当初から現在に至るまで，かつての「戦略ブティック」と呼ばれ

限など旧態依然としたプラットフォームのせいで失敗してしまうことを避ける
ために，適切なツール，適切なインセンティブ（評価）を用意し，事業が円滑に
進むような仕組みを整えるのである．

た時代から，社会環境の変化，クライアントのニーズの変化を読みとり，以下
のように進化してきている．

本書では，上記以外にもいくつかの今日的かつ重要な経営テーマが取り上げ
られているが，ここでは項目のみの紹介にとどめる．
第 2 章 プライシング - 顧客の信頼を失わない巧みな値上げ
第 3 章 スマートデザイン - 組織設計の新しいアプローチ
第 4 章 調達コスト削減とリーン・オペレーション - 継続的にコスト削減・効

クライアント支援の範囲

創業 1963 年〜

1980 年代半ば〜

2010 年頃〜

戦略を立案する

戦略を立案する

戦略を立案する

図 1 . BCG のサービスの変化

キーワード
“戦略”

先約を実行して
成果を出す

先約を実行して
成果を出す

“MAKE IT
HAPPEN”

自ら戦略を立案・
実行し、成果を
あげられる組織
能力構築

第5章

率化を続ける企業体質をつくる
ポートフォリオ再構築 -「買収・統合・売却」巧者となるために必要

第6章

なもの
トランスフォーメーション - 企業の将来を変えるための再起動

1 . 3 . 2「市場創造（イノベーション）編」の主な内容
この本では特にイノベーションについて定義することからはじめてはおら
“ENAMBLEMENT”

（同書 11 P より）

イネーブルメントは従来のコンサルティング・プロジェクトから生まれる価
値は時間の経過とともにじわじわと低減していく場合に，その効果の低減を企
業が自力で食い止め，上昇にもっていけるようにすることである．
イネーブルメント・プログラムは「カギとなる組織能力の特定」
「スキル構築」
「ビジネス・プラットフォームの構築」という 3 つの柱で取り組まれる．

ず，会社に大きな成果をもたらすもの，特に新しい市場を創造するくらいに大
きな変化をもたらすような，経営者を悩ますテーマについて提供するソリュー
ションとともに解説を加える構成になっている．
トップコンサルティングファームだけに対象は基本的に大企業であるため，
ベンチャー企業というよりは既存の大企業が大きな課題を乗り越え，更なる成
長・発展へ進むための道筋という観点から捉えられるものである．
章立ては以下のとおりである．
第1章
第2章
第3章

 ローバル・アドバンテージ - 新興国市場で勝ちパターンを構築，持
グ
続する
デジタル・ディストラプション - テクノロジーを経営に取り入れる
ビジネスモデル・イノベーション - 大企業ならではの強みを活かす
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第5章 T
 SR- 株主視点からの企業価値向上戦略
第6章 C
 EO アジェンダ - 変革力と実行力のリーダーシップを示す

を指摘する．
その上で，以下のように述べている．
「イノベーションは，どこまでリ
スクを明らかにし小さくできるかによって，成功の度合いが決まる．
（中

いずれの項目でもドラッカーの著作内容と整合している部分が多いが，ここ

略）イノベーションに成功する者は保守的である．保守的ならざるをえな
い．彼らはリスク志向ではない．機会指向である」
．（3）

では第 6 章がよりドラッカーの著作内容を思い出す部分が多いためここについ
てより具体的に記載することとする．
CEO アジェンダを，企業が長期的持続的な成長を実現していくために必要な

4 . 現在から将来への非連続的進化をつなぐシナリオ
非連続的な成長戦略を実現していくうえでは，まず何で成果を見せる

CEO のミッションであり，社員全員を導いていく旗印，海図と位置付けた上で，
それを作成・運用するための視点として，次の 5 つのポイントをあげている．
1 . CEO アジェンダは逆算で作る：退任演説から逆算してつくるものが CEO
アジェンダであり，これを後世に残したい，社史に名を残すというのはそ

か，設定が必要である．少なくとも半年から 1 年ごとに，ステークホル
ダーにとって目に見える変化，成果をどう約束して見せていくかが重要
である．非連続的進化を実現するシナリオをつくるうえで重要なことは，
予定調和の中期経営計画をつくることではなく，むしろ重要なのは投資
のプランである．資金と資本を軸に戦略をつくることの重要性が，破壊と

う簡単には描けないことを理解した上で，退任のあいさつをイメージし，
そこから逆算して自分がこれからコミットするアジェンダを考えていく

創造の CEO アジェンダにおいてはきわめて重要である．
この点，ドラッカーも『現代の経営』の「事業の目標」の中で，資源と資

ものである．
この点，ドラッカーも目的から考えることの重要性はたびたび言及し
ているところである．
ただ，あまりに社史に名を残す，など大きなことを考えすぎることは過
度のプレッシャーと不正リスクを生むことにもなりかねないので，前任

金に係る目標の重要性と，これについてはトップマネジメントが深く関
与すべき旨を指摘している（4）．

からどこを残し，どこを変えるのかを明確にすることも重要と思われる．
2. 破壊と創造による非連続的進化が基本メッセージ
環境の変化が激しい時代には，変化適応力が重要になり，過去の成功体
験を壊して縮小を恐れず破壊を主導することから変化適応は始まると考
えるべきであるが，この点日本企業は破壊の視点が足りないところが多
い．
「破壊」をどうアジェンダとして設定し，それと並行して「創造」をど
う主導していくか．市場環境の変化に合わせて俊敏かつ柔軟に変化適応
を推進していける組織にどうやって変えていくか．CEO アジェンダはそ
うしたことの方向性を示すものである必要がある．
この点，ドラッカーも変化適応力の重要性を様々な著作で指摘している．
3. リスクを評価したうえでリスクテイクする
リスクアセスメントを徹底して行い，リスクがあってもここまではい
ける，という確信をもって改革をすすめることがきわめて重要である．
この点，イノベーションと企業家精神の中でも，イノベーションにはリ
スクが伴うが，あらゆる活動にリスクは伴うものであり，イノベーション
を行わないことのほうが明日をつくることよりも大きなリスクを伴う旨

5 . 破壊するもの，想像するものは，その変化が自らの見えるところへ置いて
おく
新しいところは，大きな決断，迅速な意思決定ができるリーダー自らが
指揮していかないとなかなかうまくいかない．近くに置いておかないと，
リーダーの熱を感覚，感情として伝えることはできない．
この点，ドラッカーも，
「新しい事業というものは，社内に置こうが外
に出そうが子供にすぎない．ハイキングに行く六つの子供に二〇キロの
バッグを背負わせてはならない（5）」としてイノベーションのための部門は
他の部門から切り離して組織し，独自の動きをさせなければならない旨
を強調している．
1 . 5 『7 つの習慣』を選択した理由
本書は個人的にはドラッカー著作と並んで影響を受けている本でもあり，内
容領域的には，
『経営者の条件』に描かれているセルフマネジメントととても
整合性の高い本である．
『7 つの習慣』のそれぞれは以下のとおりであり，前半の 3 つは私的成功，後
半の 3 つは公的成功について記載している．
第 1 の習慣 主体性を発揮する
第 2 の習慣
第 3 の習慣

目的を持って始める
重要事項を優先する
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第 4 の習慣
第 5 の習慣
第 6 の習慣

WinWin を考える
理解してから理解される
相乗効果を発揮する

手順の問題である．そして，成果をあげる決定は，合意ではなく異なる見
解に基づいて行わなければならない．もちろん数多くの決定を手早く行
うことは間違いである．必要なものは，ごくわずかの基本的な意思決定

第 7 の習慣

刃を研ぐ

である．あれこれの戦術ではなく一つの正しい戦略である．

2. 比較検討
2 . 1 『経営者の条件』と『7 つの習慣』
2. 1 . 1『経営者の条件』について
あえて書くまでもないことであるが，経営者の条件では，成果をあげるため
には 8 つの習慣が必要である旨，成果をあげる能力は普通の人でも修得できる
旨，成果をあげるために身につけておくべき習慣的な能力が 5 つある旨につい
て述べられている．
（成果をあげるための 8 つの習慣）
（1）なされるべきことを考える
（2）組織のことを考える
（3）アクションプランをつくる
（4）意思決定を行う
（5）コミュニケーションを行う
（6）機会に焦点を合わせる
（7）会議の生産性をあげる
（8）
「私は」でなく「われわれは」を考える
（成果をあげるために身につけておくべき習慣的な能力）
（1）何に自分の時間がとられているかを知ることである．残されたわずかな
時間を体系的に管理することである．
（2）外の世界に対する貢献に焦点を合わせることである．仕事ではなく成果
に精力を向けることである．
「期待されている成果は何か」からスタート
することである．
（3）強みを基盤にすることである．自らの強み，上司，同僚，部下の強みの上
に築くことである．それぞれの状況下における強みを中心に据えなけれ
ばならない．弱みを基盤にしてはならない．すなわちできないことから
スタートしてはならない．
（4）優れた仕事が際立った成果をあげる領域に力を集中することである．優
先順位を決めそれを守るよう自らを強制することである．最初に行うべ
きことを行うことである．二番手に回したことはまったく行ってはなら
ない．さもなければ何事もなすことはできない．
（5）成果をあげるよう意思決定を行うことである．決定とは，つまるところ

2 . 1 . 2 両者の比較
この 2 冊を単純比較すると下図のようになった．
成果をあげるための習慣的な能力

『7 つの習慣』の内，特に対応する箇所

（1）汝の時間を知れ
（時間管理）

第 3 の習慣

（2）どのような貢献ができるか
（貢献）

第 2 の習慣

（3）人の強みを生かす
（強み）

第 5，6 の習慣

（4）最も重要なことに集中せよ
（集中）

第 3 の習慣

（5）成果をあげる意思決定とは
（意思決定）

第 4 の習慣

（補足1. 成果をあげるための8つの習慣の箇所で「おまけ」といいながらも特に重要な項目として
記載されている「聞け，話すな」は第5の習慣に特に対応するといえる）

これについて解釈を加えると，まず，第 1 の習慣と第 7 の習慣に対応する箇所
が『経営者の条件』に無いことがあげられる．この理由としては，それぞれの本
の想定読者の範囲の違いによるものと思われる．
『経営者の条件』は今日，広く多くの人に読まれているが，ドラッカーは「私
がエグゼクティブと名づける人たちすべてのために」
「知識労働者として自ら
の組織の業績に貢献すべく行動し，意思決定を行う責任をもつあらゆる人たち
のために」書いている（6）．
これに対して『7 つの習慣』は，仕事に限らず私生活，家庭生活なども含めた
人生全体について書かれているので，より広い読者層向けに書かれていると考
えられる．
ただ，それは第 1，第 7 の習慣の重要性が低いのでは全くなく，むしろとても
重要であるので少しそこに説明を加えたい．
第 1 の習慣は「主体性を発揮する」では，たとえどんなに不満がある環境にい
たとしても人には受ける刺激に対してどのような反応をするかについて選択の
自由があること，自分の反応を選択することで自分のおかれた状況に影響を及
ぼすことができることなどについて書かれている．
自分の生活の中でいかに反応的な対応を多くしているかがわかると同時に自
分自身に働きかけることで状況を改善していけることがわかる．
第 7 の習慣は，自己研鑽をすることで，肉体的側面，精神的側面，知的側面，
社会・情緒的側面のそれぞれを磨くことである．
肉体的な側面は，自分の体を大切にすることであり，バランスのとれた栄養
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のある食事をとること，十分な休養をとること，定期的に運動することがあげ
られている．
中でも運動は緊急性がないから，なかなか実行できない人が多いが，運動は
第 3 の習慣でいう第 2 領域（緊急ではないが重要なもの．自分で主体性を発揮し
て優先すべき項目）の活動であり，自ら率先して行うべきである．運動のプロ
グラムとしては，身体を「持久力（有酸素系の運動と心臓の能力向上）
」
「柔軟性
（ストレッチング）」
「強さ（筋肉に負荷をかける運動）
」の 3 つの側面で鍛えると
いったところまで言及されている．
精神的な側面は，極めて個人的な領域であり，かつ，人生において最も大切
なものであり，この側面を伸ばす方法は，祈り，瞑想，古典文学，素晴らしい音
楽，自然に接することなど人によって様々である．
知的側面では，優れた書物を読むこと，
（日記や手紙などを）書くこと，スケ
ジュールや計画を立てること，などがあげられている．
上記の肉体的，精神的，知的側面は第 1，第 2，第 3 の習慣と深くかかわるが，
社会・情緒的側面は第 4，第 5，第 6 の習慣と深く関わっている．
社会・情緒的側面は，普段の生活の中で，ほかの人と接する場合に第 4 〜 6
の習慣を実践・成功させていくことであり，そのためには自分の内的安定性と
自尊心が重要となる．
2 . 2 ドラッカーと『ティール組織』
本書を読んでいるとドラッカーの著作内容と整合する部分は多く出てくる
が，読み進めていく内に，ドラッカーのある問題提起の一つの答えを示してい
るのではないかと思えてきた．
以下『ネクスト・ソサエティ』に収録されている 1998 年の論文より引用する．
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読み，今後の進展に期待しながら留意していきたい．
2 . 3 『7 つの習慣』と『ティール組織』
この 2 冊を単純比較すると下図のようになるかと思われる．
『7 つの習慣』
第 1の習慣

主体性を発揮する

『ティール組織』の内，特に対応する箇所
自主経営

第 2 の習慣 目的を持って始める

存在目的，自主経営

第 3 の習慣

重要事項を優先する

自主経営

第 4 の習慣

WinWinを考える

全体性

第 5 の習慣

理解してから理解される

全体性

第 6 の習慣

相乗効果を発揮する

全体性

第 7の習慣

刃を研ぐ

全体性，自主経営，存在目的

『ティール組織』では，存在目的に耳を傾ける慣行として，
「感じ取る（セン
シング）」をあげている．人間はみな事前の感知器（センサー）を備えており，
何かうまくいっていないとき，あるいは新たな機会が開けたときにはそれに気
づく能力を生まれつき持っており，その能力を発揮させることで誰もが組織の
感知器になり変革に着手できるという．
また，感じ取る能力を高めるための練習として瞑想や精神修行などが取り入
れられているようである．
『7 つの習慣』でも精神面での自己研鑽の重要性について強調されている．
グーグルのマインドフルネスなども既に大きな話題になっているが，こういっ

「最近，情報の視点から組織改革が行われるようになった．情報を経営資源と
して捉えるならば，階層の整理が俎上にのぼらざるをえなくなる．マネジメン
ト上の階層のほとんどが何もマネジメントをしていないことが明らかになる．
それらの階層は，トップとボトムから届くかすかな信号を増幅しているだけで
ある．

た精神面の充実が個人の能力向上に与える好影響についても今後より重要視さ
れてくるものと思われる．

情報理論の第一法則によれば，あらゆる中継器が雑音を倍増しメッセージを
半減させる．同じことが，人のマネジメントをせず事業上の意思決定もしない
マネジメント階層についていえる．それらの階層は情報の中継器にすぎない．

コンプライアンスの徹底は，通常は形式的な手続の増加を生み，個人のモチ
ベーションを低下させる方向に作用する場合も多いと思われる．それは例えば
働き方改革をとっても同様の面があり，形式的かつ強制的な残業抑制策に加え

したがって，そのような階層は必要ないということになる．
ところが，ここで問題が生じる．階層を減らしてしまったら，どのように昇
進させたらよいか．
（中略）
階層を減らしたならば，どのように報い，認めたらよいのか．さらには，ど
のようにして部門を越えた能力を身につけさせるか．いずれも大きな問題であ

て残業代の削減という産業界の思惑が透けてみえると，個人のモチベーション
もますます低下するであろう．（もっとも，上司が帰らないと他の人も帰れな
いというような日本の伝統的な（？）風土が残っている会社にとっては良い効
果を与える面もあるとは思われる．
）
一方で，たとえば経済産業省は，その政策の一つとして「健康経営の推進」を

る．答えはわかっていない．
」この問題提起に対する一つの答えの可能性として

あげている．健康経営を，従業員等の健康管理を経営的な視点で考え，戦略的

4. ポストドラッカー時代のセルフマネジメント
最近の日本では，何か不祥事がおきるたびにコンプライアンスが強化され，
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に実践すること，と捉えて，健康経営優良法人の認定，健康経営銘柄の選定，健
康経営ハンドブックの発行など各種施策を行っている（経済産業省 HP 参照）．
また，がん治療を社員個人の業績評価として認める仕組みを導入し，治療計
画を目標の一つとして設定し，進捗すれば賞与に反映するような企業も出てき
ている（2018 年 7 月 26 日 日本経済新聞より）
．2 人に 1 人はがんにかかるとも
いわれる世の中において仕事と治療の両立を後押しすることで会社として社員
を大切にするメッセージを出してモチベーションを高めることができると考え
られる．
今回，いくつかの本を選択し，検討・比較などもこころみてきたが，これら
の本に大きく共通するところは，いずれも実践の書，実践することを求める本
ということであろう．その中でも『経営者の条件』と『7 つの習慣』は，今まで
の人生を一変させるようなパラダイムの転換を可能にする本と考えている．ど
ちらの本に最初に出会うかは人それぞれであるが，今後の人生をよりよく生き
る上でのセルフマネジメントについて学ぶことができる．また，『ティール組
織』はこれからの組織のあり方，個人のあり方を考え，実践していく上でとて
も示唆に富んだ本といえる．
実践，行動しフィードバックする．やはりこの繰り返ししかないようである．
【参考文献及び注】
（1）フレデリック . ラルー , 鈴木立哉訳『ティール組織』
（2018）英治出版

p 362

（2）P.F. ドラッカー , 上田惇生訳『非営利組織の経営』
（2007）ダイヤモンド社

p 239

（3）P.F. ドラッカー , 上田惇生訳『イノベーションと企業家精神』
（2007）ダイヤモンド社
p164
（4）P.F. ドラッカー , 上田惇生訳『現代の経営（上）』
（2006）ダイヤモンド社

pp 99 - 104

（5）P.F. ドラッカー , 上田惇生訳『ネクスト・ソサエティ』
（2002）ダイヤモンド社
（6）P.F. ドラッカー , 上田惇生訳『経営者の条件』
（2006）ダイヤモンド社

【略歴】 公認会計士．森公認会計士事務所代表．

p 27

p 162

自己目標管理（MBO）
と
グーグルの OKR

Management by Objectives and Self-control (MBO) and
OKR (Objectives and Key-Results) used by Google

伊藤年一

Toshikazu Ito
（本会会員）

Summary
“Management by Objectives and Self-control （MBO）” put forward by Drucker 60
years ago is handled as an old management tool because it was used differently from
its original intention. Meanwhile, recently OKR（Objectives and Key-Results） used
by successful Silicon Valley companies including Google is introduced as if it were
a new management system. But there is a solid genealogy in these two management
tools.

はじめに
ドラッカーの「自己目標管理（MBO）
」は 1954 年の『現代の経営』
（以下，現
代）で提唱されて以来，60 年以上が過ぎた．その間に「自己目標管理（MBO）」
はブームを巻き起こすほどの普及を見たが，一方で間違った運用によって評
価を下げ，最近は往時の勢いを失っていた．しかし，今，時代の最先端を行
くグーグルをはじめとした多くのシリコンバレー企業が採用している「OKR
（Objectives and Key-Results）
」という目標管理システムが評価されつつある．
そこでドラッカー「マネジメント」研究会（主宰者：森岡謙仁理事）の MSC（マ
ネジメントスコアカード）実践研究部会において，筆者は実践研究テーマとして
これら 2 つの関係の探究を試みた．その結果，
「OKR」はドラッカーの唱える本
来の「自己目標管理（MBO）
」を忠実に踏襲した「自己目標管理（MBO）
」の 21 世
紀版と言えるものであることが分かった．以下にその探究成果を述べる．

1）ドラッカーが意図した「自己目標管理（MBO）
」とその変遷
1 - 1）
「自己目標管理（MBO）
」の位置づけと導入の難しさ
ドラッカーは『現代の経営』において「目標」をマネジメントの中核に位置
づけた「マネジメント」の体系を構築し，その基盤としての「自己目標管理
（MBO）
」を提唱した．それ以前にも目標管理的な行動を取る経営者はいたが，
それらを集約し，その背後にある理念を考察し，他の人々が活用できるように
著わしたのがドラッカーだった．
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「自己目標管理（MBO）
」は「Management by Objectives and Self-control」
のことであり，直訳では「目標と自己管理によるマネジメント」となるが所謂
MBO と略されたこともあり，考え方の肝とも言える「Self-control（自己管理）」

けをもたらす．
・ 組織に働く者の意識を上司ではなく仕事が要求するものに向けさせる．
・ 下から上へのコミュニケーションを図り，相互理解を得る．

の部分が欠落して伝播したことが後の間違った使い方を生む要因の一つになっ
ている．
『現代の経営』出版後，約 20 年経た 1973 年には，さらに集大成した『マネジ

・ 自部門の期待される成果を理解させ，他部門からの，または他部門への期
待される貢献の有無を明らかにできる．
・ 何を測定するか決定することで目標の優先順位付けと焦点が絞れる．

メント』
（以下，マネ）が出版され，その中でも「自己目標管理（MBO）
」が 1 章
を割いて記述されているが内容にほとんど変化は見られない．ということは
「自己目標管理（MBO）
」が如何にマネジメントの根幹をなす中核的な考え方で
あり，ドラッカーをして「マネジメントの哲学」と言わしめたことの裏付けと
も言える．しかし，
『マネジメント』では，以下のような追記がなされている．

・ 年 2 回の「マネージャーズ・レター」による上司への提案によって下から上
への目標の合意とコミュニケーションが図れる．
・ 目標は自らの仕事ぶりや成果を照らした評価のフィードバックによって点
検し，修正できる．
・ 知識労働の生産性が高められる．

「私が初めて自己目標管理を提唱して以来，それはスローガンとさえなった．今
日では文献も多い．講座，セミナー，映画さえある．自己目標管理を採用してい

■トップマネジメントの役割
・ トップマネジメントが「自己目標管理（MBO）
」の意義を十分に理解する．

る組織は多い．しかし，真の自己管理を伴う自己目標管理を実現しているとこ
ろは少ない．自己目標管理はスローガン，手法，方針に終わってはならない．原
則としなければならない．
」
（マネ ‐ 中 p86）
これは最初の出版から 20 年を経ても真の「自己目標管理（MBO）
」が実現し
ている組織の少ないことを物語っている．さらに 40 年以上を経た現在でも実態

・ 事業を検討し，定義して事業目標を 8 つの重点領域それぞれに設定する．
・ 目標を達成するために必要な意思決定を行う．
・ 目標と意思決定の内容を組織全体に理解させる．
・ 経営管理者に対し，事業全体として見るように教え，全体の目標から自分
たちの目標を導き出すことを助ける．

はあまり変わっていないように思える．また，ドラッカー自身も「自己目標管
理によるマネジメントは特別な手法と非常な努力が必要」
（現代 ‐ 上 p 167）と
その実現が簡単ではないことを示唆している．ドラッカーの言う真の「自己目

・ 経営管理者の仕事ぶりと成果を，目標に照らして評価する．
・ 必要に応じて事業の目標を点検し，修正する．

標管理（MBO）」を実現するには，本来の意義に対するトップをはじめ，組織全
体の統一した理解と協力の上で，綿密な運用がなされることが必要不可欠であ
る．

1 - 3）自己目標管理（MBO）の導入とその変遷
1954 年以降，アメリカでは 1974 年までに，Fortune 500 組織の半数以上が
「自己目標管理（MBO）
」を導入し，1990 年代半ばまでに導入率はほぼ 100％
近くに達したと言われる．初期の導入実践企業としては GE やヒューレット・

1 - 2）自己目標管理（MBO）の意義とトップの役割
そこで，ドラッカーの言う真の「自己目標管理（MBO）」を再確認するため
に，『現代の経営』と『マネジメント』の言及から，筆者なりに「自己目標管理
（MBO）」の基本理念と運用に結びつくと思われる言及をピックアップし，その

パッカード社（HP）が著名である．
しかし，導入はしたものの，本来の意図から外れた運用，すなわち，「自己管
理の喪失」，
「報酬との直接連動」
，
「目標の押し付け」
，
「リスク回避」
，
「更新の
ない目標の硬直化」，「コミュニケーション不足」，「目標の緩慢な下方展開」，

意義とトップマネジメントの役割について次のような整理をした．
■ 意義
すべての経営管理者を含む知識労働者に対して，以下の価値をもたらす．
・ 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，誰かの意

非公開，秘密主義」などにより，次第に形骸化し，
「自己目標管理（MBO）
」は
急速にその勢いを失った．
1990 年代以降は「自己目標管理（MBO）」に代わって KPI や「バランスト・ス
コアカード（BSC）」などに注目が集まるようになった．そのような状況下でも

志によってではなく，自由な人間として行動させる．
・ チームや部門の目標を全体目標から導くことで組織の方向性を統一する．
・ 上位部門の成功は自部門のなすべき貢献に規定されることにより，成果と

真の「自己目標管理（MBO）」の考え方をトップ自らが理解し，独自の工夫を加
えて有効活用し，その効果を享受してきたのが半導体企業の雄，インテルであ
る．

貢献が全体に統合される．
・ 自らの明確な目標を持ち，自らの仕事を自ら管理することで内発的動機付
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2）インテルにおける「自己目標管理（MBO）
」
インテルにおける「自己目標管理（MBO）
」の導入の経緯とそれへの関わ
りについてはインテルの MBO をグーグルに紹介したジョン・ドーア（John
Doerr）が 2018 年に著した『Measure What Matters（ 何が重要かを測る）』
（以
下，MWM）がある．それを参考にインテルでの導入実態を明らかにする．
2 - 1）インテル「iMBO」
（＝ OKR）誕生の経緯とドラッカー
1974 年，会社設立わずか 3 年後にインテルはドラッカーの理念を忠実に踏
襲しながらもインテル独自の工夫が施した「自己目標管理（MBO）
」の導入を
開始した．導入の推進者はインテルの創始者の一人で CEO を努めたアンディ
グローブ（Andrew Stephen Grove）である．彼の狙いは，製造業の生産原則を
「知的労働者」すなわち，専門職や経営管理者に適用することだった．彼は「知
識労働者のアウトプットを重視し，それを高く評価する環境づくり」を求め，
知識労働者の「活動の罠」
（忙しいことがさも価値あることかのように錯覚して
いるありさま）と呼んでいたものを避けるために努力していた．生産工程では
アウトプットと活動を区別することは容易だが，知識労働者のアウトプットは
どのように定義し，測定するか，そしてアウトプットを増やすためには何がで
きるかを追求した．そして遂に，ドラッカーの知的労働者の「マネジメント」と
その基盤となる「自己目標管理（MBO）
」に辿りついた．
グローブはドラッカーの「自己目標管理（MBO）」の意図を忠実に守った上
で，目標の設定形態として一つの「目標（Objectives）
」に複数の「重要な結果
（Key Results）」を付加し，
「重要な結果」を目標達成のプロセスに不可欠な部
分と位置付けた．それをグローブはドラッカーへの恩返しを込めて，インテル
の目標管理システムを意味する「iMBO」と命名した．

自己目標管理（MBO）とグーグルの OKR
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・ 私がその目標に近づいていることをどう把握するのか？（その答えがマイ
ルストーン，すなわち“重要な結果”になる）（インテル p177）
一方，ドーアは彼の著述（MWM）の中で 1975 年にインテルに入社した時に
グローブから受けた入社教育で，「iMBO」の「目標」と「重要な結果」について
以下のような例示を受けたと言う．
“ミッドレンジ・マイクロコンピュータ・コンポーネント事業を支配する“
これが“目標”であり，私たちが行こうとしていることである．「目標」につ
いては今後，数年間で達成するものである．“インテル 8085 のための 10 個の
新しいデザインを獲得する”これが今四半期の複数の“重要な結果”のうちの
1 例である．マイルストーンである．“重要な結果”は測定可能でなければなら
ない．今四半期末の評価で「目標のミッドレンジ・マイコン事業を支配できた
か？」の問いには，マイルストーンである“重要な結果”によって今四半期に
10 個の新しいデザインを獲得したかどうかを知ることができる．
また，ドーアは同じ入社教育の中で「iMBO」についてグローブ自身が導入の
難しさを次のように語っていたと言う．「インテルは“iMBO”を採用後，何度
もつまずいた．私たちはその主な目的を完全には理解していなかった．そして，
時間をかけて試行錯誤し，私たちは今，それをさらにうまくやっている」．これ
はインテルにおいて「iMBO」の導入が容易ではなく，非常な努力を強いられた
ことを物語っている．
グローブは「iMBO」の運用を効果的にするため，いくつかの工夫を施した．
・ ワンオンワンミーティング（1 対 1 ミーティング）
：
上司と部下とのコミュニケーションを保つための週 1 回のミーティング
・ 短期サイクル：四半期 or 毎月での運用
・ 野心的な目標：ハードルの高い目標設定（70% の達成で目標達成とする）
・ 報酬査定との分離：目標達成を直接，報酬に結び付けない

因みにグローブとドラッカーは旧知の中であり，ドラッカーの自伝である日
経新聞の『私の履歴書』でドラッカーは「グローブが米国へ脱出する際もハイ
テク企業へ就職する際にも力を貸した．グローブは私から学ぶことが多いと公
言している．だが，一つ指摘しておきたい．彼にはコンサルタントは必要ない
ということだ．」
（『知の巨人 ドラッカー自伝』p 169）とお互いを認め合ってい

・ 透明性を保つ工夫：自分の「iMBO」を机の仕切り板に張り付けて公開
以上のように，インテルはドラッカーの「自己目標管理（MBO）」ベースに運
用面に独自の工夫を施し，形骸化し易い弱点を取り除いて，真の「自己目標管
理（MBO）」の実践に取り組み，インテルの危機を救い，繁栄に役立てた．

ることからもドラッカー「マネジメント」に根ざした「自己目標管理（MBO）
」
とグローブの「iMBO」との緊密な関係性が窺える．

3）グーグルにおける「OKR」
3 - 1）
「iMBO」改め，
「OKR」としてグーグルへ移転

2 - 2）アンディグローブの「iMBO」とは
グローブは 1983 年にインテルを大成功に導いたその経営手法を著わした『イ
ンテル経営の秘密（High Output Management）
』
（以下，インテル）を出版し
た．その中でインテルの MBO（iMBO）について言及し，
「目標」と「重要な結
果」を 2 つの質問に答える形式で説明した．
・ 私はどこに行きたいか？
（その答えが“目標”になる）

インテルで「iMBO」を習得し，実践を体験したドーアはインテル退社後に関
わったサンマイクロシステムズでの仕事のマネジメントにも活用し，
「iMBO」
の威力を十分に認識していた．その後，投資会社に移ったドーアは 1999 年の
秋，投資したベンチャーキャピリストの立場でスタートアップのグーグルに今
後の急成長を支えるマネジメントの具体的手法として紹介した．その際，ドー
アは「MBO」の持つ間違った印象から来る混乱を避けるために，
「iMBO」を
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「Objectives and Key Results」の頭字語である「OKR」に改めてグーグルに説
明した．ドーアから「OKR」の紹介を受けたグーグル創業者のペイジ（Larry
Page）とブリン（Sergey Brin）は数値化データとして定量化できる目標管理手

確かな組織文化を持ったグーグルは「スマートクリエイティブ」と呼ぶ「知
識労働者」中心の会社であり，組織全体が「イノベーション」を追求する典型的
な 21 世紀型の新しい知識産業である．そのグーグルでドラッカーの「マネジメ

法に魅力を感じるとともに組織全体で通用する基本原則として役立つと判断
し，即刻，採用に踏み切った．

ント」がどのように実践されているかの仕組みを明らかにするためにグーグル
のミッション，経営理念，行動指針そして経営活動の特徴を MSC フレームワー
クの「5 つの重要な質問」と「8 つの重点領域目標」を使って診断した．

3 - 2）グーグルの「OKR」を機能させる「マネジメント」基盤
「OKR」を導入した当時は 40 人のスタートアップだったグーグルが 20 年で
75,000 人（2017 年 12 月末現在）を擁する巨大 IT 企業に成長した現在も「OKR」
がマネジメントの基盤として機能している背景にはそれを支える「組織文化」
と「マネジメントの仕組み」が存在する．

その結果，「5 つの重要な質問」の「われわれの目的とミッションは何か？」
では「世界中の情報を整理して万人が使えるようにする」を掲げて会社の存在
意義を的確に伝えている．また，「8 つの重点領域目標」では「社会性・顧客の
創造」領域で「邪悪になるな」が倫理・行動規範として全社員に徹底されてい
る．他の領域では特に「イノベーション」と「人的資源」領域にマネジメントの

まず，グーグルにはトップが社員を信頼し，取締役会の資料までもオープン
にする姿勢や会社の経営方針などについて社員に自由な発言権を与えるなどの

重点を置いた経営がなされていることが分かった．［詳しくはドラッカー学会
ホームページ掲載のドラッカー「マネジメント」研究会 MSC 実践研究部会成

オープン性，透明性，自律性を重んじる組織文化があることである．それは創
業者のブリンとペイジが 2 人とも幼少期にモンテッソーリ教育を受けたことで
「自立していて，有能で，責任感と他人への思いやりがあり，生涯学びつづける
姿勢を持った人間に育てる」という思想が根底に流れていると思われる．
次に 2000 年代の 10 年間，マネジメントについては素人の若い 2 人の創業者
をサポートし，グーグルの会長兼 CEO を努めたエリック・シュミット（Eric
Shumidt）の存在がある．シュミットは『ニューズウィーク 2005 年 12 月 2 日号』
でグーグルの人材育成術と言われる「10 の黄金律」を紹介しながら，以下のよ

果報告書（第一期）
p32 〜を参照］
3 - 3）グーグル「マネジメント」の仕組み
前項の診断結果を基にグーグルにおける知識労働者の「マネジメント」の仕
組みがどのように機能しているかをドラッカー「マネジメント」の MSC の体
系図と対比して，その概要を以下に図式化した．

うに述べている．
「マネジメントの父ピーター・F・ドラッカーほど，知識労働
者に詳しい者はいない．なんといっても 1959 年，知識労働者という言葉を作っ
たのがドラッカーだった．ドラッカーは知識労働者が知識労働において成果を
あげることを当然とするという．出勤状況などで判断されたくはない．しかも
ドラッカーは，知識労働者が知識労働の仕事をするうえで邪魔になるものはす
べて除去せよという．加えて企業が成功するには，最大の競争力要因たる彼ら
知識労働者をひきつけることができなければならないという．実はグーグルが
考えていることが，これらのことである」
．
グーグルの組織文化は若い 2 人の創業者の根底に流れる思想の上に経営のプ
ロたるシュミットの知的労働者マネジメントに関するドラッカー「マネジメン
ト」の深い造詣が埋め込まれ，育まれたと考えられる．
一方，ドラッカーは「自己目標管理（MBO）
」と組織文化の関係について次の
ように述べている．
「自己管理による目標管理は，何をなすべきかを教える．適
切に仕事を組織するならば，誰でもそのなすべきことをなしうるようになる．
しかし，それを実際になさしめるものは組織の文化である．経営管理者を動機
づけ，彼らの献身と力を引き出すもの，彼らが最善を尽くすか適当にこなすだ
けに終わるかを決定するのは，組織の文化である」
（現代，上 p 199）

『How Google Works』と森岡謙仁理事の『MSC の体系図』より，伊藤が作成
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4）ドラッカーの「自己目標管理（MBO）
」とグーグルの「OKR」の
比較
グーグル「マネジメント」の中核をなす「OKR」がドラッカー「マネジメン
ト」の基盤をなす「自己目標管理（MBO）
」の理念や運用の考え方をどれだけ踏
襲しているかを検証するため，以下のような比較表を作成した．
ドラッカーの
「自己目標管理
（MBO）」

グーグルの
「OKR」

理念
意図

支配によるマネジメントを自己管理による 同左
マネジメントに代え，誰かの意志によって
ではなく，自由な人間として行動させる
チームや部門の目標を企業全体の目標か 同左
ら導くことで組織の方向性を統一する
上位部門の成功は自部門のなすべき貢献 同左
によって規定されることにより，成果と貢
献が全体に統合される．

目標の
バランス

短期と長期，目標間，全体

対象者

社長から現場管理者や事務主任に至る トップから一般社員までの全社員
（全社
経営管理者全員
員がスマートクリエイティブという知識労
働者）

下から上へのコミュニケーションを図り， 同左
（ワンオンワンミーティングで上司が
相互理解を得る．
部下の成長を支援する）
自部門の期待される成果を理解させ，他 同左
（OKR はすべてをイントラネットで公
部門からの，または他部門への期待され 開，上下左右すべての組 織の OKR が見
通せる）
る貢献の有無を明らかにできる．
何を測定するか決定することで目標の優 同左
（OKRのKR がその役目を担う）
先順位付けと焦点が絞れる．
年 2 回の
「マネージャーズ・レター」による 同 左
（4 半 期に 2 回 以 上のワンオンワン
上司への提案によって下から上への目標 ミーティング）
の合意とコミュニケーションが図れる．
目標は自らの仕事ぶりや成果を照らした 同左
（年度 OKR は変更可能，4 半期 OKR
評価のフィードバックによって点検・修正 は不変）
できる．
知識労働の生産性を高める．

同左

運用ルール
トップの トップが 先 頭 に 立って
「 自己目標 管 理 毎週金曜日の TGIF全社員ミーティングで
積極的な （MBO）」の意義と自分の役割を理解し， トップが方針や会社とトップ個人の OKR
関わり
推進する．
を伝達して社員と質疑応答する
高い目標 自己管理こそが高い仕事の基準を設定す 大局的視点に立ち，野心的かつ現実的で
設定
る．
（現代‐上 p182）
達成に少し不安を感じる高い目標設定
目標の
形態

「目標」のみ

・
「目標」と
「重要な結果」のセット
・
「目標」は 5 つ以内，
「重要な結果」は 1
つの目標に 4 つ以内

・
「目標」は長期
（1年〜 3 年），
「重要な結
果」は短期
（4 半期〜 1年）
・全体や目標間のバランスはコミュニケー
ションを密にし，相互に合意する

運用サイ 具体的な言及は見当たらないが一般的に 四半期
（短いサイクルは仕事の進捗と課
クル
は半年か1年
題の早期把握を助ける）
目標展開 ・組 織階層をトップから下に展開するトッ ・トップの目標を全社員に一斉開示
方向
プダウン展開・マネージャーズ・レターに ・会社目標の半分以上は個人目標からの
よるボトムアップ展開
ボトムアップ的目標が占め，個人の組織
への参加意識を高揚
モニタリ ・年 2 回程度・マネージャーズ・レター（ボ ・四半期に 2 回程度・1：1面談フォームあ
ング
トムアップコミュニケーション）
り
・短い間隔のフィードバックで進捗と課題
がタイムリーに把握できる
測定値

・定量的または定性的
・
「目標」は定量的 or 定性的
・今後，数年のうちには，測定すべきもの ・
「重要な結果」は測定可能で意味のある
に関する知識や測定するための能力も ものであり，目標の達成可能性を明らか
大きく進歩するはずである．
（現代－上 にし，目標の格 付け評価につなげられ
p 87）
ること

評価
基準

・成果の基準を高く持つ
・7 0％の達成率で達成と看做す
・成 果とは常に成功することではない． ・達 成度を色別する0 . 0 〜 0 . 3 は赤，0 . 4
それは打 率のことである．
（マネ‐ 中 〜 0 . 6 は黄，0 . 7 〜 1 . 0 は緑
p10 0）

自らの明確な目標を持ち，自らの仕事を 同左
自ら管理することで内発的動機付けをも
たらす．
組織に働く者の意識を上司ではなく仕事 同左
が要求するものに向けさせる．
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報酬との ・報 奨は仕事の目標
（長期的目標）と直
関係
接結び付ける必要がある．短期的利益
で給与は決めてはならない
（現代‐上
p209）
・報 酬が組織目標の方向付けを誤らせる
要因となる
（マネ‐中 p74）

OKR 達成度は以下の理由で参考にする
が決定要素ではない
・OKR は全業務を対象としていないので
業績評価には使えない
・K R は短期の業績評価なので報酬の決
定には不向き

データの 言及はないが上司と部下だけで保持か
オープン
性

・社内に一般公開，オープン，透明性重視
・オープンな OKRデータが他人の目に晒
され，目標がより収斂される
・データが人の手配や人の協力を得ること
に役立つ

フィード 自らの成果を測定するためにはフィード イントラネットで必要な情報を全員がリア
バック情 バック情報の入手が不可欠
ルに入手できる
報の入手

上 記 の 比 較 か ら，グ ー グ ル の「OKR」は ド ラ ッ カ ー の「 自 己 目 標 管 理
（MBO）
」の理念を忠実に実践する仕掛けとなっていることが分かる．また，運
用ルールにおいても基本的な考え方に大差はない．ただし，
「目標の形態」
，
「対
象者」，「運用サイクル」
，
「モニタリング」
，
「データのオープン性」
，
「フィード
バック情報の入手」の各比較項目について言えば，グーグルの「OKR」の方が，
インテル時代に「iMBO」で培った工夫が引き継がれて来たためか，より運用性
が高まっていると思われる．さらに，グーグルにおいてはドラッカー時代には
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想像もできなかった IT 環境が「自己目標管理（MBO）」をリアル（即時的）に，
オープン（情報共有的）に支援する強力な道具として存在し，より実践し易い
運用環境が提供されていることも見逃せない．
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・ スティーブン・レヴィ著（2012）
，仲達志 + 池村千秋訳，
『グーグル ネット覇者の真実』
，CCC
メディアハウス
・ 谷島宜之著（2013），『ソフトを他人に作らせる日本，自分で作る米国』，p 136 － 138），日経
BP 社
・ ドラッカー「マネジメント」研究会（2017 年）
『MSC 実践研究部会成果報告書（第一期）』
・ 福山穣著（2011），文明とマネジメント vol. 6 論考『ドラッカーとマネジメント哲学としての
「自己目標管理」』，p 186 - 200
・ Francisco Souza Homem, de Mello.（2 0 1 6），THE ULTIMATE GUIDE to OKRs，Qulture.Rocks,
Inc
・ Startup Lab workshop：How Google sets goals: OKRs（2013）
https://www.youtube.com/watch?v ＝ mJB 83 EZtAjc
・ Jhon Doerr（2018）Measure What Matters, PORTFOLIO PENGUIN

【略歴】 中央大学法学部法律学科卒業，大手証券会社，外資系コンピュータメーカーを経
て，パッケージソフト会社を設立し経営する，その後 IT 経営コンサルタントとし
て企業の IT 活用による経営改善等の助言や指導に従事，現在は無職，本会会員，
ドラッカー「マネジメント」研究会総合運営委員，著書に「ドラッカーの実践！
！
MOT（技術経営）リーダーのためのマネジメントスキルアップとテンプレート
（日本実業出版
集」
（新技術開発センター，共著），「SE がはじめて学ぶ在庫管理」
社，共著），
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働く人たちとミッションの関わり
現場で働く人たちは，ミッションと関わらなければならない．所属する組織
のミッションを知らなければならない．日々の業務はミッションを念頭に置い
て行われなければならない．しかし，大抵の場合，そうはなっていない．次から

Relationship between “Mission” and “Motivation”
in “Management”.

土倉晋亮

Shinsuke Tsuchikura

（本会会員）

Summary
It is important for workers to be affected with mission. I have tried to think about it
for 3 viewpoints. First, the way to be affected with mission for workers. Second, the
way to keep workers’ motivation. Third, the way to do the right things well.

はじめに
働く人たちが働く意欲を持ち続けるためにはどうすればよいのか．働く人た
ちが自ら率先して動き，また動きやすくするためにはどうすればよいのか．実
際に自分が働いてみて，ずっと心の中にあることだった．「どうせこんなもの
だ」
「これくらいでいいだろう」
「言われたことをすればいい」という現場でのあ
きらめのような声を聞くたび，己の力不足を感じてきた．
ドラッカー教授の著作や，他の古典と呼ばれる著書を見直すたびに，何か方
法があるはずと思ってきた．

次へのやってくる依頼や作業で手一杯になる．一般従業員にはミッションを確
認するという重要なことを行う時間の余裕はない．
彼等は常に締切や納期に追われている．目の前の問題を解決することに時間
を使わなければならない．特に中小企業ではその傾向が強い．そもそも人数が
少ないため，いろいろとこなせる人のところに何でも集まってしまう．また，
ワンマンの経営者は往々にして数字の事しか口にしておらず，組織がマネジメ
ントされているかどうかといった次元ではない．自分の言うことだけが正しい
として行動する．それでいて仕事がはかどらないと言う．はかどらなくて当然
である．仕事がはかどるようなやり方をしていない上に，働く人たちは「人」で
ある．経営者の手足ではない．
「働く人を雇うということは，人を雇うということである．IBM 物語から
明らかなように，手だけを雇うことはできない．手の所有者たる人がついて
（1）
来る．しかも人にとって，仕事との関係ほど全人格的な関係はない．
」
「人の一部を雇うことはできず人全体を雇わなければならないからこそ，成
（2）
果をあげる能力の向上が，そのまま企業の成長と業績の向上の機会となる．
」

実際に今まで働いてきた職場でみられたような，福祉の現場での理想と現実
のギャップによって引き起こされる燃えつき症候群などで働く人が去ってしま

働く人たちを人として扱わなければならない．そうしなければ，ミッション
は浸透せず，ひいては成果があがることはない．

うことがないようにするためにはどうすればよいのか．心と体の健康を保ちつ
つ働けるようにするには何が必要なのか．様々な方法はあると思うが，今回は
働く人たちの立場から考えてみたいと思う．
企業をはじめとする組織が成果をあげるには，しっかりとマネジメントが行
われなければならない．ただ，マネジメントを実行に移すには，経営者や管理
者がわかっていればいいというわけではない．実際に動くのはそこにいる働く

ミッションは組織ごと企業ごとにそれぞれ違う．また，状況によって変化し
ていく．しかし，その組織や企業に属している人たちに浸透していなければな
らないのはどこも同じである．

人たちである．その人たちが何のために動くのかをわかっていなければ，十分
な成果は得られない．その中でも，現場で働く人たちがどのようにミッション
と関わればよいのか，働く人たちがモチベーションを保つにはどうすればよい
のか，それぞれの「強み」を活かして働くにはどうすればよいのか，ということ
を中心に考えていきたい．

「最初に行うべきことは，全員がミッションを目にし，耳にし，それととも
（3）
に生きることができるようにすることである．
」

企業理念などを事務所の壁に貼っておいたり，従業員全員にカードにして配
布したりするケースもある．ただし，貼り紙は日常の風景に溶け込み，配布し
たカードは抽斗の奥にしまわれる．
（4）
「リーダーシップとは模範になることである．
」
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働く人たちが普段目にし，耳にするのは，周りにいる人たちである．上司や
リーダーとなる人が模範となりミッションを行おうとしていたらどうだろう．
自然と身についてくるのではないだろうか．日常の中に染み込み，行動に表れ
てくるのではないだろうか．さらにはリーダーとなる者が，どのように考え，
どのように判断したのか，どういう結果になったのかを知らせるべきである．
少なくとも，担当者や関係者には伝えるべきである．さもなくば，周囲からは
ワンマンなリーダーが好きなようにしていると判断される．
ではなぜリーダーたる者は範を示さなければならないのか．口で言うだけ
では伝わらないのか．答えは伝わらない，である．もうすでにミッションを掲
げ，皆が一つの方向に向いている組織では伝わるかもしれない．しかし，数値
目標のみを追いかけているような組織では，確実に伝わらない．働く人たちは，
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働く人たちがモチベーションを保つには
働く人たちが，年齢や体調の変化を理由に職場を去る以外で，働き続けられ
るようにするにはどうすればよいのか．自ら進んで働き，成果をあげてもらう
ようにするにはどうすればよいのか．それには働く人たちに対して動機づけが
必要である．その動機づけによって働きがいを感じることにつながり，さらに
は自らを成長することにつながる．ただし，その動機づけは働く人たち自身の
内側から出てきたものでなければならない．
「今日必要とされていることは，外からの恐怖を仕事に対する内からの動機
（6）
に代えることである．
」

目の前の仕事で手一杯になっている．経営者や上司がいろいろ言ったところ
で，働く人たちには実感が湧かない．話を聞く時間すらもったいないと思わせ
る．セミナーや本の受け売りを聞いたところで，何の得にもならないと思って

実際に例を挙げてみる．これは私が学習塾講師をしていたときに感じたこと
である．高校受験を控えた中学 3 年生の生徒たちを担当していた．入塾する際

いる．働く人たちに実感してもらう一つの方法が，体験することである．日々
実感することである．そのためにリーダーたる者が模範を示すのである．ミッ
ションを達成するための行動を示すのである．そして，そのリーダーたる者が
基準となる．リーダーがやらないこと，やってはいけないとすることは，同じ
ように周囲で働く人たちの基準となる．

の面談も行ったが，塾に通う理由は様々であった．運動部を引退し受験に向け
て勉強しようと思ったから．独学では足りないと思ったから．塾ぐらい行きな
さいと言われたから．どうしてもあの高校に行きたいから．理由は様々である．
しかし，授業中は大きく分けて 2 種類の生徒しかいなかった．自ら意欲を持っ
て授業に取り組む生徒たちとこなさなければならないことをただこなすだけの

中国の古典である『韓非子』には以下のようにある．
（5）
「小信成れば則ち大信立つ．故に明主は信を積む．」

ここでいう「信」とは嘘をつかない，約束したことは必ず守る，という意味で
使っている．これは昔からリーダーの重要な条件とされてきた．なぜなら，上
に立つ者が平気で約束を破るようなことをしていたのでは，たちまち組織の統
率力に影響してくるからである．
ミッションが働く人たちの間に浸透するには時間がかかる．皆が一斉に同じ
方向を向けるわけではない．理解するのが早い人もいれば遅い人もいる．その
ために，ミッションのための行動を少しずつ積み重ねていく必要がある．働く
人たち皆に浸透するまで続けなければならない．リーダーたる者の行動がミッ
ションに反したりずれていたりすると，
「言っていることとやっていることが
違う」として，ミッションもリーダーも受け入れられなくなる．作業効率をあ
げようといいつつ，自分の都合のみで会議をしていては，ミッションは全く浸
透しないだろう．
つまり，働く人たちがミッションと関わり，成果をあげるためには，ミッ
ションとそれに向けた行動を日々の業務の中に取り込み，それを体感できるよ
うな環境が必要ではないか．

生徒たちである．確かに，性格，資質，元々の学力などの差があるため，よく質
問にくる生徒，あまり発言をしない生徒，熱意が表にみえにくい生徒などいろ
いろなタイプの生徒がいた．また，途中から意欲を持ち始める生徒もいた．こ
の 2 種類の生徒のうち，やはり自ら意欲を持って取り組む生徒たちの方が，よ
り成果があがっていた．とはいえ，もう一方の生徒たちにも成果をあげてもら
わなければならない．そうしなければ学習塾としてはやっていけない．まずは，
他の講師とも情報交換をし，勉強することに興味をもってもらうことから始め
た．また，授業の終わりに「今日の感想」という形で，よくわかったところ，わ
からなかったところ，詳しく説明して欲しいところなどを書いてもらった．こ
れは今から考えるに，生徒たちにとっても講師にとっても良いフィードバック
となっていたように思う．もちろんそれらも参考にした．それで目標の一つで
ある高校受験までにある程度の成果をあげられていたように思う．その中で
は，意欲を持って勉強し，点数が上がると，さらに意欲を持つという生徒たち
もいた．これは自らが成長し，それを実感し，さらに成果につながるという典
型なのではないだろうか．
ただし，生徒たちにはゴールがあった．受験という人生の中でも大きなゴー
ルが目の前にあった．いつまでに成果を出すという期限がはっきりしていた．
その目標のために頑張ることができた．
では，働く人たちはどうだろうか．一つひとつの仕事には締切や納期がある．
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目標の目安となるものはある．しかし，一つの仕事が完全に終わってから次の
仕事に取りかかるなどということはほとんどない．実際に仕事をこなすのは一
つずつでも，次から次とやらなくてはならないことが待っている．そういう状

のうちの一人や組織の歯車の一つではなく，一人の人間として認められている
と感じるだろう．そうなれば，また自ら動くエネルギーが湧いてくるのである．
心の報酬によって好循環が生まれてくるはずである．

況の中でも動機づけを行わなければならない．しかも自ら動機づけをしなけれ
ばならない．マネジメントが動機づけをするのではない．マネジメントはその
手助けをするにすぎない．

それぞれの「強み」を活かすには

「仕事において何かを達成しているがゆえに満足な者がいる．逆に大過な
く過ごせるがゆえに満足な者がいる．何事にも不満をもつがゆえに不満な者
がいる．あるいはより優れた仕事を行いたいがゆえに，自分自身やチームの
仕事を改善したいがゆえに，さらにまたより大きな仕事をよりよく行いたい
（7）
がゆえに現状に不満な者がいる．
」

（8）
「つまるところ，満足は動機づけとして間違っている．」

人は多様であるがために，それぞれの資質，それぞれの経験，それぞれの能
力がある．言い換えれば，それぞれの「強み」があると言える．
「外の世界のニーズと機会に自らの能力と強みをマッチさせるとき成果が
（9）
得られる．
」
ドラッカー教授が述べているように，成果をあげるにはそれぞれの「強み」
を活かさなければならない．人が不足しているため他の部署からまわすという
単なる人数合わせの異動などはしてはいけない．また，今までやってきたから

人は多様である．それぞれの資質があり，それぞれの強みがあり，それぞれ
の考え方がある．同じようにそれぞれの満足がある．ドラッカー教授の述べる

といって，そのまま同じ人に仕事を任せてもいけない．その人は，その仕事に
ついてのやり方は知っているし，仕事をこなしているのだろう．しかし，仕事
をこなしていることと成果をあげていることは違う．似ていても大きな差があ

ように満足は動機づけにはなりえない．では何をもって動機づけできるのか．
何が働く人たち自身の内側から出てくるものを引き出すのか．それは報酬では
ないだろうか．ここでいう報酬とは，物理的，金銭的な報酬ではない．もちろん
生活の資としての一定の金銭的な報酬は必要であるが，働く人たちが自ら進ん
で動こうと思わせるのは，それではない．ストックオプションなどの制度でも

る．他に成果をあげられる人がいるかもしれない．定期的に確認すべきである．
反対にその人にしかできないようなやり方になっているかもしれない．それは
それで困る．
「強み」を活かして成果をあげる．では具体的にその人の「強み」とは何か．
資質，経験，能力，ワークスタイル，性格などを総合したのが「強み」なのでは

ない．働く人たちに必要なのは，自分が役に立っていると感じること，自らが
成長していると感じること，成果があがっていることを実感すること，自分や

ないか．つまり「強み」とは，その「人」のことではないだろうか．その「人」全
体であれば「弱み」も含まれるのであろうが，その「人」をみれば「強み」と「弱

自分たちが報われたと感じることが必要である．これら精神的な報酬，心の報
酬が働く人たちを動機づけ，自ら進んで動くエネルギーを湧きたたせ，成果を
あげるための推進力となる．人は感情の生き物である．自分が上司の手足でし
かなく，自分の代わりなど誰でもできると感じたときは，決して自ら進んで動
くことはない．自らが一人の人間として役に立っていると感じるときほど，自
らが成すべきことをしていると感じるときほど，底知れぬエネルギーが出てく

み」の両方がみえてくるはずである．仕事に活用するのは「強み」だけでよい．
「弱み」に関しては使わないようにすればいいのである．そのためにはその人の
「弱み」をカバーできるような人とチームを組めばよい．相互に補完し合うこと
で，単なるグループではなく，チームとなることができる．ただし，そのチーム
は一朝一夕にはできない．チームのメンバーに，そのチームの目的やメンバー

るものである．またそういう状態にあるときこそ，前向きに取り組めるので，
成長できるし成果があがる．そして，自らが成長し成果があがれば，自分のし
てきたことが報われたと感じることができる．
ただ，人が多様であるということは，成長するのが速い人もいれば遅い人も
いる．成果を感じる人もいれば，成果をあげているのに気づかない人もいる．
マネジメントができる手助けの一つには，そういった人たちに，成長している
ことや成果をあげていることを気づかせることも含まれるのではないだろう
か．経営者や上司がそういった助言などをしてくれたとき，働く人たちは全体

が選ばれた理由を説明し，実際に動いているうちにチームとなっていく．チー
ムになるというよりもチームになっていくのである．
「一人であろうとチームであろうと，仕事を行う者はその成果を自ら目に
（10）
することができなければならない．
」
働く人たちにとって，
「強み」を活かして成果をあげることは，働く人たち自
身の成長につながる．成果をあげることは自信につながる．自信は前進するた
めの勇気につながる．さらなる成長のための糧となる．
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働く人たちそれぞれの「強み」とは何かをみることとは，その「人」それぞれ
をみることである．それぞれの「人」を「人」としてみることである．経営者や
上司が自分の手足のように，何でもいいから言われたとおりやれというのとは

「己」と「彼」を知ることが，チームや組織に成果をもたらす前提となってい
る．まずはそこからスタートすることが必要である．これもチームや組織をう
まくいかせるための原理原則と言える．

違う．それぞれを「人」として認識することである．それで初めて働く人たちは
自分が必要とされていると感じることができるし，自ら動く意欲が出てくる．
自らを成長させようと思うようになるのである．

終わりに

働く人たちが自らを成長させ，さらなる成果をあげるためには，「強み」をさ
らに磨くことが必要である．自らの「強み」をより詳しく知り，より上手に使え
るようになることが必要である．とはいえ，自らの「強み」については自分では
気付きにくい．「自分は何がうまくできているか」と一緒に働く人たちに聞い
てみればよいのである．自分の経験してきたことは，自分だけが経験してきた
ことである．他の人はまた別の経験をしてきたはずである．人は自分の知るこ
としか知らない．自分だけの判断よりも詳しくわかるかもしれない．いきなり
何を聞くんだと思われるかもしれない．だが，同じチームなり同じ職場では，
いろいろなことを言える雰囲気も大切である．知らないことを知らないと言え
る雰囲気がないと，何かあったときに困るのは，そのチームであり職場全体で
ある．
「彼を知り己を知れば，百戦殆からず．
彼を知らずして己を知れば，一勝一負す．
（11）
彼を知らずに己を知らざれば，戦う毎に必ず殆し．」
「孫子の兵法」は約 2500 年前に主に戦略について書かれたものである．しか
しながら，いろいろな捉え方をすることによって，現代のビジネスにも応用さ
れている．それでは，ドラッカー的な介錯もできるのではないだろうか．
「彼を知り己を知る」という部分については，
「己」については自らができる
ことは何か，自らの「強み」は何かと言える．
「彼」は翻訳によっては「敵」と
なっている場合もあるように，商売敵と読み取れる．また，一緒に働く人たち
のことともとっていいだろうし，取り組んでいる仕事ととってもいいだろう．
つまり，自らを知ることはもちろん，周囲の関わる人たちについても知る必要
があると言えるのではないだろうか．
「己」だけを知っている状態ではうまく
いくかどうかは五分五分，
「己」も「彼」も知らなければ危うくなると言ってい
るのではないだろうか．しかも，
「己」も「彼」も知っていたとしても必ずうま
くいくわけではないのである．
「働く人たちが仕事を知り，彼ら自身が知られるようになったのちに行える
（12）
ことである．
」

働く人たちは，自らの選んだ仕事に対して，情熱があったはずである．成し
遂げようとする目標があったはずである．しかしながら，毎日の手元の作業に
追われ，忘れてしまったり見えなくなったりしている．そのような悲しい結果
にならないために，マネジメントを行う者にできることを果たさなければなら
ない．その中の一つが，経営者や上司は働く人たちを「人」としてみること．既
に封建制度の社会ではないし，働く人たちはそれぞれが会社と雇用契約を結ん
で働いている．従業員は丁稚や女中ではないし，ましてや経営者や上司の手足
でもない．人格をもった「人」としてみる必要がある．人を人として扱うことは
一種のノブレスオブリージュ
（地位ある者の義務）
ではないか．
また，働く人たちにしても，自らの「強み」を活かし，チームや組織に貢献す
ることが求められる．その「強み」を伸ばし成果をあげるための不断の努力が
必要とされる．自らをマネジメントしなければならないのである．
【注】
（1）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 101
（2）同上 pp 102
（3）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1990〕エターナルコレクション版『非営利組織の経営』ダイ
ヤモンド社，pp 50
（4）同上 pp 54
（5）守屋洋『「韓非子」を見よ！』三笠書房知的生き方文庫 pp 214
（6）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 161
（7）同上 pp 159
（8）同上 pp 160
（9）P.F. ドラッカー（上田惇生訳）
〔1990〕エターナルコレクション版『非営利組織の経営』ダイ
ヤモンド社，pp 238
（10）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 149
（11）湯浅邦弘『孫子・三十六計』角川ソフィア文庫 pp 60
（12）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 157
【略歴】 ドラッカー学会会員，愛知学院大学経営学部経営学科卒業，ファイナンシャルプ
ランナー
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ドラッカーの人間主義的マネジメント
―カント，ドラッカー，そして小林秀雄＊

ラッカーの人間主義的なマネジメントが必要になることを，お話ししてみたい
と思います．

2. ドラッカー，ウェーバー，そしてアイヒマン

菊澤研宗

Kenshu Kikuzawa
（慶應義塾大学商学部教授）

1. はじめに
近年，米国帰りの若い学者が多くなっています．彼らは，今後，日本企業が積
極的にイノベーションを起こし，成長していくためには，米国流の科学的で経
済合理主義的な経営が必要だと考えています．したがって，ドラッカーのよう
な非科学的なマネジメントをいまだに信奉している日本の経営者は，古臭くて
遅れているといいます．
しかし，現実を見ると，実はアメリカの開業率は 1980 年代中頃から減少し
続けています．しかも，近年，バーバード大学教授のクリステンセンが雑誌
『New Yorker』に興味深い記事を書いています．彼によると，毎年，世界中の
最も優秀な人たちがハーバード大学のビジネススクールに入学し，さまざまな
ビジネス・スキルを学んで卒業し，そして世界で活躍している．しかし，残念な
ことに，毎年，必ず不祥事を起こして犯罪に手を染める卒業生がいるというの
です．
ここから，クリステンセンは，ハーバード大学の教育に何か欠けているので
はないか，何か足りないのではないか，と問題を提起します．そして，彼は，か
つてドラッカーが言及していた真摯さ，誠実さ，そして気品というものを教え
てきれていないのではないかという結論に至るのです．この記事を読んで，私
はクリステンセンのファンになりました．
今日，みなさんに，お話したいのは，米国流の経済合理的なマネジメントを
遂行すると，企業はイノベーションを避け，新規事業を展開しない方が合理的
になるといった不条理に陥ることを論証したいと思います．
そして，このような不条理を回避し，果敢にイノベーションに挑戦し，そし
て新規事業を展開するには，ドラッカーの人間主義的なマネジメントが，実は
どうしても必要になることを論証してみたいと思います．
もちろん，米国流の経済合理主義的マネジメントを排他的に扱うのではな
く，あくまでも経済合理主義的なマネジメントを重層的に補完する形で，ド

＊
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第 13 回ネクスト・ソサエティ・フォーラム 2018 ― ドラッカー学会総会＆大会「マネジメ
（於・明治大学）．音声からの原
ント×いい会社 ― 社会性と生産性をどう両立させるか？」
稿化にあたっては，高瀬祐作氏のボランティア協力をいただいた．

2．1 ドラッカーの 2 つの目標による管理
まず，ドラッカーの「目標による管理」の話からはじめてみたいと思います．
今日，この「目標による管理」の名の下に，2 種の管理論が展開されていま
す．1 つは ― どこかのコンサルタントが教えたものだと思いますが ― 人間
の他律性を利用する，経済合理主義的な目標による管理．もう 1 つは，人間の自
律性（自由意思）を引き出す人間主義的で哲学的な目標による管理です．
もちろん，ドラッカーが求めていたのは後者です．しかし，残念ながら日本
ではドラッカーが嫌っていた前者の経済合理主義的な数値目標による管理のほ
うが広まっているように思います．
2．2 マックス・ウェーバーの予感
この経済合理主義的な目標による管理に嫌悪感を抱いていたのは，ドイツ
最強，あるいは世界最強の社会学者の一人マックス・ウェーバーです．ウェー
バーは，インド，イスラム，そして中国等ですでに高い文明を持つ地域が多く
あったにもかかわらず，なぜ西洋にだけ近代資本主義が成立したのかという問
題を提起しました．そして，彼の答えは，プロティスタンティズムの宗教倫理
でした．
プロテスタントは，当時，免罪符を販売していたカトリック教会を批判し，
われわれが救われるためには教会とは関係なく，神と一対一で対話しなければ
いけないとしました．そして，人々は救いを確信するために，神に与えられた
天職をまっとうし，禁欲し，そして質素倹約的な生活に邁進しました．その結
果，お金が蓄積され，資本主義が形成されていったというメカニズムです．し
たがって，ウェーバーは，このプロティスタンティズムの宗教倫理こそが資本
主義の精神であったと説明しました．
ウェーバーは，その後の歴史の動きも見逃しませんでした．彼は，やがて目
的と手段が転倒し，金儲け自体が目的になっていったことに気づきます．金儲
け自体が目的で，質素倹約的な行動が手段となり，宗教倫理や宗教的な価値は
関係なくなっていったというのです．そして，今後は，感情も魂もない，ひたす
ら目的を合理的に達成する因果論的な規則に従うだけの人間から構成される
「鋼鉄の檻」のような組織社会が来ることを予言したのです．
ウェーバーは，この目的合理的でルール支配の冷たい組織から，何か恐ろし
いことが起こるのではないかと予感していました．しかし，それが何か，彼に
は分かりませんでした．ウェーバーは，第二次世界大戦でドイツが再び敗北を
するのを見ることなく亡くなりました．
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2．3 アイヒマン裁判とアーレントの解釈
このウェーバーの嫌な予感は的中しました．ヒトラーが率いたナチス・ドイ
ツの登場です．ナチスは目的合理的な組織を密かに形成し，大量のユダヤ人を
「経済合理的」に虐殺していたのです．その執行の中心人物として中間管理職に

ドラッカーの人間主義的マネジメント ― カント，ドラッカー，そして小林秀雄

331

できる組織であるとともに，目標とする人間の人数を合理的に虐殺する，そう
いた人間をも生み出す組織であることが認識された瞬間でした．ナチス政権下
でアイヒマンが行ったのは，まさに「目標による管理」であったわけです．

あったのが，アドルフ・アイヒマンでした．ヒトラーの「最終解決」つまりユダ
ヤ人絶滅という目的の下に，彼はきわめて効率的に 600 万人のユダヤ人を処理
しました．

3．不条理発生メカニズム

戦後，アイヒマンは密かにドイツを脱出し，家族と静かにアルゼンチンで暮
らしていました．ところが，1960 年，イスラエルの秘密警察が執念で彼を探し
出し，イスラエルへと連行しました．その異常な残虐性をめぐって，アイヒマ
ンはエルサレムで裁かれることになります．これが，有名な「アイヒマン裁判」
です．

があったのでしょうか．悪しき目標が与えられると，目的合理的な組織は悪し
き目的を効率的に達成することになります．トップが悪に手を染めると，組織
は合理的にそれを隠蔽することになります．それゆえ，もし与えられた目標が
悪くなければ，問題ないのだから，目標による管理は有効な管理法ではないか
と思う人もいるでしょう．

そして，この裁判を傍聴していたのが，雑誌『New Yorker』の依頼で，エル
サレムに派遣されていたユダヤ人の女性政治哲学者ハンナ・アーレントでし

しかし，本当の問題は，そこではありません．この管理法の最大の問題は，命
令と服従の原理に従う組織のメンバーの他律性にあるのです．カント的にいえ

た．
アイヒマンは，法廷で「私は命令に従っただけだ．自分は出世したかっただ
けだ．確かに，神の前では悪いことをしたかもしれないが，法の前では無罪だ．
私は言われたことをやっただけなのだ」と主張します．彼は，自分の行為は不
適切だったけれど，ナチス政権下では合法的だったと主張し続けます．つまり，
彼は，
「合法的不適切」という不条理に陥っていたのです．

ば，理論理性に従う行動に問題があるのです．その点を理解していただきたい
と思います．
カントによると，他律的行動とは，その行動の原因が常に自分以外にある行
動を意味します．上司に命令されたので行動する．ルールや制度に従って行動
する．法律に従って行動する．そして親が言ったので行動する．これらの行動
は，いずれもその原因が自分以外にあるので，他律的な行動となります．

この主張に，法廷は困惑します．検察は，アイヒマンにユダヤ人に対する根
源的な悪意を示す証拠を必死に探しました．しかし，そのような証拠は一切出

また，他律的行動は，金，物，名声，制度，法律，これらが刺激になって，それ
に反応して結果的に行動するという意味で，本質的には動物的な刺激反応行動

てきませんでした．むしろ，逆の証拠が出てきます．アイヒマンの親戚の中に
ユダヤ人がいて，彼は親切にされていたため，アイヒマンはむしろその親戚に
感謝すらしていました．しかも，彼には，当時，ナチス政権下では最大の犯罪で
あったユダヤ人の愛人までいました．

と同じです．さらに，人間は背後から押されると倒れるというという意味で，
他律的行動は物理的物体のような力学的行動と同じです．したがって，カント
は，このような行動に，人間固有の本質，尊厳，そして気品などはないと主張し
ました．

この裁判の問題点は，アイヒマンが異常な人物ではなかった点にあります．
ナチスの法制度の下では，自分が犯罪を行っていることを知るのは不可能だっ
たのであり，彼の行為は根源的な悪意に基づく犯罪ではなく，ただ上からの命
令に従っただけの犯罪だったのです．しかし，最終的に彼は死刑になります．

しかも，他律的行動は，失敗したとき，上司に言われたので，金が欲しかった
ので，そのようなルールがあったので，という形で常に言い訳ができる行動で
もあります．というのも，原因が自分の外にあるからです．したがって，他律的
行動は常に責任を回避できる行動なのです．

そして，アーレントはこの裁判を傍聴し，この裁判は人間の悪について一つ
の教訓をわれわれに与えたと言いました．つまり，悪の陳腐さ，悪の凡庸さで
す．極悪人と思っていた人物が，実は小心で，凡人であったということ．目的合
理的な組織では，命令と服従の原理に基づいて，ごく普通の人が簡単に悪に手

このように，他律的な行動ばかりする人間には「責任」という概念が成り立
たないのです．原因が外にあるので，そこに責任や原因を転嫁できるのです．
それゆえ，このような他律的な行動に，人間としての尊厳や気品はないといえ
るでしょう．そのような人は，無責任な人なのです．カントは，そのような行動

を染めるということです．まさに，ウェーバーが予言していたように，鋼鉄の
檻のような目的合理的な組織で，与えられた悪しき目的が合理的に達成されて
しまったのです．
目標による管理が徹底される組織は，目標とする製品数を経済合理的に生産

しかできない人のことを，未成年状態つまり子供だといったのです．

3．1 他律性，非人間性，そして無責任
この目標による管理の一体何が問題だったのでしょうか．目標の内容に問題

3．2 損得計算の原理と不条理
この他律的な人間行動をさらに分析していくと，1 つの行動原理が見えてき
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ます．損得計算の行動原理です．
上司の命令に従うと損か得か，ルールに従うと損か得か，法律を守ることが
損か得か．他律的な行動は，損得計算をして，もし得ならば行動する，損なら
ば行動しないという行動原理に従う経済合理的な行動です．では，なぜわれわ
れは損得計算をするか．それは，行動の原因を確定したいからです．因果論的
行動において，原因を確定するもっともシンプルな行動原理が損得計算なので
す．
そのような因果論的な行動の背後にあるのは，経済合理性です．しかし，こ
のような他律的で経済合理的な行動が，人間を不条理へと導くことになるので
す．他律的に法やルーツや制度に従ってさえいればいいとすれば，アイヒマン
のように合法的だが不適切で不正な行動を行うことになります．

図 1 . イノベーションの不条理

さらに，この損得計算の原理に従うと，不正であっても隠した方が得だとい
う不条理に巻き込まれることになります．また，この原理に従って経済合理性
を追求すると，リスクの高いイノベーションは止めた方が得なのであり，それ
ゆえ新規事業を起こさない方が合理的だという結論にも至ります．
たとえば，ある企業が多くの資産，技術，そして知識を持っているとします．

3．3 経済合理性と不条理発生メカニズム
このように，米国流の経営学にならって経済合理性を追求すると，企業は一
見成長し，すべてがうまく行くように見えます．しかし，そうではないのです．

何もしないと，機会コストは高くなります．そこで，現状を変革して積極的に
資産を利用していくと，機会費用は減少するでしょう．しかし，そこで頭のよ
い人は損得計算します．確かに，現状を変革して資源を積極的に利用し，果敢

むしろ経済合理性を追求していくと，現状を変革したり，リスクを伴うイノ
ベーションを起こしたりしない方が合理的になるのです．リスクの高い新規事
業は，むしろ避けた方が得だという不条理に陥ることになるのです．

にイノベーションに挑戦することによって，機会コストは低下するが，他方，
それをまともに行うといろんなコストが発生するだろう．変革コスト，失敗の
コスト，リスク負担コストも加味して損得計算すれば，やはりちょっとした修
正はともかく，大きな変革はしない方が合理的という不条理に陥るのです．
これを図で説明すると，まず図 1 の縦軸をコストとします．企業はさまざま

経済合理性という一見魅力的なものを追求していくと，われわれ人間はいつ
かどこかで不条理に陥ることになるのです．非効率的な現状を改革しようとし
ても，その改革自体にコストがかかってしまう．特に，既得権をもつ人々を説
得するには多大なコストがかかり，このコストを計算すると，非効率的な現状
を維持した方が合理的という不条理に陥るのです．

な資産を保有しているために，それを放置すれば機会コストが高くなるでしょ
う．それゆえ，現状を改革し，既存の資産を利用すれば，イノベーションが起こ

とくに，日本企業は終身雇用できたわけですから，大変革すると，かつての
同僚や部下に不都合が起こることになる．彼らを説得するコストは高いと思

る可能性があり，機会コストも減少するでしょう．それゆえ，右下がりのコス
ト曲線を描けます．
しかし，他方，現状を変革し，既存の資産を利用していくと，現状にメリッ
トを得ている人を説得する取引コスト，またイノベーションをめぐる努力コス
ト，そしてリスク負担コストも大きくなっていくでしょう．それゆえ，右上が

います．このようなコストを考えたら，非効率でも現状を維持した方がいいと
いう損得計算になる．どうしても変革が必要ならば，自分が定年で辞めてから
行ってほしいという考えになります．しかし，これではもう遅いのです．
また，日本では多いのですが，特に鉄道，電力，そして航空業界では，完全な
安全性を追求することが重要ですが，完全な安全性を追求すると，コストがあ

りのコスト曲線が描けます．
これら 2 つのコスト曲線を合計したものが，図 1 の総コスト曲線となります．
経済合理性を考えると，総コストが最小になる程度で変革し資産を利用する
ことが合理的となります．つまり，果敢に企業を変革し，より高度のイノベー
ションを起こさない方が合理的になるのです．すなわち，経済合理性を追求す
るならば，企業変革は避け，果敢にイノベーションを起こさない方が経済効率
的という不条理に陥るのです．

まりにも高くなってしまいます．それゆえ，経済合理的には，はじめから安全
性をめぐって手抜きをした方が合理的となるのです．もし経営学者として，電
力会社に原発をめぐる安全性について助言を求められれば，手抜きをした方が
経済合理的だと言わざるをえないでしょう．けれども，人としてこれは正しく
ないのです．つまり，経済合理性を追求すると，鉄道会社，電力会社，そして航
空会社は合理的不正という不条理に陥るのです．
米国流の経済合理性ないし損得計算に基づく行動を徹底していくと，結果的
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に組織は合理的に失敗することになります．組織は，不幸で不健全になってい
くのです．では，どうしたらいいのでしょうか．

4. 不条理回避法としてのカントの啓蒙哲学
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ジメントを安易に人間を大切にするマネジメントだという人がいますが，そう
ではありません．人間的とは，人間固有の自律，価値判断，そして自由，それゆ
え実践理性に関わることなのです．

4．1 実践理性
ドラッカーのマネジメントが有効なのです．そして，その背後にあるカント

このカントの考えに従い，ここでは，自律，価値判断，そして主観などに関わ
る行為のことを「人間的」と呼びたいと思います．そして，そのような行為に，
人間としての尊厳や品が出てくることになります．

哲学を理解すると，難解なドラッカーのマネジメントは，より深く理解するこ
とができます．
カントによると，人間には根源的な悪はないと考えます．何の理由もなく人
を殺すことはないのです．殺人には，必ず復讐など，外部に原因が常にあると
考えるのです．人間は，自らの理性に従えば，何が正しく何が不正なのかを価

しかし，自由で価値判断に基づく自律的行為は主観的なものです．それゆえ，
それは非科学的なので，頭の良い人はこのような主観的な行動を嫌うもので
す．やりたくないし，価値判断するのは避けたいと思うのです．とくに，若い時
代に，マックス・ウェーバーを読み，学んできたエリートたちは「客観性」を重
視する傾向があるので，主観的な価値判断を避けようとする傾向が強いように

値判断できる存在だ，とカントは考えるのです．そのような価値判断を行う理
性を，カントは「実践理性」といいます．

思います．

ここでいう「実践」という言葉は誤解されやすい言葉です．特に，
「応用」と
「実践」が混同されがちです．人は，儲からなくても，上司の命令がなくても，
自分の意思で正しいか，不適切か判断できます．いじめられている人を見たと
き，もし「それは悪い」という価値判断をしたとします．このとき，もしそれが
悪いとしたら，次に「何をすべきか」といった問いがくるのです．もし悪い ―
あるいは正しい ― としたら，次にどのような行動をとるべきか，われわれに
「実践」を要求してくる理性があります．このような理性こそが実践理性なので
す．

4．2 自律，自由，そして責任
しかし，このような主観的な価値判断を恐れてはならないのです．そのよう
な判断に対しては，自ら責任を取ればいいのです．価値判断にもとづく行為の
原因は，他でもなく自分にあります．それゆえ，そのような行為の責任もまた
自分自身にあるのです．

これに対して，カントのいうもう一つ理性である「理論理性」とは物事を因
果法則的に認識する理論的な理性です．もし「A なら B である」という法則に
従って現実を認識できるとすると，これを応用して「B のために，A ができる」

判断を避ける人には，個性もキャラクターもありません．人間としての魅力や
気品がない人です．主観な価値判断に基づく行為でも，それに対して責任を取
れば，問題はないのです．価値判断に基づく行為は，主観的で主体的であるが
ゆえに，責任を伴う道徳的行動でもあります．カントによると，自由と責任は

ことも認識できることになります．これが「応用」です．
しかし，このような応用も実は認識にとどまります．行動実践にまで至らな
いのです．人間を行動させ，実践させるには，どうしても価値判断が必要なの
です．つまり，「B のために，A ができる」ことは正しいことだ，良いことだと
価値判断すると，「B のために，A すべき」という形で実践を要求してくること
になるのです．
カントは，人間にはこのような価値判断を行い，実践を要求してくる実践理
性があるとします．それは，また自分自身を原因として自らはじめる能力であ
り，この理性に従う行動は自律的な行動となります．価値判断にもとづく行為
は主観的ですが，主体的な行為でもあります．その行為の原因は，他でもなく
自分にあるのです．このような自律的な行動をカントは「自由」といいます．
そして，このような人間の実践理性，価値判断，そして自律性に関わること
は，すべて人間的と呼ぼうというのがカントの意見です．というのも，このよ
うな能力は，人間以外にはないと考えるからです．しばしば，人間主義的マネ

言い換えれば，主観的であるがゆえに責任を取る必要があるのです．逆に，
科学的で客観的ならば，責任を取る必要はないのです．一般に，責任を取りた
くない人ほど，必要以上に客観性や科学性を強調したがります．主観的な価値

対概念なのです．
この観点から，ぜひ企業の社会的責任（CSR）について考えてほしいと思い
ます．企業の社会的責任の「責任」という概念は単独ではありません．その前
に，企業が社会に対して自律的であり，自由を行使しており，ある意味でわが
ままであり，そのような実践を行っている企業でなければ責任を感じるはずが
ないのです．自由なき責任はないのです．自由を行使していない企業に CSR を
求めることはできないのです．わがままを行うことも，企業には大事なことな
のです．
この自律的意志に基づいて価値判断し，そして実践する「実践理性」があれ
ば，人間は損得計算の結果にとらわれないで，自律的に行動することができま
す．実践理性に基づいて，正しい，おもしろいなどの価値判断をする人材，経
営者がいれば，コストを度外視してもイノベーションを起こそうとするでしょ
う．
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4．3 自律性を引き出す啓蒙の哲学
もし経営者が従業員から自律的な意志に基づく行為を引き出すことができれ
ば，おそらく不条理を解決できる可能性があります．人間主義的なマネジメン
トを通して従業員の自律性を引き出せれば，従業員は価値判断をしてくれるよ
うになります．コストはかかるけれど，一人ひとりが物事を正しいかどうか価
値判断し，それゆえもっとやるべきだと理性が叫び，コストとは無関係に研究，
生産，そして営業を続けてくれるような組織が形成されるでしょう．
外から見ると，このような自律的な行為は，従業員にとってコスト負担を増
加させることになります．企業は，その対価としてお金は払わないので，その
ような企業はブラック企業と表面的にはまったく変わらないでしょう．しか
し，従業員の自律性さえ引き出せれば，コストとは無関係に，従業員の自律的
な判断によって企業はより正しい方向へと進んでいくことになります．
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の上司は，自分を単なる手段として扱うのではないか，そういうことが簡単に
分かります．良い上司は，危険ではありません．そのような上司は，自分の目的
のために部下を単なる手段として扱わないのです．
真摯さとは，そのようなことです．つまり，自分を人間として扱ってくれて，
物のように扱わない，そのような上司には「真摯さ」があるのです．これが，ド
ラッカーが言いたかったことだと思います．では人間の自律性を引き出すド
ラッカーの真摯さのマネジメントとは，どのようなものなのでしょうか．

5. 不条理回避法としてのドラッカーの真摯さの経営学
5．1 企業の目的
ドラッカーの生い立ちは，すでにご存じだと思いますが，ナチスによって故
郷ウィーンが占領され，人々は自由を奪われてしまいます．そして，多くの友

問題は，この自律性をどうやって引き出すのかです．頭のよい人ほど主観的
な価値判断は不安で，怖いので，避けようとします．そのような状態を，先にも
述べましたが，カントは，子供，未成年状態といいます．

人や知識人は殺害されたり，自殺したりしました．
身の危険を感じたドラッカーは，英国ロンドンへと渡り，そしてニューヨー
クへと移住することになります．そこで，ドラッカーは驚くのです．ドラッ

このような人間に対して，意志の自律を促す活動を，カントは「啓蒙」といい
ました．人は生まれながらにして自由で自主的な存在ではないのです．むしろ
他律的なのです．動物的な存在です．しかし，わがままだと非難されたとして
も，人間は一度は主観的な価値判断を行い，それに従って行動し，実践し，その
責任をとる必要があるのです．そこに，一人の人間としての見せ場があるので

カーは，米国で自由社会を形成するのは，政治家でも官僚でもなく知識人でも
なく，何よりも企業経営者だと認識するのです．そして，企業を自律的で自由
な存在にすることによって，自由な産業社会が形成され，そしてナチス全体主
義の出現を抑止できると考えたのです．
このことが，ドラッカーの第 1 作『経済人の終わり』に書かれています．この

す．
カントが言うには，人間として生まれたからには，その証として一度でいい

本では，なぜナチス全体主義が出現してきたのか．それは 19 世紀の自由市場社
会が終わり，その後，新しい自由な産業社会を築けなかったからであり，その

から何か主観的な価値判断したほうがいいといいます．価値判断の下に，自律
的で責任を伴う道徳的な行動をしたほうがいいというのです．さらに，一度で
も自律的な行動をとることが，人間としての義務だとさえいいます．そこに人
間としての存在意義，尊厳，そして気品があるというのです．
では，何度も問いますが，人間の自律性を引き出すには，上司は具体的にど

スキをついてナチス全体主義が出現してきたというのが，彼の考えなのです．
それゆえ，できるだけ早く自由な産業社会を形成する必要があるということ，
これが彼の政策的な主張なのです．
このような考えのもとにあるドラッカーとって，自由な産業社会形成の担い
手である企業の目的が功利主義的な金儲けつまり利益最大化ではありえないの

うしたらいいのでしょうか．カントによると，上司が自由を行使する場合，上
司は部下の自由や自律性を無視してはいけないというのです．カントは，これ
を一般化し，人間組織の最高原理として，以下のことを主張しました．すなわ

です．投資家の金儲けのための単なる代理人としての企業経営者のマネジメン
トは，他律的で非人間的で，人間の自律性を放棄した経営になってしまうので
す．確かに，損得計算に基づくマネジメントは客観的です．しかし，それは科学

ち，
「自分の目的を達成するために，他人を単なる手段として物や動物のよう
に扱ってはならない」というシンプルな自律の原理です．
このようなカントの自律の原理は，ドラッカーの言う「真摯さ」と密接に関
係しています．ドラッカーは，経営者の条件として「真摯さ」が必要だとしまし

的ではあっても自律的ではない．動物的で，人間としての品がないマネジメン
トなのです．
では，ドラッカーの考える自由な産業社会を形成する企業の目的とは何か．
彼の本格的なマネジメントの著書『現代の経営』で，ようやく企業の目的が提

た．そして，経営者に真摯さがあるかどうかを確かめるのはどうすればいいの
か．これを問われたとき，ドラッカーの答えは簡単でした．一緒に働いてみれ
ば，すぐにわかるということでした．
確かに，一緒に働くと，この人物は危険な人かどうか，すぐにわかります．こ

示されました．「顧客の創造」です．この意味については，よく誤解されるので
すが，経営者も自由人たれという意味です．ドラッカーが求めているのは，ア
ンケートをとってお客さんの声を聞き，刺激反応で売れる商品をつくれといっ
たような受動的で他律的な態度ではないのです．
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逆です．人間として生まれたからには，経営者も一度はわがままを言えとい
うのです．自由を行使して，これはいいよね，あれはおもしろいよね，という形
で価値判断して新商品をお客さんに問うべきだというのです．そこから新しい

た．
企業の経営者は，将来の雇用を維持拡大するために，自由にイノベーション
を起こさなければならないのです．それゆえ，そのための資金として利益や内

お客さんやファンができ，新しい自由な産業社会が生まれてくる．そう言いた
いのです．
したがって，企業の目的は，イノベーションに関係しているのです．特に，ド

部留保は労働者から搾取したものではなく，むしろ労働者のためのものとなる
というのです．
新古典派経済学では，経営者は株主の金儲けのための代理人となるため，経

ラッカーの父の友人であったシュンペーターのイノベーションの概念が影響し
ているのです．すでにご存じのように，シュンペーターのイノベーションの定
義は，
「新結合を実行すること」という意味です．ここでは，知識の「新結合」
ばかりが注目されますが，それを「実行する」という部分を忘れてはなりませ
ん．

営者が労働者を使ってお金を搾取することになります．しかし，ドラッカーに
よれば，利益は雇用維持と拡大のための資金を意味します．経営者はイノベー
ションを起こさなければいけないのであり，この意味でむしろ利益や内部留保
は道徳的でさえあるというのです．
お金や資金がなければ，拘束されて自由にビジネスができないとドラッカー

知識の新結合は，カントのいう理論理性の役割です．多様な知識を単に組み
合わせることです．しかし，知識を組み合わせても認識だけで終わってしまう

はいいます．それゆえ，経営者は，常に利益を生み出して留保しておく必要が
あります．それが，経営者に自由なビジネスを可能とするのであり，それが経

可能性があります．この知識とあの知識を組み合わせると化粧品ができる，そ
ういった認識で終わるのです．それを実践するには，価値判断が必要になるの
です．「これは良い」と言える経営者がいないといけません．もし良いならば，
何をすべきか．これを実践しよう．これが，実践理性の役割なのです．
ですから，シュンペーターが言うイノベーションには，2 つの部分がありま

営者の責任でもあるのです．
また，企業では経営者が部下に向かって「利益を上げろ」と命令するもので
す．これに対して，もし部下が「なぜ利益を上げければならないのですか」と問
うとしましょう．この場合，新古典派経済学を真面目に学んできた経営者は，
「株主様のために利益を上げるのだ」と言うかもしれません．けれども，そう

す．新結合という理論理性の部分とそれを実行するという実践理性の部分で
す．これが重なると，新結合された知識が新商品として製造され販売されるこ
とになるのです．

言ってしまうと，従業員は，経営者に向かって「あなたは何のために存在して
いるのですか」と問うかもしれません．
「あなたは株主の単なる人形なのです
か」という形で，経営者の存在意義について問いかけるかもしれません．経営

これを実際に行っていたのは，アップルです．まず，研究者たちの間には，知
識の新結合によって，iPad，iPhone など，このような商品ができることはすで
に認識されていました．そして，スティーブ・ジョブスがおそらく「これは面白
い．これはいいね」と価値判断をしてくれたのでしょう．もし良いならば何を

者にとっては，つらい質問だと思います．
もしこの素朴な問いに，きちんと答えたいならば，やはりドラッカーやシュ
ンペーターを理解し学ぶ必要があるでしょう．雇用を維持拡大し，新しい自由
な産業社会を作るためには，われわれはイノベーションを起こす必要がありま

なすべきか．こうして，それを商品として製造し販売するという実践に導かれ
たのだと思います．
また，倒産したコダックの技術者たちは，写真フィルムの乾燥を抑えるコ
ラーゲン技術から化粧品ができることをすでに認識していました．しかし，実

す．それゆえ，企業が拘束されずに自由にイノベーションを起こすにはどうし
ても利益が必要なのだということです．

際には化粧品は製造されませんでした．なぜか．誰もそれを良いと価値判断を
しなかったからです．これに対して，生き残った富士フイルムでは，それが行
われたのです．

ドラッカーはまた，自由の行使を経営者だけではなく，従業員にも要求しま
す．なぜなら，自由な産業社会を担う明日の経営者を育てる必要があるからで
す．そのために，経営者は企業内のミドル，ローア，そして従業員に対しても，
自由の行使や価値判断を求めなくてはいけないと主張します．

5．2 利益とイノベーション
注目すべきは，ドラッカーの利益の概念です．利益や内部留保は，株主のも
のではないというのです．株主には，資金に対する利子分だけで十分だという

とくに，経営者がミドルマネジャーを管理する場合，命令と服従の原理に基
づく他律的な駆り立て式管理を行うべきではないといいます．これでは，自由
を行使できる明日の経営者は育ちません．アイヒマンのような非人間的な悪人

発想です．新古典派経済学では，利益や内部留保はすべて株主のものになって
しまいます．しかし，シュンペーターとドラッカーは，それを認めませんでし

を育てることになるでしょう．
命令と服従の原理に従って展開される管理は，悪しき経済合理的な「目標に

5．3

人間主義的マネジメント
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よる管理」です．しかし，ドラッカーのいう「目標による管理」は，そうではあ
りません．企業全体の目標の範囲内で，ミドル自身が自分で価値判断をして正
しいあるいはいいねと思う目的を定めて，それを自ら達成するという自律的な

者の奥方が子供を産んで，学者である夫が，あまり乳が出ない乳母が我が家に
やってくるのだが，心配だという歌を歌ったときです．ここで，
「知」と「乳」
を兼ねています．これに対して，奥さんが答えた歌が，「大和心」があれば大丈

管理です．それは，自由と責任の原理にもとづく自己統治のマネジメントなの
です．命令と服従の原理にもとづく他律的な目標による管理とは，全然，違う
ものなのです．ミドルの自律性，価値判断を引き出し，自由を行使させ，そし

夫だという内容の歌です．小林秀雄は，ここではじめて「大和心」という言葉が
出てきたというのです．
当時，この「大和心」の反対語が「漢心（からごころ）」という言葉でした．大

てその責任を問う．このような管理の方が中間層でバラエティな目的が追求さ
れ，イノベーションは起こりやすくなるのです．
このような人間主義的な「目標による管理」を可能にする組織が，ドラッ
カーのいう連邦分権制組織なのです．形式上，事業制を採用しても，その制度
内で働く従業員の行動原理が命令と服従では意味がないのです．分権制とは，

和心とは，因果論，法則，物理ではない．正しいかどうか，良いかどうか，好き
かどうか，すなわち人間の価値判断に関わることを理解することです．人とし
ての誠実さ，真摯さ，気品，もののあわれ，そのようなものを理解する心のこと
です．
これに対して，漢心あるいは漢才とは，科学的・合理的知識のことです．昔

自由と責任の原理のもとづく組織なのであり，自由を与える代わりにその責任
をとらせる，そのような原理に基づく事業部制でなければ意味がないのです．

は，最新の科学的知識は中国から入ってきたために，そのような言い方をして
いたのです．中途半端に頭のよい人は，科学的知識だけに関心をもち，そこで

そのような目標による管理の下に，明日の経営者が育ってくるということ，こ
れがドラッカーの考えなのです．
また，ドラッカーは，従業員にお金を与えるだけでは不十分といいます．従
業員は，自分の仕事や会社に誇りを持つ必要があります．従業員には，「私はこ
の会社が好きだ」という価値判断をしてもらわなければならないのです．

勝負しようとします．しかし，そのような方法で勝負してはいけないのです．
とくに，歳を重ねた方などは，科学的な知識や損得計算の早さで勝負しても
若者に勝ち目がありません．というのも，結局，年寄にとっても小学六年生に
とっても 1 ＋ 1 ＝ 2 で同じなのであり，そのような知識で勝負しても差がつかな
いばかりか，むしろ若い人のほうが計算は早いので，負けてしまうのです．

なぜこの会社にいるのかと聞かれたときに，
「給料が高いから」と回答する
ような従業員ではだめなのです．そのような従業員は，会社が赤字になり，給
与が下がると，みな会社を辞めていくでしょう．それは，弱い組織なのです．何

6．2 価値判断，主観，そして責任
では，年寄はどこで勝負すべきなのでしょうか．漢心ではなく，やはり大和

よりも，この会社が好きだと価値判断をしてくれなければならないのです．こ
のような従業員は，会社が赤字になり，給与が下がっても，会社に残ってくれ
るでしょう．そのような組織は強い組織なのです．
かつての日本企業では，そのような人間主義的マネジメントが展開されてい

心のほうです．つまり，価値の問題であり，価値判断の問題です．ある状態を見
たときに良いか悪いか，もし悪いとすれば，何をなすべきか．まさしく「ものの
あはれ」にかかわることです．
あえて価値判断を行う．それを非科学的と恐れてはいけない．そこに，カン

たのです．それゆえ，日本企業は強い組織だったのです．

トの啓蒙，ドラッカーの真摯さが出てくるのです．一般に，価値判断は主観的
なので，若い人はそれを恐れてしまうものです．ここにこそ，年齢を重ねた人
間が勝負をかけなければなりません．価値判断ができるかどうか，これが私に
いわせるとリーダーの条件なのです．

6. カント，ドラッカー，そして小林秀雄
さて，あるところで講演をしたとき，ある企業の社長が私に質問してきまし
た．「先生の話は，カントやドラッカーなど西洋人の話ではないですか．日本人
には合わないのではないでしょうか？」という質問です．この質問に対して，
私はそうではないと答えました．実は，このカント的でドラッカー的な人間主
義的マネジメントこそ，小林秀雄が晩年に本居宣長研究の中で見出した日本人
の本質「大和心」と関係しているからです．
6．1 大和心と漢心
小林秀雄の晩年の研究によれば，
「大和心」という言葉がはじめて日本語と
して登場してきたのは，ある古い短歌の中からだといいます．それは，ある学

一方で，言うまでもないことですが，経済合理的なマネジメント，損得計算
に基づくマネジメントは絶対に必要です．それゆえ，まず損得計算を徹底的に
行う．しかし，その結果だけにしたがって行動すると，必ずどこかで人間は不
条理に陥ります．いつかどこかで，不正であっても隠蔽した方が損得計算の上
では得だといった不条理に巻き込まれることになります．
現在，政府が若い学生にビジネスを起こせなどと推奨しており，優秀な大学
生は 1，2 年生から自主的にファイナンスに関する知識を学んだりしています
が，これには疑問を抱きます．そのような学生は，いつかどこかで不条理に陥
るでしょう．経済合理的な行動，損得計算にもとづく行動は，確かに合理的で
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すが，いつかどこかで合理的に非効率になったり，合理的に不適切になったり，
合理的にイノベーションを起こさないようになってしまうのです．
では，このような不条理をどう解決するのか．私が言いたいのは，もちろん

上記の（3）を行うようなリーダーは，実際にいるのでしょうか．たとえば，
3 . 11 の原発事故のときの福島原発の所長であった吉田昌郎氏がそうであった
と思われます．福島で原発事故が起こったとき，損得計算すれば逃げたほうが

経営者はまずは徹底的に損得計算する必要がある．しかし，それだけでは小学
生と変わらない．さらに，その上で，その結果を見て正しいのかどうか，重層的
に価値判断をしなければならないのです．そして，正しいあるいは面白い事業

明らかに得でした．それにもかかわらず彼は残った．彼の行動は非科学的で，
馬鹿げているといわれるかもしれません．実際に，吉田所長はその後白血病で
亡くなっています．しかし，彼の行動原理は，損得計算ではなかったのです．こ

ならば，行う必要があるでしょう．それは主観的であってもいいのです．非科
学的と言われてもいいのです．その責任をとればいいのです．
同様に，経営者は人事評価に関してもひたすらに利益や成果をあげる従業員
だけを評価してはいけないのです．良いこと，正しいことをしようとする従業
員の行動も評価する必要があるのです．そのような行動を評価するためには，

れが正しいという価値判断をしたのだと思います．
このような人間行動を見たときに，われわれの心は動かされるものです．人
間の琴線に触れた気持ちになります．そのようなリーダーがいてくれると，組
織は不条理には陥らないのです．

経営者は見えないものを観る力が必要となります．この見えないものを観る心
が，すなわち大和心なのです．

7. 結 語

6．3 経済合理主義と人間主義の重層的マネジメント
カントの理論理性に基づく損得計算の結果だけで行動するだけでは十分では
ありません．やはり実践理性が大切なのであり，価値判断ができる上司と部下
が組織内に多くなってくると，組織は不条理に陥ることなく，イノベーション

理的な他律的なマネジメントのみを行っていると，いつかどこかで不条理に陥
ります．合理的に非効率に導かれたり，合理的に不正に導かれたり，合理的に
イノベーションを避けて新規事業を回避しようとしたりします．
このような不条理を避けるには，やはりカント，ドラッカー，そして小林秀
雄に共通する，非合理な人間の価値判断に基づく人間主義的マネジメントが必

も増えていくことになるでしょう．
能力はあるけれど，不正を行う人を評価してはいけないのです．むしろ，能
力はないけれど良いこと正しいことをしようとしている人を評価し，残さなけ
ればなりません．そのような評価を行っていくと，損得計算だけでなく，価値
判断する従業員も自然に増えていきます．
しかし，部下の自律性を引き出し，価値判断させるだけでは十分ではありま
せん．ドラッカーがいうようにリーダー自身が善悪を価値判断する必要がある
のです．自ら決断して行動していく．より高次の存在でなければならないので
す．
リーダーは損得計算能力だけでなく，主観的に価値判断をして責任をとらな
ければならないのです．例えば，新規プロジェクトを判断するとき，
（1）確実に儲かる，しかも正しいプロジェクトは問題なく，遂行すべきです．
（2）確実で儲かるかもしれないけど，不正なプロジェクトは止める．下品に
なってしまいます．
（3）第 3 に，不確実で儲からないかもしれないけれど，おもしろいあるいは正
しいプロジェクトは実行する必要があります．おそらくイノベーション
は，このようなケースに起こるのです．不条理が回避できて，イノベー
ションも盛んになるでしょう．
（4）第 4 に，儲かりそうもないし，不正なものは実行してはならないのです．

最後に，まとめたいと思います．経済合理主義的な損得計算に基づく米国流
マネジメントは必要ですし，無視してはいけないと思います．しかし，経済合

要になってくるのです．
カントの啓蒙，ドラッカーの真摯さ，小林秀雄の大和心，これらの言葉で象
徴されるようなマネジメントがどうしても必要になるのです．不条理を回避す
るには，人間の他律性による科学主義的なマネジメントだけでなく，人間が自
律的に価値判断をする，より高次の人間主義的マネジメントも重層的に補完す
る必要があるのです．
したがって，客観的な損得計算だけでなくて，価値判断のできる，責任感の
ある，品のいい，あるいは真摯な，大和心のある人こそがリーダーにふさわし
いのです．このような哲学的な人間主義的マネジメントに，日本企業が守らな
ければいけない伝統があるのではないでしょうか．
【参考文献】
菊澤研宗（2018）
『改革の不条理』朝日新聞（朝日文庫）
菊澤研宗（2017）
『組織の不条理』中央公論新社（中公文庫）
菊澤研宗（2015）
『ビジネススクールでは教えてくれないドラッカー』祥伝社（祥伝社新書）
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【略歴】 1957 年生まれ，慶應義塾大学商学部卒業，同大学大学院博士課程修了後，防衛
大学校教授・中央大学教授などを経て，2006 年に慶應義塾大学商学部・商学研
究科教授に着任．この間，ニューヨーク大学スターン経営大学院で 1 年間，カリ
フォルニア大学バークレー校ハース経営大学院に 2 年間，客員研究員として研究
を行う．また，2009 年から 2011 年まで経営哲学学会会長を務め，現在，日本経
営学会理事，経営行動研究学会理事，経営哲学学会理事．
専門は新制度派経済学（組織の経済学）であり，なぜ組織は合理的に失敗するの
か，そしてこの不条理からどのようにして抜けだせるのかを研究テーマとし，旧
日本軍の事例などを用いて，理論的な解決法や哲学的な解決法について研究し
ている．
著書に，
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「誇り」となる会社の作り方＊
蓬台浩明
Hiroaki Hodai

（（株）都田建設代表取締役社長）

真実に出会っていく
私は自ら実践していることしか皆さまにお伝えできません．実践のなかで，
私はドラッカーからインスピレーションをいただいている．そのなかで自分に
語りかけてくれるキーワードについて少しお話したい．「『誇り』となる会社の
作り方」との題ですが，ほとんど「ありかた」の話になります．日々私たちの会
社は「ありかた」に関してぶれない軸を持っています．
私は高校を卒業するまで和歌山で過ごしました．大学時代は静岡と千葉で過
ごし，初の就職先は東京の大手ハウスメーカーでした．その後，現在の都田建
設には社員として入社しました．1999 年です．職安に行き，ハローワークで求
人票を見たら，職種と給料しか書いていない雇う気のない会社でした．ハウス
メーカーという美しいイメージとは真逆，3K の，典型的な雰囲気が求人票に醸
し出されていましたが，勉強させてもらいたいと思い飛び込みました．現場監
督，飛び込み営業をしながら，泥臭く仕事をしていました．2007 年から血縁関
係も何もないなか信頼していただき，社長になっています．会社に 20 年目，社
長としては 12 年です．

「感動」というキーワード
感動のテーマで仕事をしています．サービス，おもてなし，感動のキーワー
ドで一冊目の本を出版しました．以来，講演の機会もいただくようになりまし
た．建築業界に感動のキーワードは，当時はまったくありませんでした．
でも，私たちの家づくりは，ほぼすべての家族が感動して涙を流してくれる．
言葉で言うだけではなく，目から涙が溢れる．その数を社員が数えてくれてい
ます．今年は 200 の家族が感動で涙を流してくれることを経営目標にもしてい
ます．
建築業界で感動をつくる会社があるとのことで，講演させていただく機会が
あります．講演の後，ほとんどの方がいわれます．それはきれいごとではない
か，それで利益が上がるのか，うちの会社では無理だ，そういう感想が多かっ
たのです．あるいはお客さんと自分たちはよくてもパートナー，もしくはご近

＊

第 13 回ネクスト・ソサエティ・フォーラム 2018 ― ドラッカー学会総会＆大会「マネジメ
（於・明治大学）．音声からの原
ント×いい会社 ― 社会性と生産性をどう両立させるか？」
稿化にあたっては，高瀬祐作氏のボランティア協力をいただいた．
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所にしわ寄せがいき，どこかで息詰まるのではないかなど．
そのつど，受け入れてくれる人は少ないと思いました．きれいごとなのは確
かかもしれませんが，だからといってできないことにはなりません．
2011 年に東日本大震災がありました．震災後にも感動のテーマで講演を行っ
たのですが，反応がまったく変わりました．大事なことだと思うと口々にいわ
れました．目を背けていたけれど，初心を忘れてはいけない，自分はそういう
つもりで起業したのだといわれるようになりました．実践している会社がある
ことに勇気をもらったという感想も多かった．
ドラッカーの発言もきれいごとに聞こえるところがありますが，正しいこと
から始めようとはっきり言ってくれている．これでいいのだと思えました．そ
れを外でも内でも徹底的に伝え続けています．
では，私たちはどんな事業を行っているのでしょうか．都田建設は，静岡県
浜松市都田地域の名をとって会社名にしています．浜松市は約 86 万人の政令指
定都市ですが，都田は 6000 人ほどの小さな街です．都田建設の社員は約 70 人，
それに専属の大工が 36 人います．大工には，日本に 150 人程度しかいないとさ
れる宮大工もいます．ものづくりの会社です．
新築の注文住宅がメイン事業なのですが，リフォームや庭づくりも行ってい
ます．レストラン，ホテル事業も行っています．「猫も歩かない」と言われると
ころにホテルをつくりまして，去年は 8 万人，東京，名古屋，大阪，その他県外，
外国からも宿泊していただいています．
いくつかの事業があります．大工学校ができたり，スロー・ライフ・マイス
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摘したら，嫌な顔をされてしまった．入っている材料が違うのではと質問した
ときには，舌打ちまでされた」と．
まさかと思いました．よい家を建てたらお客さんは喜んでくれるし，よい商
品が最高のサービスなのだと私はただ思い込んでいました．しかし，毎日帰っ
て玄関の扉に立ったとき，職人のした嫌な顔を思い出してしまうというので
す．舌打ちをも思い出してしまうという．思い出はよいものも悪いものも一生
消えません．いくら家が良くても友達に紹介できないと．
そこで，建築だけではなくてサービス業にも目を向けるイノベーションに着
手することにしました．今まで建築しか見ていなかったのですが，レストラン，
寮，ホテルなど，さまざまなサービス業に興味を持つようになりました．カテ
ゴリーや意味づけを変えると視野が広がり，学べることも多くなります．
建設業界で，感動の家づくりのカテゴリーは都田建設だけです．一つのポジ
ションを獲得した実感が湧いてきました．自然素材で日本一の家づくりを徹底
的に追求しながら，感動の家づくりも同時に追求する．過去を捨てるわけでは
なく，かえって生かしながら，意味づけを変えてイノベーションし，事業の次
元を上げていこうと考えました．

「手入れしてくれるならただで貸すよ」
あるお客様から，家具も提案してほしいといわれました．家具店に一緒に買
い物に行きました．庭づくりも頼まれました．木の面倒も見てほしいとのこと
でした．

ター検定資格が全国で受けられるようになったり，さまざまな取り組みが街に
広がっていっています．
伝えていきたいのはライフスタイルの提案です．手広くやっていますねと言

人も増えてきました．事務所を大きくしたいと思っても，都田は田舎ですの
で，市街化調整区域なので建てられない．家も建てにくいのです．社員が一つ
の机を二人で使って，そんな仕事が何年も続く．けれども，お客様の願いを実

われるのですが，そんな気持ちはない．むしろ伝えていきたいライフスタイル
はシャープになっています．こういう方に来てほしい，こういう方に新たに発
見してほしい，ライフスタイルのメッセージを絞りながら，商材や体験をもと
に人が集まれる場づくりを心がけています．

現したいと自分たちは思う．また，自由にお客様が来社できる環境をつくりた
いと思う．
2007 年に社員が夢を提案してくれました．カフェやインテリアショップなど
の学びの場をつくりたいと．大書して壁に貼っておきました．けれども，2 年，
3 年経っても，何も実現できなかった．何も動きませんでした．それでも，社員

ライフスタイルとデザイン
都田建設が街づくりに展開していった流れをお話しします．1999 年，私が社
員として入社したときは，とにかく身体によい自然な素材を使った，日本一よ
い家をつくりたいと思いました．素材を厳選し，職人とディスカッションして，
本物の家づくりとは何かをもがきながら考え抜きました．
そんな中，2004 年にある出来事がありました．家が完成して半年ほどして遊
びに伺ったお客様のところで，奥さんから言われました．「都田建設の家は満
足している．けれど，家族や友達には紹介できない．一生懸命やってくれたの
はわかるが，現場監督はとても作業的で，玄関先にごみが溜まっているのを指

はずっと見続けていました．
そして 2013 年，掲げて約 6 年後，ある地域の高齢の男性が，離れの家をもっ
ていても手入れが大変だし，子どもたちも東京に行ってしまったので，手入れ
してくれるならただで貸すと言ってくださいました．もちろんありがたくお受
けしました．貸していただいた家はリノベーションし，インテリアショップに
しました．
300 坪ほどの庭と畑があり，空き地も雑草やごみで蔽われていて近所に迷惑
をかけるので，もし使ってくれるなら無料で貸すとも言ってくださいました．
インテリアショップの目の前に 300 坪の庭をつくっていきました．同様に貸し

348

講演録

てくださる方が他にもおられて，現在 8000 坪を使わせていただいています．
20 施設が 1000 坪のなかにあります．インテリアショップ，カフェ，ブックス
トア，棟梁育成学校，会社の事務所などが点在しています．売上げはどうかと
聞かれるのですが，必ずしも右肩上がりで成長しているわけではありません．
むしろ協調と調和を第一に考えているのが実状です．
先ほどライフスタイルを重視していると申し上げました．特に大事にしてい
るのは，暮らし方，生き方です．ものを長く大切に使う，飽きのこないシンプル
なデザインにする，環境や自然と共存する，顔の見える関係を大切にする，地
域との絆を育む．カフェやショップ，家具，家づくり，ネットでの発信などすべ
てが暮らし方，生き方に関わっています．
とりわけ新しい世界観は私がずっと大事にしてきたものです．今ある場を生
かし，命を吹き込むことです．ないものねだりは一切しません．この場所では
実現できないから別のどこかで新しい何かを始めようとは考えない．今ある場
所にはすでに山ほど魅力があるのですから，そこに気づけるかどうかが腕の見
せどころです．たとえば，古いものにデザインを入れていく．お客様は，ストー
リーや人の想いを感じ，商品を手にしたいと気持ちになれる．120 年の歴史の
軸に沿って大切にされてきたものに価値観やライフスタイルを感じます．そん
なふうに私たちは場を生かすことを大事にしてきました．
一例が私たちの地域にある都田駅です．一時間に一本だけ電車の走る無人駅
です．15 年ほど営業してきた薬局があったのですが，撤退することになりまし
た．鉄道会社は，次を考えているようだと地域のご高齢の男性が教えてくれる．
都田建設で借りて何かしたらどうかとおっしゃってくださる．鉄道会社の社長
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私たちは地域から大切なものをお借りしているわけですから．そうしていくう
ちに，時の経つなかで，命の次に大切な土地を無料で貸してもいいと言ってく
ださる方さえ出るようになったのです．

天才や使命に築いていく
今，宮大工の技を伝承する学校を運営しています．もともと豚小屋があった
場所です．それと，宿泊施設です．
「白の MINKA」ホテルになります．
少しずつ経営もうまくいき始め，地域に貢献できるようになってきたとき
に，ご高齢の男性がお稲荷さんを建て替えたいとの話をされていました．そこ
で，私たちはすべて建て替えさせていただき，地域に愛される場所になってい
ます．その場所で仕事をさせていただいているからです．
ご高齢の男性はがんでした．娘さんも奥様もがんでした．古いお稲荷さんが
どうなるか分からなかったけれど，都田建設がそれをしてくれたと多くの方に
も話してくださいました．地域の方々は，都田建設に足を向けて寝られないと
さえ言ってくださるようになりました．利他の精神で感謝の気持ちを忘れずに
いれば，地域の誇りになります．会社を誇りに思えるようにもなる．
地域の誇りとなり，もちろんお客さんの誇り，誰かの誇りになる会社――．
ある方に教えていただいたのですが，松下幸之助は，神社に毎朝お参りして，
素直になれますようにと 40 年，50 年祈り続けたそうです．そうして信仰深く，
心を律して高めていって，世界から誇られる企業を一代で創られたそうです．
社員一人ひとり，持っている天才も使命も違います．自らの天才や使命に築
いていくこと．そして，人や社会，お客さまの役に立とうと努力し，人格を高

に伺うと，ぜひ使ってくださいとのこと．賃料も高くはない．それなら，ぜひこ
の駅に東京その他からたくさんの人が来てくれる場所にしたいと思いました．
鉄道会社の方も喜びますし，都田の地域も明るくなっていきます．
都田建設が投資するにあたっては，日本人の心，日本が大切にしているもの

めること．人のマネジメントの最も重要なポイントです．誰もが自分だけの天
才があるはずです．隣の人にないものです．それをご存じでしょうか．ドラッ
カーの言う「強み」です．
人生を振り返るとき，挫折や困難があったはずです．けれども，それらを糧

を場所から感じていただけるようなことをしたい．お見えいただいた方には喜
んでいただけています．一時間に一本しか電車は走りませんが，カフェもあり
ますのでコーヒーを飲みながら一時間豊かな気持ちで過ごしていただけます．
毎月第一日曜日はジャズライブを行います．アットホームなのです．

にして生きている．使命に気づくために与えられた試練だったのかもしれな
い．そうであるならば，都田建設で，天才と使命を生かそうとの社風のなかで，
思い切りお客様に，社会に伝えていこうと考えています．社員一人ひとりが内
側から溢れる，持って生まれた先天的な才能と使命に気づき，生かしていく．

たくさんのお客様に電車に乗っていただけるようになりました．鉄道会社の
社長の娘さんが偶然ファブリックパネルのマリメッコのファンだったそうで
す．娘はそれまで父親の仕事に興味がなかったのだけど，都田が素敵だと聞き，

社員一人ひとりが，お客様や仲間と真剣に向き合い，指摘をし合って，そして
また認め合う．全員が，先生であり生徒のようです．

初めて娘が自分の仕事に興味を持ってくれたと話してくださいました．
こういうことができるのは，世の中をこうしたい，地域の人たちが喜ぶため
に何かしたいなどの念（おも）いです．たとえば，朝地域の方とお会いしたら，
挨拶をする．挨拶されたらして当たり前です．される前にする．されてからす
るのでは挨拶ではない．そうして，自分からできることはないか探していく．

「社風力」
ドラッカーは，21 世紀はお金が中心の時代ではなく，人が中心の時代であ
ると言っています．私がインスピレーションを得たのは，我欲で経営したり経
済を動かすのではなく，常に利他の精神と愛から経済が動いていく社会です．
2020 年〜 2030 年，ポスト資本主義社会が来ると言われている．
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西洋的なものに加えて東洋的な価値観が融合していく．無責任な自由ではな
くて，責任を問える自由が大切だ．利他の精神から始まる，愛がベースにある
会社づくりです．ドラッカーからそのインスピレーションをもらったわけで

きしょういだい）」は，小さなことを積み上げていくだけでなく，小さなものに
宇宙が詰まっているとの意味があるそうです．私は，小さな都田で，宇宙を創
りたい．念（おも）いは溢れ，強くなっていきます．きっかけを与え続けてくれ

す．
私たちが使う「社風力」との言葉があります．利他の精神で人のために，ま
ず自分から与えていく．人の笑顔を意識し，顔を上げる．仕事をしている最中

ているのがドラッカーです．世界にとって日本が誇りとなる経営を続けてまい
ります．
ぜひ都田に遊びに来ていただきたいと思います．

もそう言い合っている．職場の気が上がっていきます．お客様に伝わって，新
しい世界観になっていきます．そして，人が中心で成り立つ愛の経済の実践に
なっていくことを確信しています．世界でたった一つでも実践できている会社
があったら，次代へのバトンになるでしょう．私たちは絶対に実例になろうと
の強い気持ちを持っています．
愛が中心のマネジメントで，幸せのスパイラルをつくっていきます．社員，
お客様のライフスタイルを提案する．日本人のおもてなしの心を大切にする．
企業の社会貢献のありかたや，環境との関わり方と向き合う．社会を美しくす
る．マネジメントがすべてを美しく塗り替えていけるのですから．
これまでも多くの書物を経由して世に問うているのですが，まだまだ伝えて
いくべきことがあると思っています．現在，都田建設の取り組みは国連まで伝
わり，HP にも私たちの会社の環境活動が取り上げられています．
ドラッカーは，マネジメントこそが文明であると言ってくれています．私た
ちはささやかなりとも文明の担い手との自覚を持っています．私がマネジメン
トを実践していくなかで，ドラッカーがこういうことを言ってくれたことで，
自信を持てました．そこを徹底的に突き進んでいきます．

3014 年 ― 1000 年後
社員が常に胸ポケットに入れているクレドに，
「3014 年 ― 1000 年後の社員
はこんなことを言っていること」があります．創業から 2060 年までの社員が礎
を築き，覚悟をもって行動したことが 3014 年に伝説として思いは消えること
がない．当時の社員も私たちの心の支えであり，これからも感謝と恩返しのた
めに，関わる一人ひとりを幸せにし続ける．今この瞬間にも胸ポケットに入れ
て，仕事をしている．
ドラッカーは，日本がこれから解決することが他国のモデルになるだろうと
言いました．なぜなら，いかなる国といえども，社会が真に機能するために，社
会的な絆が不可欠だからであるからと．また，21 世紀の日本に対してこういう
ことも言ってくれています．私に多くのことを教えてくれた，革新的で相補的
な勇気あるリーダーに匹敵する人たちを再び輩出していくことを願ってやまな
いと．
私は経営の実践者として，小さな都田で，新しい経営のありかたを作り上げ
ていきます．小さな種に，すべてが詰まっています．二宮尊徳の「積小為大（せ

【略歴】 千葉大学工学部建築学科卒業．平成 10 年に㈱都田建設に入社，平成 19 年に代表
取締役社長に就任．ハーバード・ビジネススクール修了．
【経験・実績】
・住まいづくりを軸としたライフスタイルの美，心の美，社風力による独自のマ
ネジメントを追求．ドラッカーが指し示すマネジメントを日本人の美意識と絡
め実践を行っている．
・人格教育，社会貢献，収益を同時に叶える「道徳経営」による品質の高さが評価
され，米国「マルコムボルドリッジ国家品質賞」の日本版である「日本経営品
質賞・経営革新奨励賞」を受賞．社員個々が輝く組織づくりやリーダーシップ
発揮の手法は海外でも注目され，米国で講演を行う．・
・本社のあるライフスタイル・キャンパスは注目を集め，全国から人が集まる．
・2010 年静岡県知事褒賞，2010 年環境大臣表彰を受賞．
・住宅デザインにおいては 2011 年，3 年連続でハウスオブイヤー受賞．
・2012 年 経済産業省「おもてなし経営企業選」選出
・2013 年 経営品質賞「経営革新奨励賞」受賞
・2015 年 中部カーボン・オフセット大賞 審査委員長特別賞受賞
・2015 年 都田駅カフェ「GOOD DESIGN 賞」受賞
・2015 年 地元ローカル線「天竜浜名湖鉄道」にて，オリジナルデザイン列車「レ
トロ・ドロフィーズ」運行開始
・2015 年 国連「気候変動枠組条約機構」公式 HP「ナスカポータル」に当社の環
境に対する取組みが取り上げられ掲載．
『社員をバーベキューに行かせよう！』
（東洋経済新報社），
『人を動かすリーダー
の「おもてなし力」の磨き方』
（日本実業出版社），『「誇り」となる会社の作り方』
（現代書林）等多数．
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【第 1 号議案】第 12 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

開始

終了

10 :00

10:25

Ⅰ . 庶務事項
前年度末

入会者

退会者

年度末

576 名

32 名

24 名

584 名

10 :35
2017 年 5 月 13 日（土）
東京都新宿区西早稲田
「早稲田大学 国際会議場

12:15

井深大記念ホール」

ネマキスト，長崎大会実行委員長）

第 4 号議案 第 12 期役員承認の件
3 . その他閉会の辞

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 2017 年 5 月 13 日（土）10 時〜 18 時
②開催会場 「早稲田大学 国際会議場 井深大記念ホール」
③出席者数 269 名

カー塾」専任講師）

◇第 5 セッション「女性が読む『経営者の条件』－ 強み
を生かす究極の方法」
ファシリテーター：吉田麻子（カラーディア代表，作家）
◇第 6 セッション「チャート写経勉強法でドラッカーを
学ぶ － 私の強み紹介」
ファシリテーター：安藤芳樹（広告プロデューサー）

第 11 期事業報告及び決算関係書類承認の件
第 12 期事業計画案及び収支予算承認の件
規約一部改訂の件

2. 執行委員会（DWS12）
①原則月 1 回開催 2017 年 4 月〜 2018 年 3 月 12 回
②開催場所 2017 年 4 月 明治大学 会議室
2017 年 5 月〜 2018 年 3 月 株式会社エデュース

登壇者：藤島秀記（クリエイティブパートナーズ代表取締役，学会理事）
◇第 3 セッション「マネジメントの基礎をつくる 5 つの質
問 － 強みを生かす問い」
ファシリテーター：国永秀男（ポートエム代表取締役 ，「ドラッ
◇第 4 セッション「
『非営利組織の経営』を読む －「でき
ること」は何か」
ファシリテーター：鬼塚裕司（壱岐のこころ理事・施設長，タ

③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

●プレセッション

アーステミア代表取締役，学会理事）

Ⅱ . 運営組織の状況に関する事項
1. 総会
①開催日時
②開催会場

学会総会
●午前の部：セッション
◇第 1 セッション「社会生態学とは何か － われわれの働
く環境，生きる環境を知る」
ファシリテーター：佐藤等（佐藤等公認会計士事務所，学会理事）
◇第 2 セッション「ドラッカーの小さな学校 － MSC の
実践に向けて」
ファシリテーター：森岡謙仁（経営・ものづくり・ITアドバイザー，

2017 年 4 月 1 日から
2018 年 3 月 31 日まで

会員数
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12 :30

13:00

13 :10

●午後の部：講演・対談
◇ 1．午前中のセッションの結果の共有
◇ 2．
［講演］
「われわれはいかに働きどう生きるべきか
－ ささやかな世界で強みを生かす」
登壇者：上田惇生（ものつくり大学名誉教，学会学術顧問）
◇ 3．
［対談］
「
『最高の授業』を世界の果てまで届けよう
－ 強みを発揮するフィールドの見つけ方」
登壇者：税所篤快（NPO 法人 E-education 代表）×
18:00
友成真一（早稲田大学大学院教授）
［研究会事例報告］ドラッカー「マネジメント」研究会
◇ 4．
［紹介］ドラッカー「マネジメント」研究会〜一人一人の
強み活かす環境づくり〜の紹介
登壇者：岡崎宏昭
［発表 -1］
「よりよい内部監査のための MSC 活用」
－ 従業員の強みを生かし，企業の成果に結集させる
“しくみづくり”
登壇者：若林良樹

会議室

ポストセッション
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［発表 -2］
MSC
（マネジメントスコアカード）によるアプリ
開発 － 新商品開発に MSC を活用する
登壇者：岡崎宏昭
◇ 5．
［対談］
「奇跡を起こす読書会 － 強みを見出し，強
みを使いこなす」
登壇者：佐藤等（佐藤等公認会計士事務所，学会理事）×
吉田麻子（カラーディア代表，作家）
◇ 6．
［対談］
「持続可能な資本主義 － いかにして強みを
公益となすか」
登壇者：新井和宏（鎌倉投信・ファンドマネージャー）×
北村和敏（三方よし研究家，学会企画編集委員）
◇ 7．
［全体総括］
「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？」
登壇者：西條剛央（早稲田大学大学院（MBA）客員准教授）／
聞き手・井坂康志（ものつくり大学特別客員教授，学会理事）
2. 学術大会
ドラッカー学会第 12 回大会 in 立命館大学大阪いばらきキャンパス
開催日時 2017 年 11 月 11 日（土） 10 時 30 分〜 18 時 30 分
開催会場 立命館大学大阪いばらきキャンパス
出席者数 66 名
プログラム
開始

終了
第 1 分科会 4 会場（A 棟 4 階 AS462 〜 AS 465）
司会：種子田譲（立命館大学）

10: 30

12: 30

第 1 報告 西川英臣（立命館大学・博士課程後期課程）
「ドラッカーのマーケティング概念に関する一考察 －
商業経済論パラダイムとの比較を中心に － 」
第 2 報告 田中浩子（県立広島大学）
「中食産業における顧客の創造 － 株式会社古市庵を事
例として － 」
第 3 報告 岸本秀一（金沢星稜大学）
「化粧品研究開発者の仕事」
第 2 分科会 会場：A 棟 4 階 AS 463
司会：奥村陽一（立命館大学）
第 1 発表者 島田恒（関西学院大学客員講師）
「非営利組織（NPO）が拓く世界－社会と個人の変革」
第 2 発表者 井坂康志（ものつくり大学特別客員教授）
「ネクスト・ソサエティと最晩年の思想」
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第 3 分科会 会場：A 棟 4 階 AS464
発表者：清水祥行（D サポート株式会社 代表取締役）
「ドラッカー・プレミアム－ドラッカーを実践する中小
企業の現場レポート」
第 4 分科会

会場：A 棟 4 階

AS465

12 :30

13:30

昼食休憩

13 :30

13:40

代表挨拶

13 :40

14:30

講演 坂本和一（立命館大学名誉教授・立命館アジア太平洋大学初代学長）
「イノベーション志向社会が資本主義を変える」

14 :30

15:20

講演 池田雅彦（三菱商事関西支社診療所長）
「糖尿病療養におけるドラッカー・マネジメント」

15 :20

15:30

休憩

15 :30

16:30

講演 寺島実郎（一般財団法人日本総合研究所会長・多摩大学学長）
「ドラッカーの世界認識と現代」

16 :30

16:40

閉会挨拶

17 :00

18:30

懇親会（C 棟 1 階

三浦一郎

立命館大学教授

生協カフェテリア）

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

主な活動地域

仙台研究グループ

仙台

ドラッカー「マネジメント」研究会

東京

英語でドラッカーを学ぶ会

東京

ドラッカーの窓から明日を考える研究会
ドラッカーマネジメント研究会
（東海 SG）

東京
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

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

358

活動報告

活動報告

Ⅴ . 教育活動
1. 寄付講座
①講座名
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
2. 開催時間 19 時～ 20 時 30 分
3. 講座の概要

90 分間

演題

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

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） 2017/5/17

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）

2

2017/6/7

演題 / 登壇者

開催日

・ 第一部；ドラッカー思想の現代的な意義
・ 基調講演と対談
（藤島秀記理事，井坂康志理事）
・ 第二部；ドラッカーマネジメント論の現代的な意義
2017/9/20
・ 基調講演と対談
（藤島秀記理事，阪井和男理事，谷崎敏昭理事）
・ 第三部；受講者とのディスカッション ※進行役：森岡謙仁理事
・ 第一部；ドラッカーマネジメントの現代的意義；藤島秀記理事
・ ドラッカーの説いたマネジメント・スコアカード
（MSC）とは
・「P.F.ドラッカーと考える ２１世紀の経営」
（2001年12月）
VTR 上映～ Message to the Japanese Business
Executives for the 21st Century ～ ピーター．Ｆ．ドラッ
カー／口述 藤島秀記訳（株式会社ダイヤモンド社国際経営研究所）
・ 第二部；ＭＳＣの解説とケーススタディ；森岡謙仁理事・グ
ループ演習・発表／講評
・ 質疑応答
・ 第三部；ＭＳＣによる新商品開発事例紹介；岡崎宏昭本会
会員・質疑応答，討議

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』
『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

2017/10/21

テーマ
（担当者）

3

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 . 講座の内容
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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』

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）
9
『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
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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. 14』
（A5 全 138 ページ）
発行日 2017 年 11 月 18 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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Ⅱ . 収支予算案

【第 2 号議案】第 13 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 12 回総会及び講演会
2018 年 5 月 12 日（土） 明治大学にて開催
3. ドラッカー学会第 12 回大会
2018 年 11 月 17 日 金澤星稜大学にて開催予定
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：2018 年 5月16日
（水）
，6月13日
（水）全 2 回

19：00 ～ 20：30

（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
6. 連携教育プログラム
新潟大学寄付講座を実施予定
JMOOC への講座提供

経営・ものづくり・ITアドバイザー・アーステミア代表取締役
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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 30 年 5 月 12 日）

変更前の旧条文
（平成 29 年 5 月 13 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」
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
2 . 入会を希望する者が入会時点で学生の場
合，就学期間中に限り，入会初年度以降
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
「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
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，
ち，専門学校，高等学校，高等専門学校，
短大，大学学部，大学院修士・博士課程お
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
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
等での雇用関係に伴う一定の報酬を受け
ていない者．
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
5）フェロー若干名
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 . フェローは理事会において選任する．
3 . 代表理事は，理事会で互選す．
4 . 代表理事は，理事会で互選する．
4 . 役員の任期は，いずれも 1 年間とする．
5 . 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．
7 . フェローは，研究，実務，言論等に従事する
有識者であり，主として学会と外部組織と
の連携を期待されるものとする . ただしフェ
ローは，会員であることを要しない .
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
改訂：2018 年 5 月 12 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
改訂：2017 年 5 月 13 日
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【第 4 号議案】 第 13 期役員承認の件
第 13 期
役職

研究グループの紹介

役員候補者名簿
担当

氏名

現職

顧問

野田一夫

多摩大学名誉学長

学術顧問

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

坂本和一

立命館大学名誉教授

学術顧問

野中郁次郎

一橋大学名誉教授

フェロー

寺島実郎

多摩大学学長

フェロー

三浦一郎

立命館大学名誉教授

フェロー

西條剛央

早稲田大学客員准教授

代表理事

阪井和男

明治大学教授

理事

学術

井坂康志

ものつくり大学特別客員教授

理事

学術

岸本秀一

金沢星稜大学教授

理事

学術

肥塚浩

立命館大学教授

理事

国際

佐々木英明

慶應義塾大学特別招聘教授

理事

財務

佐藤等

佐藤等公認会計士事務所

理事

学術

田中弥生

独立行政法人大学改革支援・学位授与
機構特任教授

理事

学術

谷崎敏昭

上武大学教授

理事

企画

土井尚人

（株）ヒューマン・キャピタル・マネジメント

理事

企画

花松甲貴

（株）日立総合経営研修所

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

真野俊樹

中央大学大学院教授

理事

企画

森岡謙仁

アーステミア（有）

理事

学術

安冨歩

東京大学教授

監事

監査

種子田穣

立命館大学教授

Study Groups

◎新潟 SG ドラッカー読書会新潟（2016 年〜）
（1）研究会の概要
1. 発足
・ 2015 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
始める
・ 2016 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 佐藤等先生からの支援を頂き
「佐藤等先生講演会」と，仙台 SG 主宰の
桂利治さん，大宮の和光良一さんのご
協力を得て「模擬読書会」を開催
2 . 登録
・会員登録し，案内通信費用として 3 . 000
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

12 月）
・『創造する経営者』
（2017 年 1 月～ 2017
年 12 月）
・『 明日を支配するもの』
（2018 年 1 月 ～
2018 年 7 月）
・『チェンジリーダーの条件』
（2018年8月～）
◇一章ずつ読み進めているので，読書ペー
スはゆっくり
4 . 会の進行
・ とくに「先生役の人」を置かず，みんな
が平等の立場でドラッカーの思想哲学
について議論することにしている．
・ 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が…．
・ たいていは 6 ～ 7 人が出席．議論するに
は程良い人数．

（2）活動の概要
1. 開催日
・ 原 則 と し て， 毎 第 三 月 曜 日 18：30 ～
20：30

・ 参加者が集まると（遅刻者はほとんどい
ない）お互いの近況報告から始めるが，
メンバーの職種が様々なので，つい長
くなりがちなのが問題

・ 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

了後に近くの居酒屋で近況報告の続き

に変更する
2. 読書会会場

の話しを深く突っ込んで進める
・ メンバーが固定すると議論がマンネリ

・ 新潟国際情報国際大学中央キャンパス

になることを危惧しているので，新メ

（新潟市内の街中に在り，市民に開放さ

ンバーの参加を促進したい．本年，新

れているワーキングラボ）

メンバーが増えた．

・ 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

（3）メンバーの思い
・ それぞれの心の奥底にドラッカー思想
哲学が流れ込むことを望んでいるので
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ゆっくりしたペースで読みあい，質問

会の安定や発展に寄与することを願う．

し，アドバイスし，そして議論するこ

またドラッカー思想哲学を地域の人達
に伝え・広めていきたい

とを大切にしている

・円口健（会社員）
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
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・
「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

・ 厳しい思想といわれるドラッカー思想

・ そろそろ「他研究会との合同読書会」な

に触れ，自己の内面を見つめることにな

ども開催できるといいなぁ～と，周りを

研究会全体は，約 50 名のメンバーで構成

るのが最大の収穫．あるいは手探りで

見渡しているところ．他地域の学会関

されており，奇数月に開催する研究会（毎

経営してきたけれど，ドラッカーに「そ

係の方が，新潟出張の機会に当読書会

回 2 名の発表と全員討議）
・読書会（課題

ドラッカー「マネジメント」の実践に活用

にお立ち寄り下さることを願っている

書籍『マネジメント』の数章を取り上げて

できる MSC とその実践事例の研究と年 3

議論する）と，1 年～ 2 年で特定のテーマ

回の発表の場を開催している．現在，4 つ

の研究成果を共同でまとめる分科会（偶数

のプロジェクトが進んでおり発表の場に

れで良し」と言ってもらえたような気持
になり勇気をもらう．合い言葉は「真摯

（連絡先：瀬賀孝子：wit@eos.ocn.ne.jp）

が一番！」
・ 心の奥底に溜めたドラッカー思想哲学
を，自己の仕事の中であるいは生活の中
で実践し，そのことが引いては地域社

（4）特別な活動
新潟大学における正式科目「ドラッカー講
座」の運営協力活動を行う．

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．
活動報告と発表内容については，一部を除

◎東京 SG ドラッカー「マネジメント」研究会（2008 年〜）
1 . 研究グループ名称：

キルアップとテンプレート集」
（共

ドラッカー「マネジメント」研究会
2018. 9. 30. 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
1992 年より大手・中堅企業に対

著・監修，新技術開発センター）
など多数．
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．
・伊藤年一（伊藤 IT 経営研究所 所長）
・若林良樹（内部統制・業務改善アドバイ
ザー）

する経営改善とものづくり改革，

・北村和敏（日本経営倫理士協会常務理事）

IT 有効活用に関する助言・指導

・長島基（公認内部監査人（CIA）
）

および人材育成について支援活

・和田憲一郎（㈱日本電動化研究所代表取

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
・日 経記事に学ぶドラッカーシ
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

締役）
・吉岡諭（内部監査アドバイザー）
・高橋磨（IT コーディネータ，防災士）
・一丸浩一郎（㈱マーケティングアンドア
イ代表取締役）
・渡邉明男（富士ゼロックスシステムサー
ビス㈱）
・川澄佳美（特定社会保険労務士，AFP）

著 書：
「図解
	
ドラッカー入門」
（KADAKAWA，

・行本憲治（公認会計士）

韓国，中国，台湾で翻訳されている．
）

・山内治友（社会福祉士）

	
「教えてドラッカー 働く私は IT で
どこまで伸びるの？」
（日経 BP 社）
	
「ドラッカーの実践 !! MOT
（技術
経営）リーダーのマネジメントス

・和田一男（㈱ブレインパートナー代表取
締役）
・山田博彰（元駒沢女子大学教授）
・岡崎宏昭（会社員）

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

HP にて公開している．
5- Ⅲ . MSC実践研究部会を2016年度より開催

おいて互いに議論し研鑽を深めている．
・ 成果物「MSC 実践研究部会報告書（第一
期，2017 年度）
」をドラッカー学会 HP
にて公開している．
5 - Ⅳ . 研究会の発表成果（2016 年～を掲載）
〈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〉

成果報告（リーダー；根本雅章，サブ；

☆「働き方改革とドラッカー」井出聡太郎

丸山有彦）

☆「人財育成のためのマネジメント」岡崎

・「マネジメント・スコアカード」分科会
活動成果報告（リーダー；長島基，サブ；
陣野壮太郎）
〈第三期分科会活動（2012 -2013 年度）
〉
・「組織の社会的責任」分科会活動成果報
告（リーダー；北村和敏，サブ；奈良間
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．

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
ラを読んだら」渡邉明男
〈第 51 回；2016 年 9 月 13 日〉
☆《
「マネジメント」と「ザッポスの奇跡」
と契約社員》安方将貴
〈第 52 回；2016 年 11 月 8 日〉
☆《ISO-MS 規格から経営品質に寄り道し

〈第四期分科会活動（2014年度～ 2015年度）
〉

た××は MSC の入り口に辿り着いた》

・「少子高齢社会」分科会（リーダー；奈

中村孝司

良間英樹，サブ；山田博彰，岡崎宏昭，
川澄佳美）

〈第 53 回；2017 年 1 月 17 日〉
特別プログラムのため発表無し．
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〈第 54 回；2017 年 3 月 14 日〉
☆「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
〈第 56 回；2017 年 7 月 12 日〉
☆「起業における着眼点とドラッカー」大
西勝馬
☆「ドラッカーのマネジメントによる ISO
推進組織のイノベーション」吉岡諭
〈第 57 回；2017 年 9 月 13 日〉
☆「目標による管理という魔法」和田一男
〈第 58 回；2017 年 11 月 14 日〉
☆「
『現代の経営（上，下）
』を読んで」中村

勝義氏も参加されており，ドラッカーとのや

続参加が可能な方であれば，英語の能力は

りとりについて伺うこともあります．また，

問いません．開催は，仕事帰りに参加でき

〈第 61 回；2018 年 5 月 16 日〉

上田惇生先生とドラッカーの著書（
『未来へ

るように 19 時からとし，空腹では辛いの

・共通テーマ「働き方改革とマネジメント

の決断』他）の翻訳をご一緒にされた林正氏

で軽食を用意しています．

☆発表者 01 －倉田一範，

も参加されており，様々なアドバイスを頂い

☆発表者 02 －行本憲治

ています．

〈第 60 回；2018 年 3 月 16 日〉
☆「働き方改革とマネジメント」森岡謙仁

〈第 62 回；2018 年 7 月 16 日〉

・開催頻度と参加者数
毎月 1 回／年 12 回開催，金曜日の 19 時

今までに米国から 2 名他，当学会前代表
（現学術顧問）上田惇生先生もゲストとし

☆発表者 02 －吉岡諭

は 124 回，延べ 1 , 199 名（十周年記念イベ

てお招きしましたが，今後も多彩なゲスト

〈第 63 回；2018 年 9 月 16 日〉

ントとゲスト・講師を含む）が出席しまし

をお招きし幅広く学んでいきたいと考え

・共通テーマ「働き方改革とマネジメント

た．

☆発表者 01 －井手聡太郎，

直近一年の月平均参加者数は 7 名（十周

※☆印は，ドラッカー学会 HP で公開して

増やし，限られた時開内に全員が発言する

直近一年の延べ人数：135 名（2017 年

のに適当な人数の十数名程度までに増や

10 月 ～ 2018 年 9 月，13 回開催，十周年

したいと考えています．

記念イベント含む）

・会の進め方

第一回目からの延べ人数：1 , 199 名（2007

います．

今までテキストは色々使ってきました

	～グーグルに於けるOKR運用実態から～
伊藤年一

◎関東 SG 英語でドラッカーを学ぶ会（2007 年〜）
4. 概要
この SG は，原著の言語である英語を通し

ドラッカー学会創設メンバー，元理事，

てドラッカーを学びたいという会員有志によ

元事務局次長，
（株）エイジア 取締役，

って，当学会創設メンバーで元理事の小林薫
先生に指導をお願いして 2007 年 3 月からス
タートしました．小林薫先生は，ドラッカー

し十周年記念イベント除く）

初来日の箱根の講演会で通訳をされ，ドラッ

阿部 美穂，市川 充，一丸 浩一郎，小野木

カー，他の翻訳や著書をたくさん出された方

之隆，川澄 佳美，斉藤 勝義，中野 羊彦，

です．残念ながら，小林先生は 2017 年 1 月

中林 秀之，八谷 俊雄，林 正，福山 穣，

にお亡くなりになりましたが，今も小林先生

堀井 伸一，山内 治友，吉松 隆，上野 周雄

に厳しく発音を直された記憶がよみがえって

3 . 主たる関心
・ ドラッカーを英語で学ぶことにより，翻

きます．
当 SG には，ドラッカー学会創設メンバー

訳の背景にある幅広い知識を得ること

であり，ダイヤモンド社時代にドラッカー来

・ 原著から，翻訳では伝わりにくいドラッ

日の都度，ご一緒されドラッカー夫人（ドリ

カーの真意を探ること

スさん）とも個人的に親しくされていた斉藤

年 3 月 ～ 2018 年 9 月，全 124 回開催，十

が，現在は『ドラッカー 365 の金言』の原

周年記念イベント含む）

著である The Daily Drucker を再度最初から

・10 周年記念イベント

学んでいます．理由は，The Daily Drucker

2. 主
 要メンバー（直近 1 年間の出席者名，但

・開始時からの延べ参加者数と開催回数

年記念イベント除く）
，もう少し参加者を

とは」

（株）サンウェル 取締役

ています．
5 . 開催実績

☆発表者 02 －北村和敏

☆「自己目標管理と経営の質を見る OKR

上野 周雄

際の交通費に充当しています．

からとし，今年 9 月までの通算開催回数

〈第 59 回；2018 年 1 月 16 日〉

1．主宰者

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

☆発表者 01 －阿部美穂，

・共通テーマ「働き方改革とマネジメント」

6. 研究会風景

正孝
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2017 年 2 月で満 10 年が経ちましたが，

がドラッカーのほぼ全著書を網羅してお

会場の都合等で，11 年目の 2018 年 1 月 13

り，ドラッカーの幅広い知見や洞察を学ぶ

目（土）に開催以下の内容で開催しまし

ことができると考えたからです．英語の勉

た．参加者数は，ご登壇者と主催者側を含

強会や読書会と考える方もいるかも知れ

め 52 名でした． 当イベント開催に際して，

ませんが，英語の勉強会ではありません．

上田惇生先生をはじめ，フランシス・ヘッ

毎回二日分ずつを各回半分の時間で翻

セルバイン氏，エリザベス・H・イーダス

訳，残りの半分を関連事項の深読みや参加

ハイム氏（書籍の提供も）
，ブルース・ロ

者の議論の時間に使い，お互いの知見を深

ーゼンスティン氏からお祝いのメッセー

めています．これにより翻訳の背景にある

ジを頂き，また併せて米国 The Frances

幅広い知識を得ることができます．また原

Hesselbein Leadership Institute からは開

著を少しずつ丁寧に読み下す翻訳の段階

催の後援として DVD 放映の承認と書籍の

で，使われた単語や何故その単語だけイタ

提供をして頂くことができました．

リック体なのかクォーテーションマーク

イベント名：
「英語でドラッカーを学ぶ会」

で囲んであるのか等，その表現の解釈をめ

十周年記念シンポジウム

ぐり議論をすることも多々ありますが，そ

ドラッカーを原著で読む楽しさ

の作業により一層ドラッカーの本質に迫

日 時：2 018年1月13日
（土）13：00 -20：00

ることが出来ると考えています．

場 所：はなの舞 平井南口店 3 F セミ

・参加者と参加費
参加者は，原則ドラッカー学会員で，継

ナールームにて
東京都江戸川区平井 4 -11 -6 鈴木ビル 2 F
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このドラッカー・サロンは，ドラッカー学

いたことから，主宰者をドラッカー学会から

会設立時の 2005 年 11 月から毎月行われてい

上野に替え，会場も転々としました．2016

あいさつ 英
 語でドラッカーを学ぶ会

た推進会議がルーツです．毎月一回の推進会

年 8 月までは，参加メンバーが所属する渋谷

代表 上野 周雄

議はドラッカー学会の運営に関する会議でし

の会議室に移し，ほぼ月一回開催をしていま

ドラッカーのビデオ再生（フランシス・

たが，会議の後半は徐々に上田惇生元代表

したが，メンバーの仕事の都合で開催日に

ヘッセルバインに学ぶリーダーシップ）

（現学術顧問）のお話を聴き，また著書・訳

会場の都合のつかないこともあり，2016 年 8

プログラム：
第一部

講演 1 岩崎 夏海 氏

13：20 -14：20

テ
 ーマ：なぜドラッカーを読むのか ―
ドラッカーの書き方を推理してみる
講演 2 牧野 洋 氏

フランシス・ヘッセルバイン女史 The Frances
Hesselbein Leadership Institute にて

14：20 -15：20

ドラッカー・サロンを無くさないで欲しい

事会でも話が継続して，このスタイルが定着

との要望から，現在は一時休業状態となって

してきました．

いますが，以前の常連参加者の皆さんと相談

治大学の文明とマネジメント研究所に移り，

項は文章の読みやすさ
第二部
15：30 -16：30

テ
 ーマ：英語の原著から読みとく
ドラッカーが『イノベーションと起業

イーダスハイムさんとヘッセルバインさんの著書

月をもって，休会としました．

た．毎回，会議後のイタリアンとワインの食

途中に中断もありましたが，事務局が明

テ
 ーマ：ドラッカーとコリンズ，共通

講演 3 藤田 勝利 氏

書の Q&A や意見交換を行うようになりまし

し，新たな会場で来春（2019 年 4 月）には再
開したいと考えています．

2011 年 9 月から文明とマネジメント研究所の

再開の際は，HP や Facebook を通してご

会議室に会場を移し再開しました．2014 年 4

案内をしますので是非ご参加ください．宜し

月からは，上野が事務局を辞めたこと，推進

くお願いいたします．

会議時代からの司会・進行役を上野が務めて

家精神』で伝えたかったこと
会員発表 林 正

◎東京 SG ドラッカーの窓から明日を考える研究会（2007 年〜）

テ
 ーマ：原著を読んで発見したこと


16：30 -17：0 0

1 . 研究会概要

原著抽選会＆閉会あいさつ
当会 代表 上野 周雄
第三部 懇親会

18：0 0 - 20：0 0

当 研 究 会 は， 毎 月 第 2 土 曜 日（ 原 則 ）
エリザベス・H・イーダスハイムさんの著書へ
のオートグラフ

メンバーが輪番制による発表を行い，そ

羊彦幹事を中心に 15 名ほどで活動してい

の後発表に関連した現代の社会に関する

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，
フランシス・ヘッセルバインさんの著書へのオート
グラフ

◎東京 SG ドラッカー・サロン（現在休会中，2019 年 4 月再開予定）
1 . 主宰者
上野 周雄
ドラッカー学会創設メンバー，元理事，元

ドラッカーが生きていたらなんと言うだろう
か，
ということを考えてみたいという会です．
当サロンでは気軽にテーマについて議論を

事務局次長，
（株）エイジア 取締役，
（株）

することを目的としていますので，成果物

サンウェル 取締役

や研究資料の作成は目的にしていません．発

2 . ドラッカー・サロンの主たる関心
多様な出席者による意見交換から，個々の

言をすることにより自身の考え方が整理でき
ます．自由な発言の中からドラッカーの学び

参加者がドラッカーマネジメントとその思想

を得て頂きたいと考えています．

の理解を深め，実践力を養うこととともに，

3. ドラッカー・サロンについて

『すでに起こった未来』の読書会

13：00 ～ 16：00 に，藤島秀記理事と中野
る研究会である．次のようなことを目的に

十周年記念イベントでの参加者集合写真

（1）2016 年度の活動

討議を実施．
（2）2017 年度の活動
『明日を支配するもの』の読書会
メンバーが輪番制による発表を行い，そ

ドラッカーの視点と思想（ドラッカーの

の後発表に関連した現代の社会に関する

窓）から，分析，討論，まとめを行う．
」

討議を実施．

具体的には，
「ドラッカーの現代社会に
対する考え方」を学ぶために，読書会を実
施するとともに，現代社会に関する発表や
議論を実施している．また，テーマによっ
ては，他の研究会との共同研究も行ってい
る．以下，読書会・討議の内容，共同研究
の内容，記念行事について紹介する．
2 . 読書会・討議の内容
活動時間は 1 回あたり 3 時間である．これ
を前半・後半に分けて内容を変えている．直
近 3 年間の活動は次の通りである．

具体的には，下表のスケジュールで，各
章にちなんだ発表と討議を行った．
2017 年
第1章 マネジメントの常識が
中野
4月
変わる…パラダイム変換（1）
第1章 マネジメントの常識が
花松
変わる…パラダイム変換（2）

5月

第2章 経営戦略の前提が変わ
北村
る…21世紀の現実（1）

6月

第2章 経営戦略の前提が変わ
菅野
る…21世紀の現実（2）

7月

第3章 明日を変えるのは誰か
中野
…チェンジ・リーダー（1）

9月
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第4章 情報が仕事を変える…
花松
新情報革命（1）

11 月

第3章 明日を変えるのは誰か
江成
…チェンジ・リーダー（2）

12 月

第4章 情報が仕事を変える…
新情報革命（2）

森

2018 年
1月

Global Industry4.0時代にお
ける日本の中小企業のあり方
（方向性）

中島

少子高齢化によって社会がど
う変化するか

小野

Next Societyにおける電力業
界の姿

八谷

第5章 知識労働の生産性が社
中島
会を変える…先進国の条件（1）

2月

ITの発展が与える組織への影響 小野木

第5章 知識労働の生産性が社会
星野
を変える…先進国の条件（2）

3月

製薬業界のネクスト・ソサイ
エティへの貢献

福田

第6章 自らをマネジメントす
小野
る…明日の生き方（1）

4月

次なる社会に見える日本及び
日本人～社会，企業，組織は
どう変わるか

藤島

5月

第Ⅲ部1章・2章 関連

上野

第6章 自らをマネジメントす
上野
る…明日の生き方（2）
付章 日本の官僚制を理解す
るならば

藤島

6月

上記の表の通り，6 月までは『明日を支配
するもの』の読書会を実施した．また，7 月
には研究会の主催者である藤島秀記氏が，ド
ラッカーの「ドラッカーのマネジメント実
践」に関する特別講演を行った．そして，そ
れ以降は，新たに『ネクスト・ソサエティ』
をもとに毎回 2 人ずつ，輪番制でテーマ発表
と討議を実施することを決定し，次のような
スケジュールで行うことにした．9 月にはそ
の第一回は発表会を行った．
若林

3月

4月

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研
（MSC）について研究している．
「マネジメン
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）に分類し
たものである．組織の成員は，全員がこれを
もとに目標を共有し，
実行することができる．
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

ネクスト・ソサエティに求め
られるマーケティングの拡張

佐藤

第Ⅲ部2章 人こそビジネス
の源泉

江成

人か加わり，2014 年以降，研究会に相互に
2018年
9月

ネクスト・ソサイエティに合
わせて中小企業をどうマネジ
メントしていくか

小澤

企業文化・グローバルと企業
の形

吉松

第Ⅲ部4章～第Ⅳ部2章 関連

占部

出席し，交流を図っている．
4. 10 周年記念行事
本研究会は，
2007 年 9 月に設立されたので，

10月

2017 年 10 月 7 日に，設立 10 周年を記念した
イベントを開催した．そこで，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

ネクスト・ソサイエティにおけるコ
北村
ンプライアンスとイノベーション
中野

11月

12月

合研究所名誉会長）をお招きし，ご講演いた

た，外部の有識者として，田中弥生氏（大学

だいた．そして，これに合わせて『成果発表

改革支援・学位授与機構教授）
，坂本和一氏

論文集』の冊子を作成し，関係者に配布した．

（立命館大学名誉教授）
，野田一夫氏（日本総

◎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〜）
1 . 活動趣旨：

ンバーやマネジメント研究会のメンバーが何

Next Societyにおける内部監
査のあり方

カーの窓から見た明日の社会を議論した．ま

2月

究会と共同で，マネジメントスコアカード

（3）2018 年度の活動

ネクスト・ソサイエティの働
き方と組織のあり方

2019年
1月
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2012 年 8 月より活動を開始したわが「ド

換言すれば，机上の学問や自己満足的な解
釈にとどまることを厳に戒めているというこ

ラッカー・マネジメント＆イノベーション研

とである．われわれの定義によれば，
“勉強”

究会」は，ドラッカーの理論の両輪であるマ

や著述などの行為は「実活動のための事前準

ネジメントとイノベーションを高次に融合・

備」
，あるいは「事前仮説の構築作業」に過ぎ

統合させながら導き出した知見や解釈を自ら

ない．あくまでも実践を通じて，人間ならで

の事業活動，社会活動に応用展開していくこ

はの豊潤かつ繊細なセンサーたる「五感，知

とを通じて，社会に貢献することを目的とす

覚能力，深層心理による受容」
（仏教理論で

る研究会である．

はこれらを「八識」あるいは「九識」といい，

大きな特色のひとつとして，これまでの学

八〜九層からなる意識階層に対応した知識や

習アプローチとはまったく発想が異なる「知

知恵が蓄積されるとする）を擁して獲得し創

識の量に依存しない，洞察力志向のイノベー

出した（暗黙知的なものを含む）知見や解釈

ター人材育成プログラム」を中核サービスと

が「真の学習」であり，そこに至る過程を含

する事業を立ち上げ，すでに 10 社を超える

めた総合的な方法論，および社会価値たる成

導入実績を有し，さらに拡大を続けている．

果の創出をめざしているのである．

2 . 構成メンバーの概要：

4 . 活動概要：

当研究会のメンバーは，上場企業の経営

当研究会では，昨今の社会事象や，メンバ

者，ベンチャー起業家，企業再生プロフェッ

ーが実務レベルで抱える問題や課題をケース

ショナル，国立研究機関の研究者，新規事業

スタディとして取り上げ，深い洞察力と分析

の最高責任者，エンジニアリング部門の熟練

力，責任ある判断力を養うことをめざしてい

技術者，経営戦略コンサルタントなど，さま

る．

ざまな分野における実績を有すると同時に，

また，新しい取り組みとして，主力メンバ

事業活動の実務と本質を深く理解したメンバ

ーの参画のもと，
「真の学習」の実現を目指

ーで構成されている．

し，
『企業，産業，社会の未来を切り拓く 企

3 . 基本姿勢と目的 〜「実践なくして学習なし！」

業内起業家・イノベーター育成プログラム』

われわれは社会における活動を行う実務家

を中核サービスとする人材育成事業を立ち上

の集団である．よって当研究会では，社会的

げ，すでに 10 社を超える導入実績を有し，

普遍性が高い，実在するケースを対象とし，

全国への拡大をめざして活動に拍車をかけて

多様なメンバーによる討議・分析を行い，マ

いる．

ネジメント＆イノベーションの領域におい

さらには，2018 年 8 月から，ドラッカー

て，より本質的な解釈や新たなコンセプトを

理論へのさらなる深耕，より本質的かつ未発

見出し，汎用化，普遍化を行い，社会におけ

見の解釈領域を見出すために，
「ドラッカー

る実活動に生かすことを活動の中心に置いて

理論 深層アルゴリズム研究会」という分科

いる．

会を立ち上げ，ドラッカー理論の深層に流れ
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る根源的な思想や哲学，理論間の連関・統合

6. 代表者，および連絡先：

構造の発見と分析に取り組んでいる．

◆代表者： 株式会社ジェイ・ティー・マネ

5 . 開催頻度，およびメンバーの要件：

ジメント代表取締役，国立研究開発法人

◆開催頻度： 原則として 毎月第一木曜日の

産業技術総合研究所 情報・人間工学領域

夕刻より東京都内で活動を行っている．

領域長補佐／招聘研究員（幹部職員待遇）

◆メンバーの要件： 企業経営者，起業家，

◆連絡先： 以下のサイト（株式会社ジェ

ャー候補生など，マネジメントとイノ

イ・ティー・マネジメントのホームペー

ベーションを実践する立場にあり，か

ジ）の「お問い合わせ」ページよりコン

つ積極的な姿勢で切磋琢磨していただ

タクト願います．

ける方の参加を期待する．

https://www.jtm-tanaka.com/

◎東京 SG 渋沢ドラッカー研究会（2013 年〜）
主催者：井坂康志
渋沢ドラッカー研究会は，個の力を見つめ

日 時：9月15日
（土）13 時30 分～ 17 時30 分
テーマ：ハーフタイムとは何か（44 名参加）
主 催：渋沢ドラッカー研究会／ファルスタッフの会

なおし，学びの回路をオープンにしてもらう

登壇者：岩崎夏海，大内秀夫，松澤斉之他

場を目指しています．デジタル機器は使用せ

場 所：明治大学駿河台キャンパス

ず，配付資料とヴォイスのみ，風通しのよい
場です．
本研究会のスピンオフ・サークル「フ
ァルスタッフの会」
（五島優子会長）も，企業
ています．
ご関心のある向きは下記までお気軽にご
連絡いただければと存じます．
【ファルスタッフの会主催】

【活動実績】

日 時：10 月 7 日（日）

［主な活動］

テーマ：ヴェルディ・オペラ「ファルスタッフ」

日 時：7月14日
（土）13 時30 分～ 17 時30 分

鑑賞会

テーマ：Unplugged
（42 名参加）

場 所：昭和音楽大学（神奈川県川崎市）

主 催：渋沢ドラッカー研究会

16 名参加

登壇者：岩崎夏海，蓬台浩明他
場 所：明治大学駿河台キャンパス

日 時：10月11
（木）
～ 12日
（金）
11 名参加

◎名古屋 SG ドラッカーマネジメント研究（2008 年〜）
ドラッカーマネジメント研究会は，ドラッ

織を拝見し，マネジメントの理解や実践を，

カー学会の名古屋 Study Group として，ド

人や仕組み，事業のミッションや目的などを

ラッカー・マネジメントに関する本を読み合

参考に，それぞれが考え，質疑応答させてい

う「読書会」
，実践的な学びである「視察会」
，

ただく実践的な学ぶ機会になっています．

メンバーが注目する方に講義・講演いただく

本年は，奈良の農業生産法人ポニーの里に

「講演会」などを年に数回開催しております．

て奈良の漢方栽培農園を見学し，古代から続

「読書会」は，毎回事前に指定本の指定箇
所を読み込み，参加し，話し合い，理解を深
め，プレゼンする，全員参加型アウトプット
重視の勉強会です．
読書会の目的は下記の 3 つ．

く漢方栽培や当事業の説明などをうかがい，
学んで参りました．
「講演会」は，毎年 2 月に当会総会後に開催
しております．今年は，名古屋出身であり，
『ゴルフで覚えるドラッカー』
（ゴルフダイジ

1. 全
 員アウトプットをすることでドラッ

ェスト社）を 7 月に出版された飯田利男さん

カー・マネジメントをより深く理解する

をお招きし，飯田さんが考案し，実践された

こと．

訪問や芸術鑑賞会など彩り豊かな活動を行っ

イベント事務局 shibu-druker@six-stars.jp

都田（都田建設訪問）
BBQ ツアー

田中 純（たなかきよし）

事業責任者，研究開発責任者，マネージ

［趣旨］
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「フラッグシップ」についてお話いただきま

2. そ
 れぞれの実務経験に基づいたアウト

した．メンバーからの質疑応答にもお付き合

プットをしてもらうことで，他の業界

いいただき，部署の事業の記録とフィードバ

の知識など幅広い教養を身に付けるこ

ック，上司のマネジメントの実践と部下のマ

と．

ネジメントについて多くを学ばせていただき

3. ド
 ラッカーについてよく知らない方か

ました．

らベテランまで誰でも参加でき，ドラ

今後は，当研究会を 3 ヶ月に 1 回の頻度に

ッカー・マネジメントの普及につなげて

固定する方向で検討しております．当学会秋

いくこと．

の地方大会（金沢星稜大学）の後に「視察会」

2018 年も前年に引き続き，
『経営の真髄』
（ダイヤモンド社）を課題本として，月に 1 章

を企画しており，忘年会を兼ねて開催する予
定です．東海地方におけるドラッカー・マネ

ずつ読み進めておりましたが，
夏前に中断し，

ジメントを学び，実践し，話し合える場とし

今後の運営を検討しているところです．

て，存在し続けていけるように運営して行き

「視察会」は，会員のご紹介いただいた組

たいと思っております．
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◎京都 SG ドラッカー学会京都 SG（2010 年〜）
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◎大阪 SG ドラッカー学会大阪

にかけては『創造する経営者』および『プロ

ドラッカー学会大阪 SG の勉強会は，10 年

るには，各人が自立していなければならない

フェッショナルの条件』を紐解いておりま

目に入りました．現在は毎月 1 回，日曜日の

ということ，すなわち，各人が自分の意見を

す．特に，成果をあげるために自らをマネジ

朝 9 時 30 分から 12 時まで梅田駅に隣接して

持ち，メンバーに自らの思いを伝えることが

NKE株式会社 代表取締役社長 中村 道一

メントする能力の習得については読書会の度

いるグランフロントの会議室をお借りして実

容易にできる環境と伝えるための勇気が必要

医療法人社団千春会 管理部 向井 弘美

に議論しております．異なる業種業界の方々

施しています．最近の参加者は常連さんを中

だということであり，それがなければいくら

との意見交換は毎回新たな気づき・刺激にあ

心に 5 名程度です．現在の進め方は『プロフ

ドラッカーのノウハウを学んでも活用できな

ふれおり，その気づきがより深い議論の呼び

ェッショナルの原点』を座右の書とし，参加

いということです．その環境を整え勇気を

水となっております．

者それぞれの職場における課題等について議

出すための有効なことばとして「一緒にやれ

1 . 研究グループ名
ドラッカー学会京都 SG
2 . 代表者名

3 . 参加メンバー数（概算で可能）
10 人
4 . 研究目的
ドラッカー学会京都 SG は，
「社会的存在と

また，京都 SG では，京都らしさを取り込

論するなかで，ドラッカーのフレーズをうま

ば，もっとできる！」ということばをできる

しての人間が幸福であること」を目的に，ド

んだ『京都で集う会』および，他府県での施

く活用するような進め方にしています．ドラ

だけ多くの皆さんが認識し，位置づけや役割

ラッカーの教えを通じて，それぞれの人が属

設訪問等を実施して参りました．2010 年に

ッカーを学ぶというよりも，各々が所属す

や私情を越えて協働するという考え方を広め

する組織をして高度の成果をあげ，責任ある

は，第一弾として高台寺塔頭のご住職さまの

る組織のマネジメントを機能させるために，

るために，ドラッカーマネジメント倶楽部と

マネジメントを学ぶために共に集い，それぞ

ご法話の拝聴と坐禅を体験，2012 年には京

我々はどのように行動すれば良いのかという

いう，会員一人ひとりがリーダーとなる新た

れの立場で課題図書を紐解いていきますが，

の奥座敷亀岡で 300 年の歴史を刻む武家屋敷

ことに焦点を当てて議論するようにしていま

な仕組みを立ち上げました．

ドラッカー理論を実践していこうとする方々

を守る女将さんのイノベーティブなお話を伺

す．最近は参加者の年齢的なこともあって，

と語り合うことで得られる学びから，自らの

いました．伝統を守りつつも新しいことに挑

人生 100 年時代ということで，退職後の人生

あげるのはあくまで所属している組織であ

視座を上げることのできる勉強会にしていき

戦する，というような相反するお話からイノ

をどのように充実して生きるかということに

り，勉強会は，マネジメントの基本と原則か

たいと取り組んでおります．

ベーションへの知見を深めることができまし

対する議論が多くなっています．

ら外れないように，道を踏み外さないように

5 . 活動概要

た．その後 2016 年には医療法人社団千春会

課題図書を決め，月 1 回（第 2 火曜日の 19

病院様が運営する介護老人保健施設「春風」

時 30 分から 21 時 30 分に開催）読書会を開催

を訪問し，介護現場のマネジメントを，同じ

しております．それぞれの考えや意見，課題

く 2016 年には創業 100 周年を超える牛乳石

図書から学んだこと，疑問等を持ち寄り，参

鹸共進社株式会社様を訪問し，伝統的な製法

加者全員で考察することで気付きを得る場と

での石鹸作りを拝見しました．2017 年には

しております．

株式会社共生社様を訪問し，イノベーション

6 . これまでの活動内容

を起こしグッドデザイン賞を獲得するまでに

2010 年 7 月に第 1 回読書会を開催して以

至った経緯を伺いました．このような現場へ

来，原則毎月第 2 火曜日に開催し，今年 9 月

赴く機会を通じ，より実践的な学びを得て参

で 77 回目の開催となりました．参加される

りました．

方々は，会社経営者，製造業，コンサルタン

ドラッカー京都 SG では，
「社会的存在と

ト，医師，大学生，議員など様々な背景をお

しての人間が幸福であること」を目的とし，

持ちで，それぞれの立場で読み込み，ときに

仕事だけでなく家庭やコミュニティなど様々

は資料を持ち寄り意見交換をしております．

な場所で高い成果をあげられるよう，実践と

課題図書として，2010 年 7 月の『P・F ド

参加者全員と語り合うことで得られる学びか

ラッカー理想企業を求めて』を皮切りに，
『現

ら，自らの視座を上げることのできる読書会

代の経営（上・下）
』
，
『イノベーションと企

にしていきたいと考えております．

業家精神』
，
『経営者の条件』
，昨年から今年

こうした議論の中で最近私が気づいたこ
とは，ドラッカーのマネジメントを機能させ

勉強会に参加しているメンバーが成果を

軌道修正する場であるとともに，私にとって
のレジリエンスの場です．

◎高知 SG 高知ドラッカー読書会（2011 年〜）
１. 研究グループ名
高知ドラッカー読書会
２. 代表者名（世話人３人）

気をもらう場にもなっています．
５. 研究概要
前もって，課題となる図書と読んでくる箇

高知大学人文社会科学部学部長 中川香代

所を決めておき，一人ずつ感想や考え，分か

高知鏡川病院理事長 武田 茂

りにくかった点について披露し，共有してい

高知新聞社勤務 小笠原雄次

ます．ドラッカーから学びつつ，話は自然に

３. 参加メンバー数

会員が互いの現場，ポジションでどう仕事に

毎月 7 ～ 13 人

取り組んでいるのか，課題や悩みは何か，自

４. 研究目的

らをどうマネジメントしていくかといったこ

多様な業種，職種，キャリア，年齢層の参

とへ．地元高知を元気づける話も展開しなが

加者が月 1 回集まっています．ドラッカーの

ら，ドラッカーのマネジメントをそれぞれの

著書を読むことを通じて，参加者が互いに今

現場でどうやって有効に使っていくか，模索

抱えている課題やマネジメント上の悩みなど

しています．こうした例会での各自のコメン

についても共有し，互いに助言なども行って

トをコンパクトにまとめて，後日一斉メール

います．メンバーがドラッカーから刺激を受

で会員にフィードバックしており，喜ばれて

けて，それぞれの現場で一歩前へ踏み出す勇

います．
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６. 活動内容
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てまとめた記事が掲載されました．その中で

2011 年 1 月から活動をスタート．毎月最

研究グループの一つとして「高知ドラッカー

終月曜日の午後 6 時半～ 9 時まで，高知市役

読書会」が写真付きで紹介されました．記者

所庁舎内にある高知市市民活動サポートセ

は平出義明氏．

ンターの会議室を無料（公益性がある団体と

こ う し た 読 書 会 と は 別 に，2018 年 7 月，

認められたため）で借りて，読書会を開いて

メンバーが勤める株式会社かね岩海苔（本

います．参加者数は平均で 10 人ほど．散会

社・高知市）の本社工場を 13 人で見学しま

後の「近辺の居酒屋マネジメントを視察する

した（写真参照）
．衛生管理の行き届いた生

会」に加え，酒好きの土佐人らしく，夏のビ

産ラインで，袋物製品，カット海苔製品，業

アホール視察会，
忘年会も毎回行っています．

務用・ギフト用製品等が製造されている様子

これまでに読んできたのは，
『経営者の条

を視察．メンバーらは興味深く生産ラインを

件』
『イノベーションと起業家精神』
『経営者

眺め，副社長らに次々と質問を投げかけてい

に送る 5 つの質問』
『ネクスト・ソサエティ』

ました．お土産に海苔製品もいただき，見学

『P.F. ドラッカー 理想企業を求めて』
『経営の
真髄』
『ドラッカー入門 新版』
『経済人の終
わり』
．
2017 年 5 月から 2018 年 2 月までは「 われ
われはいかに働きどう生きるべきか ― ドラ
ッカーが語りかける毎日の心得，そしてハウ
ツー」
．3 月からは，
『創造する経営者』を毎
月 1 章ずつ，読み進めています．
こうした活動の紹介や例会の告知には，下
記のフェイスブックページでも紹介していま
す．
https://www.facebook.com/kochi.
drucker/?ref ＝ bookmarks#
また，2018 年 9 月 5 日の朝日新聞夕刊の企
画記事「あのとき それから」に，ドラッカー
が初来日した 1959 年から，日本の産業界や
マネジメントにどんな影響を与えたかについ

会は大好評．次のマネジメント視察を企画し
たいと考えています．
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What Peter F. Drucker Continues to Give Us................................. Elizabeth Haas Edersheim
■講演録
非営利組織の運営―日本の現状とミスマッチ................................................................. 堀田力
ピーター・ドラッカー経営理論と山崎製パン................................................................. 飯島延浩
使命とともに歩む経営...................................................................................................... 国永秀男
ファルスタッフの教え.......................................................................................................... 小島明
2 つのグローバリゼーションの光と影............................................................................ 藤島秀記
■エッセイ―百周年特集・私の中のドラッカー

ドラッカーならどう考えるか............................................................................................... 小林薫
私の「ドラッカー先生の一冊」.......................................................................................... 猪狩誠也
私の中のドラッカー............................................................................................................... 宗初末
声が聞こえる......................................................................................................................... 長島基
永遠に“KNOW WHAT”を教えてくれる人................................................................... 田海威彦
私のメンター，ドラッカー............................................................................................... 高塚伸志
目的意識のない組織から目的意識のある組織への変化...................................................... 舘野聡
地域活性のためのソーシャルキャピタルとしてのドラッカー思想............................... 川島眞一
習慣的な能力を身に付ける................................................................................................... 槇殿肇
時間の使われ方の性質別時間マネジメント手法の着想.................................................. 宮脇博嗣
強みの上に築く.............................................................................................................. 大塚三紀子
ドラッカーの教えただ今実践中.................................................................................... 山谷恵美子
ドラッカーの 7 つの経験を模倣する................................................................................. 花岡俊吾

読書会と素晴らしき仲間たち........................................................................................... 佐藤正徳
「強みを活かす」ということ.............................................................................................. 瀧野雅一
ブログ更新による継続学習―意思決定に補助線を引く.............................................. 松本知宏
『経営者の条件』と出会って.............................................................................................. 熱田二朗
真のリーダーとは？―彼が自らの生きざまを通じて伝えようとしたもの.................... 田中純
いかにして強みを発見するか―情報処理力・共感力・戦略構築力........................... 市川和臣
5 年を経て得たドラッカーの一文への解釈..................................................................... 河野隆史
ドラッカー教授のエピソード....................................................................................... 山下結加奈
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■海外からの論考
What I’ve Learned from Peter Drucker: the Need to Reinvent Our Enterprises
................................................................................................................ Jack Bergstrand
Peter F. Drucker Taught a Discipline of Reading...................................................... Lee H. Igel
The Question: Drucker’s Tool for the Pursuit of Leadership Truths.......... Anthony Shapella
Tomorrow’s Tomorrow: Millennials and the Self-Knowledge Imperative
............................................................................................................ Joanna K. B. Balda
What I Learned from Peter Drucker................................................................ Bruce Rosenstein
A Lesson from Drucker: No One is Born to Leadership................................ William A. Cohen
What I’ve Learned from Peter Drucker............................................................. Rick Wartzman
The 100 th Anniversary of Peter Drucker’s Birth................................................. Ira A. Jackson
How I Remember Peter Drucker................................................ Cornelis A.“Kees” de Kluyver
The POSE Strategy Framework................................................................................ Vijay Sathe
What I Have Learned from Drucker: Ask the Right Questions That Can Change People’s Life
........................................................................................................................... Henry To
Drucker’s Solutions for Functioning Government............................................. Pyeong Jun Yu
Life Lessons from Peter Drucker: The Value of Humility, Curiosity and Humor
................................................................................................. Melinda Moers Harriman

■活動報告
会計報告等
支部・研究会の活動
Vol. 4 2010 年
■巻頭
【インタビュー】ドラッカー・スタディーズの未来......................................................... 上田惇生
■論文―知識社会

P. F. ドラッカー―「マネジメントの発明」への道程.................................................. 坂本和一
ジェイン・オースティンを読むドラッカー..................................................................... 三浦一郎
イノベーションの 7 つの機会と用途開発.......................................................................... 岸本秀一
「定性的変化を評価するプロセス」に関する一考察― 観察，認識，評価の厳密化の検討
.............................................................................................................................. 佐藤等
知識労働の生産性に関する検討 ― ドラッカーの宿題.................................................. 大木英男
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

『文明とマネジメント』バックナンバー目次

391

ドラッカーの思想枠組み............................................................................ トニー・H・ボナパルト
教師としてのドラッカー........................................................................... ジョン・E・フラハティ
■講演録
ドラッカー先生の思い出................................................................................................... 伊藤雅俊
知識労働者とその組織.......................................................................................................... 柳井正
■追悼・南尚鎮氏
■活動報告
会計報告等
支部・研究会の活動
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 5 2011 年Ⅰ
■巻頭

発刊の辞............................................................................................................................. 藤島秀記
『文明とマネジメント 2011 年Ⅰ』刊行にあたって.......................................................... 上田惇生
■総会・講演会資料（5 月 14 日）
第 6 回 総会・講演会プログラム
ドラッカーと松下幸之助 ― その共通の視座から学ぶべきこと................................... 渡邊祐介
事業再生とドラッカー.......................................................................................................... 安嶋明
「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」でのある風景
― すでに起こった未来と日本企業としての備え.......................................................... 花松甲貴
われわれがドラッカーに学んだもの............................................................................ 小林陽太郎
『現代の経営』と私の経営.............................................................................................. 茂木友三郎
■論文 ― イノベーションの新展開
P. F. ドラッカーによる「イノベーションの発明」
― 『イノベーションと企業家精神』
（1985 年）の歴史的意義....................................... 坂本和一
ドラッカーにおける「マーケティング」と「イノベーション」........................................ 三浦一郎
社内企業家とイノベーション............................................................................................... 肥塚浩
「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
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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
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■講演録
［講演］われわれがドラッカーに学んだもの............................................................... 小林陽太郎
［講演］
『現代の経営』と私の経営.................................................................................. 茂木友三郎
■活動報告
会員へのお知らせ
会計報告等
支部・研究会の活動
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 7 2012 年Ⅰ
Vol. 6 2011 年Ⅱ
■巻頭

巻頭の辞............................................................................................................................. 藤島秀記
［インタビュー］第二の船出に向けて — ドラッカー学会代表退任の挨拶を兼ねて.... 上田惇生
■研究論文
パラダイム転換迫られる日本の経営 — ドラッカーが見てきた可能性と限界............. 藤島秀記
NFL タンパベイ・バッカニアーズにみるプロスポーツ組織の社会的責任
— 社会貢献活動を通じた戦略的なビジネス基盤の構築............................ 福田拓哉・種子田穣
ドラッカーの科学的管理法の評価をめぐって................................................................. 岸本秀一
「サービスの工業化」とドラッカー................................................................................... 田中浩子
マスキー法に見る企業の社会的責任................................................................................ 石川敦夫
ドラッカー思想の実践例としての CKI
— ホワイトカラーの生産性向上を目指して............................... 桑江曜子・北川聡・前島克好
ピーター・F・ドラッカーに学んだ三人のコーチング・マスターの
コーチング原理と彼らのエグゼクティブの実践に対する意義........................................... 安井猛
ドラッカーの「知覚」概念への心理学的アプローチ
— 社会生態学への心理学の導入可能性の検討................................................................. 佐藤等
非定住的思考の起源 — ツヴァイク，ラーゲルレーブ，ムージルをめぐって............. 井坂康志
■論考
ドラッカーの社会生態学手法で太平洋戦争終結直前における民衆の価値観変化を探る
......................................................... 大木英男
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

■巻頭

ドラッカー研究の意味...................................................................................................... 三浦一郎
学会使命の再認識.............................................................................................................. 藤島秀記
■総会・講演会資料（2012 年 5 月 26 日）
第 7 回 総会・講演会プログラム
【会員研究発表①】今後の医療について............................................................................... 井上薫
【会員研究発表②】人事に生かす「実践するドラッカー」................................................ 川口博己
【会員研究発表③】アミュレット事業戦略検討シートについて.......................................... 市川充
ドラッカー研究の未来...................................................................................................... 三浦一郎
『ドラッカーの警鐘を超えて』 — 自著を語る................................................................ 坂本和一
Living in More Than One World: A Different Way of Looking at Your Life
................................. Featuring Bruce Rosenstein in a Conversation with Joseph Lee
■研究論文
技術官僚批判の意味するもの —『現代の経営』から『マネジメント』へ..................... 三浦一郎
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
“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
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教養としてのマネジメントの起源........................................................ ジョゼフ・A・マチャレロ
技術史家としてのドラッカー.......................................................... メルヴィン・クランツバーグ
■講演録
ドラッカーは何を語り，何を語らなかったのか............................................................. 三浦一郎
『断絶の時代』と現代 — 旧訳と新訳の間で何が起きていたか...................................... 藤島秀記
日本社会の病根 —「劣化する知性」を打破するには？.................................................. 阪井和男
ドラッカーと世阿弥 — 新しさのマネジメント......................................................... 土屋惠一郎
■活動報告
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針
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■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

Vol. 8 2012 年Ⅱ
■巻頭

第 8 回年報刊行に寄せて.................................................................................................... 三浦一郎
果たすべき役割.................................................................................................................. 谷崎敏昭
文明とマネジメント研究所との協働に寄せて................................................................. 阪井和男
■研究論文
ドラッカーとバーナード ― 両者に通底するもの.......................................................... 坂本和一
イノベーションの 7 つの機会の利用について ― 缶コーヒーを事例として................. 岸本秀一
知識労働者のマネジメントとフロー................................................................................ 森村正博
まちづくりにおけるドラッカー思想の応用に関する一視点.......................................... 粟島浩二
ソーシャルワーク・スーパービジョンの再構成に関する検討
― ドラッカーの MBO and Self Control を踏まえて..................................................... 星野晴彦
ラフリーにおけるドラッカー理論の具体化............................................................................ 肖栄
“Management accounting”の迷走に関する要因の考察
― ドラッカーのマネジメントからのアプローチ.............................................................. 佐藤等
■論考
「ドラッカー・マーケティング」を散歩する.................................................................... 大木英男
ASTD に見るドラッカーの「知識労働者」の育成の潮流について................................ 中野羊彦
組織の社会的存立について............................................................................................... 丸山有彦
『経営者の条件』から学ぶこと.......................................................................................... 根岸正名
経済社会シミュレーターの意義と問題解決能力そして実現への道
― 見えてくる未来社会の構造........................................................................................ 山縣俊夫
［対話］観察法の観察....................................................................................... 上田惇生／井坂康志
ポスト「もしドラ」時代のドラッカーマネジメント........................................................ 岩崎夏海
■関連論考
知識労働者のためのセルフ・マネジメント............................................... ジェレミー・ハンター
ドラッカーに学ぶ自分の可能性を最大限に引き出す方法............. ブルース・ローゼンステイン
コンサルタントの条件.................. ピーター・F・ドラッカー／ジョン・F・ギボンズ（聞き手）

『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
利益という概念...................................................................................................................... 佐藤等
社会生態学へのギブソン心理学の導入の研究 — その 1
— ギブソンの知覚論から得られるもの............................................................................. 佐藤等
マーケティング・リサーチによって顧客ニーズを把握することはできるか
— 大木英男氏を偲んで................................................................................................... 岸本秀一
日本の小売業研究の基本的視点に関する一考察............................................................. 西川英臣
■論考
大会後記 — 第 7 回ドラッカー学会大会 in 浜松を成功裏に終えて................................ 浅沼宏和
継続学習の方法についての考察 — ドラッカーの意見を活用して................................ 中野羊彦
経済社会シミュレーターによる市民参加型政治システムの本質—工学的アプローチによる理
想の追求と問題の解決...................................................................................................... 山縣俊夫
就職指導講師の能力開発 — 現代の小規模企業における知識労働者の一側面............. 高橋貴之
もう一人のドラッカー — キルケゴールとの対話.......................................................... 宮脇博嗣
もし小中学校に「マネジメント」という教科があれば……........................................ 木之下浩一
マニュアルの再定義........................................................................................................... 丸山有彦
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『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
■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
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渋沢栄一の「論語と算盤」で未来を拓く.............................................................................. 渋澤健
Soulmates – Peter Drucker’s Management Philosophy and
German Mittelstand Champions ................................................................... Winfried W. Weber
■関連論考
経営者の先生......................................................................... リンダル・アーウィック，訳／林正
耳を傾け続ける人....................................................... マーシャル・マクルーハン，訳／井坂康志
■活動報告
研究グループの紹介
『文明とマネジメント』バックナンバー目次
ドラッカー学会の活動紹介
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 11 2014 年
追悼 勇気と希望の人 ドリス・ドラッカー氏

20 0 0 年代に向けての 7 大課題―危機や停滞をも機会として利用する...... ピーター・F・ドラッカー
■巻頭
「実務家」にとってのドラッカー...................................................................................... 花松甲貴
医療とマネジメント........................................................................................................... 真野俊樹
■実践と思索
「ドラッカーのマネジメント」から糖尿病診療を考える

― 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
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
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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
『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

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）
■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

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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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
■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
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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
■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
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
『文明とマネジメント』投稿規定および編集方針

Vol. 14 2017 年
■巻頭
はじめに.............................................................................................. ドラッカー学会 編集委員会
【巻頭対談】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？...................................................... 西條剛央，井坂康志
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■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............坂本和一
The Two Stages for Innovation:Discussion a Meaning and Role of the Innovations Based on
‘Bright Ideas’Performing, Responsible Management is the Alternative to Tyranny and
Our Only Protection Against it: The Unfinished Legacy of Peter Drucker............ Winfried W. Weber
バッキーとドラッカー...................................................................................................... 重本大地
知識社会における個の課題 ― ドラッカー晩年（1990 – 2005）の思想. ........................ 井坂康志
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....................................... 山縣俊夫
ドラッカー思想の本質観取 ― 新たな本質観取の方法.................................................. 西條剛央
ドラッカーの著作をテクストとした本質行動学の研究モデル ― 組織構造の原理および
メタ理論の定式化，及びマネジメントツールの作成を通して....................................... 西條剛央
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.................................. 佐藤 等
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..................................................................................................................................... 薄木伸康
アダム・スミスからドラッカーへ.................................................................................... 田中文武
■実践レポート
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〜....... 森岡謙仁
■論考
クレアモントの旅.............................................................................................................. 五島優子
■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
『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

『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 2019
◇本誌は年 1 回（11 月）の発行を予定しております．編集にあたっては，内容に多様性
を持たせるためにも，広く会員の方からの投稿を歓迎しております．
◇論稿の種類は研究論文に限ることなく，研究ノート，調査・実践レポート，評論・
書評，エッセイなども取り上げたく考えておりますので，積極的な投稿を期待し
ております．
◇編集計画および査読過程との関係上，投稿を予定される場合，5 カ月前を締切りに
原稿を提出していただきます．予定される方は，6 カ月前を目安に学会事務局まで
メールで投稿の意思を表示し題目を届ける必要があります．
◇なお，本誌は刊行からしかるべき時期を経過した後に，学会ホームページで公表します．

【投稿規定および編集方針】
（1）投稿資格

※本規定および方針は，必要に応じて改訂することがあります．

◇本会の会員を対象とする．
◇ただし，会の活動に有益と認められる場合，編集委員会の判断により，会員以外
の研究者に寄稿を要請する場合がある．
◇投稿原稿は未発表のものに限る．
◇投稿者の掲載名称は実名とする．
（2）論考の種別・内容
①論文
ドラッカーの知的業績に関する理論的研究ないしその実務面への応用に関する論文．
②ノート
論文に準ずるもの．例えば，研究テーマ，理論・手法についての着想の提示，研
究結果の中間発表，学界・実務界の動向の紹介等．
③実践レポートその他
例えば，企業経営，マーケティング，戦略論等に関する調査レポート，日常業務
から得た実証データの紹介，その他上記に関し特に注目すべき実践事例等につ
いてのレポート等．
④批評・書評
ドラッカー著作，あるいはその関連書籍あるいは論文に関する評論，書評．
（3）原稿作成上の注意
①論文
◇ A 5 判横組，並製，カンマ・ピリオド（．，）使用，数字・アルファベット等は半
角，字数 1 万 5000 字程度（計表・グラフ類および数式を含む）
．本文 10 . 5 ポイン
ト，図表，注，文献表記 9 ポイント．
◇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．
④選考方法
論文，研究ノートについて，投稿原稿は，執筆者名等を匿名として，まず委員長が
予備審査を行い，予備審査を通過したものについて，レフェリー審査（編集委員
または編集委員以外の会員から選定された 2 名程度）を経て掲載の適否を決定す
る．投稿された論稿の種別は，編集委員会の判断で変更を促す場合がある．
⑤氏名・住所・略歴等
氏名（ふりがな）
，年齢，住所，職業（所属会社・機関・大学学部名，役職名等）
，
電話番号，Fax 番号，E メールアドレス，論稿の種別を本文から独立の表紙に明
記．なお，これらは本文中に含めない．
⑥送付方法，送付先，問い合わせ先
原稿ファイル（WORD 等一般的なソフト）を E メールに添付し，下記または，編
集委員会に送付するものとする．
⑦以上，投稿され，掲載を可とされた論稿はいずれも原稿の提出をもって編集委
員の責任校了とする．
（4）専門と実務を架橋しうる質の確保・充実
本誌の執筆者・読者は，研究者，学生，経営者，コンサルタント，ジャーナリス
ト等，多様な領域における実践の場で活躍している．また，近年の研究傾向を見
るならば，若手・中堅世代の会員の増加も期待される．このような会員の特性
を踏まえ，各領域，各世代の読者の知的欲求に応えつつ，同時に専門誌としての
質の充実を図る観点から編集活動を行う．
（5）論稿の対象分野
P. F. ドラッカーの知的業績全般を対象とし，その分野での理論と実践の架け橋
を指向する．
「ドラッカーによる知的体系に関する理論面での研究」と「その実践面への応用な
いし手法の研究」を編集の主軸とする．いずれも，実務家の会員に配慮し，実務の
遂行にあたり，有用な指針を提供するものとなるべく指向する．ウェブ事業との
相互補完を図るとともに，会員との情報共有の手段としても有効活用していく．
ドラッカー学会編集委員会

Civilization and Management 2018
2018 年 11 月17 日 発行

Date of Issue November 17, 2018

ドラッカー学会

発行者
Publisher

Drucker Workshop

学会代表
President

阪井和男

編集主幹
Managing Editor

藤島秀記

責任編集者
Chief Editors

花松甲貴

Kazuo Sakai
Hideki Fujishima
Koki Hanamatsu

井坂康志

Yasushi Isaka

編集委員
Members of Editorial Board

上田惇生

坂本和一

三浦一郎

阪井和男

Kazuichi Sakamoto

瀬戸篤

佐々木英明
Hideaki Sasaki

Shuichi kishimoto Hiroshi Koezuka Yayoi Tanaka

真野俊樹

安冨歩

Atsushi Seto
Toshiki Mano

中島信

Nobu Nakajima

Ichiro Miura

Kazuo Sakai

岸本秀一

肥塚浩

森雅司

上野周雄

谷崎敏昭

Atsuo Ueda

Ayumi Yasutomi Masashi Mori

Chikao Ueno

Toshiaki Tanizaki

田中弥生
北村和敏

kazutoshi Kitamura

中野羊彦

Yoshihiko Nakano

本文 DTP ／表紙デザイン
Book and Cover Design

稲岡淳一

Junichi Inaoka

〒168 - 8555
東京都杉並区永福 1 -9 -1 明治大学和泉キャンパス研究棟 213 号
法学部阪井和男研究室内 ドラッカー学会
Drucker Workshop c/o. Service Innovating lab., Meiji University.
Meiji university Izumi campus research building 213, 1-9-1, Eifuku, Suginami-ku, Tokyo, 168-8555, Japan
Law department Kazuo Sakai Labo
URL: http://drucker-ws.org/
E-mail: dws-info@drucker-ws.jp
本書の全部または一部の複写・複製・転訳載および磁気または光記録媒体への入
力等を禁ずる．
Copyright © 2018 by the Drucker Workshop. All rights reserved.
Printed in Japan. Except as permitted under the Japan Copyright Act, no part of this
publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored
in a database or retrieval system, without the prior written permission of the Drucker
Workshop.
印刷／製本
非売品

㈱宮崎印刷所

私が日本で見るべく目を光らせているものは，日本の新しいものだけではな
く，
日本の社会・文化・コミュニティの継続性や，その継続性と新しい日本と
の緊張関係，
あるいは，
それら二つのものの妥協による融合，
さらには新しい
総合による融合である．
―
『すでに起こった未来』
すべての専門知識が真理にいたる．
しかし，専門知識を真理すなわち一般
知識への行路とすることは，専門知識を有する人たちの責任である．
彼らは
知識を預かっている．
―
『ポスト資本主義社会』
昇進の機会のない仕事はすべてアウトソーシングが常態になる．
これこそ事
務処理的，保守管理的，補助的な仕事にとって，生産性向上の唯一の方法
かもしれない．
―
『未来企業』
今日NPOに見られる善意のボランティアから無給のスタッフへの変化こそ，
アメリカ社会におけるもっとも重要な変化である．―『チェンジ・リーダーの条件』
いまや会社は，社員を会社人間にしておくことが本人のためにも会社のため
にも危険であり，いつまでも乳離れできなくさせる恐れのあることを，認識す
べきである．
―
『現代の経営』
自らの得るべきところを知るのは，自らである．
自らに高い要求を課すのも，自
らである．
飽きることを自らに許されないよう予防策を講ずるのも，
自らである．
仕事を心躍るものにするのも，
自らである．
―
『非営利組織の経営』
知識社会では学校と生活は切り離されたものではありえない．
学校と生活は
相互にフィードバックしあうという有機的なプロセスとして結合される．
これこ
そが，
継続学習が目指すものである．
―
『断絶の時代』
事実上，すでに組織は，製品やサービスについてと同じように，組織への勧
誘についてのマーケティングを行わなければならなくなっている．組織は，人
を惹きつけ，引き止められなければならない．彼らを認め，報い，動機づけら
れなければならない．彼らに仕え，
満足させられなければならない．
―
『プロフェッショナルの条件』

