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我々は，
この時代を偉大な発展の時代にすることができる．
私は，未来を予測する人たちの勇気がうらやましい．
彼らと競う気はない．
量的な予測は重要でさえない．
重要なことは今日とは異なる側面とその意味
である．
一つの成果をうるためには数千のアイデアを育てなければならない．
知識の探求において，優先順位の決定は容易ではない．
だが，知識の
探求には限界がある．
使える資源に限りがある．
ただし，不足しているのは，
資金ではない．
そもそも研究を行うのは金ではない．人である．
学習が，大人になれば止めるものでなく，生涯継続すべきものとなったから
には，
学校もまた継続学習に向けて組織されなければならない．
学習は，学習するものが学ぶことによってのみなされる．学習は教師に
よってなされ得るものではない．
教師はせいぜい学習の助けとなるだけで，
むしろ学習の邪魔になることすらある．
五○歳といえば働き盛りである．
その彼らが仕事に疲れ飽きたということは，
第一の人生では行き着くところまで行ったということであり，そのことを知った
ということである．
今日ふたたびわれわれは，昔からの問いである一人ひとりの人間の意味，
目的，自由という根源的な問題に直面している．
世界中の若者に見られる
疎外の問題が，この問いに答えるべきことを迫っている．組織社会が，
選択の機会を与えることによって，一人ひとりの人間に意思決定を迫る．
自由の代価として責任を求める．
今や，経済も技術も断然の時代に入っている．
われわれは，
この時代をさらに
偉大な発展の 時代にすることができる．
ここで明らかなことは，技術，経済，
産業，ガバナンス，マネジメントの すべてが断絶の時代に入るということで
ある．
つまり，偉大な一九世紀の経済的建造物の完成に 精を出している間に，
まだにその土台そのものが変化を始めたのである．
―
『断絶の時代』
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はじめに
2019 年 1 月 10 日，ドラッカー著作のほぼすべてを訳され，またドラッカー学
会の設立に多大な寄与をいただいた上田惇生先生が逝去された．ここに謹んで
哀悼の意を表しつつ，今回で 16 号を迎える本誌を上田先生との温かな思い出
に捧げたい．
本会の設立は，上田先生にとって切願であった．しばしば上田先生は，
「何を
もって憶えられたいか」との問いに，ドラッカーを翻訳した者として，またド
ラッカー学会をつくり育てたものとして憶えられたいと話されていた．
上田先生は経団連勤務の 30 代から翻訳を始められ，ドラッカー自身から分身
（alter ego）と呼ばれた世界でも稀有な研究者だった．上田先生はドラッカーの
マネジメントや思想から多くを学ばれただけでなく，自らものつくり大学の設
立をはじめ，社会的イノベーションや第二の人生の創生など，ドラッカーを率
先して実践した方だった．
上田先生の業績は数多いが，とりわけドラッカー学会員にとってなじみ深い

上 田 惇 生（1938 ～ 2019）
埼玉県生まれ．慶應義塾大学経済学部卒業．経団連国際経済部次長，広報部
長，経済広報センター常務理事を経る．ものつくり大学の設立に参画．ものつ
くり大学教授としてテクノロジスト養成に携わり，同大学名誉教授，立命館大
学客員教授を歴任．
2005 年，ドラッカー学会を設立し，研究，実践活動の場を育てる．同会代表，
学術顧問を歴任．
ドラッカーの主要著作のすべてを翻訳．
『プロフェッショナルの条件』ほか
「はじめて読むドラッカー・シリーズ」四部作，
「ドラッカー名言集」四部作，
『エッセンシャル版マネジメント』の編集翻訳．
「ドラッカー名著集」の編纂．
著書に『ドラッカー入門』
『ドラッカー入門
ブックガイド』等がある．

新版』
，
『P・F・ドラッカー完全

ドラッカーより日本での分身とされ，ドラッカーとの往復書簡は 500 通を超
える．
生前は，
「ドラッカーを翻訳した人，ドラッカー学会をつくり育てた人として
憶えられたい」
「ドラッカーは世のため人のために使ってほしい」と話していた．

のは，その見事な訳業であろう．そこには，ドラッカーのみずみずしい精神に
的確な訳語を与え，一人ひとりに新たな精神を吹き込み，新たな視野を拓くも
のがあった．いうまでもなく，ドラッカーから学ぶ者の多くは，ごく自然なか
たちで上田先生の訳文を通して学ぶことになる．その点では，ドラッカー自身
認めるように，翻訳とは著者と訳者との事実上の合作であり，読み手は，上田
先生による滋味豊かで高い視点を伴う日本語を通して，ドラッカーの思想に触
れることになる．それは，日本を愛したドラッカーも望んだように，日本人に
とってはかりしれぬ恵みをもたらして今日にいたっている．
上田先生が敷設してくださったドラッカー思想の交通網が，今なお新しい読
者を創造している．しかも，広大無辺である．私たちは今なお上田先生の拓いた
ドラッカーの沃野を目の前にしている．現在も，そして未来も，上田先生による
ドラッカー思想の豊かな水脈は , この人と社会を果てしなく潤していくだろう．
上田先生ご自身，晩年しばしば「ドラッカーは世のため人のために使ってほ
しい」と述べていた．在世中誰に対しても親身になって耳を傾け，言葉をかけ
てくださった上田先生の優しい姿が今も眼に浮かぶ．折しも平成から令和へ
と改元され，新たな時代を迎えようとしている．上田先生が望んだように，ド
ラッカー学会もまた，人と社会からの知と実践の継承と発展の付託に応えうる
ものでありたいと切に願う次第である．
各界にてご活躍中の会員各位の引き続いてのご指導をお願い申し上げたい．
ドラッカー学会編集委員会
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追悼 上田惇生先生
「教育者としてのドラッカー，上田惇生」
＊

佐藤 等
国永秀男
井坂康志

佐藤等公認会計士事務所代表／本会理事
ポートエム代表／ドラッカー塾専任講師
ものつくり大学特別客員教授／本会理事

知への畏敬
井坂 ドラッカー学会は，学術団体であり実践団体であるわけですけれども，
そのベースには，ドラッカーおよび彼の知の顕彰と継承にあります．根底には
偉大な知への畏敬の念があるわけです．
佐藤等先生，国永秀男先生のご両所は，長くご自身の固有の実践活動として
なさっておられます．これまで，どうドラッカーの知を受け入れ，ご自身の活
動を行ってこられたか，そのあたりから伺いたいと思います．
佐藤 著書との出会いは，39 歳でした．社会人の大学院，当時は MBA ではな
くマスターコースです．入学年次でいうと 20 年も前です．そこでドラッカーの
著書に出会うことになったわけです．一つの契機になったのが，指導教官によ
る読書会という手法でした．
その中でドラッカーを先行資料として 5 冊ほど読みました．幸いにして，読
書会という方法と，コンテンツとしてのドラッカー，この 2 つを得ることがで
きた．その両方に素晴らしさがあったためです．2003 年から読書会を続けて，
800 回は行ってきたと思います．
読書会の方法はもともと指導教官が学部時代に教えてもらったとのことで，
経験の中で洗練されて残ってきたものという認識があります．実践して優れた
ものであることを実感しています．
国永 社会に出て 30 数年になります．最初に入った会社がコンサルタント会
社でした．その新入社員教育で出てきたのが『現代の経営』でした．それが最初
の出会いです．
コンサルタントの仕事をするにあたり，いろいろな会社に伺い，経営者の方，
幹部の方々，あるいは他の方々と一緒に仕事をするわけです．そのなかで，大
きな意思決定と関わることが多い．意思決定する時に一生懸命考えるのです．
けれども，答えがなかなか出ませんでした．
そんな時にいつも振り返ってドラッカーの本を読む．そのたびに自分が考え
＊

本鼎談は，ドラッカー学会第 14 回大会（2019 年 5 月 11 日，於・明治大学駿河台キャンパス）
で行われた「教育革命と知識社会 追悼・上田惇生先生」で行われたものである．

5

ていた視点が出てくると安心します．逆に，考えられていない視点が出てくる
と，もう一度考え直そうと思う．そんな風にずっと読み込んでいきました．ド
ラッカーのマネジメントは私にとっては仕事の支えであり，心の支えと感じて
います．
そんな風に仕事をするなかで，いろいろな会社に行くとマネジメントを学ん
でいる会社と学んでいない会社が 2 つに分かれてくるのです．割合的には学ん
でいないところが多いと感じます．学んでいない会社で仕事をさせてもらう
と，ドラッカーのあのマネジメントの視点があるともっといい答えが出ると思
えるようになってくる．
自身がそんな風に助けられた．そのなかで，ドラッカーを体系的に学べる場
が実はなかなかないことにも気づきました．探しても探してもなかった．どう
しようかと思った時に「それなら自分でやろう．自分で提供できるだろう」と
思って現在のポートエムという会社を 1999 年に設立しました．
ただし，知識だけ増えてもうれしくない．そう考えた時，学び方はどうだろ
うと考えました．どう学ぶべきか，そのノウハウがなかった．会社は作ったし，
思いはあったけど，ノウハウがなかったのです．どうしようかと考えた時に，
ドラッカー本人にアドバイスをもらえないかと思いました．ドラッカーのマネ
ジメントを体系的に学んでいけば成果に繋がりやすいと思ったのです．
やがて知人の産能大の名誉教授小林薫先生と，ダイヤモンド社 OB の斉藤勝
義氏のお二方を頼って，ドラッカーのご自宅に連れて行っていただくことがで
きました．2000 年から毎年 1 ～ 2 回，お伺いしてアドバイスをもらって日本に
帰って実践するということを行いました．ドラッカーは 2005 年の 11 月に亡く
なられましたが，最後にお会いしたのは 2005 年の 6 月でした．

学びを人に伝えるということ
井坂 国永先生はドラッカー塾もなさっていますね．
国永 ドラッカー塾はダイヤモンド社で行っています．経営者のコースは 1 年
です．最初 3 か月間の若手の研修会からスタートしたのですが，うまくいきま
せんでした．成果があがらない．学習は個人で行うのと，学校で行うのと異な
る学習するものと，組織でマネジメントを学ぶのは違うと実感しました．たと
えば若手の方々が一生懸命マネジメントを学んで実践しようと思っても，上司
の方が学んでいないとうまくいかない．イノベーションの 7 つの種に，
「予期せ
ざるもの」があります．予期せぬ成功を調べて，そこからイノベーションの機
会が見つかるというものです．しかし，若手の方が学び，それを上司に言った
ら，上司の方々が学んでいない．そんなことを調べる前にアイデアを出せ，企
画を出せと言われる，学んだ人たちが上司たちに批判的になってしまって，そ
れで悩んだというのです．
お客様からは若手の教育を希望する声が多い．けれども，それに応えていく
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と，結果上司と学んだ方の人間関係が悪くなる．その状況をどう捉えたらいい
のか．悩んでいたとき，ドラッカーにお会いしてどう考えたらいいのでしょう
かと質問しました．
一言です．
「トップから学んでいかないと」
．ということで，トップからの
1 年のコースをその後に作りました．ドラッカー塾では，1 年の経営者の方の
コースと次の役員の方のコースと，若手の方のコース，それを行っています．
ドラッカーのマネジメントのすごさを感じました．学んで成果をあげている
方が多いので，成果の実感が鍵だと感じています．

1 か月に 1 回学んでいただいていますが，その 1 か月間は実践をする日として，
2 回目から以降の講座の最初はリフレクションから入ります．それに関して，
何をして，何を学んだのか，何がわからないのかを反省します．実践がないと

読書会はどう行われているか

ドラッカーが大作曲家だとすると，上田先生は演奏家として一流だったとい
うのが私の理解です．特に翻訳という仕事は，ただ単に英語を日本語にすると
いう以上の意味を持っています．それは一つの思想を特定の文化にインストー
ルするという役割があるわけです．それによって国なり社会なりというものが
自分たちの文化に合わせて思考を実践的に発展させていくという，重要な機縁

井坂 同様に佐藤先生は読書会をもっておられます．どのような活動をされて
いるのでしょうか．
佐藤 読書会は，ただ本を読むだけの会ではありません．一つの型があります．
型に従って進めていきます．私の在籍した大学院では，本来は 1 冊を要約と所
感をぴったり裏表書く．1 週間で 1 冊というトレーニングです．参加者は社会人
です．働いているので，夜書いて徹夜して朝まで読書を毎月やっていました．
けれども．通常の読書会では難しいので，印象に残ったところに線を引くこ
とにしました．線を引いたからには理由がある．なんらかの関心があって引い
たはずなので，たとえば，これを知っていればあの時失敗しなかったとか，こ
こはわからなかったとか，そのような理由で線を引く．それに対してファシリ
テーターの役割ということになります．
一つの契機に，2003 年の上田先生との出会いがあります．大学院を出た後，
ドラッカーのことをもっと聞きたいと思い，札幌に来ていただいてセミナー，
講演会を開催させていただきました．そのあと，せっかく来ていただいたので，
学び続ける方法は何かないかということで，読書会を行うことになったので
す．2003 年の 4 月から今まで続いています．シンプルなものですけれども，継
続して，毎月 1 回必ず来て，やり取りをするということが，継続学習の観点から
効果的と思います．
ドラッカーの中では学習プロセスは簡単にいうと 2 段階あります．第一段階
は情報の取得です．本を読むという行為は情報の取得に過ぎません．それを知
識に転換するには，それを状況に適用してみる，つまり使わないと知識になら
ない．
これもドラッカーの言葉ですけれど，真の理解はその適用の後にくる．本を
読んで理解しようとするだけでは無理があります．私どもの読書会は，「実践
するマネジメント読書会」といいます．実践する一言をその場で手にする．そ
れを 1 か月かけ考えるなり組織で実行するなりして繰り返しているのが読書会
です．
国永 ドラッカー塾で行っているのも，すべて実践です．学んで知識をつけて，

力がつきません．スポーツと同じです．知識だけでスポーツがうまくならない
のと同じように，マネジメントもまさに同じかと思います．

知の巨人を追悼する
井坂 一方で，本日は本年（2019 年）1 月 10 日に逝去された上田惇生先生の追
悼の大会でもあります．

を手にすることになります．上田先生は思想や文化の移植者，育成者としても
偉大な方だったわけですが，上田先生との出会い，その後のお付き合いについ
てお話しいただければと思います．
国永 私は 1998 年に上田先生に初めてお会いしました．ドラッカーに 2000 年
に会う時も，上田先生はドラッカー先生に私が会うことを連絡してくれている
し，お会いした後も「どうでしたか」と連絡をくださいました．
その後京都で事務所を開きました．京都で講座を始めた時に上田先生は毎
月いらしてくださいました．講座についても助言を惜しまれませんでした．ド
ラッカー塾でも，毎回いらしてくださり，懇親会にも参加くださいました．
あるとき，タクシーのなかで，上田先生が「integrity，真摯さ．この言葉を日
本語に訳すのが難しいんだ」と話されていました．品性とか真摯さとか言って
きたけれど，言葉を変換し，つくることに伴う苦労をいつも感じていました．

一流の言語を紡いだ人
井坂

今，言葉というキーワードが出たわけですけれども，上田先生の訳は演

奏家として一流ですので，聴衆の心を動かす音を作ろうとする．演奏する前は，
楽曲があっても，まだ紙に書かれた状態に過ぎず，音になっていないわけです．
実際に音になるまで私たちは聴くことができません．その時に上田先生は自
らが気にかけられていることとして，音の「切れ味」をよくおっしゃっていた．
切れ味のいい言葉，竹を斬るように．
私によくおっしゃっていたのは，「英語から日本語に直す時は，1 行のものが
2 行になり，2 行のものが 1 行になる」ということです．それは端的に言えば書
き手の精神を訳しているということであって，文法上こうなっているからこう
訳すべきであるという形式にとらわれていなかったということです．私はそれ
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が上田先生の印象的なところとして心に残っています．
佐藤 翻訳のプロセスを聞いたことがあります．上田先生の言葉ですが，
「横
のものを縦にする，英語を日本語にする」ということですけれど．
「1 回精密に
訳す，一字一句訳す」と．その上で，どれだけ省略してもわれわれに伝わるもの
を残す．上田先生のご趣味は俳句でした．短い言語の中で，イメージを頭の中
に思い起こさせる一つの方法だと思います．
国永 ドラッカーが年金について書いた『見えざる革命』という本がありまし
た．あの本を訳す時に，日本で年金について出ている本が 50 冊程度あったそう
ですけれど，すべて読んでから，意味を理解された上で翻訳されているとおっ
しゃられていました．一つ一つの言葉をそれだけ大切にしているのだなと．

模範になる人
井坂 このあたりで今日のテーマである教育というところに，さらに深く入っ
ていきたいと思います．私はしばしば思うことですが，日本語の「先生」は，英
語の teacher と professor と意味合いが違うと思う．そこには，何か精神的な関
係性の深みを感じさせるものがあるように思います．
先生という時に私が思い出すのは夏目漱石の『こころ』
（ドラッカー愛読の日
本文学でもありました）です．先生と呼ばれる人が出てくる．その方と主人公
は師弟関係にあるわけではないのです．いわゆる立場としての先生，教師では
ない．けれども，語り手はなぜかいつの間にかその方を先生と呼ぶようになっ
ています．
私にとって，上田先生あるいはドラッカーという方は，立場としての先生と
いうよりは，存在そのものが先生と呼ばずにいられない何かを含んでいる．も
ちろん書いたもので教えてくれましたし，実際に教えてくれているのですが，
それ以上の何か，ある意味究極的な姿，そこにいるだけでとてつもない何かを
発している，もしかしたらこれは禅の師などのレベルなのかもしれないですけ
れども，それに似た感覚を覚えます．
国永 上田先生に対してもそうですし，ドラッカーに対してもそうですけれど
も．先生とは模範となる人です．自分の本当に真似をしたいと思う人ですね．

追悼 上田惇生先生 「教育者としてのドラッカー，上田惇生」
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と．そのお客さんに，自分は何をもって憶えられたいのかと考える．そんな小
さいことでかまわないということでした．
それともう一つ，経営者だったら，意思決定する時，これは世の中のために
なるのかと考えて意思決定しなさいとよく言われました．私自身何かの意思決
定をする時にその言葉が思い浮かびます．
模範となる先生が人に与える影響は本当に大きいと思います．一生涯影響を
与え続けるのではないでしょうか．そう感じます．
佐藤 ドラッカーは 2005 年に亡くなっていますけれども，マネジメントもま
た，ドラッカー死してなお生成・発展していますね．われわれ現代にあっても
『論語』を読むのと似た感覚があって，偉大な師による偉大な遺産だと思いま
す．使える財産が残っているのだから，まさにこれからわれわれが使って恩返
しをしなければならないとも考えられるわけです．その思いとともに日々接し
ているところがあります．
国永 教育者としてのドラッカー先生とは，コンサルティングの方法など教え
ていただきました．どうマネジメントを教えればよいかも教えていただきまし
た．ドラッカーは「教えた後にそれを確認しなさい」と言われていました．そし
て，「クライアントはあなたのことを忘れるかもしれないけれど，あなたはク
ライアントのことを忘れてはいけないよ」とも言われました．
教えた後はどうなったのかを常に考えなさいと．私がお会いしている時に，
「毎週月曜日は電話をする日だ」とおっしゃっておられた．電話をする対象も，
10 年前に学校で学んでもらった学生たちに対してでした．
10 年後に「あの時に学んだ内容で，何が役に立ったのか．何が役に立たな
かったのか」を聞いているそうです．聞いていくと，何が成果につながるのか，
学んだ人たちにとっての本当の成果は何か，何が役立つかがわかるし，それを
次の方々に提供していけると．だから，クライアントの方や自分が教えた人た
ちのことを常に大切にしなければならないし，忘れてはいけないと言われたの
です．

学びをどうとらえるか

自分が何かをするとき，今ドラッカーだったらどう考えるのだろうかといつも
考えてきました．
上田先生亡き今，同様に考えるとき，さまざまなことを教えていただきまし
た．とりわけいつもおっしゃられたのが，
「何をもって憶えられたいか」でし

井坂

た．
必ずしも「人」だけに憶えてもらう必要はない．自分の人生をどう生きたい
のか，どんなことを自分自身納得して生きていきたいのか，成果をあげていき
たいのかについて，答えを持てればよいのだと上田先生はおっしゃいました．
難しく考える必要はないとも言われていました．たとえば明日お客さんと会う

です．
もう一つが，学び・教える関係性を見ると，今現在の関係性をつい思い浮か
べてしまうわけですが，実際には学びには同一時空上の横の関係だけではな
くて，時間軸上縦の関係もあることです．たとえば，ドラッカーの遺産として
のマネジメントを実践を通して発展させていくということは，ある面では亡く

今ごく自然な形で学びのコンセプトに移ってきました．学びというと 2

つ思うところがあります．
一つは，先生と言われる人，上田先生やドラッカーが，生涯学び続けていた
人だったということです．学びの楽しさを体現していた人々だったということ
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なった人からも日々学び続けて，縦糸と横糸を新たに紡いでいるわけですね．
佐藤 ドラッカーに「成果をあげることは，学ぶことはできるが，教わること
はできない」というものがあります．深いと思います．
「ただし，教えられるも
のでなければ，学ぶことはできない」とも言うのです．
学ぶことに思いを寄せたのが，
『傍観者の時代』にあるエルザ先生とゾフィー
先生の記述です．学習法・教育が最も集約されているところかと思います．そ
のなかで，天賦の才をもつ先生にとっては，言葉はいらないという．それはゾ
フィー先生という図工の先生です．
もう一人，エルザ先生は，学習方法を教えた方として描かれています．プロ
グラムによって学習方法を教えた．天賦の才がなくても学べること，学べる方
法を教えてあげるのが先生の役割で，学ぶのは生徒だと．そんなことが書かれ
ていて，ドラッカーはそのことをコンサルティングの現場や大学で実践されて
きたのではないか．
ドラッカーに生涯の教育を授けた先生は，ほかに編集者時代の編集長とマー
チャント・バンクの時の創業者，この 4 人だったと書いています．その意味で学
ぶ・教えるということに関心をもって，生涯過ごした方という印象です．
国永 私の好きなドラッカーの言葉に「フィードバックは並の人間を一流にす
る」というものがあります．実践から学ぶなかで，フィードバックあるいはリ
フレクションを仕事に組み込んでいるかどうかは，大きな差になると思いま
す．知識を持って実践して，その後でリフレクションをするのは大切です．

学びの達人
井坂

先ほど佐藤先生がおっしゃったドラッカーが学んだ先生，エルザ先生と

ゾフィー先生，その方々は学校の先生でしたが，後者の 2 人は，編集長のドンブ
ロウスキーとヘンリーおじさんという実務家だった．後二者は学校の先生では
ないわけです．しかもおそらくヘンリーおじさんは，詳しいことは書いてあり
ませんが，いわゆるインテリではないと思われます．丁稚のように商いの世界
で成長してきた人です．
おそらく，ドラッカーとか上田先生のような学びの達人に共通する学びの達
人は，必ずしも教科書からのみ学ぶのではなく，現実を先生にして，ときに相
手が教えるつもりがなくても学ぶというしたたかな学び手でもあったと思いま

追悼 上田惇生先生 「教育者としてのドラッカー，上田惇生」
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ントを教えてくれるのです．ドラッカーは，あらゆる日々の中で，
「何が学べる
か」を，常に考えていたのだというのが私の印象です．学べる量はその人がど
れだけ考えるかどうかの量の差なのかもしれません．

情報取得行為
佐藤 その点では，情報の取得について，知識の前にわれわれは神経を使わな
ければいけないと思っています．本を読むのは情報取得行為です．そこの部分
をないがしろにすると，たとえば知識労働者を乖離した認識で本を読んでいる
ことになりかねません．
マネージャーが何を言っているかを違うイメージで捉えてしまう．私の読書
会ではその現場で，それぞれの場面で起きた具体例をみんなで擬似共有するよ
うにしています．そうして初めてドラッカーの本の真の価値がわれわれの中に
蓄積していくのではないかと感じています．
国永 ドラッカーは「コミュニケーションが成立するかどうかは受け手が決め
る」と言います．いくら発信者ががんばっても，受け手が受けなければ，コミュ
ニケーションは成立しない．その意味では，受け手の言葉を使わなければいけ
ないということですね．
私が伺った時，たとえば，経営者の方と幹部の方が一緒に学んでもらえる場
を京都に作りたいと話しました．それに対して，ドラッカーは，
「経営者の方と
幹部の方が揃ってきてもらうというのはなかなか難しいかもしれないが，経営
者の方だけなら来てもらえる可能性はあるだろう」とのことでした．加えて，
「たとえば，京都に都ホテルといういいホテルが蹴上にあるけれど」とまでド
ラッカーは言われるのです．
ここまで具体的だと「なるほど」とすんなり入ってくる．その人にとっての
言葉を，ドラッカーは相手に合わせて使っておられた．上田先生も若い人がど
んな言葉を使っているかにも関心持っておられました．言語は重要と感じます
ね．

若い人を応援した人
井坂

最後になりますが，私が感じるのが，ドラッカーも上田先生もともに応

す．学びの回路がオープンになっている人たちだったと思うのですが，いかが
でしょうか．

援してくれる存在ということです．
「もっと君自身でいい」というメッセージ
です．「誰か他の人になるのではない．君は君だ．君の前にある一本の道を進
め」という強いメッセージです．私はそれをいつも感じていた気がします．

国永 ドラッカーとお会いしてアドバイスをもらっていると，いつも一つの質
問に，2 つから 3 つの実例をもって教えてくれる．その時のドラッカーのアド
バイスのされ方が，「あるこんな会社があった」
「こんな会社でこんなことが起
こった」
．こんなふうに客観的な事実をお話される．
そのあとにドラッカーはいつも，そのことから私が学ぶことはといってポイ

2 人に共通していたのは，若い人を応援してきた．私も多くの中の一人なのか
もしれません．人を萎えさせたり，めげさせたりする言葉はこの世界には残念な
がら山ほどあるわけです．2 人は，そういった言葉を選択的に使っていない．
反対に常に人の心を鼓舞させてくれる言葉を使っていた．お 2 人を偉大な先
生だと言いたいのはまさにそこにあります．2 人によって励まされる方々がこ
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れからも多く出てくるはずです．
今日の岩崎夏海さんをはじめ，亡くなった後に出会って独自の思想を展開し
ていく方もたくさんおられます．これからドラッカーや上田先生に出会う人々
に最後にメッセージをいただきたいと思うのですが，いかがでしょうか．
佐藤 「マネジメントは人に関わることである」というドラッカー晩年の言葉
があります．たとえば『明日を支配するもの』
『非営利組織の経営』最終章は組
織の話ではなく，「人」に帰着しています．あるいは『イノベーションと企業家
精神』も組織について記述しながらも，継続学習で終えられています．終章で
は「人」に落とすわけです．それがわれわれに対するメッセージであって，そこ
から始めなさいということだと思うのです．
マネジメントというと，組織ばかりを考えてしまう傾向がありますが，要は
組織は道具の一つであって，使いこなすのは私たち人間ということなのです．
主従の関係を転倒させないようにしないと不幸なことが起こる．今日のテーマ
である教育は一人ひとりがスタートラインにあるということです．その点をふ
まえた上で，組織のマネジメントに臨んでいただきたいと願っています．

「それは幸せの創造だ」
国永 上田先生が講義でよくおっしゃっていた言葉の一つが，
「ドラッカーの
マネジメントの基本と原則を補助線として使いなさい」でした．われわれは学
んでいくと，つい「ねばならない」が入ってしまう．そうなると，結局何のため
に行っているのかがわからなくなる．
「補助線にして使いなさい」と言われれば，われわれに安心感を与えてくれる
し，前向きな気持ちにさせてくれる．
それともう一つ，他の先生がドラッカーにお会いした時に「マネジメントの
真髄を一言で言うとなんでしょうか」と質問されたそうです．それに対してド
ラッカーは「それは幸せの創造」だと答えたといいます．
われわれはそのために実践していかないと，つい売上とか利益の追求に走っ
てしまい，本来のドラッカーの言うマネジメントとは似ても似つかないものに
なるのではと思います．マネジメントを基本と原則を補助線として使う点，人
の幸せに焦点をあてた点を押さえておかれるとよいのではないかと思います．
井坂 素晴らしいお話を伺いました．今回は教育を主題とした大会となったわ
けですが，本日の運営などさまざまな方々のお力で成り立っています．実践に
よる学びの場を今後も広げていければうれしく思います．
ドラッカー学会というかけがえのない学びの場がこの世にあるのは，二人の
先生，ドラッカー先生と上田惇生先生の志と勤勉の賜物です．
本日はとりわけ，育て教え導いてくださった上田先生に心から感謝の気持ち
を申し上げたいと思います．ありがとうございました．
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ドラッカーの思想における社会と個人 ,
そして日本
Society, Individuals, and Japan in Drucker’s Philosophy

重本大地

Daichi Shigemoto

（早稲田大学創造理工学研究科）

Summary
In his 1949 article “The Unfashionable Kierkegaard,” Drucker concluded that
the only answer that enables human existence in tension between society and
individuality is “faith,” which is “the belief that in God the impossible is possible.”
However, this answer would be unacceptable for many of the Japanese and anyone
who doesn’t believe in any god or religion. In this paper, I would like to show the
possibility that Drucker found an alternative answer from Japan based on Drucker’s
article “A View of Japan through Japanese Art” and discuss further the characteristics
of Japan including the polarity of society and individuality based on the works of
Taro Okamoto, Hayao Kawai, and Tetsuro Watsuji, who was among the first in Japan
to write thoroughly on Kierkegaard’s life and philosophy, and others.

「もう一人のキルケゴール」の問題
（1）
1949 年に発表されたドラッカーの論文「もう一人のキルケゴール」
は, 一

言でいえば , 社会と個人との葛藤をテーマとしたものである . 社会に生きてい
る限り , 人は社会によって制限され , 社会の利益を害さない範囲でのみ個々の
自由を行使することができる . しかしそれでは , 個人は , 社会あるいは種の一員
として , 全体に従属する部分としてのみ生きるしかないのか . 個人は , それ自体
として自律した , 価値ある存在ではないのか . これはおそらく , どの社会にも共
通して存在する , 社会に生きるすべての個人に関わる普遍的な問題である .
しかし , ドラッカーあるいはキルケゴールがこの問題への唯一の解決策とし
て提示するのは ,「信仰」である . 信仰のみが , 精神における実存と社会におけ
る実存との緊張状態において生きることを可能にする . その答えを聞いたとき ,
いったいどれだけの日本人が , この「信仰」という解決策を自分のものとして
素直に受け入れることができるだろうか .
また , 注意して読むならば , 多くの日本人にとってすぐには受け入れがたい
と思われるのは , この「信仰」という解決策だけではない . 先ほど普遍的な問題
であると述べた社会と個人との間の葛藤の , ドラッカーによる説明はこうであ
る.
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社会における実存のためには , 社会の存続に必要な客観的なニーズが市民
の機能と行動を規定しなければならない . しかし , 精神における実存のため
には , 孤独な個たる自らと , 神とともにある自らの法と規範以外に , いかなる
法も規範も存在してはならない . 社会における実存のためには , 社会にとっ
て意味のないこと以外についてはいかなる自由もあってはならない . しかし ,
精神における実存のためには , 社会的な規範 , 社会的な制約は一切あっては
ならない （2）
.
これは一見 , 社会と個人との矛盾についての極めてわかりやすい説明のよう
に思える . しかし ,「神とともにある自らの法と規範」とはいったい何のことだ
ろうか . 日本人に限らず , キリスト教徒ではない者 , あるいは神の存在を信じな
い者にとって , これは何を意味するだろうか . 挙げればきりがないが ,「もう一
人のキルケゴール」は , その全体がキリスト教的あるいはキルケゴール的な世
界観に基づいて書かれている .
もちろん , 日本にも多様な人々が存在している .「日本人」という言葉の定義
も難しい . しかし , 自らを日本人と規定する人々のうち , それなりの割合が宗教
に関して似たような傾向を持っているとは言えると思う . 日本人の大半が , キ
リスト教にそれなりのなじみを持っており , 聖書の物語の一部を知っていたり ,
キリスト教に由来するイベントを楽しんだりするが , そのうちほんのわずかな
人々のみが自らをキリスト教徒であると考えている . 仏教や神道は , 多くの日
本人にとってキリスト教以上に身近であり , 生活の様々な場面や使用する言語
のなかに深く組み込まれている . しかしそれでも , キリスト教と同じく , それら
が自分の信じる宗教であると考えている日本人の割合は , ほんのわずかにすぎ
ない . 多くの日本人は , 自分が何らかの宗教の信徒であるとは思っていない . 宗
教は自分とは関係のない外の世界の出来事であると考えている . そのようなな
かで ,「神」や「信仰」という言葉が , どれだけ実際的な意味を持つものとして
日本人の心を響かせることができるだろうか .
キルケゴールは , 自分自身が「そのために生き , そのために死ねるような」自
（3）
であるドラッ
分自身にとっての真理を探し求めた .「キルケゴール主義者」
カーもおそらくは , キルケゴールを導きの糸としながら , あくまでドラッカー
自身の主張を述べた . であるなら , ドラッカーが書いたこの論文を読む者も , そ
れを自らにとっての主体的な思想として噛み砕き解釈することができないなら
ば , 本当にこれを読んだことにはならないはずだ . だから , キリスト教とはこう
いうものだ , と頭ではわかっていたとしても , 心から理解できない部分を読み
飛ばすことはしたくない . ただ読み流すだけでは終わらせられない鬼気迫るも
のが ,「もう一人のキルケゴール」にはあるからだ .
「もう一人のキルケゴール」は , 1949 年に『スワニー・レビュー』に初めて掲
載されたものだが , 1943 年の講義原稿（4）などにも , ほぼ同内容の文章を見るこ
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とができる . ドラッカーがキルケゴールの『おそれとおののき』に「たまたまと
言うよりは神に導かれて出会った」のは 1928 年のことであり ,「人間の実存に
かかわるような何か新しい重大な次元に出会ったことを悟った」のはさらに何
年か後のことだった（5）. したがって , おそらくは , 1928 年の数年後からしばらく
の間に , 1933 年のナチスの政権獲得や , 戦争に突入していく世界の情勢を見て ,
絶望の時代を直接に経験し , そのなかで「もう一人のキルケゴール」に書かれ
た論が少しずつ醸成されていったのだろう .
ドラッカー自身が「今日までの私の著作は , すべて社会に関するものであ
る」と言いながら ,「そして唯一の例外が , キルケゴールに関するこの論文であ
（6）
る」
と書いている . このことによって ,「もう一人のキルケゴール」は , ドラッ
カーの数多い著作のなかで , あまりにも例外的で , ほかから浮いた存在にされ
（7）
ている . この論文が収録されている書籍 ,『明日のための思想』
『すでに起こっ
た未来』
『イノベーターの条件』のどれを見ても ,「もう一人のキルケゴール」は
最後の章へと追いやられている（8）.
しかし , 本論で筆者は , 日本語版『すでに起こった未来』において「もう一人
のキルケゴール」の直前の章として収録されている論文「日本画に見る日本」
こそ ,「もう一人のキルケゴール」と対となり , かつ「もう一人のキルケゴール」
の後に位置づけられるべきものであるという見方を提案したい .
「歴史家 , 社会学者あるいは空論家が「万国共通の法則」と考えているものは ,

ドラッカーの思想における社会と個人 , そして日本
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の起点としながらも , 日本美術そのもののみではなく広く日本社会の特質につ
いて論じた , 最もドラッカーらしい論文のうちのひとつである（11）.
この論文で挙げられている日本社会の主な特質は , 大きく分けて ,「二極性」
と「知覚的であること」のふたつある . このうち特に「二極性」は ,「もう一人の
キルケゴール」のテーマである社会と個人との対立の問題と深く関係があるも
のと思われる . ドラッカーいわく ,「日本の中核には , 人間を包み込む窮屈な社
会 , 人間を支えてはくれるが強い規律の要求をともなう社会と , 自律性を要求
（12）
.
する競争的な個人主義との継続的な二極性がある」

日本社会の二極性
おそらくは最も有名な日本論であるルース・ベネディクトの『菊と刀』は , そ
の題名からして日本文化の二極性を表したものである .
刀も菊もともに一つの絵の部分である . 日本人は最高度に , 喧嘩好きであ
るとともにおとなしく , 軍国主義的であるとともに耽美的であり , 不遜であ
るとともに礼儀正しく , 頑固であるとともに順応性に富み , 従順であるとと
もにうるさくこづき回されることを憤り , 忠実であるとともに不忠実であり ,
勇敢であるとともに臆病であり , 保守的であるとともに新しいものを喜んで
迎え入れる （13）
.

（9）
ほとんど日本には当てはまらない」
とはドラッカーの言葉である . この言葉
通り , 社会と個人との葛藤という問題への解答 , あるいは問題そのもののあり
方も , 日本ではほかの国々と異なっている可能性がある . 日本では多くの場合 ,

ドラッカーの言う日本文化の二極性も , 基本的にはこれと同じである .「この
（14）
心的緊張 , あるいは二極性は , 日本文化のあらゆる面に見ることができる」
と

社会と個人とのバランスが絶妙に保たれることにより , この問題がうまく回避
されてきた . そのことにドラッカー自身が気づいていたと思うのである .
本論では , キリスト教やキルケゴールではない「日本」という立場からこの

ドラッカーは言い , 実際に様々な例を挙げている .
しかし , ドラッカーが日本社会の二極性を論じるにあたってまず最初に挙げ
ているのは , 家庭や企業などの全体に自らを同調させる日本人の一般的な性質

問題を考えてみるならばどのようなことを言える可能性があるか , また , この
問題に関連してドラッカーが日本に何を見ていた可能性があるか , を様々な先
達の思考に即して考える .

と , それとは対照的に , 芸術の世界では西欧のどの時代にもまして日本の芸術
が個人主義的で多様であるという例である . 芸術のなかだけで見ても , 例えば ,
十八世紀の日本画家たちは極めて個人主義的でありながら , かつほとんどの画
家が何らかの流派に属していた . ある画家が独自のスタイルを生み出した際に
は , 少なくとも表向きには師と袂を分かたねばならなかったが , なかには , 元の

ドラッカーが日本に見たもの
1934 年 , ドラッカーはロンドンの展覧会で日本美術と出会い , 恋に落ちた（10）.
以来 , 日本の文化 , 芸術 , 文学 , 歴史を学び続けたドラッカーは , 1959 年に初め
て日本を訪問し , 日本美術の収集を始めた . その後も定期的に日本を訪れ続け
たドラッカーは , 企業家をはじめとする多くの日本人と交流しつつ , 日本社会
に関する鋭い書き手であり続けた .
ドラッカーの日本社会に関する著述は多く , そのうちのいくつかは日本美術
に関するものである . なかでも , 1993 年の著作『すでに起こった未来』などい
くつかの書籍に収録されている論文「日本画に見る日本」は , 日本美術を考察

流派と決裂したのちも師と家族同然の付き合いを続けた画家がいたという . こ
のような話をふまえドラッカーは ,「日本画の歴史 , あるいは日本画家にまつわ
る話のなかには , このパラドックスへの答え , つまり , 窮屈なコミュニティとし
（15）
と述べてい
ての家社会と , 自発性や個人主義との関係を説明する鍵がある」
る.
ここで , 日本のこの性質に関する更なる深い考察が美術史の観点からなされ
ることを期待してしまうが , あくまでドラッカーは日本社会の様々な二極性の
例を挙げているだけであり , なぜこのような性質が日本に見られるかなどの
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「説明」はしていない .
以下 , 筆者の能力の許す限りで , 日本のこの性質を少しでもより詳細に説明
するため , いくつかの視点を検討したい .
そのためにまず参照したいのが , 日本で初めてキルケゴールの本格的な研究
書を書いた人物である和辻哲郎の「人間の学としての倫理学」である .
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ケゴールへの関心のなかで , キリスト者としての彼や彼の信仰は第一のもので
はなかったのである .『和辻哲郎全集 第一巻』の解題で金子武蔵が指摘してい
る通り（21）, そもそも和辻はキルケゴールではなくキリスト教との決別を説いた
ニーチェのほうにより一層の強い共感を抱いていたとも思われる .
いずれにせよ , ニーチェとキルケゴールのどちらも , 和辻にとっては個人的

和辻哲郎とキルケゴール

なものの尊重に偏り過ぎた思想家だった . そこで和辻は , 後年自らの倫理学の
体系を打ち立てるにあたって , それを「人間の学としての倫理学」と名づけた .

和辻哲郎の大学卒業論文のテーマはショーペンハウアーであり , その後刊行
したはじめのふたつの著作は『ニイチェ研究』
（1913 年）と『ゼエレン・キェル

人間の学としての倫理学

ケゴオル』
（1915 年）である . 和辻がテーマとしたこれらの思想家はみな実存哲
学の源流とされることのある人物であり , 世の中に絶望し苦しみながら , 個人
としての自分がいかに生きるべきかを考えた . 日本では当時 , いわゆる「近代
的自我」や「個人主義」が思想や文学における大きなテーマとなっていたなか
で注目された .
キルケゴールははじめ , 彼の哲学に関する海外の解説書や , 彼の人生をモデ
ルにした海外の演劇の紹介などによって日本でも間接的に知られていたが , キ
ルケゴール自身の著作から彼の人生と哲学とを包括的に扱ったのは和辻哲郎
の『ゼエレン・キェルケゴオル』が最初だった（16）. 当時 , 海外で「日本のキルケ
ゴール」と呼ばれることもあった内村鑑三（17）などの活動をはじめとして , 日本
にもキリスト教の存在感がそれなりにあったが , しかしそれでも , 西洋と比べ
れば日本にキリスト教的な基盤がないのは当然であり , キルケゴールが日本で
取り沙汰された文脈も , 西洋でのそれとは違っていた . 和辻は次のように述べ
ている .
著者がニイツシェやキェルケゴオルを読んだ時代には , 前述のごとくキリ
スト教徒の世界は今よりも顕著であったから , 反キリストや教会攻撃の思想
は著者たち青年の仲間に相当のショックを与えたのである . しかし一方では
ヨオロッパ文化の核心をなすこの巨大な精神潮流に引かれながら , 他方では
反抗を喜ぶ青年の心理によって教会攻撃に共鳴したに過ぎず , はなはだ根の
浅いものであったといってよい . だからキェルケゴオルの思想についてもキ
リスト教徒攻撃やイエスの信仰などに重心を置くことなく , あらゆる契機に
.
平等に関心を持ち , 結局彼の哲学を倫理学として把捉したのであった （18）
、

、

、

、

、

、

彼としては当時無自覚のことだったが , 和辻はデビュー第二作にしてすで
に , 後年の主な関心事となる「倫理学」に取り組んでいた .「彼の教会との戦い
（19）
や信仰への関心を特に重大に感ずるという立場に立っていなかった」
や「信
仰生活をも一つの段階とする生活全般に関して「いかに生くべきか」の問題が
（20）
当時の著者にとって最大の関心事であった」
などと述べているように , キル

1937 年から順次刊行された大著『倫理学』の方法論的序説とされるのが ,
1934 年の著書『人間の学としての倫理学』である .
ここでこの著書から学びたいのは ,「人間の学としての倫理学」の大前提であ
る「倫理」と「人間」という言葉の意味である . それはただの言葉の意味にすぎ
ないかもしれないが , 和辻は , 言葉が現にいま人々にどのように使われている
かを , その言葉を使う人々の生き方の根底を表現したものとして重視する .
まず ,「倫理」の「倫」はもともと「なかま」を意味し ,「理」は「ことわり」や
「すじ道」を意味する . すると ,「倫理」とは共同態としての人間の根底にあるべ
き道義や道すじのことをいうのであり , 個人的主観的な道徳意識のことではな
い . よって , 西洋語 ethics の翻訳としての「倫理」は , これと明白に区別されな
ければならない .「倫理学」とは , この意味での「倫理」とは何かを問う学問で
ある .
次に和辻は ,「人間」という言葉が実は極めて特異なものであることを取り上
げる . 辞書によると ,「人間」という言葉はもともと「よのなか」や「世間」を意
味していたが , それが誤った使い方をされて単なる「人」をも意味することに
なったという . たしかに現代の日本語では ,「人間」という言葉は , 人々の集ま
りの全体 , つまり社会あるいは種としての全体を意味すると同時に , ひとりひ
とりの「人」を指す場合にも使われる . 和辻は , この誤まった用法の出現が単な
る偶然のみによるものではなく , 人間による人間存在の本質の無自覚的な理解
による社会的な事件であると指摘する .
人が人間関係においてのみ初めて人であり , 従って人としてはすでにその
全体性を , すなわち人間関係を現わしている , と見てよいならば , 人間が人の
意に解せられるのもまた正しいのである . だから我々は「よのなか」を意味
する人間という言葉が人の意に転化するという歴史全体において , 人間が社
会であるとともにまた個人であるということの直接の理解を見いだし得ると
思う （22）
.
「人間」とはもともと仏教の経典の漢訳に現れる言葉で ,「地獄中」
「餓鬼中」
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「畜生中」
「人間」
「天上」という五つの世界のうちのひとつだった . これらの語
の「中」
「間」
「上」がそれぞれ世界のことを表すので ,「畜生中」とは「畜生」の
住む世界を ,「人間」とは「人」の住む世界を表した . それがしばしば「地獄」
「餓
鬼」
「畜生」
「人間」
「天上」と二字に揃えられて書かれることが多かったことに
よって ,「餓鬼」や「畜生」との対比で ,「人間」が人間界に住む「人」をも表すこ
とになったのではないかと和辻は推測する . もともと二字だった「人間」が , ほ
かの用語が二字に揃えられた際にもそのまま「人間」として残ったのは偶然か

21

出した社会と個人との二極性の説明を補足する .
次からは , より広く日本文化の二極性という問題について見ていきたい . 社
会と個人との二極性がより広範な意味での日本文化の二極性のうちのひとつで
あるにすぎないとすれば , その二極性全体の起源をさぐることがそのまま社会
と個人との二極性の起源をさぐることにもなるのではないかと思うからだ .

簡素と装飾

もしれないが , その偶然によって媒介された出来事自体は決して偶然ではない
と和辻は言う . 思えば , 日本語にはほかにも集団と個人との区別があいまいに

まず , ドラッカーも挙げている簡素と装飾の二極性について考えたい . 後で
述べる縄文と弥生というテーマと無関係ではないからである .

なっている言葉がいくつも存在している .「友達」や「兵隊」などがそうである .
どちらも , 複数を指すと同時に単数を指す .「人間」もこのような日本語の傾向
のひとつである .

1933 年から 1936 年にかけて日本に滞在したドイツ出身の建築家ブルーノ・
タウトは , 簡素でモダンな桂離宮の美しさを絶賛し , それに対して , 華美で豪
奢な日光東照宮を「味」や「渋み」のない「いかもの（kitsch）」であると批判し
た（24）. どちらもほぼ同時代の日本に建てられた建築でありながら , まったく異

かく見れば人間を「世間」と「人」との二重の意味に用うることは , 人間の

質で真逆とも言える美意識を体現している . タウトにとっては , 日本に到着し

本質を最もよく言い現わしたものと言わねばならぬ .

（23）

このような意味での「人間」, すなわち社会と個人との双方を意味するもの
としての「人間」にとっての倫理を探求する学問が「人間の学としての倫理学」
である .
これはあくまで日本社会に留まらない普遍的な学として構想されているもの
だが , 上のような「人間」の用法が日本語に固有なものであり中国語には見ら
れないことは述べられている . よって , 社会と個人とが本来的に切り離すこと
のできないひとつの概念であり人は本質的に他者との関係性において存在す
るものであるという考え方は , 全世界で普遍的に通用するものでありながらも ,
特に日本においてより正鵠を射たものだということは言えるだろう .
このように倫理とは , たとえ個人の意識から来るものであっても , それはす
でに社会を反映したものである . ルース・ベネディクトは『菊と刀』のなかで ,
西洋は個の内面から来る良心を重視する「罪の文化」だが , 日本は世間からど
のように見られているかを重視する「恥の文化」であることを述べている . こ
れは , 道徳意識の源泉が , どちらかといえば , 西洋は個に , 日本は社会に傾いて
いるということであり , どちらが優れているということではない . どちらに傾
きすぎることもなく , 社会と個人とのバランスをとることが重要だろう .
新渡戸稲造は , 日本人は宗教を持っていないのにどのようにして道徳意識を
養うのかとの外国人からの疑問に答えるために『武士道』を書いたが , 日本人
は社会のなかで人と関係し生きることそのものから倫理を学び取るのだと言え
る . そのような意味で , 日本人であるということがすでにひとつの宗教である
と言えるかもしれない .
以上のような考察は , わずかばかりかもしれないが , ドラッカーが日本に見

た翌日に訪れた桂離宮こそ真に日本的な美の極致だったが , 実際には , どちら
もが同様に日本の美であると言うべきだろう . この対比は , 天皇と将軍の対比
でもある .
ブルーノ・タウトの著作は当時 , 建築関係者をはじめとする多くの人々に読
まれ影響を与えたが , この桂離宮の簡素と日光東照宮の華美な装飾との際立つ
対照の問題に関心を持った人物のひとりが , ここでも和辻哲郎だった .
和辻は , 1955 年に『桂離宮 ― 製作過程の考察』を刊行し , 1958 年にその改
訂版である『桂離宮 ― 様式の背後を探る』を上梓した . これはあくまで桂離
宮成立の背景を詳らかに説明したものだが , 和辻がこのような研究書を執筆し
た背景には , 彼が抱いていた以下のような関心がある .
この建築は日光廟と時を同じくして製作されたものであるが , その日光廟
と桂離宮とは , 同時代の建築として同じ時代的様式を示しているどころか ,
およそ建築として考えられる限りの最も極端な反対様式を示しているよう
に見える . 日光廟はあらゆる技術を悉く注ぎ込んで装飾に装飾を重ねたもの ,
言いかえればこれでもかこれでもかというように飽くことなく美を積み重ね
ることによって最上の美が作り出せると考えた態度によって作られたもので
あるが , 桂離宮はちょうどその反対に , 出来るだけ装飾を捨て , 出来るだけ形
を簡素にすることによって , 反って最上の美が現われるとする態度によって
作られたものである . 従って日光廟を「結構」とか「美しい」とかと感ずるよ
うな人々の間から桂離宮のようなものは生れて来ないであろうし , 桂離宮を
美しいと感ずるような人々の間では , 日光廟のようなものは到底作る気持に
なれなかったであろう . それほどに異なった二つの様式が , 同じ時代に , しか
も接触がなかったとも思えない人々の間に , 出現したということは , 一体何

22

研究論文

を意味するのであろうか （25）
.
和辻が桂離宮についての研究を行なったことは偶然ではない . 日本で初めて
キルケゴールの本格的な研究書を書いた人物が「人間の学としての倫理学」の
体系を構想し , その同じ人物がのちに桂離宮についても書いたということの裏
側には , 日本の二極性に対する和辻の継続的な関心がある .

縄文と弥生
タウトとは対照的に , 従来日本の伝統であるとしてもてはやされてきた簡素
で均整の取れた美のあり方とはまったく異質なもうひとつの日本的なるもの
を強烈につきつけたのが , 岡本太郎である . それまで , 日本の美といえばわびさ
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光琳芸術にこそ , 貴族的な伝統とそれを打ちやぶるものとの , もっとも高
く , はげしい対決が見られます . それは貴族的伝統の最後の輝きであると同
時に , それとの緊張関係によって , 新しい時代がもっともフレッシュに生気
をあふれさせた姿です .
だが矛盾するこの二つの極は , 克服されたといってもけっして解消され ,
ウンサンムショウ（雲散霧消）しているのではありません . また作品の上に
適当にまじりあって表現されるものでもない .
むしろそれぞれの極のどっちかが主調となってあらわれ , その反対極とは
げしい矛盾をはらみながら , 一つ一つの作品にあきらかな個性を輝かせてい
ます （27）
.

びに象徴されるような簡素でひかえめな美しさのことであったが , 岡本太郎は ,
それとはまったく異なる感性によってつくられた縄文土器を , 芸術として初め
て論じた . 弥生土器や古墳時代の埴輪こそのちにわびさびにつながる日本の伝

このような芸術創造のあり方を岡本は「対極主義」と呼び , 自らの芸術の根
底にすえた . この対極主義が目に見える作品のかたちで表現された最たるもの
が , 1970 年大阪万博の「お祭り広場」である . 岡本は , 丹下健三らによる設計の

統の源泉として理解できなくもなかったが , うねるような自由で彫塑的な造形
を持つ縄文土器は日本の伝統としてまったく理解不能だった . しかし , そのよ
うな当時の美術界にあって , 縄文土器こそ真に日本的かつ普遍的な芸術である
としてつきつけたのが岡本太郎だった . 彼は , 弥生的なるものと縄文的なるも
ののどちらもが日本の芸術であることを理解しつつ , 当時まったく見放されて

大屋根に太陽の塔を突き抜けさせた . これは , 弥生と縄文の対決であり , 進歩と
原始の対決だった .
岡本太郎のいう対極は , ドラッカーが「北極があれば南極もあるという二極

いた縄文的なるものを引き受ける役を買って出た .
このような岡本太郎の活動に触発され , 建築界では , 弥生的なるものを代表

（28）
性」
と言う意味での対極である . 両者はお互いの反対にあるが , 一方がなけれ
ばもう一方の存在はなく , どちらか一方のみが存在するということはあり得な
い . ドラッカーはこれについて , さらに重要なことを述べている .

する丹下健三と縄文的なるものを代表する白井晟一を中心として , 伝統論争が
巻き起こった . このようにして , 大きく異なる対極的な美意識のどちらもが日
本的なものとして徐々に受け入れられていったのである .
梅原猛は ,「日本とは何か」という問いに対して ,「私は , 日本文化を縄文文化
と弥生文化との対立をはらんだ総合とみる」と答えている（26）.
日本人の顔や性格など日本での様々なものごとを「縄文的」か「弥生的」かの
二分法で説明しようとする行為の多くが多分に恣意的であったり象徴的にすぎ

この二極性は弁証法的ではない . より高位の命題に止揚されることもなけ
れば , 一方の原理が他方の原理を制することもない . 中国の陰陽の二元論で

ることがあるのは否めないが , この「縄文」と「弥生」という二分法は , 日本文
化を考えるうえでそれなりに有用な思考の型を与えると思う .
日本が持つ二極性には , 北から来た縄文人と南から来た弥生人との混じり合

なぜこのような二極性が日本において可能なのかを鮮やかに説明する理論と

もない . 日本では , 北極と南極とを混合することがないように , それらの原理
を混合することはない . 日本では , 緊張は矛盾でも対立でも摩擦でもない . 分
析的な緊張でもない . それは二極性によるものであって , 知覚的・形態的・
実存的な緊張である （29）
.

して , 次に , 河合隼雄の『中空構造日本の深層』を引き合いに出したい .

いである日本人の遺伝子にその起源の一端があるかもしれない .

日本人の無意識

対極主義

グの考え方を次のように述べている .

岡本太郎はまた , 相対立するふたつの極を緊張状態のままひとつの作品に統
合させること , それを芸術の本質とみる . 岡本はそれを , 例えばドラッカーも作
品を収集していた尾形光琳の芸術に見出す .

スイスのユング研究所で学んだ心理学者の河合隼雄は , 無意識に対するユン

人間は他の動物と異なり , 自我意識を持っている . 確立された自我は , ある
程度の主体性と統合性を持つが , それが人間の全存在をカバーするのではな
い . 自我は合理的判断に基づいて , 外界に自分を適応せしめ , その存続をはか
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る . しかし , 一方では自我は死に至るものであることを知っている . ここに ,
人間にとっては困難な問いが生じてくる . すなわち , われわれはどこから来
てどこへ行くのか , ということである . この問いに対して , 合理的な思考や判
断のみでは答えを見出すことができない . 人間は世界の中に自分を位置づけ ,
その存在をゆるぎなきものとするための知を必要とする . 無意識はそのよう
な知を与えてくれるとユングは考える . 夢はそのような知を蔵しているし ,
昔話も同様である （30）
.
この前半部分で述べられていることは , ドラッカーやキルケゴールの絶望と
も通ずるような , 個としての苦しみである . そして , そのような苦悩に救済を
与えるものとして人間の無意識を考えている . その無意識が反映された表現と
してあるのが夢や昔話である . もちろん , 国家や宗教の基礎的な世界観をメタ
ファーを介して表現しようとする神話にも , 人間の無意識が多分に反映されて
いる . それが , 深層心理学者が夢や昔話や神話に注目する理由である .
なかでも河合は , 日本の神話 , 特に『古事記』の物語の構造を洞察し , 日本人
の心の深層に「中空構造」があるのではないかということを提示した .
河合が『古事記』に中空構造なるものを見出したきっかけは , イザナキの子
である三貴子 , アマテラス , ツクヨミ , スサノヲのうち , アマテラスとスサノヲ
に関しては多くのことが語られるのに , 同じだけの重みをもって登場したはず
のツクヨミに関してはほとんど何も語られないことへの疑問だった .『万葉集』
に載せられている歌のなかに月について詠んだものは多いが太陽を詠んだも
のはほとんど見られないことや , 日本では太陽暦ではなく太陰暦が用いられて
きた事実を見ても , 日本人は太陽以上に月を重要視してきたことがよくわかる .
にも関わらず , 月の神であるツクヨミは , 神話上ほとんど何の役割も与えられ
ていない .
同様の構造は『古事記』のほかの部分にも見出すことができ , 河合が指摘す
るのは , 神話の冒頭で世界のはじまりと同時に成った神々であるアメノミナカ
ヌシ , タカミムスヒ , カミムスヒの三神と , 天孫ニニギとコノハナサクヤヒメの
子であるホデリ , ホスセリ , ホヲリの三神である . アメノミナカヌシは神話上で
第一に挙げられる神でありながらツクヨミと同じくまったくの無為であり , ホ
スセリも同様である .
このように , 日本神話では , 無為の神を中心として , その周りで対極的な二
神が様々な物語を繰り広げる . また日本神話では , アマテラスとスサノヲの場
合にしても , どちらが善でどちらが悪かというようなことをはっきりとさせな
い . どちらかが間違いを犯したかと思えば , 次はもう一方が悪事をはたらき , 常
にバランスが保たれる . 男性原理と女性原理という観点から見ても , 男性と女
性のどちらが優位ということはなく , 常に両者の間のバランスが保たれている .
このようなことを可能にしているのが , 中心の空性である .
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さらに河合は , 次のように指摘する .
日本の神話では , 正・反・合という止揚の過程ではなく , 正と反は巧妙な
対立と融和を繰り返しつつ , あくまで「合」に達することがない . あくまで
も , 正と反の変化が続くのである . つまり , 西洋的な弁証法の論理において
は , 直線的な発展のモデルが考えられるのに対して , 日本の中空巡回形式に
おいては , 正と反との巡回を通じて , 中心の空性を体得するような円環的な
論理構造になっていると考えられる （31）
.
これは , 日本の二極性は西洋の弁証法と異なり正と反とが止揚されず合に達
することがないという点で , ドラッカーが「日本画に見る日本」で述べていた
ことと一致している .
河合は , 神話に見出したこのような中空構造を , 日本人の心性にマッチした
ものととらえ , 神話を超えて日本の政治 , 経済 , 社会など様々な面にあてはまる
ものであると主張している .
河合によるこの中空構造は , 岡本太郎が述べる優れた借景式庭園の特質とも
一致している . 借景の技術は , 人工的な庭園に背後の自然を引きずり込み , 自然
と反自然とを対立させる . 岡本によれば , その際 , 手前の庭と背後の自然とが連
続的に混ざり合うことなく断絶していなければならない . その断絶をつくるの
が , 庭の周りに配置された低い塀や垣であり空である .
大空間と小空間をギリギリまで異質として対立させる . その張りつめた関
係は , それがたがいに異質であればあるほど強力にはたらきあって , 一つの
ありふれた平凡な自然空間を , 新鮮で驚異的な , 芸術的空間におきかえてし
まうのです .
ところで , その媒介となっているのは , 二つの異質の空間のあいだにおか
れた , 空の部分です .
さきほど私がほんとうの借景式というものは , 身ぢかにある庭と遠景との
あいだが , 断絶しているのが条件だと言ったのはその意味です . たとえば平
原であったり , 谷間であったり , あるいは低い土塀とか垣によって切りとら
れる . これが借景のもっとも重要なポイントです （32）
.

「もう一人のキルケゴール」の意義
ここまで , ドラッカーの「もう一人のキルケゴール」に提示された社会と個
人との葛藤の問題と ,「日本画に見る日本」における日本社会の二極性の指摘と
を起点として , それらにまつわる様々な人物の理論や主張を見てきた . 最後に ,
これまで見てきた内容をまとめるとともに , ドラッカーの思想における「もう
一人のキルケゴール」と「日本画に見る日本」の立ち位置を検討し , それによっ
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て , ドラッカーが日本に何を見出していたのかを考えたい .
まず筆者が主張したいのは ,「もう一人のキルケゴール」は , ドラッカーの
キャリアの流れのなかで考えれば , 解決策よりむしろ問題提示のほうにこそ意
義があり , その点で『
「経済人」の終わり』などの初期の著作と同列にあるもの
だということである .「もう一人のキルケゴール」は 1949 年に発表されたもの
ではあるが , 実際には遅くとも 1943 年にはほぼ内容ができあがっていたのであ
り ,『「経済人」の終わり』の年代とそれほど違わない .
ただし ,「もう一人のキルケゴール」が『
「経済人」の終わり』やその他すべ
ての作品と決定的に異なるのは , 基本的に悲観的なドラッカーが , さらに突き
抜けて悲観的で絶望しているということである . その究極的な絶望ゆえに , ド
ラッカーは信仰に頼らざるを得なかった .
ドラッカーが初めてキルケゴールと出会った著作『おそれとおののき』は ,
旧約聖書に出てくるアブラハムとイサクの話に即して書かれたものである . 父
であるアブラハムは , 息子のイサクを生贄に捧げよとの神の声を聞いた . 信仰
に篤いアブラハムは , 神を信じ , 息子であるイサクを殺す決心をする . その一部
始終を見ていた神は , アブラハムの信仰心を確認し , イサクを助け , 代わりに生
贄に捧げるための一頭の羊を出現させた . アブラハムは , 息子を殺さなければ
ならないという絶望的な状況にあっても , 神のもとで起こるべき奇跡を疑わず ,
神の声に従った . このように信仰とは , どのような絶望にあろうとも , 最後には
神によって救われることを信じ疑うことのない心である . ここにおいてアブラ
ハムは , 人を殺してはならないという社会的な倫理以上に , 神と直面する単独
者としての信仰心を優先させているのである .
このような信仰のあり方をドラッカーは ,「神において不可能が可能にな
（33）
るとの確信」
と呼んでいる . 筆者はこのフレーズを見るとき , ドラッカーが
『「経済人」の終わり』で指摘した , 大衆がファシズム全体主義に傾く理由を想
起せざるを得ない . ドラッカーは『
「経済人」の終わり』で次のように書いてい
る.
旧秩序は崩壊したが新秩序は生まれていない . その結果は混沌である . 絶
望した大衆は不可能を可能とする魔術師にすがる . 労働者に自由を与えつつ ,
産業家に工場の主導権を回復させ , 小麦の価格を上げつつパンの価格を下げ ,
平和をもたらしつつ戦争に勝利し , 一人ひとりの人間にとってすべてとなり ,
あらゆる人間にとってあらゆるものとなることを約束する魔法使いにすが
る.
したがって , 大衆がファシズム全体主義に傾倒するのは , その矛盾と不可
能にもかかわらずではない . まさにその矛盾と不可能のゆえである . なぜな
らば , 戻るべき過去への道は洪水で閉ざされ , 前方には越えるすべのない絶
望の壁が立ち塞がっているとき , そこから脱しうる方法は魔術と奇跡だけだ
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からである （34）
.
このように見ると , 人々がファシズム全体主義を求める理由は , キリスト者
が神を求める理由と同じである . もはや神を信じられなくなったとき , 人々は
ファシズム全体主義に傾かざるを得なかったのだろう .『「経済人」の終わり』
では ,「キリスト教の失敗」に一章が割かれ , キリスト教は個々人の精神の支え
とはなっても , 社会にとっては無力だったことを述べている .
だからこそドラッカーは , 絶望にあっては社会ではなく個人に焦点を当てた
「もう一人のキルケゴール」を書いたが , のちに絶望から脱したとき , 信仰を説
く聖職者ではなくマネジメントと社会についての書き手となった . ボブ・ビュ
フォードの『ドラッカーと私』で描かれている , ドラッカーとビュフォードら
によるアメリカの教会改革の活動は , キリスト教を個人の精神を救うだけでな
く社会の次元で機能するものとするための取り組みであると言えるだろう .

「もう一人のキルケゴール」の位置
「はじめて読むドラッカー」シリーズは , 編訳者である上田惇生がドラッカー
本人と協議のうえでテーマ別にまとめたドラッカーの著作集である . その第三
巻である社会編『イノベーターの条件』の巻末に「もう一人のキルケゴール」が
付章として収録されている . この書籍の「編訳者あとがき」によると , 当初上田
は「もう一人のキルケゴール」を書籍の冒頭に置くことを提案したが , ドラッ
カーの意見によって巻末に移動されたという .
このときの実際の上田とドラッカーのファックスのやりとりがドラッカー・
アーカイブスに残されている . ドラッカーは上田に次のように書いている .
はい , キルケゴールの論文はこの本に入れるべきです . この論文は , 私が
いままでに書いてきたもののなかで間違いなく最上のものです . ただし , 条
件がふたつだけあります . 第一に , 一切カットしないこと . この論文は , 私が
いままでに書いた何よりも精密に組み立てられていて , これ自体すでに元の
バージョンから思いきり削られているものです . なので , 元の 14 ページのま
ま , カットせずに載せてください . ふたつ目の条件は , 巻頭ではなく巻末に付
録として載せること . この論文は , 本のなかのどこにもつながっていかない
からです . タイトルは「社会を超えて ― もう一人のキルケゴール」として
ください （35）
.
この手紙の言葉からわかるように , ドラッカーはこの論文に , ただならぬ自
負と愛着を持っていた . だからこそこの論文を , 一言も削ることなく書籍の最
後に置きたかった . このことは ,「もう一人のキルケゴール」が収録されている
その他の書籍『明日のための思想』と『すでに起こった未来』においても同じ
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だったと推測できる .
書籍としての演出を考えれば ,「もう一人のキルケゴール」は巻末のほかに置
く場所がないと筆者も思う .「もう一人のキルケゴール」には , ただごとではな

以上のことから , 筆者は , ドラッカーが『
「経済人」の終わり』で分析した大
衆の絶望や「もう一人のキルケゴール」に表現されている個人的な絶望から立
ち直りそれらと対抗する武器を探し求めるにあたって , 芸術をはじめとする日

い気迫と緊張感があるからだ . しかし内容の面からは , この論文はあくまで問
題提起の論文であり , 終わりよりははじめに置くべきものであると筆者は思う .
たしかにドラッカーは ,「もう一人のキルケゴール」において「信仰」という

本文化との出会いが , 従来思われている以上に , 相当に大きな影響を与えたの
ではないかと考える .

結論を提示した . しかしこれは , あくまでドラッカーが絶望にあったときの結
論であって , ドラッカーの長い人生のなかで最終的に下された結論ではない .
特に「社会編」の結論としてはふさわしくない .
冒頭で述べたように筆者は , 日本語版『すでに起こった未来』で「もう一人の
キルケゴール」の直前に収録されている「日本画に見る日本」こそ「もう一人
のキルケゴール」の後に置かれるべき論文であると考える . なぜなら上で見て
きたように ,「日本画に見る日本」においてドラッカーは ,「もう一人のキルケ
ゴール」で提示された社会と個人との対立の問題をうまく回避し , 社会と個人
との絶妙なバランスを保つ日本の姿を書いているからである .
『すでに起こった未来』の原書では ,「日本画に見る日本」と「もう一人のキル
ケゴール」との間にいくつかの日本に関する論文が収録されているが , それら
の論文のほとんどはすでに日本では何らかの書籍に収録されていたため , 日本
語版では省略された . それらの論文がカットされているのは , それらが日本の
政治や経済について述べるにすぎず ,「日本画に見る日本」ほどの普遍的な内容
を持っていないことにもよると思うが , 結果的に日本語版では ,「もう一人のキ
ルケゴール」と「日本画に見る日本」との対応が一層わかりやすくなっている .
さらに言うと ,「日本画に見る日本」は『イノベーターの条件』には載せら
れていないものの , この論文は ,『イノベーターの条件』で「もう一人のキルケ
ゴール」の直前に載せられている「分析から知覚へ」への応答ともなっている .
なぜなら ,「日本画に見る日本」で二極性のほかに述べられているもうひとつの
重要な日本の特徴が「知覚的であること」だからである .
さらには ,「継続と変革の相克」というある種の二極性と知覚的であること
は ,『すでに起こった未来』のあとがきである「ある社会生態学者の回想」に述
べられたドラッカーの最大の関心事であることにも気づかされる .
継続と変革の二極性はまさしく , 上で引用した『菊と刀』に「保守的である
とともに新しいものを喜んで迎え入れる」と書かれているものであり , ドラッ
カーが明治維新や戦後日本の復興の歴史のなかに見出したものである .
このようにして見ると ,「もう一人のキルケゴール」と「分析から知覚へ」に
書かれた問題意識が「日本画に見る日本」を通して「ある社会生態学者の回
想」へとつながっていくことがよくわかる（36）. また , ドラッカーが様々な著作
で十九世紀的なものに対して提示する二十世紀的なもののほとんどが , ドラッ
カーのいう日本的なものの特徴と重なっていることにも気づかされる .

日本的な日本
本論では , ドラッカーが「もう一人のキルケゴール」で明らかにした問題意
識に , 同じくドラッカーの「日本画に見る日本」に書かれた日本の特徴によっ
て立ち向かう試みを行なったが , 筆者の能力と知識の不足と偏りから , ドラッ
カーが述べた日本文化の特性を十分に深く考察することはできなかった . この
問題は , 今後とも課題とし , 考えていく .
また本論では , 日本文化の特性が持つ欠点について検討することもできな
かった . 中心が空である日本では責任の所在があいまいになることが多いのは
よく言われることである . 弱みよりも強みに注目するのがドラッカーであると
はいえ , 自分たちの欠点をしっかりと理解しておくことは重要なことである .
本論で取り上げた人物を含み , 多くの日本論の作者は , これからの日本に対
する提言もしている . その多くの著者に共通しているのは , 日本はまず自らの
特徴を自覚するべきだということである . 自覚することによって , 強みを生
かすことも弱みを最小限に抑えようとすることも可能になる . いまはすでに
二十一世紀だが , ドラッカーが二十世紀に見出したものに対して , 今世紀には
何が来るのか , いまの筆者には見当もつかない . しかしまずは , ドラッカーが見
出した二十世紀的かつ日本的な特徴をしっかりと意識し自覚することが大切で
あると思う .
現在の日本は , 世界第四位の移民大国である . 縄文人と弥生人の遺伝子を持
ち日本の国土で生まれ育った従来の意味での日本人は , どんどん減っていくだ
ろう . しかしそれでも , 日本が日本であり続けることは可能なはずだ .
最後に ,「日本画に見る日本」のなかのドラッカーの言葉で締めくくりたい .
私は , 日本が歴史上繰り返し行なってきたことを再び行なうよう望んでい
る . 今日世界は , 近代的であると同時に , 際立って非西洋的な文化を必要とし
ている . 世界は , ニューヨークまがいやロサンゼルスまがい , あるいはフラン
クフルトまがいの日本ではなく , 日本的な日本を必要としている （37）
.
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ドラッカーと社会学的思考の新結合

― 井坂康志著『P・F・ドラッカー』からの展開

Newly Combining Drucker with Sociological Thinking:
Unfolding from Isaka Yasushi’s P. F. Drucker

多田 治
Osamu Tada

（一橋大学社会学研究科）

Summary
Isaka Yasushi’s book P. F. Drucker inspired me to find that Drucker’s work matches
sociology, my major, in many important points. In this article, I newly combine
Drucker with sociological thought, focusing on social ecology and knowledge
society. This process relates with Michael Polanyi, Nonaka Ikujiro, Sakaiya Taichi
and Pierre Bourdieu.

1．はじめに：井坂本からの触発
「マネジメントと知識社会，社会生態学が絶妙に織
り重なったドラッカーの一連の営為を，なめらかな筆
致と透徹した思考でまとめあげた良書．本書には明ら
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の方法論とみなされがちだが，経営学では素通りさ
れがちな彼の基本視座に，井坂はとことんこだわっ
た．ドラッカーの一貫した視軸と展望を導いたのが
1930 - 40 年代の初期三部作，『「経済人」の終わり』
『産業人の未来』
『企業とは何か』であり，井坂本は
これらを中心に検討している．
井坂本の肝は，同書 p. 280 の樹木図である．この
図 1 枚で本書の全内容を言い当てている．ドラッ
カーのマネジメントと社会生態学は，一本の大樹の
幹から枝分かれし，その共通の根にはヨーロッパ時
代を生きた深みの次元があり，知的エネルギーを培
養し続けたというのである．戦争と革命で損なわれた公的世界の再建に，マネ
ジメントが力となる可能性をドラッカーは見出した．ヨーロッパでの危機の体
験と認識が社会生態学の見方を育て，その視座が実践的マネジメントにも投入
された．
井坂は，あとがきでこう言う．
「確かに業績の多くは企業やマネジメントと
いう映写機を通している」．だが哲人の指し示すスクリーンには，別の映像が
映っていた．「そこを見なければドラッカーの何も見たことにならないのでは
ないか」と考えたという（p. 286）．達観であり，彼一流の趣深い比喩であった．
「本書は私とドラッカーの対話という性質をもっている．」
（p. 287）四半世紀前，
大学時代の彼を知る者としては，会社勤めをしながら研究者としても生きてき

かに，経済学的であると同時に文学的でもあり続けて
きた著者・井坂氏の，才能と人柄があふれ出ている．」

た，井坂自身の成長物語を映したビルドゥングス・ロマーンとしても，興味深
く読めた．このたび，本書が経営学史学会の奨励賞を受賞したとのこと，長年
の地道な作業の成果が正当に評価されたことを知り，心より嬉しく思う次第で

刊行前にこう推薦の言葉を書いたとき，私はこの書
の本当の中身と価値をわかっていなかった．著者を学
生時代から知る四半世紀来の旧友として，こう書いた
思いは今も変わらないのだが．当時，私はこの分野に
全くの門外漢で，ドラッカー自体を未読だった．2018 年末，渋澤ドラッカー研

ある．
井坂本から触発されたことだが，ドラッカーには，私が専門とする社会学と
も重なる知見が多い．そこで以下では，井坂本を出発点やヒントとして参照し
ながら，社会生態学と知識社会論を中心に，ドラッカーと社会学的思考を関係
づけて論じてみたい．

究会で書評報告を行ったことで，一気に理解も深まった．
やはりそれまで，「ドラッカーはマネジメントの人」のイメージにとらわれ

2．社会生態学とマネジメント

ていた．1939 年刊のデビュー作『経済人の終わり』で，20 代のドラッカーが直
接目撃したナチズムの鮮やかな描写を読んで，私の先入観は覆された．そこか
ら展開された全体主義批判や社会生態学という，知られざる側面に注目してこ
そ，井坂本（便宜上こう表記）とドラッカーの深い本質的な部分も理解できる
のだろう．
井坂がこの本で主にしたことは，ドラッカーの「視座構造」を初期からトー
タルに把握することであった．一般にドラッカーといえば，経営学やビジネス

ドラッカーは，企業などの組織とそのマネジメントに，多元社会における重
要な位置づけと役割を与えた．だがそもそもなぜ，そうした論点に行き着いた
か．その経緯や理由は，ドラッカー思想の源流をたどった井坂本に詳しい．
何よりヨーロッパで，ヒトラーのナチズムやソ連の社会主義を，近くで目に
した原体験は大きい．初期三部作には，一元的な全体主義国家で社会が画一化
され，個が無化されたことへの危機認識が一貫してみられた．対して彼はアメ
リカに渡り，「自由にして・機能する社会」の建設を構想する．その際に派生し
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てくるのが，企業やマネジメントであった．
（国家と個人の間に位置する）企業
などの中間組織は，多元的で自律性をおび，そこで働く個人も，組織内に位置
づけと役割をもつ．これが，国家や党を唯一の権力機関とした状況へのオルタ

業とは何か』を中心に，社会生態学とマネジメント思想の源流を検討している．
だがもう一つ井坂が注目しているのが，1957 年の『変貌する産業社会』である
（原書名 The Landmarks of Tomorrow『明日への道標』）．実は，ドラッカーの主要

ナティブとされた．ドラッカーは当時アメリカの産業社会に，ナチズムに対抗
する意味合いを見出したのである．産業社会は高度な組織，企業を通じて実現
される．あくまで総合的な観点から，産業社会と企業への視座は形成されてい

著作の全訳者で知られる上田惇生も，同書には特別な位置づけを与えていた
（
『完全ブックガイド』
『ドラッカー入門新版』）．『断絶の時代』
『ポスト資本主義
社会』などと比べれば地味で，上田による新訳も出なかった同書が，なぜ彼ら

た．
しかしドラッカーは，単に同時代のナチズムや社会主義を乗り越えようとし
ただけではない．同時にもっと根底から問い直していたのは，19 世紀からの経
済至上主義や，より長期の近代合理主義の思考であった．すなわち，
「経済人
（ホモ・エコノミクス）
」を軸にすえた古典派経済学であり，
「われ思う，ゆえに

にここまで注目されてきたのか．それはドラッカーが本書で，早くも 1957 年の
時点で「ポストモダンの世界観」なるものを提示していたからである．
論点を先取りすれば，このポストモダンの世界観とは，社会生態学の視座そ
のものであり，マネジメントの知そのものだとも言えそうである．見方を変え
れば，井坂が初期三部作で内在的に検討した社会生態学とマネジメント思想の

われあり」の演繹的思考を適用したデカルトである．これらに通底する，理性
中心の一元的・演繹的・還元的な思考をドラッカーは徹底して批判し，対して

源流は，この『変貌する産業社会』で，ポストモダン的な世界観として結実した
とも考えることができる．以下，
『テクノロジストの条件』に掲載の上田による

人間社会にあるがままの，生態的・実存的視座を代置したのだった．
ドラッカーや井坂本に驚かされたのは，19 世紀以来の経済至上主義，近代合
理主義，社会主義，ナチズムなどの多様な諸潮流が，中央集権的な一元性や，個
の画一化・無化といった，統一的な視座から把握されてゆく点だ．これらに代
えて，現実の観察に基づいて人々・組織のありのままの多元的な生きざまを重

新訳に依拠しつつ，該当箇所をたどってみよう．
『変貌する産業社会』の序論でドラッカーは，モダンの合理主義的な世界観が
過ぎ去りつつあることを，明確に告げる．「われわれの行動自体すでにモダン
ではなく，ポストモダン（脱近代合理主義）の現実によって評価される」．（『テ
クノロジスト』p. 3）だが当のわれわれが，この新しい現実を語る言葉や知識

視する，社会生態学の立場が押し出されてゆく．
20 世紀のナチズムの浸透の背景には，19 世紀に高まった経済至上主義の崩
壊があったとして，そこをドラッカーはつなげて考えた．だが国家全体主義は，

を，いまだ持ち合わせていないのだという．17 世紀のデカルト以来，西洋はモ
ダンの時代を長く生き，19 世紀にはこの西洋モダンが普遍的な規範や秩序とし
て広まり，全世界を覆い尽くした．今日ではモダンも効力を失い，すでに現実

空虚を真に埋め合わせはしなかった．組織や仕事を媒介とした社会的関係性こ
そが，世界の再構成に意味をもつとして，経済を至高とする合理的「経済人」に
代えて，個の判断力・組織的協働・地位と機能にもとづく市民性をもつ「産業
人」を対置したのであった．

はモダンを超えているが，さりとてポストモダンの世界観もいまだ明確な形を
とってはいない．
モダンの世界観の創始者デカルトにおいて，科学とは，因果関係についての
知識であった．世界やものをできるだけ単純な要素に細分化してとらえる彼の

未来は，一部の理性的・特権的な主体の意思や計画，革命によっては建設で
きない．これが，ドラッカーが歴史にみた教訓だった．現実の回顧や理解にも
とづいて人・組織の「強み」を生かす，より漸進的な変革こそが有効だという
見方が，マネジメントやイノベーションの体系化へと結実していった．多元的

思考法から，
「全体は部分によって規定される」
「全体は部分の総計である」と
いった見方が確立された．また知識の確立に際し，定量化を普遍的な基準とし
て位置づけた．
ドラッカーは，今日の科学と芸術は，すでにデカルトの公理と相いれないと

な社会生態には自律性・創発性がみられ，人々の自由で自発的な行動には，内
発的な合理性がある．マネジメントと自己統御によって，外からの管理を，よ
り効果的な内からの管理へと置きかえることができる．ドラッカーは全体主義
の時代に内面化した知見を，マネジメントに丹念に埋め込んだ．社会生態学の

指摘する．生物学や心理学など，今日の学問の関心は，因果から形態（コンフィ
ギュレーション）へと移行しているという．たとえば心理学の「自我」
「人格」
「行動」や社会学の「文化」のように，全体としてのみ把握できる形態（ゲシュ
タルト）
，形式（フォーム）に重点がおかれてきている．そこでは部分とはむし

視座とマネジメントの実践は密接につながり，コインの表裏をなしていたので
ある．

ろ，全体との関連でのみ存在し，全体を理解して初めて認識しうるものだとド
ラッカーは指摘するのである．
こうした「形態」重視の世界観では，因果律は重視されず，目的律がこれに代

3．ポストモダン的な世界観
井坂本はドラッカーの初期三部作，
『
「経済人」の終わり』
『産業人の未来』
『企

わるという．「ポストモダンにおける秩序とは，全体の目的に沿った配置のこ
とである．
」
（p. 8）かつて中世やルネサンス期にみられた目的は，神や宗教に属
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し，人間の外部にある絶対的存在とされた．今日のポストモダンにおける目的
はこれと異なり，形態そのものに内在する．
またポストモダンの世界観は，プロセスを重んじ，成長・発展・リズム・生
成を内包するという．デカルトの数学的世界観では，等式におかれたすべてが
移項可能とされるが，ポストモダンの世界観では，すべてが不可逆な時間の流
れにある．少年が大人に，ウラニウムが鉛に，中小企業が大企業になるプロセ
スは，不可逆な質の変化を伴う．静止した物体の属性だけをみる機械論的な見
方から，形態とプロセスを重視する見方へと移行が進んでいる．より全体をと
らえ，定性的で不可逆な変化を把握する方向が求められているのだ．
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個人の心理を単体でみる心理学，統治者を軸にすえる政治学・歴史学など，
「孤
立した個人」像は幅広い領域に浸透してきた．その傾向は日常世界にも広くみ
られる．エリアスの関係構造・図柄のモデルは，今も根強いこうした諸潮流に
対し，基本的な社会の見方を転換させてくれる認識効果をもつ．
エリアスはこの理論枠組みを，歴史の事実と重ね合わせた．社会的図柄の変
化を，歴史描写に用いたのである．図柄理論は，個人や歴史を演繹・抽象的に
はとらえず，具体的で経験的な歴史のプロセスを重視する．ドラッカーの社会
生態学との親近性は明らかだろう．

以上の「機械的世界観から有機的世界観へ」の転換は，システム論や複雑系，
ポスト構造主義などの諸潮流を手にした今日では，さほど目新しくないかもし
れない．少なくともドラッカーは 1957 年の時点で，先駆的にこうしたビジョン

5．ドラッカーの知識論

の転換を語っていた．その有機的世界観は，初期三部作で確立された社会生態
学の視座そのものでもあった．また，デカルト的な演繹・定量・還元的な思考
を相対化し，経験的知覚にもとづいて全体的な形態や不可逆なプロセスをみて
いく作法は，組織のマネジメントを体系化する作業へと活用された．さらに，
モダンの「進歩」信仰を脱して，変化が常態化したポストモダンにおいて，
「未

くるか．井坂本の第 6 章「知識社会の構想」も参照しつつ，以下では知識社会論
に光を当ててみたい．
行動と認識を区別して考えてきた学問の伝統に対し，ドラッカーは「人は，
行動するとともに認識する存在」
（断絶 p. 342）だと言う．彼は知識を，行動と認
識が合わさったものとしてとらえる．実際，能動的な知識の獲得プロセスでは，

知なるもの」に向けて仕事を組織化する作法として，イノベーションを確立し
てゆく．有機的世界観をそのように現実に展開したことが，彼のいまだ色あせ

行動と認識は一体となる．
また彼はこうも言う．
「知識とは，電気や通貨に似て，機能するときに初めて

ぬオリジナリティでもある．
『変貌する産業社会』は，初期三部作と，のちの代
表作『断絶の時代』
『マネジメント』
『イノベーションと企業家精神』をつなぐ，
重要な位置にあったことが確認できる．

存在するという一種のエネルギーである．
」
（同 p. 276）知識は使ってこそ，エネ
ルギー・資源として機能するというのである．つまり彼は，
「知識を使う側の
適用」という観点・立場を，明確に選びとっていた．知識の客観性や普遍性を
問う（いわゆる主知主義的な）立場でなく，当事者の主観的な解釈や利用の面
を重視していたのである．
合わせて井坂が指摘する，時間の観点も重要だ．社会生態において知識は，

4．関係とプロセスの社会学的思考へ
以上のような有機的世界観や社会生態学の見方は，筆者
が専門とする社会学的思考とも大いに重なる．特に，諸個
人の関係ネットワークと長期の歴史プロセスを重視した社
会モデルを提示したノルベルト・エリアスの議論は，合わ
せて見ておく価値があるだろう．
エリアスは，一個人と社会を対置する常識的な発想を組
みかえるため，図のように一個人でなく多数の個人が相互依存のネットワーク
を織りなす，社会的図柄のモデルを提示した．個人は，互いの関係の網の目の
なかに生きる半自律的な単位であり，完全に自律的な存在ではない．こうした
関係構造は，個人に対し強制や圧力を働きかけてくる．人間とはまさに，関係
的な存在である．
「孤立した個人」像は，西洋モダンの人文社会科学で広く力をもってきた．社
会学ではウェーバーの「合理的行為」がその典型だが，デカルト〜カントらの
哲学・倫理学，市場に合理的行為者（ホモ・エコノミクス）を設定する経済学，

次に，今度は「知識」に焦点を当てる．近代合理主義の対極にあるような有機
的世界観，ドラッカーの社会生態学において，知識はどのような特質をもって

（数学のような）可逆的で概念的な分析よりは，不可逆な，生きられた時間のな
かの知覚として立ち現れる（井坂本 p. 173）．明示的な客観知は，行為の次元の
知覚作用の代わりにはなりえない．
この後者の知識観を具体的な形にしたのが，マネジメントであった．マネジ
メントはまさに，実践的な知識である．ドラッカーは，知識を使う人間の内発
的な能力に目を向けた．井坂の論によれば，ドラッカーの知識論において実践
知の習得は，合理主義思想へのアンチテーゼの意味を含んでもいた（同 p.177）
．
知識は一部の人物や機関による占有物ではなく，多様な領域に散在し，慣習や
文化のなかでたえず作用している．ドラッカーは，近代合理主義の知識観が軽
視してきた人の行為能力を，知識の中に取り込んだのだという（p. 178）
．知識
は，認識する主体と不可分なもので，知覚を介して主体に内在化される．
このような知見は，後にみるようなブルデューのハビトゥス／プラティッ
ク，ギデンズの構造化理論など，代表的な社会学者の一連の議論とも大いに重
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なる．知識を使う人間の能力，
（従来の西洋哲学で軽視されてきた）行動や技能
の知識．これは，フランスの社会学者ピエール・ブルデューが「ハビトゥス」と
呼んだ，社会的な身体能力のことでもある．
また，知識を一種の資源・エネルギーとみなす考え方は，資源やエネルギー
を経済的・物質的なものに限定せず，人間活動全般に拡張してとらえた点で，
ブルデューが「資本」概念を経済資本から，文化資本・社会関係資本などへ拡
充した発想とも重なる．
以下ではこうした社会学の知見を簡潔に提示し，ドラッカーとの接合点に注
目したい．

6．社会学で扱う「現実」と「知識」
社会学でいう「現実」には，人びとの主
観も含まれている．特に「リアリティ」と
いえば，客観的で物理的な現実を指すよ
りは，人びとが「これが現実だ」と受けと
る感覚，主観的な現実感覚のほうに重点
が置かれがちだ．結局「現実」とは，客観
的・物理的に起こった現実と，それを人
びとが知覚し，意味づける主観的な現実
とが，合わさったものなのである．客観と
主観が二重性をなして現実を形づくっていることを，私はリアリティの二重性
と表現してきた．
私はこうした現実の二重性を，右のような簡略図で説明する．社会的世界は，
客観的でマテリアルな現実と，それをとらえる主観・意識・知識からなる．行
為者の主観的な意味づけ・言葉・知識は，単に現実を知覚し，映し出すだけの
受動的なものではない．言葉や知識はそれ自体，現実を構築する能動的な力を
もつ．物理・生物的世界の因果法則とは異なり，人間の意味づけレベルの上増
しがあるのだ．
現実とは，人びとの知覚や主観込みの現実である．それが物理的・客観的に
起こっていても，誰かの知覚や主観を通して切りとられ，形をなしてもゆく．
この現実と表象の循環をどのようにとらえるかが，社会学の重要テーマの一つ
となってきたのである．
アメリカの社会学者アーヴィング・ゴフマンは，人々の対面的な相互作用の
ミクロな現場に着目した．社会生活を劇やドラマの上演のようにとらえるドラ
マトゥルギー的アプローチで独特な仕事を行い，のちの研究者に影響を与え
た．「目の前の状況がいかなる場で，どんな相互行為が予期されるか，どうふる
まうのが適切か」などの状況の定義を参照することから，人々は自己を表出す
るパフォーマンスを行い，役割を演じあう．こうした生活上の演技は，本人も
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意図や自覚をもたずに，何気なく行うものが多い．人々は慣習・前例や即座の
判断にもとづいて，適切にふるまおうとする．必ずしも言葉で理解し説明でき
るとは限らないが，肌でわかっているタイプの知識である．明示的な言説的知
識と区別される暗黙の実践的な知識が，日常生活をそのつど形づくっている．
イギリスの社会学者アンソニー・ギデンズは，こうした暗黙知の次元を実践
的意識と表した．行為の際に巧みに用いられるが，言葉では言い表せないよう
な暗黙知・身体知であり，自転車の乗り方などが典型例である．ギデンズは，
行為者が実践的意識のレベルで社会や状況を「知っている」こと，その知識が
社会を維持・再生産しながら，同時に変容させてもいくことを強調した．行為
者の知識能力（knowledeability）
，行為能力（agency）こそが，社会を実際に動
かしてゆく能動性である．行為者は社会についての知識をもって行動するから
こそ，社会を再生産できるし，変容させてもゆく．これをギデンズは，社会の再
帰性（reflexivity）と呼ぶ（私と井坂の対話「知識が社会をつくる」も，これを
指す）．
先述のブルデューのハビトゥスも，ギデンズの実践的意識に相当する．ハビ
トゥスとは，社会環境の中で形成された身体能力であり，行為者が身体化し，
無数の状況に対応可能なセンスである．プラティック（実践）＝外的に行う行
為と，表象＝主観的な知覚・評価を産み出し，統合していく．このハビトゥス
が働くことで，人間の一貫性は保たれている．
ブルデューは，サルトル的な行為者の自覚的・主体的な「実践」praxis と区
別し，プラティック pratique を用語に使う．意識的・理性的な行為も，センス
による非意識的・無自覚な行為も含む，日常的な生活実践，慣習行動である．
ハビトゥスは意識と言説を介さずとも瞬間的に作用し，状況に見合った戦略を
とり，多様なプラティックを産出する．

7．暗黙知の次元
以上で見たドラッカーの社会生態における知識，ゴフマンの状況の定義や
自己演技，ギデンズの実践的意識，ブルデューのハビトゥス．彼らが一貫して
照準していたのは，マイケル・ポランニーのいう暗黙知の次元であった．ハビ
トゥスのような身体に根づいた知は，言語や論理で明示化できない暗黙の領野
を広大に含んでいるからである．
「私たちは言葉にできるより多くのことを知ることができる．」
（『暗黙知の次
元』p. 18）ポランニーは，この素朴な事実を明確に指摘することで，暗黙知が知
識全体のなかで重要な位置づけにあることを示した．私たちが誰かにメッセー
ジを伝えるとき，言葉では伝えられないものを，同時に膨大に残しており，そ
の伝達は受け手側の知覚にかかっている．ポランニーもドラッカーと同様，ゲ
シュタルト心理学の顔認識の知見から影響を受けている．人は対象の外形，
「形
態」を把握する際，自分が感知した個々の特徴を，能動的に統合しているので
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ある．
また，「知る」
「知っている」という言葉には，対象の知識（what）だけでな
く，方法の知識（how）
，
「できる」という意味も含まれているとポランニーは
指摘する（p. 22）
．つまり身体に根づいた暗黙知は，無数の場面で，実践知とし
て働いているのである．
暗黙知の特徴を語るなかで，ポランニーが同時に批判していたのもやはり，
明証性を重んじるデカルト的な合理主義の知識観・科学観であった．
「暗黙的
思考が知全体のなかでも不可欠の構成要素であるとするなら，個人的な知識要
素をすべて駆除しようという近代科学の理想は，結局のところ，すべての知識
の破壊を目指すことになる」
（p.44）
．暗黙知は非言語・非論理的であり，個人的
で主観的な，各自の身体に内在する実践知である．知識をあけすけな明瞭性に
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いる．彼は，「イノベーションが実際にどうやって起こるか」を，企業の知識創
造の現場への聞きとり調査から実証的に明らかにした．個人〜グループ〜組織
という知識主体の次元を行き来するなかで，暗黙知と形式知が相互に作用しな
がら知識が創出されてゆく動態的なプロセスを，事例調査から詳しく明らかに
した仕事は，特筆に値する．
野中は，デカルト的な主体／客体，精神／身体の心身二元論からなる科学的
客観性を脱して，むしろ人間主体が客体世界に「住み込み」，自己を投入して客
体と関わる中から経験的な暗黙知が獲得されるという知見を，ポランニーから
深く吸収し，企業研究に活用している．
「分析から知覚へ」というドラッカーの
知識観は，ここでも重なってくる．

還元してしまうと，実際の複雑な認識のありようをとらえ損ねることになる．
すべての知識を形式化する試みには無理があり，知の営みには暗黙の知覚や統
合のプロセスが伴う．暗黙的思考は「あらゆる認識に不可欠の要素であり，な

8．知識社会と脱工業化

おかつすべての明示的認識に意味を与える究極の知能」だという（p. 102）
．ポ
ランニーは，デカルト的な明証知を否定したわけでなく，暗黙知の次元を明示
的に概念化して語ることで，明証的な科学の営みのなかに適切に組み込み，位
置づけることを提唱していたのである．
ドラッカーに即して興味深いのは，ポランニーが人間の暗黙知と，創発を結

で，起こりつつある 4 つの断絶として，新技術・新産業，世界経済，社会と政治
とともに，知識の性格変化を挙げ，これが最重要な断絶だと位置づけた．財の
経済から知識の経済への移行が進み，いまや知識が中心的な生産要素になっ
た．新技術・新産業も，知識に基礎をおくものになるという．知識は経済だけ
でなく，社会の中心・基盤になったとも述べている（p.354）
．

びつけていた点である．彼の言う「隠された真実の接近を予期する人間の能力」
（p. 126）とはまさに，ドラッカーがイノベーションに向けて提唱していた「未

その知識社会論は，89 年『新しい現実』〜 93 年『ポスト資本主義社会』に受
け継がれてゆく．
『新しい現実』では，知識社会への移行で，
「脱ビジネス社会」

知なるものの体系化」に相当するのではないか．暗黙知はまさに，そうした実
践知として活用されうるものである．
こうしたポランニーの暗黙知の知識観を，経営学・企業組織論の実証研究に
存分に活用してみせたのが，
『知識創造企業』などで世界的に知られる野中郁
次郎の一連の仕事である．野中は，従来の経済・経営・組織の諸理論が，知識
やその形成にはほとんど関心を向けていないことを批判し，企業組織における

が到来していると述べた（p. 197）
．知識が経済活動の基盤として，先進国経済
の中心的な資本になり，社会の重心は知識労働者に移行しつつある．ビジネス
が成功した国では，ビジネスや経済と関係のない欲求も高まり，ビジネスは選
択肢の一つ，道具にすぎなくなったと指摘する．知識労働者は組織と関わりな
がらも，自分のもつ知識に依拠して活動するようになる．
続く 4 年後の書ではさらに「ポスト資本主義社会」への移行を告げ，その主た

知識創造のプロセスを具体的・実証的に問うた．
彼は，直接知識を創るのはあくまで個人だと指摘する．「組織的知識創造は，

る資源・生産要素はやはり知識だと述べた．市場自体は資本主義的でも，いま
や市場を支配するのは情報資本主義であり，知識や情報をつくったり運んだり

個人によって創り出される知識を組織的に増幅し，組織の知識ネットワークに
結晶化するプロセスと理解すべきである．
」
（
『知識創造企業』p. 88）個人が持ち，
生み出す知識は，各自の体験に根ざした信念・ものの見方・価値システムと
いった無形の要素を含んだ暗黙知であり，主観的な洞察・直観・勘・理想・情

する産業が，経済の中心になっている．また知識に関わる非営利セクターが，
急速に成長している（p. 229）．一貫して，知識を社会・経済の主軸におく議論
が展開されている．
しかし再び『断絶の時代』に戻るなら，こうした知識社会への移行は，一体

念・イメージ・シンボルなども，知識の重要な部分を占めるという．このよう
に個人的知識は主観的・身体的・暗黙的な面が強いため，企業組織の知識創造
では，暗黙知を明示的な形式知に変換し，個人の知が他人にも共有されるプロ
セスが重要となる．
野中は，ドラッカーの知識社会論から大きな示唆を受けたことを自ら認めて

何からの「断絶」だったのか．その前段階からの移行で，知識が主要な経済資
源となったことは，果たして何を意味したのか．より明確に理解したい点であ
る．ドラッカーはこの本の冒頭で，1913 - 68 の半世紀で，こと経済では大きな
変化はなく，「継続の時代」にあったと指摘する．この継続の時代とは，産業革
命以来の「工業化の時代」と言いかえられる．実際ドラッカーも，その時代の代

再びドラッカーに戻り，今度は彼の知識社会論に焦点を当てる．彼が本格的
に知識社会論を開始したのは，1969 年の『断絶の時代』からだろう．彼は冒頭
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表的な原動力として，鉄鋼業と自動車工業，機械化された農業を挙げている（913）．いわゆるモノの時代であり，その段階でも知識は生産に投入されたが，物
的資源が優位を占めた．そう考えれば，1970 年前後の断絶の時代，知識社会の
到来は，脱工業化への流れでもあり，工業生産にも知識が主たる生産性をもた
らす時代である．
知識社会や脱工業化といえばドラッカー以外にも，ダニエル・ベルやアルビ
ン・トフラーらの仕事が長らく有名だ．だが日本の文脈に引きつければ，堺屋
太一の知価社会論も合わせて考えたい．ドラッカーが「断絶の時代」と呼んだ
60 年代末当時に堺屋は，通産官僚・池口小太郎（本名）として，大阪への万博
誘致に尽力していた．池口は，経済企画庁の全国総合開発計画が進める工業開
発に対し，批判的であった．工業主導が続くという見通しに懐疑的であったし，
その公共事業路線も，建設業に需要が偏ってしまうからである．
対して万博の歴史から，それまでウィーンやパリ，シカゴといった開催地が
たどったように，万博で芸術文化への関心・需要が高まる，より広い社会文化
的効果を彼は見越していた．また彼は，万博はそのイベントの場自体が，究極
の情報産業・知識産業・観光産業・時間産業（レジャー）になると指摘してい
た．実際に彼は大阪万博を通じて，ファストフードのような新型の外食産業や
カジュアルウェアを，日本社会に普及させた．万博を機に，新しい脱工業化社
会へと踏み出し，日本の産業構造を組みかえていくことが，池口の当初からの
ねらいであった．事実，大阪万博は様々なアートや建築，パビリオン展示など
で大きな話題を呼び，6421 万人もの観客を集めて日本社会に多方面で強いイン
パクトを与えた．その 70 年前後の時期は，ちょうどドラッカーの断絶の時代，
知識社会の始まりと符合しているのである．日本にとって，工業化から知識社
会への転換期であり，万博はちょうどその峠の位置にあった．堺屋はその後 80
年代，イベント・オリエンテッド・ポリシーや知価社会の議論を発展させた．ド
ラッカーの知識社会論と重なる点も多く啓発的だ．

9．知識労働と文化資本・象徴資本
さて，再び『断絶の時代』に戻る．知識労働者の増大，知識社会への移行は，
なぜ生じたか．これに関してドラッカーは，あまりに意外な答え方をしている．
「社会と経済のこの大転換の底にあるものは，知識労働への需要の増大ではな
く，供給の増大である．
」
「知識労働者を雇用する必要から知識労働を生み出さ
なければならなくなった．
」
（286-287）
つまり背景には，学校教育の延長，高等教育進学者の増大がある．「そもそも
高学歴の者は知識労働しかできない．
」教育爆発の結果，むしろ後づけ的に「知
識労働の仕事を作り出さなければならなくなった．なぜならば，高度の教育を
受けた者を生産的な存在にすることのできる唯一の方法が知識労働だからであ
る．」
（p. 292）その結果，知識が主たる資源となる知識経済が形成され，知識社
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会化が進んだわけである．ドラッカーはむしろ，アメリカが高学歴者の期待に
応えつつ，競争力と成長を維持できたことに驚いている．
ドラッカーがこれを見出した 60 年代末に，先述のブルデューが（視点やねら
いは異なるが）
，フランスの高等教育研究に文化資本の概念を投入していた点
も興味深い．ブルデューは，諸個人が過去の経歴から得た有効な特性・所有物
を，資本と呼ぶ．それは経済資本（貨幣）だけでなく，学歴・知識・趣味などの
文化資本，言語能力，身体的特性，性別，年齢，職業，居住地・出身地，社会関
係資本（交友・コネ）など，多岐にわたる．資本は，①ハビトゥスとして身体化
された特性，②貨幣や文学全集のように客体化された物体，③学歴や弁護士・
医者のように制度的に保証された資格，といった様々な形をとる．ドラッカー
の言う知識労働者は，各自のハビトゥスに身体化した知識を主たる資本として
仕事に投入する点で，文化資本としての知識を活用しているといえよう．
ただし，ドラッカー自身は言及してない点だが，「知識が資本・資源となる」
というとき，まさに学歴がそうであるように，知識が財・サービス・活動に実
質的に活用される場合と，
「知識」がそれらにブランド的な価値を付与する場
合があり，両者を区別して考えることが重要な局面もあるだろう．ブルデュー
の言葉でいえば，前者が文化資本としての知識，後者は象徴資本としての知識
である．
先の経済資本・文化資本・社会関係
資本など，各自がもつ物質的・客観的な
諸特性は，人々に知覚され（正負の）価
値を承認されることで，肩書・身分・威
信・名声等として流通する，象徴資本
となる．象徴資本とは，様々な資本が主
観的な認識・評価を付加された資本で
ある．象徴資本と他の諸資本の関係は，図のように表せる（より詳細は拙著，
2017 を参照されたい）
．
高学歴者も知識労働者も知識創造企業も，それぞれの知識を実質的・客観的
な資本として活用する面もあれば，ブランド・主観的な資本として生かしてい
る面もある．しかもその両面は多くの場合，循環・連動しあってもいるのであ
る．

10．むすびにかえて：経済と社会
ブルデューは，資本概念を経済以外の領域に拡充し，一般化することで，狭
義の経済，そして経済学の見方を相対化していた．晩年の『住宅市場の社会経
済学』で明示したように，彼はカール・ポランニーの経済人類学の志を継承し
てもいた．ドラッカーの知識社会論も，知識が中心的な資本となることで，脱
ビジネスやポスト資本主義社会への移行を語るとき，同様の志向を持っていた
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ように思われる．
2002 年の『ネクスト・ソサエティ』でも，
「万一ニューエコノミーが実現する
としても，ネクスト・ソサエティのほうがはるかに大きな意味をもつ」
（p. 5）と
語っていた．その予言の含意は，
『
「経済人」の終わり』をはじめ初期三部作で
一貫して取り組まれた，経済至上主義の乗り越えという課題とも通底する．そ
もそも社会の諸領域から市場経済を抽象化して切り離し，そこに特化する思考
は，デカルト的な近代合理主義から派生してくるものでもあった．それに対し
て，つねに社会のなかに経済を適切に位置づけなおすドラッカーの視座は，そ
れ自体が社会生態学やマネジメントとして表現されていたといえよう．
「部分
は全体を考えることによってのみ把握できる」という彼の形態論的思考は，経
済と社会の関係を考える際にも生かされていたのである．
社会学も長らく，経済的なものと非経済的なもの，お金で買えるものと買え
ないもの，経済資本と象徴資本（承認やアイデンティティ）などの複雑な関係
性を，実に多様な現象・問題の中から問い続けてきた．ここにドラッカーと社
会学的思考の重なりを見出し，新結合を試みることで，少しでも新たな地平が
開けてくれば，誠に幸いである．
【主な参考文献】
池口小太郎，1968『日本の万国博覧会』東洋経済新報社
井坂康志，2018『P・F・ドラッカー ― マネジメント思想の源流と展望』文眞堂
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はじめに
（1）
ドラッカーは処女作『経済人の終わり』
（1939 年）
の中で，経済的動機にも
とづく合理的な存在である経済人の終焉を述べた．経済人は，生産手段として

の資本や土地を活用し，自己の持続的拡大をめざし，その権力を拡大し巨大組
織を構築した．そして，経済至上主義社会を背景に多くの巨大企業が登場する
に至った．その大きな潮流は，人種や言語，文化，歴史などを共通項として集団
が形成されることで統合的な全体主義を生む土壌となった．ドラッカーは，経
済至上主義を通じて巨大化した企業が全体主義的な志向で社会を席巻し，今ま
で社会が担ってきた役割に対してインパクトを与えることで社会が有していた
持続可能性を棄損している現状を憂いた．ドラッカーは，この様な現代社会が
（2）
の中で，産業社会の終焉と
有する危うさを『ポスト資本主義社会』
（1993 年）
して資本主義の限界を述べている．資本主義の限界に際してドラッカーは，新
たな自由で機能する社会を実現するために，資本主義や社会主義ではない新た
な知識社会の可能性を示唆し，ポスト資本主義に必要な資源は，資本や土地，
労働ではなく知識という新たな資源であることを示した．ドラッカーはナチス
ドイツの全体主義に対する反省から，絶対的な安全や正義はあり得ないと考え
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るに至り，自由主義を基盤に，組織や知識によるマネジメントを行うことで自
由で機能する社会を構築することをめざした．この自由で機能する社会は，多
元社会として捉えることができる．社会を構成する組織は権力にもとづく組織
の他，役割や機能にもとづいた組織によって構成されるという二面性を有して
いる．つまり国家や行政による組織が法規による支配という側面と共に機能的
な組織としての政府機関や企業，非営利組織，地域社会という側面である．多
元社会の概念は，形式的な制約として働く組織の他，言語や文化，風土，慣習な
ど形式的な実態をもたない社会からの制約へも配慮することが必要である．
（3）
ドラッカーは『断絶の時代』
（1969 年）
のまえがきの中で人類が直面してい
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制，既存の社会学や経済学では扱えない．したがってそのようなものとして取
り組まなければならない．多元社会は多元社会のための政治理論と社会理論を
必要とする．
（
」
『断絶の時代』P.181）と述べている．ドラッカーは『断絶の時代』
の中で当時すでに起こっていた断絶を如実に語っている．グローバル化の流れ
は巨大な統一市場を造り経済発展を促したが，その統合という大きな流れの裏
側で政治や社会，個人の断絶も生じていたのである．ドラッカーが社会の断絶
を顕在化した視点は，傍観者としての視点のみならず社会生態学者としての観
察力と社会の概観を見定める見識力を備えた人間力にあると思われる．
（5）
ドラッカーは『新しい現実』
（1989 年）
の中で「かつての多元社会」と「新た

る四つの断絶として①「新技術，新産業が生まれる．同時に今日の重要産業や
大事業が陳腐化する．
」
，②「世界経済が変わる．〜すでに世界経済は，グロー

な多元社会」の違いについて「今日の多元社会は，かつてのそれとは基本的に
異なる．かつてのそれは権力にもとづいていたが，今日のそれは機能にもとづ

バル経済になっている．
」
，③「社会と政治が変わる．いずれも多元化する．」，④
「知識の性格が変わる．すでに知識が，中心的な資本，費用，資源となった．
」と
述べている．本稿ではこれら断絶の中から生じた多元社会についてドラッカー

く．」
（『新しい現実』P. 89）
，
「社会の多元化は機能と成果に焦点を合わせる．そ
れは，財の創造，教育，医療など，それぞれの社会的役割をもつ単一目的の組織
からなる多元性である．
」
（
『新しい現実』P. 81）
，
「今日の組織は，かつてのもの

の社会観を探究し，現代マーケティングの志向性と比較し現代社会が抱える問
題解決の道筋について言及する．

と異なり，完結した存在ではない．社会の一器官にすぎない．したがって，今日
の組織が生み出す成果は組織の外部にある．
」
（『新しい現実』P. 90）と述べてい
る．
「新たな多元社会」における組織は単一の目的を達成するために限定され
た特定の機能を有する．これら単一の目的や機能は，以前そのほとんどが家族
によって担われてきたが，今日ではこれら社会的課題のほとんどが，企業，医

1．ドラッカーが捉えた多元社会
ドラッカーは社会生態学者として激動の欧米社会を傍観し，自身が生きた時
代を多元社会として体験すると共にその対処の方向性を示した．ドラッカー
は，自身が体験した社会について「西洋の歴史は多元社会が確立され，衰退し，
（4）
と述べると共に多元
蘇生した歴史だった．
」
（
『ネクスト・ソサエティ』p. 225）
社会が最初に確立された「かつての多元社会」と，その後，蘇生した「新しい多
元社会」を区別して，その違いについて紹介している．
「かつての多元社会」に
ついては，「一つの巨大な太陽と惑星群」
（
『断絶の時代』P. 172）と例えて「基本
的には同じ機能を果たしている．
」
（
『断絶の時代』p. 172）
，「かつての多元社会
においては，小さな領主から強大な権力をもつ王にいたるすべての者が，他の
者の地位，役割，問題を理解していた．
」
（
『断絶の時代』P. 173）と述べている．
また，
「新しい多元社会」については，
「無数の太陽群からなる星雲」
（
『断絶の
時代』P.172）と例えて「それぞれが独自の目的をもつ．」
（『断絶の時代』P.173），
「それぞれの組織がそれぞれの役割をもつ．〜それぞれが別のことをする．〜
それぞれお互いの位置，役割，問題を理解することはできない．」
（『断絶の時
代』P. 172）と述べている．更に，多元社会について「それぞれが互いに依存す
る．いずれも独力では存在できない．かつての多元社会を構成したものがそう
であったようには完結したコミュニティになれないことはもちろん，孤立して
意味ある存在ともなれない．
」
（
『断絶の時代』P. 174）
，
「今日われわれが目にし
ているものは，あらゆる種類の組織が無秩序に絡み合ったフェルトにほかなら
ない．
」
（
『断絶の時代』P. 178）
，
「現代社会の多元的な構造は，既存の法律や規

療機関，教育機関，行政機関によって行われている．組織はその役割を単一の
機能に限定することで組織の強みを発揮する．しかし，それら組織は特定の目
的から逸脱した場合には成果をあげられなくなることを意味する．
ドラッカーは『ネクスト・ソサエティ』
（2002 年）の中で，「新たな多元社会」
の台頭に向けて死に瀕していた多元主義を生き返らせた近代企業の誕生を述べ
ている．1860 年以降，近代企業として権力と自立性を有した組織が続々と誕生
した．営利企業の他，労働組合，終身雇用の官僚機構，病院，大学などである．
それらは，「かつての多元社会」と同様，自治権をもった組織であり，社会の一
体性として全体の利益を考える組織ではなかった．ドラッカーは，「新たな多
元社会」であるそれらの組織について「単一の機能に焦点を絞ることによって
成果をあげる．」
（『ネクスト・ソサエティ』P. 229）と述べている．新しい多元社
会における組織は，成果を組織の外に有し，社会的に大きな影響力を有する存
在であり，全体の利益を考慮すべき社会的責任が求められる．
ドラッカーが捉えた多元社会を概観してきたが，ここで多元社会の特徴につ
いて述べることにする．一つ目は「絶対性の否定」である．ドラッカーは，彼自
身の社会体験を通じて，現代社会で生じている多元社会では多様な価値観が存
在し絶対的な価値は存在しないことを体現した．現代社会は絶対的な志向のも
とで支配的に存在するのではなく，独立した価値観が共存共栄している．二つ
目は「多様性と共生」である．多元社会では全体主義的な統合された社会と異
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元性は力に焦点を合わせる．」
（『新しい現実』P. 81）と区別して述べている．ま
た，ドラッカーは多元社会の成り立ちについて，従来は家族として担われてき
た機能が専門組織として分化し社会の中で組織化・多元化した変遷を示してい
る．つまり，社会的要請として求められる成果を達成するための組織が構築さ
れる．それら組織は限定された特定の機能を有し，社会の中で自治独立した存
在であり，組織の成果に向けて活動するのである．ドラッカーは，
『断絶の時

なり個々の社会が並列的に共生している．社会は一つの普遍的な権力で統合的
に支配されるのではなく，個々の社会がお互いの自治を尊重し，お互いに共生

代』で示した多元社会の概念を踏襲し，「かつての多元社会」と「新たな多元社
会」の違いについて『新しい現実』の中で述べていることは前述の通りである
が，ドラッカーは，更に，現代の多元社会に対して 5 つの領域における問題提
起を示している．「組織の社会的責任」，「組織の社会的貢献」，「組織の政治的
責任」
，
「個人の権利と責任」，「政治の役割と機能にかかわる問題」である．こ

関係を保ちつつ影響し合って存在しているのである．三つ目は「部分最適かつ
全体最適なエコシステム」である．ここでドラッカーが捉えた「かつての多元

れらの問題提起は，断絶された社会が喪失している一体性について，社会の一
体性を回復する方向性の示唆であり，ドラッカーの社会観及び彼が発明したマ

社会」と「新たな多元社会」を比べてみる（図 1）
．「かつての多元社会」では，
個々の社会は独立した存在であり，他の社会に存在する組織との接点は限定的
であり，その必要性も皆無であった．組織は，自身が存在する社会が絶対的な

ネジメントの核心として，現代社会の進むべき方向性を示したものと考えられ
る．「組織の社会的責任」とは，組織が社会的機関として自らの機能を果たすこ
とと共にその活動を通じて生じた対外的な社会的影響に対しての責任である．
現代組織は組織の外部に成果を求めて活動するため自ずと対外的な影響が大き
いことを認識すべきである．
「組織の社会的貢献」とは，組織自らが原因となっ

図 1．「かつての多元社会」と「新たな多元社会」

存在であり他の社会を考慮することなく活動することが可能であった．社会を
維持するのは権力であり，各組織は社会の中で権力により統制されていた．そ
れに対して，現代社会に登場した「新たな多元社会」では，権力でなく機能にも
とづいて構成されている．組織は，自組織が所属する社会の一部の機能を担い
組織外に向けて価値を創造する．巨大化した組織は，自組織が所属する社会を
超えて活動し，価値を含めて社会的な影響力を有するようになった．自組織が
存在する社会は絶対的な存在ではなく，他の社会や組織を考慮して共存共栄す
ることが求められる．
多元社会では多様な制約が機能するエコシステムなのである．個々に独立性
を有しつつ相互に影響し合う組織であるが，全体を通じて一つの持続可能なエ
コシステムを構築しているのである．それは全体最適として機能しているが全
体としての定義は困難である．しかしながら，個々の社会は相互に依存的で共
生関係を維持しており，個々の社会としては部分最適を構築している．一見矛
盾しているような全体と部分の関係だが，全体は形式的に存在している社会で
なく個々の社会が存在している現実として全体が存在するのみである．

2．ドラッカーが示唆した多元社会を生き抜く知恵
ドラッカーは『断絶の時代』を著した 20 年後，
『新しい現実』
（1989 年）の中
で蘇生した多元社会により断絶した社会について，如何に一体性を回復するか
探究している．ドラッカーは『断絶の時代』で社会と政治が多元化することを
示したが，その見識について『新しい現実』の中で更に探究し，その社会につい
て「社会の多元性は機能と成果に焦点を合わせる．」，政治について「政治の多

ていない社会の問題に対する責任である．巨大化する企業であれば，社会から
の要請としてその経済力を社会のために活用することが求められる．「組織の
社会的責任」と「組織の社会的貢献」は，ドラッカーのマネジメントでも述べら
れている企業の根本的な役割である．
「組織の政治的責任」は，多元社会におい
て求められる重要な責任であり，
「組織の社会的貢献」によって担保されない
社会問題への対処法である．多元社会により顕在化した社会全体の不利益に対
して，誰が全体の利益を考えるかである．「新たな多元社会」を構成する組織
には，社会全体に対する関心と責任を自らのビジョン，姿勢，価値観に組み込
むことが不可欠であるとドラッカーは述べている．組織が盲目的に組織固有の
目的や機能を果たすだけでは社会からの支持を失うばかりか，将来的に組織の
利益を損なうことになると認識すべきである．組織は自社の責任範囲や能力を
超えた社会問題に対しても，積極的に組織の責任と捉えて，自組織の目的や機
能に取り込み将来的に組織自身の利益となるよう行動すると共に業界や行政，
地域社会に対して問題提起し共に問題解消に向け行動することが求められる．
「個人の権利と責任」とは，多元社会の構成員として重要な役割を担っている知
識労働者個人の責任である．組織が個人の集合体であることを考えれば，組織
の成果がその構成員である知識労働者の知識に依存することは否定できない．
知識労働者が組織や社会へ貢献すべきことを理解して，全体の目標，価値，成
果を認識し，施設外部の価値を共創しようとする意識が必要である．「政治の
役割と機能にかかわる問題」とは，社会的機関としての政府の役割としての責
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任である．政府は政治的課題について国民から責任を負わされている．しかし，
政治的課題を解消する機能の多くは政府以外の組織によって担われている．政
府外の組織は，非政治的に個々の目的と機能に応じて自治権を有して個々に活
動を行っている．ドラッカーは，政府に対してそれら組織が社会全体の安寧と
公共の福祉のために活動できるよう基準を設定することが必要であると述べて
いる．しかし，この基準は個々の組織活動を少なからず制約することになるた
め，組織の自立性と社会の利益のバランスを図り共存共栄を果たせるよう基準
を定めることが必要である．
（6）
ドラッカーは『明日を支配するもの』
（1999 年）
の中で，失われた社会の一
体性を回復する一つの方向性として，企業の連携による経済的コスト管理の必
要性について「経済活動の連鎖全体のコストを把握し，その連鎖を構成する他
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たドラッカーは，現代社会が抱えている社会問題の対処法についても提示して
いる．個々の組織が自主的な活動を通じて成果をあげ，その成果を組織や社会
と共有することで自由で機能する社会が構成される．ドラッカーは，現代の多
元社会の中で社会問題を解決しつつ新たな価値創造を先導する企業活動に期待
を寄せている．社会的価値と経済的価値をバランスさせることは，現代企業の
社会的責任である．次章では，ドラッカーが捉えた多元社会における企業の価
値創造活動をサービス・マーケティングの新たな概念であるサービス・エコシ
ステムの視点から概観し，企業と顧客が行うべき価値共創活動について検討す
る．

3．多元社会を捉えるためのサービス・エコシステムという視点

の組織との連鎖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．
」
（『明日を支配するもの』P. 131）と述べている．企業は，既存のコスト主導の価
格設定から価格主導のコスト管理へ移行すべきとして，経済連鎖全体に必要な

現代社会での経済的，政治的な変遷を背景に，多元社会はその要素である組
織の機能や役割をより複雑化している．本章では，この様な複雑化した多元社
会を認識する視点として，マーケティング研究の新たな概念であるサービス・

コストを管理することの必要性を示したのである．企業は顧客との価値共創を
行うに際して必要となる社会的コストも考慮した経済活動を認識すべきであ
る．社会に大きな影響を与えている現代企業は，企業内外のさまざまな要素を
コストに反映させ社会の一体性を確保することで社会全体の利益を担保する行
動が求められる．

エコシステムを紹介する．サービス・マーケティング研究におけるマーケティ
ング概念は，従来の企業中心の志向から顧客中心の志向へと変遷しており，
マーケティングが求める価値概念は時間的・空間的に拡張している．更に，企

ドラッカーは『ネクスト・ソサエティ』
（2002 年）の中で，多元主義を蘇生さ
せた近代企業の活動で喪失した社会の一体性について問題視すると共にその解
決に向けた視座を提示している．ドラッカーは「われわれに課された最大の課
題が，それら諸々の組織の自立性を保ちつつ，しかもグローバル企業にあって
は主権国家の管轄さえ超えた自立性を保ちつつ，今日では戦時以外は失われて
しまった社会の一体性をいかにして回復すべきかである．
」
（
『ネクスト・ソサエ
ティ』P. 230）と述べている．更に「あらゆる組織が，それぞれの機能への絞り
込みを厳しく保ちつつも，社会全体のために協同し，各々の政治機関と協力す
る意思と能力を新たにしていくことである．
」
（
『ネクスト・ソサエティ』P. 230）
と結んでいる．ドラッカーは社会の一体性の回復として，多元社会の台頭によ
り無視されてきた社会全体の利益をいかに回復すべきかその方向性を示した．
我々には，ドラッカーが示した道筋から具体的な対策を模索し政治，経済，社
会への実効性ある行動が期待される．
単一の価値観で社会を支配する全体主義に陥ることなく，多様な価値観を尊
重し自由で機能する社会を構築するには，多様な価値観にもとづき強制される
ことなく自主的な活動が担保された社会を構築することが必要である．しか
し，組織の自主的な活動は絶対的自由ではなく社会や政治など他の組織との共
存共栄という条件が必要であることを忘れてはならない．組織間の制約は権力
にもとづくものではなく個々の機能が十分に働くことが必要であることを示し

業と顧客という限定的な関係からその外部にあるネットワークや制度，制約を
与える社会や組織という広域な社会観から企業活動を俯瞰してサービスを捉
えることが求められている．サービス・エコシステムとは，2004 年にスティー
ブン・バーゴとロバート・ラッシュが「マーケティングのための新しいドミナ
（7）
ント・ロジックの進化」
で発表したサービス・ドミナント・ロジックから派生
した概念である．サービス・ドミナント・ロジックとは，従来の製品の製造や販
売，サービスの提供を中心に捉えていた企業活動からの脱却をめざす志向であ
（8）
る．「サービス・ドミナント・ロジックの発想と応用」
のまえがきに，
「サービ
ス・ドミナント・ロジック戦略は，複雑で動的なシステムの中でサービス交換
を通じて，資源の統合者および価値共創者としての企業の役割の効果性を向上
させることに焦点を当てている．（ジム・スポーラー）」と特徴が述べられてい
る．更に，
「サービス・エコシステムとは，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．
」と紹介すると共
に，サービス・エコシステムを定義する際に役立つ 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資源統合アクターからなる自己調整的なシス
テム，③共通の制度ロジック，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・エコシステムでは，企業活動（サービス）を一次元的な単なるフ
ローやフラットなミクロ・レベルの構造と見なさず，複数の階層（ミクロ・レベ
ル，メソ・レベル，マクロ・レベル）で企業活動（サービス）を認識すべきと考
えている．ミクロ・レベルで行われている日々の企業活動（サービス）は，その
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上層であるメソ・レベル（市場など）
，更には最上層のマクロ・レベル（文化や
社会，環境など）という重層的な構造となっている．サービス・エコシステム
では，上層から下層システムに位置するアクターたちに対してさまざまな制約

に，個々のアクターが有する制度（規則や制度，モラルなど）に属している場合
があり，このダイアディックな関係により，資源統合に不可欠な意思が共有さ
れている．この制度が重層的に構成され，お互いに影響し合い，社会を形成し

が与えられている．現代社会では，サービスを時間的および空間的に拡張させ
て捉えることが必要であり，それは文脈や状況によって異なる動的な存在であ
ることを認識すべきである．サービス・エコシステムという視点を導入する有

ていると捉える．このような特徴を持つサービス・エコシステムの概念を導入
することで，個々のアクターの活動を調和させ，効率的な機能を果たすための
共通の制度や異なった制度による資源統合，アクター間の対立を可視化するこ

用性は，組織が現代の多元社会の中で，多様な価値創造を行うと共に社会的責
任を解消するために社会的インパクトを可視化できることにある．サービス・
エコシステムを企業活動（サービス）の体系を認識する視点として導入するこ
とで，外的あるいは外生的な環境を内的あるいは内生的な環境と見なすことが
（9）
できる．村松は，「価値共創とマーケティング論」
の中で，バーゴらがサービ

とが可能となる．
企業には，取引先や顧客など企業内外の資源を活用して，顧客が求める価値
創造を支援することが求められる．個々の事業活動では顧客が求める価値に
よって使用される資源，使用されない資源など，その時々で価値創造に必要な
関係性が変わる．そして，サービスを通じて創造される価値や生ずる社会的

ス・ドミナント・ロジックの枠組みにネットワーク概念を採用することによっ

インパクトもその時々の関係性によって異なることになる．つまり，企業は，
サービスを通じて，価値創造に必要な最適なプロセス，重要性の高い資源，重

て多様な主体間におけるサービス交換や資源統合，価値共創を包括的に捉えよ
うとし，この主体間のネットワークを，サービス・エコシステムと示したと述
べている．更に，サービス・エコシステムの提示によって，企業と顧客といっ
た 2 つの主体間といったダイアド関係における価値共創だけでなく，ダイアド
関係を包括したトライアド関係の存在や，さまざまな主体関係が関係する価値
共創をマクロ的に認識しようと試みていると述べている．サービス・ドミナン
ト・ロジックとエコシステムという概念との融合について，前述した「サービ
ス・ドミナント・ロジックの発想と応用」の中で，サービス・エコシステムとい
う概念について，昨今，ビジネス，組織，経済に関する議論の中で台頭し始めた
もので，サービス・ドミナント・ロジックの施行にとってかなり有用なもので
あると述べられている．更に，村松は，アカカらの論文を引用して，サービス・
ドミナント・ロジックやサービス・エコシステムの考え方が国際マーケティン
グ研究の理論開発に向けた新たなフレームワークになりうると指摘しているこ
とを紹介している．現代社会において，人類は自然界のエコシステムから膨大
な資源を調達している受益者である．しかしながら，この関係性は自然との調
和や協調を考慮した関係性となっていないケースも多く存在する．これからの
社会では，すべてのアクターが個々の価値共創活動に際して，エコシステムと
して調和，共存して持続可能な社会を構築し，社会的インパクトを解消すべき
サービス・エコシステムの構築を認識すべきである．バーゴらは，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”であると述べている．サービス・エコシス
テムは，幾つかの特徴を有しているが，特に重要な特徴は，「共通の制度的ロ
ジック」を有していることが挙げられる．制度的ロジックとは，言語，文化など
正確なコミュニケーションを促す表現的プラクティスの他，多様な関係性を指
す．更に，サービス・エコシステムには，全体を包括する制度的ロジックと共

要性が低い資源，発生する社会的インパクトを認識し価値創造プロセスを最適
化することが求められる．ここまでは，サービス・ドミナント・ロジックの概念
からも理解することができる．サービス・エコシステムを導入する有用性は，
更に価値創造の際に生じる社会的インパクトの要因や価値創造に影響を与える
社会的制約についても認識することができることにある．
企業と顧客が取引を行うことで，お互いに価値が創造されるが，経済活動に
より少なからず社会的インパクトが生じることは避けられない．日々繰り返さ
れる企業と顧客による価値共創プロセスでは，企業や家族，業界，地域社会な
どから多くの制約を受けている．企業からは品質や生産性，経済性の向上など，
顧客からは低価格やデザイン，嗜好性，家族の希望など，業界からは業界ルー
ルや商習慣など，地域社会からは地域特性や地域文化など，膨大な関係性から
多くの制約を受けることになる．更に，行政レベルでは，売買に際して，納税や
契約，各種法令，商習慣を遵守することなども求められる．これらの制度がも
たらす制約や影響と共に企業活動により生じる社会的インパクトを認識するこ
とで，企業と顧客がめざすべき適正な経済活動が導き出されるのである．マク
ロ・レベルとして，国や行政，自然環境を考慮すると共にその下位のメソ・レベ
ルとして，地域社会や業界，企業，家族が入れ子状態で存在していることも配
慮する必要がある．それぞれの制度内に存在する当事者たちは，価値共創とい
う目的と共に，所属する組織や社会からさまざまな制約を受けている．組織・
企業の使命，消費者や顧客の欲望であるニーズも，その属する業界や家族，地
域社会から制約を受け，本来求めていたニーズや価値とは別の方向へと誘導さ
れることも考えられる．この組織的，社会的な制約ないし誘因が持続可能な社
会構築に対して適切な行動であれば，社会的インパクトや環境問題が生ずるこ
とは少ない．しかしながら，現実の経済活動において，さまざまな組織や社会
の中でインパクトが生じた場合は，どこでインパクトが生じているのか，その
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インパクトに関与している活動やシステム，社会的要因は何かを検証する必要
がある．つまり，社会的インパクトの原因である価値共創活動と，それにより
生じているインパクトを比較検討することで社会にとって必要な活動である
かを客観的，科学的に検証すべきなのである．社会的インパクトの原因に社会
的な制度や規制，基準が関与しているのであれば，変更や廃止を検討し，必要
な制度が無いのであれば新たに制定するよう，企業が積極的にパブリック・リ
レーションズを図ることが求められる．適切な社会的制約が機能することで，
社会的インパクトを抑制することができる．サービス・エコシステムの視点を
取り入れることで，創造される価値，生じる社会的インパクト，各々の組織，社
会からの制約について関係性を可視化し，これら各要素のバランスが図られる
ことで自由で機能する持続可能な社会が構築される．
サービス・エコシステムを導入する際に，考慮すべき重要な要素として「社
会や組織との適切な関係の維持」が挙げられる．前述のように，社会や組織か
らの制約や強制力が強いものとして，法規や制度が存在し，この強制力や制度
主義的な制約を考慮することは当然である．他方，社会が存在する要素として
重要なことは，客観的，形式的，理性的な要素よりも，主観的，実質的，感情的
な要素がより重要であることを忘れてはならない．現実の社会を現象的に捉
え，人々が情緒的に知覚し，相互に共感することで現実が構築されるとする社
会構築主義的な志向も，マーケティングが考慮すべき範疇であろう．社会構築
主義的立場で現実社会を捉えることで，社会を構築する主要な要因である人々
の主観的意思や他者との相互作用により構築される現実を理解することができ
る．更に，社会が有する強制力や制約の正当性を理解することにも役立つので
ある．つまり，顧客の倫理的，道徳的な行動を導くために必要な制度や法規の
他，社会からの制約をコントロールするためには，消費者や顧客の主観的意思
との接続を認識する必要があり，そのための視点としてもサービス・エコシス
テム概念が有用であると考えられる．

4．多元社会に求められる社会的価値の創造
ドラッカーが提示した多元社会と多元社会を捉えるためのサービス・エコシ
ステム概念について概観してきたが，本章ではマーケティングの価値創造と
いう観点から「かつての多元社会」と「新たな多元社会」を比べてみる（図 2）
．
「かつての多元社会」では AB 間の価値共創として捉えることができる．組織外
の社会を認識する必要性は少なく，顧客である B との価値共創のために AB が
有するネットワークを活用し，さまざまなスキルやナレッジを統合して AB が
求める価値を共創することが目的となる．それに対して，「新たな多元社会」で
はネットワーク全体で価値を協創することを考えなければならない．AB 間の
価値共創に際して，ネットワーク内に存在するステークホルダーには，さまざ
まな制約が生じている．この様な環境下で，目標とする価値を実現するには，

図 2．多元社会における価値創造

各ステークホルダーが有するスキルやナレッジを把握するだけでなく，外部か
らの制約についても配慮した価値創造活動が必要である．更に，価値創造活動
から生じるインパクトについてもネットワーク全体で把握することが求められ
る．社会的影響力を有する組織は，創造する価値のみで組織の社会的活動を評
価せず，その社会的なインパクトを客観的に認識して社会全体として持続可能
な組織活動が行われているかを継続的に評価することが求められる．現代社会
では，価値創造に際して，利己的な価値を創造するのではなく，制限された環
境下で，社会的なインパクトも考慮し，バランスの取れた最良な価値が創造で
きるようサービス・エコシステムとしてのネットワークを構築することが求め
られる．組織には，組織間の価値共創という視点でなく，ネットワーク内の社
会的価値の協創という視点が求められるのである．各々の組織が社会的価値を
考慮した経済活動を行うことで，現代社会が有する多くの社会問題を解消する
ことが期待できる．この様な活動こそが企業に求められている社会的責任であ
る．

5．現代社会に求められる社会的価値の協創
ドラッカーは，自由で機能する社会をめざし現代の多元社会に対処する道筋
を示した．
『新しい現実』で示された 5 つの問題提起を踏まえて，政治，組織，
個人が，主体的に行動することで，社会的価値が尊重された自由で機能する社
会が実現できると考えられる．個々の知識労働者は組織や政府と連携すること
で，社会ニーズを実現すると共に社会問題を解消し，経済的価値と社会的価値
の共創を果たし，社会の中で共生することが可能となる．本稿のまとめとして，
多元社会の中で企業がめざすべき価値創造について述べる（図 3）．企業の目的
は顧客の創造であり，企業には顧客のニーズを満たすために，顧客と共に価値
創造を支援することが求められる．顧客が得られる価値が目的であり，その対
価として企業も価値（収益）を得ることができる．顧客が求めている価値は，
企業が創造した価値ではなく，企業と顧客が共創した価値であり，顧客自身が
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知識労働者が有する専門知識のネットワークであり，知識労働者を統制する組
織を超えた関係性である．知識労働者が紡ぐ専門知識のネットワークが，スキ
ルやナレッジの統合としてのサービスである．個々の企業や組織を超えたオー
プンイノベーションの要請が高まる現代社会においては，価値星座の要素とし
て知識労働者が有する専門知識の重要性が高まっている．また，組織間の制約
や共生を配慮すべく多元社会という視点からシステム全体を俯瞰すること，す

図 3. 価値創造と社会的インパクト

主観的に価値を実感することが必要である．この様な，企業から顧客の内心に
向けた長い価値創造プロセスは，その過程で多くの資源（スキルやナレッジ）
が統合された結果である．資源（スキルやナレッジ）を提供するステークホル
ダーは，さまざまな社会に属しており，多くの制約を受け，価値共創を支援す
ることになる．企業と顧客は，ネットワーク内のステークホルダーが受けてい
る制約を考慮しつつ最適な価値の創造をめざすのである．更に，価値創造に際
して，ネットワーク内に生じたインパクトについても把握することが求められ
る．社会問題の多くは，企業と顧客が利己的に経済的価値を追求した結果とし
て生じたインパクトの蓄積である．資源問題，環境問題，格差や差別問題など，
経済発展と共に多くの社会問題が顕在化してきた．ドラッカーが求めた自由で
機能する社会を実現するには，経済的価値と社会的価値が共創される共生社会
の構築が不可欠である．企業と顧客は，自らの視野を拡張し，経済的価値と共
に社会的価値やインパクトを客観的に認識して，社会問題の解消や未然防止に
努めることが求められる．サービス・エコシステムは，企業と顧客間の価値創
造という視点から，その視野を広げ重層的な社会を認識するための羅針盤であ
り，経済的価値と社会的価値をバランスさせるための有効的な視点である．既
存のマーケティング理論は，企業中心から顧客中心，そして社会中心へとその
志向を変遷させている．ドラッカーが捉えた多元社会を理解することで，企業
と顧客による経済的価値の共創というフレームワークから企業と顧客による社
会的価値の協創というフレームワークへの変遷を実感することができる．

6．考察と今後の課題
ドラッカーは，マネジメントを通じて知識社会の中で組織化された知識労働
者が成果や価値を共創する重要な資源であることを我々に提示した．知識労働
者の行動は，成果を目的として個々人の専門知識を結び付けることであり，こ
れはサービス・ドミナント・ロジックで提示されたサービス活動と類似した考
え方である．サービス・ドミナント・ロジックで展開される価値星座は，個々の

なわちサービス・エコシステムの視点で全体像を認識することが求められる．
サービス・エコシステムは，サービス活動を重層的な社会観で捉えており，こ
の様な視点から現代社会を俯瞰することで，ドラッカーが示した多元社会をよ
り現実的に認識することができると考えられる．
現代社会で生じている社会問題を解消するためにさまざまな視点から研究や
施策，実践事例が提示されている．地球環境の保全や企業の社会的責任の追及，
政治体制や行政施策の可能性など，検討すべき事項は多岐に及んでいる．地球
を一つの大きな社会と見なし，その中で民族や宗教，国家，行政，企業などさ
まざまな小さな社会が存在していると考えることが重要である．社会は他者を
制約する権力や普遍的な価値として存在するのではなく，個々の社会が有する
機能によって組織化されている．また，社会は国家や巨大企業などの大規模な
組織から地域社会や家族などの小規模な組織まで含まれる．ドラッカーはこれ
ら多様な社会が，独立して存在している現代社会を多元社会と表現したのであ
る．個々の社会が適切な関係性を維持するには，権力や権威，価値観などを根
拠とした強制力による関係性でなく，お互いが各々の機能や役割に配慮し，自
主性を保ち共存共栄をめざすことが不可欠である．これは，世界市民主義的な
コスモポリタニズムの発想であり，現代社会に必要な社会観である．
本稿では現代社会が社会的価値の協創を必要とするに至った過程について，
ドラッカーの多元社会の視点から概観してきた．しかしながら，社会的価値の
協創についての具体的事例を提示するには至っていない．今後は，ソーシャ
ル・ビジネスや SDGs など，企業が行っている社会的活動なども踏まえて，社会
的価値の協創について実践的な研究成果が蓄積されることを期待する．
【注】
（1）P.F. ドラッカー（著）, 上田惇生（翻訳）,『経済人の終わり』ダイヤモンド社，1939
（2）P.F. ドラッカー（著）
, 上田惇生（翻訳）,『ポスト資本主義社会』ダイヤモンド社，1993
（3）P.F. ドラッカー（著）, 上田惇生（翻訳）,『断絶の時代』ダイヤモンド社，2007
（4）P.F. ドラッカー（著）, 上田惇生（翻訳）,『ネクスト・ソサエティ』ダイヤモンド社，2002
（5）P.F. ドラッカー（著）, 上田惇生（翻訳）,『[ 新訳 ] 新しい現実』ダイヤモンド社，2004
（6）P.F. ドラッカー（著）, 上田惇生（翻訳）,『明日を支配するもの』ダイヤモンド社，1999
（7）Stephen L. Vargo and Robert F. Lusch,Evolving to a New Dominant Logic for marketing. Journal
of Marketing, 68 ,2004 .1 ,1 - 17
（8）R.F. ラッシュ（著）, S.L. バーゴ（著）, Robert F. Lusch（著）, Stephen L. Vargo（著）, 井上 崇通
（翻訳）,『サービス・ドミナント・ロジックの発想と応用』同文舘出版，2016
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（9）村松潤一 ,『価値共創とマーケティング論』同文舘出版，2015

【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．
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非営利組織における理念継承問題
―ドラッカー理論を踏まえて

Issues with Inheriting Ideals at Nonprofit Organizations:
Based on Drucker’s Theory

大澤史伸
Osawa Shinobu

（東北学院大学）

Summary
In this study, I conducted a survey on the problem of philosophical transmission
in the context of schools as non-profit organizations through the case of Rakuno
Gakuen University, located in Ebetsu City, Hokkaido. My research method
involved conducting an interview survey with the three directors of the organization
in question, namely the Chair, Dean, and President, drawing on the Drucker
Foundation’s Self-Assessment Tool.
As a result, it became clear that several reforms had been carried out at Rakuno
Gakuen University in order to transmit the school’s founding philosophies of “a
healthy earth ensuring human health” and “tri-love,” including (1) the introduction of
“founding principles,” (2) the clarification of the position of Christianity, and (3) the
abolition of disciplinary faculties and the establishment of colleges and departments.
In addition, it was also revealed that the transmission of the philosophy of the
school’s founding spirit also involves the challenges of reinterpreting this founding
spirit and philosophical dissemination in terms of how to disseminate the founding
spirit within the organization. In the future, I plan to conduct a similar survey with
the participation of university faculty members.

1．はじめに
本論文の目的は，
「経営哲学」第 14 巻 2 号（経営哲学学会，2017 年）において，
掲載された筆者の「非営利組織における理念継承問題 ―『酪農学園大学』の事
例 ― 」の続編にあたる．前編とも，多少，重複するが，研究の背景としては，
非営利組織のマネジメントにおける，その組織の「ミッション」の問題がある．
ドラッカーは，『非営利組織の経営』
（1991）の中で，「ミッション」について，
（1）
次のように言っている ．
非営利組織とは一人ひとりの人と社会を変える存在である．したがって考え
るべきは，いかなるミッションが有効であっていかなるミッションが無効であ
るかである．そしてミッションは何かである．ミッションの価値は文章の美し
さにあるのではない．正しい行動をもたらすことにある．
そして，ドラッカーは，ミッションの見直しについても語っている（2）．
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われわれは，繰り返しミッションを見直していく必要がある．人口構造が変
化したがゆえに，あるいは成果をあげなくなったものを廃棄しなければならな
いがゆえに，さらにあるいは目標を達成したがゆえに，ミッションそのものを

次設置するが，現在では，酪農学園大学と，附属とわの森三愛高等学校のみを
残すこととなった．学校法人酪農学園では，2007 年から大学改革の検討作業に
入った．その 1 つとして，「三愛精神に基づく健土健民戦略本部」を設置し，酪

見直していく必要がある．
ミッションはその非営利組織の存在する根源となるものであるので，たとえ
環境の変化が起こったとしてもそう簡単に変更すべきものではないものであ

農学園の創立の精神に立った改革を全学的に進めようとしている．
また，2011 年度より大学の基礎教育としてキリスト教に基づく酪農学園の
建学の精神である「三愛精神」を基調とする「建学原論」を組み入れたり，2013
年が酪農学園創立 80 年目という節目にあたること，2015 年が創立者黒澤酉蔵
生誕 130 年目となることから，その業績等を整理するための作業が 2009 年頃か

り，ある種の組織にとっては，ミッションは永遠に変わらないものとなる．し
かし，実際には，非営利組織を歴史的視点で見ていくと，その組織の設立メン
バーがいる時には，ミッションの実現を目指す方向で活発に活動が展開される
が，設立メンバーの入れ替えや時代状況の変化によってミッションの変容や変
更がなされることもある．
このことは，非営利組織に限らず，企業などの営利組織でも同様であると考え
られる．しかし，非営利組織は，営利組織とは異なる社会的な意義を有する事業
組織に位置付けられるため，人々の生活に直接，影響を与えてしまうことが考え
られる．例えば，教育，医療，福祉分野の非営利活動であるならば，活動範囲の
制限やサービス受給者の選別等が考えられる．非営利組織のミッションの変容
や変更は，非営利組織自体の存在意義が問われることにつながる恐れがある．
また，ここでいう「ミッション」という言葉は，その組織によって，様々な言

ら行われるようになった．そして，2013 年に酪農学園が創立 80 周年を迎える
にあたり，創立 100 年に向けて本学園が何を目指していくのかを明らかにした
「酪農学園のめざす姿」が理事会において承認されている．
前論文が文献資料を用いて，大学という非営利組織において，①歴史的経緯
からミッション（建学の精神）が確立していくまでの過程を明らかにすること，
②ミッション（建学の精神）を実現するための促進要因とその実現を妨げてい
る阻害要因を解明すること，をその主な目的としたが，本論文では，さらに進
めて，
「建学の精神」の理念継承について，学校法人酪農学園理事長・谷山弘行，
学園長・仙北富志和，大学学長・竹花一成（敬称略）の三氏にインタビュー調
査を行った．

葉として使われる場合がある．例えば，企業では「経営理念」
，大学では「建学
の精神」等もその範疇に入ることが考えられる．大学におけるミッションとも
いえる「建学の精神」について，以下のような説明がされている（3）．
私学の創設者が，学校開設にあたって，どのような人材を育成したいかなど
の理念や気概，願いをうたいあげたものです．どの学校にも建学の精神はある

この三氏を選定した理由は，現在の学校法人酪農学園の理事・役員であるこ
とが挙げられる．学校という非営利組織において，理事会の存在なくして，建
学の精神の継承問題について論じることはできないと考えたからである．

はずですが，特に創設者が私財を投じて開設された私立学校は，国公立の学校
に比べ創始者の「建学の精神」の持つ意味が大きく，それぞれの「建学の精神」
に基づき，独自の特色を持った個性豊かな教育の場としての役割が期待されて

酪農学園大学の事例だけでなく，大学における「建学の精神」については，現
在まで，さまざまな議論がなされている．その理由の 1 つとして，大学の経営

います．
しかし，大学の「建学の精神」においても，その変化を生じるような出来事が
存在する．本事例における「酪農学園大学」の場合，それは，社会状況による障
壁（受験生の動向，景気動向等）や制度による障壁（公的機関等の各種制度・政
策）であった．もともと，酪農学園大学は，創設者・黒澤酉蔵（1885 〜 1982 年）
により，1933 年に北海道酪農義塾（1 年制）として開校された．その目指すとこ
ろは，全寮制・学費無料・デンマーク式農業教育を行うことであった．
そして，北海道酪農義塾は，文部省（現・文部科学省）の学校制度に基づく甲
種農学校として 3 年制の野幌機農学校を 1942 年に開校する．ここでは，北海道
酪農義塾の教育方針を受け継いでいたが，新円切り替えやインフレーション等
の社会状況の変化により，1950 年度から授業料の徴収を行うようになる．
その後，通信教育，短期大学，自動車学校，女子高等学校，大学，大学院へと順

2．大学における「建学の精神」の意味するもの

戦略上の問題を挙げることができる．まず，大学を取り巻く状況であるが，文
部科学省「高等教育の将来構想に関する基礎データ」
（2017 年 4 月 11 日）による
と，18 歳人口の将来推計は，2016 年の 18 歳人口は 120 万程度であるが，2030
年には，約 100 万人程度まで減少し，さらに 2040 年には約 80 万人まで減少す
るという推計になっている．
そして，各高等教育機関の学校数の推移について見ていくと，2005 年と比較
して我が国の高等教育機関の総数は減少しているが，大学の数は短期大学から
の転換等もあり，726 校から 777 校（国立 86 校，公立 91 校，私立 600 校）へと増
加している．また，各大学の財政状況は，国立大学法人の財源別比率が，公財政
（運営費交付金，補助金等収益の合計）が 37％，学生納付金が 12％，公立大学法
人の財源別比率は，公財政（一般財源都道府県市負担額，国・都道府県市出額
の合計）が 32％，学生納付金が 15％に対して，私立大学は，学生納付金が 77％
を占めている．
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ここからも分かるように，酪農学園大学をはじめとする私立大学において
は，18 歳人口が減少する中で，大学の数は増加し，さらに，大学の財政は，学生
納付金の占める割合が約 8 割を占めるということから，いかに学生数を確保す
るかということが今後の大学運営を考える上で重要な問題となってくる．
日本私立学校振興・共済事業団の実施した「2017 年度私立大学・短期大学
等入学志願動向」では，大学の状況として，昨年度と比較して，入学定員，志
願者，受験者，入学者は増加し，入学定員充足率は 0 . 18 ポイント上昇して，
104 . 61％となり，入学定員充足率が 100％未満の大学は 28 校減少して 229 校と
なったことを明らかにしている．しかし，依然として，大学全体に占める未充
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【質問 3】顧客は何を価値あるものと考えるか？
【質問 4】われわれの成果は何か？
【質問 5】われわれの計画は何か？

【質問 1】われわれの使命（仕事）は何か？
酪農学園のゴールとしては農業者をつくることが目的ではないんですよね．

足校の割合は 39 . 4％と，約 4 割の大学で定員確保が困難であることが分かる．
清水は，各大学は少しでも多くの優秀な学生を確保するために，入試科目の
変更，試験日の調整，ＡＯ入試等，可能な限りの対処策を取っているが，必ずし
も成果は挙がっていないこと，そこで最近になって，多くの大学では，より根
源的な入試策を強調するようになり，その中に，
「建学の精神」の再認識を強調

黒澤酉蔵は，確かに農業者をつくること，農民の教育は主体だったんだけれど
も，彼が目指すのはやはり建学の精神の「健土健民」です．彼は足尾銅山での体
験がありますから，そのメッセージが伝えられる人間を育てるという人間教育
が，最終的には彼の目的なんですよね．彼が大学を創ったという意味は，社会
に対する普遍性，要するに建学の精神の普遍性を求めていくということだと思

していることを明らかにしている（4）．

うんです．

また，
「建学の精神」の重要性は，2004 年度から義務付けられた大学認証評
価の項目としても重点項目の 1 つに挙げられるようになった．このような状況
の中で，どの大学にも共通して提供している情報として，
「大学紹介」がある．
その中で，「建学の精神」
，
「建学の理念」
，
「建学のスピリット」が掲載されて
いる．
「建学の精神」は，当該大学の精神性を象徴するものであるが，それは単
に精神論にとどまらず，大学が対処しなければならないあらゆる物理的欲求を
チェックする判断基準ともなる，と考えられる（5）．

3．
『酪農学園大学』理事長・学長のインタビュー調査より
インタビュー調査を実施するにあたり，本論文では，ドラッカー財団の「自
己評価法」を参考にした．その理由は，ドラッカー財団の「自己評価法」は，成
果志向であるとともに，非営利とそのメンバーの経営資源としてデザインされ
た戦略思考プロセスでもあること，実際に，この「手法」は 50 年以上にわたっ
て営利，非営利組織によって用いられてきたこと，である（6）．
この「自己評価法」を参考にして，
「建学の精神」の理念継承について，半
構造化面接法を用いて，1 対 1 の対面形式で，45 〜 60 分の間で行った．インタ
ビューは録音したものをデーターベースにしているが，読みやすさのため必要
最低限の編集を行っている．なお，本研究の場合には，
【質問 1】にある使命（仕
事）を大学の「建学の精神」と置き換えて質問をしている．
【質問 1】われわれの使命（仕事）は何か？
【質問 2】われわれの顧客は誰か？

（谷山理事長）

酪農学園の創立者の黒澤酉蔵は，酪農学園の教育は確かに酪農民の教育とい
うことから発想はしているけれども，晩年は，社会の福祉とか平和とか，社会
にどう貢献できる人間を育てるか？ ということが大事だと言っている．その
時代が何を求めているのかと．時代の要請に応えられない教育なり産業だった
ら意味はないと思う．
（仙北学園長）
一番大事なのは寄付行為です．寄付行為の第 3 条に明記されている教育基本
法および学校教育法に従い，キリスト教の精神に基づいて神，人，土を愛する
三愛精神を基調として人格形成の完成を目指し優れた学識と技能を有する実学
一如の有能な農業人並びに社会の人材を養成することを目的とすることを理解
し具現化する為に一層の努力もしなければなりません．
（竹花学長）
【質問 2】われわれの顧客は誰か？
昔は学生だったと思うんだけれども，今は父母ですよね．父母への説明責任
を十分に果たさなければならないと思う．やっぱり父母が理解するということ
は子供たちにとっても非常に安心をするんですよ．

（谷山理事長）

創立当時は，製酪組合，雪印の支援で学校が成り立ってきたこともあるが，
現在ではそのようなことはない．そういう意味では，高校生が顧客になるとい
うことになる．しかし，農業高校の進学希望者に特化していくか，環境問題や
農業問題，流通産業等に興味を持つ普通高校に特化していくのかについては意

64

非営利組織における理念継承問題 ― ドラッカー理論を踏まえて

研究論文

見が分かれると思う．

（仙北学園長）

【質問 3】顧客は何を価値あるものと考えるか？
それは明確だと思うよ．うちは非常にユニークな教育，自分が将来進みたい
進路に向かっての選択というのが比較的明確で，どこでもいいから入るとか，
入りやすいから入るというような意識，偏差値ではないという気がするね．そ
れは強みとも言える．
（仙北学園長）
【質問 4】われわれの成果は何か？
酪農学園は 85 年の歴史があり，卒業生も黒澤イズムを実践している人々が
たくさんいらっしゃいます．今後は，そのような人々と連携を持ち，その連携
そのものが教育にフィードバックできたらいいなと思っています．

（谷山理事長）
学費を納めた人たちが，先生の講義はいい，この大学の教育はいい，私はこ
こで学んで満足だったという学生，卒業生が，少しでも増えていく方向性を
探っていかなければならない．結局，社会が評価したものがよい大学であると，
私は思っています．
（竹花学長）
【質問 5】われわれの計画は何か？
農園ゼミというものを始めています．入学生全員に畑を与えまして，15，6 人
で自由に管理をさせています．ただし 9 月には成果を発表すること．学生たち
が自分たちに与えられた畑を教材に学生たちが何を学ぶのかが大切だと考えて
います．結局，「酪農学園」が何を目指すのかというと，農業や人間が生きてい
くために最低限必要な土を使った人間の営み，生活というものをどのように考
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前半（7 〜 8 回）でこれをやるんです．教員は，主に長い間，学園で教員をして
きた退職教員にお願いをしています．後半は，卒業生や職員の方々，最後は，園
長，理事長が講義をします．教材テキストは毎年，改訂をしています．
学生や教員に対しては，大学礼拝があります．毎週火曜日の 2 講目にありま
す．時間割の中にこの礼拝を位置付けています．そして，職員に対する礼拝と
しては，来年から宗教主事を職員として雇用します．この方に昼休みなどを
使って礼拝をしていただこうと考えています．
（竹花学長）

4．大学における建学の精神の継承における問題
ドラッカー財団の「自己評価法」の質問項目の【質問 1】われわれの使命（仕
事）は何か？の中には，使命を見直す必要があるか？との質問があるが，これ
について，以下のような説明がされている（7）．
3 〜 5 年おきに，使命について，焦点を絞り直す必要があるかどうか再検討
すべきである．なぜならば，顧客が変化をしていて，成果が上がらない，また組
織の能力を超えるような事業は切り捨てねばならないからである．あるいはす
でに目的を達成してしまったものもあるからである．
ドラッカーは，使命達成に必要な 3 つの要点として，
「機会」
「能力」
「信念」を
挙げている．つまり，
「何が機会であり，ニーズであるか」を問うこと，次に，
「その機会やニーズに自らが合っているか」を検討すること，そして，「しかる
べき成果をあげられそうか」
，
「能力を有しているか」
，
「自分たちの強みを発揮
できそうか」，「本当に信念をもってやれるか」ということを検討すべきである
ことを指摘している（8）．
現在，多くの大学において，
「建学の精神」の再定義・再解釈が行われている．
このことは，大学に限らず他の非営利組織においても同様である．そして，そ
こには，非営利組織の行動を規定する 3 つのベクトルが存在している（9）．まず，
第 1 のベクトルは，
「ミッション」である．そして，第 2 のベクトルは，
「政府に
よる調整」というベクトルである．政府による制度の選択・設定である．

えていくのか？ このことは黒澤酉蔵のいう「三愛精神」や「健土健民」にもつ
ながることだと思います．

非営利組織は，「ミッション」に基づく，行動を行うことが原則になるが，政
府が選択する諸条件によって，非営利組織の実行可能な事業やその方法が規定
されるという現実がある．大学においては，文部科学省の各制度・政策が大き

獣医は獣医，酪農は酪農，私が 2 学群，5 学群類にしたのはそこなんです．要
するにゴールは農が理解できる卒業生，農業をやるかどうかは別ですよ．公務
員，獣医，アナウンサー，他のことをやってもいい．けれども，農については基
本的なものを理解しているということです．
（谷山理事長）

く影響すると考えられる．
そして，第 3 のベクトルは，「組織の慣性」である．これは，組織が設立され，
そこに生活の糧，生きがい，やりがいなどを求める人々が参加するようになっ
て生じる．組織を維持させようとする力である．大学においては，教職員を始
めとするスタッフである．大学運営にあたっては，建学の精神というミッショ

2011 年から，建学の精神をいかに継承するのかということで「建学原論」と
いう科目を作り，そのテキストを作ることになりました．単位は 1 単位ですが，

ンを中心にしながらも，他の 2 つのベクトルの影響を受けつつ，現実的な大学
経営をしなくてはならない．
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酪農学園大学の事例でいうならば，前回の論文では文献調査から，特に，第
2 のベクトルである，「政府による調整」について見てきた．黒澤酉蔵の設立し
た，酪農学園大学の前身である「北海道酪農義塾」がその時々の政府による影
響（特に，旧文部省，現在の文部科学省）を受けながら，「ミッション」をどの
ように学校教育の中に位置付けてきたのかについて考察をした．
本論文では，第 1 のベクトル「ミッション」について，現在の酪農学園大学の
理事たちが，酪農を専門に大学教育を行うという枠を超えて，「健土健民」
「三
愛精神」という建学の精神を土台とし，幅広く人間教育を行うことを目指して
いることが分かる．そして，そのことを実現するために，次にあげる取り組み
を行っている．
4 － 1．建学の精神の理念継承に関わる取り組み
①「建学原論」の導入
「建学原論」は，年間 15 週の講義であり，創設者の思想や酪農学園の生い立ち
を学ぶ「理解編」
，大学が取り組んでいる教育研究課題を学ぶ「現状編」，建学の
理念を基に，地域で活躍している卒業生から学ぶ「継承編」
，の三部構成となっ
ている．そして，
「理解編」では，
「酪農学園の創立－黒澤酉蔵と建学の精神－」
をテキストに酪農学園大学 1 年生全員が学ぶことになっている．また，このテ
キストは，学生だけではなく，教職員にも配布されていて，大学ホームページ
からも見ることができる．
その「酪農学園の創立 黒澤酉蔵と建学の精神」
（2018 年 4 月）の「＝はじめ
に＝ 建学の理念をかみしめて」には，以下のように書かれている．
「建学原論」では本学が建学の精神として掲げている「三愛精神」や「健土健
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② 酪農学園大学におけるキリスト教の位置付け
今回の理事に対するインタビュー調査で特に印象に残ったことが，三者がい
ずれも酪農学園大学における「三愛精神」とキリスト教信仰とは根本的に違う
との認識に立っている点である．例えば，理事の一人でもあり，
「酪農学園史」
や創立者・黒澤酉蔵に関する研究にも関わっている仙北学園長は次のように言
う．
「三愛精神について，黒澤酉蔵は，聖書を信じろと言っているわけではない
し，信仰せよ，と言っているのではない．聖書を学びなさいという，いわゆる
誤りのない人生を送るためには，聖書の真理を座右の銘にしなさいというこ
とだと思うんだよ．それを忘れてはならないということだよね．
」
この言葉は，竹花学長の考えにも共通するものであると考える．
「基本的には，われわれは社会人としての人格を養成するということで，その
ところに，キリスト教の精神をということで，聖書を基にした全人教育を行っ
ていこうということです．
」
しかし，このことは，酪農学園大学がキリスト教というものを軽視している
というわけではない．そのことは，竹花学長のインタビューにもあるように，
「大学礼拝」を時間割の中に組み入れたり，大学礼拝になかなか出席することが
できない職員のために新たに宗教主事を採用するなど，学生，教職員全てに対
して酪農学園大学の建学の精神に深く関係するキリスト教を位置付けているこ

民」の意味を理解し，有意義な学生生活を送る糧とするとともに，有為な社会
人としての素養を身につけることを期待して開講しているものです．本学が掲
げる建学の精神とその体得は，未来に向けて最も重要で普遍的なミッションで
あることを誇りにしたいものです．
この「建学原論」では，講師は，教職員，卒業生，理事等が行うことになる．

とからも明らかである．
つまり，酪農学園大学では，キリスト教信仰としてではなく，これからの人
生を生きる上での指針として，
「聖書」を中心とするキリスト教教育を位置付
けていることが分かる．つまり，宗教の知識教育（宗教の学術的側面）と宗教情
操教育（宗教的な情操と感情の理解）を行っているのである（10）．
③ 学部学科を廃止し，新たに学群・学類を開設
酪農学園大学では 2011 年より，酪農学部・獣医学部及び環境システム学部

つまり，教員は教員の立場から，職員は職員の立場から，そして，卒業生は卒業
生として歩む中で酪農学園大学の建学の精神である「健土健民」
，
「三愛精神」
というものをどのように，受けとめ，自身の仕事，あるいは人生の中で生かし

を改組し，新たに，農食環境学群循環農学類・食と健康学類・環境共生学類及
び獣医学群獣医学類・獣医保健看護学類を開設した．
現在では，学びのフィールドは 2 学群（農食環境学群・獣医学群）
，5 学類（循

ているのかという具体的・実践的な話を聞くことになる．
建学の精神というものは抽象度が高く，良く理解することができないという
面もあるが，この「建学原論」の講義では，そのような分かりにくさをできるだ
け，学生に分かりやすくイメージできるように示すための仕組みづくりがなさ
れていると考えることができる．さらに，この「建学原論」は，学生だけではな

環農学類・食と健康学類・環境共生学類・獣医学類・獣医保健看護学類）
，11
コース（酪農学コース・畜産学コース・農学コース・農業経済学コース・食品
機能科学コース・食品開発学コース・食品流通学コース・管理栄養士コース・
野生動物学コース・生命環境学コース）となっている．
この学群・学類・コース制は，受験生にとっては，学びの自由度が広がるこ

く，酪農学園大学で働く教職員にとっても建学の精神とは何か？という問いか
けがなされるためのきっかけとなることが期待されている．

とになり，一方で，教員にとっては自分の専門分野だけにこだわるのではなく，
他の分野とも協力・連携をすることが求められる．今回のインタビューでは，
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三者とも質問項目①〜⑤の中で，酪農学園大学の課題点について意見を聞くこ
とができた．
黒澤先生も言っているが，専門教育だけに特化している指導者ではいけな
い．農業というのは総合科学なので，総合科学を理解した上で，自分の専門を
持つということが必要だと言っている．自分の専門は分かるけど，他は分から
ないということでは困ると思う．
（仙北学園長）
最大の欠点は閉鎖性だと思います．社会との連携性についてもっと強く求め
るべきだと私は思います．社会の評価から隔離した自分たちの評価をいくら表
現したとしても，私は，それは正当性を持たないと思うんです．確かに厳しい
とは思いますが．例えば，これからは，農とそれとは異なる分野とのコラボも
あると考えます．多様性と視野を広げることが大切ですね． （谷山理事長）
酪農学園大学の初代学長の樋浦先生が，
「教育とは不完全な教師と不完全な
学生の学問を通した人間形成だ．
」と言っているんですよね．この言葉は今の私
たちにも当てはまるのではないでしょうか？ 後，私は良く，
「自分の古い考
え方，つまり，自己過信で教育をしないで下さい．」と言っています．自分の殻
に閉じこもるのではなく，教育の質を高めること，社会に評価されること，そ
して，酪農学園ならではの研究をしていくことが大切です．
（竹花学長）
「酪農学園の教育改革の原点」
（学校法人酪農学園，2017 年）には，次のよう
に書かれている．

図 1．建学の精神の理念継承に関わる取り組み

5．大学における理念継承を進める上での課題
今後，ますます重要になってくるのが，組織のリーダーたちのリーダーシッ

酪農学園大学の改革は，教育の直接的担い手である教員の教育に関する自己
意識の改革が大前提にあるのです（教育に熱心な大学は教育に熱心な教員に

プである．大学においては，それは，理事会のメンバーたちであると考えるこ
とができる．デイビッド・アラン・ハーバードは，カリフォルニア州パサデナの
フラー神学校の学長であるが，P・F・ドラッカーとの対話の中で理事会を機能

よって作られる）
（p.9）
．

させるための方法について次のように語っている（11）．

学園創立者の意図は酪農生産に携わる技術者集団の養成では無く，
「三愛主
義」
，
「健土健民」思想に基づく「農」を中心とした人や社会のあり方を探求し，
この思想を世界に広める高い教養を持った人材の養成，すなわち人間教育にあ

理事は統治者です．理事が集まって「これをやる」ということを決めたとき
には，機関を統治しているわけです．それから，理事は，スポンサーです．ここ
では，理事には，自ら資金を出し，また資金を集めるという役割があります．ま

るのです（p. 29）
．

た，理事は，大使です．機関の使命を説明し，逆風にあるときには機関を護り，
関係者やコミュニティに対して機関を代表します．最後に，理事はコンサルタ
ントです．ほとんどすべての理事が，もし有料で使おうとすれば，かなり高い
ものにつくような何らかの専門的な能力をもっています．

三氏のインタビュー調査から，酪農学園大学の今後の理念継承における取組
としては，①「建学原論」の導入，②酪農学園大学におけるキリスト教の位置付
け，③学部学科を廃止し，新たに学群・学類を開設，等によって行おうとして
いることが明らかになった．

つまり，理事会の構成員である理事には，統治者，スポンサー，大使，コンサ
ルタントという 4 つの役割が求められていることが分かる．このような，理事
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たちによって，大学の建学の精神について様々な角度から検討がなされ，
「ミッ
ション」，「政府による調整」，
「組織の慣性」の 3 つのベクトルから建学の精神
の再解釈がなされるべきかどうかの判断をすることが理想であると考える．そ

田中の研究はあくまでも営利組織である企業における研究であるので，必ず
しも非営利組織である大学においても同様であるとはいえないが，いずれにし
ても，本研究における「建学の精神」の再解釈の問題には，それをどのように組

して，このことは，理事会だけで「建学の精神」の再解釈をするということでは
ない．
わが国においては，大学の経営改革のためにトップ・マネジメントを機能さ

織に浸透させるのかという理念浸透が大きな問題であることが分かる．
大学の場合には，講義や実習・演習等を教授する教員と大学運営に関わる
さまざまな事務部門が存在している．今後は，大学教職員に対してもインタ

せることが必要であるとの認識から内部牽制や内部統制のともに監査室（業務
監査）を導入しているが，実際に私立大学における監査室の設置・導入状況は
31 . 8％であるという数字が報告されていて，ガバナンス機能の構築が遅れてい
ることが分かる（12）．

ビュー調査を実施することを考えている．

企業であれば，株主による経営者のマネジメントに対する監視（チェック）
が行われていることは知られているが，私立大学においては，そのようなこと
も十分に行われていないのである．特に，大学経営における建学の精神の再解
釈は大学における最も大きな方向転換となる可能性も大きいため，慎重に検討
しながらも大胆に改革を行うというダイナミックな行動が求められるため，こ
のことを検討・実施する上で有効な組織体制作りが必要不可欠であると考え
る．

6．おわりに
非営利組織における理念継承問題，特に，本論文でも取り上げている大学に
おいてはその「建学の精神」というものをどのように現在に再解釈をして，大
学運営の柱にするのかということは，理事会における重要な仕事の 1 つである
といえる．そこでは，理事長を中心に各理事者たちがリーダーシップを発揮す
ることが求められる．さらに，それをどのように大学という組織に浸透させる
のかという組織（体制）づくりが必要である．
しかし，理事者たちがいかに自身の大学において「建学の精神」が重要であ
るとアピールしても，そこで働いている教職員一人一人がそのことを理解して
いないならば，
「建学の精神」に基づく大学運営はなされることがなく，
「建学
の精神」は，単に，
「絵に書いた餅」となってしまうことになる．つまり，「建学
の精神」に基づく，大学運営には，最高意思決定機関である理事者たちのリー
ダーシップ，組織（体制）作りのほかにも重要なものが存在する．
それは，その組織に所属する教職員の一人一人がいかに自身の仕事などの体
験を通して，「建学の精神」というものを意味づけていくのかという問題であ
る．例えば，田中は企業における経営理念浸透のメカニズムについての研究を
行っているが，その中で，若手社員は，理念を解釈・理解する上で，
「観察」，
「相
互作用」，「経験」が等しく重要であること，さらに，管理者の経営理念浸透に
おいては，①転機となる経験，②部下対応，③観察学習の 3 点に集約できること
を明らかにしている（13）．
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Summary
In this study, we conducted “career development workshop” to fill a recognition gap
of career between students, business people, and professors. Filling the recognition
gap is an attempt for fostering of career consciousness in long-life and informational
society in present and future. On the workshop, we describe future career pass with
actual sensation of present society by dialogue between students, business people,
and professors.

1．はじめに
組織とは，個人の自己実現と自己成長の機会を得るための道具である．ド
ラッカーが 1946 年に著した『企業とは何か』の中にはこのように記されてい
る：
「一人ひとりの人間に位置と役割が必要であるということは，産業社会に
あっては，人は社会における位置と自己実現の喜びを，企業の一員すなわち
従業員として得るよりほかにないことを意味する．すなわち個としての人間
（1）
の尊厳は仕事を通じてのみ得られる．
」

また，1954 年に著された『現代の経営』には下記の記述がある：
「働く人を雇うということは，人を雇うということである．
（中略）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来る．しかも人にとって，
（2）
仕事との関係ほど全人格的な関係はない．
」
このように，現代社会においては人々の「生きがい」と仕事は切っても切り
離せない関係にあり，個人は組織の中で成果を挙げることを通し，自らの強み
を発揮でき，組織の成果へ貢献し，
「私は何かを成し遂げた」という達成感，な

73

らびに「私の能力を常にうるわしく用いる」という卓越性などといった，自己
実現と自己成長の喜びを得ることができる．組織もまた，単に事業を遂行する
ための道具として人を雇うことはできず，社会の中で企業が挙げる成果と，企
業に関わる個人の自己実現と自己成長の喜びを同時に提供しなければならな
い．個人の自己実現と自己成長のために組織という道具を活用するには，自ら
の強みを知ると同時に組織が成果を挙げる先である社会の動向も知る必要があ
る．これは雇用・教育される側である学生だけではなく，雇用・教育する側も
また熟知しておくべき事項である．
しかしながら，社会の変化のスピードに対し組織の変化するスピードが追い
ついていないが故に，後述する学生・企業・教員間のキャリアパスに対する認
識ギャップが生じてしまっている．既存のキャリアパスが成立し得た社会から
変化しているが故に，キャリアパスに対する認識ギャップが生じる．
社会の変化の特徴として，4 つの要因が挙げられる．長寿命化，価値観の多様
化，人工知能の台頭，組織の流動化である．
第一の要因として，人生 100 年時代とも呼ばれる長寿命化が挙げられる（3）．
医療の発達に伴う死亡率の減少により，今までの時代では見られないほど死亡
リスクが減少している．寿命が長くなるがゆえに，定年の年齢を引き上げる，
複数の組織で働くことを前提にキャリアパスを設計するなど，人々がやりがい
を持ち，飽きずに長く働くことのできる工夫が求められている．
第二の要因としては，情報化による価値観の多様化が挙げられる．情報通信
技術の発達により，瞬時に（データ化でき，公開されている情報であれば）世界
中の情報にアクセスできるようになっている．労働における価値観の多様化の
端的な例として，昨今見られる「youtuber」が挙げられる．動画投稿サイトを
通して自らの経験を共有し，広告費などの収入を得ている．
第三の要因として人工知能の台頭が挙げられる．コンピュータの性能の発達
により，人間の知的活動を模倣できるようになった．ゆえに，定型的な作業で
あれば肉体労働・知的労働に関わらず機械またはコンピュータに代替できるよ
うになった（4）（5）．これにより定型的な作業を伴う労働は減り，創造性，共感，問
題解決，身体動作など，より人間らしい活動が求められる労働が台頭してくる
と言われている（6）．
第四の要因として，組織の流動化が挙げられる．以上の長寿命化，価値観の
多様化，人工知能の台頭の流れにより，組織の流動化が進んでいる．終身雇用
制度も見直さざるを得ない状況となっている．雇用に関する制度が見直される
とともに，採用に関する規制も緩和されている．経団連の発表によれば，2021
年度以降に入社する学生を対象とする採用選考に関する指針を策定しないこと
と決まったという（7）．つまり，採用活動に関する時期的な制約が撤廃される．
以上に述べた社会の変化がある故に，将来の働き手である学生，雇用先であ
る企業関係者，学生と企業をつなぐ役割である教員の間には，下記に挙げる
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キャリアパスに対する認識ギャップが生じている．
学生としては，インターネットを介して大量の情報が流入する一方で，教育
機関の閉鎖性ゆえに情報の振れ幅が大きく，自らに合った社会人としてのキャ
リアパスが得られにくい，あるいはイメージできるキャリアパスが限られ，
偏ってしまうといった現象が生じている．先に述べられた組織の流動化に加
え，フリーランスで働いている者の情報がネット上に散見されるため，ある特
定の組織に長く所属することを是とする価値観も薄らいでいる．また，こと函
館においては地方都市の特性ゆえに「生で触れられる」人と情報が少なく，更
に学生の認識ギャップを助長している傾向にある．
企業，特に地方の中小企業では優秀な人材確保が困難であり，人材が確保で
きたとしても育成にコストを要し，スキルが身についたと思ったら会社から離
れていってしまうといった声が聞かれる．
教員においては，既存の教育機関の組織構造を維持するため，少子化の状況
下から入学生の定員を確保するため，入試による選抜を十分に行えていない．
学生にスキルを伝授するための教育に資源を取られすぎ，教育機関としての価
値への取り組みである研究活動に資源を集中しづらい，という状況に陥ってい
る．また，学生と同様に教育機関の閉鎖性ゆえに，外部から求められる人材が
不透明であるといった状況も，学生の描くキャリアパスと企業の提供したい
キャリアパスの間にギャップを生じさせている原因のひとつである．
このように，社会人としてのキャリアパスを歩み始める時代が変化している
にもかかわらず，既存の組織構造が変化しきれていないが故に，教員・企業関
係者・学生の間に認識の齟齬が生じている．先に述べた社会の変化を組織構造
を脅かす脅威と捉えるのではなく，組織構造を刷新する機会と捉え，その機会
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2．ドラッカーのキャリアと『イノベーションと企業家精神』に
学ぶ個人と組織のあり方
前項では個人のキャリアと昨今の社会変化，そしてこれらに対応するための
組織構造についてその概観を述べた．個人が充実した人生を送るためにも，組
織もまたそれに応じ常に変革していかなければならない．キーワードは，個人
的な観点では「キャリア」，組織的には「イノベーション」である．本項ではこ
れらに焦点を当て，キャリア形成研究会において重要となる要素は何か，論じ
ていく．
まずは個人のキャリアについて論じるにあたり，ドラッカー自身がキャリア
を通じて成果をあげる決意をしたきっかけを述べ，そこから得られた教訓を述
べる．学生のキャリアについて考える尺度として，ドラッカーの 7 つの経験（8）
を振り返ってみたい．同書には以下の記述がある：
1.
2.
3.
4.

目標とビジョンをもって行動する ― ヴェルディの教訓
神々が見ている ― フェイディアスの教訓
一つのことに集中する ― 記者時代の決心
定期的に検証と反省を行う ― 編集長の教訓

5 . 新しい仕事が要求するものを考える ― シニアパートナーの教訓
6 . 書き留めておく ― イエズス会とカルヴァン派の教訓
7 . 何によって知られたいか ― シュンペーターの教訓
1 . はドラッカーがオペラ「ファルスタッフ」を鑑賞した際に得た教訓である．

を活かす方策が求められている．組織構造を刷新するにはある程度の時間を要
するが，認識を少しずつ変える機会を設けていきたい．
本研究では，学生・企業・教員間の認識ギャップを埋め，これからの時代に

80 歳の高齢になっても「いつも失敗してきた．だから，もう一度挑戦する必要
があった．
」という言葉を残しながら行動した作曲家ヴェルディから得られた
教訓である．2 . は誰にも見えない彫像の背中も完璧に仕上げたギリシャの彫刻

おけるキャリア意識を醸成することを目的とする．以上の目的を達成するた
め，
「キャリア形成研究会」を行った．キャリア形成研究会では，学生・企業・
教員の対話を通じ，現在の社会の変化を実感し，これからの時代におけるキャ
リアパスを描く．会食を交えリラックスした雰囲気の中で行った．学生と教員
の時間やエネルギーといった資源を集中することにより，社会人としての人材

家フェイディアスの物語を読んだ際に得られた教訓である．3 . は夕刊紙記者を
していた頃，終業時間以降も記事に関わる国際関係や国際法，諸々の制度や機
関，歴史，金融などについて勉強していた際に得られた教訓である．4 . は勤め
先の新聞社の編集長の指導方法から得られた教訓である．半年ごとに土曜の午
後と日曜を使って半年間の仕事ぶりについて話し合い，最後の二時間でこれか

育成を行うという教育機関の役割ゆえに，ある程度閉鎖的であることは避けが
たい．そこで企業も参画する形で教育機関へ外の情報を取り入れ，人材を育成

らの半年間の仕事のやり方について話し合う．5 . は投資銀行のエコノミストを
務めていた際に，シニアパートナーから前職の証券アナリストの仕事を引き

して企業へ送り出す教員，人材を受け入れ事業の担い手として活かす企業関係
者，そしてこれからの社会の中で自ら活躍する学生間の認識ギャップを埋める
機会を設けた．限られた時間の中で効果的にこれからの社会のキャリアパスを
描けるよう，本研究会を開催した．

ずっているという指摘を受けた際に得られた教訓である．6 . はアメリカへ渡っ
た 1945 年頃に近世初期（15 世紀から 16 世紀）のヨーロッパを勉強していた際
に，イエズス会とカルヴァン派が成長した方法から得られた教訓である．イエ
ズス会の修道士やカルヴァン派の牧師は，何か重要な決定をする際にその期待
する結果を書き，一定期間の後に実際の結果と見比べるのであった．これが自
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らの強みを見出すためのフィードバック分析の原点となる．7 . はドラッカーの
父の昔からの友人である経済学者シュンペーターの元を訪れた際に得られた教
訓である．ドラッカーの父はシュンペーターに「ジョセフ，自分が何によって

館高専ロボット技術研究会がロボコン北海道大会において準優勝を収めた．そ
の祝勝会を行った際に予期せぬ感触を得た．学生は誠実な態度を示しており，
即戦力となりうる技術と知識を有している．そして，学生自身も企業関係者と

知られたいか，今でも考えることはあるかね」と聞いたそうである．
以上のドラッカーの 7 つの経験を振り返ってみると，個人が社会の中で成果
を挙げるには成長と自己変革が求められていることが分かる．同時に，組織も
また変革が求められている．次に変化の大きな社会の中にある組織の変化のあ

接触し，生の情報を得る機会を望んでいることを窺い知ることができた．その
際に，優れた業績をあげたマネジメントとの報告と対話の機会を設けることに
着想が至った．函館高専地域連携協力会は主に高専の OB で構成されている会

り方を論じるにあたり，ドラッカーのイノベーションに関する記述を紐解いて
ゆく．
『イノベーションと企業家精神』には下記の記述がある：
「既存の公的機関の中に企業家的なマネジメントを組み込むことが今日に
（9）
おける最大の政治課題である．
」

学校や病院などといった公的機関といえば変わらない組織というイメージが
根強い．しかしながら，社会状況の変化に応じて公的機関の仕組みを変えてい
かなければならない．変える際にもポイントがある：
「いかなる調査研究，市場調査，コンピュータ使用のモデルといえども，現
実の代わりをつとめることはできない．したがって，新しいもの，改善した
（10）
ものは，すべて小規模にテストする必要がある．
」

「小さくはじめよ」という教えである．何事も急に大きく変えてしまうと強い

である．社会に出て優れた成果を挙げた企業のマネジメントも在籍している．
同じ高専の先輩，あるいはその知り合いが成果を挙げた報告を聞くことによ
り，学生自身の姿勢や価値観に影響を与えることができる．以上の期待のもと，
小さく研究会をはじめた．

3．
「キャリア形成研究会」のテーマ
キャリア形成研究会では，現在の社会の変化を実感し，これからの時代にお
けるキャリアパスを描くため，まずは共同体意識の醸成，アントレプレナー
シップの習得という 2 つのテーマを持った．
1 つめのテーマは共同体意識の醸成である．学生と企業関係者は組織構造に
より断絶された存在ではない．同じ社会の構成員である．自らのキャリアパス
を描くにあたり，学内の活動では得られない材料を学生自らの中に抵抗なく取
り入れるため，このテーマを持った．大人という存在を，評価・被評価，あるい
は雇用・被雇用といった役割により断絶されたコミュニティの存在と見ること
なく，一人の先輩という位置づけで接し，経験知や情報では得られない知覚を

業家精神）の醸成が必須である．
『イノベーションと企業家精神』には次の記述
もある：

得るため，このテーマを設定した．もう 1 つのテーマがアントレプレナーシッ
プの習得である．共同体意識による安心感のもと挑戦を行い，自らの強みを用
いて成果を挙げる，あるいは失敗をからフィードバックして自らのあり方を見
直す姿勢を身につけるため，このテーマを設定した．共同体の中で自らにしか
できないことを見出し，それを究め，共同体に貢献する姿勢を，日々それを実
践している社会人との交流を通し，自らの中にその精神を宿してほしい，とい

「（前略）半年に一度，事業部担当，市場担当，製品ライン担当のマネジメ
ントの人間を四，五〇人集め二日間に及ぶ戦略会議を開いている．初日の午

う意味でこのアントレプレナーシップの習得というテーマを持った．自らの中
に宿る純粋持続（13）を見出し，これをうるわしき行為とするため卓越性をもっ
（15）
「何によって憶えられたいか」
て磨く（14）．自らの人生は何のためにあるのか，

摩擦が生じてしまう．まずは小さなところから始めて感触を掴み，徐々に大き
（11）
がイノベーションの種として信頼性と
な流れにする．特に「予期せぬ成功」
確実性が大きい．このような流れを作り出すにはアントレプレナーシップ（企

前中をかけて過去一年間企業家的なイノベーションにおいて優れた業績を
あげた部門のマネジメントが報告をする．特に成功の要因を報告する．何を
行ったか，いかに機会を見つけたか，何を学んだか，そして現在いかなるイ
（12）
ノベーションの計画をもっているかを報告する」
後述する「キャリア形成研究会」を企画立案するに当たり，以上のイノベー
ションのセオリーを参考にした．予期せぬ成功は前年（2017 年）のロボコン北
海道大会の祝賀会の中で得た．キャリア形成研究会を行う前年の 2017 年に，函

という問いを難しいものではなく，誰もが抱き，それに向かって日々取り組ん
でいる身近な問いとして，常に自らの中に抱けるようになるには，学校の外の
企業の方，特に経営者の方との対話が有効と考えた．

4．
「キャリア形成研究会」の実施
第 3 章に挙げたテーマのもと「キャリア形成研究会」を函館高専地域連携協
力会の周年行事として実施した．対象者は函館高専の学生，教職員，および地
域連携協力会会員企業である．会場は函館高専近郊にある花びしホテルで，会
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食を交えリラックスした雰囲気で行った．前半に企業関係者の講演，後半に学
生・企業関係者・教職員の対話を行うというタイムスケジュールで行った．
第一回キャリア形成研究会は 2018 年 8 月 10 日（金）に行われた．参加者は 31
名（学生 11 名，企業関係者 14 名，教員 6 名）であった．本研究会の様子を図 1
（a）に，タイムスケジュールを表 1 に示す．
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と契約を結び，函館へ「外貨」を輸入するような経営を行っている．瀧氏はは
じめ，大企業に勤めていた．開発，営業，会計…など，会社のすべての業務を行
い，すべての業務に関するノウハウを自分のものとした．その後，一念発起し
て起業を行った．起業にはリスクが伴うが，瀧氏の中には確信があった．豊富
なノウハウと強い確信ゆえに，企業経営に関するいかなる質問においても秒速
で回答できる．また，経営指針に関する選択肢も秒速で出せる．例えば部下が
仕事に関する質問をすると「A, B, C という解決策があるけど，どれがいい？」
と秒速で選択肢を出せる．今では大きな指針を部下に示し，部下に会社を任せ
ているという．東京へプレゼンに行く際にも「準備 9 割」を心がけ，確実にコン
ペに勝てるように製品の完成度を最大限に高め，競争相手の調査も怠らない．

（a）

（b）

図 1：（a）第一回および（b）第二回キャリア形成研究会の様子．

表 1：第一回キャリア形成研究会のタイムスケジュール
話題提供
（キャリア形成の現状・事例発表）

17：30 〜 18：0 0

グループでの懇談

18：0 0 〜 18：45

食事をしながらの全体協議

18：45 〜 20：0 0

初めの話題提供では，導入として人生 100 年時代におけるキャリア形成につ
いての話，そして成果をあげるエグゼクティブの話があった．具体的には以下
の通りである：
地域連携協力会副会長である川島（本論文著者）より，今後の人生 100 年
時代におけるキャリア形成に関する話があった．総務省の労働力調査による
と，サラリーマン・サラリーウーマンが半数を超えたのが 1980 年代であっ
た．組織は個人の自己実現を図る道具であるが，日本では組織で働くことが
主流となってから未だ 30 年しか経っておらず，組織という道具を使う術で
あるマネジメントを学ぶ機会が少ない．マネジメントに触れる機会が少ない
故に，仕事とは何かを考える機会，さらに言えば自由とは何かを考える機会
を中々得られていない．
「人生 100 年社会」という動向に代表されるように，
社会は常に変化している．社会が変化するが故に仕事のあり方も変化してい
る．これからの仕事のあり方を学生・企業人・教職員との対話により考える
機会を得られるよう，本キャリア形成研究会を企画した．
地元企業の㈱マイスターの社長である瀧氏より，自身のキャリア形成に関す
るお話があった．㈱マイスターは函館にあるにも関わらず常に東京にある企業

話題提供に続きグループでの懇談を行った．これまでの話を受け，計 4 テー
ブル（約 7 名× 4）で学生，企業関係者，教員の間で懇談を行った．あるテーブ
ルでは，自己紹介をした後，下記の話題があった．
・ 人脈（人間関係）が大事
・ 就職か進学か
・ 自分のやりたいことが一番
・ 自分のやりたいことをどう探すのか
・ 東南アジアの人は上昇志向がある
・ 学校はなぜあるのか（対人関係を学ぶのが大きい）
・ やめられない会社を作るにはどうすればいいか
最後に食事をしながらの全体協議を行った．リラックスした雰囲気で気軽に
学生，企業関係者，教員間の対話が行われた様子であった．
第二回キャリア形成研究会は 2018 年 10 月 12 日（金）に行われた．参加者は
46 名（学生約 20 名，企業関係者約 21 名，教員 5 名）であった．本研究会の様子
を図 1（b）に，タイムスケジュールを表 2 に示す．
表 2：第二回キャリア形成研究会のタイムスケジュール
話題提供
（キャリア形成の現状とこれから）

17：30 〜 18：15

パネルディスカッション

18：15 〜 19：0 0

食事をしながらの全体協議

19：0 0 〜 20：0 0

第二回キャリア形成研究会では，学生に近い年代である 2 , 30 代の企業関係者
を招き講演を行って頂いた．昨今話題になっているスタートアップ企業の現状
を当事者の目線で以下のようにお話頂いた：
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スタートアップ企業である㈱ BearTail に務める坂上氏から，
「2 年半の社
会人生活を振り返って」と題したお話があった．学生時代から就職するに
至った経緯と就職してからの状況，そしてその中で培った経験をもとに学生
へ向けたアドバイスがあった．元々は大学へ進学する予定であったが学費が
払えず，学費を補うために今の仕事を始めた．当初は駆け出しのベンチャー
企業であったため，メンバーの転職や経営難に直面し責任ある部署の仕事を
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製品開発・研究等のビジネスに特化したツールであると言える．動画や画像な
ど，添付ファイルの送受信も可能である．本研究会の準備を行う際にも頻繁に
Slack で連絡を取り合った．

任されるも何とか乗り切り，社内の一体感を感じ始める．自由であり大きな
裁量を持て，スピード感のある環境下にやりがいを感じることもあるが，こ
れから業界に入るにあたっては会社の成長フェーズを見極める必要もあると
説いている．高専生の長所として「しぶとさ」
，短所として「自信のなさ」を
挙げ，今いる組織の中で活躍し，評価を受け，自信を培ってほしいとのアド
バイスもあった．最後に，趣味を軸にし辛いことや困難を乗り越え，自分の
「楽しい」
「幸せ」を伝えられる人を目指すようにとのメッセージを頂いた．
㈱高専キャリア教育研究所の代表取締役である菅野氏から自信のキャリ
アと今後の就職市場に関する話題提供があった．中学生時代は優秀な成績で
あったが徐々に成績は落ちていき，高専の仲間と絡むようになっていった．
その一方で文化祭実行委員長として学生をまとめ上げるとともに，東京工業
大学への編入を果たした．しかしアカデミックな世界の政治的な面に触れ，
東工大の生命理工学研究科の博士課程を中退してしまう．その後，㈱リク
ルート住まいカンパニーをはじめ，ウェブ業界の企業を転々とし，現在の会
社を立ち上げる．仕事は一貫して，事業開発やマネージャーなど，新しい事
業を考えて立ち上げ，チームを作り成果を出すことを行っている．高専生の
強みとして，PDCA を即座に回せる現場力，色んな人がいても気にしない多
様性，抽象度の高い思考ができる思考力などを挙げていた．高専生は技術的
な実力があるにも関わらず，就職市場での待遇はあまり良くない．それを受
け，高専生向けのキャリア教育モデルを創出し，成長企業とのマッチングを
図ろうと日々挑戦している．
「高専生を，もっと挑戦者に」というテーマのも
と，ワクワクする挑戦を重ねている．
本研究会では試みとしてパネルディスカッションによる討議も行った．学
生・教員・企業の代表者がそれぞれ講演者に対して質問をし，続いて会場から
の質問も受け付けた．そして最後に，食事をしながらの全体協議を行った．
なお，第二回キャリア形成研究会の講師とはビジネスチャットツール Slack
を用いた情報共有を行った．図 2 に Slack の画面を示す．Slack は電子メールと
は異なり過去のメッセージの記録を追いやすく，LINE 等のチャットツールと
は異なり事業やプロジェクトごとにチャンネル（いわゆる掲示板）やワークス
ペース（掲示板の集まり）を設定することができるため，プロジェクト管理や

図 2：ビジネスチャットツール Slack の画面．

5．研究会のアンケート結果に基づいた考察
第二回キャリア形成研究会終了後に参加者の皆様にアンケートに回答して頂
いた．アンケートの内容は主に研究会に対する評価，今後のキャリア観の形成，
および今後のキャリアを切り拓いていく上での手応えを伺う内容で，具体的に
は下記の通りである．
・第一部の話題提供はいかがでしたか？
・第二部のパネルディスカッションはいかがでしたか？
・企業（企業の方は学生）をより身近な存在に感じられるようになりましたか？
・自身の今後のキャリアに対する視野は広がりましたか？
・自身の今後のキャリアを形成する上で，持ち帰れる材料はありましたか？
・今後のキャリアについて考えてますか？
上記の質問に加え，次回研究会で望む企画も伺ってみた．アンケート結果を
図 3 および表 3 に示す．
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様々な組織に属する方々によるパネルディスカッション

12

学生のキャリアに対するビジョン・意見などを全員に表明するライトニングトーク
（LT）

14

司会の全員への問いかけに対して一人ずつ意見を表明するテーブルトーク

1

感想をシェアするテーブルトーク

9

その他
（キャリアデザインへのワークショップ）

1

その他
（企業の社長をファシリテーターとしてアイデアソン）

1
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今回，Google Forms を用いてアンケートの提示と回答の回収を行った．既存
の紙媒体による手法よりも配布と回収の手間を省くことができる．設問形式も
複数選択式，チェックボックス式，ドロップダウン式，自由回答等さまざまな
形式の設問を設けることができ，得られた回答は即座にスプレッドシートとし
て出力されるため，逐次統計処理結果をフィードバックすることができる．
以下，アンケート結果に対する考察を行う．まず，予期せぬ結果としてライ
トニングトークのリクエストが思いの外多かったことが挙げられる．17 票と
トップの表を集めた大企業からの話題提供に続き，14 票という票を集めてい
る．これは実践を求めている学生の声の表れと考えられる．教育機関という一
様なカリキュラムの中に置かれている身として，自らの望んでいる状態は何
か，それに対して必要な要素は何か，必要な要素を補うために何を為せばいい
かを探る機会を欲している．西條らのマネジメントのメタ理論 MDPS（16）で言う
ところのコントロールパラメータを知覚を通して得ていきたい欲求が現れて
いると考えられる．次に，第一部の話題提供の評価は高かったが，第二部の評
価のばらついたことが注目に値する．第一部では講演者単独での講演を行った
が，第二部はパネルディスカッション方式で討議を行った．学生・教員・企業
の代表者がそれぞれ議論を交わしたため，多様な観点の意見が交わされた．多
様な意見が交わされたがゆえに情報を処理しきれず，評価にばらつきが出てし
まったものと考えられる．さらに，自らの疑問や意見や伝える機会がなかった
ことも原因と考えられる．今後同様の試みを行う際は考慮していきたい．最後
に，「自身の今後のキャリアを形成する上で持ち帰れる材料はありましたか？」
という問いには比較的「ある」に寄っている回答であったが「今後のキャリア
について考えてますか？」という問いには「考えていない」とする回答が増え
ていることを挙げる．前者については，企業関係者など違う立場の者との対話

図 3：第二回キャリア形成研究会アンケート結果．
表 3：次回研究会に期待する内容．
大企業の方からの話題提供

17

公務員の方からの話題提供

7

中小企業の方からの話題提供

12

ベンチャー企業の方からの話題提供

8

を重ねることにより，視野が広がり材料が増えたという手応えが結果に表れて
いると考えられる．しかし，後者については，それが自身のキャリアに見合う
ものなのか，必要な情報と不必要な情報が整理しきれていないため，具体的な
検討に至るまで落としきれていないため，未来の不確定性も相まって「考えて
いない」
（つまり考えられるレベルには至っていない）という回答が得られたと
考えられる．また，企業の方にも回答頂いたため，定年まで同じ組織の中にい
るという意味での回答という可能性もある．

84

研究論文

6．反省と今後の研究会の展開
第一回，第二回と通して行ったキャリア形成研究会であるが，これは前例の
ない初めての試みであった．未知の試みを行うにあたりいくつか反省点もあっ
たので，これについて述べたい．
キャリア形成研究会という前例のない初めての試みを行うにあたって，
「開
催時間の関係上，4 年生以上の学生を対象とするのが望ましい」
「時間帯が遅い」
「情報が過多であり学生に困惑が生じる」といった懸念点が聞かれた．それぞれ
について振り返りながら今後の方針を述べていく．
まずは「4 年生以上の学生を対象とするのが望ましい」という指摘について
述べる．（開催時間に関する考察は後述する．
）社会人になってからのキャリア
の選択なので，高専における 1 〜 3 年の低学年層を対象とするよりも，4 , 5 年生
および専攻科生を対象として会を開催するのが望ましいといった指摘である．
低学年層へ向けて発信する意義に関しては，経団連の発表（7）より原理上では在
学中の就職も可能であることや社会の中で生きる主体者意識を醸成することも
鑑み，予め長い期間をかけキャリア意識を定着させるのも望ましいと考えられ
る．したがって，開催時間等の低学年層の参加を妨げる制約がなければ低学年
層にも積極的に声がけをしていきたい．
次に肝心な「時間帯が遅い」という指摘に関して考える．17 時半から 20 時ま
での開催時間なので，夜遅くに学生を返すことによりアクシデントが生じた際
に誰がどのような形で責任を取るのか，安全・安心な日程および場所を確保し
た上でキャリアの形成を促すべきではないか，という指摘である．本校におい
ては学生が 20 時まで実験していることを鑑みても，こと都市化されていない
函館市においては照明や店舗等の施設が乏しい市街地を通り帰宅する学生が多
数を占めるため，研究会の開催のみならずその前後の動きについても検討の余
地がある．具体的には，今後の研究会の展開に後述するようにランチ形式での
情報交換を行ったり，学内で授業が終了した直後に研究会を行うといった形式
が想定できる．また，17 時から 20 時の時間帯であっても，予算の余裕があれば
最寄りの駅までの移動手段（タクシーやバスなど）を提供することも一手段と
して考えられる．
最後に「情報が過多であり学生に困惑が生じる」という点である．参加され
た企業関係者の中で，取締役社長をはじめとした企業の重役の割合が多く，経
験も相まって協議の上で話のリードがしやすい．それ故に学生が一方的に情報
を受け取ってしまい整理されずに，情報の消化不良を起こしている可能性が考
えられる．学生は経験も乏しく，会話の中における社交スキル，具体的には語
彙や仕草，話の聞き方や相槌といったスキルが発達していないため，年長者が
話すという形で会話のリーダーシップを取ってしまうのは自然なことと考えら
れる．さらに，企業関係者の安易な誘導のため，学生の中に極度に理想化され
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たイメージが植え付けられ，現実の自分との超えがたいギャップができてしま
い，理想と現実の狭間で悩みが深くなってしまう可能性も考えられる．企業関
係者の知識と経験を共有したいというモチベーションも理解できるが，学生の
キャリア形成に関するすぐに実践できる知識の涵養と内的な動機づけを促すと
いう意味で，今後は参加されている企業関係者の皆様に「聞け，話すな（Listen
（17）
first, speak last）
」
の精神を徹底し，ささやかな声に耳を傾けられるように働
きかけを行っていくべきである．
ちなみに，本研究会では飲酒を取り入れていない．高専生は 5 年生以降に 20
歳を超えるため，研究会の中に酒の席を取り入れることも法令上では可能であ
るが，饒舌になる，リラックスできるというメリットと未成年の学生がほとん
どでありアクシデントが生じた際の責任関係が不明確になるというデメリット
を鑑みた際にデメリットが勝るため，本研究会では取り入れていない．
以上の反省を踏まえ，今後の研究会の展開を述べる．大きな括りで述べると，
継続的に企画を開催することによりこれからの時代のキャリアを考える共同
体を形成していきたい．そのためには，これからの時代を担う学生が主体的に
関われる仕掛けが求められる．学生自らの内発的動機づけができるようにワー
クショップ形式の取り組みを取り入れ，学生自らが将来のキャリアに対する実
感を持てるように働きかけていきたい．一方的な講義形式の研修よりもワーク
ショップ形式の方が効果のあることが知られている（18）．セルフマネジメントに
関しては，普段から教員の経験知・暗黙知に基づいた指導を行っているため，
そこから仕事のマネジメント，事業のマネジメントへと輪を広げ，自らの置か
れている位置を外から俯瞰することで学生への動機づけを行っていきたい．小
さな事業創出として，各々のプロジェクトの提案および実践報告と，理論・経
験を踏まえたフィードバックができる場を形成していきたい．社会課題解決プ
ロジェクトの実践を通し，ドラッカー読書会による理論学習の重要性を認知し
てもらい，実践と理論の両輪によるドラッカーマネジメントの修得ができる場
になればと期待している．その中でも注目しているのが企業関係者と協創する
いわゆる「アイデアソン」および「ハッカソン」形式の授業スタイルである．工
学教育の中でも，個別の技術領域の高度化および細分化（分断化）から，多分野
の知識を共創へと導く手法としてデザイン思考が扱われている（19）．高専教育で
も企業の声がけにより集まった有志による新規プロジェクト創造の試みが行わ
れ（20），ビジネスコンテストを開催する段階にまで至っている（21）．昨今起業ブー
ムと言われているが，単なる憧れや体裁でプロジェクトを始めるのではなく，
ドラッカーの理論を通し原理原則を踏まえた上で「失敗しない」マネジメント
を実践できるよう，適切なプログラムを設計していきたい．他にも，経験豊富
でキャリアに関する広い視野を持った企業関係者の意見により，自分からは見
えない強みを見出す仕組みを構築するキャリアカウンセラー制度や，学生の
キャリアを決める重要なステークホルダーである保護者との対話の場としてラ
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ンチ＆トークの場を設けることで学生の意思決定がスムーズに進むことが期待
される．
高専制度が創設されてから約半世紀が経つ．高専が過去のしがらみに囚われ

ファレンスとは，高専及び高専生を主な対象とした勉強会などの各種活動の
総称及びそのコミュニティの名称である．30 分間の講演枠や 10 分間の LT 枠
を用意し，各々の学んだことを披露するという形式の勉強会である．参加者は

ずこれからの時代に即した人材を輩出できるよう，機能を果たさなくなった既
存事業の廃棄とこれからの時代に即した新規事業の創造が求められている．そ
のための方策の一つとして，高専を客観的に捉えることのできる組織とのつな
がりを通し，共に協力して事業や取り組みを創造できるような気風を作ってい

94 名で，現役高専生や高専卒業生だけでなく，情報系の大学生や北海道で活動
しているエンジニアなど様々な立場の方が参加した．30 分の講演枠では「ベン
チャー企業に入社し成長した経験談」や「高専卒業後の 20 年間を，エンジニア

きたい．今後教員と地域連携協力会との連携を密なものにし，学校行事の中で
学生の意識の中に勉学とのつながりができるよう提供していきたい．このよう
な企画を継続的に開催することで共同体を形成し，学生・企業・教員を中心に
これからの長寿命化・情報化社会における実践と学習のサイクルの修得ができ

としてどのような技術を身に着けどのような業務に携わっていたかを振り返っ
た話」など，主にエンジニアとして与えられた環境のもとでの成長を中心に話
題が展開されていた．10 分の LT 枠では自分の身につけた技術の紹介や北海道
で勉強会を主催する上での心得など，多岐にわたる内容での講演があった．カ
ンファレンス中，参加者は twitter でつぶやいた感想をハッシュタグを用いて

る教育の仕組みを小さいところから作っていきたい．
まずは学生ひとりひとりの「好き」
「面白い」といった興味関心を通して強み
となすべき貢献，上げるべき成果を自ら見つけられるような働きかけを行って
いきたい．具体的には，コンテスト受賞に対する報奨金制度や，キャリア形成

共有していたが，和やかな雰囲気の中にも真剣な様子が見られ，実践する高専
生の経験を敬意を持って受け入れている様子が見られた．

研究会中で企業関係者へプレゼンを行い，具体的な支援を申請する等が考えら
れる．学生ひとりひとりの草の根的な活動と，地域連携協力会が行う事業とを
連携させ，将来社会を支える学生ひとりひとりが各々の興味関心と，組織や社

本研究では，長寿命化・情報化という社会の変化で生じた学生・企業・教
員間の認識ギャップを埋め，これからの時代におけるキャリア意識を醸成す

会で求められている貢献や成果を合致させられるようにしていきたい．
本論文の締めとして，これからの時代の学習・教育スタイルの萌芽の一例と
して，学生自らが主体的に企画している 2 つの勉強会について述べる．
湯川寺 LT
2019 年 4 月 14 日に「湯川寺 LT」 という企画を学生企画として行った．LT
とは Lightning Talk の略称であり，スタートアップ企業の投資家への事業提
（22）

案を模し，自分の興味のあることを話す形式のプレゼンである．函館高専近く
の湯川寺を会場とし，計 6 名のプレゼンターによる LT を，各々の「好き」
「面白
い」といった興味関心のあることをテーマに行った．政策コンテストでの受賞，
アプリコンテストでの受賞といった直接の成果の話題から，昨今話題になって
いる「バーチャル美少女受肉」という 3 次元の女性アバターをバーチャル空間
内で作り出す試み，
「ローグライクゲーム」というゲームの一分野に関する潜
在的な興味関心に至るまで，種々の話題が飛び出した．また，函館市の食を盛
り上げるための商品・アプリ開発を行った大学生も飛び入りで参加して LT を
行う等，将来の事業の種となる話題も上がった．
高専カンファレンス in 北海道
（23）
2019 年 8 月 17 日に行われた「高専カンファレンス in 北海道」
へキャリア
形成事業の一環として試験的に地域連携協力会として支援を行った．高専カン

7．おわりに

ることを目的し，「キャリア形成研究会」を行った．キャリア形成研究会では，
学生・企業・教員の対話を通じ，現在の社会の変化を実感し，これからの時代
におけるキャリアパスを描く．会食を交えリラックスした雰囲気の中で行っ
た．限られた時間の中で効果的にこれからの時代におけるキャリアパスを描く
ため，まずは共同体意識の醸成，アントレプレナーシップの習得という 2 つの
テーマを持った．研究会後のアンケート結果から，実践を求めている学生の声
が表れたと考察した．教育機関という一様なカリキュラムの中に置かれている
身として，自らの望んでいる状態は何か，それに対して必要な要素は何か，必
要な要素を補うために何を為せばいいかを探る機会を欲していると考えられ
る．今後は，継続的に企画を開催することによりこれからの時代のキャリアを
考える共同体を形成していきたい．
『イノベーションと企業家精神』には，今後活動を続ける上で示唆的な記述も
含まれている．
（24）
「失敗をほめる必要はなくとも，挑戦に罰を与えてはならない」
「常に必要とされるのは，学びつづけ，粘り強く働き，自らを律し，適応す
（25）
る意志である．正しい原理と方法を適用する意志である」

学生自身の挑戦を聞き，受け入れ，それを行った健闘に対し励ましを与える
とともに，次なる挑戦と学びへ繋げられるような風土を作っていきたい．学
生・教員・企業関係者ともに，自己刷新を繰り返し，これからの長寿命化・高
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齢化社会でも成果を出し続け継続できるよう，組織をあるべき姿にしていく努
力を重ねていくべきである．
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ドラッカー「シアーズ物語」とアマゾンによる
顧客の創造 ― 配達を中心に
P. F. Drucker’s “Sears Story” and Creating a Customer by
AMAZON: Focus on Delivery

西川英臣

Hideomi Nishikawa
（立命館大学 BKC 社系研究機構）

Summary
Sears Roebuck went bankrupt. However, P. F. Drucker’s “Sears Story” contains
suggestions for current management. This paper is to clarify its suggestions of “Sears
Story” by considering customer creation by AMAZON. In conclusion, this paper
clarifies that Drucker presented the concept of store-less sales with delivery as the
core competence in the “Sears Story” and that it is realized at AMAZON.

はじめに
ピーター・F・ドラッカーは『現代の経営』の第 5 章である「事業とは何か」
の中で，
「企業（筆者補足―事業，Business）の目的として有効な定義は一つし
かない．すなわち，顧客の創造である」と提起した（1）．現在において，
「顧客の
創造」，あるいは「顧客志向」は事業のマネジメントの中心となる概念として，
広く一般に知られている．
この重要な提起が行われた第 5 章「事業とは何か」の前の章にあたるのが，
「シアーズ物語」である．ドラッカーはこの中で，
「事業とは何か．事業のマネ
ジメントとは何かを知るうえで，アメリカでもっとも成功している企業の一つ
シアーズ・ローバックに勝るものはない」と述べている（2）．上記は『現代の経
営』の引用したものだが，
『マネジメント』の第 6 章「事業とは何か」の前の章
にあたる「事業のマネジメント：シアーズ物語」でも，ほぼ同様の記述がみら
れる（3）．つまり，ドラッカーは「顧客の創造」の典型例として，アメリカの小売
業シアーズ・ローバックを取りあげ，
「シアーズ物語」を著したのである．
『現代の経営』を著した 1950 年代初頭において，ドラッカーが「アメリカで
もっとも成功している企業の一つ」としたシアーズ・ローバックは，21 世紀に
入ってから，かつての栄光からは見る影のない状態に陥っている．シアーズ・
ローバックはウォルマートとの価格競争に敗れ，苦境に陥ったことを背景とし
て，2004 年に K マートとの合併し，再出発を図った（4）．しかしながら，既存の
小売業からオンライン小売業へのシフト，いわゆる「アマゾンエフェクト」の
影響などを受けて，合併後の新会社シアーズ・ホールディングスもまた苦境に
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陥った．結局，シアーズ・ホールディングスは 113 億ドルの負債を抱え，2018
年に日本の民事再生法にあたる連邦破産法第 11 条の適用を申請し，経営破綻
した（5）．その後，事業清算を免れたシアーズ・ホールディングスは現在，経営再
建の道を探っている（6）．
この経営破綻によって，シアーズ・ローバックの栄光は，完全に過去のもの
となってしまった．しかしながら，それによって，ドラッカーの著した「シアー
ズ物語」も過去のものとしてしまったのだろうか．私は，「シアーズ物語」が，
シアーズ・ローバックという過去の企業の「顧客の創造」以上の現在の経営に
対する示唆が含まれていると考える．
上記の問題意識から，本稿は次の 2 つの目標を設定することとする．それは
第 1 にドラッカーの「シアーズ物語」の中から，現在の経営に対する示唆を含む
部分を析出することである．そして第 2 に，「シアーズ物語」の延長線上にある
ものとして，アマゾンを提示することで，
「シアーズ物語」のもつ現在の経営に
対する示唆を明確化することである．

1．ローゼンワルド時代の「シアーズ物語」
まず，ドラッカーの「シアーズ物語」を整理し，その中から現在の経営に対す
る示唆を含む部分を析出していく．
まず「シアーズ物語」の構造を捉えてみたい．「シアーズ物語」において，ド
ラッカーは創業から 20 世紀半ばにいたるシアーズの歴史を 4 つの時代に分け
て捉えている．第 1 にリチャード・シアーズ時代（1886 - 1895 年）であり，第 2
にはジュリアス・ローゼンワルド時代（1895-1925 年）であり，第 3 にロバート・
E・ウッドの時代（1925 - 1954 年）であり，第 4 にウッド引退後のトップマネジ
メント・チームの時代（1954 - 1974 年）である（7）．ドラッカーはこの 4 つ時代の
中で，主にローゼンワルド時代とウッド時代におけるシアーズ・ローバック社
を「顧客の創造」の典型例として紹介している．
そこで，「シアーズ物語」を整理するにあたって，ローゼンワルド時代の検討
から始めたい．ローゼンワルド時代について検討するために，まずドラッカー
のローゼンワルドに対する評価を取り上げたい．
シアーズを近代企業に育てたのは，ジュリアス・ローゼンワルドだった．
彼は経営権を握った 1895 年から，シカゴに「発送工場」をつくった 1905 年
前の 10 年間に，シアーズを近代企業に育て上げた．
彼は市場を分析した．メーカーを組織的に育成した．商品を忠実に紹介す
る定期刊行のカタログを発行した．そして，「満足保証．委細かまわず返金」
という経営方針を生みだした．また彼は生産的な人間組織をつくりあげた．
（中略）こうしてローゼンワルドは，シアーズの父となったばかりでなく，20
世紀のアメリカをつくり，アメリカの経済成長の主因となる流通革命の父と
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なった（8）．

あることが示されている（14）．また，モンゴメリー・ワードは年代によって範囲
や度合いは異なるものの，初期から返品保証を行っていたとされている（15）．

上記において，ドラッカーは「シアーズの父となったばかりでなく，20 世紀

このことはドラッカーが，シアーズ・ローバックのイノベーションの一つと
して紹介している「満足保証．委細かまわず返金」が，シアーズ・ローバックの

のアメリカをつくり，アメリカの経済成長の主因となる流通革命の父」とロー
ゼンワルドを評価している．なぜローゼンワルドはこのような評価を受けてい
るのであろうか．それを知るためには，ローゼンワルド時代のシアーズ・ロー
バックによる上記の「顧客の創造」の内容により具体的に立ち入る必要がある．
つまり，どのような顧客に対して，どのような価値を提供したのかを検討する
必要がある．
ローゼンワルド時代のシアーズ・ローバックがどのような顧客を相手にして
いたかについて，ドラッカーは「今世紀の初め，シアーズは，アメリカの農民
が孤立した独自の市場を形成しているとの認識から事業をスタートさせた．当
時の農民は，既存の流通チャネルでは到達できないという意味で孤立した市場
だった．また，いくつかの重要な点で都市の消費者とは異なるニーズをもつと
いう意味で，独自の市場だった．農民一人ひとりの購買力は小さくとも，全体
としては，いまだ手のつけられていない膨大な潜在購買力を意味した」と記述
している（9）．
しかしながら，農民が必要な商品を購入する機会が存在しなかったわけでは
ない．定住型小売業として日常雑貨を扱うゼネラルストアがあった（10）．また，
ゼネラルストアが扱っていない商品でも行商人から買うこともできた．雑誌等
に掲載されている広告に手紙を送って，購入する方法もあった（11）．しかしなが
ら，ゼネラルストアは取扱商品が日用雑貨に限定されていた．行商人は必要な
時に近くにいるとは限らなかった．広告を利用した商品購入は虚偽記載や誇張

独創ではないことを示している．むしろ，後発であったシアーズ・ローバック
が，先行者であるモンゴメリー・ワードの返品保証制度を模倣した可能性が考
えられる．
返品保証制度だけではない．モンゴメリー・ワードは「商品を忠実に紹介す
る定期刊行のカタログ」の重要性を認識しており，シアーズ・ローバックに先
んじて，多様な商品を掲載した総合カタログの定期刊行を行った．また，カタ
ログの中で，イラストとキャプションを用いて，各商品の詳細を説明していた．
さらに，シアーズ・ローバックだけでなく，モンゴメリー・ワードもまた配送
センターをつくっている（16）．
このように，ドラッカーが著したローゼンワルド時代のシアーズ・ローバッ
クの「顧客の創造」の内容は，競合相手であるモンゴメリー・ワードでも行わ
れていた．とはいえ，いくつかの点で，シアーズ・ローバックの卓越性を見出す
ことはできる．
第 1 に，カタログの商品説明の客観性に対する追求である．
「商品を忠実に紹
介する」ことは言葉にするほど容易なことではない．無店舗販売のバイヤーや
カタログ編集者がいかに公正かつ誠実に商品を説明しようとしても，最終製品
のメーカーやその原材料供給業者の説明に虚偽があった場合，「商品を忠実に

手が求められていたといえる．
シアーズ・ローバックは，この孤立した農民市場を相手に，多種多様な商品
を，カタログを通して提供する無店舗販売事業として，19 世紀末から 20 世紀初
頭に急速に成長していった．しかしながら，孤立した農民を相手に，多種多様
な商品を提供する無店舗販売事業を展開したのはシアーズ・ローバックだけで

紹介する」という目的を果たすことはできないためである．しかし，無店舗販
売において，この「商品を忠実に紹介する」ことは，シアーズ・ローバックが顧
客に約束する「満足保証」のためには必要であった．シアーズ・ローバックは，
1911 年に商品の検査研究所を設立し，科学的な見地から取り扱い商品の品質を
明らかにすることで，本当の意味で「商品を忠実に紹介する」ことに努めた（17）．
このような試みは流通業者にとって非常に先駆的なものであり，1927 年にメー
シー百貨店が設立するまで，広がりを見せないほどであった（18）．
第 2 に，配送センターの完成時期と規模である．モンゴメリー・ワードの配
送センターは 1908 年に完成し，その規模は本社を含めて約 29 エーカーほどで

はなかった．また，同社はこの事業におけるパイオニアでもなかった．
この農民向けの無店舗販売事業のパイオニアはモンゴメリー・ワードであっ

あった（19）．他方で，シアーズ・ローバックの配送センターは，1905 年に完成し，
その規模は 40 エーカーあった（20）．このことはシアーズ・ローバックが，モンゴ

た．同社はシアーズ・ローバックが設立された 1890 年代初頭には 2 万 4 千アイ
テムを掲載した約 540 頁のカタログを配布し，100 万ドルを超える年間売上高
を上げていた（13）．同社が成功した要因は，上記のような多種多様な商品の提供
だけではなく，無店舗販売に対する農民の信頼を獲得したことが大きい．同社
が農民の信頼を獲得できたのは，商品の返品を保証したためである．1895 年の
同社のカタログには商品が未使用で，破損していない場合は，全て返品可能で

メリー・ワードよりも早い段階で，顧客に商品を効率的に配送することを可能
にしたことを示している．シアーズ・ローバックは 1900 年頃から注文の受領か
ら配送に至るまでの作業の体系化と組織化に乗り出しており，配送センターは
その一環として計画され，つくられている．こうした作業の体系化・組織化の
成果によって，同社のオペレーションは 1910 年頃には効率的なものになり，殆
どの注文が受領から 36 時間以内に顧客へ出荷されるようになっていた（21）．顧

表現が多く，リスクを伴うものであった（12）．つまり，農民の商品購入に伴う選
択肢は限定されており，必要な商品を，必要な時に提供できる信頼できる売り
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客への迅速な商品の出荷もまた，無店舗販売を行うシアーズ・ローバックが約
束する顧客に対する「満足保証」のためには必要であった．
上記のように，ローゼンワルド時代のシアーズ・ローバックは「満足保証」と
いう顧客との約束を現実に履行するために，競合相手と比べて，カタログの商
品説明の客観性や迅速な商品の出荷において先駆的な取り組みを展開した．そ
して，それを通じて，農民市場に変化をもたらした．ドラッカーはその変化に
ついて，「彼ら（筆者補足―農民）はもはや独自の市場でさえなかった．まさに
シアーズのおかげで，生活水準と生活スタイルが都市の中流階層に急速に同化
しつつあった」と記述している（22）．つまり，孤立した農民という潜在的市場を
開拓し，文字通り「顧客の創造」を行ったのである．

2．ウッド時代の「シアーズ物語」
次にウッド時代の検討を行いたい．ウッドがシアーズ・ローバックに加わっ
た 1920 年代半ば頃には，市場に大きな変化が生まれていた．ドラッカーはそ
の変化について，自動車の普及や所得の向上によって，都市の中流階層以上の
人々の生活水準や生活スタイルを，農民や下流階層の人びとが求めるようにな
り，「国全体が急速に同質的な市場となった」と記述している（23）．
ウッドは国全体が同質的な市場となり，大衆消費社会が到来したことを捉え
て，シアーズ・ローバックの本格的な店舗販売への進出をすすめた．それまで
無店舗販売を行い，店舗販売の経験がほとんどなかったシアーズ・ローバック
の店舗進出は多くの困難が伴うものであった．数百店舗を統括するための組織
再編や各店舗の経営を担う人材の育成は，ドラッカーがイノベーションとして
取り上げていることからもわかるように，当時のシアーズ・ローバックにとっ
て克服すべき課題であり，大きな重要性をもっていた．
しかしながら，多くの店舗を統括するための組織構造や店舗経営を担う人材
の育成そのものは，多かれ少なかれ近代的な大規模小売業に共通するものであ
る．そして，シアーズ・ローバックは店舗販売を行う近代的小売業としては明
らかに後発である．
また，無店舗販売の小売企業による店舗販売への進出と両立という点におい
ても，シアーズ・ローバックのみが実現したわけではない．モンゴメリー・ワー
ドはシアーズ・ローバックによる店舗販売進出の 4 年前である 1921 年に店舗
販売への進出をはじめた．このモンゴメリー・ワードの店舗販売への進出の責
任者こそ，当時同社の副社長であったウッドであった（24）．そして，同社の店舗
数は 1928 年には 500 店舗を数えていた（25）．これらは，ウッド時代のシアーズ・
ローバックによる「顧客の創造」の核心が，多くの店舗を統括するための組織
構造や店舗経営を担う人材の育成そのものにはないことを示している．
重要なのは当時大衆消費社会となりつつあったアメリカの顧客に対して，シ
アーズ・ローバックがどのような価値を提供したのかという点にこそある．そ

95

のきっかけとなるのは，商品の品揃えに関するコンセプトである．シアーズ・
ローバックは，店舗販売における商品の品揃え方針として，耐久消費財を中
心にすることを明確化した．とりわけ，力を入れたのが家庭用電気冷蔵庫，ス
トーブ，家具・インテリアなどで，シアーズ・ローバックにおいてこれらは「高
額商品（big ticket）
」と呼ばれた（26）．ウッド時代のシアーズ・ローバックはこの
「高額商品（big ticket）」を中心とした耐久消費財を低価格で販売することに熱
意を傾けた．そのために取り組まれたのが，自社の商品開発部門の強化と商品
供給メーカーの組織化である．
シアーズ・ローバックの研究所はこの時期から本格的に商品の改善に取り組
むようになった．それに伴い，同研究所は大きく拡張していく．その拡張の状
況を表すものとして，研究所の人件費がある．1929 年に約 30 , 000 ドルほどで
あった研究所の人件費はその 10 年後にはおよそ 10 倍にまで増加していた（27）．
研究所は拡張を経て，繊維・化学・電気・機械・家政の 5 つの部門を持つま
でになった．また，この研究所に併設される形で，商品開発に関わる活動が 1 つ
にまとめられて商品開発部が設立された（28）．
研究所の活動はこの拡張を経て加速し，1929 年から 1940 年頃にかけて，
300 , 000 以上の技術上の問題に取り組んだとされている（29）．また，商品開発部
では第 2 次世界大戦後に主だった開発計画だけでも 50 以上が進行していた（30）．
シアーズは商品開発部門の強化を通して，自社の取り扱い商品の改善を継続的
に主導できる体制を整えていった．
このような商品開発部門の強化に伴って，シアーズ・ローバックは供給メー
カーの組織化を進めていった．それを端的に表すのが，この時期に新しく打ち
出された仕入れ方針である．その仕入れ方針は，まとめると次のようなもので
あった．
（1）シアーズ・ローバックが原材料の指示，あるいは原材料の調達を行う．
（2）同社が販売や保管を全面的に引き受ける．
（3）同社はメーカーの生産計画の安定化に寄与する．
（4）同社は生産コストを把握し，供給源に一定の利益を保証する．
（5）同社は契約段階で最低数量を保証する．
（6）同社は上記を通してメーカーが製造に専念することを期待する．
太平洋戦争後において，シアーズ・ローバックの全商品仕入れの約半分で，
上記の方針に基づいた仕入が行われたとされている（31）．また 1940 年のシアー
ズ・ローバックのアニュアルレポートは上記を裏付けるように，原価計算，エ
ンジニアリング，設計はもちろん，マネジメントにまで助言を提供しているこ
とを記述している（32）．さらにシアーズ・ローバックと取引先の供給メーカーと
の関係について，
「それ（筆者補足―シアーズ・ローバック）はメーカーに何を
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【表 1】メーカー 5 社とシアーズ自社ブランドの家庭用電気冷蔵庫（6 立方フィート）のコスト
と販売価格
主要 5 社の平均

コールドスポット

1939 年

1940 年

1939 年

1940 年

製造コスト

$ 55 . 0 0

$ 55 . 0 0

$ 53 . 0 0

$ 53 . 0 0

販売コスト

$ 7. 0 0

$ 6 .00

なし

なし

広告及び販売促進費

$ 11 . 0 0

$9.00

なし

なし

消費税

$ 6 .00

$ 5.00

$ 4 .00

$ 4 .00

管理費用

$ 4 .00

$ 3 . 50

$ 3 .00

$ 3 .00

メーカーの利益

$ 9 . 50

$ 3 .00

$ 4 . 50

$ 4 .00

流通費用

$ 21 . 50

$ 18 . 50

$ 4 . 50

$ 4 . 50

ディーラー費用

$ 52 . 50

$ 47. 50

$ 41 . 50

$ 38 . 0 0

ディーラーの利益

$ 8 .00

$ 7. 0 0

$ 14 . 0 0

$ 8 .00

保証費
小売販売価格

$ 5.00

$ 5.00

$ 5.00

$ 5.00

$ 179 . 50

$ 159 . 50

$ 129 . 50

$ 119 . 50

（出所）
“The Nudes Have It”p. 111 をもとに筆者作成（33）.

作るか，それをいかに作るかだけでなく，場合によってはそれがどこで作られ
るべきかを伝えている」と記述している（34）．
このようなウッド時代の商品開発部門の強化と供給メーカーの組織化の成
果を最も端的に表しているのが，シアーズ・ローバックの家庭用電気冷蔵庫の
自社ブランドであるコールドスポットである．表 1 はシアーズ・ローバックが
1939 年において，競争業者の製品より 30 % も安い小売販売価格で電気冷蔵庫
を消費者へ販売することを実現したことを示している．
コールドスポットは 1939 年の家庭用電気冷蔵庫の販売台数において 285,000
台であり，第 1 位のフリジデアーの 340 , 000 台，2 位のゼネラル・エレクトリッ
クの 330 , 000 台に次ぐ 3 位となった．同年の家庭用電気冷蔵庫の販売台数にし
めるコールドスポットのシェアは第 1 位のフリジデアーが 17 . 7 %，第 2 位のゼ
ネラル・エレクトリックの 17.1% に次ぐ，14.6％を記録した（35）．
コールドスポットの市場への影響について，アメリカのマーケティング史を
研究する R.S. テドローは「自動車や家電用電気冷蔵庫のような消費財の多くは
20 世紀以前には存在しなかった．特にこれらの製品に対しては，企業はマス・
マーケットを組織し育成する必要があった．自動車のためにフォードが，冷蔵
庫のためにフリジデアーやゼネラル・エレクトリックやシアーズがそれを実行
した」と述べている（36）．
ウッド時代のシアーズ・ローバックは，多くの人びとにとって手の届かな
かった「高額商品」を手の届くものへと変えた．それによって，シアーズ・ロー
バックは大恐慌を契機とした 1930 年代の不況期において，売上高を 1930 年
の 355 , 180 , 060 ド ル か ら 1939 年 の 617 , 414 , 266 ド ル へ と 約 1 . 7 倍 に 増 大 さ
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せ た．ま た 同 社 の 税 引 き 後 利 益 は 1930 年 の 14 , 308 , 897 ド ル か ら 1939 年 の
37 , 255 , 274 ドルへと約 2.6 倍に増大した（37）．
ドラッカーが，ウッド時代の商品開発部門の強化と供給メーカーの組織化を
取り上げ，
「アメリカ経済に対する際立って大きな貢献となった」と指摘して
いるのは，こうした同社の活動が，かつて「高額商品」であった耐久消費財を多
くの人々が手の届くものへと変え，アメリカにおける「大衆市場（筆者補足―
マス・マーケット）」を創造したためである（38）．それは，店舗販売への進出をあ
くまで農村市場の延長として捉えたモンゴメリー・ワードには達成できないこ
とであった（39）．

3．ウッド引退後の「新しい目標」
上記では，ローゼンワルド時代とウッド時代について，整理してきた．他方
で，この 2 つの時代ほど紙幅が割かれているわけではないが，リチャード・シ
アーズ時代（1886 - 1895 年）とウッド引退後のトップマネジメント・チームの
時代（1954 - 1974 年）についても検討されている（40）．私は「シアーズ物語」のも
つ現在の経営に対する示唆を明確化するという本稿の目的にとって，このウッ
ド引退後の時代についてのドラッカーの記述が重要だと考える．そこで，次に
ウッド引退後の時代についてのドラッカーの記述の内容を整理したい．
ドラッカーは『現代の経営』で，ウッドが引退した 1954 年において「再び
シアーズは新しい問題と新しい機会を目の前にしている」ことに言及してい
る（41）．そして，その「新しい問題と新しい機会」を下記のように記述している．
かつてシアーズの市場を変えた自動車が，再びシアーズの市場を変えようと
しつつあるかに見える．今日あらゆる都市において，運転が面倒なものとなり
駐車が困難なものとなった結果，自動車が買い物客にとって急速に，助けでは
なく面倒の種になりつつある．
しかも，シアーズの典型的な顧客である主婦の多くがますます勤めに出るよ
うになり，シアーズの営業時間には働いているようになっている．他方，家庭
にいる主婦は，買い物に出ようとしても子供の面倒を見てくれる人がいない．
もしこの見方が正しいならば，シアーズは，その歴史においてすでに二度に
わたって行ったと同じように，市場と顧客について再び徹底的に分析しなけれ
ばならない．シアーズは新しい目標を定めなければならない．（42）
さらに，このような市場に変化に伴ってシアーズ・ローバックが取るべき
「新しい目標」として，次のように提案している．
製品を顧客の家に届けることが，40 年前に確立した返金保証と同じように中
心的な重要さをもつようになるかもしれない．売上げのかなりの部分が訪問販
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売の営業マンや電話注文によって占められるようになり，再びカタログを使っ
た購買が行われるようになるかもしれない．
その結果，50 年前にオットー・ドアリングが開発した「発送工場」と同様の
イノベーションが必要となるかもしれない．郵便や電話や訪問販売の営業マン
によってもたらされる注文に応じるためには，オートメーションとフィード
バックの原理を徹底的に適用したオートメーション工場が必要となる（43）．
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上記のように，ドラッカーは IT 革命における電子商取引やインターネット
の重要性に言及している．そして，その理由を「IT 革命における e コマースの
位置は，産業革命における鉄道と同じである．まったく新しく，まったく予想
外の展開である．
（中略）鉄道が生んだ心理的な地理によって人は距離を征服
し，e コマースが生んだ心理的な地理によって人は距離をなくす．もはや世界
には一つの経済，一つの市場しかない」と説明している（46）．

確かに「自動車運転に対する認識の変化」と女性の社会進出が，消費者の買

ドラッカーは「鉄道こそ産業革命を真の革命にするものだった．経済を変

い物に対する認識を変化させつつあるというドラッカーの見方が正しいと感じ
る人はいただろう．しかし，流通機構が昔とは比べ物にならないほど発達した
1950 年代のアメリカの人々が，19 世紀末の農民が同じように孤立していると
まで感じる人はそれほど多くはなかっただろう．また，シアーズ・ローバック
の「新しい目標」として，商品の配達を強みとする無店舗販売というコンセプ

えただけでなく，心理的な地理概念を変えた．人類が，初めて本当の移動能力
を得た．はじめて普通の人の世界が広がった」と記述している（47）．鉄道は「シ
アーズ物語」にとって重要なものである．創業者のリチャード・シアーズは鉄
道員時代の自らの経験から無店舗販売のアイデアを得た（48）．また，同社のカ

トをあげたことに疑問をもった人もいただろう．シアーズ・ローバックにおけ
る店舗販売の売上高は，1925 年の店舗販売への進出からわずか 6 年で無店舗販

1906 年に完成されたシアーズ・ローバックの配送センターには線路が引き込ま
れており，同社の商品の多くは鉄道を通じて顧客へ配送された（49）．
農民は，鉄道とそれを軸とした物流網がなければ，いくら必要な商品を購入
する機会が限定されていたとしても，訪れたこともないシカゴの無店舗販売業

売の売上高を越え，1941 年には店舗販売の売上高が会社全体の 3 分の 2 以上を
占めるようになり，さらに戦後になると会社全体の売上高の約 4 分の 3 を占め
るまでになっていた（44）．つまり，当時のシアーズの繁栄は店舗販売によって実
現したものであった．その状況下で，店舗販売による繁栄を脇に置いて，わざ
わざ無店舗販売に回帰し，配達に注力する必要性を感じた人は少なかったよう
に思われる．
上記で引用した記述は『マネジメント』の「シアーズ物語」においては修正さ
れ，消え去ってしまっている．しかし，私は上記の記述の中にこそ，
「シアーズ
物語」の現在の経営に対する示唆を見出すことができると考えている．そこで
次に，上記の記述の中に現在の経営に対する示唆を見出すための契機となるも
のとして，ドラッカーの電子商取引に関する記述を取り上げたい．

4．
「新しい目標」の延長線上にあるもの
ドラッカーは，『ネクスト・ソサエティ』において，電子商取引のもつ重要性
を繰り返し指摘している．同書の「IT 社会の先に何があるか？」という章は，
次のような記述で始まっている．
IT（情報技術）革命のインパクトは現れはじめたばかりである．
問題は，情報そのものインパクトではない．人工頭脳のそれでもない．意思
決定や政策や戦略に対するコンピュータのそれでもない．10 年，15 年という，
ついこの間まで予測どころか話題にもなっていなかったもの，すなわち e コ
マースのインパクトである．製品やサービスの取引にとどまらず，知識労働者
の求人求職にさえ使われるようになった，大流通チャネルとしてのインター
ネットが与えるインパクトである（45）．

タログや顧客からの注文の手紙は，主として鉄道によって運ばれた．そして，

者から商品を購入しようとは考えもしなかったであろう．また，各地方のゼネ
ラルストアがシカゴの無店舗販売業者と競争することもなかったであろう．こ
の「シアーズ物語」の前提となった鉄道と対比させながら，ドラッカーは電子
商取引やインターネットが生む「心理的な地理によって人は距離をなくす」と
指摘している．そして，鉄道の発達を契機として，アメリカ全土が一つの市場
となっていたのに対して，電子商取引やインターネットのもとで，世界が一つ
の市場となることに言及している．
さらに，『ネクスト・ソサエティ』の「e コマースは企業活動をどう変える
か？」という章において，ドラッカーは次のように記述している．
今日ほとんどの事業において，配達は後方支援業務の一つとして，事務職
員が担当する日常業務である．よほどの問題が起こらないかぎり，定型の業
務にすぎない．ところが e コマースにおいては，配達が差別化の最大の武器
になる．決定的に重要なコア・コンピタンス（中核的な武器）になる．いかに
強力なブランドであっても，配達のスピード，確実さ，顧客対応が決定的な
競争力要因となる．ところが，今日のグローバル企業のすべて，あるいは今
日の企業のほとんどがそのように組織されていない．そのようなことを考え
ている企業さえほとんどない（50）．
上記では，電子商取引のもとで，配達こそが企業の「決定的に重要なコアコ
ンピタンス」となることが強調されている．さらに，配達が「決定的に重要なコ
アコンピタンス」となる理由として，ドラッカーは「e コマースでは，配達の問
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題さえ解決できれば，いかなる企業，いかなる組織であっても，あらゆる場所，
あらゆる市場で商取引を行なうことができる」ことを挙げている．また，「これ
までの企業活動では，販売は生産の僕だった．販売は生産したものを売らせて
もらっていた．そのためのコストセンターだった．e コマースでは，販売は配達
できるものは何でも売ることになる」と言及している（51）．
上記の配達に関連する記述は「シアーズ物語」の中で，ウッド引退後の時代
のシアーズ・ローバックの「新しい目標」として記述されていた論点の延長線
上に置かれたものとして見ることができる．
他方で，これらの記述だけでは，電子商取引のもとで現代企業が配達をコア
コンピタンスとすることに対する一般的な重要性について指摘したものに過
ぎない．ただし，ドラッカーは，その重要性を言及するにあたって例証として，
『ネクスト・ソサエティ』の中で，折に触れてある具体的企業を取り上げてい
る（52）．それがアマゾンである．そこで次に，アマゾンを取り上げながら，
『現代
の経営』から約半世紀の時代を経て，配達をコアコンピタンスとする無店舗販
売というコンセプトが結実したことを確認したい．

5．
「シアーズ物語」とアマゾン
ドラッカーは IT 革命における電子商取引の重要性を指摘しながら，同時に
それが「10 年，15 年という，ついこの間まで予測どころか話題にもなっていな
かった」ことに言及している（53）．
ニューヨーク大学教授で，デジタル・マーケティングの研究者であるスコッ
ト・ギャロウェイは「1990 年代，e コマースはほぼすべての一般企業にとって，
粗悪で実入りのない事業だった（いまでもそうだ）．e コマースでの成功のカギ
は販売することではなく，企業の力を大げさに宣伝し，砂上の楼閣が崩れ始め
る前にどこかのカモに売りつけてしまうことだった．最近の例としては，時間
を限定して大幅値引き販売を行うフラッシュセールのサイトがある．お買い得
なのは間違いないが，いつ行われるか決まっているわけではない．一時期は大
いに注目され，人気を集めた．これが e コマースの 1 つのパターンである」と述
懐している．そして，
「ベゾスがいなければ，e コマース自体は日陰の存在のま
まだっただろう」と結論している（54）．
2019 年に生きる私たちは，インターネットを利用して，多様な商品を購入し
ている．欲しい商品があればアマゾンで購入し，腹が減ればウーバー・イーツ
で出前を頼み，旅行に行く時はエアビーアンドビーや楽天トラベルで宿泊先を
探す．上記のギャロウェイの記述は，アマゾンとその創業経営者ジェフ・ベゾ
スが，電子商取引が現在の私たちの消費生活に入り込む重大な契機となったこ
とを端的に表している．それは，ローゼンワルドが農民の消費生活を大きく変
え，ウッドが大衆消費社会の創造に決定的な影響を果たしたのと同じである．
ジェフ・ベゾスによる「顧客の創造」にとって重要だったのが配達であった．
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創業から 4 年後の 1998 年頃には，アマゾンでは注文された商品を顧客にいかに
早く届けるかという課題が持ち上がっており，「即日配送」が検討されていた．
しかしながら，この頃のアマゾンの配送センターでは商品の紛失に悩まされて
いた（55）．それに，ホリデー・シーズンになると，処理できないほどの注文が殺
到し，混乱に陥っていた．1998 年のクリスマス前には「サンタを救え」という
合言葉のもとで，本社スタッフも含めた従業員はもとより，その友人や家族も
巻き込んで，深夜まで商品の出荷作業を行わざるを得ないほどであった．こう
した状況に対して，ベゾスはウォルマートの物流担当副社長であったジミー・
ライトを迎え，配送センターの混乱の解消と物流ネットワークの構築を図った
が，ライトは成果が出せないまま，わずか 1 年ほどで辞めてしまった（56）．
ライトの後任のジェフ・ウィルケは，前任者がウォルマートの経験を持ち込
んで，作り上げた配送センターや物流ネットワークが，アマゾンにとっては非
効率なものであることに気づいた．また，膨大な種類のアイテムを各地の顧客
の注文通りに組み合わせて小口配送するアマゾンでは，次の注文の種類や数を
事前に予想して，在庫し，出荷するという従来の小売物流の常識が通用しない
ことに気づいた．そして，従来の小売業の配送センターの現場よりも，むしろ
製造・組み立ての現場に似ているという認識から，配送センターの名前を「フ
ルフィルメント・センター
（以下 FC と省略して記述）
」と改めた（57）．
ベゾスとウィルケは，配達をめぐる課題には気づいたが，その対応には苦慮
した．そこで，FC の会議室に幹部，エンジニアなどを集めて，商品の配達が自
社にとって本当にコアコンピタンスなのか，コアコンピタンスならもっと効率
的に行うためにはどうすべきかを検討した．検討を経て，アマゾンは自社が配
達をコアコンピタンスとし，商品を顧客にいかに早く，確実に届けるかを追求
するためには，FC の装置や物流ネットワークのソフトウェアの自社開発に投
資する必要があるという結論に達し，実行に移された（58）．
私たちがアマゾンで買い物する際に実感する特色の多くは配達をコアコンピ
タンスとしたことに少なからず立脚，関連している．FC のシステムや物流ネッ
トワークのソフトウェアの見直した結果，それまで 3 日掛かることも少なくな
かった顧客の注文から出荷までの時間が 4 時間以内（2001 年頃）へと大幅に短
縮された．また，顧客に正確な配送時間を示せるようにもなった．また，この
注文 - 出荷時間の大幅な短縮と配送時間の提示によって，アマゾンの代名詞と
なった「翌日配送」，「翌々日配送」が可能となり，2002 年に始まった．さらに
年間定額で翌々日配送を追加料金なしで，何度も利用できる顧客向けサービス
として，2005 年にアマゾンプライムがはじまっている（59）．
さらに，アマゾンは顧客に確実かつ迅速に商品を届けるために作りあげた高
度に効率化された FC のシステムと物流ネットワークを，アマゾン以外の商品
販売者にサービスとして販売した．それが，
「フルフィルメント・バイ・アマ
ゾン（以下では FBA と省略して記述）
」である．アマゾンは FBA 開始より早い
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2000 年に，自社の中核が小売事業でありながら，手数料と引き換えに他の売り
手にオンライン販売のプラットフォームを提供するという目標を両立させるた
めの仕組みとして，マーケットプレイスを始めていた（60）．マーケットプレイス
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ように将来的に自社の陸上配送網を他者に提供する可能性さえ指摘されてい
る（68）．アマゾンは 2019 年現在，FC とは別に，小規模な配達拠点を 122 箇所持っ

は，一つの商品ページにその商品の説明，購入した顧客の商品レビュー等とと
もに，アマゾンの在庫状況や販売価格と同サービスを受ける他の商品販売者の

ている（69）．
「顧客の創造」のために，アマゾンが行った上記のような活動は，『現代の経
営』において示唆されていた，配達をコアコンピタンスとする無店舗販売とい

在庫状況や販売価格を掲載することで，消費者が容易に比較購買できるような
仕組みとなっている．
2006 年に開始した FBA は，料金と引き換えに，主にマーケットプレイスに

うコンセプトが結実したことを示している．つまり，
「シアーズ物語」がシアー
ズ・ローバックという終焉を迎えつつある企業の物語に止まらない現在の経営
に対する示唆を含んだものであるといえる．

出品するメーカーやアマゾン以外の小売業者の商品をアマゾンの FC で預か
り，注文が入れば，出荷するサービスである．FBA は，アマゾンプライム会員
向けの追加料金なしの「翌々日配送」の対象となっていた（61）．それによって，

次に，「シアーズ物語」の延長線上にアマゾンを捉えることで，その現在の経
営に対する示唆を掘り下げて，より明確なものとしたい．
アマゾンは FC の装置，システム，ソフトフェアを自社開発した．また，その
物流ネットワークは全米各地に張り巡らされている．また，自社でトラックを
所有し，顧客への商品配達を自社で行いはじめている．

メーカーや小売業者は面倒な梱包・出荷作業から解放されるだけでなく，アマ
ゾンの商品と同じように迅速に顧客に届くことが期待できた．顧客にとって
も，マーケットプレイスの商品であっても，FBA であれば，アマゾンと同じよ
うに確実かつ迅速に商品が届くことが期待できた．
配達をコアコンピタンスとすることを決定したアマゾンは 2012 年までに約
1 . 4 兆円を物流の整備に投資したとされている（62）．さらに，アマゾンは，2011
年頃から FC の立地に関する従来の方針を改めた．アマゾンはそれまでカリ
フォルニア州，テキサス州，ニューヨーク州，フロリダ州といった人口の多い
州への FC の設立を可能なかぎり避けてきた．2011 年以前において，これら 4
つの州に設置されたアマゾンの FC の中で，2019 年 9 月現在も残っているのは
2010 年にテキサス州で設置された 1 箇所だけである（63）．それは，人口が多い，
すなわち必然的に多くの顧客が見込める州にあえて物理的拠点を置かないこ
とで，州税である売上税を徴収しなければならない顧客の割合を低く抑えるた
めであった．それによって，アマゾンは拠点を置いていない州の顧客に対して，
同じ商品を，店舗販売の同業者と比べて売上税分，低い価格で販売することが
できた（64）．
アマゾンは上記の FC の立地に関する方針を改め，顧客へより早く配達する
ために，多くの顧客を抱える州にも FC の設置を進めていった（65）．2011 年まで，
アマゾンのアメリカにおける FC は 29 箇所であったが，2019 年 9 月現在におい
ては 159 箇所に拡大している（66）．
さらに，アマゾンは近年，FC から顧客への配達にも乗り出し，急速に配送網
の構築を行っている．商品輸送用に購入した大型トレーラーを購入した 2018
年に至る数年間で 4000 台以上とした（67）．また，2019 年 7 月には追加で 2200 台
を購入している．2015 年に始めた個人に宅配を委託する事業である「アマゾ
ンフレックス」も広げており，これらによって 2019 年 7 月に出荷された商品の
45％を自社でまかなったことが伝えられている．さらに，2019 年 8 月には，ア
メリカの大手物流会社フェデックスとの陸運契約を打ち切っており，FBA の

重要なのはそれらを基礎として，マーケットプレイスと FBA を行っている
点である．ローゼンワルド時代の配送センターも，ウッド時代の商品開発体制
もあくまでシアーズのためのものであり，競合する小売業者に利用させるため
のものではなかった．しかし，ベゾスは主にマーケットプレイスに出品する商
品販売業者，例えばアマゾン以外の小売業者の商品を預かり，注文が入れば迅
速に梱包・配達している．
第 4 章で引用したように，ドラッカーは配達が決定的なコアコンピタンスと
なる理由として，「e コマースでは，配達の問題さえ解決できれば，いかなる企
業，いかなる組織であっても，あらゆる場所，あらゆる市場で商取引を行なう
ことができる」と指摘している（70）．ベゾスは FBA を通じて，配達の問題に苦し
む商品販売業者に解決方法を提供している．
ドラッカーは同じく第 4 章で引用したように，
「これまでの企業活動では，販
売は生産の僕だった．販売は生産したものを売らせてもらっていた．そのため
のコストセンターだった．e コマースでは，販売は配達できるものは何でも売
ることになる」と言及している（71）．アマゾンは FBA によって，アマゾン以外
の小売業者を引き付けることで，取引停止されたメーカーの商品でさえ，マー
ケットプレイスに出品する他の小売業者を通じて，取り扱うことができる（72）．
上記のように，アマゾンは配達をコアコンピタンスとすることで，消費者，
メーカー，アマゾン以外の小売業者にとってのマーケット・プラットフォーム
としての地位を確立している．アマゾンは 2019 年 4 月に，それまでアメリカの
プライム会員むけに提供する追加料金なしの「翌日配送」の対象商品を拡大し，
2020 年までに 1 億超のアイテム数にする計画を発表していることはその証左で
ある（73）．
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おわりに
本稿はドラッカーの「シアーズ物語」のもつ現在の経営に対する示唆を明確
化することを目的として，検討を行ってきた．ドラッカーは，
「シアーズ物語」
の中で，1954 年当時のシアーズ・ローバックの「新しい目標」として，配達をコ
アコンピタンスとする無店舗販売というコンセプトを示している．しかし，シ
アーズ・ローバックの「新しい目標」として，わざわざ配達を挙げた意味を，私
たちが理解できるようになるには多くの時間が必要であった．
本稿では，アマゾンを検討することを通じて，
「シアーズ物語」においてド
ラッカーが示唆した，配達をコアコンピタンスとした無店舗販売というコンセ
プトが，現代において結実していることを明らかにした．また，アマゾンが配
達をコアコンピタンスとする無店舗販売というコンセプトを発展させ，メー
カー，消費者に加えて，競合する小売業にとっても重要なマーケット・プラッ
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つある企業の「顧客の創造」の物語というにとどまらない重要な現在の経営に

「米シアーズ 破産法申請 : 小売りのアマゾン抵抗力 生き残りを左右」日本経済新聞朝刊 , 2018
年 10 月 16 日号 ,3 頁 .
「シアーズ再建 いばらの道 : ネット通販・店舗 改革見通せず」日本経済新聞朝刊 , 2019 年 2 月
9 日号 , 13 頁 .

対する示唆を含むものだということを端的に表している．

「アマゾン , 売上税徴収 : 小売店との差なくなる」日本経済新聞朝刊 ,2017 年 4 月 2 日号 ,7 頁

【参考文献】
Drucker, Peter F.（1 9 9 3 a）The Practice of Management, Harper Business ed., Harper Collins
Publishers.（ドラッカー , ピーター F.（2006）上田惇生訳『現代の経営』ダイヤモンド社 .）[ 原著
1954]
Drucker, Peter F.（1 9 9 3 b）Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Harper Business ed.,
Harper Collins Publishers.（ドラッカー , ピーター F.（2008）上田惇生訳『マネジメント : 課題，責
任，実践（上）』ダイヤモンド社 .）[ 原著 1973 , 1974 ]
Drucker, Peter F.（2002）Managing in the Next Society, Truman Talley Books.（ドラッカー , ピーター
F.（2002）上田惇生訳『ネクスト・ソサエティ : 歴史が見たことのない未来がはじまる』ダイヤ
モンド社 .）
Emmet, Boris and Jeuck, John E.（1950）Catalogues and Counters: A History of Sears, Roebuck and
Company, The University of Chicago Press.
Galloway, Scott
（2018）The Four: the Hidden Amazon, Apple, Facebook, and Google, Trade Paperback
ed., Portfolio/Penguin.
（ギャロウェイ , スコット（2018）渡会圭子訳『The Four GAFA: 四騎士が
創り変えた世界』東洋経済新報社 .）[ 原著 2017 ]
Lyons, Nick and Skyhorse Publishing（ 2 0 0 7）Montgomery Ward & CO. CATALOGUE and
Buyers’Guide 1895, Skyhorse Publishing.
Nystrom, Paul H.
（1915）The economics of retailing, Ronald Press.

Sears, Roebuck and Co. Annual Report 1940 .
「K マート・シアーズ合併 : 年商 5 兆 3000 億円 米小売り 3 位に」日本経済新聞朝刊 , 2004 年 11
月 18 日号 , 9 頁 .

「輸送網の自前構築急ぐ : アマゾン フェデックスの陸送終了」日本経済新聞朝刊 ,2019 年 8 月 9
日号 , 13 頁 .
「宅配競争 アマゾン先行 : リアル大手が猛追」日経 MJ,2019 年 7 月 5 日号 ,10 頁 .
【WEB サイト】
Amazon Global Fulfillment Center Network, MWPVL（http://www.mwpvl.com/html/amazon_com.
html）

【注】
（1）Druker（1993 a）p. 37 . また本稿ではドラッカーの著作の引用の日本語訳については，基本
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「企業」と「事業」のどちらの
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分に関して，「事業」とドラッカー本人が著した英語版の該当部分である「Business」を筆
者補足として併記している .
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ント』の原著の刊行時期が 1973 年及び 1974 年であることから，1974 年とした．
（8）Drucker
（1993a）p.29.
（9）Drucker
（1993a）p.29.
（10）ゼネラルストアが日用必需品の小売施設であると同時に，地域に住む農民のコミュニ
ティ・センターとしての役割を果たしていた（Nystrom（1915）p. 35）．
（11）農民向けの雑誌に通信販売広告を掲載している各企業はほとんどが単独のラインを扱っ
ていた（Emmet and Jeuck（1950）p.18）.
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怒りや不満が 1906 年に連邦純正食品薬事法（Pure Food and Drugs Act）が通過した要因の
一つとなったことを指摘している .
（13）Emmet and Jeuck（1950）p.20.
（14）Lyons, Nick and Skyhorse Publishing
（2007）p.2.
（15）Emmet and Jeuck（1950）p.20.
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（2007）p.v.
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【略歴】 立命館大学 BKC 社系研究機構客員研究員 . 立命館大学大学院経営学研究科博士
課程後期課程修了 . 博士（経営学）
. 専門領域は，マーケティング，経営戦略，流
通．とりわけ，日本の流通・マーケティング学説史，日米英の近代小売経営史，流
通・小売業のイノベーション等を関心領域としている．

109

スポーツにおける顧客の創造と
eスポーツ

How is e-Sports Related to Creation a Customer in Sports?

種子田穣
Joe Taneda

（立命館大学スポーツ健康科学部）

Summary
e-sports becomes widespread and upgrade very fast recently in the world. In Japan,
dissemination of e-sports is elementary phase, but circumstances in growth of
e-sports market is ready rapidly. e-sports contribute to community much as physical
sports, and e-sports and physical sports complement each other. Especially, e-sports
create a customer that unconnected physical sports, like elderly person, female and
handicapped. Therefore e-sports is very important for friendly society. e-sports
constitute as new combination of culture of digital and culture of sports. So it is
innovation.

1．はじめに─ e スポーツへの注目
今日，e スポーツが大きな注目を集めている．e スポーツとは，「コンピュー
（1）
ターゲームを用いた競技」
であり，「競技的なゲームが進化し，観客を集める
（2）
であると説明される．2017 年の世界の e スポー
スポーツの域にまで達した姿」
ツ市場規模は 700 億 9 , 000 万円，e スポーツ視聴者数は 3 億 3 , 500 万人と試算さ
れ，その後一年間で市場規模は 38 . 2 %，視聴者数は 13 . 8％の成長が予想され
た（3）．また，2018 年のインドネシアでのアジア競技大会で e スポーツがデモン
ストレーション競技に選ばれ，2022 年の中国でのアジア競技大会では正式なメ
ダル競技に採用されることが発表されるなど，とりわけ，e スポーツの普及と
高度化が進んでいるアジア地域での競技スポーツとしての認知が進んでいる．
しかし，国内においては，2017 年の市場規模は 5 億円未満，視聴者数は 158
万人と試算され（4），「e スポーツ先進国」である韓国，アメリカ，中国そしてス
ウェーデンなどと比較すると未だ小さな規模でありながら，わが国でも今，急
速な規模拡大が進んでいる．
2016 年，東京アニメ・声優専門学校にわが国で初めて e スポーツを学ぶコー
スが設置されて以降，大阪や北海道でも専門学校，高校に同様の教育コース
が設置されている．また，J リーグのプロスポーツチーム，東京ベルディや横
浜 F. マリノスが e スポーツに参入したり，2018 年には NPB
（日本野球機構）
とコナミデジタルエンタテインメントが共催するプロ野球 e スポーツリーグ
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「eBASEBALL プロリーグ」が設立され開幕した．吉本興業や浅井企画といっ
た芸能事務所も同年，e スポーツに参入している．さらに，毎日放送や日本テレ
ビなどで e スポーツをコンテンツとした番組の放映も始まった（5）．
その国の当該競技が国際競技団体に認められて国際大会に出場するために
は，それが当該競技を代表する単一の団体に束ねられることが求められるが，
2018 年 2 月にはわが国の e スポーツの統一団体，日本 e スポーツ連合（JeSU）が
創設された．また，同年，
「クールジャパン戦略」に e スポーツを組み込むこと
が閣議決定され，内閣府知的財産戦略推進本部が「クールジャパン戦略におけ
る取り組みについて」を作成し，ここに e スポーツを振興することを明記し，e
スポーツは国家戦略の一つとして位置づけられることになった．
また，これまでわが国で e スポーツの規模の大きな大会を開催し，さらにそ
こで世界の大会にみられる水準の賞金を支払うことを意図した場合，景品表示
法，刑法の賭博罪，風俗営業法の三つが大きな壁となってきた．それは，景品表
示法での懸賞の上限は 10 万円とされ，また大会参加費の扱いが賭博にあたるの
ではないかとの懸念によるものであった．しかし，日本 e スポーツ連合と消費
者庁が協議を重ね，プロ選手への賞金の支払いは「仕事の報酬」として景品表
示法の規制の対象外とされ，また，大会参加費は大会の運営費に充てられるの
であり，選手への賞金はスポンサー企業から支払われるという整理によって，
賭博罪との線引きも明確になり，景品表示法と刑法の賭博罪の壁が取り払われ
た．残る風俗営業法上の扱いについても日本 e スポーツ連合は警察庁との協議
を継続しているという（6）．
このように，わが国における e スポーツ発展の条件は加速度的に整いつつあ
る．
e スポーツをスポーツと定義するべきかどうかの問題は未ださまざまな議論
のあるところであり，のちに若干の検討を行うが，こうした e スポーツをめぐ
る状況をみれば，それを無視することはできない．
そこで本稿では，まず，前提となる，スポーツの使命と顧客創造との関係を
整理したうえで，e スポーツとは何かを考察する．その後，e スポーツの社会へ
の働きかけ，展開をみることを通じて，スポーツ市場における顧客創造と e ス
ポーツとの関係を明らかにすることを試みたい．

2．顧客の創造とスポーツの使命
ドラッカーは，企業の目的についてつぎのように言う．
「企業とは何かを理解するには，企業の目的から考えなければならない．企
業の目的は，それぞれの企業の外にある．事実，企業は社会の機関であり，そ
の目的は社会にある．企業の目的として有効な定義は一つしかない．すなわ
（7）
ち，顧客の創造である．
」
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ここでドラッカーの言う「企業」は，「事業」と置き換えて考えることができ
る．
つまり，事業がなすべき目的は，事業の内部にあるのではなく，事業自体の
外，すなわち社会になければならず，その社会に貢献することによってこそ，
顧客の創造が可能になるということであろう．
「顧客が企業の土台として企業の存在を支える．顧客だけが雇用を創出す
る．社会が企業に資源を託しているのは，その顧客に財とサービスを供給さ
（8）
せるためである．
」
「企業」を「事業」と言い換えることができるのは，ここでも同様である．潜
在的な顧客を含め，事業の存在を支える顧客に求められる財とサービスを供給
するためには，顧客の求めるものを知らなければならない．
ここで，顧客が求めるものが何かを知るためには，今日の社会がどのような
社会であるのかを知ることが必要であり，それ無しに，当該事業の社会への貢
献が何であるかを明らかにすることはできない．
今日の社会は，
「個」が重視される社会へ急速に変化している．
大家族の消滅と核家族化，近所付き合いの機会や助け合いの減少，集団生活
を基礎とした学生寮の消滅，年齢を超えた子どもたちの交流の消滅など，こう
した事例は枚挙に暇がない．
企業社会もまた同様である．明治以来の経営ナショナリズムを底流に，第二
次世界大戦後，経済の担い手が軍から企業に移り，日本社会は驚異の経済成長
を遂げてきたが，その成長は「終身雇用制」
「年功序列型賃金」
「企業別組合」に
特徴づけられる日本的経営によってもたらされ，それは，日本企業における
「経営家族主義」のもとで機能した（9）．「経営家族主義」のもとでは，社員は「家
族」であり，社内の人間関係も緊密であった．しかし，この日本的経営は，経済
が「右肩上がり」の成長を遂げることを基礎として成立し得るものであった．
そして，バブル経済の崩壊と日本経済の成熟化は，日本経済の「右肩上がり」の
成長の終焉を意味し，企業が日本的経営を維持することを困難にした．その結
果，日本的経営のもとでの平等主義も過去のものとなり，今日では能力給の導
入など，これまでの横並びの企業文化は「個」を重視するものへと移り変わり，
転職をキャリアアップの契機とする考え方も一般的である．このように企業に
とっての先行き不透明感が増す中で，雇用の形態は多様化し，
「非正規雇用」も
増加した．
右肩上がりの経済のもとでは人々は，自分の将来に対して希望を持つことが
できたが，今日の状況に多くの人々は，自分の将来に対する不安を感じること
となる．しかし，こうした不安から人々を逃れさせることができるのは，人と
人との繋がりなのである．
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人と人との繋がりは，人々の相互の信頼を深め，安心をもたらす．それは，多
くの人々が共に暮らす「社会」が円滑に機能するうえで欠くことのできないも
のである．
スポーツには，「みる」スポーツと「する」スポーツがあるが，そのいずれで
あっても，そこには必ず，人と人との繋がりが存在する．一対一の個人競技で
あっても，対戦相手があって初めてスポーツは成立するのであるから，その場
合であってもやはりそこには人と人との繋がりが存在する．スポーツの場で
は，人は対戦相手同士，お互いを「尊重」し（10），ともにプレイすることで一体感
を感じる．また，一緒に応援することで喜びや悔しさを共有する．また，プレ
イを応援されることで励まされる．このように，時間をともに過ごし，空間を
共有することで人々は，今日希薄になった，人と人との繋がりを実感する．ス
ポーツがそれを人々に実感させる役割を果たす．すなわちこれが，スポーツの
「公共財」としての機能であり，スポーツの社会への貢献であると考えられるの
である．
こうした，スポーツの社会への貢献を前提に，次章ではあらためて，スポー
ツとは何で，e スポーツはなぜスポーツであると言えるのか，そして，e スポー
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たなルールやスタイルで行うニュースポーツも注目されるようになってきてい
る（17）」と注記している．
日本に，いわゆる近代スポーツが伝えられたのは明治時代の文明開化以降，
1871 年から 1877 年ごろであるとされる（18）．それまでの日本には「武道」とい
う独自の身体文化は存在していたものの，スポーツは存在せず，日本に伝えら
れたスポーツは武道の影響を強く受けることとなった．武道では，「それらの
（19）
」
行為をとおして精神を磨くことが「道」として強調されている．
また，日本にスポーツを意味する言葉が存在しなかったことから，それは
「体育」とされた．体育は「知育」
「徳育」と並ぶ教育の一要素であり，学校教育
の一環として身体を鍛えることを目的としている．それは遊びとしてのスポー
ツとは異なる（20）．佐野慎輔は，このスポーツの日本への導入について，「確か
に身体を使う活動，競技的な要素はしっかり導入されたのだが，第一義の「遊
び」の要素は切り捨てられたといっても過言ではない（21）」と指摘している．
こうした日本におけるスポーツの「体育」としての普及の経緯からみると，
今日のスポーツ庁のスポーツの定義は大きく広がり変化を見せているが，そこ
でのスポーツは「身体活動」に限定されている．

ツの特性とはどのようなものかをみていくこととしたい．

3．スポーツの意義と e スポーツ
3 - 1 スポーツとは何か
スポーツ（sport）という言葉の語源はラテン語の「deportare」にある（11）．
スポーツ庁はその web 広報マガジンを「DEPORTARE」と名付け，そこで，
deportare の意味について，次のように述べている（12）．

3 - 2 e スポーツの意義と特性
e スポーツについては，未だ，世界的に統一された定義は存在しない．そこで
まず，
「世界最初に「プロゲーム制度」が導入され，「プロゲーマー」という新
しい職業を誕生させ，ゲーム専門チャネルとプロゲーム団の創設などの多様な

「デポルターレ（deportare）とは，
「運び去る，運搬する」の意．転じて，精神
的な次元の移動・転換，やがて「義務からの気分転換，元気の回復」仕事や家事
といった「日々の生活から離れる」気晴らしや遊び，楽しみ，休養といった要素

バリューチェーンを作り出し，世界「e- スポーツ」をリードするとともに IT 強
国としてのイメージを全世界に発信するようになった（22）」韓国における定義を
概観する．
Kijung SUNG・葛西和廣（2010）によると，まず，韓国文化体育観光部は
2004 年の「健全なゲーム文化造成のための e- スポーツ発展政策ビジョン」で，

を指します．
」
スポーツ基本法はスポーツを「心身の健全な発達，健康及び体力の保持増進，
精神的な充足感の獲得，自立心その他の精神の涵養等のために個人又は集団で
行われる運動競技その他の身体活動（13）」であるとしている．また，スポーツ基

「ゲームを用いた大会および関連主体の文化的・産業活動」と定義づけている．
「韓国ゲーム産業振興に関する法律制定（案）」第 15 条では，「ゲームを用いて
行う競技および附帯活動」としており，三星経済研究所は，
「ゲーム競技および
（23）
これを取り巻く諸活動」と定義している ．

本法第 9 条（14）に基づき定められた「第 2 期スポーツ基本計画について（答申）
」
では，
「スポーツは，体を動かすという人間の本源的な欲求に応え，精神的充
足をもたらすものである（15）」としている．そして，「スポーツには，競技とし

韓国レジャー文化協会は以下のように狭義，中義，広義の概念にそれぞれ分
類している．
「すなわち，狭義的には，実際の世界と類似する仮想的に構築した電子的環境

てルールに則り他者と競い合い自らの限界に挑戦するものや，健康維持や仲間
との交流など多様な目的で行うものがある．例えば散歩やダンス・健康体操，
ハイキング・サイクリングもスポーツとして捉えられる（16）」と述べ，それに関
わって，
「スポーツには，オリンピック・パラリンピック競技種目のようなもの
だけでなく，野外活動やスポーツ・レクレーション活動も含まれる．また，新

で競争と遊戯性などの要素を含み，精神的・肉体的能力を活用し，勝敗を競う
レジャー活動の総称として，中義的には，狭義的定義で行われる競技，または
大会の現場に直接参加したり，または電波をつうじて伝達されるゲームを観戦
するレジャー活動として，広義的定義としては，狭義的・中義的定義に起因し
たり，関係されるコミュニティ活動などのオン・オフラインの文化活動全般を

114

研究論文

スポーツにおける顧客の創造と e スポーツ

含む（24）」としている．
このような韓国における様々な定義を踏まえ，Kijung SUNG・葛西和廣
（2010）は韓国における e スポーツを「ゲーム大会やリーグのみならず，この
ような大会で活動するゲーマー，ゲーム解説者，放送会社などを含むエンター
テインメント産業としての意味と，かつてのゲーム文化とは異なる新文化を eスポーツと呼び，現在韓国ではプロゲームと呼ばれる大会およびリーグ，プロ
ゲーマー関連分野などを総称する概念として捉えている」としている

．
これらは韓国における定義ではあるが，韓国は e スポーツが早くから発展し
（25）

ており，現在も世界の e スポーツ界をリードしていることからみると，これら
の定義は一般化できるものと考えられる．
日本では，韓国のように定義として明確に記述したものは見当たらず，同一
人物であっても著作ごとに説明の仕方が異なるが，e スポーツに関する著作の
多い，一般社団法人日本 e スポーツ協会事務局長の筧誠一郎は e スポーツにつ
いて，
「広義には，電子機器を用いて行う娯楽，競技，スポーツ全般を指す言葉
であり，コンピューターゲーム，ビデオゲームを使ったプレイヤー同士の対戦
をスポーツ競技として捉える際の名称である（26）」と述べている．
また，Kijung SUNG・葛西和廣（2010）は，e スポーツの特性を「中核的特性」
と「副次的特性」に区分している．そして，中核的特性として，①公正な競争条
件を備えること，②一定期間内に終了できること，③身体と精神の協応を重視
することからメンタルスポーツ（ゲーム）は除外されるべきこと（27）を挙げ，副
次的特性として，①人間同士の競争であること，②参加のみならず観る楽しみ
を提供すべきであること，③有意味な記録が生み出されるべきであることを挙
げている（28）．
これら，e スポーツの特性は，身体運動としてのスポーツ，すなわちフィジカ
ルスポーツの特性と，e スポーツが身体運動であるかどうかを除けば，その意
味するところは親和性があると考えられる．
また，e スポーツはマウス，コントローラー，キーボードなどの道具を使用す
るが，同様に道具を使うスポーツはテニス，ゴルフをはじめ，数多く存在する．
スポーツの身体運動という点に着目すると，少しステレオタイプな表現ではあ
るが，例えば射撃は，身体運動としてはトリガーを引く指先の動きが主であり，
集中力が極めて重要である．これは，e スポーツに類似しているとも考えられ
る．こうした状況を踏まえて，総務省情報流通行政局情報流通振興課「e スポー
ツ産業に関する調査研究報告書」
（2018）が，
「スポーツにおける“身体運動”も
明確な定義ではないため，e スポーツの定義にかかる議論は今後も続くことが
予想される（29）」と述べているように，スポーツと e スポーツとの境界線はきわ
めて引きにくい状況にある（30）．
さらに，トランプの一競技であるコントラクト・ブリッジの普及に努めてき
た世界ブリッジ連合（World Bridge Federation）が 1995 年にオリンピック憲
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章に則り「IOC 承認の国際競技連盟」に認定されたこと，すなわち，コントラク
ト・ブリッジが IOC 認定のマインドスポーツとして認定されていることや，本
稿の冒頭に述べたアジア競技大会での e スポーツをめぐる状況からみると，さ
しあたり，e スポーツをスポーツとみることには妥当性があると考えられる．

4．e スポーツの社会への貢献
4 - 1 e スポーツの有する社会貢献への機能
総務省情報流通行政局情報流通振興課が㈱ Gz ブレインに委託して作成した
「e スポーツ産業に関する調査研究報告書」では，e スポーツを用いた地域活性
化，e スポーツコンテンツを通じた正課，課外での教育プログラムの実施，高齢
者，障害者に向けた生きがい活動への適用のそれぞれについて，日本を含む，
世界の先進的な事例が多く紹介されている（31）．
その一つひとつの事例は，当該報告書に記載されているので記述しないが，e
スポーツはそもそも，電子機器を用いた電子的環境の中で行われるものである
から，プログラミング教育への活用が可能であり，e スポーツの中のチーム競
技では，フィジカルスポーツにおけるチームスポーツと同様，最適な戦略を協
議するディスカッションやゲーム中のメンバー間の短時間での的確なコミュニ
ケーションが求められ，そうしたコミュニケーション能力を高めることが期待
できる，また，e スポーツはその特性から，身体能力や体力に依存する割合が少
ないことから，高齢者や女性，そして障害者がレクレーションとしてはもちろ
ん，競技としての e スポーツに参加することも可能である．総務省報流通行政
局情報流通振興課（2018）では，若い世代のチームと同じ条件で競技を行うス
ウェーデンの平均年齢 71 歳の e スポーツチーム「LEGION」の事例，健常者の
選手と同じ条件で競技を行うアメリカの障害者支援団体に所属する多くのプロ
選手の事例が紹介されている（32）．日本でも 2019 年 8 月に群馬県高崎市で，日本
初の障害者の大会，
「第 1 回障害者 e- スポーツ大会 2019 GUNMA」の開催が予
定されている．優勝賞金は 100 万円である（33）．
E スポーツは，若年層の集客が見込めるので，地域振興のイベントに利用さ
れており，その国内，海外の事例や，国や自治体による環境整備などについて
は総務省情報流通行政局情報流通振興課（2018）に紹介されているが，こうし
た動きは大阪でもみられる．
4 - 2 e スポーツを軸とした「大阪ミナミ」の活性化（34）
大阪に本社を置く㈱スポーツタカハシは，2019 年 3 月に「スポタカ EX 事業」
を立ち上げた．スポタカ EX 事業は，その事業コンセプトとして三つのコンセ
プトを掲げている．① 2025 年に開催が決まった大阪万国博覧会に向けて，大阪
ミナミのアメリカ村，大阪を盛り上げるという「スポーツで地域への貢献と還
元」，②スポーツとデジタルの融合や SDGs など，新しい世代の活躍をサーポー
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トするという「新たな価値観・取組み・世代へのアプローチ」
，③ e スポーツの
持つ有効な機能を発揮するために自治体・教育機関などを交えた運営体制を構
築し，そのハブとなる活動を担うという「産官学連携事業」である．
スポタカ EX 事業は二つの大会を実施，または計画している．
その一つは，
「SPOTAKA CUP」で 2019 年 7 月に開催した．スポタカ EX 事
業は，SPOTAKA CUP の開催とそこに至るプロセスを通じて，① SPOTAKA
CUP を老若男女問わず参加できるボーダーレスな大会にすること，②アジア
における新たなスポーツ産業のハブとなる街づくりの契機とすること，③ e ス
ポーツのみならず，広義でのゲーム市場の拡大促進に貢献すること，④地域の
活性化と社会課題としてのデジタルトランスフォーメーション（35）にアプロー
チすることをめざしてきた．そして，その主体として，2019 年 5 月，「大阪 e ス
ポーツ研究会」を創設した．
「大阪 e スポーツ研究会」は，大阪を中心に，e スポーツに関連，関心のある企
業，近畿経済産業局や大阪商工会議所など，e スポーツや IT を専門とする研究
者が参加する産官学共同の研究会であり，研究会の開催を重ねている．
もう一つの大会は，2025 年に開催される大阪万国博覧会に向けて，e スポー
ツのトップ選手が参加する世界基準の大会として企画される「BANPAKU 杯」
である．
こうした㈱スポーツタカハシの取り組みは，人々を元気づけ街づくりに貢献
する，わが国における先進的事例の一つであると考えられる．
今後，同様の取り組みが，日本の各地でますます盛んに行われるであろうこ
とが期待される．
4 - 3 e スポーツとイノベーション
このように，e スポーツは，フィジカルスポーツが持たない様々な可能性
を持ち，社会に働きかけて急速に発展し続けている．そして，Andy Miah は，
「「ゲームをプレーする」という考え方はスポーツとバーチャルな世界について
の議論を同じ土俵に乗せるものだ．スポーツへの参加とバーチャル世界への参
加はどちらも，ゲームをプレーするものと考えていい（36）」と述べている．これ
は，デジタル文化とスポーツとの「新結合」を意味しているとみられる．
そこでここでは，シュムペーターとドラッカーの，イノベーションについて
の諸説を参照し，e スポーツをイノベーションの視点からみることとしたい．
シュムペーターは，
「問題はつねに，もろもろの物および力の相互関係を
変更すること，現在分離されている物および力を結合すること，物および力
（37）
を従来の関係から解放することである．
」
「生産をするということは，われ
われの利用しうるいろいろなものや力を結合することである．生産物および
（38）
生産方法の変更とは，これらの物や力の結合を変更することである．
」と
述べ，それが「新結合」の概念であるとする．そして清成は，「生産をすると
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いうことは，われわれの利用しうるいろいろな物や力を結合することであ
る．
「発展」は生産手段の「新結合」
（neue Kombination）を通じて「非連続的」
（diskontinuierlich）に現れる，こうした「新結合」を遂行することが「革新」
（Innovation）である（39）」と言う．そして，シュムペーターは，「新結合」の内容
について，有名な「五つの場合」を上げ，その第一は，「新しい財貨，すなわち
消費者の間でまだ知られていない財貨，あるいは新しい品質の財貨の生産（40）」
である．
次に，ドラッカーのいうイノベーションをみることとする．
ドラッカーはイノベーションを，「消費者が資源から得られる価値や満足を
変えること（41）」であると言う．さらに，「イノベーションとは，市場や社会にお
ける変化である．それは顧客に対してより大きな利益をもたらし，社会に対し
てより大きな富の増殖能力，より大きな価値，より大きな満足を生み出す．イ
ノベーションの値打ちは，顧客のために何を行うかによって決まる（42）」と述べ
ている．

5．おわりに ─ e スポーツの顧客創造
このようにみると，e スポーツは，スポーツ文化の中にデジタルテクノロ
ジーを融合した「新結合」，すなわち，イノベーションによる新しいスポーツの
創造だといえるのではないかと考えられる．
スポーツが，今日の社会において人と人との繋がりを醸成し，社会を円滑に
機能させることに寄与する「公共財」としての役割を担うことは先に述べたと
おりである．言い換えると，スポーツが人々の生活の中に文化として浸透し，
根付くことは，今日の社会への貢献を成すものだと考えられる．そして，e ス
ポーツは社会において，これまでのスポーツと同様の貢献を成すことができ
る．
スポーツが人々の生活の中に文化として浸透し，根付くためには，
「裾野が
広く，高いピラミッド」の構築が求められる．いわゆるスポーツであるフィジ
カルスポーツはフィジカルスポーツとして，この「裾野が広く，高いピラミッ
ド」の構築を目指さなければならないが，マインドスポーツである e スポーツ
は，「する」
「みる」を問わず，フィジカルスポーツへの参加を望まない，ある
いは，障害者，高齢者，そして女性など，これまでスポーツに縁が薄いとされ
た人々を新たな顧客にすると考えられる．それは，フィジカルスポーツにはで
きない，e スポーツでこその顧客の創造であろう．したがって，e スポーツは，
フィジカルスポーツと補完し合って，健全な社会の形成に貢献することが期待
されるのである（43）．
また，e スポーツと同様に，新しいスポーツの裾野を広げるものとして，「ゆ
るスポーツ」が注目されている．
「ゆるスポーツ」についての考察は次の機会と
したい．
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マネジメントの学びの改革 3

―非
 営利組織と〇〇資本主義がマネジメント
を学ぶために

Reformation of Learning Management-3: For NonprofitOrganization and AZ-Capitalism to Learn Management

学術会議に知恵拝借」https://

森岡謙仁

Kenji Morioka

（アーステミア（有），本会理事）
【略歴】 立命館大学スポーツ健康科学部教授．立命館大学大学院経営学研究科退学．主な
著書に『史上最も成功したスポーツビジネス』
（共著）毎日新聞社，『アメリカン
スポーツビジネス─ NFL の経営学』角川学芸出版．

Summary
In the paper of the year before last (2017) (“Drucker Society Annual Report
Vol.14” p194 “Reformation of earning Management -1: The Birth of Management
Scorecard (MSC)”), in “Modern Management” (1954) I mentioned the Management
Scorecard (MSC). Last year (2018) (“Drucker Society Annual Report Vol.15”
p188 “Reformation of Learning Management-2-Growth of Management Scorecard
(MSC)”) in “Management” (1973, 1974) MSC was discussed. About 28 years
later, by “Next Society” (2002), what kind of changes were made in Drucker's
management philosophy, and as a result, what kind of MSC, Drucker's management
system, has changed I would like to examine this in this paper.

〈はじめに〉
一昨年（2017 年）の論文（
『ドラッカー学会年報 Vol. 14』p 194「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 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．昨年（2018 年）の（
『ドラッカー学会年報 Vol. 15』p 188「マネジメントの
学びの改革 - 2 〜マネジメント・スコアカード（MSC）の成長〜」
）では，
『マネ
ジメント』
（1973 年，1974 年）における MSC について論じた．その約 28 年後『ネ
クスト・ソサエティ』
（2002 年）までには，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，その結果，ドラッカーのマネジメント体系である
MSC はどのような姿に変化したのかを，本稿において検討したい．
本稿の作成にあたっては，藤島秀記先生の論文「『マネジメント・スコアカー
ド』体系化の試み」
（
『文明とマネジメント』ドラッカー学会年報 Vol. 2，2008）
から多くを学んだ．現在も先生とは，MSC の共同研究を継続させていただいて
おり，その成果は，当会主催「ドラッカーの小さな学校」や明治大学リバティア
カデミーでの講座「ドラッカーの説いたマネジメント・スコアカード実践のす
すめ」
（阪井和男当会代表理事，コーディネータ，2015 年より）にて発表の機会
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を与えられている．
MSC については，ドラッカー自身が下記のように述べている．「アメリカの
株主利益至上主義はすでにピークを過ぎました．まだ終わってはいませんが，
急速に衰えています．アメリカで最も成功している新しいマネジメント・ツー
ルは何かというと，1954 年に私が開発した『マネジメント・スコアカード』な
のです．開発した当時は誰も使わなかったのですが，今ではそれが大ブームに
なっています．これは企業の成功を数字に照らしてチェックするもので，私
のオリジナル・バーションには 7 つのチェック項目がありました．収益性はそ
の一つに過ぎません．
」
（前述「
『マネジメント・スコアカード』体系化の試み」
，
『P.F ドラッカーと考える 21 世紀の経営』
（2001 . 12 . 15 発行）p 14，㈱ダイヤモン
ド社国際経営研究所）と，同研究所発行の DVD には，ドラッカー本人が語って
いる映像が残っている．
本稿で述べる MSC
（体系図）の定義は，
「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．
」としている．今日も営利組織では，マ
ネジメントを学習する時間さえ惜しんで働いている．一方，非営利組織や〇〇
資本主義については，その実行組織の存在意義（目的，ミッション）とより良い
成果を生む組織運営が問われている．本稿によって，マネジメントの学びにつ
いて生産性と有効性を高める貢献ができれば著者の喜びである．

1 章．
『乱気流時代の経営（Managing in Turbulent Times ）
』
（1980）
1．時代背景
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タートしなければならないことを意味する．
」と説き，マネジメントは常に現実
の世界の動向からスタートすべきことを説いているのである．
第 5 章「 マ ネ ジ メ ン ト の 評 価（A Scorecard for Managers）
」お い て，
「最
近，経営セミナーや経済誌において，企業の理解者，批判者が，「経営監査」
（Management audits）な る も の に つ い て，熱 心 に 論 じ る よ う に な っ て い
る」として，「マネジメントは，何よりも，事業の明日をつくるという責務
（responsibility for making the future）を負わされている．
．
．
．マネジメントの
仕事ぶりの測定，あるいは少なくともその評価が，最も必要となる．このこと
は，とくに乱気流の時代においていえる．」
（p 91，本書ページを示した，以下同
じ）とした．
その上で，
「事業の将来は，次の四つの分野における今日のマネジメントの
仕事ぶりによって左右される．しかも，この四つの分野において，打率を測定
することは可能である．
」
（p 92）とした．この“マネージャーの評価表”ともい
うべきものは，以下の四つの分野からなる．
（1）投資（Performance in appropriating capital）
（2）人事（Performance in people decisions）
（3）イノベーション（Performance in innovation）
（4）戦略（Strategies versus performance）
マネジメントはこれらの 4 つの分野における打率を意識することで，自らの
マネジメントを改善し，成果を上げることができるのである．この四つの分野
のマネジメントの評価という論文は，当時のウォールストリートジャーナル
（1976.9.24）に“A New Scorecard for Management”のタイトルで掲載された．
MSC 体系図においては，右下にある“マネージャーの評価表”がそれである．

本書（『乱気流時代の経営』以下本書）が書かれた時代は，1946 年英前首相
チャーチルが予想したいわゆる冷戦の時代（アメリカ・西欧の西側陣営とソ
連・東欧の東側陣営とが軍事政治的覇権を争った時代）であり，1973 年に米ベ

2 章．
『イノベーションと企業家精神（Innovation and Entrepreneur
ship ）
』
（1985）

トナム和平協定調印，1975 年にはサイゴンが陥落し米国がベトナム介入を終
了（1 月）
，パリランブイエにてサミット（先進国首脳会議，参加国；日，米，英，
仏，西独，伊）が始まる（11 月）
．1976 年には，日本，オランダ，イタリアなどを
巻き込んだ多国籍企業による不正献金問題（ロッキード事件）が明るみに出た．
1979 年には米中国交樹立（1 月）
，東京サミット開催（6 月）
，ソ連のアフガニス

1．時代背景
本書が書かれた時代は，第二次冷戦の中，1979 年イラン米国大使館員人質事
件が起こり 1980 年米国はイランと断交（4 月）
，日米西欧諸国不参加でのモスク
ワオリンピックが開催（7 月）された．1981 年レーガン大統領就任とイラン米
国大使館人質解放，1982 年米ソ戦略兵器削減交渉開始，1983 年大韓航空機撃

タン介入（12 月）がありこれを契機に第二次冷戦の時代に入った．

墜事件，1984 年レーガン大統領が中国を訪問するなど，米中が急接近した時代
と云えよう．

2．MSC へのインパクト（強く影響した要因）
本書 1993 年版のはじめにおいて，ドラッカーは，社会生態とマネジメント
の関係について，「乱気流時代においてマネジメントすることは，新しい現
実に直面することを意味する．それは，わずか数年前には意味のあった前提
や仮説からではなく，
『世界は本当にどうなっているか』を問うことから，ス

2．MSC へのインパクト
本書を通じて『マネジメント』第 61 章「イノベーションのマネジメント」を深
めさらに体系化した．
「ちょうどマネジメントが，現代のあらゆる組織において
特有の機関となり，われわれの組織社会を統合する機関となったように，いまや
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〈MSC 体系図；『ネクスト・ソサエティ』
（2002）まで〉

2019 . 9 . 30 .

ドラッカー学会理事

森岡謙仁

□ MSC の定義：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．
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中でも本書の大半を占めているのは，第Ⅰ部であり，イノベーションの 7 つの
機会（Seven Sources for Innovative Opportunity）を意識してマネジメントを
行うための原理と方法について信頼性と確実性の順からあげている．すなわち
「1. 予期せぬ成功と失敗，2. ギャップの存在，3. ニーズの存在，4. 産業構造の変化，
5. 人口構造の変化，6. 認識の変化，7. 新しい知識の活用」であると述べている．
第Ⅱ部，企業家精神においては，既存企業，公的機関，ベンチャーについて，
企業家精神の特徴を述べている．中でも第Ⅲ部，企業家戦略，第 19 章，4 つの顧
客創造戦略（p 296 -p 308）では，1 . 効用戦略，2 . 価格戦略，3 . 事情戦略，4 . 価値
戦略について述べている．ドラッカーが『現代の経営』
『マネジメント』でも繰
り返し述べてきた「事業の目的の定義は，一つしかない．それは，顧客の創造
（create a customer）である」としていることから，この顧客創造戦略は重要で
ある．
様々な組織にイノベーションの必要性を説いたドラッカーが本書を締めくく
るにあたり，終章を企業家社会とした．イノベーションと企業家精神は，個人
にとっても，ますます重要であり，われわれが必要とする社会の姿をも示唆し
ている．「われわれが必要としているものは，イノベーションと企業家精神が
当たり前のものとして存在し継続していく企業家社会である．
」
（p 311）とし，
そのような個人がつくる企業家経済に支えられた「企業家社会の到来は，人類
の歴史における重大な転換点となるかもしれない．」
（p 316）と，ネクスト・サ
ソエティの一つの姿を提示している．
MSC の体系図の右側に，
“企業家精神の発揮”
“企業家社会“
“創造”
“顧客”を
配置した．

3 章．
『マネジメント・フロンティア（The Frontiers of Manage
ment ）
』
（1986）
1．時代背景
本書が書かれた時代は，『イノベーションと企業家精神』が書かれた時代と
重なる．1979 年『ジャパン・アズ・ナンバーワン』
（エズラ・ボーゲル著）が出版
※
『現代の経営』
『マネジメント』
『乱気流時代の経営』
『イノベーションと企業
家精神』
『新しい現実』
『非営利組織の経営』
『ポスト資本主義社会』
『明日を
支配するもの』
『ネクスト・ソサエティ』などを参考に森岡謙仁が作成した．

され，日本は安定成長・経済大国に向かっていた．1983 年米国が中米グレナダ
に侵攻，1984 年ロンドンサミット開催，1985 年米国がユネスコを脱退するな
どがあり，国際社会における米国の覇権が相対的に力を失っていく時代と云え
よう．

イノベーションと企業家精神が，組織，経済，社会における生命活動とならなけ
ればならない．あらゆる組織がイノベーションと企業家精神をもって，正常にし
て継続的な日々の活動としなければならない．まさに，マネジメントに課された

2．MSC へのインパクト
本書に掲載された論文について，「これらの論文に共通する仮説があるとす
れば，それは，明日というものは，平凡な仕事をしている無名の人たちによっ

このような課題を遂行するうえで必要な原理と方法を提示することが本書の目
的だった」
（p311）と，ドラッカーは本書を書いた目的を述べている．

て今日つくられるということである．
」
（序文）とした．MSC へインパクトがあ
ると思われるドラッカーの言及をあげる．
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第 25 章，情報型組織（The Information-Based Organization）の利点と条件
では，その重要性が語られる（1985 年）
．
「未来のオフィスは，まだ推測の域を
出ない．しかし未来の組織は，急速に現実のものとなりつつある．それは情報

年後に刊行された．
第 1 章は，歴史の峠である．「一九六五年から七三年の間のどこかで，世界は
そのような峠を越え，新しい次の世紀に入った．われわれはそのとき，過去 1 世

を中心とする組織，つまり情報型組織である……情報型組織は平板（フラット）
である．」
（p 249）とし，いわゆるピラミッドのような人的組織構造が変化して
いる状況を分析して見せた．

紀あるいは 2 世紀にわたって，政治の信条，公約，権力構造としてきたものから
卒業させられた．そして道しるべのない未知の世界に入った．」
（p 3）と述べた．
『マネジメント』時代には見られなかった，本書におけるマネジメントを発展さ

フラット化する組織において重要な方針について，「情報型組織は，必ずし
も先端的な情報技術を必要とはしない．必要なのは，だれが，どのような情報
を，いつ，どこで必要としているかという問いを発する意思である．
」
（p 250）
と述べている．
「情報型組織はまた，多様性を許容する．」
（p251）と述べている．
また，
「情報型組織の中の人間は皆，あらかじめ明確にされ，合意された目標に

せたドラッカーの言及や要素をあげたい．
第 7 章では，新しい多元社会（The New Pluralisms）について述べた．
『断絶
の時代』においてもとりあげたテーマであるが，本書では別の視点から多元社
会を見た．「多元社会そのものは新しくない．人類の歴史において，ほとんど
の社会が多元的だった．しかし今日の多元社会は，かつてのそれとは基本的に

よって，楽譜を知る手がかりとしなければならない．したがって目標と自己規
律による管理すなわち目標管理が，当然のこととして，情報型組織を統合する

異なる．かつてのそれは権力にもとづいていたが，今日のそれは機能にもとづ
く．」
（p 89）とした．

原動力となる．
」
（p 252）としており，自己目標管理はフラットな組織において
も，組織を組織ならしめる哲学ということになる．
また本書の「終章 社会的イノベーション ― マネジメントの新世界」にお

また，第 9 章では，グローバル経済の成長とともにある多国籍企業からグ
ローバル企業への変化をあげた．
「八〇年代のアメリカの経験から得られる
もう一つの教訓は，多国籍企業がグローバル企業へと変身したことである．」
（p 136）とした．その上，シンボル経済（経済的な機能以外の要因，例えば，英
国のＥＵ離脱や米中摩擦など政治的要因によって左右される経済）が実物経済

いて，
「われわれは，今世紀における変化の起爆剤として，科学技術を強調しす
ぎているのではあるまいか．科学技術とはほとんど無縁の社会的イノベーショ
ンのほうが，経済と社会に対しては，はるかに大きなインパクトを与え，現に
科学技術そのものに対してさえも，大きなインパクトを与えている．そしてこ
の社会的イノベーションの起爆剤となっているものが，マネジメントである．
」
（p 413）と説いている，今日，AI や IoT，ロボットなどの話題が目立っている
が，優れた研究成果や科学技術が社会的イノベーションの成果となるかは，マ
ネジメントの巧拙にかかっているのだと，私たちに気づかせるのである．
MSC 体系図には，
“情報型組織”
“ピラミッドからフラット”を［組織構造］
に記載するとともに，
“自己目標管理”は上部に配置した．

4 章．
『新しい現実（The New Realities ）
』
（1989）
1．時代背景
本書が書かれた時代には，1986 年，ニューヨーク株式暴落，1987 年，米ソ中
距離核兵器全廃条約調印，1989 年には，昭和天皇崩御（1 月），オゾン層保護（フ
ロンガス全廃）ヘルシンキ宣言（5 月）
，天安門事件（6 月）
，ベルリンの壁崩壊
（11 月），マルタ島での米ソ首脳会談（12 月）にて冷戦終結が確認された．また
80 年代は，日米貿易摩擦が激しさを増し，米国による対日貿易制裁もあった．
2．MSC へのインパクト
本書は，ドラッカーが 10 年単位で自らの社会生態に関する知見をまとめて
いると思われる社会生態に関する書籍のひとつであり，『断絶の時代』から 20

を支配するようになったと指摘した上で，「グローバル企業にとって，母国は
本社兼コミュニケーションセンターを意味するにすぎなくなった．なぜならあ
らゆる産業において，アメリカ，ドイツ，イギリス，日本の企業が，世界的規模
におけるスーパーパワー構造を形成するようになったからである．今後，企業
戦略を考えるうえで中心とすべきものが，このグローバル市場におけるグロー
バルなスーパーパワー構造（superpowers）である．
」
（p142）と述べている．
グローバル経済の進展とともに，地球規模で企業活動の影響も広がって行っ
た．第 10 章では，地球環境問題が述べられる．
「グローバル経済における新し
い現実として地球環境問題がある．今後ますます，生態系に対する配慮，つま
り危機に瀕した人類の生存環境を経済政策に織り込むことが必要となる．．．．
だがわれわれは，いまだに人類とは別の，人類から切り離された何ものかを守
るという意味において環境保護なる言葉を使っている．．．．今日危機にさらさ
れているのは人類そのものの生存である．」
（p 148）現在も深刻度を増す「環境
保護には生態系にかかわる国際法が必要である．
」
（p152）とした．
『断絶の時代』に継続して，知識社会の進展についても洞察が進む．「今やあ
らゆる先進国が知識社会となり，しかも脱ビジネス社会となりつつある．先進
国では，良い就職のためには大学の卒業証書が必要となった．社会の重心が知
識労働者に移行したためである．」
（p 196）としたうえで，「今日の組織社会で
は，マネジメントが中心的な社会的機関として，また独自の一般教養として大
きな位置を占める．その結果，マネジメントの正統性（legitimacy）が問題に
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なった．組織そのものも新しい構造をもつにいたった．すなわち情報を基盤と
するようになった．」
（p 198）として，80 年代における，組織構造やマネジメン
トの変化と正統性についてドラッカーは述べている．
本書の第 16 章において，情報化組織の機能と構造について，ドラッカーの考
察が進む．「大企業や政府機関などの大組織では，やがてマネジメントの階層
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は分析的，概念的である．しかし，意味は分析的，概念的ではない．知覚的であ
る．」
（p 297）と述べている．
MSC 体系図においては，“社会の多元性”
“地球環境保護”
“情報型組織”
“マ
ネジメントの正統性”などの重要性を再認識することができたので，図の上部
に配置した．

は半分以下に，経営管理者の数は三分の一以下になる．組織マネジメントも大
きく変わる．」
（p 235）と述べている．知識の専門家からなる組織は大学や病院，
オーケストラと同じように「彼ら専門家は，同僚や顧客との情報交換を中心に
仕事の位置づけ方向づけを行う．これが情報化組織である．
」
（p 235）と述べ，
「データに意味と目的を付加したものが情報である．
」
（p 238）こと，
「情報化組

5 章．
『非営利組織の経営（Managing the Nonprofit Organization ）
』
（1990）

織の手本となるものは病院であり，オーケストラであり，かつてのイギリスの
インド支配体制である．
」
（p239）とした．
第 17 章では，一般教養としてのマネジメントが語られる．マネジメントと

年，青函トンネル鉄道開業（3 月）
，瀬戸大橋開通（4 月）と日本経済は絶好調で
あるが，バブル崩壊も近い．

は何か，ドラッカーは『マネジメント』以来，改めて 7 つの役割をあげている
（p 259-p261）．
1 . マネジメントとは，人にかかわるものである． 2 . マネジメントとは，共同
の事業における人の働きにかかわるものであり，それぞれの文化とかかわりを
持つものである． 3 . あらゆる組織が，共通の価値と目的へのコミットを要求

2．MSC へのインパクト
ドラッカーは，
「非営利組織は，人を変えたとき役割を果たす．非営利組織が
生み出すものは，治癒した患者，学ぶ生徒，自立した成人，すなわち変革された
人の人生である．
」
（まえがき）という．
第 1 章では，ミッションについて述べている．非営利組織は，営利企業と違っ

する． 4 . マネジメントとは，ニーズと機会の変化に応じて，組織とそこに働く
者を成長させるべきものである．組織はすべて学習と教育の機関である． 5 . 組

て自ら語らなければ，そのミッションは第三者からみて解りづらい．したがっ
て，非営利組織のリーダーは，まず，自らの組織のミッションを定義しなけれ

織は，意思の疎通と個人の責任が確立していなければならない． 6 . 組織とその
マネジメントにとって，成果の評価基準は産出量や利益だけではない．マーケ
ティング，イノベーション，生産性，人材育成，財務状況などのすべてが，組織
の成果として，重要である．組織の健康度と業績を測るうえでも多様な尺度が
必要である． 7 . もっとも重要なこととして，組織の成果はつねに外部に存在す

ばならない．ドラッカーはミッションの例として，ある病院の救急治療室の場
合は，「われわれのミッションは，患者を安心させることである．
」
，ガールスカ
ウトの場合，「われわれのミッションは，誇りと自信に満ちた女性を育てるこ
とである．」
（p3）などをあげている．
第 2 章では，イノベーションとリーダーシップについて述べている．特に，

る，と述べているが，この章は，冒頭で述べた MSC の定義に大きな影響を与え
た．
第 18 章では，知識の変化について述べている．
「学問の世界では，印刷され

リーダーの能力として次の 5 つをあげている（p 23 -p 24）．1 . 人のいうことを
聞く意欲，能力，姿勢．2 . コミュニケーションの意志．3 . 言い訳をしないこと．
4 . 仕事の重要性に比べれば，自分などとるに足りないことを認識すること．

たものを知識と定義する．だが，そのようなものは知識ではない．データに過
ぎない．知識とは，情報である．何かあるいは誰かを変えることのできる情報
である．すなわち，知識とは，個人や組織が何らかの成果をもたらすような行
動を可能にし，何かあるいは誰かを変えるものである．知識とは何かを変える

5 . 献身しつつも個たりえていること．である．さらに，リーダーのアクション
ポイントとして，ミッションを見直すこと，長期目標からスタートすること，
成果を中心に据えること，優先順位を考え行動で示し自ら組織の模範となるこ
と，市民社会をつくることをあげている．特徴的な言及をあげれば，
「非営利組

ものであることを認識するだけでも，何かが変わっていく．
」
（p 285）と．さら
に，分析（Analysis）から知覚（Perception）することの重要性を述べる．「生物
的なシステムは分析的ではない．機械的システムでは，全体は部分の和に等し
く，したがって分析によって理解することが可能である．これに対し生物的な
システムには，部分はなく全体が全体である．それは部分の和ではない．情報

織のボランティアであるということは，社会のリーダーであるということであ
る……こうしてわれわれは，非営利組織を通じて明日の市民社会をつくりつつ
ある．その市民社会ではみながリーダーである．みなが責任をもち，みなが行
動する．みなが自らは何をなすべきかを考える．みながビジョンを高め，能力
を高め，組織の成果を高める．
」
（p55，p56）と述べている．

1．時代背景
本書が書かれた時代は，
『新しい現実』と重なる．1985 年，科学万博つくば開
催（3 月），プラザ合意（9 月）
，1987 年，円高が加速し 139 円にまでになる．1988
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第二部において，マーケティング，イノベーション，資金源開拓について述
べている．「非営利組織にとってはマーケティングの戦略こそ基本である．
」
（p 61）という．ミッションのもとめる「誰の人生を変えようとしているか」に

負わなければならない．
」
（p129）と，情報責任の概念を述べている．
第四部では，ボランティアから理事会までの人との関係性について，動機づ
けと成果をあげさせることについて，インタビューと対話をとおして語る．ド

よって，顧客はどこにいるのか，どのようにしたら開拓できるのか，など具体
的に何をすべきかを明らかにしなければならない．イノベーションについて
は，「イノベーションに成功するための第一の条件が，変化を，脅威ではなく機
会としてみることである．
」
（p78）としており，
『イノベーションと企業家精神』

ラッカーがビジネススクールの経営に関わったとき，教職経験のない若い人
たちに指導したことが載っている．新人教員が自分のところに助けを求めて
きたとき，「
『上の方（学生のこと）の一割の学生をつかまえなさい．彼らをつ

で体系化されたことを非営利組織のマネジメント向けに重要な点を繰り返して
いる．
その後，コトラーとの対話が続く．この対話の中で，コトラーが次のように
云う．
「マーケティングで重要なことは，マーケットリサーチ，セグメンテー
ション，ターゲティング，ポジショニング，仕事の設計の五つです．宣伝や販
売はその後です．しかし，だいぶ前にあなたがみなを驚かせたように，マーケ
ティングの目的は販売を不要にすることです．
」
（p 84）と云う．これは，ドラッ
カーが『マネジメント』の中で「何らかの販売は必要である．しかし，マーケ
ティングの理想は販売を不要にすることである．マーケティングが目指すもの
は，顧客を理解し，顧客に製品とサービスを合わせ自ら売れるようにすること
である．
」
（上，p 78）と述べたことを受けての発言である．
この『非営利組織の経営』のコトラーとの対話の中で，「マーケティングと
は，全員の仕事である，顧客とかかわりをもつ者全員の仕事であるということ
ですね．つまり，マーケティングとはある特定の職能ではなく一つの基本的な
姿勢だということであり，目的を達成する用意のできた組織が成果を生み出す
ための行為の全てをいうわけですね．
」さらに，
「マーケティングとは，顧客の
ニーズ，欲求，価値と，サービスの提供者である組織の製品，価値，姿勢とを合
致させるための仕事であるといってもよいでしょうか．
」
（p 94）とコトラーと
の意見の一致を確認し対話を締めくくっている．
第三部は「非営利組織の成果」についてである．「非営利組織といえども成
果をあげるにはプランが必要である．プランはミッションからスタートする．
ミッションからスタートしなければいかなる成果もあげられない．ミッション
があげるべき成果を規定する．
」
（p 121）と述べ，ドラッカーは，非営利組織に
おいて“しなければならないこと”として，
「重要なことは，組織構造を階層で
はなく，情報とコミュニケーションを中心に組み立てることである．非営利組
織では組織内の全員が情報に関わる責任を果たさなければなにらない．誰もが
二つのことを考えなければならない．一つは，自分が仕事をするためには，い
かなる情報を，誰から，いつ，いかにして手に入れなければならないかである．
もう一つは，他の人が仕事をするためには，いかなる情報を，自分から，いつ，
いかに渡すかである．
」
（p 128，p 129）とした．また「そして何にもまして，情報
型組織においては，あらゆる者が上方に向けてのコミュニケーションに責任を

かまえられなければ，全員はつかまえられませんよ．しかし上位一割にやる気
を起こさせることができれば，平均的な連中はついて来ます』と教えました．」
（p 186）と述べている．そして非営利組織のリーダーについて，
「非営利組織のトップたる者は，みなの仕事をしやすくし，成果をあげやすく
し，かつ仕事を楽しめるようにすることを自らの責任としなければならない．
大義に奉ずるだけでは不十分である．成果が上がらなければならないのだ．」
（p 203）と述べる．
第五部では，自己開発（Developing Yourself）について，述べている．ここで
も「非営利組織のリーダーにとっては，人の成長を考えることは必須のことで
ある．人は組織とビジョンを共有するからこそ非営利組織で働く，何も得るこ
とのないボランティアが長く働いてくれることなどありえない．金銭的な報酬
を得ていないからこそ，仕事そのものから多くを得なければならない．
（p207）
」
から，「全員が目的の達成には自分の存在が不可欠であると実感できるよう
に仕事を組織することである．」
（p 207）と述べている．「自己開発とは，スキ
ルを修得するだけではなく，人間として大きくなることである．」
（p 211）とい
う．
「成長のための偉大な能力をもつ者はすべて自分自身に焦点を合わせてい
る．ある意味では自己中心であって，世の中のことすべてを自らの成長の糧に
している．
」
（p 219）とし，自らの体験を次に述べる．「私が一三のとき，宗教の
先生が『何によって憶えられたいかね（What do you want to be remembered
for?）』と聞いた．誰も答えられなかった．すると『答えられると思って聞いた
わけではない．でも五〇になっても答えられなければ，人生を無駄に過ごした
ことになるよ』といった．」
（p 219）この「何によって憶えられたいか」は，ド
ラッカーがマネジメントの哲学とした自己目標管理の原動力であり，生涯にわ
たって自らに問い続けることであるに違いない．
MSC 体系図においては，
“目的とミッション”
“市民社会”
“情報とコミュニ
ケーション”
“情報責任”を相応しい場所に配置し，“リーダーシップ”の重要
性を再認識した．

6 章．
『ポスト資本主義社会（Post-Capitalist Society ）
』
（1993）
1．時代背景
本書の書かれた時代には，日本経済で大事件が起こった．1989 年 12 月 29 日
の大納会で終値約 38 , 915 円をつけた株価が，1990 年 10 月には 20 , 000 円割れ

132

研究論文

マネジメントの学びの改革 3 ― 非営利組織と〇〇資本主義がマネジメントを学ぶために

133

したバブル崩壊である．1991 年，湾岸戦争勃発（1 〜 4 月）
，台湾・中国が内戦
終結宣言（4 月）
，ソ連が独立国家共同体制に移行（12 月）した．1992 年，IBM，
フォードが赤字転落（2 月）
，日本では佐川急便事件（2 月）が起こった．日本に

統的な手法のすべてを陳腐化する．同時に，企業にガバナンスについての徹底
的な再検討を不可欠とする．
」
（p 99）と述べ，ドラッカーは企業統治についての
思索を披露する．企業のマネジメントは，機関投資家や年金基金に対して，マ

おいては，80 年代後半の好景気から一気に反転し，不安が増した時代である．

ネジメントの責任を負う．「こうしてわれわれは，私が事業監査と呼ぶものを
一般化しなければならなくなる．事業監査は，企業とそのマネジメントの活動
を戦略と目標に照らして評価する．数年ごとに事業の成果を明らかにする．」

2．MSC へのインパクト
マネジメント（MSC）の進化に大きな影響を与えたのが本書でのドラッカー
の社会生態的な知見である．序章において，
「これからの社会が，資本主義で
も社会主義でもないことは確かである．その主たる資源が知識であることも
確かである．つまりそれは，組織が大きな役割を果たす組織社会たらざるを
えないということである．
」とし，かつ，政治の世界では，国民国家が政治の
唯一の統合体ではなく，多元社会のなかの一つにすぎなくなったとも述べて
いる．このような「ポスト資本主義社会における支配的な階級は，資本家とプ

（p 103）と，マネジメントの責任として，事業監査なるものを提案するのであ
る．
第 5 章「組織の社会的責任」においては，これまで情報型組織をあげていた
ドラッカーが，「そのような情報型組織をはるかに超えて，責任型組織にまで
進まなければならない．知識労働のための組織は，ますます専門家によって構
成されることになる．彼ら専門家は，自らの専門領域については組織の誰より
も詳しくなければならない．」
（p 138）さらに，ある電炉メーカーの事例をあげ，

ロレタリア階級ではなく，知識労働者（knowledge workers）とサービス労働
者（service workers）である．
」
（p 7 ,p 8）という．
「さらにポスト資本主義社会
は，価値観によって二分されることになる……ここでいう社会の二分とは，知
識人（intellectuals）と組織人（managers）への二分である．前者は言葉と思想
に関りをもち，後者は人と仕事に関りをもつ．実にこの二分を乗り越えた新た

「技術者全員が組織全体の仕事に責任をもつ一つのチームになっている．」とし
ている．その上で，
「目指すべきは，組織に働く者全員を責任ある存在にするこ
とである．われわれが問うべきは，『いかなる資格をもつか』ではない．『いか
なる責任をもつか』である．知識組織におけるマネジメントの仕事は，全員を
ボスにすることではない．全員を貢献者にすることである．」
（p 141）と説くの

な統合こそ，ポスト資本主義社会における哲学的および教育的な課題となる．
」
（p11）と述べている．
第 1 章「資本主義から知識社会へ」の中で，マネジメント革命について述べて

である．
一人ひとりの重要性が問われるポスト資本主義社会においては，「知識と教
育の関係」の重要性が増す．第 11 章「教育の経済学」において，「年齢や卒業証

いる．すなわち「いまや知識は，成果を生み出すために既存の知識をいかに有
効に応用するかを知るために応用される．これがマネジメントである．同時に
それは，『いかなる新しい知識が必要か』
『その知識は実現可能か』
『その知識を
効果的にするためには何が必要か』を明らかにするためにも応用される．すな

書に関わりなく高等教育への門戸を開けておくことは，今日社会的な要請であ
る．特にサービス労働者に対し知識労働への移動の機会を与えなければならな
い．
」
（p 260）さらに，「ポスト資本主義社会では，コンピュータ用語でいうとこ
ろのランダム・アクセスが可能でなければならない．人は人生のどの段階にあ

わち，知識は体系的なイノベーションにも応用される．この知識に関わる変化
の第三段階が，マネジメント革命である．今日すでに，このマネジメント革命
は，前の二つの変化，道具，工程，製品への知識の応用，および仕事そのものへ
の知識の応用と同じように全世界を席捲しつつある．
」
（p 56，p 57）と述べてい

ろうとも，正規に教育を受け，知識労働への資格を得ることができなければな
らない．そして社会は，資格さえあれば，年齢に関わりなく，いかなる仕事にも
人を受け入れるようにならなければならない．
」
（p260）と述べている．
第 12 章において，教養ある人間（The Educated Person）を提唱する．ドラッ

る．
今日，21 世紀に入ってから，大手老舗企業の不祥事が後を絶たないが，企業
統治が機能していないことを示している．本書第 3 章「資本と労働の未来」の
中で，ドラッカーは，
『見えざる革命』
（1976 年）にて提起した“年金基金資本

カーは云う，
「知識社会は，教養ある人間をその中心に据えざるを得ない．教養
ある人間は，知識社会がまさしく専門知識の社会であるがゆえに，そしてまた，
その通貨，経済，仕事，技術，課題，情報がグローバルであるがゆえに普遍的な
存在（universally educated person）たらざるを得ない．
」
（p 267）と，教養ある

主義”について，述べている．
「年金基金は奇妙な存在である．それは矛盾に満
ちた現象である．年金基金は，膨大な資本と投資を支配する投資家である．し
かし，年金基金を所有する従業員自身や年金基金を運営する年金管理者は，い

人間を知識社会における求心力（unifying force）としたうえで，「われわれが
必要とする教養ある人間は，他の偉大な文化や伝統を理解する者である．中国，
日本，朝鮮の絵画や陶磁器，東洋の哲学や宗教，そして宗教および文化として

わゆる資本家ではない．年金基金資本主義は，資本家なき資本主義である．
」
（p 97）ゆえに，
「年金基金の興隆は，大企業のマネジメントと支配に関わる伝

のイスラムを理解する．同時に，人文主義者の教養課程に特有の書物偏重主義
を超越する．教養ある人間は，分析的な能力だけでなく，経験的な知覚の能力
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を持つ．とはいえ，教養ある人間が，未来はともあれ現在を理解するには，西
洋の伝統を中核に据えざるをえない．
」
（p 270）とし，
「ポスト資本主義社会は，
知識社会であるとともに組織社会である．この二つの社会は，相互依存の関係
にありながらコンセプト，世界観，価値観を異にする．教養ある人間の大部分
が，組織の一員として自らの知識を応用する．したがって教養ある人間は，二
つの文化，すなわち一方は言葉と思想に焦点を合わせた知識人の文化と，一方
は人と仕事に焦点を合わせた組織人の文化の中で生き，働く．知識人は，組織
を手段として見る．組織のおかげで，彼ら知識人は彼らのテクネー（技能），す
なわちその専門化された知識を応用することが可能となる．他方，経営管理者
は知識を組織の目的を実現するための手段として見る．いずれも正しいが，両
者は対照的である．対立的ではない．対極にある．互いが互いを必要とする．
」
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実験実施（5 月，8 月）
，1996 年，国連 CTBT
（包括的核実験禁止条約）採択（9
月），1997 年，米ロ首脳会談（3 月）
，国連化学兵器禁止条約発効（4 月）
，香港が
中国に復帰し一国二制度スタート（7 月）した．
2．MSC へのインパクト
1999 年『断絶の時代』の日本語版への序文の中で，「本書（『断絶の時代』）の
続編ともいうべき私の最近著『明日を支配するもの』をお読みいただければ幸
いである．なぜならば，この新著で私は，本書で述べた断絶の二一世紀におけ
る意味合いとともに，この人口構造の急変の意味合いと，その企業，経済，社
会，政治，そして一人ひとりの人間にとっての意味合いを分析しているからで
ある．
」と述べている．一方，本書（『明日を支配するもの』）の序文では，「本

（p271 ,p 272）と述べている．
さらに，
「社会セクターの NPO における無給スタッフとしての経験が，知識

書は，マネジメントの本である．」として，「本書は組織のマネジメントの本で
あって，企業のマネジメントに絞ったものではない．本書でとりあげた二一世

人の世界と組織人の世界の双方について，偏りなく見，知り，敬意を払う能力
を与える．ポスト資本主義社会では，教養ある人間は二つの文化を理解できな
ければならない．
」
（p 272）と述べている．さらにドラッカーの教養ある人間と
しての個人と，知識の性格の変化についての洞察は，深く，先を行く．
「いずれ
にせよ，今後，救済，復活，精神，善意，徳を体現した，昔の言葉でいうところ

紀の現実は，社会のあらゆる組織に影響を与える．
」と述べている．本書は，
『ポ
スト資本主義社会』とは別の意味で，ドラッカー自身が『マネジメント』で体系
化した「マネジメント（MSC）
」を成長させ進化させている．
第 1 章では，21 世紀を目前にしてマネジメントの新しい前提（パラダイム）
が形成された．21 世紀においてはそのことを意識して行動することを説いた．

のいわゆる新しい人間（The New Man）が，社会的な目標や政治的な処方と
してではなく，具体的な実存として求められるようになるに違いない．こうし
て，『社会による救済』の信仰が終わりを迎えたからには，内面への志向が始ま

それは，以下の 7 つの前提のことである．（p 2 -p 45）以下要約すると，「1 . マネ
ジメントは，あらゆる組織のための体系であり，機関である．2 . 組織には，唯一
の正しい構造はない．あらゆる組織が，ある状況，ある時点において，仕事に適

る．改めて個人，すなわち人間が重視される．さらには，個人の責任への志向さ
え生まれるかもしれない．われわれは，少なくともそのように望むことはでき
る．」
（序章 p 17）としたうえで，
「しかしいずれにせよ，いまが未来をつくる時
である．なぜならば，まさにいますべてのものが流動的であって，不安定だか

合した多様な組織構造を合わせもつ．3 . 人のマネジメントには唯一の正しい方
法はない．一人ひとりの人間の強みと知識を生産的にするために，相手が何を
望むか，相手にとっての価値は何か，目的は何か，成果は何かであるかを知る
こと，マネジメントすることではなく，リードすることである．4 . 自社の技術，

らである．いまこそ行動の時である．
」
（序章（The Transformation）,p 21）とし
て，
“単なる傍観者でも社会生態学者でもない”実践を説くコンサルタントと
してのドラッカーが現れる．
MSC 体系図においては，
“組織社会”
“知識社会”
“事業監査”
“責任型組織”
“教

市場，ニーズからでなく，非顧客と情報資源の活用から経営戦略を考えること．
5 . マネジメントの範囲は，法的な規制の範囲を超え，経済連鎖の概念のもとで，
あらゆるプロセスを対象とする．6 . マネジメントの対象は国境に制限されな
い．7 . マネジメントに特有の機能は，組織の外部に成果を生み出すために，組

養ある人間”をそれぞれ相応しい場所に配置した．

織の資源を組織化することである．」と述べている．『断絶の時代』から 30 年を
経て，ドラッカーは 21 世紀に向けて，自ら体系化したマネジメントの前提を整
理しそれを明確に示したといえよう．
また，21 世紀に経営戦略を策定する場合の 7 つの前提として，
「1 . 先進国に

7 章．
『明日を支配するもの（Management Challenges for the
21 st Century）
』
（1999）
1．時代背景
本書が書かれた時代には，1993 年，米ロ首脳会議（4 月），モスクワ流血騒乱
（10 月），1994 年，ロシア連邦会議開催（4 月）
，北朝鮮では金日成死去，金正日
体制発足（7 月），1995 年，阪神淡路大震災（1 月），新欧州委員会発足（1 月）
，
WTO
（世界貿易機関）発足（1 月）
，東京地下鉄サリン事件（3 月），中国地下核

おける少子化，2 . 支出配分の変化，3 . コーポレート・ガバナンスの変容， 4 . グ
ローバル競争の激化， 5 . 政治の論理との乖離」をあげた（p 47 -p 80）．この中
で，特徴的なドラッカーの言及をあげておこう．3 . コーポレート・ガバナンス
の変容においては，「コーポレート・ガバナンスをめぐる議論は始まったばか
りである．企業とくに上場している大企業の目的について，新しい定義が必要
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とされている．株主優先の短期的利益と，長期的繁栄とのバランスをはからな
ければならない．
」
（p69）
，4. グローバル競争の激化においては，「組織としての
経営戦略の策定にあたっては，グローバル競争という新しい現実を考慮に入れ

で六つある．1 . 仕事の目的を考える．2 . 働く者自身が生産性向上の責任を負う．
自らをマネジメントする．自立性をもつ．3 . 継続してイノベーションを行う．
4. 自ら継続して学び，人に教える．5. 知識労働の生産性は，量よりも質の問題で

なければならない．企業にかぎらずあらゆる組織が，世界のリーダーが事実上
設定した基準に照らして，自らのマネジメントを評価していかなければならな
い．」
（p 72）と述べている．

あることを理解する．6 . 知識労働者は，組織にとってのコストではなく，資本
財であることを理解する．知識労働者自身が組織のために働くことを欲する．」
（p 169，p 170）また，「知識労働者の生産性は，仕事の質を中心に据えなければ

その上で，
「変化はコントロールできない．できることは，その先頭に立つこ
とだけである．」
（p 82）として，第 3 章チェンジ・リーダーになれという．ここ
では，チェンジ・リーダーになるための手順と予算，継続性との調和をあげて
いる．まず，手順は，小規模にテストする，つまりパイロットする必要がある．
予算については，現在の事業のための予算（全予算の 80 から 90％），未来のた

ならない．しかも，最低を基準にしてはならない．最高ではないにしても，最適
を基準にしなければならない．
」
（p170）と述べている．
さらに，
「きわめて多くの知識労働者が，知識労働と肉体労働の両方を行う．
そのような人たちを，とくにテクノロジスト（高度技能者）と呼ぶ．」
（p 177）
と，新種の知識労働者を示した．続けて，彼らの生産性向上の 3 つの条件もあ

めの予算（10 から 20％）であるという．
「変化と継続（Change and Continuity）
は対立するものではない．二つの極とみるべきものである．組織は，チェンジ・

げている．「1 . 仕事は何かという問いかけを行うこと…… 2 . 彼らテクノロジス
トが仕事の質を担保すること…… 3 . テクノロジストは知識労働者であること

リーダーになればなるほど，内外いずれにおいても，継続性の確立を必要とし，
変化と継続の調和（balance）を必要とする．
」
（p103）そのためには，
「変化と継
続の調和のためには，情報への不断の取り組みが不可欠である．信頼性の欠如
や不足ほど，継続性を損ない，関係を傷つけるものはない．したがってあらゆ
る組織が，いかなる変化についても，誰に知らせるべきかを考えることを当然

を認識すること．」
（p 182，p 183）とした．昨今は，日本において，働き方改革
が政府主導で進み始めたが，この第 5 章は，まさに我が国の働き方改革の取り
組むべき課題を明確にしたものと云えよう．また，組織と知識労働者の関係性
は，一つの組織の問題にとどまらず，経済，社会，政治など広範囲に影響する極
めて今日的な課題だとドラッカーは云う．この章の終わりには，「これからの

としなければならない……つまるところ，体系的な情報，とくに変化について
の体系的な情報を共有することが必要であるとともに，顔を合わせ，知り合い，
理解し合うことが必要である．
」
（p 104）として，情報共有の重要性を述べてい

五〇年間は，世界経済のリーダー役となるのは，知識労働の生産性向上に成功
した国や産業である．
」
（p182）と述べている．
第 6 章，自らをマネジメントするにおいては，「これからはますます多くの

る．
第 4 章においては，情報を活用することで仕事を変革することについて述べ
ている．情報革命の本質や情報市場について述べているところでは，
「今や，
五〇〇年前のアルドウス・マヌティウス以来最大の出版人は，インターネッ

人たち，特に知識労働者のほとんどが，自らをマネジメントしなければならな
くなる．自らを最も貢献できるところに位置づけ，つねに成長していかなけれ
ばならない．」
（p 192）と云い，知識労働者が新たに考えなければならない問題
として「1 . 自分は何か．強みは何か．どのように働くか．2 . 自分は所を得ている

トによる本の通信販売で成功しているアマゾン・コムである．まもなく，イン
ターネット利用のあらゆる種類の通信販売業者のなかでも，最大手となること
が確実である．」
（p 125）と述べている．特に，組織が必要とするのは体系的な
情報であるとして，社内情報はもちろんだが，社外情報について，「ますます

か．3 . 果たすべき貢献は何か．4 . 他との関係において責任は何か．5 . 第二の人
生は何か．
」
（p 193）をあげている．中でも，
「強みを知る方法は一つしかない．
フィードバック分析である．」また，「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」

激化する市場にあって競争に勝つためには，経済活動の連鎖全体のコスト（the
cost of entire economic -chain; Economic Chane Accounting（経済連鎖会計））
を把握し，その連鎖を構成する他の組織と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．すでに今日では，ますます多くの企業が，自

（p199）と述べている．さらに価値観と倫理について，ヨーロッパのある外交官
の例をあげて，
「倫理とは，基本的な価値観である……ところが，倫理は基本的
ではあっても，価値観全体のなかでは一部にすぎない．
」
（p208）と説く．
また，2 の所を得る，については，
「最高のキャリアは，あらかじめ計画して

社だけのコスト管理から，経済連鎖全体のコスト管理へと重点を移している．
」
（p131）と述べている．
第 5 章では，知識労働の生産性について語られる．
「二一世紀の組織におけ

手にできるものではない．自らの強み，仕事の仕方，価値観を知り，機会をつか
む用意をした者だけが手にできる．なぜならば，自らのうるべき所を知ること
によって，普通の人，単に有能なだけの働き者が，卓越した仕事をこなすよう

るもっとも価値ある資産は，知識労働者であり，彼らの生産性である．
」
（p 160）
であるとし，「知識労働の生産性を向上させるための条件は，大きなものだけ

になるからである．」
（p 213）と述べる．3 の果たすべき貢献については，仕事の
基本姿勢であるという．ドラッカーは，「単に好きなことをするというだけで
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は，自由はもたらされない．気ままにすぎない．それではいかなる成果も上げ
られない．いかなる貢献も行えない．自らの果たすべき貢献は何かという問い
からスタートするとき，人は自由となる．責任をもつがゆえに，自由となる．
」
（p 218）と述べている．4 の関係にかかわる責任については，「上司を観察し，
仕事の仕方を理解し，上司が成果を上げられるようにすることは，部下たるも
のの責務（incumbent）である．
」
（p 220）
「したがって成果を上げる秘訣の第一
歩は，共に働く人たち，自らの仕事に不可欠な人たちを理解し，その強み，仕事
の仕方，価値観を活用することである．仕事とは，仕事の論理だけでなく，共に
働く人たちの仕事ぶりに依存するからである．
」
（p221）と述べている．
そのためには，自らの考えを伝える責任があるとして，「もう一つは，コミュ
ニケーションについて責任をもつことである．自らの強み，仕事の仕方，価値
観，果たすべき貢献を知ったならば，それを誰に知らせなければならないか，
誰に頼らなければならないか，誰が自分に頼っているかを考える必要がある．
そして考えた結果を，それらの人たちに知らせる必要がある．
」
（p 221）
，
「知識
労働者たる者はすべて，部下，同僚，チームのメンバーに，自らの強みや仕事の
仕方を知ってもらう必要がある．
」
（p223）と述べている．
さらにドラッカーの考察は進む．
「組織は，もはや権力（force）によっては成
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実現してきた社会的な安定，コミュニティ，調和を維持しつつ，かつ，知識労働
者と知識労働者に必要な移動の自由を実現することを願っている．これは，日
本の社会とその調和のためだけではない．おそらくは，日本の解決が，他の国
のモデルとなるであろうからである．なぜならば，いかなる国といえども，社
会が機能するためには，絆（cohesion）が不可欠だからである……自らをマネ
ジメントしなければならないという知識労働者の登場は，あらゆる国の社会を
変えざるをえない．
」
（p233，p234）と述べる．
最後に「本書は，意図してマネジメント上の挑戦に的を絞ってきた…… 実
は，本書が取り上げてきたものは，ほかならぬ明日の社会（THE FUTURE OF
SOCIETY）そのものだった．」
（p 234）と述べている．ここでは，マネジメント
コンサルタントであり社会生態学者のドラッカーが現れている．
MSC 体系図においては，“チェンジ・リーダー”
“経済連鎖”
“テクノロジスト
（高度技能技術者）”
“フィードバック分析”をそれぞれ相応しい位置に配置し，
［個人 MSC］には，“信頼”
“第二の人生”
“自らのマネジメント”は“自己管理”
として配置した．

8 章．
『ネクスト・ソサエティ
（Managing in The Next Society ）
』
（2002）

立しない．信頼（trust）によって成立する．信頼とは好き嫌いではない．信じ合
うことである．そのためには，互いに理解していなければならない．互いの関
係について互いに責任をもたなければならない．それは義務（duty）である．」
（p 224）と，21 世紀における組織の存立基盤を述べる．21 世紀は，個人の個と
しての確立を求められる時代に移っているという．それを見越したドラッカー

1．時代背景
本書が書かれた時代は，『明日を支配するもの』と重なる．1998 年，北朝鮮
弾道ミサイル（テポドン）発射（2 月），ケニア，タンザニアの米国大使館で同

は，5 で第二の人生（The Second Half of Life）について語る．それには，3 つ
の方法があるという．
「1 . 組織を変わる，2 . パラレル・キャリア（The Parallel
Career）をもつ，3 . ソーシャル・アントレプレナー（social entrepreneurs; 篤志

時爆破テロ（8 月）
，1999 年，米キューバ制裁大幅緩和（1 月），日本では原子力
発電が火力発電を抜く（2 月）
，2000 年，チベット仏教カルマバ 17 世インド亡
命（1 月）
，ロシアでプーチンが大統領に当選（3 月）
，2001 年，米英イラク空爆

家）」であり，いずれも助走期間が必要であると説いた．
また，「自らをマネジメントするということは，一つの革命である．一人ひ
とりの人間，とくに知識労働者に対して，前例のないまったく新しい種類のこ
とを要求する．あたかも組織のトップであるかのように考え，行動することを
要求する……そもそも知識労働者なるものが大量に登場したのは，わずか一世

（2 月）
，ＮＹ同時多発テロ（9 月），米英によるアフガニスタン（タリバン）空爆
（10 月）があった．政治と軍事の覇権争いが世界を震撼させた時代であった．

紀前のことにすぎない．知識労働者なる言葉も，三〇年前の拙著『断絶の時代』
（一九六九）において，初めて使った造語である．今日，かつては仕事の仕組み

する．だが，日本にとっての最大の問題は社会のほうである．この四〇年ある
いは五〇年に及ぶ経済の成功をもたらしたものは，社会的な制度，政策，慣行

や主人の意向によって，決められたことを行うだけだった肉体労働者に代わ
り，自らをマネジメントする者としての知識労働者へと，労働力の重心が移行
したことが，社会の構造そのものを大きく変えつつある．
」
（p 231，p 232）と述
べた．
先進国といわれる国々が，様々な課題に直面する中，ドラッカーは日本がモ

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．」と述
べたうえで，「これに対し日本の社会的な制度，政策，慣行は，一九九〇年頃ま
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，再び新たな制度，政策，慣行が求められている．
」と述べている．
「特に
日本において求められているものは社会的な革新である．その典型の一つが，

デルになるという見解を示した．それは，
「私は，日本が，終身雇用制によって

いかにして雇用と所得を確保しつつ，同時に，転換期に不可欠の労働力市場の

2．MSC へのインパクト
2002 年，本書の前書き「日本の読者へ」の中で，
「日本では誰もが経済の話を
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流動性を確保するかという問題である．
」と述べている．これらの課題以外に
も，先進国としての課題も本書で挙げている．本書はじめにで，ドラッカーは
云う．
「本書は，事業と組織のマネジメントのためのものであり，働く人たち一

トップである．
「CEO は，道具としてのコンピュータの使い方を決めるのは自
分だということを知らなければならない．与えられた情報責任（information
responsibility）をはたさなければならない．
」
（p 107）として，
「今日の CEO に

人ひとりのためのものである．なぜなら，ネクスト・ソサエティをもたらす社
会の変化が，働く人たちの役割を規定していくからである．それらの変化こそ，
あらゆる組織，大企業，中小企業，大小の NPO，政府機関，アメリカ，ヨーロッ

もっとも必要とされるものが情報責任である．
（p108）と述べているのである．
」
と同時に「ほとんどあらゆる組織にとって，もっとも重要な情報は，顧客では
なく非顧客（ノンカスタマー）についてのものである．変化が起こるのはノン

パ，アジアのあらゆる組織にとって，最大の脅威であり，同時に最大の好機で
ある．
」と述べている．
まず断っておきたいことがある．それは，原著と和訳書では，部構成が変
わっているということである．原著の第Ⅳ部「ネクスト・ソサエティの姿」が，
和訳書では，第Ⅰ部となっていることである．そのことによって，原著の第四

カスタマーの世界である．
」
（p117）と説く．
第 6 章，これは 1997 年の論文ではあるが，「明日のトップが果たすべき 5 つ
の課題」として，下記をあげている（p 138 〜 p 147）．1 . コーポレート・ガバナ
ンスの変容．
「CEO たる者は，毎日の株価が新種の株主にとっての利益ではな
いことをしらなければならない．これからはコーポレート・ガバナンスとその

部の結論部分が，和訳書では，最初に出てくるというように編集されている．
この点から若干文脈から見た本書の主張は，微妙に変化していると著者は思

周辺の考え方と手法のすべてが見直されていく．アメリカだけではない．コー
ポレート・ガバナンスの問題が解決されている国はない．ドイツでも日本でも

う．一方，原著では，段落が明確ではない部分について，特に第Ⅰ部（原著Ⅳ
部）は，訳者の上田惇生先生が，たいへん読みやすく段落を分けタイトルをつ
けてくださったことに感謝したい．さて，ネクスト・ソサエティ（次の社会）を
つくるマネジメントはどうあるべきなのかを，原著の構成に沿って探っていく
ことにする．

うまくいっていない．企業の所有構造が，根本的に，劇的に，そして恒久的に変
化してしまったためである．」
（p 140）という．2 . 外の世界で起こることを理解
する．
「彼らノンカスタマー（noncustomers; 非顧客）」こそ，来るべき変化を知
らせてくれる貴重な情報源である．なぜか．この四〇年間に見られたあらゆる
業界における変化を調べるならば，そのほとんどが既存の市場，製品，技術の

原著第Ⅰ部「IT 社会」
（和訳書第Ⅱ部）
，第 1 章では IT 革命の後に何がくるか
である．それは，新しい知識労働者，テクノロジストの出現であり，IT を活用
した新産業や新技術の出現であるという．ドラッカーは「IT 革命とは，実際に

外の世界で起こったものであることがわかる．」
（p 142）と述べている．3 . 明日
の CEO たるものは，いつ命令し，いつパートナーとなるかを知らなければなら
ない．「今日では，命令と管理の及ばない組織や人間の力を借りなければ事業

は知識革命である．
」
（p 89）ゆえに，
「純粋のメーカーではやっていけないとい
うことだ．流通力をもつナレッジ・カンパニー（知識を基盤とする会社）になら
なければならない．製造の力では，製品を差別化しきれない．
」
（p 100）という，
製造業界に変革が起こっている昨今である．経済環境については，「世界は自

を行えなくなった．
」
（p144）とまで，ドラッカーは云うのである．
4 . 知識労働者の生産性の向上．「CEO が真剣に取り組まなければならない課
題が，知識労働者の生産性の向上である．」
（p 146）5 .CEO たる者は，みなが生
産的に働けるようにすることを考えなければならない．
「今後トップの仕事は，

由貿易には向かっていない．自由貿易に向かっているのは，情報産業だけであ
る．財とサービス，特に製造業については保護主義化が進む．雇用が減れば保
護が増えるのは当たり前である．農業で起こったことであり，製造業でも起こ
ることである．」
（p 101）として，新種の保護主義が起こることを述べているが，

私が知りうるかぎりもっとも複雑な仕事，すなわちオペラの総監督の仕事に似
たものになる．スターがいる．命令はできない．共演の歌手が大勢いて，オーケ
ストラがいる．裏方がいる．そして聴衆がいる．すべて異質の人たちである．し
かし総監督には楽譜がある．みなが同じ楽譜を持っている．その楽譜を使い，

まさに，政治的な意図もあると思われるが，昨今の米中経済摩擦はその典型で
あろう．
第 3 章において，コンピュータリテラシーから情報リテラシー（Information
Literacy）を説く．一九六〇年代の初めに IBM から企業トップへのコンピュー

最高の結果を出す．トップが取り組むべき仕事がこれである．」
（p 147）と述べ
ている．
原著第Ⅱ部「ビジネス・チャンス」
（和訳書第Ⅲ部）
，第 1 章では，企業家とイ
ノベーションについてである．ベンチャー企業が陥りやすい 4 つの罠について

タの普及について相談を受けたドラッカーが，この情報リテラシーという言
葉を考えたという．
「今日ではほとんどの CEO が，自分が知るべき情報を明
らかにするのは CIO
（最高情報責任者）の仕事だと思っている．言うまでもな

述べている（p 154 〜 p 160）．1 . 予期せぬ成功や引き合いに対応すること，2 . 利
益志向より手元流動性や資金繰りを優先すること，3 . マネジメントチームを準
備すること，4 . ある程度軌道に乗ってきたら自分の役割を考えること，に注意

く，これは間違いである．CIO は道具をつくる者であって，道具を使う者は
CEO である．
」
（p 106）と，企業において情報リテラシーを必要とするのは経営

することでベンチャーは失敗をかなり回避できるという．また，起業家精神を
発揮している大企業について，
「つまり日本語のカイゼンに秀でた企業がある．
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次に，すでに行っていることを展開していくことに秀でた企業がある．そして
イノベーションに秀でた企業がある．大企業の場合は，この三つのこと，つま
りカイゼン，展開，イノベーションのすべてを同時に行っていかなければなら

する意思と能力を新たにしていくことである．
」
（p 230）と述べている．第 2 章
では，グローバル企業と国民国家の対峙をあげ，「この二〇〇年を見るかぎり，
政治的な情熱と国民国家の政治が，経済的な合理性と衝突したときには，必ず

ない．まだそのような大企業はない．いま学びつつあるところだ．
」
（p 162）と
述べている．
第 2 章，人こそビジネスの源泉では，
「知識を基盤とする知識組織では，シス

政治的な情熱と国民国家のほうが勝利してきている．
」
（p248）と述べている．
第 4 章，NPO が都市コミュニティをもたらす（On Civilizing the City）では，
「人がコミュニティを必要とすることを最初に指摘したのが，フェルディナン

テムそのものの生産性を左右するものが，知識労働者一人ひとりの生産性であ
る．かつては働き手がシステムのために働いたが，知識労働ではシステムが働
き手のために働く．
」
（p179）と述べている．
第 4 章，資本主義を越えてでは，
「私が支持をしているのは資本主義でなく
自由市場経済である．うまく機能してはいないが，他のものよりはましであ

ド・テニエスの最高の古典『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』
（コミュニ
ティと社会）
（一八八七年）だった．しかし，テニエスのいう有機的な存在とし
てのコミュニティは，いまはどこにもない．回復してもいない．したがって，今
日われわれに課された課題は，都市社会にかつて一度も存在したことのないコ
ミュニティを創造することである．それはかつてのコミュニティとは異なり，

る．資本主義に対しては重大な疑念を抱いている．経済を最重視し偶像化して
いる．あまりに一元的である．たとえば，私はアメリカの経営者に対し，所得格

自由で任意のものでなければならない．それでいながら，都市社会に住む一
人ひとりの人間に対し，自己実現し，貢献し，意味ある存在となり得る機会を

差を二〇倍以上にするなと何度も言ってきた．これを越えると，憤りとしらけ
が蔓延する．私は一九三〇年代に，あまりの不平等が絶望を招き，ファシズム
全体主義に力を与えることを心配していた．残念なことに，心配は当たった．
」
（p 204）と，自らの体験を踏まえて述べている．ドラッカーが『経済人の終わ
り』の中で詳しく述べている歴史の教訓である．さらに「人間として生きると

与えるものでなければならない．」
（p 271）と説く．日本でも職場でのコミュニ
ティにおいて一人ひとりの人間に真の安定を与えることはできない状況が進展
している．「ここにおいて，社会セクター，すなわち非政府であり非営利でもあ
る NPO だけが，今日必要とされている市民にとってのコミュニティ，特に先進
社会の中核となりつつある高度の教育を受けた知識労働者にとってのコミュニ

いうことの意味は，資本主義の金銭的な計算では表せない．金銭などという近
視眼的な考えが，生活と人生の全局面を支配することがあってはならない．
」
（p 204）と説き，マネジメントする者としての大事な心構えについて念を押し

ティを創造することができる．
」
（p273）と述べている．
原著第Ⅳ部「迫りくるネクスト・ソサエティ」
（和訳書第Ⅰ部），第 1 章，「ネ
クスト・ソサエティの姿」では，ネクスト・ソサエティは知識社会であり「すで

て述べている．
資本家が市場から退場しポスト資本主義の時代に入っている．
「大衆が手に
した所有権（株主としての）がガバナンス（統治）としてまだ制度化されてい
ない．いま言えることは，史上初めてこのことが起こったということだけであ

に，ネクスト・ソサエティのもう一つの重要な側面である情報技術（IT）が重
大な影響をもたらしつつある．知識は瞬時に伝えられ，万人の手に渡る．その
伝達の容易さとスピードが，企業，学校，病院，政府機関に対し，たとえ市場と
活動はローカルであっても，競争力はグローバル・レベルにあるべきことを要

る．
」
（p 207）さらに，
「資本主義と社会主義を越えるものとしては，年金基金
や投資信託を通じての所有権と，コミュニティのニーズに応えるものとしての
NPO の活動を包含する何ものかということになろう．
」
（p 208）として，ネクス
ト・ソサエティの組織のあり方を提示するのである．

求する．インターネットは世界中のユーザーに対し，何をどこで，いくらで手
に入れられるかを教える．
」
（p6）と述べている．
また，
「ネクスト・ソサエティは，知識を基盤とする経済であるがゆえに，主
役の座を知識労働者に与える．
」
（p 6）特に，「二〇世紀には，製造業の肉体労働

原著第Ⅲ部「社会か，経済か」
（和訳書第Ⅳ部）
，第 1 章では，第Ⅲ部の主題が
語られる．多元社会，グローバル企業の台頭，グローバル経済理論も無い今日，
「これから始まる新たな一〇〇〇年，あるいは一〇〇年におけるわれわれに課
された最大の課題が，それら諸々の組織の自立性を保ちつつ，しかもグローバ

者が社会と政治の中核を占めていた．これからは彼らテクノロジストが，社会
の，そして政治の中核を占めるようになる．
」
（p6）と説く．
またグローバル企業の未来像について，
「今日のグローバル企業が世界に占
める位置は，量的には，一九一三年当時の多国籍企業とさして変わらない．だ

ル企業にあっては主権国家の管轄さえ超えた自立性を保ちつつ，今日では戦時
以外は失われてしまった社会の一体性をいかにして回復するかである．とはい
え，われわれはいまのところ願うことしかできない．われわれは，いかにそれ

が，質的には全くの別種である．かつての多国籍企業は国別に独立した子会社
をもつ国内企業だった．これに対し今日のグローバル企業は，事業の論理に
従ってグローバルに事業を展開する．ただし今日のところ，グローバル企業の

をなすべきかを知らない…… それは，あらゆる組織がそれぞれの機能への絞
り込みを厳しく保ちつつも，社会全体のために協働し，各々の政治機関と協力

多くは一九一三年当時の多国籍企業と同じように，まだ株式の保有によって一
体性を保っている．いまから二五年後（原著では，2025 年）のグローバル企業
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は，戦略によって一体性を保つことになる．所有による支配関係も残るが，少
数株式参加，合弁，提携，ノウハウ契約が大きな位置を占めるようになる．もち
ろん，そのような事業構造のもとではトップマネジメントのあり方も大きく変

て，「企業形態が独立企業のシンジケートや連邦にまで進むことから，権限と
責任をもつ独立した機関としてのトップマネジメントの構築がさらに重要と
なる．それは，方向，戦略，価値，原則，構造，内部関係，外部提携，パートナー

わる．
」
（p 8）と述べている．
第 2 章，社会を変える少子高齢化では，
「人口構造の変化こそ，ネクスト・ソ
サエティにおいてもっとも重要な要因であるだけでなく，もっとも予測しがた

シップ，合併，さらには研究，開発，設計，イノベーションに責任を負う．そし
て何よりも二つの基礎資源，人と金のマネジメントに責任をもつ．組織全体を
代表し，政府，世論，マスコミ，労組とのかかわりに責任をもつ…… ネクスト・

い要因である．
」
（p 18）と述べる．
第 3 章，雇用の変貌では，
「知識労働者とは新種の資本家である．なぜならば，
知識こそが知識社会と知識経済における主たる生産手段，すなわち資本だから
である．今日では，主たる生産手段の所有者は知識労働者である．知識労働者
は，旧来の意味においても資本家である．年金基金と投資信託の所有者として，

ソサエティにおいて，トップマネジメントたるものは，組織の三つの側面をバ
ランスさせなければならない．すなわち，経済機関，人的機関，社会的機関と
しての側面（dimension）である．」
（p 54）と述べている．さらに，トップマネジ
メントとして組織としての個の確立を築くことは当然のことである．その上
で，「ネクスト・ソサエティにおける企業とその他の組織の最大の課題は，社会

知識社会と知識経済における大企業の株主，文字どおりの所有者となってい
る．
」
（p 21）
「したがって，彼ら知識労働者は，自らを，彼らのサービスを利用す

的な正統性（social legitimacy）の確立である．すなわち，価値，使命，ビジョン
の確立である．」
（p 58）と述べている．さらに，「たとえネクスト・ソサエティ

る組織と同格の存在と自認する．知識社会とは非階層の社会であって，上司と
部下の社会ではない．
」
（p 22）と云う．
「今日の知識労働の仕事はフェミニスト
とは関係なく，男女いずれでも行いうるがゆえに中性である．」
（p 22），また「知
識労働者にとってと同様，金は重要である．しかし，彼らは金を絶対的な価値
とはしない．自らの成果や自己実現の代替とは認めない．仕事が生計の資だっ

であっても，経済的資源を生かすためのものとして，今日の企業に似た何かを
必要とする．法的には，そしておそらくは財務的にも，それらは今日の企業と
ほとんど同じものに見えるかもしれない．しかしそこにあるものは，みなが真
似るべき単一のモデルではなく，いずれをも採用しうる多様な組織モデル（topmanagement model）である．
」と述べている．

た肉体労働者と違い，知識労働者にとって仕事は生きがいである．
」
（p 26）と述
べている．
第 4 章，製造業のジレンマでは，
「日本はその歴史において，新たな現実に直

第 7 章，ネクスト・ソサエティに備えて（The Way Ahead）は，原著では最後
の章である．ドラッカーは，「ネクスト・ソサエティはまだ到達していないが，
備えるべき行動については検討できる段階にきている．
」
（p 60）として，まず，

面し，文字どおり一夜にして転換をなしとげた実績をもつ．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にも劣るこ
とのない大問題であることに違いはない．
」
（p34）と述べている．
第 5 章，企業のかたちが変わる（The New Company）では，「一九七〇年ご

人事管理の変革について，「第一に行うべきことは，雇用関係の有無にかかわ
らず，事業のために働く者すべてを対象とする人事を確立することである……
第二に行うべきことは，定年に達した人たち，契約ベースで仕事を行う人たち，
つまり非正規社員を惹きつけ，とどめ，活躍してもらうことである．」
（p 61）と

ろを境に状況が変わった．まず，年金基金と投資信託が企業の新しい所有者と
して登場したことによって変わった．もたらされたものは，近代企業なるもの
のコンセプトの変化だった．
」
（p46）
「しかも，企業，政府機関，NPO のいずれも
が，独自にマネジメントされつつ，密接に連携する多様な人間組織を複数もつ

して，特に高学歴の高年者を内部化したアウトサイダーとして継続して働い
てもらう大切さを述べた．また，マネジメントは，IT 革命によっても組織内部
の情報を得ているにすぎず，今日の情報システムでは把握できない，いかなる
外部情報が必要かを考えるべきだと云う．さらに，「変化をマネジメントする

ことになる．」
（p 47）と述べている．また，知識労働者は，NPO のボランティア
のようにマネジメントしなければならないとしたうえで，
「知識労働者にとっ
て重要なことは，第一に組織が何をしようとしており，どこへ行こうとしてい
るかを知ることである．第二に，責任を与えられ，かつ自己実現することであ

最善の方法は，自ら変化をつくりだすことである．」
（p 63）として，チェンジ・
エージェントになれと云う．
「そのためには，第一に，成功していないものはす
べて組織的に廃棄しなければならない．第二に，あらゆる製品，サービス，プロ
セスを組織的かつ継続的に改善していてかなければならない．第三に，あらゆ

る．もっとも適したところに配置されることである．第三に，継続学習の機会
をもつことである．そして，何よりも敬意を払われることである．彼ら自身よ
りも，むしろ彼らの専門分野が敬意を払われることである．」
（p 48）と述べてい

る成功，特に予期せぬ成功，計画外の成功を追求していかなければならない．
第四に，体系的にイノベーションを行っていかなければならない．
」
（p 63）と述
べている．

る．新しいビジネスモデルが誕生する好機ともとれる．
第 6 章，トップマネジメントが変わる，では，トップマネジメントの責任とし

現代は，デジタル技術によるビジネス改革が一気に進むデジタル革命の時代
であり第四次産業革命と云われている．第一次産業革命は，一八世紀から一九
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とってのリーダー層である．したがって彼らは，自らの組織と社会の共通の善
の双方のために働くべき存在である．」
（p 436，p 437）などの記述の中で使われ
ている言葉であり，これが“共通の善”である．これを MSC の上段に記載した．

トの普及に代表される第三次産業革命と云われたのが，
『ネクスト・ソサエ
ティ』の時代であった．
「一九四〇年代半ばに出現したコンピュータは，この第
一次産業革命における蒸気機関に相当するにすぎない．人々の想像力は刺激し

〈まとめと今後について〉

たが，IT 革命として経済と社会に真の革命をもたらしたのは，その四〇年後，
一九九〇年代に全世界に拡がったインターネットのほうだった．
」
（p 64，p 65）
と述べている．
さらに，ドラッカーは，社会と経済にまで話が及ぶ．
「こうしてわれわれは，
IT 革命の後においても新たな理念と制度の誕生を目にすることになる．」
（p 67）

『見えざる革命』
（1976）の 1995 年版の終章「企業は誰のものか」にある“事業
監査”である．これについては，『ポスト資本主義社会』にある“事業監査”の
記述を取り上げることで補った．本稿をまとめることであらためて認識したこ
とがある．それは，「マネジメント」に込めたドラッカーの思いは，「社会の機
関である組織，その機関であるマネジメント」に対する期待であり，ネクスト・

とし，「経済の唯一の安定的状態としての動的均衡，経済の動因としてのイノ
ベーターによる創造的破壊，経済の変化要因としての技術に関するジョセフ・

ソサエティづくりであり，地球環境の保護を含めたより良い自由社会を維持す
る実践への期待である．同時に MSC への期待は大きい．特に，知識労働者の働

シュンペーターの理論への関心，すなわち均衡を経済の健全な状態とし，財政
政策と通貨政策を経済の動因とし，技術を外生変数としてしか扱えないこれま
での経済理論へのアンチテーゼに対する関心の高まりがある．これらのことす
べてが，われわれの前に最大級の挑戦が横たわっていることを教える．われわ
れは二〇三〇年の社会が，今日の社会とは大きく違い，しかも今日のベストセ
ラー作家たる未来学者が予測するいかなるものとも，似ても似つかないものに

き方改革，組織のガバナンス，政治・経済・社会活動の有機的連携，グローバ
ル企業と国家との調和，共通善と自由主義を価値観とする多元的なグローバ
ル・コミュニティの調和を築く思想と道具になる可能性を秘めている．とりわ
け教育に携わる知識人や指導的立場にある人にとっての教養であるニーズも見
える．社会の変化に合わせてマネジメントを変化させるのと同じように MSC
も変化対応すべきであるが，ドラッカーが『経済人の終わり』
『産業人の未来』

今回は，
『マネジメント』の時代から『ネクスト・ソサエティ』までの，ドラッ
カー「マネジメント」の進化を述べた．時間が足りず今回は見送ったものが，

なることを予感している．
」
（p 67）とし，
「ネクスト・ソサエティたらしめるも
のは，これまでの歴史が常にそうであったように，新たな制度，新たな理念，新

『現代の経営』
『マネジメント』を書いた目的と有効性を損なうことなく継承し
ていきたいと考えている．

たなイデオロギー，そして新たな問題である．
」
（p 67）と述べて本書を締めてい
る．
MSC 体系図においては，
“知識組織（ナレッジ・カンパニー）”
“情報リテラ
シー”
“情報責任”
“ノンカスタマー”
“経済機関”
“人的機関”
“社会的機関”
“チェ

『ネクスト・ソサエティ』
（2002）以降も，世界史に影響を与える出来事が起
こっている．グローバル規模で IT 革命が本格化する中，デジタル経済による新
たな世界覇権，IT グローバル企業と国家主権との摩擦，中国動向（香港，一帯
一路，デジタル産業など）
，北朝鮮動向，米朝首脳会談，中東動向，ISO 26000 発

ンジ・エージェント”
“コミュニティ”について，いずれも適切な位置に配置し
た．
また，改めて認識したい言葉は，ドラッカーが『マネジメント』で述べた“共
通の善（common good）
”である．日本語訳書上巻第 24 章マネジメントと社会

行（2010），コーポレート・ガバナンス改革（コーポレートガバナンス・コード，
スチュワードシップ・コード，会社法の改正など），国連 SDGs 発行（2015），国
連総会でのスウェーデンの少女の環境スピーチ（2019.9.23）などである．営利・
非営利に問わず，エコシステムにおけるアクターの存在意義（目的，ミッショ

では，「組織特にマネジメント以外に，共通の善のために果たすべき責任を負
える者はいない．もはや政治は主権者となりえず，共通の善の守り手ともなり
えない……かくして，社会的責任はマネジメントしなければならない．」
（p367，
p 368）
，第 26 章社会的責任の限界では，
「今日のような多元社会というものは，

ン）が問われ，それらのマネジメントの新たな役割・機能が問われている．
20 世紀経済の推進力であった株主資本主義は意味を失いつつあるように見
える．一方，ネクスト・ソサエティの姿も「資本主義と社会主義を越える企業家
社会」
「人生豊かにワクワク働ける社会」くらいの漠然としたビジョンがあるの

その主たる組織が共通の善に対する責任を負わないかぎり，社会として成立で
きない．
（p405）
」
，第 28 章知りながら害をなすなの中では，
「多元的な社会では，
公的な善（public good）に対する責任が常に中心的な問題になる……組織社会
のリーダーとは，それらの組織のために働く者である．そして同時に，社会に

みであり，知識社会の姿も未だ手探り状態である．
公的機関の代表としての国家，政府，自治体とその関連機関も例外ではない．
そもそもの民主主義の性質が問われ根源的な課題も発生している．民族，地域
住民，国民，グローバル地域あるいは，それらの境を越えた宗教的価値観を共
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有する歴史的なコミュニティだけではなく，SNS 企業のユーザーやグローバル
企業のステークホルダーがつくるコミュニティをベースにしたものによって，
それぞれの民主主義の機能に限界が生じていることがあげられる．その上，こ
れらの人類の営みが世界の多元性と多様性を一層多次元化しており，SDGs の
課題を増幅させ，とりわけ地球環境にマイナスのインパクトを与え続けてい
る．より良い社会（地球環境も含めて）づくりに貢献するべき一人ひとり，それ
ぞれのチームと組織のマネジメントが問われている．これらの『ネクスト・ソ
サエティ』以降の出来事が，
「マネジメント」に対してどのような変化を要求
し，MSC はどのような姿になるべきなのかは，当学会や著者が代表を務める研
究会・部会活動もとおして継続研究していきたい．
【参考文献】
（1973 年，1974 年）
・『マネジメント ― 課題，責任，実践［上］』
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，ドラッカー名著集 13，2008 年 12 月 11 日
第 1 刷発行）
・『乱気流時代の経営』
（1980）
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，ドラッカー選
書 5，1996 年 6 月 6 日第 1 刷発行）
・『イノベーションと企業家精神』
（1985）
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，ド
ラッカー名著集 5，2007 年 3 月 8 日第 1 刷発行）
・『マネジメント・フロンティア』
（1986）
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，昭
和 61 年 10 月 30 日初版発行）
・『新しい現実』
（1989）
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，ドラッカー選書 10，2004 年 1 月 8 日第 1 刷
発行）
・『非営利組織の経営』
（1990）
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，ドラッカー名著集 4，2007 年 1 月 26 日第 1
刷発行）
・『ポスト資本主義社会』
（1993）
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，ドラッカー名著集 8，2007 年 8 月 30 日第 1
刷発行）
・『明日を支配するもの』
（1999）
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，2005 年 12 月 21 日第 15 刷発行）
・『ネクスト・ソサエティ』
（2002）
（P.F. ドラッカー著，上田惇生訳，ダイヤモンド社，2002 年 6 月 7 日第 2 刷発行）
・ MANAGEMENT; TASKS,RESPONSIBILITIES,PRACTICES, Peter F.Drucker, Harper & Row,
edition,1993.
・ MANAGING IN TURBULENT TIMES, Peter F.Drucker, Harper & Row, First edition, 1980 .
・ INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP, Peter F.Drucker, First Harper Business edition, 1993 .
・ THE FRONTIERS OF MANAGIMENT, Peter F.Drucker, Truman Talley Books, 1986 .
・ THE NEW REALTIES, Peter F.Drucker, Harper & Row, First edition, 1989 .
・ MANAGING THE NON-PROGIT ORGANIZATION, Peter F.Drucker, First Collins Business
edition,2005.
・ POST-CAPITALIST SOCIETY, Peter F.Drucker, First Harper Business paperback edition, 1994 .
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・ MANAGING IN THE NEXT SOCIETY, Peter F.Drucker, Truman Talley Books, 2002 .
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【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・MSC 実践研究部会
代表・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を対象とした，経営
及びものづくり，デジタル戦略，ＩＴ投資計画策定，DX 推進の助言指導や社員
（最高情報責任者）養成講座（日経ＢＰ
教育，コンサルタント教育で活躍中．CIO
社）講師，日経記事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
（KADAKAWA，本書は韓国，中国，台湾で翻
師．（著書）
「図解 ドラッカー入門」
（日経
訳されている），「教えてドラッカー 働く私は IT でどこまで伸びるの？」
BP 社），「ドラッカーの実践 !! MOT（技術経営）リーダーのためのマネジメン
トスキルアップとテンプレート集」
（新技術開発センター，監修・共編著）他．
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国内 PFI 事業の事業者選定段階における
官民相互理解のための要点について

Key Points for Mutual Understanding between the Public and
Private Sectors at the Selection Stage in Domestic PFI Projects

薄木伸康

Nobuyasu Usuki

（本会会員，清水建設㈱）

Summary
In Japan, the number of PFI projects has been steadily increasing due to the
promotion of the Cabinet Office. However, when selecting private companies for PFI
projects, there is a difference in understanding of the business content of both the
government and private companies.
The purpose of the PFI project is to satisfy the required level of the government
office with the ingenuity of the private sector based on a long-term business contract,
and to obtain appropriate profits for the private sector. Therefore, at the stage of
selecting a private business operator, it is important that the government office and
the private business enterprise share the awareness of the business content.
When selecting a private business operator, the tender manual, requirement
standard, basic agreement, and business contract form the basis of the performance
obligations. The author points out how to interpret these contract documents so that
they can be resolved smoothly if there is any doubt between the government office
and the private sector from the private enterprise selection stage to the end of the
project.

図 1-1 国内における PFI 事業の出件数（実施方針公表ベース，年度は平成）
出典：特定非営利活動法人 日本 PFI･PPP 協会『PFI 事業 実施方針公表件数（2019）p.2

（2）本稿の目的
しかし，出件数の増加とともに PFI 事業の事業者選定にあたって，発注者，事
業者双方の理解のすれ違いが生じていると思われるケースがあることが否定で
きない．PFI 事業は，長期に渡る事業契約に基づき，性能発注を基本とする発注
者の要求水準を事業者の創意工夫で満足し，適正な利益を得ることが目的であ
るため，最初の擦り合わせとなる事業者選定段階での発注者と事業者間の事業
内容に対する認識の共有が重要なポイントになる．このため，PFI 事業では公告
公表時に公表される入札説明書，要求水準書，契約書類案について事業者からの
質疑とそれに対する発注者からの回答が行われるが（図 1-2 参照）
，双方の理解
不足により事業内容の共有が消化不良になることもあり得る．このことは事業
期間中に双方に疑義が生じた場合に速やかな解決の障害となる恐れがある．

1．はじめに
（1）
PFI 事業の出件数増加
PPP/PFI 推進の主管庁である内閣府は，2016 年から定めている「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）」により，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
的負担抑制を図り，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 の導入を進めている 1．実際に国内の PFI 事業の件数は 2012 年の自民
党政権発足以降特に順調に伸びており，2018 年度には実施方針の公表ベースで
（1）
初めて 70 件を超えている（図 1-1 参照）
.
1

内閣府アクションプランについては拙稿「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」
（2018）ドラッカー学会
年報 vol.15 pp.163-166 を参照

図 1-2 入札公告（図中の「募集」が該当）から事業者決定までの流れ（参加資格審査から募集受
付の間に発注者と応募者グループ間で提案方針について意見交換する直接対話がある）
出典：特定非営利活動法人全国地域 PFI 協会 HP
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そこで，本稿では，事業者の履行義務内容の根幹となり，事業者選定段階か
ら事業期間中，事業終了に至るまで発注者と事業者間で疑義が生じた場合の重
要な共有ツールとなる入札説明書（募集要項）
，要求水準書，基本協定書及び事
業契約書（以下これらをまとめて「応募書類」と表記する）について，それらの
役割を明確にしつつ，要点と解釈のポイントを挙げていきたいと思う．なお，
本稿では事業者選定期間中の事業者を「応募者」と表記する．

２．入札説明書
（１）入札説明書の役割
入札説明書とは，総合評価一般競争入札方式の PFI 事業においては，求める
サービス水準，技術仕様，主要な契約条件，リスク分担，事業者の選定基準，選
定方法等を記載し，発注者が公表する書類を指す．この入札説明書をもとに応
募者は提案書を作成することとなる．公募型プロポーザル方式の PFI 事業にお
いては，事業者選定を行う場合の「募集要項」がこれに該当する（2）．
（２）実施方針との整合性
公告に先立ち，PFI 法に基づいて発注者は，
「特定事業の選定，事業者の選定
等に関する方針」として実施方針を公表する．この実施方針についても質疑と
回答が行われる．本来であれば入札説明書は事業の具体的な条件について，そ
れらを反映すべきであるが，発注者から事業者選定業務を受託したコンサル
ティング会社がその過程を省くことがあり，その際には応募者は実施方針公表
時と同じ質問を繰り返すことで改めて確認する手間が生じてしまう．応募者は
要求水準書などより事業内容の詳細を記載した書類の読解を優先すべきであ
り，手戻りとなることは避けたい．
（３）入札説明書の内容の留意点
① 参加資格要件
応募者グループ各社について，参加資格要件の確認基準日時点で担当業務
ごとに参加資格要件を満たす必要がある．建設業務では，発注者の入札参加
資格者リストに登録されているほか，過去の一定の期間における一定規模以
上の計画施設と同種の施工実積が求められるのが一般的である．一方で地方
自治体の案件では，地元企業の育成，振興を目的として当該自治体の入札参
加資格者リストに登録されている地元建設会社が応募者グループに含まれ
ていることを条件とするケースが多い．この場合，当該地元建設会社が実積
要件を満たしていない場合が多く，参加資格要件を満たすことができなくな
る．これを回避するため，
「代表する 1 社が満たせばよい」と付記するなど参
加資格要件の条件を細かく設定することが求められる．設計，維持管理，運
営の各業務についても同様のケースが生じており，コンサルティング会社が
入札説明書を作成する際に特に留意いただきたい項目である．
② 質疑のスケジュールと回数
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PFI では，応募書類についての質疑回答が公告後から 1 〜 2 か月後に行わ
れる．応募書類の内容について，曖昧な点，解釈が複数に分かれる点，一般
的な PFI 事業と条件が大きく異なる点などについて応募者から発注者に質疑
し，発注者からの回答がなされるもので，応募書類とみなされる．質疑作成
には応募書類の精査が必要であるため，概ね 1 か月近い時間を必要とするの
が一般的であるが，発注者側の都合などにより 2 週間程度で締め切りとする
事業も見受けられる．これでは応募書類についての理解や精査が不足したま
ま質疑を出すことになり，結果として要求水準を満たす仕様の決定や提案に
対する的確な事業費の算出などができなくなる恐れが生じる．また，逆に発
注者からの回答が遅くなり，提案書提出に先立って行われる参加資格申請や
直接対話までに準備が整いにくくなるというケースも生じている．また，1
回の質疑回答では応募者に必要な情報が得られない場合が多く，直接対話の
場や発注者の窓口への個別問い合わせを余儀なくされる場合が多い．これら
の問い合わせ内容と回答は全応募者に周知させるべき内容を含んでいるが公
表されないことが一般的となっており競争の公平性が担保されない恐れがあ
る．コンサルティング会社がこれまでに得た知見を踏まえ，発注者と調整す
ることが求められる．
③ 入札のスケジュール
上掲図 1-2 のとおり，公告から入札までに，質疑や直接対話を踏まえて応
募者グループは提案内容を取りまとめ，事業費を算出し，提案書と入札価格
をまとめていく．直接対話では応募者グループが提案方針を発注者に示し，
これに対して発注者側が意見を表明することで発注者と応募者グループとの
事業内容に対する相互理解を深めることで応募者の提案内容をより効果的な
ものとすることができる．
事業者が，発注者の意向や，PFI 事業に至った背景や目的等を詳細に把握
することは一般的に難しい．そのため，対話の実施前に，発注者から情報提
供を十分に行うことや事前相談に応じることが，直接対話を充実させるため
重要である．そのために，発注者の所管課及び事業所管課が連携して対応す
ることが重要であり，予め発注者内の理解の促進が必要となってくる（3）．
④ 業務概要
入札説明書に記載される施設整備，維持管理，運営及び任意事業の業務内
容と用語が，要求水準書や事業契約書（案）に記載されている業務内容と用
語に一致しない案件がある．これは恐らくコンサルティング会社が過去の他
案件で公表されている応募書類を参考にしながら作成しているためである．
中には発注者名を誤記し，地方自治体案件であるのに国の機関を記載してい
る例もある．これらは単純な記載ミスとして済まされるものではなく，応募
者が事業内容を理解するうえで混乱を招き，質疑応答などで確認する場合に
は時間を浪費してしまうものであり，複数による厳密なチェックを要する．
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トナーシップ（官民連携）実現に向けて ― 」では，業務要求水準書について以
下のような課題が指摘されている（5）．

３．要求水準書
（1）要求水準書の役割
要求水準書は，PFI 事業の目的実現のため，発注者が要求するサービスの水
準を明確にし，事業者に対して求める成果を詳細にわたって明記したものであ
る．その際，目的を実現するための要求項目として以下の 3 点を基準に要求す
るサービスの内容を詳細に明記することが重要となる（4）．
・管理者等が何を求めているかを明示的に示すこと
・その実現に際し，民間の創意工夫が最大限発揮されるような配慮をすること
・民間の創意工夫が発揮されるサービスの提供について，達成すべき基準を
明確に示すこと
これらを踏まえた要求水準書の主な構成は図 3-1 のとおりである．
業務
総論

施設整備
業務

項目
要求水準書の
位置付け
事業概要
PFIコンセプト
適用法令
組織品質
一般事項，前提
条件
全体計画
機能別・施設別計画
プロセス，実施
体制
施工の要件

維持管理
業務

運営業務

一般事項，前提
条件
業務別要件
プロセス，実施
体制
一般事項，前提
条件
業務別要件
プロセス，実施
体制
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内容
事業者選定における要求水準書の位置付け
事業名称，整備する施設と概要，管理者，事業方式，事業期間等
事業者にどの部分にウェイトをおいて創意工夫を発揮してほし
いのか，発注者として事業者に期待する事項
事業に適用される法律や施行令，規則，条例
業務を実施する組織や人材に求められる要件
発注者の方針，前提条件として考慮すべき対象土地，インフラ，
事業期間
施設構成，規模等の全体計画等
各機能や設備単位又は敷設単位の必要要件について個別に記載
設計や施工の手順
（設計，施工監理，検査，試験，検収），施工
計画書の提出や実施体制の確保，報告書提出などの実施体制
やプロセス
施工にあたっての要件
（環境対策，安全対策，住民対応，周辺施
設，廃棄物処理，現場管理，品質管理）
基本的な考え方，発注者の方針，前提条件として考慮すべき対
象施設，業務，事業期間
業務単位の要求水準，業務範囲や内容
維持管理計画書の提出やマニュアルの作成，緊急事態対応，品質管
理，ヘルプデスクの設置や報告書提出などの実施体制やプロセス
基本的な考え方，発注者の方針，前提条件として考慮すべき対
象施設，業務，事業期間
業務単位の要求水準，発注者と事業者の役割分担が前提となる
部分については，業務区分や費用負担区分についても明示
運営業務実施計画書の提出やマニュアルの作成，品質管理，ヘ
ルプデスクの設置や報告書提出などの実施体制やプロセス

図 3-1 要求水準書の標準的な構成
出典：内閣府 PFI 推進室『PFI 事業契約との関連における業務要求水準書の基本的考え方（案）
』
（2008）
pp.45-46 より編集

（２）要求水準書設定の問題点
2007 年に取りまとめられた「PFI 推進委員会報告 ― 真の意味の官民のパー

・要求水準書作成前の段階で，発注者等が何を求めているのか明確に整理し
きれず，結果として事業者に丸投げになっている
・アウトプット仕様である要求水準書に示された管理者等の意図を事業者が
完全に把握しきれず，契約締結段階等で管理者等と事業者の認識の不一致
からくる齟齬が生じている
・予定価格と要求水準書が必ずしも整合性が取れた形で作成されておらず，
入札参加者に当該予定価格では実現不可能な過大な内容の要求水準書を示
している
また，事業者の創意工夫を発揮することで，VFM の一層の向上を図ること
が期待されている以上，官民が適切なコミュニケーションを取り，事業者の意
見を踏まえつつ業務要求水準を作成する必要があるが，必ずしも適切なコミュ
ニケーションが図られていない．
これらの指摘は PFI が施行されてから 10 年足らずのうちに挙げられたもの
であるが，それからさらに 12 年が経過しても依然として解消される見通しが
立っておらず，繰り返されているのが現状である．特に初めて PFI 事業を発注
する地方自治体の案件に散見される．内閣府は，PPP/PFI 事業に取り組む地方
自治体を特に支援するため，コンサルティング会社，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（6）．しかし，地方自治体としては事業者が低コストでより高い
サービスを提供することが PFI 事業最大のメリットと理解するため，それを期
待するあまりコストに見合わない過大な要求水準となってしまうケースが現在
でも多い．
この問題に対して，直接的に改善の道筋をつけられるのは，これまでにも触
れてきたように，発注者が事業者選定業務を委託するコンサルティング会社で
はないかと考える．コンサルティング会社は，これまでの PFI 事業者選定業務
で，事業者から直接意見や要望を聞き，発注者との間に立って要求水準の解釈
上の齟齬や理解の相違を正すべく調整してきたノウハウを豊富に有しており，
特に受託件数上位 10 社が全委託数の約 70％を占めている（図 3-2 参照）．その
ノウハウは個人の経験に帰属しやすいものであるため，若年社員を養成するに
あたり，バックヤード的な事務作業だけでなく，直接対話や契約協議などの官
民協議の場に同席させたり，入札公告質疑に対する回答の作成業務を任せたり
といった実務経験を積ませていくことで多様な PFI 事業の事業者選定の現場を
知り，調整能力を発揮できる人材になると思われる．
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企業名

受託件数

パシフィックコンサルタンツ㈱

74

三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング㈱

46

㈱長大

45

みずほ総合研究所㈱

43

㈱日本経済研究所

38

PwC Japanグループ

36

㈱日本総合研究所

31

㈱建設技術研究所

24

㈱佐藤総合計画

23

㈱野村総合研究所

21

上位 10 社の受託件数合計

381

全受託件数

589

図 3-2 PFI アドバイザリー実績件数（2017 年 4 月 1 日現在）
出典：特定非営利活動法人 日本 PFI･PPP 協会『PFI 年鑑』
（2017）より上位 10 社を抜粋

（3）要求水準書に求められる記載上の工夫
要求水準書は，事業者に対して求める成果を詳細に明記するものであること
から，その記載内容は応募者が理解しやすいようなものが望まれる．応募者の
立場から具体的な工夫を以下考察してみる．
① 性能発注を前提にコスト上昇を抑えるため什器備品類は品番などを指定
しない
事業者が調達し施設内に設置する什器備品類について，要求水準書で例え
ば机・椅子・書類ロッカーなどの詳細なサイズやメーカーの指定がされてい
るケースがある．要求水準書は求められる性能を記載することとし，細かな
指定は避けるほうがより事業者の創意工夫やコスト圧縮努力が反映される可
能性が高まる．
② 総括責任者の役割と常駐非常駐を明確にする
主に維持管理・運営業務において，全般的な総括管理業務が必須とされ，
その執行について総合的な管理を行う総括責任者を配置し，全体管理，発注
者との連絡調整等の総括管理業務全体について，効率的な執行を図る総括責
任者を置くことが必須とされる事業が多い．その場合，総括責任者の選任に
あたって，計画施設と同種，同規模程度の施設管理に精通した者で業務全体
を総合的に把握し調整を行うことのできる知識・経験を有する人材とするこ
とが求められる．この総括責任者を常駐することは他業務での兼任が制約さ
れるため，人件費の負担が大きくなり提案価格の増加に繋がる．発注者との
連絡会議やモニタリング時の同席など計画施設にいることが必須とされる業
務が限られるのであれば他施設との兼務を積極的に認めることがコスト削減
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の観点から求められる．
③ 設備監視員の常駐はコスト上昇につながる，清掃員との兼任も認める
維持管理業務において，計画施設の機能と環境を維持し，利用者が安全で
快適に施設を利用でき，公共サービスが常に円滑に行われるように，発注者
の公共建築物の点検方法に沿って，建築物・建築設備について適切な保全計
画のもとに運営・監視・保守及び点検を実施することが求められるのが一般
的であるが，目視や単純な作業が中心となる日常点検については清掃業務の
担当者が行うことが法令上も問題なく行われることが多い．日常点検等の実
施を目的として設備監視の専門要員を置くことを必須とすると人件費による
コスト上昇の一因となることから清掃業務担当者による実施をあらかじめ認
めることが求められる．
④ 民間附帯事業の条件を詳しく記載する
事業者による独立採算事業として，カフェ，レストラン等の福利厚生的な
事業の実施を任意で行うことができる，とする案件が多い．しかし，直接対話
で確認すると，発注者から独立採算事業の提案内容が事業者選定のキーにな
るものを表明する場合がある．要求水準書おいて，独立採算事業の重要視し
ていること，望ましい事業内容があることをあらかじめ記載することで応募
者がより周到な準備と検討を踏まえた提案をすることができるものと考えら
れる．また，SPC が事業契約に基づき一義的に独立採算事業を行い，民間附帯
担当企業に業務を委託し，リスクをパススルーするスキームでは，SPC に融
資する金融機関が，運営リスクが SPC に残ると判断することになるため融資
条件が厳しくなってしまう．SPC からリスクを分離するため，民間附帯事業
は応募者グループに含まれる民間附帯担当企業が直接発注者と契約を結ぶこ
とし，SPC が契約当事者にならないスキームとすることで提案価格を低減す
ることができるため，このスキームを積極的に採用することが望まれる．

４．基本協定書
（1）基本協定書の役割
基本協定書は，落札者又は優先交渉権者の決定直後に，発注者と，応募者グ
ループとの間で，PFI 事業契約締結に向けた基本的な取り決めを定める文書で
ある．応募者グループが落札者又は優先交渉権者として決定されたことを確認
し，管理者等及び応募者グループの義務について必要な事項を定める．落札者
又は優先交渉権者である応募者グループの構成企業が事業者となる SPC を設
立すべきことや選定事業の準備行為に関する取扱い等についても規定される
（7）
（図 4-1 参照）
．
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条項

内容

事業の目的

施設整備業務，維持管理業務，運営業務，民間付帯施設事業を行う．

当事者の義務

発注者と応募者グループは，締結する予定の事業契約の締結に向けてそ
れぞれ誠実に対応する．

事業予定者の設立

本基本協定締結後，事業契約の締結までに，事業予定者
（以下「SPC」）
を設立し，その商業登記簿謄本を発注者に提出する．

株式の譲渡

SPC の構成員は，保有するSPC の株式譲渡，担保権設定等の処分を行
う場合，事前に書面による発注者の承諾を得る

業務の委託，請負

SPCをして，本施設の施設整備業務のうち設計業務をA 社に，建設工事
をB 社に，工事監理業務を C に，本施設の維持管理業務をD 社に，本施
設の運営業務をE 社に，民間付帯施設事業に係る業務をF 社にそれぞ
れ委託し又は請け負わせる．

事業契約

発注者及び応募者グループは，本基本協定締結後，〇年〇月を目途に，
発注者とSPC の間で，事業契約を締結させる．

準備行為

応募者グループは，事業契約締結前にも本事業の実施に関し必要な準
備行為を行うことができ，発注者は必要かつ相当な範囲で，かかる行為
に協力する．

事業契約不調の場合 事由の如何を問わず，発注者とSPC 間で事業契約の締結に至らなかった
の処理
場合，発注者及び応募者グループが本事業の準備に関して既に支出した
費用は各自の負担とする．ただし，応募者グループの帰責事由により事業
契約の締結に至らなかった場合，違約金として，提案書記載の事業費の
5％相当額を発注者に支払わなければならない．
秘密保持

発注者と応募者グループは，本基本協定に関する事項について知り得た
情報について，相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示しない
こと及び本基本協定の履行の目的以外には使用しないことを確認する．

準拠法及び管轄裁判所 ○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする．
協定の有効期間

本基本協定の有効期間は，本基本協定締結日から事業契約に定める本
事業の終了日までとする．ただし，事業契約の締結に至らなかった場合
は，当該締結に至る可能性がないと発注者が判断して応募者グループの
代表企業に通知した日までとする．

図 4-1 基本協定書の構成例
出典：国立大学法人千葉大学『千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備等事業
（案）』
（2017）より編集

基本協定書

基本協定書を締結する意義は以下の 2 点に集約される．
・事業契約締結までの双方の準備行為を義務化すること
・事業契約の相手方の同一性を担保すること
前者は，契約締結までに，公告時などで公表している事業契約書案に提案事
項を反映させたり，条項の内容を明確化することなどが必要になるため，その
協議の進め方や期限等を規定するものである．後者は，落札者又は優先交渉
権者は応募者グループだが，事業契約の相手方は，応募者グループが設立する
SPC となる．従って，当該入札に基づき契約する事業契約は，相手方が異なる
ことになるため，その同一性を担保するためである．
（2）事業契約不調の条件と事業契約不調時の違約金
基本協定書で問題点となるのは，事業契約が不調となる条件と実際に不調と
なった場合の違約金の定めについての解釈である．上掲図 4-1 にあるように，
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応募者グループの帰責事由により事業契約の締結に至らなかった場合，違約金
として，提案書記載の事業費の一部を発注者に支払う規定が一般的である．し
かし，この金額設定が過大なものとなっている場合があり，その場合には応募
者各社が公告の質疑で確認をとることが必要となる．

５．事業契約書
（1）事業契約書の役割
PFI 事業において，発注者が事業者に事業権を付与する契約である．事業者
が施設の設計，建設，維持・管理及び運営の業務を実施し，公共サービスを提
供する包括契約である．事業契約の主な内容は，事業内容，事業権付与期間，発
注者によるモニタリング規定，事業者へのサービス対価の支払に関する規定，
事業内容変更や帰責者事由による事業終了時の規定，契約終了時の規定，など
（8）
が挙げられる（図 5-1 参照）
．
章

主な条項

総則

法令に定める許認可
の取得等

用語の定義

事業日程

事前調査，計画，設計

業務内容の変更，変
更費用負担

増加費用の負担

設計図書の変更

建設

工期変更による費用
負担

瑕疵担保，第三者損
害，保険

引渡し，所有権

維持管理，運営

業務内容の変更，変
更費用負担

第三者損害，保険

施設の修繕・更新

モニタリング，サービス モニタリング手続き
対価

施設費，維持管理運
営費の支払

ペナルティと業績改善
措置

契約期間，契約終了・
解除

債務不履行による契
約終了条件

不可抗力，法令変更に 終了時の業務引継ぎ
よる終了
義務

表明保証，誓約

発注者の表明保証，
誓約

事業者の表明保証，
誓約

履行義務違反時の対
応

その他

民間収益事業の実施

指定管理者の指定

著作権，その他雑則

図 5-1 PFI 事業契約書の主な構成
出典：国土交通省『国土交通省所管事業への PFI 活用に関する発注者向け参考書
（平成 21 年 3 月 26 日改訂）』より編集

（2）業務内容，契約解除事由，契約解除時の違約金，対価の支払いと改定条件
① 業務内容の定義
必須業務を明確にする
入札説明書・要求水準書との整合を明確にする（コピペ減らす）
事業期間を明確にする（日にち）
開業準備期間が何時から何時までが明記
② 契約解除事由の合理性
事業契約には，事業者の帰責事由により解除される条件が規定されている（9）．
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国立大学法人発注の PFI 事業の例では，以下の項目に該当した場合には，発注
者は事業契約を解除し違約金の支払いを求めることができるとされている．
・SPC が，破産など倒産法制上の手続開始の申立てがなされたとき
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残存事業契約期間に対応する維持管理費及び運営費の対価の 10％に相当する
額も一例として挙げているが，違約金額が変動するため融資金融機関が維持
管理・運営期間開始時点での当該の違約金相当額を代表企業などからの劣後

・SPC が，維持管理業務又は運営業務に係る業務報告書に重大な虚偽記載
を行ったとき
・SPC が表明保証及び誓約に違反したとき

融資又は SPC 内のリザーブとして確保することを求めたりする可能性があり，
結果として入札価格の増加に繋がる非現実的なケースであると言える．
④ サービス対価の平準化払い

・SPC 及び構成員，協力企業の役員等が「暴力団対策法」の暴力団員である
とき
・暴力団対策法に規定する暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与して
いるとき
・役員等が自己，自社もしくは第三者の不正利益目的又は第三者に損害を

サービス対価の支払方法は，発注者が PFI 事業を選定する際に重要なポ
イントである．発注者特に地方自治体は，全事業期間での割引計算により
VFM が発生するという PFI 事業のコスト的な優位性に加えて，支払金額が
全事業期間に渡って増減が解消され平準化するということに大きなメリット
を見出しており，コンサルティング会社が PFI 方式を事業方式として選定す

加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用したとき
・役員等が，暴力団に対して資金供給又は便宜供与など直接的あるいは積

るか検討している発注者に対して説明する際に強調する点でもある．
しかしサービス対価の内訳を考慮すると必ずしも平準化払いが望ましいも

極的に暴力団の維持，運営に協力もしくは関与したとき
これらの条項は全事業期間にわたり適用される．反社会的勢力に関わらな
いことは当然のことであるが，15 年〜 20 年程度という長期間が多い PFI 事業
においてこれらの条項を厳格に適用することに不安を持つ事業者は少なくな
いと思われる．これらの規定の適用に当たっては，実際には発注者と事業者間

のとはならない．修繕費は維持管理費に含まれて平準化払いされる場合が多
いが，実際には維持管理の初期段階では殆ど発生せず，経年や法令で定めら
れた耐用年数により一時に発生する．これが維持管理期間中に一定の間隔で
平準化払いされることは，維持管理担当企業にとっては，初期段階では殆ど
が利益となり法人課税の対象となる一方で多額の修繕費が発生する会計年度

の協議を踏まえたうえで行われていることを明記すべきであると考える．
③ 契約解除時の過大な違約金
施設竣工前に事業者の帰責事由による事業契約解除時に，事業者が発注者

には，赤字決算となってしまうことが起こり得る．従って修繕費が大きな案
件では，参加できる維持管理担当企業がある程度の業務実績があり会計・税
務処理に習熟し，かつ資金力がある企業に限られてしまう可能性が高い．修

に支払う違約金の設定は，施設整備費の対価の額の 10％の相当額とするのが
一般的であり，内閣府 PFI 推進室の「契約に関するガイドライン」でも示さ
れている（10）．ところが，一部の地方自治体の PFI 案件では，これが維持管理・
運営費の対価や割賦金利を含めた全事業費の 10％などとするケースがあり，

繕費を一定額の金額として入札額に含め，増減は別途精算とすることや，修
繕費のみ毎年度の実際発生額に応じた精算払いとして提案させるなどの工夫
が望まれる．光熱用水費についても同様に増減が大きくなる可能性があり，
平準化払いではなく実費精算が望ましいと考えられる．

違約金の対象となる施設整備業務以外の業務も含めた違約金条項となってお
り，民事訴訟法の「一事不再理（1 つの事件を 2 度審理しない）」の概念を無視
したものとなっている．
また，施設竣工後の事業者の帰責事由による事業契約解除時に事業者が発
注者に支払う違約金は，施設整備費の未払額がある場合は，その未払額とそ

次に，施設の運営開始前に事業者が行う開業準備費用を運営開始時に一括
払いとする案件があるが，病院，ホール，博物館，美術館など施設が竣工して
から運営のための準備期間を長くとる必要がある案件については，開業準備
費用が多額になるため運営担当企業が立て替える可能性が高い．これについ

れにかかる支払利息の合計額の 10％の相当額など，施設整備費のうちの残額
の一定割合を違約金とするものと，解除された事業年度 1 年間分の維持・管
理費及び運営費相当の対価の 10％の相当額等とするのが一般的である．これ
についても比率が 20 〜 30％と課題になっている案件がみられ，質疑で多く
の応募者が比率を下げることを求めているが，既に発注者の内部で決裁など
が取れた後であるのか，これらを公告の質疑の段階で修正することは必ずし
も容易ではない．
なお，施設竣工後の違約金について，
「契約に関するガイドライン」では，

ても参加できる運営企業を制約する要因となるため，一定期間ごとに支払う．
最後に人件費の多い運営業務についての問題点を指摘したい．病院，ホー
ル，博物館，美術館などの案件は施設に常駐することが求められる業務が多
い．この場合人件費は後払いできないため，運営企業が人件費を立て替える
こととなる，やはり参入機会を制約する可能性があることから運営費のうち
人件費部分については平準化払いのまま他の業務よりも支払回数を増やすな
どの配慮が求められる．
⑤ サービス対価の改定条件
サービス対価のうち施設整備費については，賃金又は物価の変動に基づく改
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定条項（スライド条項）が事業契約書に規定されているのが一般的である．これ
は建設業法に基づき，中央建設業審議会が作成する標準請負契約約款のうち公
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共工事標準請負契約約款に定められているものが概ねの基準となっている（11）．

また，発注者は工期内で請負契約締結の日から 12 か月を経過した段階で，
スライド判定を行い，スライド協議の請求について判断するが，スライド判
定にあたっては，官庁側の建設物価だけでなく，協議により事業者が見積

公共工事標準請負契約約款では，第 25 条（スライド条項）で，賃金又は物
価の変動に基づく建設請負代金額の変更について規定しており，一般に第 25

もった協力会社からの見積も採用できる , との国交省作成のマニュアルがあ
るにもかかわらず（12），事業者からのスライド協議の請求の際「事業者の独自

条第 1 項から第 4 項は全体スライド条項，第 5 項は単品スライド条項，第 6 項
はインフレスライド条項と呼ばれ，その内容は図 5-2 のとおりである．なお，
図 5-2 で「基準日」とは，スライド条項による変更の可能性があるため，発
注者又は事業者が建設請負代金の変更協議（スライド協議）を請求した「請

見積には客観性がなく採用できない」と回答をする発注者が見受けられる．

求日」を指す．
項目

全体スライド

適用対象工事

単品スライド

工 期が 12 か月を超える 全ての工事
工 事 但し，基 準 日 以
降，残工期が 2 か月以上
ある工事
（比較的大規模
な長期工事）

インフレスライド
全ての工事 但し，基準
日以降，残工期が 2 か月
以上ある工事

条項の趣旨

比較的緩やかな価格水 特定資材価格の急激な 急激な価格水 準の変 動
準の変動に対応する措置 変動に対応する措置
に対応する措置

請負額変更の
方法 対象

請 負契 約 締 結の日から 部 分 払いを行った出 来
12 か月経過した後に設定 形部分を除く全ての資材
した基 準日以降の残 工 （鋼材類，燃料油類等）
事量に対する資材，労務
単価等

本通達に基づき，賃金水
準の変更がなされた後に
設 定した 基 準日以降の
残工事量に対する資材，
労務単価等

残工事費の1 . 5％

残工事費の1 . 0％
（「天災
不 可抗 力条 項 」に 準 拠
し，建設業者の経営上最
小限 度必 要な利 益まで
損なわないよう定められ
た
「1％」を採用）

受注者の負担

対 象 工 事 費の1 . 0 ％
（但
し，全体スライド又はイン
フレスライドと併用の場
合，全体スライド又はイン
フレスライド適用期間に
おける負担なし）

再スライド

可能
（全 体スライド又は なし
（部分払いを行った 可能
（ 通 達に基づき，賃
インフレスライド適用後， 出来形部 分を除いた工 金 水 準の 変更 がなされ
12 か月経 過後に適用可 期内 全ての資材を対 象 る都度，適用可能）
能）
に，精算変更契約後にス
ライド額を算出するため，
再スライドの必要がない）
これまでの事例 ほぼ経年的にあり
20 08 年に運用通知
1974 年に運用通知
（第 1
次石油危機当時），2012
年 2月に運 用通 知
（ 東日
本大震災）
図 5-2 物価スライド条項の 3 つの類型
出典：国土交通省 大臣官房 技術調査課『工事請負契約書第 25 条第 1 項〜第 4 項
（全体スライド条項）運用マニュアル（暫定版）』
（2013）pp. 2 -3 より編集

案件によっては，この 3 つのスライド条項が一部削除されており，事業者
側に施設整備費の上昇リスクがそのまま付加されているケースがみうけられ
る．PFI 事業は施設規模が大きいものが多く，施設整備費はそれに比例して
高額なものとなるためこのリスク負担は事業者にとって過大なリスクとなる
可能性が高いため全てのスライド条項の適用が必須である．

中には，事業者側が過度に高い単価を記載して多額の増額請求を行うのでは
ないか，という不信感が発注者側の協議担当者の根底にあるのではないかと
推察できるケースもある．
事業者が記載する単価は，当該事業の周辺地域での類似施設の単価と比較
することでその客観性は十分に担保できる．また，上掲の国交省マニュアル
には「再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には，当初積
算時の類似単価の物価変動率により算定することができる」とされている．
インフレ条項による施設整備費増額の予算獲得の事務手続きの煩雑さを加味
しても多額の施設整備費上昇リスクを事業者が負担することは現実的ではな
く，施設の品質確保を確実にするためにも事業者との誠意ある協議を発注者
が行うことが求められる．

6．まとめ ― より良い官民パートナーシップの構築のために
ドラッカーは「マネジメント」において，
「これからは官民が協同して取り組
む問題が増えてくる．主導権をとるのは官であることもあれば，民であること
もある．
」と述べており，
「公と民，官と営利の区別のつかない」分野では官民
が相互理解のもとで対等なパートナーとして連携することが事業成功のポイ
ントであることを指摘している（13）．そして社会・経済の変革期には「政府の能
力までが，企業とそのマネジメントがどこまで自立的たりうるかにかかってい
る．政治的な決定ではせっかくの資源の配賦もお粗末なものとなる．
」と指摘し
ている．PFI 事業によくあてはまる言葉であり，事業者の積極的な行動や発言
が，発注者である官庁の成果を左右する，つまり事業者が PFI 事業の命運を左
右するカギを握っていると言えるのである．
事業者が各職種の許認可権限を持つ官庁に遠慮することが美徳とされた時
代は終焉したと考えるべきである．ドラッカーは，『経営者の条件』では，「生
産的であることが，よい人間関係の唯一の定義である．仕事上の関係において
成果がなければ，温かな会話や感情も無意味である．貧しい関係のとりつくろ
いにすぎない．逆に関係者全員に成果をもたらす関係であれば，失礼な言葉が
（14）
あっても人間関係を壊すことはない．
」
と生産性が人間関係を保つ唯一のも
のであり，成果をもたらすためには時には相手に礼を失するような発言が必
要であると断言している．より良い官民パートナーシップの構築のためには，
時には官庁を動かすほどの率直な意見や提言が事業者に求められるのである．
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PFI 事業においては，より積極的な質疑や意見を出していくことが事業の成功
の原動力になるのではないかと考える（15）．
最後に，2019 年 3 月に一般社団法人日本公園緑地協会が発表した提言を紹介
する．2017 年度に都市公園における官民連携をより積極的に推進する手法とし
て Park-PFI が制度化されたが，運用は始まったばかりであるため，官民連携事
業の初期段階における事項を提言として取りまとめたものであるが，官民連携
の原則に基づく的確な言葉であり，紹介したい．
「都市公園の性格，規模，立地
条件等によって，収益施設への集客の観点から事業者の対応能力には限界があ
り，公募を実施しても応募がない場合が考えられます．国や地方公共団体が公
民連携事業を推進するためには，一定のインセンティブの付与など事業者が参
画可能な投資環境を整えることが必要不可欠です．『利益とは企業存続の条件
である．
』
（P.F. ドラッカー）
」
．
【注】
（1）特定非営利活動法人 日本 PFI･PPP 協会『PFI 事業 実施方針公表件数』
（2019）pp. 2 - 5
（2）内閣府 PFI 推進室 HP『PFI 事業導入の手引き』
（3）国土交通省総合政策局『PPP/PFI 事業を促進するための官民間の対話・提案 事例集』
（2015）P.9
（4）上掲（ⅱ）
『PFI 事業導入の手引き』
（5）内閣府 PFI 推進室『PFI 事業契約との関連における業務要求水準書の基本的考え方（案）』
（2008）p.3
（6）拙稿「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」
（2018）ドラッカー学会年報 vol. 15 pp. 165 - 166
（7）上掲（ⅱ）
『PFI 事業導入の手引き』
（8）上掲（ⅱ）
『PFI 事業導入の手引き』
（9）国立大学法人千葉大学『千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備等事業 事業契約書
（案）』
（2017）より編集
（10）内閣府 PFI 推進室『契約に関するガイドライン ― PFI 事業実施契約における留意事項に
（2015）pp. 111 - 112
ついて ― 』
（11）国土交通省 HP『建設工事標準請負契約約款について』
（12）国土交通省 大臣官房 技術調査課『工事請負契約書第 25 条第 1 項～第 4 項（全体スライド
条項）運用マニュアル（暫定版）』
（2013）p.6
（13）P. F. ドラッカー，上田惇生訳『マネジメント 課題，責任，実践（上）』
（2011）ダイヤモンド
社 pp.416-418
（14）P. F. ドラッカー，上田惇生訳『経営者の条件』
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【略歴】 清水建設㈱建築営業本部 PFI 推進部課長，税理士，東北大学大学院経済学研究
科前期課程修了．主に国内 PFI 事業計画・不動産事業に関わる．学校法人もの
つくり大学事務部総務課長（2015 ～ 2017 年 , 出向），ドラッカー学会・秋田
産業サポータークラブ各会員．
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佐々木秀昭

Hideaki Sasaki
（本会会員）

偉人の古巣に歴史を訪ねる（プロローグ）
当日の朝．僕は前日までの疲れと学び道具（手に馴染んだボールペンとい
くつかの蛍光ペンと A 4 の方眼罫入レポートパッド）を背負って電車に揺られ
ていた ― ．本来なら明治大学の駿河台キャンパスに向かうはずなのだが，後
ろ髪をひかれる思いで同じ明治大学の生田キャンパスへ向かっていた．なぜ
なら，生涯学習の講座を受講する為である．昨年に引き続き，旧陸軍登戸研究
所について考察中なのだ．きっかけは，昨年他界された SHARP の元副社長の
佐々木正氏の追悼記事をインターネットで見かけたことに始まる．ロケット・
ササキと親しまれ，失意のスティーブ・ジョブズ氏を勇気づけ，若き孫正義氏
の創業を支援した世界に名だたるエンジニアである．

べる人に出会えただろうか．笑いあえたことはあったのだろ
うか．心の荒むその時代に僕は思いを馳せずにはいられな
い．僕の関心のひとつは「人の心」にある．見えないものだ
が，人が居れば必ずあるものなのだ．時代が変わろうが，人
の心の存在は変わらず普遍的なものである．例外なく，一人
ひとりに心があり，思いがある．
人を幸せにする研究と技術
見方を変えて，人を幸せにするマネジメントの視点で見るとするならば，な
んと素晴らしい研究の数々であろうか．人のためにならば望まれる研究なの
だ．身近にあるものを例に，いくつか挙げるなら，電子レンジの開発，陸路・空
路での無線通信・管制塔の誘導，漁群探知機，気象予報，薬学，病疫の予防と研
究など枚挙に暇がない．現代を代表する技術と研究の素地を容易に見つけるこ
とが出来る．
技術と文化の恩恵
こうして鑑みると，それらの絶大な恩恵
があって僕らの生活が成り立っていること
に気付くのである．この現代は技術と文化

「共創」と「合本主義」に想いを馳せて「マネジメント」へ
僕らが普段使っているスマホには佐々木正氏の偉業が採用され受け継がれて
いる．彼の技術と研究に関する考え方の根底には「共創」がある．独創に優れた
エンジニアが，世界中から知恵を出し合い結集すれば人類の創造性は何倍にも
なるというものだ．この考え方と類似した「合本主義」を僕はよく思い出す．次
の新紙幣に登場予定の澁澤栄一氏が提唱した考え方だ．公益の為に資本を集め
て投資し事業化し，社会を豊かにし，経済を循環させていく ― ．こうして思
いを巡らすと，僕の中では「マネジメント」という考え方に合流するのだ．
明治大学 生田キャンパス＝旧登戸研究所から見えてくるもの
今からちょうど 80 年前，この生田の地に設置された旧陸軍の秘匿施設．軍の
施設にも拘らず，軍の名義は伏せられ歴史の闇に姿を消そうとしていた施設．

が共創し，文明となって顕れているように
僕には思える．
登戸研究所に関する資料は，国の資料と
しては殆ど残されていないが，ここ生田キャンパスの一角には当時の建物が現
存する．この建物を資料館とし，数少ない貴重な資料が静かに，だが確かな存
在感を伴ってその当時を伝えている．
僕は，生田キャンパスでの講義を受講し，NSF が開催されている駿河台キャ
ンパスの会場へと急いだ ― ．
ようやく会場へ（参加目的）

現在にも僅かながらその面影を遺し，その傍らで現代の学生が大声で笑いあ
い，その声をキャンパスに響かせている．

僕が今回，NSF に参加しようと思った目的は二つあっ
た．何より，ひとつ目は「上田先生への追悼」である．僕は
マネジメントに出会えたおかげで救われ，当時の途方に暮

遺構に思いを馳せて
当時の研究所職員には十代の学生も少なくなかったという．友達や仲間と呼

れていた日々を懐かしくさえ思えるようになっている．上
田先生への追悼文は，後に思い出しながら書いてみようと
思う．もうひとつは「教育革命が指しているものを自分の
中に見つける」ことだ．

＊

本稿は，「第 14 回 ネクスト・ソサエティ・フォーラム 2019 ― 教育革命と知識社会 追悼・
上田惇生先生」
（於・明治大学，2019 年 5 月 11 日）についての記述である．
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個人の時代・心の時代を生きる
僕らが生きている現代は，
「個人の時代・心の時代」と言われるようになっ
た．インターネットが爆発的に波及し誰もがその世界と繋がる機会を得た．情
報が氾濫し溢れ返ったこの社会では，全ての判断が個人に委ねられ，その便利
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心の注意を払いながら駆け寄り，隣席に座った．すると間もなく質疑応答が始
まった．涼しいとはいえ初夏，数分歩けば汗ばむ季節．僕は汗を拭いながら，聞
き逃した講演に残念さを覚えつつ，気持ちを切り替えていった．

さと引き換えに心は疲弊しやすく，傷つきやすくなっている．疑心暗鬼は常に
つきまとい，個人情報は守るべき最高水準の一つとなった．

基調講演Ⅱ：姉川知史 氏 「大学における経営研究・教育とドラッカー」

何が正しいのかさえ分かり難くなってしまった現代
平和でありながら，心はいつも騒然としているのはなぜだろうか．平和は保
たれているものの，経済成長は何年越しで横ばいなのか，国の統計さえも正確
さは失われてしまった ― ．保たれるべく依存型社会の繋がりや秩序は，個人

でドラッカー氏の著書を 1 冊読んだきりという．そしてこの講演の為に GW の
連休中に 10 冊ほど読んで登壇した事を明らかにした．僕は大学の先生はこうし
た大量読書をする方が多いなと思いつつ，湧いた会場に共感し拍手を贈った．
ビジネス・スクールでドラッカー氏の著書が用いられないことや議論されるこ
とがないと指摘しながらも，博士論文の引用にはドラッカー氏の著書が最も多

の願いも虚しく崩壊し始めており，それは止められず，組織のリーダーシップ
は益々もって真価を問われているのではないだろうか．組織内外で守られるべ
く常識とされて来たものが，個人に委ねられたと言っても過言ではないように
僕は捉えている．依存型社会の限界点が見えつつあるのかも知れない．これは
また別の機会に追究してみようと思うのだが，不祥事が後を絶たない時代でも
あるように見えるのだ．これは繰り返し起こる問題のひとつではないかと僕は
カウントしている．
教育革命のヒントは既に存在する？
このような時代にあって次世
代を育成するのに，どのような
教育が望まれるのだろうか．僕
はこれからの教育には，心を育
み守る柔軟な思考力を保つ学び
が求められていると思っている．
これまでの義務教育での一方的
な授業スタイルがあまり効果的でないのは，身に沁みている人も少なくはない
はず．なかなか変えられない現状も事実．だが，改革のヒントはすでに何処か
にあるのではないだろうか．先ずは自分の中に見つけられないだろうか．そう
考えながら，僕はようやく会場に入った．
会場受付
会場受付では数人の顔見知りの方々に会うことができた．準備から含めてい
つもお世話になりっ放しで心から感謝しきりである．挨拶もそこそこに案内を
うけて，場内に入ると午後最初の基調講演が始まっていた．講演は最初から聴
けないと，ほぼ分からないものとなることが多く，諦めざるを得ない ― ．ど
うやら後半も過ぎ既に終盤のようだった．見渡す場内に先輩友人を見つけ，細

観察と洞察へ
午後二本目の講演，慶応義塾の姉川氏が登壇した．氏はこれまでの教育人生

く用いられることも補足した．そして，ドラッカー氏が浮き彫りにした経営の
課題はこれまでにない新しい取り組みが必要だとした．
僕 が 気 に な っ た と こ ろ は，講 演 の 終 盤 で 出 さ れ た ビ ジ ネ ス・ス ク ー ル
（MBA）の授業内容のことだ．
どんな授業をしているのだろうか，僕には見当もつかなかった．すると，
ケーススタディの課題に自分達で結論を導き出すことだと言明され，同時にド
ラッカー氏の著書が教材として不適切だと斬り込んだのだった．最初はなぜそ
のような切り口で話すのかと思ったが，その理由に僕は心底納得いったのだっ
た．それは「なぜなら，結論が書いてある．」の一言だった．会場からも嘆息の
声が多く聞こえ，姉川氏への支持率が高まったのを僕は肌で感じたのだった．
こうした極論的な話が多い講演場面では，会場の反応を捉えやすい．場の空気
感が一気に変わるのだ．まさに，LIVE そのものであった．僕なりにもう少し，
MBA のことを知っていたら，もっと面白がれたかも知れないと思えた講演
だった．
休憩時間を利用して共有・移動
休憩時間になり，先輩友人から午前の様子を聞くことができた．予想通り盛
況だったようで，登壇の先生方の幸せそうな顔が浮かび妙に嬉しくなったのは
間違いない．反面，聞き逃しているのは残念だったが気持ちは割り切れていた．
次回の NSF が講座や仕事と被らないように祈るばかりである．
僕らは比較的，後方に座っていたのだが前方の席がいくつか空いたのを確認
し，速やかに中央寄りの前から三列目かぶりつき席付近に移動した．
対談や講演は聴きながら見ながら面白がって学ぶ
ここからは対談の豪華三本仕立てである．僕は考え方をより深める講演も好
きなのだが，考え方がクロスする対談も好きだ．対談者の思考に自身の思考が
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更にクロスし思考の深まりと拡がりと両方を感じるのだ．それからもうひと
つ，対談の中身を観察出来るという機会でもあるのだ．

一方的な躾は子供を委縮させ，主体
性を培う教育は成長を促す
「子供を躾けるということは必要な

「想い」を「容れる器」が「言葉」
僕は「人の心」に関心があると先に述べた通り，心理学を学んでいる最中で
ある．心理学では言葉が重要だと僕は考えている．マネジメントの中心に位置

い」という登壇者お二人の共通の認識
から話が切り出された．これは恐らく
「子供が自分自身で考え，判断できる
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するものではないかとも思えてならないのだ．リーダーシップとも深く繋がる
ものではないだろうか．それは何かと言うと「言葉の定義」である．本来，相手
に対して発する言葉には「意味」と「感情」が込められているはずではないだろ
うか．これを「想い」だと僕は考えている．言葉はその「想い」を容れる目に見
えない器なのだ．少なくとも僕は多言語話者の先生に，そう教わった時に，言

ことが重要」ということだと僕は考え
た．子供が自分で判断・決断・行動ま 僕（左）と澁澤ドラッカー研究会の先輩友人（右）
で出来るようにしてやるのが教育ではないだろうか．「やってはいけない・こ
うしなさい」という苦言じみた注意ではなく，自立を目的として「自分で考え
て判断・決断・行動」を促す教え方が必要なのだ．ここで大切になるのは「やっ

語の面白さとリベラルアーツとしての言語の意味を汲めたように錯覚さえし
ている．ちなみに文字は言葉を表すためのツール．読み取られ方で誤解が生じ

てはいけないのはなぜか」
「なぜ，そうするのか」である．この「なぜ」をどう伝
えるかがポイントであると僕は思う．危険が迫っている時は，子供に対して格

るものでもある側面を持っている．話し言葉も聞き間違いの側面も勿論含まれ
る．文字には表れ難い表情や声色は直接会うことで最も良く伝わるのではない
だろうか．これがコミュニケーションの入り口になるのではないだろうか．

好つけて注意するより，怒りに身を任せて怒鳴った方が効果的だ．危険が去れ
ば，安全を確認した後に「なぜ，怒鳴ったのかを伝え，次の時はどうするのが良
いかを一緒に考える」というフォローを忘れてはならない．
「見ればわかる」や
「いつかわかる」では，伝わることはあまり多くはなく，例え理解されるとして
も，時間がかかり過ぎるのだ．
「想い」は伝えなければ伝わらないものでもある

相手を理解するためのコミュニケーションを工夫する
コミュニケーションを例に挙げると「相手が理解出来る言葉で話されている
だろうか」という点でマネジメントの中でよく議論されているように思う．こ
れを心理学的に分析することで，組織やチームの活性化に効果が高いことが確

のだ．「想い」を伝えるには言葉が重要なのだ．

認されている．徹底的に調べて絶対値のようなものを探すのではなく，ミスコ
ミュニケーションが起こりやすい状況がここにあるのだと気付くだけでコミュ
ニケーションは円滑になりやすいと僕には思える．
「言葉の定義」をお互いに
理解しあっていると，受け答えしやすくなるのは想像するのに難しくないだろ

大きなトピックとして，学校は必要かと議論された．
「小学校・中学校と義務
教育で通った学校でなにを習い，今現在，何を覚えているか」と会場へ質問が投
げかけられた．僕は学校での授業より，図書室や地域の図書館に通ったことをよ
く覚えている．授業より面白かったのだ．興味本位で本を探し，とりあえず読ん

う．参考までに，交流分析などをチームで実践してみるのはいかがだろうか．
チーム内のコミュニケーションの流れが見え，お互いの話し方を，少しだけ，気
をつけるだけで人間関係が改善する予感は感じられるはずである．

でみる．理解は後から深まったものでもある．現在はパソコンやスマホでイン
ターネットを通じて世界と繋がれる．ちょっとしたことでも，かなり正確に調べ
ることが出来る．それが，他の言語であっても可能なのだ．こうした技術の進歩
は凄い．学校でなければ学べないことは無いとさえ思える．体験や実験も動画サ

対談Ⅰ：安富歩 氏×岩崎夏海 氏 「ぼくらは，教育の未来につい
てこんなふうに考えている」
観察対象は竹ちゃんに決定
個性を骨太に持つ 2 人の登壇者と共に登壇したのは岩崎氏の愛娘，竹ちゃん
である．安富氏の膝の上で 0 歳ながら堂々とくつろいでいる．大勢の視線も気
にならない様で非常に落ち着いていて，見ていて和む存在である．0 歳児なの
で泣いて退場すると思っていたが，随分長い時間登壇し，泣きわめくことなく
愛嬌を振りまいてくれた．僕はお二人の話を聴きながらも，竹ちゃんを観察し
ていた．その自由な姿に憧れ，ひとり和んでいたというのが本音である．

僕らが義務教育で得たものと現代（テクノロジーの進歩）

イトで疑似体験が出来るだろうし，使い方次第だと僕は思っている．
組織存続の為のホウ・レン・ソウ
他に，そもそもの国民学校・徴兵制度のこと，学校維持に関わる税金のこと，
お金の流通と国債の実態も明らかにされ議論された．この場でそうした話が出
来るのは，このお二方ならではとも感じた．その中でも僕の印象に残っている
のは，報告・連絡・相談のホウ・レン・ソウのことである．これは「組織に問題
がないと不安になるのを担保する為の仕組み」だと安富氏から解説された．つま
り，この三つが組織内でやりとりされれば，嘘でも本当でも仕事したことになる
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のだ．立場主義の上司にとっては，現場にいる部下からの報告書や日報が，自分
の立場を守るのに（コピペするのに）大いに役立つのである．やっている風に見
せ，上層部へもっともらしく報告が出来るのだ．使わない手は無いだろう．
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満足したアドバイスをしたと思い込んでしまうのではないだろうか．「聞け，
話すな」というドラッカー氏の名言がいつも過る瞬間である．
例えば，議論の場などでは意見を広く集め，多角的に考える方が新しい視点
を得やすいのではないかと思うのは僕の未熟さゆえだろうか．

支配的マネジメントと社会的構造から見え隠れするシステムの欠陥
こうした支配的なマネジメントが息づいている組織の正統性や真摯さが，真
に問われるのは透明性の高まるこの時代ではないだろうか．だが，この実態を
正せるマネジメント層が枯渇しているのもこの時代ではないだろうか．大企業
の不祥事や，大型倒産が後を絶たない背景がそこにあるようにさえ思えるの
だ．増してや，社会的な構造をシステムと見做すなら，繰り返し起きる混乱は
時間の無駄であり，資源の無駄なのだ．われわれ現代人がお金にも時間にも余
裕が無いのは，ここに起因しているように僕には思えてならない．
お互いがリスペクトしている絶妙なコンビネーション
終盤はこの日本という国の概念とインターネット社会としての知識の世界観
や労働の考え方にも言及し，多岐に渡って繰り広げられた爆笑対談は圧倒的な
時間不足となり喝采の内に終了した．
このお二人の対談で気がついたのは，話題の豊富さと，話の展開が早いこと．
加えて，お互いが同じスピードで話のキャッチボールがされていたことであ
る．先述の交流分析の例でいうなら，ストロークが同じところに返っていると
僕は感じたのである．お互いにカバーしている所も多分にあったのだろうが，
それすらユニークさを損なうことはなかったというのは僕なりの観察であり，
息が合うコンビネーションは多くの方が楽しまれたのではないだろうか．

対談Ⅱ：西條剛央 氏×高濱正伸 氏 「本質に根ざした真の学びと
は何か？」
経験値を絶対視してしまう罠
まずは，EMS ゼロ期生としての高濱氏の感想からスタートした．様々な人と
教育の話をすると，
「自分の経験則で見つけて来たことが語られ，本質が失わ
れることが多い」というものだった．
僕は驚いた．少し前（3 / 16）に開催された「セルフマネジメント・サミット
（DCC）
」という学びのレポートに僕が書いていたことと一致していたからだ．
自己の経験則では体験出来なかった部分は語られないのだ．説得力は半分にな
らざるを得ない．僕としては，やはりそうなのだと再認識したのと同時に，そ
うした考えで相手や物事を決めつける人も多いことを伺い知れたのだった．し
かもそれは「どの分野においても」である．人生経験が豊富な方にそうした考
えの方が多いのは，自身の経験を絶対視しがちで，その為，若年者に強気に指
摘してしまう．指摘に対しての注意も反論もそれほどされないが為に，自身が

学問は，問いを立てて学ぶこと
「学問は細分化すればするだけ意味が見つかり，きりが無くなる」という指摘
があり，納得がいった．もっともらしく，仮説を証明する術が学問ではない．自
ら問いを立て，学ぶことが学問なのだ．教育者としての姿勢は学ぶ者の「好き
なこと，関心があること，自らがやりたいと感じていること」に焦点を当てて
その伸びる才能を見つけサポートすることなのだ．ドラッカー氏が教師の本来
の役割をそう説いているのを僕は思い出したのだった．
噛み合わない親子間の心理状態
話題が受験や蹴活に移り，現代では親が「受験だ・就活だ」と子供を煽って
いると指摘があった．僕には容易にその画が思い浮かんだ．子供の意思より親
の見栄やエゴが見えてしまうということだろうと僕は直感した．子供を心配し
てのことかも知れないが，ある意味で子供を信用していないようにも捉えられ
る．子供を叱咤激励し，なだめ透かし，塾へ通わせる ― ．自分の子供だから勉
強が出来るようになって欲しいと強く願うかも知れない．だが，それは本当に
その子の為だろうか．僕には錯覚しているようにしか思えない．なぜなら，心
配し不安になっているのは親であり，安心したいのも親ではないだろうか．親
が安心する為に子供の人生に干渉し，子供をコントロールするなどあってはな
らないと僕は断言したい．別の言い方をするならば，他人の人生への「越権行
為」である．そのようなことは，例え親子間であっても許されてはならないは
ずである．親子だから許されるというのは単なる「甘え」に過ぎず，身勝手な依
存であり無責任である．
友達との距離は親の束縛によって開いていた
僕は自尊心がズタズタになった友人の数々を見て来た．うつむいて元気のな
い彼らを遊びに誘うと「ごめん．親に聞かないと分からない ― ．」という共通
の返事が返って来るのだった．それは，周囲の子たちとの見えない心の距離が
ひろがる望まれない呪文でありながら，皮肉にも彼らの口癖でもあった ― ．
学ぶ動機
学ぶ動機は本人にしか見つけられないものだ．本当に関心があり，学びたい
と思うものが何なのかを本人が見つけることが先決ではないだろうかと僕は
思う．その延長線上に試験があればまだ救いはあるかも知れないが，試験に合
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格する学力はついても，社会で生きるには実践力が鍵となる．勉強が出来るの
とは違う学びであり，学びを応用して実践・実行出来る知恵を編み出すことが
重要なのだ．この知恵を使うことで出来ることが増え，応用が効くようになる
と僕は考えている．少なくとも僕の場合，仕事に学校の勉強が役立ったことは，
それほど多くは無いように感じるのだ．
教育の目的
次の話題で「関心」についても深く切り込んだ．「価値の根源には関心があ
り，関心によって価値が引き出される」と西條氏は続け「教育の目的」について
言及した．
僕が深く共感したのは教育の目的は「OS としての自分の考え方の刷新を促
すもので，数値化で計り知れないもの」だということ．なぜなら OS のアップ
デートがうまくいかないと，いずれ不具合が起こるからだ．時間の問題なのだ．
これは僕が身をもって体験している．
関心と学びの入り口
学ぶことを忘れた僕自身の怠慢によって，僕はメンタル不調に陥ったのだ．
そんな中でマネジメントに出会い，学びを深める中で出会った先生方に相談
し，アドバイスを頼りに模索して長いメンタル不調のトンネルから脱したの
だ．少なくとも僕はそうやって学びの入り口を見つけて来た．そうして徐々に
自分の関心を洗い出し，マネジメントの中から「人の心（心理学）
」という関心
を見出した．もともと興味があったことでもある．
現在，学びと実践を通じて絶賛鍛練中であり，マネタイズなどしていないの
だが，本業ではなくとも成果は上がっている．人が元気になっていくのは本当
に嬉しく喜ばしい．
関心が教えてくれた自分の強み
もともと人の内面に関心をもっていたことと，僕自身のメンタルダウンの
経験から，心が病んでいる人の心情を汲みながら，その不安や苛立ちの状態
をどう解放したら良いのかを一緒に考えることが出来る．心が病む人は不安
や苛立ちと対峙してしまうことが多く，考える余裕がなくなりやすいのだ．
気の強い人ほど，その状態に陥りやすいと僕は見ている．心は失くしてはい
けないが，失くしたのなら見つければ良いのだ．時間がかかっても一緒に探
してくれる人が居れば，失くしものは見つかるものなのだ．僕とのセッショ
ンが支援となり，今後の人生の礎となればこれに勝る喜びはない．僕のカウ
ンセラーとしての使命は，疲れ果てて暗く閉ざした心に，明かりを灯しエネ
ルギーを取り戻させることだと考えている．行動と言葉によって，それは可
能なことだと理解している．もちろん，絶対でないのは承知している．必要と
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している人に届けたいと思う．心理教育はマネジメントにも必要不可欠だと
考えている．
教育は個々人に最適化されるのが望ましい
話を「教育」に戻すと，僕が思うに，個々の考え方に違いがあるのだから，同
じ教育方法で同じように伸びる人はいないだろうというのは容易に想像がつ
く．考え方が似ていても個々に学び方は違うもの．教え方もそれぞれに合うよ
うにすることが望まれるはずである．学びをサポートして気づきを多く得られ
るようにするのが教える人の役目であり，学びの面白さの入り口を拡げるのも
また教える人の役目ではないかと，僕は勝手に教師の理想を想い描いている．
これは，僕の一番の関心でもある．
心理教育
なぜなら，心理学では心理教育が重要視されるのだ．カウンセラーはその責を
担う．教え込む人も居るかもしれないが，僕のスタンスでは自らが自信の持てる
選択をしてもらうことだと考えている．どこまでサポート出来るかにかかって
いるとも言える．だが，しっかりと自走出来るまで，繰り返すことで理解が深ま
り，自然に自信が伴っていくその様子は，見ていてありがたい様子でもある．本
当に救われているのは自分なのかも知れないと自惚れたい程である ― ．
本質行動学と心理学
議論の終盤に「遊び込んだ子は強くなる」という話がされた．これは恐らく
「強化理論」が作用しているのではないかと僕は考えた．遊びに夢中になり，自
分が「楽しい＝幸せ」になるという体験を繰り返していると幸せになる体質と
して，行動が強化されるのだと思う．不安や恐れを自ら手放すことを自ら習慣
化していくのだろうと思えるのだ．習慣化していくにつれて自分の中に哲学の
ような確信を持ち，やがて軸となるのだろうと僕は推測している．創業者に元
不良が多いなどとも議論されていたのが印象的だった．本質行動学は心理学に
近い印象が今回もあり，継続して追究していきたい．僕の中の教育革命は心理
学を通じてここに繋がっている様に思う ― ．

追悼・上田惇生先生：佐藤等 氏×国永秀男 氏×井坂康志 氏
「教育者としてのドラッカー・上田惇生」
二人の教育者を偲んで（エピローグ）
上田先生の追悼は今回の参加目的である．どんなセッションになるのだろうか，
という僕の勝手な思い込みはあった．おそらくは，
「それぞれのドラッカー・上田
惇生」が展開されるのだろうと期待と予感はしていた．ファシリテーターは井坂
氏である．
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佐藤氏，国永氏の自己紹介代わりの活動
実績の紹介に始まり，場が温まると焦点は上
田先生との出会いや翻訳者としての役割に
当てられた．ちなみに，僕と上田先生との出
会いは，2013年5月の早稲田大学で開催され
たドラッカー学会総会＆大会が初めてだっ
たことを思い出していた ― ．
翻訳者の使命
話題が翻訳者は「文化をインストールする人」という本質をついたキーワー
ドが出された．僕は直感的に翻訳者の使命だと感じた．この時「言語は習慣で
あり習慣が文化を創る」と先述した多言語話者の先生から聞いた言葉が僕の頭
の中でこだました．使われる言語には背景があり，文化があり，根底には思想
があるのだと僕は考えている．言葉は「想い」を入れる容れ物なのだ．言葉が人
を育み，文化を創る．
「言語」は人が発するものであり，使うものである．個々
の考え方や想いを伝える手段でもあり，お互いを理解する手段である．他者に
自分の意志や概念を伝える最高の知恵だと思うのだ．こうして使われる言語の
習慣が文化の基になるのだと，僕は 2 年程前に自身のブログにも書いたことが
ある．当時反響はあまり無かったが，言葉の奥深さをこうして噛みしめられる
のもありがたい．
上田先生の横顔
次に英語と日本語の訳について上田先生の名言やエピソードが語られた．「1
行のものは 2 行になり，2 行のものは 1 行になる．
」との名言が井坂氏から語ら
れると，佐藤氏からは「俳句のように要約し訳していた．
」とのエピソードが語
られ，国永氏からは「分からない事象は徹底的に勉強していた．
」などの年金機
構についての翻訳エピソードが語られた．僕には，あまり語られることのない，
知られていない上田先生の横顔が見えた気がした．翻訳者としての言葉の切れ
味にこだわり抜いた上田先生の仕事ぶりとその姿勢を再認識する機会ともなっ
たのである．
問いを立てて学ぶ場
そうしてテーマは「教育」へと移り，教育者としての「先生」について展開さ
れた．井坂氏から夏目漱石の名作「こころ」が例題にあげられ，先生像の追究が
なされた．国永氏から「模範となる人」
，佐藤氏から「死して尚，使える財産（知
恵）を遺した人」と挙げていた．僕は「この場に居なくても考え方に含まれる影
響力で方向性を示している人」だと直感した．恐らく言っていることは同じで
はないだろうか．僕はだんだん哲学的な場になっていると感じていた．なぜな
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ら，自分好みの場なのだ．問いに参加し考えている自分が面白かった．これが
本来の学問なのではないだろうか ― ．
学びの回路をオープンにする
テーマは「学び」に移り，学び取る力量に焦点が当たっていた．学びの回路が
オープンになった人は，自然現象や出来事からも学べるということが挙げられ
ていた．なるほど，何からでも学べるとしたら，何が良いだろうか．すると不意
に僕の頭には先日，澁澤ドラッカー研究会の仲間と鑑賞した，一枚の水墨画が
浮かんだ．何からでも学べる人とは，おそらくは，こういうことなのだろうと
僕は，ようやく「はっ，」としたのだった．ドラッカー氏が正気を取り戻すため
に観ていたというコレクションにまた会いに行こうと思う ― ．
託された応援のメッセージ
ディスカッションの最後にドラッカー氏と上田先生のお二人に共通していた
応援のメッセージが井坂氏から紹介された．
「君自身はもっと君自身で良いのだ．他の誰かではない．君の前にある一本の
道を進め．」若手を引っ張り上げて，励ましてくれる力強く熱いメッセージは，
いつ聞いても胸を打たれる．僕自身，何度となく励まされて来た言葉だ．人を
鼓舞させる言葉を使い，いつも期待し応援し励ましてくれる ― ．
僕の心が折れ，人の道を見失いかけた時に出会ったマネジメント ― ．その
思想の中に，随所に散りばめられた人生の意味と人として生きる勇気．そして，
いつでも振り出しに戻れる考え方を僕は見つけることが出来た．僕にとっての
マネジメントとは，自分で決めた言葉によってリーダーシップを発動させて，
自分の人生を生き抜くことそのものであるように考えている．無論，これはま
だ始まりに過ぎず，これからどのように僕自身が自己発展出来るのかという挑
戦である．僕がどのようなリーダーになるのかは，話半分に聞いて欲しいとこ
ろであるが，このマネジメントの考え方と実践なくしては，僕は自分の人生に
意味など見いだせなかっただろうと考えている．僕はようやく人の道に戻るこ
とが出来たのだ．今，自分の人生を自分の為に生き始めているのだ．これから
使命を果たしていくに際し，他の人のために働くことがこんなにも素晴らしい
ことだと理解したのである．他の人が喜んでこそ成果なのだ ― ．
強みを探して行き着いた心理学の世界
ある時，僕は強みを探していると，とんでもなく心が敏感であることが分
かった．感受性が強いのだ．比べるのもおかしい話だが，女性より感受性が強
いと言っても過言ではない．例えば，テレビ CM やアニメなどの一場面，感動
シーンは必ず泣けてしまう．因って必然的に，「心の世界の住人」になりやす
く，自己対話で掴んでいることの多くが人の役に立つことを知った．他の人の
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心の内に入り込むことが容易であり，寄り添い理解を深めることが出来るの
だ．難しいことでは無かったのだ．誰かの相談に乗るときは何も考えずにそう
していた．だが，気付くのに時間がかかった．自分にとっては，あまりに当たり
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の淵に見えたものは希望の峠だったと後に言って貰えるようにしたい．その為
にも，峠の先の理想郷を目指して自らを刷新し続けると決めている．

前の事なのだから．この強みを生かすには，少し客観的に心理学的に考える必
要があった．僕は心理学を学ぶことで，病んで迷ってしまった人が本来帰るべ
き道を一緒に探すことが出来るようになったのである．帰り道を探すには心の

上田先生との出会い 〜 一瞬のエピソード 〜

世界では言葉と考え方が灯りとなり薬となる．心を病んだ人が欲しがる言葉は
単純な共感や激励や前向きな言葉ではない．これは僕の場合だったのだが，そ
れ以上に，ただ目の前のこの状況から脱出できる術を求め足掻いているのだ．
その術がなんなのか探しているのだ．恐怖や不安に襲われていることを理解し
て欲しいのだ．他の人には見えない陰鬱な世界をたった一人で彷徨っているの

録音・録画係（会場備え付け機材のボタン操作）に任命され，運営サポートを
やらせて頂きました．上田さんが見えられたとき，僕はスタッフ席で講演を聴
講していました．
ドアが開いたと思ったら，すぐに沢山の方に出迎えられてどなたが見えられ
たのか一瞬分かりませんでした．体調がよかったからとのことで，僕らスタッ

だ．その孤独は，時に他者を攻撃し，時に虚しくくずおれる ― ．

フにも激励に来て頂いたとのことでした．僕はそのお人柄にとても感動したの
をよく憶えています．しかし，ミーハーな僕はどさくさにまぎれて，上田先生

僕とマネジメントとの出会い
僕は 2009 年の秋にメンタルダウ
ンにより 1 年半もの間，会社に通い
ながらも，やけた砂の上を裸足で歩
いている様な日々を送り途方に暮
れ，もがいていた．自分の中にはも
う何も使えるものは無くなってい
た．自分に無いものは外から得るほ
かにないと僕は日々もがく中で考
え，本屋に通う日々が続いた．僕が
マネジメントを知るきっかけは，当時，本屋で平積みにされていた，あの大ベ
ストセラーになった『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネ
ジメント』を読んだら』岩崎夏海：著である．読み進むにつれて，これは僕が知
りたかったことだと夢中で読み，感動し，何度も読み返し，夜が明けたのを憶
えている．そして次に手にした『プロフェッショナルの条件』P.F. ドラッカー：
著 上田惇生：編訳で，自分の使命と向き合う大切さを学び，深い感謝と共に
心は育まれ，後に言葉と自己の一致を体験したのだった．学ぶ機会と恩師とこ
の学会の方々に出会い，窮地を乗り越える事が叶い今日に至っている．僕はマ
ネジメントをそのように駆使してきた．会社でも，仲間内で作っているコミュ
ニティにも，ありとあらゆる場面で「この局面を何とかする」ために全ての資
源を有効に正当になるようマネジメントに取り組んで来たつもりである．それ
が，僕に出来る唯一の精いっぱいでもある．これからもマネジメントを追求し，
人の役に立ちたいと強く願ってやまない．
もし，いま絶望の淵に立ちすくんでいる人がいたら，今度は僕がその人を支
援し，勇気づけて元の道に戻る道案内を買って出る所存である．あの時，絶望

上田先生に僕が初めてお会いしたのは 2013 年 5 月 25 日．第 8 回ドラッカー学
会 総会＆大会 早稲田大学で開催された時でした．当日，僕は会場案内係と

に握手をお願いし，ある報告をしました．それは，使命が見つかって仕事が楽
しくなったという，なんとも締まりの無い，ごくありふれたものでした．それ
にもかかわらず，終始にこやかに，
「それは良い使い方をしてくれた．ドラッ
カーを若い人が使ってくれることが何より嬉しい．頑張って欲しい．応援して
いる．」と頂戴した言葉を忘れることはありません．僕にはこの一瞬だけのエピ
ソードしかないけれど，著書を読む度にいつも思い出し勇気づけられているの
です．
上田先生，これからも僕らは学び続けて切磋琢磨していきますので，どうか
お力添えをよろしくお願いします ― ．
上田先生を偲び，謹んで追悼の意を，このレポートにしたためました．
最後までご覧頂きありがとうございました．

【略歴】 1974 年生まれ，高卒で東洋紙業株式会社入社，2004 年東洋電子株式会社（現株
式会社 TDS）へ出向，2009 年秋に軽鬱発症，翌年に出会った『もし高校野球の
女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』をきっかけにド
ラッカーを学び始め実践．2011 年メンタルの回復と社内売上の年度最高記録を
樹立．2012 年ドラッカー学会入会，2014 年株式会社タナックス入社，現職は実
務を兼ねた印刷のスーパーバイザー，「関心領域」第二の人生，学びの場，心理
学，澁澤栄一，渋澤ドラッカー研究会に絶賛参加中．
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フォロワーシップとリーダーシップ
土倉晋亮

Shinsuke Tsuchikura

（本会会員）

はじめに
組織やチームが成果をあげるには，どうすればよいのだろうか．具体的には
何をすればよいのだろうか．ミッションを共有すること．自らの強みを知り，
さらに周りの人々の強みを知ること．いろいろと方法が考えられる．その中に
は，リーダーとなる者が組織やチームをリードすることが必要であるというこ
とも考えられるだろう．経営学の分野では，リーダーシップ論についての著書
や論文が数多くある．それは古くから研究の対象とされてきた．
しかしながら，組織やチームには，リーダー以外の者の方が多数である．実
際に活動するのは，主にこのフォロワーである．組織やチームがうまく機能し
成果をあげるためには，フォロワーの活躍が欠かせないはずである．
マネジメントは組織やチームがうまく機能するためのものである．しかしド
ラッカー教授の著書の中にはフォロワーやフォロワーシップという単語はほぼ
見られない．（筆者がドラッカー教授の著書を全て読んでいるわけではないの
で知らないだけかもしれないが．
）また，フォロワーやフォロワーシップについ
て語られることが多くなったのが，ごく最近のことであるからかもしれない．
フォロワーは追随者やあとに続く人や物と訳されることが多く，あまり良い
印象を持たれないかもしれない．他の人が言ったこと，行ったことの後に続い
ているだけという印象もあるかもしれない．しかし，実際にはそうではない．
フォロワーと呼ばれる人の一人ひとりが意思を持ち，選択しフォロワーとなっ
ている．自らの価値観と合わないものには，フォロワーとはならないはずであ
る．
ここでは，フォロワーをどう活かせばよいか，どうやって成果をあげていく
かを考えてみたい．
なお，ドラッカー教授が述べているように，リーダーシップは仕事であり役
割であるという意味で使っていきたい．また，同じように，フォロワーシップ
も仕事であり役割であるとの使い方をしていきたい．

フォロワー・フォロワーシップとは
フォロワーとは，単に部下のことを指すわけではない．組織やチームの中で，
リーダーの指示に従うだけの者はフォロワーではない．それは組織内，チーム
内での力関係や役職のヒエラルキーによって従っているだけにすぎない．フォ
ロワーは，リーダーの示した方向に向かい，組織やチームに貢献する者のこと
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である．また，組織やチームの外にいても，応援してくれたり協力してくれた
りする者もフォロワーに含めてもいいかもしれない．リーダーが指示を出し，
それに従っていればよいということではないし，それでは成果はあがらない．
そのことについては，後で述べることにする．
ドラッカー教授は，著書の中で，これがフォロワーシップである，というこ
とは述べていない．しかしながら，マネジメントにおいては，フォロワーシッ
プが必要であり，成果をあげるためにはなくてはならないと思われる．もしそ
うであるならば，ドラッカー教授は，フォロワーシップとは呼んでいないが，
フォロワーシップと思われるものを著書の中に残しているのではないか．マネ
ジメントの中に既に組み込まれているのではないか．ここからはその辺りを
探っていきたい．
最初に挙げたいのは，上司をマネジメントする，である．
「あらゆる組織において，上司にどう対処するかで悩まない者はいない．実
のところ，答えは簡単である．成果をあげる者ならばみな知っていることで
ある．上司の強みを生かすことである．しかも上司の強みを生かすことは，
（1）
部下自身が成果をあげる鍵でもある」 ― 『経営者の条件』
「上司をマネジメントすることは，上司との間に信頼関係を築くことであ
る．そのためには，上司の側が，部下が彼の強みに合わせて仕事を行い，彼の
弱みと限界に対して防御策を講じてくれているものと信じられなければなら
（2）
ない」 ― 『未来企業』
「上司をマネジメントすることが重要であることを認識している者があま
りに少ない．困ったことには，上司をマネジメントできることを知っている
者もあまりいない．上司についてこぼしはしても，彼らをマネジメントしよ
うと試みる者はさらにいない．しかし，上司のマネジメントはかなり容易で
（3）
ある．部下のマネジメントよりもはるかに容易である」 ― 「未来企業」
上司といえども働く人である．組織の一員であり，チームの一員である．そ
の上司が成果をあげなければ，組織やチーム，ひいては自らの成果もあがらな
い．そのために必要なことが上記で引用したように，上司の強みを知ること，
ワークスタイルを知ること，話を聞くことなどである．
それらは，上司に対し，報告・連絡・相談するところからすでに始まっ
ている．自分のやりやすい方法でホウレンソウをしていては，上司には伝
わらない．偶然にも，自分と同じ強みを持っている上司と仕事をしている
確 率 は そ ん な に 高 く な い．伝 わ ら な い こ と に は ホ ウ レ ン ソ ウ に は な ら な
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い．仕事をしたことにもならない．しっかり伝えることができていなければ，
成果に結びつきようがない．上司には，機会だろうが問題だろうが，理解して
もらわなければならない．納得できなくとも理解はしてもらわなければならな

そのためには，相手に対し敬意を払わなければならない．誠実さ，真摯さを
もって接しなければならない．そうしなければ相手には伝わらない．伝える工
夫もなければ，伝える相手に対する敬意もないなら，伝わらなくて当然である．

い．そうでなければ部下の動きは止まってしまう．一般的に考えて，ホウレン
ソウをする側は，それ以上の権限が与えられていないためホウレンソウをして
いる．権限がないゆえに，仕事を前進させられないし，留めておくこともでき

当然であるが，なぜ伝わらないのだと怒り出す．
このような傾向はワンマンなリーダーや経営者に多くみられる．現場を知ら
ないにもかかわらず，細かく指示を出す．そして伝わっていないと怒り出す．

ない．そのためのホウレンソウである．上司に伝わらないのでは，部下の立場
の者は何もできない状態が続くことになる．
また，これは上司だけではなく，他のチームメンバーや同僚にも応用できる
はずである．しっかりと伝えるために，相手をみるようになる．その人の強み
を見出し，理解してもらえるような方法をとるようになる．さらには，自らの

伝わっていても成果があがっていないといって怒り出す．
単に指示を出すことはコミュニケーションではない．その仕事について共通
理解をすることがコミュニケーションである．その仕事の成果があがるように
することがコミュニケーションである．自分の思うように人が動かないと考え
ているリーダーや経営者ほど，まわりにいる人たちを人とは見ていない．ただ

強みやワークスタイルについても周囲の者に知ってもらわなければならない．
周囲の者を知り，自らが知られることによって，成果をあげるための活動がで

自分の代わりに作業するものとしかみていない．その人たちのことを知識労働
者として扱うなど，想像の範疇にすらない．

きるはずである．孫子の兵法にあるように「彼を知り己を知れば百戦殆からず」
ということができるはずである．

一方，成果があがらないことがわかっていながら従っているのは，フォロ
ワーでもなければ知識労働者でもない．目の前にある仕事をこなすだけでは
フォロワーとも知識労働者ともいえない．日々の仕事は進む．一応の結果はで
る．だが，それで組織やチームの成果があがっているとは言い難い．ワンマン
なリーダーや経営者は聞く耳を持たない．周囲の者が何を言おうと自分だけが

次に挙げるのは，コミュニケーションをとる，である．
「重要なことは，組織構造を階層ではなく，情報とコミュニケーションを中
心に組み立てることである．非営利組織では組織内の全員が情報に関わる責
任を果たさなければならない．

正しいとして行動し，指示を出す．しかしながら，共通理解ができるように話
すこと，聞くことがフォロワーとしての役割である．この役割を果たすには根
気が要る．訓練が要る．勇気が要る．まずは聞いてもらえるようにしなければ

誰もが二つのことを考えなければならない．一つは，自分が仕事をするた
めには，いかなる情報を，誰から，いつ，いかにして手に入れなければならな
いかである．もう一つは，他の人が仕事をするためには，いかなる情報を，自
（4）
分から，いつ，いかに渡すかである．
」

ならない．言い方にも工夫をしなければならない．提言できる雰囲気や組織の
文化を作らなければならない．そのためにはリーダーや経営者との信頼関係が
欠かせないものとなる．さらには礼儀が必要である．仲良くする必要はないが，
相手を尊厳のある一人の人間として接することが必要である．そうでなければ
共通理解どころか，話してもらえないし，話を聞いてもらえない．

コミュニケーションをとることは難しい．コミュニケーションは受け手の問
題だからである．相手に伝わっていなければ，コミュニケーションをとってい
るとは言えない．相手に伝わるように工夫しなければならない．ドラッカー教
授が「大工には大工の言葉を使え」というのは，まさにこのことを表している．
話はそれるが，職場などでのハラスメントについて同様のことが言える．加
害者となっている人たちは声をそろえて「そんなつもりはない」という．自分
たちが昔から言われてきたこと，されてきたことを言っているにすぎないので
あろう．しかしながら，今では伝わっていない．そのまま同じことをしていた
のでは伝わらない．だが，同じ内容のことを言葉や言い方を変えると伝わるこ
ともある．
話を戻そう．コミュニケーションをとることは難しい．相手に伝わるような
工夫が必要である．相手が多ければ多いほど工夫する必要がある．

次に挙げるのは，貢献すること，である．
「成果をあげるためには，貢献に焦点を合わせなければならない．手元の仕
事から顔をあげ，目標に目を向けなければならない．
「組織の成果に影響を
与える貢献は何か」を自らに問わなければならない．すなわち，自らの責任
（5）
を中心に据えなければならない．
」
「貢献に焦点を合わせることこそ，成果をあげる鍵である．仕事の内容，水
準，影響力において，あるいは，上司，同僚，部下との関係において，さらに
（6）
は，会議や報告など日常の業務において，成果をあげる鍵である．
」
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「石臼を引きながら丘の上を見る」ことをしなければならない．ミッションを
念頭におき，日々の業務をこなさなければならない．その中で，自分に何がで
きるのか，と自らに問うことが貢献の第一歩である．自分が所属するチーム，
組織，コミュニティなど，貢献する機会はたくさんある．それぞれの場所で，そ
れぞれの方法で貢献することができる．小さなことから，できることから，始
めればよいのである．
そのためには，まず自らを知ることである．強み，ワークスタイル，価値観な
ど，貢献するために必要なことを知るのである．弱みも知っておいた方がよい
かもしれない．自分は何ができるかを知ることは重要だが，何ができないかを
知ることも重要である．それを知っておけば，周囲の人たちに協力してもらう
ことができる．自らを知ってもらっていれば，進んで手伝ってもらえるかもし
れない．
貢献にフォーカスすることにより，自らの手元のみでなく，チームや組織
の全体をみることができるようになる．チームや組織の成果を考えるように
なる．自らの仕事だけでなく，周囲の人たち，上司や同僚の仕事をみるように
なる．誰が何を必要としているかがわかるようになる．先に挙げた，コミュニ
ケーションをうまくとることができるようになる．メンバーがそれぞれ考える
ことで，チームに必要なものがわかるようになる．つまり，チームワークがで
きてくるはずである．
また，チームで活動する際には，上司が常にリーダーである必要はない．
チームの活動内容によっては，より実情に詳しい者や経験のある者がいるケー
スがある．その場合は，それらの者がリーダーになっても構わない．むしろ，
リーダーは交代すべきである．ただし，上司はあくまで上司であることを忘れ
てはいけない．上司はより詳しい者や経験のある者に敬意を払い，リーダーと
なった者は，上司に敬意を払う．相互に尊敬の念があれば，チームとして円滑
に活動できるはずである．そうであれば，新しくリーダーとなった者は仕事を
任されることによって，そして責任を持つことによって成長できることにな
る．上司の側は，任せた仕事を別角度から検証し提言することができる．それ
らによって，より成果があがりやすくなるはずである．
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人が動くと摩擦がおきる．それぞれの関係を円滑にすることで，摩擦を減らす
ことができる．摩擦を減らせば，より成果をあげやすくなる．そのためには，組
織やチームのメンバーそれぞれが，フォロワーシップを発揮する必要がある．

フォロワーを活かす
フォロワーを活かし成果に結びつけることは，リーダーの役割の一つであ
る．リーダーその人がどのようなタイプでも，どのような強みを持った者でも，
リーダーが担うべき役割の一つである．
そのために，リーダーはいくつかやらなければならないことがある．ここで
は，代表的と思われるものを 3 つ挙げてみる．
まず挙げるのは，ミッションを明らかにすること，である．リーダーがミッ
ションを示し，フォロワーがより具体的な行動にブレイクダウンする．その
ような流れがあって初めて日々の業務が動き出す．リーダーは基準を決める．
フォロワーが手順をつくる．リーダーが細かい手順まで指示を出すような組織
やチームでは，フォロワーがフォロワーとしての役割を果たせず，チームとし
て機能しない．当然，成果につながるはずもない．
二つめに挙げるのは，人の強みを活かすこと，である．人は強みによってし
か何かを成し遂げることはできない．フォロワーそれぞれの強みを活かせるよ
うな位置と役割にしなければならない．リーダーはフォロワーの強みを知らな
ければならない．また，フォロワーの強みを組み合わせ，成果があがるように
しなければならない．リーダーは，人に関心がなければならない．
三つめは，人の尊厳を大事にすること，である．言い換えると，人を人として
みること，人の話を聞く耳をもつこと，と言える．それによって，フォロワーが
意見を言いやすい環境や雰囲気をつくることである．とはいえ，それは和やか
なだけの雰囲気をつくるということではない．あくまでも目的は成果をあげる
ことであり，調和することではない．
南洲手抄言志録の中には以下のような一節がある．
「信を人に取ることは難し．人は口を信ぜずして躬を信じ，躬を信ぜずして

ここまで述べてきたように，ドラッカー教授の著書の中に，フォロワーシッ
プと呼べるものがあるように思える．フォロワーの役割，フォロワーシップに
必要なものは，①上司や同僚をマネジメントすること，②コミュニケーション
をとること，③貢献にフォーカスすること，が挙げられる．
この 3 点について共通して言えることは，自分と仕事との関係というよりも，
自分と自分以外の誰かとの関係となることである．一人で仕事を進めるケース
ではなく，組織やチームで仕事をすることである．つまり，リーダーとフォロ
ワーの関係，フォロワー同士の関係ということになる．

心を信ず．是を以て難し．
」
『言志録』第 148 条
（人から信用されることは，難しい．いくらうまいことを言っても，人は言
葉ではなく，行動を信じるからだ．もっと言えば行動でなく，心を見ている
（7）
のだ．）
リーダーとフォロワーの間には信頼関係が必要である．それがなければ，
フォロワーはフォロワーではなくなる．ただ指示に従って動く人となる．その
信頼関係は，日常の中から培われる．その前提となるのが，会議などの時間を
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守る，一度言ったことに責任を持つ，相手によって話すことを変えないなどの
日々の言動である．顧客に対しても，メンバーに対しても誠実に向き合い，き
ちんと尊敬の気持ちで接することである．自身の気分に左右されないことで
ある．自分の意見に対し反論や批判があったとしても，しっかりと受けとめる
ことができる度量を持つことである．人を大事にする姿勢をとることである．
リーダーにそのような姿勢があれば，フォロワーはフォロワーであり続け，成
果に向かって行動することができる．
ただし，これらはリーダーにだけ要求されることではない．前に述べたよう
に，リーダーとフォロワーは場合によって交代することもある．フォロワーの
誰かがリーダーになることもある．つまり，リーダーに要求されていることは，
フォロワーにも要求されていると考えてよいかもしれない．

まとめ
ここまで，フォロワーシップとリーダーシップについて考察してきた．フォ
ロワーシップは，フォロワー同士，リーダーとフォロワーの関係の中で成立す
ると言える．また，マネジメントの中にもフォロワーシップがあるように思わ
れる．フォロワーが貢献にフォーカスし，自己開発をすることによって，上司
や周囲の者に成果をあげさせることができるようになり，それが組織やチーム
の成果につながる．つまり，フォロワーシップとは，セルフマネジメントの一
部と言えるのではないだろうか．
セルフマネジメントであるならば，一人ひとりが実践することにより，組織
やチームの底上げができる．自分に何ができるのかを考え，強みを磨き貢献す
る．このことから連想されるのは，幕末の時代，1850 年代ごろから吉田松陰ら
によって唱えられた「草莽崛起」論である．ここでいう草莽とは，当時，在野も
しくはそれに準じた豪農・知識人層を指し，これらの人々は，江戸幕府などに
対しては直接意見を言う権限を持たなかった．しかし，どういった身分の者で
あっても，世のため人のためを思い，自らにできることを実践した．それが尊
王攘夷運動や討幕運動につながり，ひいては明治維新へとつながっていった．
現代においても，経営者や事業主でなくとも成果をあげることはできる．む
しろ，フォロワーが活躍できる組織やチームの方が成果をあげているはずであ
る．リーダーが活躍し成果をあげたとされるのは，単に目立つため印象が強く
なっていると思われる．多くの権限を持たなくとも，組織やチームに貢献でき
る．フォロワー一人ひとりの実践が成果につながる．そのために，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，ジョゼフ・A・マチャレロ（上田惇生訳）
〔2008〕
『プロフェッショナルの原
点』ダイヤモンド社，p 119

フォロワーシップとリーダーシップ
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（2）同上，p 119
（3）同，上 p 121
（4）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 128 - 129
（5）P.F. ドラッカー（上田惇生編訳）
〔2000〕
『プロフェッショナルの条件』ダイヤモンド社，p 83
（6）同上 pp 83
（7）濱田浩一郎〔2017〕
『超訳「言志四録」西郷隆盛を支えた 101 の言葉』すばる舎，p 54

【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，実践するマネジメン
ト読書会 ® ファシリテーター
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私の第二の人生に重要な影響を与えた
上田先生との出会い
― 上田先生の追悼文にかえて

上野周雄

Chikao Ueno

（ドラッカー学会元理事，（株）サンウェル取締役）

上田先生との出会い
私には第二の人生スタートの時に出会い，その後に大きな影響を与えてくれ
た恩人が三人いる．その内のお一人が上田惇生先生である．
私の第二の人生は，1999 年 50 歳で赤井電機（株）を退職し，起業した時に始
まった．起業した直後に，ある方の紹介で明治大学の教授が主宰する研究会に
参加するようになった．ある日，偶然その研究会に参加していた現ドラッカー
学会理事の井坂さんに「ドラッカー学会を立ち上げるので参加しないか」と声
をかけていただき，2005 年 11 月 9 日のダイヤモンド住宅（株）会議室で開催さ
れたドラッカー学会立ち上げ準備会に参加した．
その際に初めて上田先生にお目にかかったが，お恥ずかしながら，上田先生
のお名前，ドラッカーの著作のほぼ全てを翻訳されている大先生であるという
ことは全く知らなかった．ドラッカーの本は読んでいたものの，翻訳者が上田
先生であることは認識していなかった．立ち上げ準備会の懇親会で上田先生に
ご挨拶させていただいたが，気さくに，こちらを緊張させず，恐縮するほど丁
寧に対応してくださった．このことは，印象深く未だにしっかりと覚えている．
この時に，ドラッカー学会のホームページ（HP）の対応ができる人間が必要と
言われ，私がドラッカー学会の HP の正式立ち上げの責任者と管理者を任され
ることになった．これがその後，ドラッカー学会に深く関わり，上田先生とも
親しくお付き合いいただき，そしてご指導いただく始まりとなった．

ピーター・F・ドラッカーを知る
遡るが，私がドラッカーの著書と出会ったのは，1982 年 33 歳の時，アメリカ
駐在（1971 年 8 月～ 1982 年 10 月）を終えて帰国してから行くようになった横
浜の本屋である．
昔から本屋を覘くのが好きだったが，帰国直後は特に，ほぼ毎日会社からの
帰りに本屋に寄り，仕事に関わる専門書や様々な書籍を物色していた．ビジネ
ス書もよく見ていたが，当時，横浜の有隣堂のビジネス書コーナーに行くと，
いつも目についたのが書棚に並んでいた大前研一の著書で，そのすぐ隣にド
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ラッカーの著書が並んでいた．この時に私が，ドラッカーを知り，そしてピー
ター・F・ドラッカーを意識したドラッカーの著書との出会いになる．
米国駐在中も，技術職ではあったが 1979 年 4 月から米国東海岸の NJ 支所
のブランチ・マネジャーになり，日本人とアメリカ人の部下が数人いた．マネ
ジャーとして，特に問題もなく，マネジメントに関わる問題意識はあまりな
かった．しかし，当然ながら世の中の動きには興味があったので，当時ベスト
セラーであった大前研一の『企業参謀』
（1975 年），ジョン・K・ガルブレイスの
『不確実性の時代』
（1978 年），アルビン・トフラーの『第三の波』
（1980 年）など
は読んでいた．なぜ，ドラッカーを意識しなかったのか．理由はおそらく最寄
り（NJ 州フォートリー）の日本人駐在員向けの日本食品店兼書店にドラッカー
の訳書が置いてなかったからであると思う．

ドラッカー学会の推進委員会
1982 年に帰国後，1999 年に退職して起業するまでの間，海外 40 数カ国以上
を飛び回り，海外技術者のトレーニングや商品企画，マーケティングなどの仕
事をしていた．それまでにはドラッカーの著書も読んでいたが，起業してから，
人と仕事のマネジメントの重要性を一層感じるようになった．そして，ドラッ
カーを真剣に読み始めていた．
そんな時に丁度，井坂さんからのお声がけがあったので，二つ返事でドラッ
カー学会の立ち上げに参加させていただくことになったのである．
立ち上げ準備会は 2005 年 11 月 9 日にダイヤモンド住宅（株）の会議室で開
催された．上田先生をはじめ 27 名が参加され，ドラッカー学会の設立日は，ド
ラッカーの 96 歳の誕生日にしようということになり，その準備を進めていた
数日後，11 月 11 日（日本時間 11 月 12 日）にドラッカーが亡くなったという連
絡が入った．誕生日の 8 日前であった．
ドラッカー学会の当初は，HP を中心に活動をしていこうということになっ
たが，最初の HP の記事は，ドラッカー学会設立の案内と共に，ドラッカー逝去
の悲しいお知らせになってしまった．
ドラッカー学会は任意団体であるが，登録住所が必要のため，ダイヤモンド
住宅（株）のオーナー社長であった大平さんの好意でダイヤモンド住宅（株）に
事務局を置くことになったので，具体的な運営や会員募集活動を進めていくべ
く推進会議を毎月一回ダイヤモンド住宅（株）の会議室を借りて開催すること
になった．上田先生は埼玉のご自宅から目黒駅近くのダイヤモンド住宅（株）
まで毎月最低一回は通われて，推進会議のメンバーと共に議論をされた．
事務局の運営は自然に大平さんと上野が分担するようになり，上田先生はそ
れを全面的に任せて下さった．大平さんが会費の入金確認や金銭に関わること
一切の管理を担当した．上野が推進会議の議事進行と議事録の作成，HP，会員
管理システム作りとその管理を担当することになった．入会申し込みの書類審
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査後，入会の可否を決める面接を電話で行うことになり，私が書類審査を通っ
た申込者全員に電話を掛け，結果をメールでお知らせし，会費振込の案内，入
金確認後の連絡を全て一人で行っていた．上田先生は，一言も細かいことを言
わずに任せて下さった．
毎月の推進会議の後，出席者たちが近くのイタリアン・レストランで赤ワイ
ンを飲みながら夕食をとり，上田先生のお話を聴き，会話をするのが毎月の恒
例となった．それが現在私の主宰しているドラッカーサロンに繋がるが，ド
ラッカーの偉大さを知り，また上田先生を知るほどに，ドラッカー学会に対
する私自身のモチベーションが高まり，この頃は，毎日の会員管理に加え，ド
ラッカー学会の HP を世界一のドラッカーのポータルサイトにしたいという意
識のもとに，日々新たなコンテンツを加え，また更新作業を行っていた．上田
先生もこれを喜び応援していただいた．これでドラッカー学会のサポート業務
にも一層力が入るようになった．
推進会議には多くの方に参加していただき，毎年春の総会の当初の地方大会
の準備や運営も推進会議のメンバーが中心的な立場で行ってきたが，上田先生
に会い，笑顔で楽しそうに語るドラッカーの話を聴くのを楽しみに皆さんが参
加し，頑張っていたのだと思う．

ドラッカー・ソサエティ・グローバルネットワーク・シンポジウム
2007 年 6 月 25 ～ 27 日にクレアモント大学院大学で開催の第一回ドラッカー・
ソサエティ・グローバルネットワーク・シンポジウム（DSGS）の招待状が，上
田先生宛てに届いた．上田先生は行けないとのことで，参加者を募ったが，希
望者がいなかった．費用もかかり，また，ドラッカーは日本を最も評価し，ド
ラッカー学会は，「ドラッカー公認の唯一の学術団体である」との自負もあっ
たせいか，海外の団体との交流に否定的な方も少なからずいた．上田先生から
私に参加の打診があり，私は喜んで参加することにした．当然ながらかかる費
用は全て自前であったが，それから 2010 年の第 4 回まで毎年参加した（筆者
注：2008 年の時だけは，オフィシャルなドラッカー学会代表としての参加と
いうことで，現理事の藤島先生の進言でホテル代程度は援助いただいた）
．第 1
回と第 2 回はドラッカー学会からは，クレアモント大学院大学ドラッカー・ス
クール卒の現理事である八木澤さんが，当時 NJ 州プリンストンに出向されて
いたので心強い同行者として参加いただいた．
現地で日本のドラッカー学会の活動状況等をプレゼンしたが，日本の活動に
驚くと共に，上田先生の事はよく知られており，日本からの参加者として自分
の事の様に嬉しかった．第 2 回の DSGS の懇親パーティーの時は，突然前に呼
び出され，ドラッカーのブロンズ頭像を贈られ，スピーチを求められた．冗談
で，これは“for Mr. Ueno?”と聞いたら“Of course, for Prof. UEDA!!”と笑顔
で返答された．
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翌年 2008 年の DSGS からは，時津薫さんの御家族や，現理事の井坂康志さ
ん，岩崎夏海さん他の方々と同行することが出来た．この参加をきっかけに知
り合ったフランシス・ヘッセルバインさん，エリザベス・H・イーダスハイム，
ブルース・ロゼンスティン，他とは今も個人的な交流が続いている．

『もしドラ』とドラッカーブームの再来
2009 年 12 月に岩崎夏海さんの『もしドラ（もし高校野球の女子マネジャー
がドラッカーの『マネジメント』を読んだら）
』が発売され，ベストセラーに
なった．この発売前に上田先生に素晴らしい本が出たと，試読版を渡され，
「こ
れは電車の中で読むときは，気をつけた方が良いよ」とアドバイスされた．斬
新な表紙デザインから，変なおじさんと思われるからかなと思ったが，読んで
みて「涙」だと分った．これは必ずベストセラーになると思い，上田先生に確認
して，岩崎さんを 12 月 13 日早稲田大学で開催の「P.F. ドラッカー生誕 100 年記
念シンポジウム」にご招待，ドラッカー学会にも入会していただいた．この懇
親会で，会員用に岩崎さんにお持ちいただいた『もしドラ』30 冊が，当日の登
壇者である伊藤雅俊さん（当時セブン & アイ・ホールディングス名誉会長）に
全て買われてしまったという事件もあった．
『もしドラ』は記録的なベストセ
ラーになり，ドラッカーブームの再来となった．
この翌年の 2010 年 11 月には，延べ会員数が 1 , 000 人以上，正会員も 700 人を
超えて，上田先生も大変喜ばれていた．

上田先生の代表退任と最後の電話
2011 年 9 月に上田先生が病気治療のために代表を退任された．私も上田先生
に惹かれ認めていただき，理事と事務局の大任を果たし，この機に大平さんと
共に退任を考えたが，上田先生に慰留され，翌年の総会で理事を退任，HP や会
員管理業務等はエデュース社に委託し，明治大学内に移転した事務局次長とし
てその後 2 年勤めることになった．
事務局次長となり，事務局の鍵の管理も任されたことで，会議スペースもあ
る程度自由に使えるようになった．この時に，事務局長であった井坂さんに推
進会議で行っていたドラッカーサロンを再開して欲しいと言われ，新事務局で
のドラッカーサロンを数か月ぶりに再開，上田先生も大変喜ばれ，病気療養中
にもかかわらず数回参加して下さった．ドラッカーサロンは，現在も会場を変
えて，毎月開催している．
2005 年のドラッカー学会設立の準備会議以来，ほぼ月一で推進会議時に上田
先生にお会いしていた．退任以降はお会いする機会は激減した．しかし，電話
は退任以降も時々いただいた．電話では病気の関係で，話し始めは聞き取りに
くいが，話をしているうちにだんだん元気な声になってきた．上田先生が，電
話をされるには大変体力を使われているのがひしひしと感じられた．電話で，
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先生のお話を伺っていると，最後には私の方が元気を貰っていたように思う．
私はドラッカーサロンの他に「英ドラ（英語でドラッカーを学ぶ会）
」を主宰
しているが，上田先生にも参加いただいたことがある．この時，原語で学ぶこ
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上田先生への追悼文 ― 出会いと学び
佐々木英明

との重要性も語っていた．そして，
「上田の訳がおかしかったら，いつでも率
直に言って欲しい」と言われていた．2018 年 1 月に，この「英ドラ」の 10 周年
記念イベント開催のお祝いメッセージをいただくために，埼玉のお宅に伺った
が，これがお会いできた最後である．
そして，その秋の 9 月 5 日の朝，私が十勝に出張中に上田先生からの電話を頂
いた．新聞の取材を受けたので，是非，記事を見て欲しいとのお話だった．これ
が私の上田先生との最後の会話となってしまった．

最後に
私の上田先生の印象は，最初にお目にかかった準備会の時から全く変わっ
ていない．性善説の人，常に大きな心で受け入れ，そして励ましてくれる人で
あった．
私は文章を書くのが大変苦手で，出来る限り書くことは避けていた．それを
知ってか知らずか，私に業界新聞の連載記事を書くように勧めてこられた．推
進会議の時と同じ「上野さんがやったら」という一言で始まっている．新聞の
連載は当初は 3 か月ということだったのが，3 年以上も続けられた．上田先生
が，添削は毎回するからというお話でスタートした．1 回目の添削で，結果的に
上田先生に書いていただいているのと同じだと気づいた．2 回目以降は先生に
負担を掛けないように添削なしで原稿を出した．上田先生一流の人材育成の方
法なのかもしれない．
ドラッカー学会で上田先生に出会い 20 年，色々任せていただいたことで，私
は第二の人生スタートの 50 歳にして，遅まきながらも人間として少しは成長
できたと思う．上田先生には感謝の言葉しかない．本当に有難うございました．
【略歴】 1949 年山梨県生まれ，70 歳．日本電子工学院電子工学部研究科卒業，産業能率大
学大学院総合マネジメント研究科総合マネジメント専攻修士課程にて MBA
（修
士（経営管理））を取得．現（株）サンウェル取締役 および NPO 法人 OSI 研究会監
事，ドラッカー学会「英語でドラッカーを学ぶ会」と「ドラッカーサロン」主宰，
趣味は，音楽鑑賞（特に Jazz），写真歴 55 年，パソコン歴 40 年．

Hideaki Sasaki
（本会理事）

多くのことを教わり，そしてドラッカー学会の礎を築かれた上田先生に追悼
文を捧げます．私より追悼の言辞にそぐう方々に並べて追悼文を掲載していた
だくのは不相応にも思えますが，せめて上田先生のご偉業に関わること，私が
接した先生の一面を多くの皆様と共有することが，先生への追悼につながれば
との思いで書かせていただきます．
まず始めに，ドラッカー学会の国際関係を担当させていただいているので，
追悼文の前に以下を報告します．上田先生ご逝去に際しては，友誼関係にある，
Drucker institute，ヨーロッパの Peter Drucker Forum，韓国 Drucker Society
に訃報を送り弔辞の返信をいただきました．

出会いと交流：人材育成への情熱
上田先生との出会いは，2001 - 2 年頃と思われる．当時私が勤務していた外資
系日本法人で，私の上司であったアメリカ人の副社長からの紹介による．私の
上司は，ドラッカーの著書を読み漁り，その良いところを経営の場で実践する
ような人であった．前任地のマレーシアでは，クアラルンプールの公衆トイレ
の清掃を現地社員とボランティアで行い，市から感謝状が贈られるような社会
と企業と顧客と従業員を広くとらえることのできる上司であった．その上司
が，おそらく取引先との会談でドラッカーに触れたのであろう，その取引先の
方から上田先生を紹介され，早速上田先生と会ったのだった．
当時上田先生は，既に開学後のものつくり大学教授としてドラッカーマネジ
メントなどを教えておられた．上田先生と私の上司との会談のお土産が，上田
先生の要請を受けて当社でものつくり大学の学生を数名インターンシップ制度
にて数か月預かり，ビジネスの実地を体験してもらうというものだった．私が
このプログラムを主導することになり，上田先生とのお付き合いが始まった．
このインターンシップは異動になるまでの 3 年くらい続いたと思うが，毎年
優秀でやる気に満ちた学生が指名され，当社の営業ラインに入り本社営業ス
タッフやサービスステーションの店頭での販売促進などに従事していただい
た．中には月間の潤滑油店頭販売数で，全国トップの成績を挙げるようなイン
ターン生にも出会った．インターシップの期間が終わると，学生からの最終発
表会を開き，成果や学びを副社長以下営業ラインのマネジメントにプレゼン
テーションしてもらった．上田先生は，その成果にいつも大変喜んでおられ，
感謝のお言葉を何度もいただいた．そして，「ドラッカーの著書を訳しその思
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想を伝えることの意義もあるが，今は自分自身が，学生という（生身の）人間の
育成に直接関わっていて，学生がこのような成果を挙げるのを目の当たりにす
るにつけ教員という仕事がやめられない．
」といつも述べられた．

りは，
「Must」な変革として社会が企業に課題をもたらす．例えば，ドラッカー
が Next Society で指摘したインターネットは，蒸気機関の発明が距離の制約を
大きく取り除いた事実と併記されるべき大きな変化であることは周知のところ

上田先生は，自らドラッカーを実践されたとも言える．一方テクノロジスト
を育成し，世に送り出すという難しい仕事に，自らの情念を傾注する素晴らし
い教育者の一面に接することができた．ドラッカー伝道者とは異なる次元で取

であるし，日本でも第 4 次産業革命としてその対応に遅れまいとする企業が百
出しているのを見聞するにつけ，予見が現実化していると言える．また，オー
プンイノベーションの名のもとに，社外の人材やスタートアップ企業と提携・
連携してイノベーションの誘発に取り組むことが半ば常識化する現状は，ド
ラッカーの言う知識労働者の行方に沿うものであり，知識労働者と企業の関係

り組んでおられたとも言える．従って私は，ドラッカーの翻訳者としてでなく，
教育者としての上田先生にお会いし，そのあとで上田訳でドラッカーを学ぶ
ことになる．上田先生の人となりを知り，互いに共通の目的（人材育成とイン
ターンの成果）に向かって協力し，真にドラッカーを実践することの意義を初
めに目撃してから，普遍化されたドラッカーの世界に導いていただいたことは
大変に幸運なことであった．
このような出会いの過程で，上田先生からドラッカーとのやり取りに使われ
た，ドラッカーのタイプ打ちの文章にドラッカーが手書きで筆を入れた原稿の
コピーをいただいたり，ドラッカー入門の英語版翻訳出版を検討され，その適
否に意見を求められたことなど，ドラッカーについて貴重な機会をいただき，
少しでも上田先生のご偉業に貢献できたとしたら身に余る光栄であり，またそ
のような先生を失ったことの喪失感は筆舌に尽くしがたい．

も急速に変化していることが実感される．このような中では，個々の経営の問
題に部分最適をもたらすのみでは，持続可能な成果の実現に貢献できているの
かとても心許ない．
そのような中，この追悼文を起草している最中に大きな報道があった．それ
は，アメリカの有力企業 200 社が所属する Business Roundtable が，株主至上主
義を 20 年ぶりに離れ，今後はステークホルダーにバランスよく価値提供する
ことであるとの声明を発したというものであった．この声明では具体的な内容
は無く，今後もいろいろな反応や混乱もあると予想される．であればなおさら，
マネジメントによって人（組織）を通じて成果をもたらし，その正当性は人が
幸せになれる社会を維持継続することにある，とのドラッカー経営思想の，い

私は，経営学における，ポーターやらコトラーやらによる経営理論・コン
サルティング会社の経営分析ツールを使用して経営の課題を調べ，直面する
経営課題への対策を練って実行する，このプロセスが大好きである．企業改

わば上位概念をしっかり認識していく必要がある．
上田先生によって，経営の課題，組織を通じて成果を挙げることの本質的な
目的，いや出発点を教えていただいたように思っている．経営と人を幸福にす
る社会のありようと組織のマネジメントに思いをいたすとき，上田先生から直
接に，あるいその翻訳とご著書を通じて学んだ，より大きなテーマ，上位概念

革というプロジェクトに身を置いて，会社人生の大半をこれに費やしてきた．
Integrity
（「真摯」とも言えるが，「仕上がりの完璧さ」
）の高い解決に結びつけ
るため，経営のあらゆる側面から分析・考察し，実行可能な意思決定と実行計

を個人としてどのように実践し，少しでも社会に貢献できるか，幾つかのアプ
ローチを考えその試行に駆り立てられる毎日である．
また，上田先生が，当学会理事としての「ご挨拶」に書かれた大きな命題に立

画を提言する．実際の大きなプロジェクトをいくつも主導し，実行マネジメン
トを行うのも得意である．
経営課題の現実的な解決を生業とする私にとって，どの経営理論が優れてい
てどの経営学者の主張は良くないと言った学術的比較批評には与しない．事実
1980 年に社会人となり，大きな景気変動，株式・金融市場の構造変化，株主と

ち返るときである．すなわち，「ドラッカーの主張のフレームワークは絵解き
を必要とする．解釈を必要とする．その点を明らかにしていくことが，今後の
世界の構築に大きく寄与する．
（中略）本学会はドラッカーのフレームを探求
しつつ，未来を創造しようとするものである．マネジメントとは文明を創造す
る手段であって，機能である．手段の卓越はその成果によって測られる．その

の軋轢，社会と企業の関係変化，経営と雇用などの諸課題に直面しこれに対応
してきた．大きな失敗もなく収められた．経営理論やツールの恩恵であるとも

原点を明らかにするには，深いレベルで企まれた彼の思考フレームを究明する
必要がある．そこに本学会の使命がある．
」

言える．
一方，昨今では，ドラッカーが指摘した大きな社会のパラダイムシフトが誰
の眼にも明らかになってきている．ネット社会が到来し，社会と企業の関係も
大きくかつ日々目に見えるくらいの速さで変化している．
プラットフォーマーの今後がとり沙汰され，エネルギー革命も期待というよ

そして，私は，自分の直面する経営の課題により大きな視点で取り組むこと
を課すとともに，この使命に従って，微力に決まってはいるが，学会活動に貢
献できればと考えている．
私自身の役割を追求しつつ，学会活動に少しでも貢献することで，上田先生の
ご偉業を伝え，生前のご期待に少しでも応えられればと願わずにいられない．

使命：ドラッカーをこれからに活かす
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【略歴】 外資系石油会社にて，財務，経営企画，営業企画，人事などに従事．キャッシュフ
ローマネジメント，リエンジニアリング，組織や人事制度改革，事業統合などの
グローバルな戦略プロジェクトを多数経験．慶應義塾大学特別招聘教授．
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読書会という経験をとおして「ささやかさ」を
教えてくれた人生の恩人上田惇生先生
― 出会いからお別れまで

佐藤 等
Hitoshi Sato

（佐藤等公認会計士事務所，本会理事）

上田先生逝去の報に触れたのは，初七日が終わった頃でした．その日から毎
日 1 回，上田先生とのご縁を確認する日々．一つひとつ結晶にして残しておこ
う…今なすべきことと決め，1 か月続けました．最初に浮かんできた記憶の中
の結晶について記したいと思います．
2003 年 2 月，私たちは小雪がチラつく札幌に上田先生をお招きして初めての
講演会を開催しました．このとき初めてご縁を頂きました．社会人として通っ
た大学院のゼミでドラッカーの著作を手にし，その存在の重さを感じ，大学院
修了後もう少し学びたいとの思いからゼミ OB を中心として講演を依頼したの
です．上田先生は日帰りされましたが講演後，半ば強引に懇親会に 1 時間だけ
参加していただきました．
単発のセミナーで終わるはずでした．ところが懇親会で上田先生の口から
「ドラッカリアン」という聞きなれない言葉を聞いた私たちは，その場で「日本
ドラッカリアンの会」を結成することになるのです．ドラッカリアンとは，ド
ラッカー・ファンのことと説明を受けただけで目的も内容も決まっていない会
をその場で立ち上げたのです．
上田先生を会員番号ゼロ番とし，私が 1 番…ほか 8 名で立ち上げたのです（そ
のうちの一名は現理事の土井尚人氏）．会を結成したからには，何かしなくては
いけない…ということでその年の 4 月に始まったのが読書会でした．
そして現在 16 年が経とうとしています．不思議なことに，読書会は「実践す
るマネジメント読書会 ®」として今も続いているのです．継続の苦労もあるに
はあるのですが，訃報に触れ，ご縁の不思議さは増すばかりです．
上田先生を懇親会にお誘いしなかったら「ドラッカリアン」という言葉を聞
くことはありませんでした．また，その場で「日本ドラッカリアンの会」を立ち
上げると宣言しなければ読書会は開催されなかったかもしれないのです．
もし…
上田先生の講演会が開催されなかったなら…
大学院のゼミでドラッカーの著書を手にしなかったなら…
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大学院のゼミの仲間が違っていたなら…
大学院のセミで「読書会」という方法を教えてもらわなかったら…
すべては人とのご縁が紡がれた結果．一つのピースが欠けても実現しな
かったことでしょう．
このご縁は現在，読書会の運営者であるファシリテーターを 100 名以上生
み出し，20 都道府県以上（開始実績含む）に読書会が設置されるという広がり
を見せています．私自身 16 年 2 カ月という長きにわたって読書会のファシリ
テーターを 800 回以上行ってきました．
今年の 1 月，札幌の読書会でついに養成講座出身のファシリテーターの手
による最上級コースが立ち上りました．すべての読書会を後輩ファシリテー
ターに任せるときがきたのです．それは，不思議なことに上田先生とのお別れ
の月のことでした．毎日，上田先生のことを思って過ごす日々のなかで今，大
きな節目にあることに気づかされました．
上田先生との出会いからお別れまで…，それは私が読書会を始めてから，す
べてを任せるときのことでした．はじめた当初は，私一人がファシリテーター
を務めていました．今は私でなくてもできることになりました．気がつけば 16
年が経っていました．生前，上田先生には読書会の開催都道府県などの状況を
お目にかかる度に報告していました．いつもニコニコして「結構，結構」とう
なずいておられたのを思い出します．
ありがたいことに 2003 年から始まった読書会のことは，上田先生を通じて
生前のドラッカー教授に伝わっていました．また，上田先生からは，本学会で
毎年発行している『年報』第 2 号（2008 年）の巻頭において次の身に余るお言
葉を頂いたのです．
「組織の生成とは人為的でありながら，自然的でもある．ドラッカー学会に
も 原型はあった．2003 年 4 月からドラッカー作品の読書会が開かれていた．
そのようなものがあるということが，日本のドラッカー学会設立の契機に
なっていた．札幌の地で行われていたささやかな試みが種子だった」
言葉は続きます．
「ドラッカー学会は今なおささやかな存在である．文明を担うのに大仰な理
屈は必要ない．少し目線を上にあげればよいだけだ．なすべきことがあり，な
す人がいる．それだけで十分である．すべて名もなきささやかな活動である」
「先生，ついに 47 都道府県に読書会を設置しました」と報告する日を楽しみ
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にしていました．達成しなければならない大きな宿題です．先生の墓前に報告
できる日を楽しみにしながらこれからも日本全国で「ささやかな活動」を続け
て行きます．
「ささやかさ」は，私の人生の指針となりました．バタフライエフェクト―
蝶の小さな羽ばたきが何かを変えていくことを信じてこれからも活動を続け
て行きたいと思います．
読書会との関わりを中心に上田先生とのご縁を記してきましたが，さらに
個人的には学会活動や執筆活動などで深く関わりをもたせていただきました．
16 年間のご厚情に対し感謝申し上げるとともに，心より哀悼の誠をささげま
す．
【略歴】 本会理事，小樽商科大学大学院商学研究科修士課程修了，佐藤等公認会計士事務
所所長

202

追悼・上田惇生先生

新しい文明を創るためにドラッカーと上田惇生先生が遺してくれたこと

新しい文明を創るためにドラッカーと
上田惇生先生が遺してくれたこと
山縣俊夫

Toshio Yamagata
（本会会員）

かつて私は電機メーカーで生産技術の開発に従事していた．30 年前，情報化
時代が到来し，私は知的活動の生産性向上に強い関心をもった．その研究は未
開拓なので大きな可能性が潜んでいると直感した．しかし，すぐに研究成果は
でないと考え，個人的な研究テーマとして取り組むことにした．
私が上田惇生先生とメールを通して初めてお会いしたのは，2005 年の暮れで
あった．それは，社内向け雑誌へ研究に関する投稿をする際，ドラッカー著書
から引用する許可を頂くためであった．投稿文をお送りすると「ドラッカリア
ンの香りがする」といわれ，嬉しかった．そして，設立準備中の本学会への入会
をお誘いいただいた．
私は，11 年前に会社を定年退職した．政治があまりにも遅れているので専門
外であっても見過ごせず，生産技術者の視点で新しい政治システムの構想を研
究することにした．これらの論考は，学会年報に 8 件掲載して頂いた．その間，
先生に見守って頂いている気がして研究の励みになった．
現在，構想はほぼ完成状態にある．研究の完成を先生にご報告する前にご逝
去されたことが残念でならない．
ここに，その構想の要点を報告し，故上田惇生先生とその師ピーター・F・
ドラッカーに捧げたい．
我われの文明は，国際秩序の混乱，核兵器，化石燃料枯渇，環境破壊，経済諸
問題，人口増加などによって存続の危機に直面しているが，今後どう乗り切る
かについては未だに見通せていない．
特に，エネルギーを多量消費する機械文明は，発展期は自由放任がよいが，
化石燃料の枯渇によって期限つきの転換を迫られている今は，転換を計画的に
進めないと社会は経済面と機能面で大混乱に陥る．諸問題を解決する有効な全
体計画を創り，実行に移すことは，人類の最重要課題，最優先課題である．
私は，この課題を達成するためには，人間について根本から考える必要があ
ると考えた．ドリス夫人の学会年報への寄稿文によると，ドラッカーは次のよ
うな世界観，人間観をもっていたという．
「未来は分かりようもない．未来が存在するのは，それをわれわれが創るから
である．未来は，われわれが望み，われわれが現実とするものによって形作ら
れるものである．
」
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彼が亡くなる直前に上田先生によって編訳された『テクノロジストの条件』
の中には，彼のこの認識と技術観にもとづいて新しい文明を築くうえで指針と
なる珠玉の論考が集められている．
私は，これらの指針と大乗仏教思想と陰陽思想を組み合わせ，それらをシス
テム科学，情報科学，脳科学，社会科学で補強し，情報通信技術を使って，より
よい未来を創りだす方法を研究した．
そして，現在の優れた情報通信技術を利用し，世界のすべての人びとが協力
すれば，完成度の高い世界のモデルを作ることができる．そのモデルを使い，
全員が参加して，各人の今後の行為と未来の結果をシミュレーションすること
によって，よりよい未来の可能性を共同で探り当て，共同で実現することがで
きるとわかった．そのための仕組みを，私は未来世界共同探索システム＊と名づ
けた．これこそが，ドラッカーの世界観，人間観を実現するものであった．この
発明は，大きな技術革命であり，ヒトの社会的能力の大進化である．政治の分
野で次つぎとイノベーションが起こるのは当然である．
未来世界共同探索システムを使うことで，世界規模の直接民主政治を実現す
ることができ，一人ひとりの意思を政治に反映できる．多様な社会問題を互い
に関連付けて解決できる．
民主主義政治の適用には，社会規模の限界という制約がある．未来世界共同
探索システムを使った新しい政治システムを使うことによってこの限界は克服
され，地球社会全体に民主主義による秩序を打ち立てることが可能となる．そ
の結果，世界連邦政府を設立し，世界連邦政府を頂点とした地域分権型の行政
組織を作ることができる．そして，平和問題，環境問題などの地球社会全体の
問題と，国や地域の個別的な問題とを関係づけて解決できるようになる．
未来世界共同探索システムを使うことで，再生可能エネルギーだけで維持で
きる社会を設計できる．それは，技術的な対応力だけでなく，より柔軟性のあ
る政治的な対応力も増すからである．そして，世界連邦政府のリーダーシップ
のもとで，新しい文明社会への移行事業を計画的に進めることができる．
私の 30 年前の直感は当たっていた．しかし，こんなにも大きな成果を，技術
屋にとって別世界である政治の世界で上げることができたとは驚きである．天
国でドラッカーがこのことを聞いたならば，「私がむかし指摘した通りではな
いか！
！」と上田先生の顔をみながら上機嫌で笑うに違いない．
新しい文明を作るための構想を日本から世界に発信することは，日本人と日
本の文化を愛してくれたドラッカーとその一番弟子である上田惇生先生の業績
を発展させ，人類社会に貢献する方法であると信じている．
上田惇生先生のご恩に感謝し，ご冥福をお祈りするとともに，微力ながらド
ラッカー学会発展への努力をお誓いする．
＊

これまで共有世界実像と呼んでいたものを改称
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【略歴】 1948 年 茨城県日立市生まれ，茨城大学工学部機械工学科卒業．（株）日立製
作所入社，重電機工場の生産技術部門にて蒸気タービンの羽根曲面 NC 加工用
CAD-CAM システム等の開発に従事，情報システム部門にて工場内技術管理等
に従事．現在 NPO 法人日立理科クラブ理科室のおじさん．地球システム・倫理
学会会員．
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生前のご懇情に感謝して
森岡謙仁

Kenji Morioka

（アーステミア（有），本会理事）

ドラッカー翻訳の第一人者であり，ドラッカーの日本での分身，本学会の設
立者であり初代代表をお務めになった上田惇生先生の生前の偉業を思うと，感
謝の意を表するとともに心よりご冥福をお祈り申し上げます．
私と上田先生との出会いは，第 1 回総会，ドラッカー先生追悼懇親会（2006
年 5 月 13 日）でした．会場に入るとドラッカーの遺影が飾られていました．そ
の会場で，上田先生とお名刺を交換させていただき感激したことを昨日のよう
に思い出します．その後，同年の 10 月 12 日，上田先生の『ドラッカー入門』上
梓記念講演会にも参加しサインをいただきました．その後も上田先生とのお付
き合いは，継続するのですが，いくつかのエピソードをお話ししたいと思いま
す．
その当時，私は，CIO
（最高情報責任者）養成講座（日経ビジネススクール）
の企画と講師をしていた関係で，
「ドラッカーと事例に学ぶ『ミドルマネー
ジャー能力強化講座』
」
（主催；日本経済新聞社）のゲスト講師をお願いしたと
ころ，ご快諾をいただきました．なんとその講演当日に歴史的なことが起こっ
たのです．それは，ドラッカーが『現代の経営』や『マネジメント』の中で，唯
一の“マネジメントの哲学”と云った“Management by Objectives and selfcontrol”の新約が誕生したのです．私が講演の中で話した“自己目標管理”とい
う言葉を，控室で聴いていた上田先生が聞き逃さなかったのです．講演の休憩
時間にこの新約語について話が弾みました．同席していた日経 BP の谷島編集
委員も同席していました．その後，先生はご自身の訳されるドラッカー書籍に
ついては，この“自己目標管理”という，ドラッカーの真意が伝わりやすい言葉
を使っていらっしゃるのです．直訳すれば“自己管理による目標管理”や単に
“目標管理”と伝わってしまい，いわゆるドラッカーが説いた目標管理の真意
が誤解されかねない訳語を，上田先生が自ら革新された瞬間でもあったのです
（
『ソフトを他人に作らせる日本，自分で作る米国』谷島宣之著（前述），日経 BP
社）
．この時，私は，上田先生のドラッカー邦訳に対する強い意志を感じたのは
言うまでもありません．その後，CIO 養成講座のゲスト講演を快くお引き受け
いただき，2007 年からお身体を崩される前の 2009 年まで，ご一緒にお仕事を
させていただきました．
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また当時，初期のドラッカー学会の推進委員として活動をしていた中では，
ほぼ毎月のように上田先生もドラッカー学会の運営に自ら先頭に立ち活動さ
れていました．『もしドラ』の原稿の話，
「ほぼ日（糸井重里氏運営）
」の話も出

また 2015 年ドラッカー学会の理事に就任したときには，ちょうどものづく
り大学での大会にお元気な姿をお見せになった上田先生から，「理事になった
んだってね，ドラッカー学会をよろしくお願いします．
」といって握手をしてく

ました．夕方の推進委員会が終わると毎回，食事会がありました．上田先生も
ビールや赤ワインを少し嗜まれておりましたので，先生の横や対面にすわらせ
ていただき，ドラッカーの話や翻訳の秘話，ドラッカー思想やマネジメントに

ださいました．
生前の上田先生の笑顔が今もはっきりと思い出されますし，目の前に浮かび
ます．特に印象に残っている言葉は「それぞれのドラッカー」です．一人ひとり

ついての議論もさせていただきました．今でもお話させていただいたこと，ア
ドバイスをいただいたことなど，不思議なことにかなり覚えているのです．

が，ドラッカーの学習者，実践者として，より良い社会を創っていくことを，上
田先生は，ドラッカー先生と一緒に願っていらっしゃるのだと思います．これ
からも私の道標であり背中を押し続けてくださることでしょう．上田先生，心
より感謝申し上げます．

何といっても最大のエピソードは，現在も私が主催しているドラッカー「マ
ネジメント」研究会の設立です．先にも述べましたが 2007 年当時，上田先生に
は，私が講師を務める CIO 養成講座でゲスト講師をお願いしていました．講座
終了後の懇親会の席で，マネジメント・スコアカード（MSC）を広めたいとお
話したところ，上田先生から「森岡さん是非」との一言があり，研究会の設立を
決意したことです．その後，研究会の運営を今も支える伊藤年一氏はじめ発起
人を募り，2008 年 1 月 23 日に第 1 回研究会を 18 名でスタートしました．この研
究会の設立に当たっては，上田先生と約束したことが 3 つあります．1 つ目は，
ドラッカー学会会員以外の参加者も含めること，2 つ目は，研究会の毎回の活
動報告をドラッカー学会 HP に掲載すること，3 つ目は，ドラッカー学会の会員
の増強に寄与することです．この 3 つの約束については，研究会活動 12 年目の
今も継続しています．上田先生は 2 回ほどご参加をいただき，特別講演をして
下さいました．
この研究会の設立目的も“MSC”の研究と学習の場を提供することです．そ
の前後，上田先生から藤島秀記先生（当会理事）が先行して“MSC”の研究をし
ていらっしゃることを知り，徐々に藤島先生と MSC の共同研究が始まりまし
た．その成果は，明治大学リバティアカデミーの講義，ドラッカーの小さな学
校での講義で発表したり，MSC の学習の場を提供し続けています．2016 年 6 月
14 日には，ドラッカー「マネジメント」研究会をベースに MSC 実践研究部会
を立ち上げ，翌年 2017 年 10 月 19 日には，
「MSC 実践研究部会報告書（第一期）」
という，15 名の MSC に関する論文集を完成させました．
他にもたくさんのエピソードと思い出がありますが，小著『図解ドラッカー
入門』の話をさせていただきます．2010 年に中経出版（現在は KADAKAWA）
より，2011 年 1 月 27 日に上梓させていただいた時には，上田先生から「良い本
を出しましたね」とお褒めの言葉をメールで頂戴しました．お陰様でこの本は，
韓国，中国，台湾でも翻訳され，日本でも 4 万部以上売れており電子版も含めて
現在も売れ続けている影のロングセラーとなっています．この本も，上田先生
のお褒めの言葉が今も私の背中を押し続けてくださっています．
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乾物の未来を拓く― 1000 年企業を目指して
真田千奈美

Chinami Sanada

（（株）京山城屋）

1．山城屋 115 年の事業展開
香川県にて江戸時代初期より米問屋を営んできた真田家は 1904 年に東本願
寺より「山城屋」の屋号を賜り，煮干し問屋を開業した．初代真田サダがお酒・
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瞬間であった．
山城屋にふさわしい身の丈で常に革新し続けることこそが重要である．2009
年に大阪から京都への全社移転を決断，減らさないと増やせないとの考えから
商品数を 300 種類から 200 種類への削減，物流部門のアウトソーシングを実行
し，スリムな状態で全社を挙げて京都府宇治市へ移転した．山城屋の強みは全
国各地に選りすぐりの乾物製造をしておられる仕入先様がおられること，乾物
問屋であったことから自身が乾物の目利きであることである．そのため乾物の
集積地京都に於いて「京都ブランド」の乾物文化を創造することが最良の方法

寝具・ご馳走で漁師たちをもてなすことで大量の集荷を可能にし，昭和初期に
は隆盛を極めた．しかし，第二次世界大戦による家屋消失，農地解放，預金封
鎖，なかでも後継者の死去は大打撃となり，没落して行った．戦後に小さな乾
物問屋として再スタートしたサダの希望は，孫 和夫に商才のある女性を妻に
迎えることであった．

であると決断した．社内 IT 化，工場品質，経営品質としての ISO 9001 取得，他
社にない京都産乾物の製造のために六次産業化等による社内改革を実践するな
どイノベーションを成し遂げた．
山城屋は 2014 年に創業 110 周年を迎えた．京都で乾物文化をさらに発展させ
るために，京都府与謝野町に乾燥野菜工場を建設した．100 周年に京都に店舗
を出店したように周年事業をこれから 10 年の新たなる革新を生み出すものに

1953 年，サダが亡くなるのと時を同じくして嫁いできた悦子は小さな乾物屋
を切り盛りしながら 1958 年四国で初めてのスーパーマーケットと出会い，出

しなければならない．記念式典では日本各地より参加頂いた約 50 社の優良仕入
先様に対して「山城屋は乾物で 1000 年企業を目指す．
」と宣言した．新商品を

産後 2 か月という猛スピードで大阪進出を果たした．周囲の反対を押し切って
の船出であったが 1980 年代には乾物を中心とした食品問屋として年商 30 億円
にまでに成長した．しかし，このころより問屋間競争が激化，それまでに培っ
て来た乾物の知識を活用し 1981 年スーパーマーケット向けの乾物メーカーと
なる事を大英断した．
「せっかく作るのだから美味しい物を」というコンセプ
トのもと，主婦ならではの感覚で業界の常識を覆した牛乳きな粉に相性の良い

開発する度にお取引を頂くようになった全国各地で乾物を守っておられる方々
だ．
「本場の物，本物の味」を大切にする弊社の進むべき道をご理解頂き，企業
価値を共有できることによる結びつきがこれからの 1000 年を決定する．お客
様の要望に応える商品を提案し続け，共に栄える事でバリューチェーンを固持
して行くことが必要である．

深焙煎の「京きな粉」
，日本初の高品質金ごまを使用した「京いりごま」，簡単に
料理のできるだし付乾物セット「京のおばんざい」などのヒット商品を生み出

2016 年 12 月に社長を長男英明に譲り，第一線からは身を引いた．「1000 年
企業を創る．」の文言は全社員に周知され，皆が一致団結して進んでいる．2017
年には全社員とともに「山城屋商品基準書」を作成し，これからの進むべき方

し，年商 36 億円までになった．2004 年には創業 100 年を記念して京都市東山区
に店舗を開店した．

向を確かめ合った．

2．上田惇夫先生との出会い「なにによって憶えられたいか」

（1）乾物の発掘
古くから伝わる乾物業界は国産から海外産へ移行し価格帯も多岐にわたり，
多くの乾物メーカーがしのぎを削っている．その中で，こだわりの乾物を適切

経営者の家に育ち，祖母の選んだ見合い結婚で嫁いできた私は，3 人の子育
てをしながら順調に発展する山城屋を支えてきたが，2006 年に初めて売り上
げを落とした．外部要因（類似品，安価商品の出現）・内部要因（社員の高齢化，
マンネリ化）共に変化が起きていた環境下，主婦の延長で経営してきた事への
反省から 2008 年立命館経営大学院（MBA）に入学する．そこで出会ったのが
上田先生であった．授業初日の課題として「何によって憶えられたいか」を考
える事により，私のやるべきことは決まった．
「革新と共に身の丈の幸福感を
追い続けながら創業 100 年の山城屋を，永続する 1000 年企業に育てる．その礎
を創った者として憶えられたい．
」を決意し改革に着手した．この時の出会いが
なければこのような思いに至ったかどうか．出会うべき人に出会わせて戴いた

3．山城屋の役目「御社の事業は何ですか」

な価格でお届けする乾物メーカーとして常に新しい乾物を見つけ出すことが最
重要課題であると考える．
2012 年より明石海峡産わかめの生産を開始した．三陸産と鳴門産が二大生産
地であるが，三陸の生産量が減少している昨今，明石海峡に良質の天然わかめ
が大量に発生していることを聞いた．明石海峡は鳴門海峡と同様に太平洋と瀬
戸内海を繋ぐ潮流の激しい地域であり，そこに目を付けた地元の若い漁師達が
海底のわかめを船からかき集めることによる採取方法を考え付いた．大量のわ
かめが採取できることで明石海峡乾わかめの製造に至り，
「明石海峡産わかめ」
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を発売した．産地偽装の多いわかめ業界において明石海峡の天然わかめはこし
の強い美味しさから各量販店に導入され，販売数量も増え続けている．
また，中国産が主流であったきくらげの国産品を発売した．国産ブームに乗

ンスである．私自身が伝道師となり，乾物について話をさせて戴く機会を頂き，
乾物の伝統，栄養価をご理解頂き多くのお客様に使って頂きたいと思う．さら
に，開催して 10 年目となる乾物料理教室を伝え続けて行くことが私の生涯の

り着実な売り上げのある国産きくらげは，熊本県人吉市で生産される生きくら
げの残ったものを乾燥きくらげに製造することで売れ残りの無い生産体制を確
立でき，仕入先様にも喜んで頂いている．このように新たなる生産地を探し出

仕事となるであろう．フェイスブックによる離乳食，子供食や和洋中の乾物料
理レシピの公開，さらには COOKPAD へ約 500 種類の乾物料理を掲載させて戴
き，アクセス数は約 500 万回となっている．

し，生命を与え，乾物文化を守って行くことが大きな役目である．いろいろな
場所に出向き多くの人々と交わり，新たな生産者を探すことが重要である．
さらに，既存乾物の見直しをも図っている．中国産冷凍ギョーザ事件による
国産食品ブームは乾物業界にも広がった．2008 年，既存「国産春雨」はデザイ
ン変更することにより，年間売上約 100 , 000 個から約 1 , 000 , 000 個となり山城

昨今では乾物の栄養価を多くのマスコミに取りあげて頂き，きな粉，きくら
げ，寒天などは大きな反響を頂戴した．健康食品としての乾物，食べておいし
い乾物，簡単便利は乾物，高齢化社会を迎えた日本ではこれからもますます必
要とされることであろう．

屋の大きな柱となった．その他「煮物が好きになりました高野豆腐」もネット
販売などへ売り場を変更し，子供向け高野豆腐として若い主婦層に人気を頂い

（4）乾物の未来
長男英明が社長となり，改革はさらに進んだ．社員一人一人が総合的に業務

ている．同じ商品を違った角度から見直すことで新たな発見が生まれた．
（2）農業法人と協業
農商工連携により京都府与謝野町でのごま・唐辛子などの生産が始まってい
る．
「京都産金ごま」
「京唐辛子」
「京七味」
「京一味」などの商品が生まれ，2014

決定をできるようになり，日常業務は完全に任せられるようになった．IT イ
ノベーションがこれからの人材教育の鍵となっている．営業・総務・工場のメ
ンバーによる IT 改革プロジェクトにより社内がどんどん IT 化する．他人の仕
事を理解することでコミュニケーションが図れ，さらにイノベーションに繋が
る．最大のイノベーションは IT 化ではないだろうか．

年には六次産業化による乾燥野菜工場を京都府与謝野町に竣工し創業 110 周年
の山城屋にとってはまさに次の 10 年を担う事業となった．
「ものづくり補助金」
により人参・ごぼう・九条ネギ・金時人参などの地元京野菜を乾燥することで

また，総合職全社員を 2 年に一度担当変更する事とした．新しい仕事に挑戦
することで，職場の活性化・本人のやる気の持続に役立ち，マンネリ化した職
場を新鮮な目で見ることで多くの無駄を省くことができた．また，期間限定の

価値ある乾物を生み出し，お客様よりの支持を頂戴している．
（3）新しい素材と料理法を求めて
乾物の水戻しが不便，料理方法がわからないとの顧客が増加している．六次

ため厳しい仕事にも耐えることができ新たな知識が身に付く．立場の違った部
署の考えが容易に理解できるようになり，最善の方法で譲り合うことが可能と
なった．小さくて強い物を創りたいという願いの下，小さき乾物屋にとってマ
ネジメントできる者は各職場を経験した者であると考える．

産業化により製造した乾燥野菜とだしのセットである伝統的インスタント「京
のおばんざい」がヒット商品となっている．美味しい乾物料理を少量だけ簡単
に作ることが高齢化・共稼ぎ家族などに人気となった．
また，売り上げの柱である「京いりごま」をさらに簡単に使用できる商品と

2019 年，京丹後市に工場最高品質 FFSC 22000 取得の工場が建設される．他
の乾物メーカーに先立っての品質取得となり，大手スーパーとの取り組みには
不可欠なものとなる．主力である京きな粉の工場建設では京都府下の菓子メー
カー様に原料としてのきな粉をお届けすることも可能になる．きな粉の未来は

して「ごま和えの素」を発売した．好評の金ごまに化学調味料不使用による天
然調味料を混合した商品だ．ふりかけただけ，マヨネーズと和える等，お客様
より食べ方をご提案頂けるほど好評となって毎月売り上げを伸ばしている．ふ
りかけるだけ，混ぜるだけなどの簡単商品が今後の商品開発の課題である．

ますます広がるであろう．さらに地元の農家 30 軒と組み，京都産京きな粉，京
都産とうがらしなど大量の京都産乾物製造に挑戦する．創業 110 周年の乾燥野
菜工場がこのように繋がったことを嬉しく思っている．
さらに近年の天候不順に対応し，豊作の年に冷凍し不作の年を乗り切るため

デフレ経済下の安価競争，即飲即食志向の惣菜・冷凍食品などが主流にもか
かわらず，料理を作りたい消費者がおられるのは間違いない．そのためにはこ
だわりの売り場を探し続けなければならない．これからはインターネット時代

の高度品質保持可能な冷凍庫も建設する．京都北部での農業生産・工場稼働は
雇用を増やすことに繋がり，過疎に苦しむ行政からの期待も大きい．この地に
しっかりと根を張り智恵を絞って行きたいと思う．

でありネット上のこだわり食材サイトともお取引を開始した．
2013 年には「和食が世界遺産」となり，今こそお客様に和食を再考頂くチャ

また，物流困難な時代，配達遅延や価格高騰が当たり前の中，京都移転の際
の物流アウトソーシングが功をなし山城屋の物流倉庫をトラックターミナルの
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ある物流センターに移転することで大きな成果を上げている．ここにも IT の
力が役立つ．京都本社から大阪の物流センターまでの情報伝達が勝負のカギを
握っている．人手不足，原料高，天候異変など乾物業にとって困難な時代は続

こ」の販売拠点として京都八坂にきなこスイーツ専門店「きなこ家」をオープ
ンした．その新店舗の店長を務めるのが長女寛子だ．祖母・母の守ってきた家
業である乾物をきな粉スイーツ・七味関連商品に変化させることにより新たな

くがイノベーションの数々で乾物業を進化させようという息子英明の若い力が
有難く感謝している．
これらのイノベーションを事業構想大学院大学にて講演をさせて戴いた際に

顧客獲得を目指す．これまで数々の困難を乗り越えてきた山城屋．新たな突破
口を見出したところには，いつも女性の存在があった．
きな粉は，たんぱく質不足や女性特有の病気等に必要な栄養素を豊富に含ん

受講者の方より「強さ，したたかさ，誠実さ」という私を評した言葉を頂戴し
た．山城屋を的確に表現した文章をここに添付させて戴く．
◆強さ：京山城屋には，3 つの強さがある．1 つめは，資産をもとに次の資産を
形成していく強さ．創業の地・讃岐の特産である「煮干」を乾物として売る．乾
物に強い店として流通に食い込む．流通の強さを武器に，新天地へ移転．新天地

でいる栄養価の高い食品だが若い世代にはあまり注目されていなかった．「食
べ方が限定されている」
「年寄りの健康食」というような先入観がつきまとって
いたからだ．そこで若い世代が関心を持つきなこの新しい使い方を考えれば，
きっと受け入れられるはずだと考えた．構想から半年で「きなこ家」はオープ
ンにこぎつけた．それ以来，狙いは当たり若い世代が多く訪れ，店内は賑わい

のブランド力を生かして新業態へ拡大．ひとつの実績を確実に次に繋げている．
2 つめは，分析力のある経営者がいるという強さ．真田サダ氏，真田悦子氏，真田

を見せ続けている．メディアからの問い合わせも増え続け，
「ひるブラ」
「魔法
のレストラン」
「モヤモヤさまぁ～ず」などの TV 出演も成し，きなこ家は賑わ

千奈美と続く「商売に強い嫁」はつまり，分析力を持つプロ経営者である．千奈
美氏の場合はドラッカーマネジメントという学びも加わり，さらにその強さが
増している． 3 つめは，不安要素があっても前に進む強さ．分析力に加え，明確
な志を持つ「嫁」＝プロ経営者を外部から招くことによりキープできている．
◆したたかさ：ネガティブな響きもある言葉だが，京山城屋を表すのに最も

う店となった．
これらに伴い美味しい健康食品となった「京きな粉」は年間 230 万食を売上
げ，2018 年 11 月 20 日付の日経新聞「2018 年上半期に人気が高かった商品カテ
ゴリトップ 10」にも掲載頂き，京きな粉の未来はさらに明るいものとなった．

しっくりくる言葉なので，尊敬の念を込めて使う．価格競争に巻き込まれず，
付加価値を高める方向に舵をきる際，大阪から京都への移転という手段をとっ
たことで，消費者の「思い込み」を，嘘をつくことなく上手に利用できた．中国

京山城屋
「京山城屋」の店長も兼任する寛子が次に目を付けたのが京七味である．京都
産一味・国産七味・山椒など選りすぐりの原料集めた乾物屋ならではの香辛料

産ギョーザ問題で喚起された「食の安全」を，他業種のことと捉えず，自社の利
益に結び付けた．インバウンド需要を高めるという国の施策を，タイミングを
逃さずに自社のビジネスに活かし，IT 化も進めている．身近な課題をビジネス
チャンスにできるしたたかさは重要であり，企業の成功に必要なものであると

を創ることができる．とりわけ，七味作り体験が人気を呼び TV や観光雑誌に
掲載され予約が殺到している．外国人観光客対象に英語表記なども取り入れ，
訪日外国人の楽しみとなるように改革を続けている．
株式会社京山城屋，母体である株式会社真田のマーケティングのために 2004

考える．
◆誠実さ：「（生産者である）漁師を手厚くもてなす」という真田サダ氏のビ
ジネスモデルが成功したように，誠実さはビジネスにとって大切な要素であ
る．京都に本社を構え，京都産の原材料を大切にした商品を作り，京都の生産

年に京都市東山区に設立した会社であり，きなこ家などの店舗，料理教室，七
味作り体験，通販を行っている．私は 2014 年社長に就任し，育児休暇中の寛子
に代わりきなこ家，京山城屋の店舗経営に従事している．京山城屋店舗での料
理教室講師，外部での乾物料理教室，乾物学習会やこれまでの経験から経営に

者との密な関係を築く．原材料が上がれば売価を上げる．相手のことを考え，
身の丈に合ったトライと開発を繰り返す．誠実な商売というのは，全てのス
テークホルダーとの関係を良好に保つということであり，ビジネスの継続のた
めに重要である．

対する講演をさせて戴いている．規模は小さくなったが経営者としての喜びに
今も充実した日々である．また，趣味の書道・華道・能のお稽古，後継者育成
でもある孫守りなど忙しい日々を送れることも仕事をしてきたお陰と感謝して
いる．これからは人生の終盤を控え，山城屋のため，真田家のため，社会のため

3．これからの人生 ― 店舗経営と共に ―

に何ができるかを考えながら生きて行きたい．
ドラッカー学会年報№ 6（2011．11）に上田先生から以下のお言葉を頂戴し
た．

きなこ家
山城屋が新たな取り組みとして 2011 年，農商工連携事業計画にある「きな

「私は立命館経営大学院での授業では，必ず「何をもって憶えられたいか」を
聞くことにしていた．不断に業容を変えて進化を続ける乾物メーカー京都山城
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屋の専務・真田千奈美さんの答えが，
「創業 100 年の山城屋を永続する 1000 年
企業に育てることである．そして，革新と共に身の丈の幸福感を追い続けるこ
とであり，その礎を創った者として憶えられたい」だった．
」
（
「山城屋おんな三
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上田先生との最後のやりとり
福山 穣

代経営記」
）
．
この心意気あれば山城屋は必ず 1000 年企業となるだろう．そして企業に
1000 年企業があるのならば，学会にも 1000 年学会があってよい．私もまた
1000 年学会の礎を創った者の一人として憶えられるならば，これに勝るよろこ
びはない．しかもこの想いは本日この草創期において学会会員たることを選択
された 800 人の同志の想いでもあると思う．立命館経営大学院に入学し，上田
先生のご指導がなければ，人生の決断に失敗していたように思えてならない．
お会いした頃の私には不満も多く，経営に自信も無く，ただイライラしていた．
先生の穏やかな口調，すべての人々を受け入れられるお考えを伺い，人として
の生き方，経営者としての生き方を学ぶことで私の人生は充実したものとなっ
た．
感謝の気持ちでいっぱいです．有難うございました．
心よりご冥福をお祈り申し上げます．
【略歴】 ㈱京山城屋代表取締役，㈱真田専務取締役，立命館大学経営大学院卒業，MBA
取得

Yutaka Fukuyama
（本会会員）

先生は , きわめてオープンな方であったように筆者には思われ，最後のメイ
ルでのやりとりを公開されるのをお許しいただけると思う（電話や年賀状は別
として）．
2011 年 8 月 7 日
「福山様
題からして楽しそうなセミナーですね．
ご成功を確信します．
講師については，必要あれば
標記 CC 上野学会広報担当理事にご相談ください．
上田
-----Original Message----From： 中産連 福 山［mailto：Fukuyama.Yutaka@chusanren.or.jp］
Sent： Sunday, August 07, 2011 9：29 AM
To： 上田惇生
Subject： ご連絡ありがとうございます
上田惇生 先生
ご無理をいって申し訳ございませんでした．
ご健康に，ご留意下さい．
本年は，きわめて不安定な気候なように思われます．
しかし，2 ～ 3 日前には，とんぼが飛びました．秋も近いようです．
福山 穣
（2011 / 08/07 6：53）
, 上田惇生 wrote：
福山様
実は私，昨日，肺がん治療のため，左肺下葉部切除を行い退院してきたとこ
ろです．
当分の間は，講演，出演は無理と存じよろしくご理解賜りますようお願いし
ます．
上田
-----Original Message----From： 中産連 福 山［mailto：Fukuyama.Yutaka@chusanren.or.jp］
Sent： Wednesday, July 13, 2011 2：43 PM
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To： 上田惇生
Subject： 上田先生，お願いがございます
上田惇生 先生

カーを手にした．いうまでもなく，『現代の経営』と『マネジメント 課題 責任
実践』
（以下『マネジメント』）である．『現代の経営』
（1996 年第 1 刷）は，上田
惇生訳で白いカバーの装丁（「白本」）．他方，厚手の『マネジメント』
（74 年初

たいへんご無沙汰しております．
昨年のドラッカー学会の名古屋大会以来，ご無沙汰しております．
先生におかれましては，ますますお元気のこことお慶び申しあげます．

版）は同じく白いカバーによる装丁ではあるものの，野田一夫・村上恒夫監訳
で，上田先生は 4 名の共訳者の 1 名としての位置づけである．
原点に接した筆者の発見は，目標管理なる用語は，
『現代の経営』でも『マネジ
メント』でも，
「目標管理」の章で，
“management by objectives and self-control”

さて，本日はお願いがありまして，連絡させていただきました．
実は，ドラッカー学会の藤島先生からのご紹介があり，NHK 文化センター
（名古屋）で，私どもが講師となり，
『もしもドラッカーが楽しく読めたら』
というセミナーを，秋に 6 回実施することになりました．
そこで，そのセミナーの最終回に，上田先生にお越しいただき，ドラッカー
の楽しみをお話いただき，総まとめをしていただけたら，と考えた次第です．
日程は，10 月 9・23 日，11 月 13・27 日，12 月 11・25 日の 6 回（毎月の第 2・4
日曜）となっております．
先生のご都合により，もちろん上記のいずれでも可能ですが，いかがでしょ
うか？
最終回を考えるのは，成果および受講者の喜びのようなものを，先生にご確
認いただけるのではないか，と思うためです．
使用予定のテキストは，先生が NHK テレビで 6 月にお話されたものを使用
するつもりです．
あとは私が，翻訳を紹介する形を考えております．
勝手なお願いで恐縮ではありますが，名古屋にお出かけいただけることを切
にお願いいたします．
まずは，お願いまで．
中部産業連盟 福山 穣

1.「白本」の時代まで
筆者とドラッカーの接点は，学生時代の三戸公著『ドラッカー－自由・社会・
管理－』を起点とするが，M・ヴェーバーを学ぶ筆者には，やや遠い存在であっ
た．1980 年大学を卒業後，
『マネジメント 基本と原則抄訳版』が勉強会での課
題図書となったものの，20 歳代の筆者には，P・ドラッカーの本質がまだ見え
ず，十分に読み込めなかった．
ところが，不思議な縁で，ドラッカーとの格闘が始まった．筆者は，地方公共
団体の職員研修の一貫で，目標管理を解説する担当者となったためである．80
年代，諸外国では各種の社会改革がなされ，その影響下，日本では 90 年代，国
家・地方公務員改革の動きが始まり，人事評価制度の改革がなされ，その背景
に「目標管理」制度があったからである．
多少，専門書を読む訓練を受けていたこともあり，当然，原点たるドラッ

として，これこそマネジメントの哲学であるとする，ものである．章見出しも，
“management by objectives and self-control”で，けっして“management by
objectives”ではない．「目標と自己規制による管理」はまだしも，ドラッカー
は「目標管理」を唱えたと一人歩きして受け止められているのは誤解とはいえ
ないか，が持論となった．

2.「赤本」の時代に
上田先生に直接，初めてお目にかかったのは，2008 年 11 月 11 日，丸の内ホ
テルロビーであった．当時，筆者の所属する社団法人中部産業連盟（中産連）で
は，
「日英で読むドラッカー」セミナーを企画しており，その特別講演として，
初回と最終回に上田先生の「私とドラッカー」を設定しようとしており，その
ためのお願いであった．
1 時間ほどの面談の後，先生からは快諾を頂くことができ，筆者と同僚の橋
本豊は一安心することができた．先生は，このように一貫してオープンに，ド
ラッカー伝道師としての役割を果たされ続けられたように思う．中産連では，
この 2 回に留まらず，別の機会にもたいへんお世話になっているが，ここでは
それは省く．
当時，すでにドラッカー本は赤いカバーの装丁（「赤本」
）となっていた（『現
代の経営』は 2006 年，『マネジメント』は 2008 年）．この時代から，直接のご
指導を受けることができたのだが，筆者にとって最大の恩恵は，上田先生は
“management by objectives and self-control”をすでに「自己目標管理」と訳
出されていたことである．『現代の経営』では「自己管理による目標管理」に，
『マネジメント』では「自己目標管理」と改訳されたことは，まさにドラッカー
理解の真髄ではないだろうか．
旧訳の白本では，それぞれ「目標と自己管理によるマネジメント」
，
「目
標 と 自 己 規 制 に よ る 管 理 」と 訳 出 さ れ て い る．筆 者 に と っ て は，現 在 も
“Management”と“Control”は永遠の課題であり続けている．
他方，これは先生ご自身がそうであったと理解しているが，
「真摯さ」を備
えられたと同時に，たえず真摯さを追究され続けられた存在であられたように
感ずる．白本の時代から一貫して上田訳における“Integrity”は「真摯さ」であ
る．ちなみに，前出の三戸訳は「高潔な品性」，『マネジメント』白本では「誠実
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さ」となっている．
残念なことは先生に，なぜ自己目標管理と改訳されたのか，また真摯さの出
所や背景をお伺いすることはできなかった．

3. 上田惇生の意義，また先生へのご「恩」
勝手な解釈ではあるが，上田先生なくしては，今日のドラッカーの知名度は
なかったのは自明である．筆者のコンサルタントの大先輩は，大学在学中にド
ラッカーを知り，それがご縁となり，コンサルタント職を選んだとわれわれに
語っている．それは，昭和 30 年頃のことで，いまだ翻訳のない時代のことだと
いう．しかし日本で，今日のドラッカーをドラッカーたらしめたのは，上田訳
あってこそなのではないのか．
もっとも，上田先生に最初に「日英で読むドラッカー」でのご指導をお願い
したとき，
「私の訳を読んでもらえば十分」といわれたのも事実である．それだ
け思い入れがお強かったものと判断している．
けっして従順なドラッカーの読み手，あるいは上田先生の弟子とはいえませ
んが，また短い期間のご指導ではあったものの，先生のご支援に心から感謝い
たします．中途半端な文ではありますが，先生との関係を明記しておきたく，
簡単にまとめました．
【略歴】 一般社団法人中部産業連盟 理事 主幹コンサルタント 人材サービス事業部長，
経営計画および方針展開，財務管理，全社的業務改善並びにシステム改善，人材
活用，マーケティング，地域振興などに 35 年の経験を有する．『チームで取り組
む 問題解決の考え方・すすめ方』
『実績 ･ 業績対応型人事システムのつくり方』
（国際経営コンサルティング評議会）
等の著書，論文多数．2017 年 9 月，ICMCI
世界コンサルタント会議の，「鳥取県庁における業務効率カイゼンに関する継続
的な支援～ 5S・目で見る管理，業務フローチャートを共通ツールとして職場全
体の効率化をはかり，同時に基幹業務を見直す～」プロジェクトで，コンスタン
チヌス国際賞金賞（第 1 席）を受賞した．
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断絶 50 年を迎えて

― 亡き上田惇生さんに捧ぐ
藤島秀記

Hideki Fujishima
（本会理事）

上田さん！ 貴方とは随分長いお付き合いをさせていただきましたね．貴方
が経団連広報部に勤務されていた当時からですから，40 年以上になります．私
は当時雑誌の編集長をしていましたから，有名会社の社長を紹介してもらっ
たり，経営問題の解説を書いていただいたり，私にとっては重要なキーパーソ
ンでした．その後，編集局から出版局に異動となり，上田さんとは主にドラッ
カーの著作の翻訳をお願いすることになりました．ドラッカー教授の上田さん
への翻訳に対する信頼度はずば抜けていました．
「ミスター・ウエダは日本における私の分身だ」とまで言わしめたほどでした．
私は 1980 年代の終わりにダイヤモンド社国際経営研究所を，ドラッカー教授
の尽力もあって立ち上げます．ドラッカー教授には名誉研究所長に就任してい
ただき，亡くなられる 1 年前，すなわち 1994 年秋まで，日本の多くの経営者にド
ラッカー思想とマネジメントを書簡や講義の形で伝えてこられました．歩行が
不自由となり，もはや来日が不可能なことから名誉研究所長を退かれました．
そこで出てきた代案が，日本で有志によるドラッカー研究の研究会の創設で
した．研究会設立案には，大賛成であり，私のできることは何でも協力する，と
言われました．
設立に関しては，条件が 2 つある．1 つは設立の発起人に上田惇生氏を加える
こと．2 つ目の条件は，形式主義が先行した大組織にして欲しくない．私の研究
課題を引き継ぎ，新しい地平を切り拓く意思のある仲間を集めて欲しい．
上田さん，あなたはドラッカー教授の著作のほとんどを訳出してこられまし
た．そのどの訳書をとっても，ドラッカー教授の希求する，ドラッカー研究の
地平を超える偉大な貢献をされてこられました．
『断絶の時代』
（林雄二郎訳）が翻訳出版されたのが 1969 年 3 月です．そして
今年初版出版以来 50 年という節目の年を迎えました．
その後，初版以来 30 年目の 1999 年に貴方の訳によって発行されました．
新旧 2 つの『断絶の時代』を比べてみると，時代の変化がうかがえます．旧
『断絶の時代』は，高度成長の真っただ中にあって，ドラッカー流に言えば 1910
年代のビクトリア王朝期に始まる産業革命が，20 世紀文明を生み育て，その頂
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点が 1970 年代初頭というわけです．確かにコンピュータによる生産方式も生
まれました．しかしイノベーションの中心は，デジタル化の兆しはありました
が，大半はアナログの延長線上にあったと言えるでしょう．
ところが 30 年後に出た新版では，大きく変わっています．旧版では「世界は
一つのショッピングセンター」というグローバリゼーションを想像させる言
葉は出てきますが，グローバルという言葉自体は全く使われていません．30
年という時代変革が見事に現れています．旧版での背景を成しているのは，
“International Economy”から”
World Economy”へ，というコンセプトでし
た．前者は独立した国家間の交換関係を意味し，後者は企業が国家を超えてビ
ジネスを行うことを意味しています．
それが新版では明快にグローバリズムという言葉で全体を構成しています．
新版の 4 章では「経済大国のなかで，グローバル経済を中心に捉えてきたのは
1950 年以降の日本だけである．これが戦後の日本経済の発展をもたらした」
（新
版 67 頁）と述べています．1969 年以降の日本経済は，最終的にはバブル経済の
崩壊とその後のデフレの谷底で喘ぐことになるわけですが，重要なことは，世
界の先進国の多くはグローバリズムと IT，デジタル革命といった次世代のテク
ノロジーへすでに取り組んできたことです．
ドラッカー教授は，先輩のシュンペーターのビジネス・サイクル説（景気循
環論）を参考にしてイノベーション・サイクル説を考案されました．それによ
ると，1969 年から 70 年初頭が平衡断絶期となり，以降新しい文明への準備段
階に入り，その期間が大転換の時代となる，といっています．その転換期の底
にそろそろ近づいていることになります．
日本は継続の時代に発展してきただけに，この断絶期の路線変更に立ち向か
うのは困難を伴うであろうと，ドラッカー教授はしばしば語っていました．も
はやかつて経験した高度経済成長を再び求めるのではなく，次なる時代に向け
新しい産業と社会を創造する今こそ，その時だ．
（突然の入院中のため，中途半端で終わることをお許しください．この後半部
分は，後日書き上げたいと思います．この一筆は，亡き上田惇生氏の御霊に贈
るものであり，ご冥福を心より祈りたい．
）
【略歴】 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
ダイヤモンド社編集局長，出版局長歴任後，常務取締役・経営企画室長．ダイヤ
モンド社国際経営研究所・代表取締役社長．プレジデント社およびダイオーズ
社など外取締役．元淑徳大学大学院 国際経営学科・客員教授（2013 年 3 月 30
日まで）．ドラッカー博士とは 1969 年『断絶の時代』編集担当以来，2005 年博
士が他界する 3 ヶ月前まで薫陶を得た．
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上田惇生先生に支えていただいた留学，
そして，その先
八木澤智正

Tomomasa Yagisawa
（本会理事）

米国へ背中を押してくれた上田惇生先生編訳『チェンジリーダー
の条件』
「ボストン地域に留学中の 3 人の安否を確認した．当該機に搭乗はしておら
ず，全員無事．あなたの今後については，未定である」 ― 勤務先の人事部か
ら，緊急連絡が入った．2001 年秋，大手町ビルにある勤務先で，米国留学に向
けた準備を本格的に始めた日の夕方，その事件は起きた．テレビでニュースを
点けると，ニューヨークやペンタゴンを舞台にした，パニック映画のような映
像が流れている．“セプテンバーイレブン”．後にそう呼ばれる大惨事は，私が
米国に向かおうと猛勉強を始めた，まさにその時に起きた．
医薬品の営業だった私は，メガファーマが M&A を繰り返して，グローバル
化の波が日本市場にもやってくる中で，「自社を何とか世界の一流製薬企業に
したい．そのためには，今の延長上ではいけない．世界の一流どころの集まる
中で，ビジネスの武者修行をして，その先陣を切れるようにならなくては」と
企業派遣の MBA 候補生に手を挙げた．それもつかの間，“セプテンバーイレ
ブン”によって，世界の一流どころが集まっているはずの米国の様子が怪しく
なっていた．
同，10 月．都内で MBA フェアという留学説明会が開かれ，ビジネススクー
ルの説明を数多く聞いた．
「ファイナンスに強くなりたいなら，我が校へ」
「う
ちは，マーケティングのスペシャリストを要請しているトップ校ですよ！」な
どという謳い文句があちらこちらから聞かれたが，どれもピンと来なかった．
疲れ果てて，「自分は MBA などという間違ったところに来てしまった．そもそ
もアメリカが大変なことになっている現況において，アメリカに留学するのが
果たして正しいのだろうか」と，MBA フェアの会場に背を向けて帰ろうとし
たその時，
「この世界を少し良いところにするために，マネジメントを学びま
せんか．会社に勤めているなら，より良い上司になりたくはありませんか．答
えはドラッカーのマネジメントにあります」という，なんとも変わった声かけ
をしてくる学校のブースに出くわした．これが私のドラッカーとの出会いだっ
た．
ブースには「ドラッカースクール，考え方の異なるユニークな学校」と書い
てある．ドラッカーとは何者か．スマートフォンのない時代，調べるために書
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店に直行した．そして驚いた．本棚一面を埋め尽くす，上田先生の翻訳による
ドラッカー著書の多さに圧倒された．どれを手に取れば良いか迷った．その中
のひとつ，上田先生の編訳による『チェンジリーダーの条件』をたまたま手に

めそうだねぇ」と言いながら物を取り出し，「そうだ，これとこれをあげよう」
と，雑誌の連載記事のコピーと新品の紙袋を数枚くださった．
雑誌の連載記事のコピーは，週刊東洋経済の「ドラッカー 8 つの顔」という上

して，斜め読みし，驚愕した．それまで医薬品の営業をしながら悶々と考えて
きたことが，何十年も前に書かれていたのだった．脱帽した．「自分が初めて
考えたオリジナル」と思っていたことを，ずっと前に体系化した人がいる．そ

田先生の連載記事，そして紙袋は「ものつくり大学 Institute of Technologists」
の公式バッグであった．バッグの中には，ものつくり大学の英語版のパンフ
レットが入っていた．

して，翻訳書とは思えないレベルの研ぎ澄まされた日本語．歯切れの良いテン
ポで，スッと入ってきた．感銘を受けた．ここだ！ここの門下生になろう！！
と，志望校が一気に固まり，米国留学の迷いがスッと消え，猛勉強の末，ドラッ
カースクールへの入学を手にした．上田先生の編訳書に出会ったことが，私の
留学の原動力となった．

上田先生のテンポの速いお話が続いた．「ドラッカーは何を読んだ？ ド
ラッカーの著作で何が一番好き？ 僕は，
『経済人の終わり』がやはり大切だ
と思って，今，原書を読み直している」と私に話しかけながら，私が，ドラッ
カーをまだしっかり読み込めていないことを見抜き，「これはドラッカーの本
を読む時にも，ドラッカー本人に会う時にも参考になるから，クレアモントに

奇しきご縁を得て上田先生と巡り合う
ドラッカースクールは，決して一流のビジネススクールではなかったが，ド
ラッカーが作り自ら教える「ドラッカーの学校」であり，当時の上場企業の部
長級以上の方々は，ドラッカースクールと聞けば「お，あのドラッカーか」と
いう反応を示したものだった．私の社会人出発時，新人教育でお世話になった，
勤務先の医薬人財開発部長（当時）の坂本冬彦氏（ベストセラー『人事屋が書
いた経理の本』の中心執筆者）もその一人だった．
坂本氏は私のドラッカースクール行きを喜び，氏の学生時代の親友の親友の
ご縁で，早速私を大手町ビル階上の経済広報センター常務理事・田代正美氏の
部屋に連れて行った．田代氏は，経団連時代の上田先生の部下であり，ドラッ
カーの学びの上田先生の直弟子でもあり，
『未来組識のリーダー』
『未来への決
断』
『すでに起こった未来』
『ポスト資本主義社会』
『未来企業』
『非営利組識の経
営』の共訳者だった（2004 年 5 月，私のドラッカースクール卒業式の 3 日前に逝
去）
．田代氏に私のドラッカースクール行きをお伝えすると，非常に喜ばれ，上
田惇生先生をご紹介くださり，連絡先も教えていただいた．こうして 2002 年 3
月，私は，ものつくり大学に向かうことになる．

上田惇生先生との奇跡の対話
ものつくり大学で訪ねた上田先生の研究室は，作業ができる空間があり，芸
術的で，画家か彫刻家のアトリエ，もしくは美術室のようだったと記憶してい
る．上田先生はニコニコしながら，自己紹介を終えた私に「あなたは，医療関係
者を相手に薬の説明をしてきたのか．それはナレッジワーカーであり，テクノ
ロジストでもあるね」と，いきなりドラッカーのコンセプトで私のキャリアと
私自身を定義してくださった．
「私のありように『言葉』を与えていただいた」
という方が近い．さらに，私のこれからの留学についてお伝えすると，上田先
生は「そうか，クレアモントに行くのか．それはいい．あなたにならいろいろ頼

持って行って，日本からの留学生仲間で共有するといい」と，週刊東洋経済の
「ドラッカー 8 つの顔」を渡してくださった理由を教えてくださった．
また，紙袋については，
「ドラッカーさんは最近体調がよくなくて，引退する
とも聞いている．せっかくクレアモントに行くのに，タイミングが悪かったね．
だけど，もしドラッカーさんかドリスに会うことがあったら，この紙袋を渡し
て，ウエダからだと言ってくれるとありがたい．あなたの名付けた大学が開学
したと．そのあと，どうなるかはあなたに任せよう」とのことだった．大きな
「おつかい」を仰せつかった．
上田先生のお話の展開は唐突だった．「私の翻訳をどう思う？」と上田先生
は質問され，私は，気の利いた答えなど準備できていなかったので「とんでも
ないことを申し上げるようですが，斜め読みができる，スッと入ってくる，テ
ンポの良い文だと思います」と率直にお答えした．すると，上田先生は「斜め読
みができるというのは，いいなぁ！最高の褒め言葉だ，ありがとう」と感謝し
てくださった．
「不味いことを言ってしまったのではないか」とヒヤヒヤして
いたので，想定外のリアクションだった．さらに，「翻訳は頭からするんだ．決
して返り訳をしてはいけない」ともご丁寧に教えてくださった．初対面の私に，
いきなり超一流の翻訳講座を開いていただいた．そして，この教えは，この 4 年
後に翻訳でご一緒させていただく時に繋がってゆく．
このような，濃くて素晴らしい上田先生との初対面を終えて，ものつくり大
学から歩きで最寄りの駅まで行き，なかなか来ない電車をプラットホームで
待っていると，手を振って近寄ってくる方がいる．帰途につく上田先生だった．
偶然にもプラットホームで上田先生に早速再会するという素晴らしいご縁だっ
た．上田先生と一緒に電車に乗って，さらにいろいろなお話を伺いながら，大
宮駅までの素晴らしい時間を過ごした．
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10 ヶ月越しのプレゼント
2002 年 6 月，ビザを無事に取得して渡米し，クレアモントでの勉学を始めた．
いつどのようにドラッカー教授に会うか見当がつかないので，通学時はいつで
も，ものつくり大学 Institute of Technologists の紙袋を車に積んでいた．しか
し，来る日も来る日もドラッカー教授やドリス夫人の姿を見ることはなく，カ
リフォルニアの強い光にあたり続けた車中の紙袋は少しずつ変色し始めてい
た．やがて季節は変わり，年を越して，2003 年 1 月 23 日．工事中だったドラッ
カースクールの地下ホールの壁に，除幕式風の幕がかかり，さらにパーティー
の準備が進んでいた．
「 こ れ は 何 か あ る！」 ― 私 は 勘 を 働 か せ，も の つ く り 大 学 Institute of
Technologists の紙袋を携行し，ドラッカースクールのクラスメートたちには，
「今晩ドラッカー教授が学校に来るかもしれない」と連絡を入れた．
そして，私の勘はあたった．同日午後 7 時，ドラッカー教授のこれまでの人
生と功績を綴った年表の除幕式に出席するため，ドラッカー夫妻がドラッカー
スクールに来訪．クラスメートたちはドラッカー教授とのフォトセッションに
長蛇の列となった．写真撮影に応じるドラッカー教授は白ワインを楽しんでい
た．
「何だ，お酒が飲めるくらいお元気なんだ…」
「今こそ，上田先生のおつかい
のタイミング！」と，私はドラッカー教授に駆け寄った．すると，ドラッカー教
授は，差し出した紙袋に見入りながら，
「おお，ウエダセンセイからか．私が名
前をつけた学校がきちんと開校したか．テクノロジストの育成は始まっている
のか．ウエダセンセイによろしく．そうか君は日本から来たのか．それはいい．
よく来た」というコメントをいただき，私と握手．会場では，いろいろな贈り物
を受け取ったはずだが，ドラッカー教授が退出時に歩行器とともに携えていた
唯一の荷物が，ものつくり大学 Institute of Technologists の紙袋だった．「あ
のドラッカー教授と話せた！」 ― 10 ヶ月越しの上田先生からのプレゼント
だった．

留学を影から支えていただいた恩師
このようにして，上田惇生先生にいただいたドラッカー教授とのご縁がはじ
まり，ドラッカー教授ご本人と相談して，2003 年 5 月 2 日には，200 人近くを集
めた 90 分間のドラッカー教授の講演会の主催をすることができた．そのとき
のビデオは，後にドラッカー学会でも活用されるようになった．
また，2003 年の夏には，日本人留学生が集まって，「ドラッカーマネジメン
ト論の授業を履修する前に，日本語でしっかりとドラッカーの基本を理解しよ
う」と上田先生編訳の『マネジメント［エッセンシャル版］ ― 基本と原則』を
用いた読書会，ドラッカー 101 をドラッカースクールの自習室で行なった．そ
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の際，上田先生に読書会の資料をメールで共有させていただき，遠隔でアドバ
イスをいただいた．上田先生からのインプットも刺激になって，自習室での議
論が白熱して声が大きくなって，上の階のスタッフから「録音に声が入るから，
静かにするように！」と注意されたこともあった．上の階では，ドラッカー教
授本人が，Corpedia 社のウェブ教材の講義を録音していたのだった．
クレアモント留学期間中，上田先生とは，メールベースで結構な頻度で交
流があった．2003 年冬にドラッカー教授を特集した番組： An Intellectual
Journey が全米 CNBC で放映された際には，John Wiley & Sons 社が米国限定
で販売したその番組のビデオを購入して上田先生にお送りして，上田先生の研
究に貢献した．また，2004 年の年明けには，上田先生から「日経新聞の『私の履
歴書』の連載の依頼しようとドラッカー教授に連絡を取っているが，返事がな
いので，ご自宅に依頼文を届けつつ，健康状態などを掴んできてほしい」とい
う，少々込み入った相談を受けた．
実際，上田先生からの依頼文を持ってドラッカー教授の自宅に伺うと，在宅
療養のケアをする住み込みの看護師の方が出てこられ，奥に座っているドラッ
カー教授が扉の隙間から一瞬見えたが，かなり体調が悪い様子だった．その後，
ドラッカー教授は回復され，無事に「私の履歴書」への連載が実現した．この連
載にささやかながら貢献できたのは，嬉しいことであった．
私の留学中，上田先生がクレアモントへ来訪を検討されたこともあった．ド
ラッカー教授と上田先生の面会に同席できることを期待したが，これは実現し
なかった．
上田先生とは，留学前にたった 1 日お会いしただけなのに，クレアモント
留学中，2 年間に渡って重要な役割をしっかりと与え続けていただき，単なる
MBA の学業を超えた豊かな経験をさせていただいた．

上田惇生先生に教わったこと
2004 年 5 月にドラッカースクールを修了後，しばらくして，東京で上田先生
と 2 年半ぶりに再会した．平日，午後 7 時のお約束になんとか間に合った．上田
先生は，
「今，一番忙しい時でしょう．よく，こんな時間に出てこれましたね」
と一言．なぜ，抜け出すようにしてオフィスを出てきたのを見抜かれたのか．
ドラッカーの視座を持ち，日本経済を知り尽くした方の，シンプルで深いコメ
ントだった．
この時，上田先生から，ドラッカー学会の構想をお聞きした．「ドラッカー
の学会を作るので，是非，入ってほしい」とのことだった．お誘いは嬉しかっ
たが，自然科学や医学の領域で「学会なるもの」と関わってきた経験から，「学
会というのは，常に新しい発見と理論の構築がある，真理や学問体系を探求す
る集まりであって，自然科学や医学ではそれが成り立ちますが，ピーター・ド
ラッカーという個人に関して，常に新しい発見があったり，理論が構築され続
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けるというのは難しく，
『ドラッカー学』というのは成立しないのではないか
と思います」と，私は率直な考えを述べさせていただいた．
ドラッカー学会がここまで続いて活発な活動が行われているので，この時の
私のコメントが「的外れ」であったことは明白だが，上田先生は言葉を荒げる
ことなく私の意見に聞き入ってくださった．私のコメントが，学会の発足時の
工夫に何かしらお役に立ったのか，単に失礼なことをしてしまったに過ぎない
のか，今となってはお聞きすることができない．しかし何かしらの貢献になっ
ていればと願っている．留学前にお目にかかった際もそうであったが，上田先
生は，本心，本音を引き出すのが上手だった．強い言葉を促す不思議な力をお
持ちだった．
ドラッカースクール修了後も，ドラッカースクールの恩師たちとの関わり
を上田先生が支えてくださった．まずは，
『ドラッカー 365 の金言』の刊行
時．原著“The Daily Drucker”は，ドラッカー教授と Joseph A. Maciariello 教
授の共著であった．私はドラッカースクールでドラッカーマネジメント論を
Maciariello 教授に師事していたため，Maciariello 教授とは親しかった．
上田先生から「『ドラッカー 365 の金言』の刊行に向けて，Maciariello 教授
の苗字の正確な読み方をご本人に訊いて欲しい」との依頼が入った．私が「ド
ラッカースクールでは皆，マシャレロ教授と呼んでいたので，マシャレロだと
思います」と上田先生にお返事したところ，
「あなたに頼みたいのはそのレベ
ルのことではない．ご本人に確認を取ってほしい」とのことだった．すると，意
外なことに，Maciariello 教授は，
「みんな，アメリカでは適当にマシャレロと
私を呼ぶが，正しいイタリア語は，マチャレロだ．先祖代々の名前を日本では
大切にしていただければ嬉しい．これをしっかりと尊重してくださるプロッ
フェッサーウエダによろしく」との返事．
またしても，上田先生に大切なことを教えていただいた．こうして，日本の
『ドラッカー 365 の金言』は，P.F. ドラッカー（著）
, ジョセフ A マチャレロ
（編）となった．上田先生の丁寧なご配慮で，ドラッカースクールで師事した先
生の日本における苗字の呼び方を正しいものにできた．
さらに，上田先生監訳のもと，私を含めたドラッカースクールの 4 人の卒業
生が翻訳を担当した，ドラッカースクール教授とスタンフォードビジネスス
クールの名誉教授の共著，
『最強集団 ホットグループ 奇跡の法則―成果を
挙げる「燃えるやつら」の育て方』の翻訳では，上田先生に「プロの日本語」を
教わった．ドラッカースクールの卒業生 4 人が原著者と相談しながら翻訳した
訳文に対して，大きな「バツ」や「斜め線」で日本語表現の甘さを指摘して下さ
り，「印刷に値する，商品価値のある」日本語とはどのようなものか，その「型」
「作法」を教えていただいた．もしこの先，翻訳業に就くことがあったら，「翻
訳を上田惇生先生に師事した」とさせていただきたいと思う．
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むすび
ここから先の上田先生との思い出は，ドラッカー学会設立当初からの皆様と
共通となる．記憶されている方も多いと思うが，ドラッカー学会の講演会など
で，前方の少し脇の方に座って，深く頷きながら，まるで講演者を支えるかの
ように傾聴する姿は，話し手にとっては，大変ありがたいものだった．
私の最後の具体的な上田先生との関わりは，ドラッカー名言集の選者の一人
にしていただいたことだった．そして最晩年の何年かは，年賀状もありがたく
やり取りさせていただいた．
こうやって振り返ってみると，私が，上田先生と一対一で直接お目にかかっ
た時間は，ものすごく短かったことがわかる．だが，目の前にいらっしゃらな
いながらも，ずっと支えてくださっていたのでそれを感じない．特に留学中の
孤軍奮闘時に，遠くから日本とドラッカー教授をつなぐ役割をいただき，有難
かった．このようなお付き合いだったゆえに，いまだに上田先生が他界された
という実感が持てないでいる．そのうち，上田先生から，ドラッカー先生への
「おつかい」の依頼のメールが届きそうな気がしてならない．それゆえ，追悼ら
しくなく，至って普通に上田先生に一言メッセージをさせていただき，むすび
としたい．
上田惇生先生，留学時から，本当にありがとうございました．
今の世界情勢を見て，ドラッカー教授，そして田代様と，そちらでどのよう
な話をされているのでしょうか．
【略歴】 本会理事 . キリンホールディングス（株）・ヘルスサイエンス事業部主査 . 社会
貢献と事業性を両立した CSV 事業の実現に国内外で取り組んでいる . 2004 年
クレアモント大学院大学 P.F. ドラッカー経営大学院修了（MBA）. 同学 Alumni
Association Founding Board Member. 在学中には , ドラッカー教授が集めた
教授陣に戦略・マネジメント論を師事 .
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上田惇生先生の思い出
江成健一

Kenichi Enari
（本会会員）

上田先生の訃報に接し，上田先生に，最終講演をお願いした当時のことが，
昨日のことのように想い起されました．
税理士法人エナリの 60 周年記念講演を誰にして頂こうか，60 周年というこ
ともあり，それなりの先生にお願いしたいと思い悩んでいた当時のことを思い
出し，当時のメモを見ながら記させて頂きます．
・
上田惇生先生「最終前講演会」上田先生が次代に伝えたかったこと

Ⅰ．はじめに
・

「最終前 講演会」とは，本来，上田先生の最終講演会が平成 26 年 12 月 5 日に
当社税理士法人エナリ 60 周年に際しての記念講演会になるところでしたが，ど
うしてもということで，もう 1 件講演会を請けることになりましたとの連絡を
・
受け，最終講演会ではなく最終前講演会となりました．
1．講演会日程及び，打合せ場所
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究，普及により，ベストマネジャーオブザイヤーを受賞する．
（2） 自分は，野田一夫先生の翻訳チームで『創造する経営者』
『若き経営エ
リート達』序文等，初翻訳をする．
（3） フォーチュン，大アンケート：アメリカ少壮経営者の実態
アメリカ人経営者は，よく働き，大変有能であるが気がかりの部分もあ
る．
「いかに，いゝ仕事をしても，何の為の経営か判っていない」という意
見を頂きました．
（4） 新チームの結成
1974 年，村上恒夫氏他 5 人と新チームを作った．
（5） 今，バブル的現象
今，よくても倒産する，
「200 年企業の難関」がある，と言われた．
私は，平成 30 年 7 月『200 年企業を目指して』をダイヤモンド社より発
行させて頂きましたが，今，考えて見ると，この時言われた「200 年企
業の難関」が，頭のどこかにあり「200 年企業を目指して」と題名をつ
けたのかと，思われます．
（6） ドラッカー・マネジメントにより，マネジメントのフレームワーク，ス
キルが明確になった．
事業とは：
「顧客の創造」である．働く人が，いきいき働き，人を生か
す．社会貢献，社会を意識し，ヒトのためのものである．

平成 26 年 11 月 6 日に上田先生の講演会がダイヤモンド社主催で開催されま
した．その際，先生の講演会は先生の体調の関係で本年末が最後である旨を伺
いました．当社 60 周年記念講演会の講師をどなたにお願いするか検討中のと

会社とは：ヒトが幸せになるために働き，自己実現する場である．
（7） 社会の在り方：社会を変えるより，1 つ 1 つの会社を良くする．世の中
には，監視カメラのある会社があるが．

ころでしたので，
「天の声を」聞いた感じがしました．
早速，講演終了後，その会場で先生に是非，講演をして頂きたい旨を伝えた
ところ 11 月 11 日に日程・時間等打合せをしましょうということになり，打合
せ場所を東京駅近くの丸の内ホテルとし日程を調整しました．

ドラッカーは，世の中を良くするために革命していくと言っている．
（8） ドラッカー学会がある．
午前は成果発表，午後はゲストスピーカーが講演する．頑張ろう東北，
復興等について．
（9） エドワード・ジョーンズという会社がある．全米 1 位の証券会社であ

2．講演日を平成 26 年 12 月 5 日と決定して頂く．
平成 26 年 11 月 11 日，丸の内ホテルロビーで上田先生と面談した．上田先生
は昭和 13 年，大宮で出生した，と自己紹介されました．講演会の日程を平成 26
年 12 月 5 日と決定して頂きました．
出迎え場所：小田原駅，新幹線口とする．
講演後の懇親会出席をお願いしたところ，体調の関係で無理とのことでし
た．
3．面談中，上田先生との会話の要旨
（1） 平成 26 年 11 月 14 日，埼玉県知事より，ドラッカー・マネジメントの研

る．
働くこと，職業について，考える．
人間を大事にする：判り易い．
（10）複雑怪奇の世の中をどう変えるか：問題意識と方法，思想は今後，まだ
始まったばかりで蓄積がない．
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Ⅱ．講演内容
『ドラッカーの経営思想の真髄 ― その世界観と方法論』
（1）ドラッカーとは何者か，キーワードで，記録させて頂きます．
‐ 現代社会最高の哲人，マネジメントの父といわれる．
‐ 社会：組織，個
‐ 世界観：広大，複雑，変化，バタフライ・エフェクト，物見の役リュンケ
ウス
‐ 方法論：モダン（近代合理主義）を超えて，ポストモダンの旗手，社会生
態学者，正統保守主義，真理はあるか，モニタリング，イズムを超えて，
マネジメント，エビデンス主義の危険
‐ 人間観：社会的存在，位置，役割，権力の正統性，個としての存在
（2）ドラッカーの教え
‐ エドワード・ジョーンズへの教え，
マネジメントを読み，あゝいう会社にしたい，とドラッカーに相談に来
た．最初の顔合わせのとき，ドラッカーは，
「お金儲けに来る人を相手に
してはいけない．
」いゝ加減な金融商品は開発しない．証券会社の基本ア
クション．タンス預金を産業資本へ転換．儲かる，儲からないで仕事をし
てはいけない．
‐ ウェルチへの問い
CEO となりドラッカーに相談しに来た．そして，世界で，1 位 2 位に選択
と集中した．
‐ オニールへの授業での質問
①あなたは，会社で敬意を払われているか
②あなたの会社では「勉強する」と言えば応援してくれるか
③あなたが会社に貢献していることを会社は知っているか
「大事なのは人である」
（3）ドラッカーの問題意識
‐「文明の終わりだね」
，
『
「経済人」の終わり』
‐ 組織社会，ユーザーとワーカー，
『産業人の未来』
『現代の経営』
『マネジメ
ント』
（4）ドラッカー・マネジメントのフレームワーク
‐ 組織の三つの役割，七つの目標，第 8 の目標
‐『若き経営エリートたち』眠れぬ夜，故買屋フェイギンの泥棒学校，貪り
食う豚
‐ 企業人が文明の担い手
（5）ドラッカーの時代認識
‐『断絶の時代』は地殻の変動，
『新しい現実』は歴史の峠，知識社会について．
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（6）ドラッカーの方法論
‐ 思想活用『ザ・ハウツー・ドラッカー』
‐ ポストモダンの七つの作法，①見る，そして聞く，②分かったものを使
う，③基本と原則を補助線として使う，④欠けたものを探す，⑤自らを陳
腐化させる，⑥仕掛けをつくる，⑦モダンの手法を使う
‐「成果をあげる人とあげない人の差は才能ではない．いくつかの習慣的な
姿勢と，基礎的な方法を身につけているかどうかの問題である．しかし，
組織というものが最近の発明であるために，人はまだこれらのことに優
れるに至っていない．
」
‐ 講演会に，来てもらいたい人が来ない，来なくていゝ人が来る．
『現代の経営』は超一流の仕事．事業家として，事業を成功させることは
簡単だが，それだけではダメ．人を大事にして，皆が一緒になって世の中
をよくすることが大事．ヒトを大事にする例として，肺ガンの人のために
沖縄に出店する話．会社を良くすることによって，世の中を良くする．ド
ラッカーの目的である．
（7）ドラッカー：織りなす二つの系譜―社会論とマネジメント論は，以下の
著書である．
『「経済人」の終り』
（1939）
『産業人の未来』
（1942）
『企業とは何か』
（1946）
『現代の経営』
『変貌する産業社会』
（1957）
『創造する経営者』
『経営者の条件』
（1967）
『断絶の時代』
（1969）
『マネジメント―課題・責任・実践』
（1973）
『見えざる革命』
（1976）
『傍観者の時代』
（1978）
『乱気流時代の経営』
（1980）
『イノベーションと起業家精神』
（1985）
『マネジメント・フロンティア』
（1986）
『新しい現実』
（1989）
『非営利組織の経営』
（1990）
『未来企業』
（1982）
『既に起こった未来―変化を読む眼』
（1992）
『ポスト資本主義社会』
（1993）
『未来への決断』
（1995）
『明日を支配するもの』
（1999）等である

Ⅲ．結論
経営者は，文明の担い手．
世の中を良くするにはイズムではない．
世の中を良くするには 1 人 1 人が良くなることである．
継続と変革
基本と原則
「社会論とマネジメント論を縦糸，横糸に理論展開している．
」
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Ⅳ．故上田惇生先生へ感謝
先生には，体調厳しい中，講演して頂き，誠に有難う御座いました．感謝いた
します．
今日，私が，ドラッカー学会々員，ドラッカーの窓から明日を考える研究
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上田惇生先生を偲ぶ
谷崎敏昭

Toshiaki Tanizaki

（本会理事）

会々員として，ドラッカーの世界で，マネジメントを学ぶことが出来ているの
は，『現代の経営』
『マネジメント ‐ 課題，責任，実践』
『経営者の条件』
『創造す
る経営者』を上田惇生先生の翻訳で出会い，大変読み易く，平易な訳で理解で

上田惇生先生とは帰宅する方向が同じだったことから，電車の中でいろいろ
な話をしました．その中で，いくつかの印象的な言葉が記憶に残っています．

きたからです．
その後ダイヤモンド社，ドラッカー塾，トップマネジメントコース（講師，国
永秀男先生．平成 23 年 10 月より 1 年コース）まで，学びの場を拡げられたのも
先生との出会いからです．
ドラッカーの著書は，大学卒業後，経営の経験もない時代に，読んだ記憶が

その一つが「それぞれのドラッカーで良い」という言葉でした．上田先生は，ド
ラッカー精神を誰よりも深く理解し，大切にされているからこそドラッカー同
様，だれにでも寛容な姿勢を示してくれました．真理を求める者に対して，決
して否定はしませんでした．いつも笑顔で受け入れてくれました．「それぞれ
のドラッカー」はすべてを受け入れる言葉でした．そして「最初から全員一致

あります．当時の印象は「難しい」と感じました．その結果，読破を断念した思
いがあります．

はダメ」，これも異なる意見も大切にする言葉でした．ほかにもよく使われてい
た言葉は，
「真摯さ」
「健全」
「人を大切にする」などその言葉を実践されていま

上田先生に，ドラッカーの世界への誘いをして頂き，大変読み易く，平易な
訳に，自ら学ぶ意欲が湧き，ドラッカー・マネジメントが理解出来，更に当社
毎朝 30 分ドラッカー・マネジメントを全員で学習しております．
また，当社で主催するマネジメントスクールにおいても，クライアント企業
の経営者，経営管理者たちにもマネジメント研究会を開催しております．

した．
人類はインターネットを通してだれでも自分の意見，考え方を多くの人に
知ってもらうことができる素晴らしいツールを手に入れました．ところがネッ
ト社会になってから，自分と異なる考え方や発言を許さず，徹底的に品の無い
言葉で批判する人たちの出現は，かつて日本が誤った決断をして戦争へと進ん
だ時代の姿と，何ら変わりがありません．人を批判することで自分の正しさを

その礎を築いて頂いたのも上田惇生先生です．先生の翻訳との出会いがなけ
れば私自身，そして当社スタッフ全員がドラッカー・マネジメントを学ぶ機会
はなかったかと思います．
このことは，私一人のことではなく多くの人の気持ちだと思います．
感謝いたします．
【略歴】 昭和 37 年 3 月明治大学商学部商学科卒業，平成 19 年 3 月筑波大学大学院ビジネ
ス科学研究科企業法学専攻修了，企業法学修士．昭和 41 年 4 月税理士事務所
開設，平成 26 年 12 月ドラッカー学会会員，平成 27 年 5 月ドラッカーの窓から
明日を考える研究会入会

見せつけたい自己顕示欲だけの意見は，自分と関係なくても嫌な気持ちになり
ます．ドラッカーは自身が被害を受け，多くの人たちを死の果てに追いやった
ファシズムを体験し，そののち生涯ファシズムと戦ってきました．上田先生も
少年時代に日本の終戦を迎え，ドラッカー同様に社会の大きな転換期を体験さ
れました．だから現代社会の状況をずいぶん危惧され，誤った道を進む者に対
しては厳しく叱責し，ただの平和主義者ではなく，強固な反ファシズムの姿勢
を自ら示していました．現代社会は，今までになく自己中心的思想が台頭し，
排他的なナショナリズムが蔓延するなど，もしかするとファシズムに近づいて
いるのではないかと思われる兆候さえ見られます．同様の視点でグローバル資
本による，金儲けを目的とした活動についても厳しい批判をされていました．
あとに残された私たちや，子供たちに，素晴らしい未来社会を用意しなければ
ならないとの思いからだったと思います．どのような考え方でも否定せず受け
入れ，それが正しいか，誤りであるかは正義と説得力で決まる，それこそが現
在求められる正しい姿勢で，上田先生が実践されていた事柄でした．
最後に，上田先生が結び付けてくれた多くの友人との縁，同じ志を抱く大切
な人たちとの縁をいただき，本当に感謝しています．上田先生とドラッカーの
理念を基礎に立ち上げられたドラッカー学会は，全国から品が良く才能と思い
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やりのある人たちが集まりました．上田先生と共にこのドラッカー学会を立ち
上げてくれた方々と，その仲間たちに大いに感謝するところです．私自身これ
からも先生の生き方をお手本に歩んでゆきたいと思っています．上田惇生先
生，ありがとうございます．
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あるささやかなビルドゥングス・ロマン
― 上田惇生さんと私

井坂康志

Yasushi Isaka

【略歴】 上武大学ビジネス情報学部教授．専門分野：経営史・経営管理論，所属学会：ド
ラッカー学会理事，NPO 法人アジア環境・エネルギー研究機構

（本会理事，ものつくり大学）

1
上田惇生さんの名は，私にとってドラッカーと同じくらい，あるいはそれ以
上に重い響きをもつ．かつて，もう 20 年近くも昔のことだが，はじめて水道橋
駅近くの喫茶店で上田さんに会い，個性的な謦咳と語り口に接したとき，鈍感
な私にとって，自分の人生に何かが起こったとはいささかも感じられていな
かった．
思えば 28 歳だった．社会人になってからまだ 5 年も経っていなかった．それ
までの私は大学で経済学説史を専攻し，近代西洋思想を頼りに自分なりの時代
への展望を築くことが課題だと思っていた．個人的には内村鑑三の無教会主義
のキリスト教に関心をもち，千葉眞先生や武祐一郎先生の現代的な聖書講話
を伺うことを心の糧としていた．同じ頃，近代合理主義の逢着点としてのホロ
コーストや環境問題にも関心をもつようになり，『夜と霧』や『魔の山』を耽読
してもいた．
編集者生活のなかで，物質主義や価値のシンボルをやりとりするだけの活動
に嫌気がさして，20 世紀息も絶え絶えになった精神的伝統がどんなかたちで現
代を生きているのかをいつも確かめたいと思っていた．私は可能な限り，仕事
で出会う専門家の人たちの人間的側面あるいは内面的世界に直接かかわってい
こうと考えるようになった．
社会人になったばかりの 97 年の夏頃，日本経済研究センターの会長をされ
ていた金森久雄先生に出会った．ある先輩編集者から紹介され，偉大な経済学
者をやさしく解説する書籍企画でかかわったのが最初だったが，ふとしたこと
で金森先生からドラッカーを読むように勧められた．
あるとき，金森先生から打合せの後に，食事に誘っていただいた．金森先生
はこんなことを話してくれた．
「社会は，人間の頭脳で考えることよりも，はる
かに複雑である．だから，現実を見ることからスタートしなければならない．
けれども，それだけでは不十分である．原典を読まなければならない．解説書
ではだめだ．原典には，それにしかない霊気がある．それがほかならぬ現実感
覚を根底から触発するのだ」
．
翌日新宿の紀伊国屋に行ってみた．新訳が出たばかりのドラッカーの『
「経済
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人」の終わり』が平台に置かれていた．このときが上田さんの名を眼にした最
初であったと思う．
『「経済人」の終わり』は，端的に言うと，私がそれまで自分なりに築いてきた
やわな世界観を豪快に転覆してくれる本だった．ただし，保守主義や社会生態
学の問題意識を共有することがまったくできていなかったので，何を言いたい
のかわからないところもずいぶんあったように思う．同書は，金森先生の言う，
現実から出発し，徹底的に現実にこだわりながらも，あらゆる原典を読みこな
した者のみに執筆可能な書物だった．
改めて考えてみると，当時の私は，それほどまでに頭脳の中でのみ有効性を
保持しうる近代思想に肩までどっぷり浸かっていた．左翼だった父の影響があ
るかもしれない．ある種の耽溺は無意識ゆえに，第三者による救出まで耽溺の
意識さえされない．金森先生が，なぜ経済学者とは言いがたいドラッカーを私
に勧めてくれたのかがわかった気がした．ドラッカーもまた，
『
「経済人」の終
わり』を通して，繰り返し，
「私たちは現実という井戸からすくい上げた清冽な
水をもって，この危機の世界を潤さなければならない」と連呼し，同時に，21
世紀をどのような時代にしていくかを問い続けていた．
私にとっての僥倖は，出会いの時点から，ドラッカーが一人の思想家として
私の前に現れてくれたことにある．そして，その著作は上田さんによる言語の
コンテナを経由して港に運ばれて来た．ドラッカーの名は，現在では，医療，学
校教育，非営利組織，宗教，スポーツなどでも知られるようになってきたが，本
来は，経営の世界でのみ市民権を得た名だった．思想家としての側面は，政治・
社会・経済いずれであれ，今なおほとんど知られていないと言っていいかもし
れない．それには様々な理由が考えられるのであろうが，ドラッカーを教えて
くれた二人の大恩人，金森久雄先生と上田惇生先生は，自らの人生をもって，
思想性を体現した人びとであったのは，私として強調しておきたい点にほかな
らない．
蛇足ながら，ドラッカーは社会人になったばかりの若者には，
「職場に一人
でいいから尊敬する人を見つけるように．そしてその人から徹底的に学ぶよう
に」と助言していたとは後で知ったことである．その助言の正しさを実感する
とともに，その正しさに感謝しないわけにはいかない．尊敬できないものを数
え上げていたら，人生などいくつあっても足りないだろうから．
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田さんが設立の中心ともなったものつくり大学が社会的なバッシングに合って
おり，私はそのことが心の重しになっているのだろうと感じた．
けれども，私には最初から上田さんの眼の中にひときわいきいきとした，天
衣無縫な人柄を窺い知ることができた．同時に，やや厳しく皺の寄った眉間か
ら，直観と論理の双方の天分に恵まれた人のみに見られる印象を私は受けた．
人間社会の課題や機会に真摯に向き合い，現実と対話しつづけている人に私は
今向き合っているのだと思った．
その時私は，自身の内面生活と外的世界がかみ合わないような，矛盾した状
況に身を置いていたのは冒頭に述べた通りである．社会人になって数年経つの
に，自分の中で何が進行しているのか，自分を取り巻く世界が何を要求してい
るのかもわかっていなかった．他方で，上田さんは経団連で卓越した実務上の
実績を保持しながらも，翻訳家として活躍するのみならず，大学まで創設しよ
うとしていた．しかも，私にとって好ましかったのは，上田さんが時代と抜き
身でたたかう思想家のように見えたことである．少なくとも，上田さんの思索
は現実問題といささかも乖離していないのは確かだった．
上田さんの仕事に深い関心を寄せる人なら，上田さんが経団連を退職後，い
かに巨大なものを私たちに残してくれたかを理解できるであろう．上田さん
は，経団連を辞した後も，社会から引退してしまうわけにはいかなかった．私
には上田さんの中に，いわゆる経済を中心に考える人とは異なる，ミッション
中心の人間像を見て取ることができた．まだ団塊の世代人口を多く残したあの
頃の時代状況を知る人ならわかってくれると思うが，そのような地に足つい
た，あるいは一本筋の通った思想家は限りなくめずらしかった．
ただし，上田さんの訳業のみを中心に据えた場合，実像はかえって見えにく
くなるかもしれない．上田さんという一人の個としての精神の働きを無心に観
察しなければ，上田さんの本質に迫っていくのは難しい．2001 年に出会ってか
ら，上田さんは，翻訳者をさらに超えて，時代に応じた思索的態度を前面に掲
げるようになった．事実，上田さんは単なる翻訳者ではなかった．翻訳を通し
て，自身の思想に行き着いた人だった．ひたすらドラッカーの思想に没頭する
ことによって，自身の深奥に湧出する叡智の泉を発見した人だった．
それともう一つ，2005 年に，私は上田さんの推薦もあり，ドラッカー本人に

2

会うことができた．私のような世代としてはありえないほどの僥倖といってよ
い．私はさらに，知の巨人としてのドラッカーに深く沈潜していくようになっ
た．

上田さんと最初に会ったのは，2001 年 3 月 8 日の肌寒い早朝だった．そのと
きの上田さんは，どことなく沈鬱で，寒かったせいもあり，腰の痛みを訴えさ
かんにさすっておられた．大事な訪問を控えており，考えに沈んでいるように
見えた．私ともう二人，水道橋の駅頭で待っていたのだが，上田さんは何かの
物思いのなかにいて，私たちにあまり明敏な反応は示さなかった．その頃，上

ドラッカーの思想は，近代哲学と根本的に異なるばかりか，かえってそれへ
の反発に源を発している．おそらくそのことが，彼が日本文化の理解者として，
論理理性を超えた知覚の働きの体現者として丁寧に目線を注いだ事実に関連し
ている．それはよいとしても，思想としての土台をなす社会生態学の問題，人
間社会を自然生態との類比において把握し，構成主体としての組織もまた生命
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として観察せよとする主張
となると，まったく論証不
能な，非学問的な主張と思

ドラッカーへのインタビュー風景（2005 年 5 月 7 日．カリ
フォルニア・クレアモントのドラッカー自宅で）
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を書き上げたのであり，20 世紀の廃墟からの力強い復興を企図した思想への一
本の太い糸が通っていなければはじめから不可能だった．

われてしまう．
人間社会にかかわる枢要
な課題にもかかわらず，い

3

まだ市民権を得てない観察
アプローチこそが，金森先
生の私に教えてくれた「社
会は，人間の頭脳で考える
ことよりも，はるかに複雑

「ドラッカーの数ある著作を読んでいくと，同じ話が別の文脈で出てくるこ
とがある．これこそまさに，あらゆるものが，あらゆるものにかかわりを持っ
ているからだ．世の中，別の引き出しに入れて，別々に論じ切ることのできる
ものなどあまりない．そもそも別の引き出しに入れることに無理がある」
．
つまるところ，上田さんはドラッカーの本領は卓越した総合的知性にあり，

で あ る．だ か ら，現 実 を 見
ることからスタートしなけ

向かう先は，この上なく複雑な現実にあると言っている．このような思想を保
持することは，いわゆる合理によって世界のあらゆる事象を明らかにしうると

上田さんは，
「ドラッカーとは何者か」との問いを立て，次のように述べてい
る．

ればならない」との問題意識に通じる．社会生態学でいう，「社会」も「生態学」
もよく知られた言葉であるが，社会科学的語彙としての意味を探ろうとして
も，爪を立てる場所さえあるようには見えない．すなわち，学知としては単な
る主張，願望の域を出ることは難しいと思われている．
しかし，だいぶ後になって，上田さんは私に次のように述べたことがある．
「ドラッカーの本意を汲んで翻訳ができるようになったと実感できたのは，

した近代合理主義の流れに抗する立場を必然とする．上田さんは，ドラッカー
に対して，1957 年の著作『変貌する産業社会』で使用された語彙「ポストモダ
ンの思想家」のタイトルを与えた．ドラッカーの言説は，いかに多様であれ，モ
ダンの超克という隠れた意図に貫かれるとした．同時に，彼はポストモダンの
精神を日本文化のなかに見出したとも理解している．優れた日本美術の収集
家・研究者であったのはその観点から理解されなければ意味をなさない．

『「経済人」の終わり』を出してからだった」
．ただにドラッカーの事実上の処女
作というにとどまらず，中核をなす生きた思想的営みにリーチし，思いを寄せ

同様の点では，ドラッカーの解釈者として以上に，上田さんは，現実主義者
であり，理想主義者であった．革新主義者であり，保守主義者でもあった．上田

うるようになった特別な一点をそこに見ることが可能であろう．
上田さんは私との 2001 年の対話において，次のように述べている．
「社会生態学は，分析と理論ではなく，知覚と観察を旨とする．社会生態学と
社会学との違いはここにある．社会生態学は，分析や理論にとらわれない．分

さんのなした貢献の最たるものは，大思想をささやかな人びとの心に流し込む
上で，豊かな運河を張り巡らせた点にある．それは考えるほどに偉大な大事業
だった．やがて運河は，毛細血管のように最終終着点としての個にまで行き着
くようになる．

析や理論が完全なことはありえない．しかも社会は大きく変わっていく．社会
科学のパラダイムは変化してやまない．加速度的に変化していっている．社会
生態学は，総体としての形態を扱う．だから全体を見る．全体は，部分の集合よ
りも大きくはないかもしれない．しかし，部分の集合ではない」．

問題となるのは，ポストモダンの時代において，個として例外なしに潜んで
いる強みとどう意識的に向き合うかにある．つまり，現代社会を意味あるもの
としうるのは，個の中の強みを生かしうるかにあるという．そして，同時に，彼
の思想を創造的に生かすのはそのためにあるのだという．上田さんは，私との

思想家と見なさなければならない理由は一つしかない．いかなるイデオロ
ギーやイズムで世界を解釈するかを問題にするのではなく，ただ一つ，人間社
会を生きること自体の全体をなす意味を確認するためである．かりに彼の所説
が思想的契機によらざる散文とするならば，どうして，かくも多くの人びとが，

共著『ドラッカー入門 新版』
（ダイヤモンド社，2014 年）のはしがきにおいて，
ドラッカーの思想を世のため人のために生かしてほしいと述べている．われわ
れが現在，上田さんの翻訳になる彼の少なからざる著作を味読し，そこから何
らかの力づけを受け取るとしたら，まさしく大思想を個の次元でささやかなが

励ましや力づけを現に体験するのだろうか．まさしく上田さんの言う，
「彼は
自分のために書いてくれた．それぞれのドラッカーがいる」と感じる人びとが
没後も後を絶たない事実をどのように説明しうるだろうか．この点は，私が上
田さんから学んだ最大の点と考えている．そして，この一点だけを導きの糸と
（文眞堂）
して，私は『P・F・ドラッカー ― マネジメント思想の源流と展望』

らも創造的に生かす契機を手にしたことになる．
『
「経済人」の終わり』の翻訳を世に問うて以降の上田さんは，基本的に翻訳
者としての職責を超えて，基本的に思想的普及者としての立場に立っていたの
はすでに述べたところである．そのことは，経済人という個的人間観を取り扱
う同書の主題として，とりもなおさず上田さんが好んで使用した「ささやかさ」
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をもって文明史的事業を成し遂げるという静謐な野心に依拠していた．
そのことは，第一次世界大戦勃発以降の文明の破滅への危機感を背景とした
「浪費された世紀」への強烈な内省と反省の上になる使命感が，翻訳物の魂の中
核に宿っていたことをも意味している．つまり，受動的に時代的な課題に従う
のではなく，能動的かつ創造的に自身の時代的課題の葛藤を引き受けることを
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4
上田さんが一つの思想に行き着いたのは，一見すると逆説的ながら，上田さ
んがドラッカーの思想的大海を自身の関心を羅針盤に航海した結果とも言え
る．何にもとらわれることなく，何かに一心に関心を向けるとき，はからずも

も意味していた．
上田さんが事実上最後に翻訳した『経営者に贈る五つの質問 新版』は，
ミッションという根本的な問いかけがいかに個と社会にとって致命的な意味を

自身の真に思考する内容が立ち現れてくるのはめずらしいことではない．上
田さんの場合，誤解を恐れずに言うならば，ドラッカーの代弁者，分身として
自身の実存に対峙した結果として獲得されたものである．というのも，私たち

もつかから始まっている．反対から言えば，ポストモダンの世界は，ミッショ
ンの観点からも徹底的に混乱している．多様性と混沌は違う．多様性には少な
くとも依拠すべき正統性がある．今考えるべき課題はミッションや正統性の
力，すなわち個のもつ精神の力である．
同様の点は，ドラッカーが第一次世界大戦後の世界の観察をもって，非定住

が受け取るドラッカー像とは，ある面では，上田さんによって作られたドラッ
カー像と密接不可分だからである．そして，上田さんの捉えたドラッカー像と
は，終局を迎えたモダニズムを打ち破ろうとする革新的な形態をとって表れる
ものでもあった．
そもそもドラッカーは，他の思想や言論人とは異なる形で，20 世紀に現れて

の生き方を選びとったのを偉大な範としうる課題でもある．現代は，それにど
こか時代的に似通った雰囲気も感じなくはない．上田さんは，ポストモダンの

いる．いかに控えめに表現したところで，ドラッカーの言論や精神を知ろうと
するなら，そのような見方をすることが必要となる．すなわち，一般の思想家

世界において，一層保守主義とそれに伴う精神の正統性が重要になると考えて
いた．
とりわけ，ささやかな声を聞き，読み取ることの大切さを上田さんは指摘し
ていた．自分の頭脳の中で自己完結する思考から抜け出て，現実と対話するこ
とが大切であるとしていた．私はあるとき，上田さんがふと口にした言葉を二

にとっては取るに足りぬ企業や労働者，スキル，ハウツーといった多くが，ド
ラッカーにとっては命懸けの思索の対象であり，先鋭的に知覚し，体験すべき
ものであったという見方である．それらは，考えてみれば，上田さんにとって
はごくなじみのものばかりであった．
というのも，19 世紀に見られた「超」がつくほど唯物論的合理探求は，ド

つ覚えている．
「創造力よりも，想像力のほうが大切である」
「常に主語はわれ
われであるべきだ」がそれである．
おそらく最も適切な準備の一つは，しばしばドラッカーが社会生態学として

ラッカーにとってごく身近な現実であった．後日談として扱いかねるほどその
影響は強くヨーロッパの生活を覆っていた．ドラッカーの思考活動は，この合
理主義への反発から生まれている．近代的合理の支配する時代では，知覚され

述べたように，この世界にあるもの，取り巻いているものはすべて命あるもの
として見ることなのだと思う．
近代的人間は概して自己の思考
を中心に，合理性に依拠して孤

た内容も，体験も，劣った精神的産物にすぎなかった．
もちろん近代合理主義への深い懐疑を抱く人は少なくない．大半の人は，代
償を別の大きな思想に求めようとする．モダンよりも優れていると思える大き
な物語を求めようとする．そうすることで満足を得ようとしている．あるいは，

ドラッカーの妻ドリスと（2006 年，六本木にて）

立的に世界を見ようとする．そ
して，大きな体系的言説に依拠
して世界を解釈しようとする．
だから，上田さんは，世界その

新しい世界観や思想体系を求めようとする．
そこで原点としての『「経済人」の終わり』に立ち戻るなら，それは妥協不能
な不協和音で横溢している．そこには，予感と混乱の入り交じった観察者の視
座のゆらぎと，同時に明瞭に輪郭づけられた文明の帰趨へのイメージが表現

ものをいきなり変容させるので
はなく，すべてをささやかな命
あるものとして対峙する一つの
迂回路を多様な形で提示したの

されている．とりわけ，アメリカで体験した現実が，致命的なまでにこのヨー
ロッパ由来の書物に影響を及ぼしている．絶望した大衆に意味を与えうる，企
業という機関の持つ生命力を身近に感じるようになる．ヨーロッパ時代には，
どちらかというと無縁だった企業に，彼はアメリカで出会うことになる．そし

だと思う．

て，経済主義の牙城のごとき GM のアルフレッド・スローンをはじめとする時
代の最も高貴な精神の持ち主たちが，かえって経済市場主義への根源的抵抗の
防波堤となっているのを見た．
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かかる観念は，上田さんの第二の人生の幕開けにも意味をもっている．上田
さんは，経団連での要職を経験するなかで，会長秘書の地位にも就いている．
平岩外四をはじめとする錚々たる産業人をその生活圏で理解した人でもある．
上田さん流のスタイルで，翻訳家と組織人の二つのアプローチをもって産業社
会の内部に沈潜する道を選んだのは，上田さんがそのような恵まれた環境を自
己成長と貢献のために利用した結果とみることができる．そして，すでに述べ
た通り『「経済人」の終わり』が上田さんにとって，自身の解放や思想的深化を
促す実存的意味をもったこと，そしてそのことが，ドラッカーを新しい思想家
とする見解へと導いていったのがその明徴な証左ともいえる．
上田さんは私に，ドラッカーの社会のほうが，マネジメントよりも個人とし
ての関心にかなうと述べたことがある．そして，ドラッカーの社会への見方と
は，どのようなときでも，過去に生きた人たちと現在を生きる人，そして未来
の人間をも包含するものとしてとらえられている．
しかし，そこでもう一つのアプローチについても触れておかなければならな
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に身を沈めることによって哲学的思考を有効に働かせる態度であったともいえ
るだろう．

5
私は 2015 年の 12 月のある日，上田さんとともに，新国立劇場でのヴェルディ
『ファルスタッフ』を観劇した．
『ファルスタッフ』はドラッカー特愛の作品で
あって，長い人生行路を芸術的に追認する作品であったのは明らかである．日
本美術も同様であったと思うが，美とは日常の精神と合一することによっては
じめて生きてくる．あるいは，第一次大戦以後の「浪費された世紀」にあって，
オペラハウスや美術館は，ドラッカーにとっての神殿であり，ポストモダン的
思想を託する崇高な機関であったとさえ言えるかもしれない．
上田さんにとっても私にとっても，オペラを観るのははじめてだった．そこ
では，美の精神が，分析や合理を飛び越えて，人間の心の中で直接的に働いて

い．偉大な理想というものをささやかな現実や言葉のなかに見出し，畏敬の念
の対象を見出そうとする姿勢がそれである．日々の生活のなかに体現される理
想に深く感動する立場である．一見するとありふれた企業現場や病院，学校な

いた．きっとドラッカーは，人間をいかなるフィルターも介さずに，そのもの
として認識していたのであろうと感じた．さらには，あらゆる存在は ― 使徒
の書簡の言うように ― 真実をさらけ出しているのだろうと思った．大切なの
は，それをありのままに観る繊細な視覚だけなのかもしれない．

どの日々の現実の中に精神的に高い理想や，成長の原点を見出していこうとす
る立場である．もちろん，ドラッカー自身も，近代合理主義の緊縛の中を生き
てきた．ナチズムとの対決の時代はそのままドラッカーの修業時代にぴたりと
重なっている．その頃から，ドラッカーは他の誰とも違っていた．この違いを
本人の表現を使って説明するなら，よく知られたとおり，
『ファウスト第二部』

『ファルスタッフ』を観劇したとき，世界という大河の清冽な流れに深く身
を浸した気持ちになった．それに反して，現代を覆う現代の物質主義的であり
ながらシンボルに毒された現実とは，致命的な靄に隔てられたように，この世
界から失われていると実感した．絶望だけが果てしなく横たわっているのを見
た．ポストモダンとは，まずもって，桎梏の認識からしか始められない．誰もが

に登場する半神半人リュンケウスの一文をもってすれば十分であろう．
「見るために生まれ，物見の役を仰せつけられ」
．

それぞれの自分だけの道を歩もうとしている．それを行っているのは，決して
自分だけではない．誰もが自身の戦場を戦っている．

ドラッカーの場合，近代合理主義的緊縛は，徹底した観察態度によって，複
層的に体験されている．それを打破するのは，決してむずかしいものではない．
畏敬の念をもって目の前のささやかな現実を観察する，それだけでよい．リュ
ンケウス的な視覚，あるいはゲーテ的な，古典的憧憬を伴う視覚である．ド
ラッカーにおいては，生来の社会生態学に由来する流れであり，その流れはあ
らゆるものを全体から生命体として捉えるというほとんど崇敬的とさえいって

『ファルスタッフ』は徹頭徹尾，人間の喜びを表現していた．誰もが茶目っ気
に満ちていて，自由である．日本の作品でいえば，寅さんに似ている．人のもつ
業というか，自然な衝動を外的な世界に合流させている．このような内面的衝
動は，私たちの想像力をも自由にせずにはおかない．あたかもモダンの人工的
な桎梏を優しく逸らす自然の慈愛にさえ感じられる．そしてまさに自由さが，
若きドラッカーにとって一つの救済の啓示として映ったのは想像にかたくな

いい本性を映し出している．本性とは，世界への畏敬の念であり，「物見の役を
仰せつけられ」という義務的でありながら高揚的な感情に貫かれていた．その

い．『ファルスタッフ』は思想を語っているのではない．人間のありのままの姿
を語っている．原作はシェークスピアである．人は世界という舞台を自身の内

とき，ドラッカーの中では，多様な視覚上の結びつきを通して，驚くべき感受
性が生じていた．すなわち，何を優先的に感じとり，予覚し，読みとり，聞きと
るかにかかわる感受性である．ドラッカーの芸術的態度や浪漫主義的態度は上
記の点に由来していると言えるだろう．

面の自然とともに生きる．ドラッカーは日本画で見たように，『ファルスタッ
フ』のなかに，人間の内面をなす自然を見たのであろう．
『ファルスタッフ』を観た後，上田さんは言った．「こんなに明るく楽しい作
品とは知らなかった．次に翻訳するときには，違う言語になるかもしれない」．

上田さんが経団連時代から連なるキャリアにおいて，そのような態度の影響
を受けなかったはずがない．小林秀雄の言葉を借りれば，陸沈，すなわち俗世

このイメージは，ドラッカーの美意識を先導役として自身の意識的前進をは
かってきた上田さんの姿勢をよく表している．ドラッカーの語る世界への思
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いが，上田さんの精神を包み込んでいた．ドラッ
カーの言葉に包まれることで，この世界における
生命への視覚を上田さんは理解するようになっ

上田さんは，2009 年あたりから，私に思想家としてのドラッカーについて単
著を書くよう熱心に勧めてくれていた．私自身もそれを望んでいた．だが，怠
惰と無能があいまって，着手しかねてきた．ある幸運な出来事が重なり，2017

た．そのような心象風景は，通り一遍の論理で表
現できるようなものではない．高次の美的直観を
通して表象されるものでなければならない．
上田さんの翻訳するドラッカーは ― それは

年の 11 月に，出版への道筋が整ってきた．私はその時，ドラッカーと対峙する
のは言うまでもないながら，ドラッカーと上田さんを介して，この現実世界に
向き合い，自我を融合させるような本を書きたいと思った．言い換えれば，ド

ある意味ドラッカー以上にドラッカー的である
が ― 他の経営的書物とは全く異なるありよう
をしている．現実社会を一般的な論理によってで
はなく，直観や美意識によって豊かに描き出して
上田さんと私．共著『ドラッカー
入門 新版』とともに．
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いる．だからこそ，読み手や学び手は，気づけば
自分のために書いてくれたと感じる．文章の美し
さが，読者自身の内心に飛び込み，自然な内面的

カスタマイズを可能とするからである．内面を流れる精神の水脈を回遊させ，
浄化させていく．
たとえば，マネジメントやイノベーションの事例にしても，上田さんによる
言語は一幕のオペラの情景のように描き出す．企業活動の中に，生命の降臨や，
美的表出を見ている．上田さんが描き出そうとしたのは，ドラッカーの論理で
はなく，ドラッカーの見たヴィジョンや叡智だった．科学的知見でさえ，生命
的，美的なものとして受け止められた．
ドラッカーは，科学的知見と芸術的知覚との間の神秘的な関係性に気づいて
いた人だった．彼の述べる所説には，両者を一つの知識フィールドとして総合
的に捉えていこうとする意欲が感じられる．科学と知覚を統合することによっ
て，偉大な文明を復興しようとしたとも言えるが，それには，20 世紀，故郷を
喪失し，流転の生き方を定められた深い悲哀とともに，第一次大戦以前の世界
を知る者としての慚愧を読み取ることが可能である．そして，そのような根源
をなす泉から，最もふさわしい水をくみ上げて，しかも正常な運河を張り巡ら
せたのが上田さんだった．
結果として，企業活動をたんなる経済現象ではなく，偉大な，あるいは敬虔
を伴う社会生態としてとらえられた．読み手は，自らが叡智をどこかに求める
必要などなく，日々の活動がすでに叡智に満たされている現実をごく自然に了
解するようになった．美的，芸術的，あらゆる高質な知識が現場と称される空
間で渾然一体となっていた．
上田さんは若い頃から，ドラッカーの描き出す世界への強烈な畏敬の中を生
きてきた．崇敬の情緒は上田さんの精神の基調を形成した．そして，その感受
性をもって上田さんのドラッカー像を最も理解しえたのは，おそらく私なのだ
ろうと感じる．

ラッカーを語ることを通して，私と私の時代を書きたいと考えた．というのは，
すでに自身を語ることは，私にとって自身を育ててくれた源泉を語ることと同
義になっていた．私にとってのささやかなドラッカー研究とは，社会とのかか
わりにおいての自己の変容過程（メタモルフォーゼ）そのものであった．あえ
て言い換えれば，私自身の来歴とそれに伴うささやかなビルドゥングス・ロマ
ンとも呼べるかもしれない．
上田さんは常に私の中の第一の読者だった．もっと言えば，共著者だった．
上田さんを落胆させるものだけは書きたくなかった．ときにこの観念は私を不
安に陥れた．「上田さんはこの本をどんなふうに読むのだろう」．私はたびたび
そのような問いを自らに提示し，答えを得ることができなかった．この問いへ
の答えを見出すために悪戦苦闘しつつ見出せなかった．
あるとき，ふと自身の心が何に憧れるか，どのような感情が私の内面を満た
し，何が感情に応えてくれるかを考えてみた．何が私の遠い過去から内面的諸
力となって生き続け，活力を支えてくれているかを考えてみた．私はそれに対
して，自分の声で，自分にしか語れない文体で語るほかないのだと考えるよう
になった．それはどこかに向かっていく感覚ではなかった．故郷に帰っていく
感覚だった．
悪戦苦闘の末，本は 2018 年 9 月はじめに完成した．最も奥深い思想に触れる
ことはできなかったが，できるだけ明確に，ドラッカーがなそうとした源流的
意図を私自身の触覚を経由して，しかもそのポストモダン的野心の所在を意識
的に明記しておきたかった．お世話になった方々への献本がひとわたり済んだ
9 月 20 日 ― それは雨の日の午後だった ― ，半蔵門線三越前のホームを歩い
ていた私に尊い電話が鳴った．上田さんからだった．その半年ほど，上田さん
は全身の機能が低下し，入院静養していた．呼吸器が弱っていて，上田さんの
声は消え入りそうだったが，はっきりとした意志の働きが感じられた．上田さ
んは言った．「うれしく思う．よかった．ありがとう．文章も装幀も美しい．美
しい本であることに何よりも満足している．このまま進んでほしい．進んでほ
しい」．
上田さんは最後の言葉を二回繰り返した．この世で上田さんの声を聴く最後
となった．私のささやかなビルドゥングス・ロマンはこうして終結した．
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【略歴】 1972 年，埼玉県加須市生まれ．早稲田大学政治経済学部卒業，東京大学大学院
人文社会系研究科社会情報学専攻博士課程単位取得退学．現在，ドラッカー学会
理事・事務局長，ものつくり大学特別客員教授．他に，文明とマネジメント研究
所研究主幹，早稲田大学社会連携研究所招聘研究員，明治大学サービス創新研究
所客員研究員等．
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，経営
学史学会賞奨励賞受賞），
『ドラッカー入門 新版』
（共著，ダイヤモンド社），
『ド
（共編，文眞堂），『ドラッカー流「フィードバック」
ラッカー ― 人・思想・実践』
手帳』
（かんき出版）等．
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【第 1 号議案】第 13 期事業報告及び決算関係書類承認の件

④プログラム
《マネジメント×いい会社

事業報告書
2018 年 4 月 1 日から
2019 年 3 月 31 日まで

Ⅰ . 庶務事項
会員数

前年度末

入会者

退会者

年度末

584 名

29 名

19 名

594 名

249

社会性と生産性をどう両立させるか？》

開始

終了

学会総会

10 :00

10:05

10 :05

10:35

理事報告① 佐藤等（学会理事）
「人生 100 年時代におけるマネジメントの新しい使い方」

10 :35

11:05

八木澤智正（キリン（株）事業創造部）
「ドラッカーの授業 幻の最終講義」

11 :05

11:55

国永秀男（（株）ポートエム代表取締役）
「5 つの質問から読むいい会社」

開会の辞（三浦一郎（学会代表））

学会総会（佐々木英明（学会理事）
Ⅱ . 運営組織の状況に関する事項

研究報告（ドラッカー「マネジメント」研究会）

1. 総会
①開催日時
②開催会場

共通テーマ：MSC（マネジメント・スコアカード）研究発表
2018 年 5 月 12 日（土）
東京都千代田区神田駿河台
「明治大学リバティタワー」

12 :00

（1）RIZAP 社に見る顧客創造とセルフマネジメントへの
MSC 適用事例
13:20
円口健（IT 会社 管理職）
（2）MSC 体系の中での企業統治（CG）の役割 / 東芝事例より
行本憲治（公認会計士）

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
第 4 号議案
その他

第 12 期事業報告及び決算関係書類承認の件
第 13 期事業計画案及び収支予算承認の件
規約一部改訂の件
第 13 期役員承認の件

3 . 閉会の辞
2. 執行委員会（DWS12）
①原則月 1 回開催 2018 年 4 月〜 2019 年 3 月
②開催場所 株式会社エデュース 会議室

12 回

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 2018 年 5 月 12 日（土）
②開催会場 東京都千代田区神田駿河台「明治大学リバティタワー」
③出席者数 220 名

（3）禅と寺院のマネジメント
山田博彰（元駒沢女子大学教授）
13 :20

13:40

理事報告② 阪井和男（学会理事）
「21 世紀におけるドラッカーの役割」

13 :40

14:20

【基調対談】
「生産的な組織をつくる」
（大島岳（CCI）×水迫洋子（スコラ・コンサルト））

14 :20

15:20

蓬台浩明（（株）都田建設代表取締役社長）
「
『誇り』となる会社の作り方」

15 :30

16:30

16 :30

菊澤研宗（慶應義塾大学商学部教授）
17:50 「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，小林秀雄」

17 :50

18:00

閉会の辞

18 :10

20:00

懇親会

鮒谷周史（（株）ことば未来研究所代表取締役所長，ビジネスメルマガ
『平成進化論』発行者）

「良い言葉が良いキャリアを創造する」

2 . 学術大会
ドラッカー学会第 13 回大会 in 金沢星稜大学
開催日時 2018 年 11 月 17 日（土） 10 時 00 分〜 17 時 50 分
開催会場 金沢星稜大学
出席者数 54 名
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Ⅴ . 教育活動
1 . 寄付講座
①講座名

プログラム
開始

終了

●午前の部
10: 00

10: 30

10: 40

11: 10

11: 20

12: 00
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宮内拓智（元成美大学教員）

A 43 教室

田中浩子氏（立命館大学教授）

A 44 教室

森雅司（ドラッカー学会理事）

A 43 教室

粟島浩二（県立広島大学教授）

A 44 教室

井坂康志（ドラッカー学会理事）

A 43 教室

三浦一郎（立命館大学教授）

A 44 教室

●午後の部
13: 10

13: 20

会長挨拶

A 22 教室

13: 20

14: 20

特別講演 仲正昌樹先生（金沢大学）

A 22 教室

14: 25

15: 10

基調講演 千田和弘氏（ルバンシュ 代表取締役社長） A 22 教室

15: 25

16: 15

基調講演 木下孝治氏（金沢まいもん寿司 代表取締役）A 22 教室

16: 25

17: 45

懇親会 学生食堂（2 階）

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．
主な活動地域

仙台研究グループ

仙台

ドラッカー「マネジメント」研究会

東京

英語でドラッカーを学ぶ会

東京

ドラッカーの窓から明日を考える研究会

東京

ドラッカーマネジメント研究会
（東海 SG）

名古屋

京都研究グループ

京都

ドラッカー学会大阪 SG 勉強会

大阪

高知ドラッカー読書会

高知

「澁澤ドラッカー」研究会

1 . 開催場所 明治大学
2 . 開催時間 19:00 〜 20:30
3 . 講座の概要
演題

登壇者

開催日

ドラッカーのマネジメント・スコアカード
（MSC）
〜戦略・体系編〜

藤島秀記（本会理事） 2018/5/16

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） 2018/6/13

2 . 特別講演

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

研究グループ名称

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

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

ドラッカー学会公認 SG 読書会新潟

新潟

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 . 開催時間 13:30 〜 17:00
3 . 出席者数 20 名（会員 16 名，一般 4 名）
4 . 講座の概要
演題 / 登壇者

開催日

〈ドラッカー思想・マネジメントの現代的な意義〉
1. ドラッカー思想の現代的な意義
井坂康志理事，藤島秀記理事による講演と対談
2. ドラッカーマネジメントの現代的な意義とコーポレートガバナンス 2018/10/27
藤島秀記理事，谷崎敏昭理事，行本憲治公認会計士による講演
と対談
※進行役：森岡謙仁理事
〈コーポレートガバナンスとマネジメント〉
1 . ドラッカーとマネジメント・スコアカード
（MSC）
（藤島理事に
よる講演）
「コーポレートガバナンス 多様性を源泉とするグループ経営
の実現」VTR 上映
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）

2018/12/1
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2 . 現代企業のコーポレートガバナンス
藤島秀記理事，谷崎敏昭理事，坂田真吾弁護士による講演
と対談
3 . MSC の本質
（藤島理事による講演）
4 MSC のケーススタディとワークショップ
森岡謙仁理事によるMSC の解説と受講者演習と意見交換
※事務局・運営スタッフ；ドラッカー「マネジメント」研究会
の総合運営委員

2018/12/1

3 . 連携教育プログラム
① P.F. ドラッカー理論とそこから学ぶキャリアデザイン
1. 開催場所 新潟大学 五十嵐キャンパス
2. 開催期間 2018 年 10 月から 2018 年 11 月
3. 対
4. 時

象
間

全学部 全学年生 定員 50 名
第 2 学期 第 3 ターム 金曜日 3・4 限

Ⅵ . 出版物
1. ドラッカー学会年報『文明とマネジメント vol. 15』
（A5 全 404 ページ）
発行日 2018 年 11 月 17 日（土）
発行部数 700 部
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【第 2 号議案】第 14 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）
2. ドラッカー学会第 14 回総会及び講演会
2019 年 5 月 11 日（土） 明治大学にて開催
3. ドラッカー学会第 14 回大会
2019 年 11 月 30 日 長崎県 壱岐にて開催予定
4. 寄付講座
明治大学リバティアカデミー ビジネス講座
「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」
（ア）開催時期：2019 年 6 月 5 日（水）
，7 月 10 日（水）全 2 回 19:00 〜 20:30
（イ）予定講師
		
藤島秀記
		
森岡謙仁

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
ドラッカー学会理事 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

5. 特別講演
ドラッカーの小さな学校
「断絶の時代」刊行 50 周年記念イベント
日立総合研究所 トークライブ
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
7. その他
広報ツールの拡充・Twitter の運用委託の検討

Ⅱ . 収支予算案
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Ⅲ.
【第 3 号議案】 第 14 期役員承認の件
第 14 期

研究グループの紹介

役員候補者名簿

Study Groups

顧問

野田一夫

多摩大学名誉学長

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

Essential Management School

代表理事

阪井和男

明治大学教授

理事／学術担当

井坂康志

ものつくり大学特別客員教授

理事／学術担当

岸本秀一

金沢星稜大学教授

理事／学術担当

肥塚浩

立命館大学教授

理事／国際担当

佐々木英明

慶應義塾大学特別招聘教授

理事／財務担当

佐藤

佐藤等公認会計士事務所

理事／学術担当

田中弥生

会計検査院 検査官

理事／学術担当

谷崎敏昭

上武大学教授

理事／企画担当

土井尚人

（株）ヒューマン・キャピタル・マネジメント

理事／企画担当

花松甲貴

（株）日立アカデミー

等

（1）研究会の概要

理事／学術担当

真野俊樹

中央大学大学院教授・
多摩大学大学院特任教授

理事／財務担当

森 雅司

森公認会計事務所

理事／企画担当

森岡謙仁

アーステミア（有）

理事／国際担当

八木澤智正

キリンホールディングス㈱

監事

種子田穣

立命館大学教授

「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

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
～ 2019 年 5 月）
・「非営利組織の経営」
（2019 年 6 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

のご協力を得て「模擬読書会」を開催

・ とくに「先生役の人」を置かず，みんな

2 . 登録制の導入
・ 会員登録し，案内通信費用として 3 . 000
円納入
他のイベント案内のお知らせをする

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．
・ 初めの頃は 4 人が交替でファシリテータ
ーを務める．初めてドラッカーを読む人
が大半であったが，読書会も 40 回以上
を重ね，
メンバーも慣れてきた．そこで，

（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
・ 読書会終了後に次月の開催日を確認．都
合のよくない人が多い場合は，別の日
に変更する

2019 年から全員がファシリテーターを
務めることになった．
・ たいていは 6 ～ 7 人が出席．議論するに
は程良い人数．
・ 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，

2 . 読書会会場

メンバーの職種が様々なので，つい長

・ 新潟国際情報国際大学中央キャンパス

くなりがちなのが問題

（新潟市内の街中に在り，市民に開放さ
れているワーキングラボ）
・ お茶代として，参加者各自が 500 円を負
担しワーキングラボに支払う

理事は五十音順にて記載

・「創造する経営者」
（2017 年 1 月～ 2017

宰の 桂利治さん，大宮の 和光良一さん

・ 毎月の読書会開催案内，学会情報・その

元淑徳大学大学院客員教授

東京大学教授

・ 2015 年の秋頃から，3 人の発起人により

き「佐藤等先生講演会」と，仙台 SG 主

藤島秀記

安冨歩

1 . 発足

・ 学会理事 佐藤等先生 のからの支援を頂

理事／学術・企画担当

理事／学術担当

◎新潟 SG ドラッカー読書会新潟（2016 年〜）

・ メンバーが固定すると議論がマンネリ
になることを危惧しているので，新メ
ンバーの参加を促進したい．本年も新
メンバーが増えた．

3 . テキスト
・「経営者の条件」
（2016 年 7 月～ 2016 年
12 月）

（3）地域貢献活動
・ 地元の国立大学：新潟大学にて正式科
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・ 長島基（公認内部監査人（CIA）
）
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・「IT 企業とマネジメント」分科会・活動

目「ドラッカー講座」の企画運営を昨年

・ 厳しい思想といわれるドラッカー思想

から担当している．2019 年 10 月から「第

に触れ，自己の内面を見つめることにな

・ 吉岡諭（品質管理・内部統制アドバイザー）

二期ドラッカー講座」がスタート．全学

るのが最大の収穫．あるいは手探りで

・ 行本憲治（公認会計士）

部から限定 50 人の学生が聴講する．

経営してきたけれど，ドラッカーに「そ

・ 山田博彰（元駒沢女子大学教授）

〈第二期分科会活動（2009 -2010 年度）
〉

・ 講師は原則として学会会員とし，講師派

れで良し」と言ってもらえたような気持

・ 佐藤幸夫（多摩大学医療・介護ソリュー

・「アントレプレナーシップ」分科会活動

遣は全面的に学会の支援を得る．
・ 地元企業の岩塚製菓（株）から読書会新

になり勇気をもらう．合い言葉は「真摯
が一番！」

潟への寄付を得て，講座の資金運営費

・心の奥底に溜めたドラッカー思想哲学

としている．令和 1 年実施の第二期講座

を，自己の仕事の中であるいは生活の中

は，学会からの資金協力も得る．

で実践し，そのことが引いては地域社

・ 全国の大学（国立・私立）のうち，どの
大学もやっていない学生向けの本格的な
ドラッカー講座であると自負している．
（4）メンバーの思い

ション研究所フェロー）
・ 岡崎宏昭（会社員）
・ 高橋磨（IT コーディネータ，防災士）
・ 和田一男（㈱ブレインパートナー代表取
締役）

・「組織の社会的責任」分科会活動成果報

に伝え・広めていきたい

ビス㈱）

見渡しているところ．他地域の学会関

・ 川澄佳美（特定社会保険労務士，AFP）

係の方が，新潟出張の機会に当読書会

・ 一丸浩一郎（㈱マーケティングアンドア

し，アドバイスし，そして議論するこ

にお立ち寄り下さることを願っている
（連絡先：瀬賀孝子：wit@eos.ocn.ne.jp）

イ代表取締役）
・ 円口健（会社員）
・ 和田憲一郎（㈱日本電動化研究所代表取

◎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：

方と業務改革」実践活用法（日
経ビジネススクール）講師

ドラッカー「マネジメント」研究会

著 書：「図解 ドラッカー入門」

2．主催者：森岡謙仁

（KADAKAWA，韓国，中国，
台湾で翻訳されている．
）

所 属：アーステミア有限会社 代表取締

「教えてドラッカー 働く私はITで

役，ドラッカー学会理事

どこまで伸びるの？」
（日経BP社）

業：経営・ものづくり・IT アドバイ

「ドラッカーの実践!! MOT
（技術

ザー
1992 年より大手・中堅企業に対

経営）リーダーのマネジメントス

する経営改善とものづくり改革，

キルアップとテンプレート集」
（共

IT 有効活用・DX 推進に関する

著・監修，新技術開発センター）

助言・指導および人材育成につ

など多数．

いて研修支援活動を行っている．

3．運営委員：当研究会の主な運営委員（総

・CIO
（最高情報責任者）養成講座

合運営委員，総合企画委員）は以下のと

ィングとイノベーション」
「働き

陣野壮太郎）

・ 渡邉明男（富士ゼロックスシステムサー

ゆっくりしたペースで読みあい，質問

ーズ「マネジメント」
「マーケテ

活動成果報告（リーダー；長島基，サブ；

・ 北村和敏（日本経営倫理士協会常務理事）

哲学が流れ込むことを望んでいるので

・日経記事に学ぶドラッカーシリ

・「マネジメント・スコアカード」分科会

またドラッカー思想哲学を地域の人達

・ 山内治友（社会福祉士）

（日経 BP 社）講師

丸山有彦）

〈第三期分科会活動（2012 -2013 年度）
〉

ども開催できるといいなぁ～と，周りを

職

成果報告（リーダー；根本雅章，サブ；

・ 宮本定幸（sph アソシエーション代表）

・ そろそろ「他研究会との合同読書会」な

2019. 9. 30. 現在

片貝孝夫）

会の安定や発展に寄与することを願う．

・ それぞれの心の奥底にドラッカー思想

とを大切にしている

成果報告（リーダー；伊藤年一，サブ；

おり．
・ 伊藤年一（伊藤 IT 経営研究所 所長）
・ 若林良樹（内部監査・業務改善アドバイ
ザー）

締役）
4．研究グループの目的ミッション：
自分を変え，組織を変え，社会を変える．
5 －Ⅰ．研究会活動の概要
研究会全体は，約 50 名のメンバーで構成
されており，奇数月に開催する研究会（毎回
2 名の発表と全員討議）
・読書会（課題書籍

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．
〈第四期分科会活動（2014年度～ 2015年度）
〉
・「少子高齢社会」分科会（リーダー；奈
良間英樹，サブ；山田博彰，岡崎宏昭，
川澄佳美）
・「商品開発とベンチャービジネス」分科
会（リーダー；和田憲一郎，サブ；高部
茂，渡邉明男）
※両分科会の成果物は，ドラッカー学会
HP にて公開している．
5 －Ⅲ．MSC 実践研究部会を 2016 年度より
開催

『ネクスト・ソサエティ』の数章を取り上げて

ドラッカー「マネジメント」の実践に活用

議論する）と，1 年～ 2 年で特定のテーマの

できる MSC とその実践事例の研究と年 3 回

研究成果を共同でまとめる分科会（偶数月に

の発表の場を開催している．現在，4 つのプ

開催）
，マネジメント・スコアカード（MSC）

ロジェクトが進んでおり発表の場において互

の研究と事例発表の場として MSC 実践研究

いに議論し研鑽を深めている．

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
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）

・ 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；現在は共通テー
マを「働き方改革」としている（2018
年～を掲載）
〈2018 年〉
第 59 回 1 . 16 . 「自己目標管理と経営の質を
見る OKR とは」
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～グーグルに於ける OKR 運

仕事を通じて自己実現を図

3 月からスタートしました．小林薫先生は，

分の時間で翻訳，残りの半分を関連事項の

用実態から―

ること」


桜井智之

ドラッカー初来日の箱根の講演会で通訳

深読みや参加者の議論の時間に使い，お互

第 60 回 3 .03 .「社会人教育から見た働き方

「多元社会の中で考える『働

をされ，ドラッカー，他の翻訳や著書をた

いの知見を深めています．これにより翻訳

改革の視点」


く』ことの意義」
 佐藤幸夫

くさん出された方です．残念ながら，小林

の背景にある幅広い知識を得ることがで

第 67 回 5. 14 .「働き方改革の本質的課題，

先生は 2017 年 1 月にお亡くなりになりま

きます．また原著を少しずつ丁寧に読み下

時間量から時間質への転換」

したが，今も小林先生に厳しく発音を直さ

す翻訳の段階で，使われた単語や何故その



れた記憶がよみがえってきます．

単語だけイタリック体なのかクォーテー

伊藤年一
森岡謙仁

第 61 回 5 .15 .「働き甲斐のある会社とこれ
からの人生」


倉田一範

「自分自身の働き方改革，生
き方の見直し」


行本憲治

第 62 回 7 .10 .「働き方改革－現場での実践」


阿部美穂

「知識労働者，45 歳からの
働き方改革」


さなければいけない」
	

ありますが，その作業により一層ドラッカ

人（ドリスさん）とも個人的に親しくされ

ーの本質に迫ることが出来ると考えてい

新原達也

ます．

ッカーとの書籍では知ることのできない

・参加者と参加費
参加者は，原則ドラッカー学会員で，継

た，上田惇生先生とドラッカーの著書（
『未

続参加が可能な方であれば，英語の能力は

貝瀬龍夫

来への決断』他）の翻訳をご一緒にされた

問いません．開催は，仕事帰りに参加でき

「50 代で描くライフキャリ

林正氏も参加されており，様々なアドバイ

るように 19 時からとし，空腹では辛いの

スを頂いています．

で軽食を用意しています．

竹村 浩

アマップ」


岡崎宏昭

※上記の発表資料は，ドラッカー学会 HP
で公開しています．
6．研究会風景

和田一男

・開催頻度と参加者数
毎月 1 回／年 12 回開催，金曜日の 19 時
からとし，今年 9 月までの通算開催回数
は 134 回，延べ 1 , 365 名（十周年記念イベ

〈2019 年〉
第 65 回 1 . 16 .「仕事を志事に代える『ホット
グループ』の創出」渡邊明男

惇生先生もゲストとしてお招きしました

時間がある良い環境ですが，まだ余裕があ

第 66 回 3 .12 .「働き方改革とは一人一人が

るので倍の 12 名程度までに増やしても良
いと考えています．

上野 周雄
ドラッカー学会創設メンバー，元理事，
元事務局次長，
（株）サンウェル 取締役
2．主要メンバー
（2018年4月～ 2019年9月末）
阿部 美穂，市川 充，一丸 浩一郎，
小野木 之隆，川澄 佳美，斉藤 勝義，

3．主たる関心
・ ドラッカーを英語で学ぶことにより，翻
訳の背景にある幅広い知識を得ること
・ 原著から，翻訳では伝わりにくいドラッ
カーの真意を探ること
4．概要
この SG は，原著の言語である英語を通

高萩 華雪，中野 羊彦，中林 秀之，

してドラッカーを学びたいという会員有

八谷 俊雄，林 正，福山 穣，山内 治友，

志によって，当学会創設メンバーで元理事

吉松 隆，上野 周雄

の小林薫先生に指導をお願いして 2007 年

今までに 10 周年記念イベント以外にも，

た．

森岡謙仁

1．主宰者

際の交通費に充当しています．
米国から 2 名他，生前の当学会元代表上田

人数は個々の参加者が十分に発言できる

◎関東 SG 英語でドラッカーを学ぶ会（2007 年〜）

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

ントとゲスト・講師を含む）が出席しまし
直近の月平均参加者数は 6 . 6 名，現在の

「働き方改革についてのドラ
ッカーの言及」


ていた斉藤勝義氏も参加されており，ドラ
やりとりについて伺うこともあります．ま



一丸浩一郎

識労働者の生産性を問い直

ー来日の都度，ご一緒されドラッカー夫

増田利弘

第 69 回 9.11. 働き方改革とマネジメント」

北村和敏

「生産性革命は終わった～知

現の解釈をめぐり議論をすることも多々

ころ」




第64回 11.13.「時間と仕事のマネジメント」


ションマークで囲んであるのか等，その表

ーであり，ダイヤモンド社時代にドラッカ

「私の働き方改革」

井手聡太郎



当 SG には，ドラッカー学会創設メンバ

ピソード，自分の目指すと



吉岡諭

「働き方改革とマネジメント」

「私を変えた一言，7 つのエ

第 68 回 7 . 17 .「働き方改革とマネジメント」

第 63 回 9 .11 .「働き方改革とマネジメン」


塩見智和

・会の進め方

が，今後も多彩なゲストをお招きして幅広
く学んでいきたいと考えています．
5．開催実績
・開始時からの延べ参加者数と開催回数
直近の延べ人数：102 名（2018 年 4 月 ～
2018 年 9 月，18 か月中 16 回開催）第一回

今までテキストは色々使ってきました

目からの延べ人数：1 , 365 名（2007 年 3 月

が，現在は『ドラッカー 365 の金言』の原

～ 2019 年 9 月，全 134 回開催，十周年記

著である The Daily Drucker を再度最初

念イベント含む）

から学んでいます．理由は，The Daily

・2018 年度～ 2019 年 9 月までの活動報告

Drucker がドラッカーのほぼ全著書を網

毎月の定例の活動に加え，今年は『断絶

羅しており，ドラッカーの幅広い知見や洞

の時代』が出版されて 50 周年に当たるこ

察を学ぶことができると考えたからです．

とから，その記念イベントの発表準備のた

ドラッカーの真意を理解しようとするた

めに，発表内容の検討のため事前の何回か

めに翻訳前の原語でドラッカーを学んで

は発表内容検討とその準備に当てました．

いるので，英語の読書会とは異なります．

以下は，9 月 15 日（日）に，関東の 4 SG

毎回テキストの二日分（2 ページ）を半

共催で明治大学和泉キャンパスにて開催
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された「
『断絶の時代』研究発表会」の発表

年 4 月からは，上野が事務局を辞めたこと，

時のパワーポイントです．

推進会議時代からの司会・進行役を上野が務

265

めていたことから，主宰者をドラッカー学会
から上野に替え，会場も転々とし，再度の中
断もありましたが，現在は（株）大塚製薬工
場の北村和敏さんのご厚意で東京事務所の会
議室を月一回お借りして継続しています．現
在は，会社の会議室をお借りしての開催のた
・2 019 年 10 月～ 2020 年 3 月末までの活動

大塚製薬から毎回沢山の飲物を提供していた

引き続き，The Daily Drucker を使って

だいています．

計画

5 . 開催実績

の議論を定例会として行うと共に，
「英

の定例会を行うと共に，ドラッカー・サロ
ンと共催で，東京以外の場所（例えば京都）
で一度，原著で学ぶ面白さを伝える会を，
開催したいと考えています．
・2020 年度以降の計画

京以外の場所（例えば京都）で一度，開
催したいと考えています．

第一回目からの延べ人数：1,365名（2007

・2020 年度以降の計画
2020年7月にドラッカー学会の初期から
の推進会議がサロンとして生まれ変わり

トを考えています．

・ 2019 年 5 月～ 2019 年 9 月までの活動報

スタートするも何度かの中断を経て，現

告 毎月テーマを決め，そのテーマに基

在はドラッカー・サロンとして継続して

づいて参加者全員で議論をしました．

います．2007年7月開催の第1回サロン

究資料の作成は目的にしていません．発言を
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を

元事務局次長，
（株）サンウェル 取締役

得て頂きたいと考えています．

年 9 月末の出席者名）

2018 年 9 月，18 か月中 16 回開催）

語でドラッカーを学ぶ会」と共催で，東

周記念イベント含む）

ドラッカー学会創設メンバー，元理事，
2．主要メンバー（再開後 2019 年 5 月～ 2019

直近の延べ人数：102 名（2018 年 4 月 ～

引き続き，テーマを毎月決めて

年3 月 ～ 2019 年 9 月，全 134 回開催，十

◎東京 SG ドラッカー・サロン（2019 年 7 月〜）

上野 周雄

・開始時からの延べ参加者数と開催回数

・ 2019 年 10 月～ 2020 年 3 月末までの活動

原著で学ぶことの重要性を伝えるイベン

2022 年に 15 周年記念イベントとして，

1．主宰者

め，ビールとスナックの飲食はなしですが，

計画

4．概要

開催日
5月17日（金）
6月14日（金）
7月12日（金）
8月9日（金）
9月13日（金）

テーマ
人生100年時代の生き方
ポスト資本主義社会
ネット社会の是非
リーダーの条件―リーダーシップとは
知識労働者の責任とは

参加者数
7
7
6
8
7

から10年になるので，10周年記念イベ
ントを開催出来ればと考えています．

このドラッカー・サロンは，ドラッカー学

安藤 芳樹，市川 充，井手 聡太郎，

会設立時の 2005 年 11 月から毎月行われてい

小野 雅子，北村 和敏，小関 珠緒，

た推進会議がルーツです．毎月一回の推進会

佐々木 秀昭，高萩 華雪，中野 羊彦，

議はドラッカー学会の運営に関する会議でし

中林 秀之，似鳥 裕子，山内 治友，

たが，会議の後半は徐々に上田惇生元代表

当研究会は，毎月第 2 土曜日（原則）13：00

上野 周雄

（現学術顧問）のお話を聴き，また著書・訳

～ 16：00 に，藤島秀記理事と中野羊彦幹事を

の研究会との共同研究も行っている．以下，

3．主たる関心

書の Q&A や意見交換を行うようになりまし

中心に 15 名ほどで活動している研究会であ

読書会・討議の内容，共同研究の内容，記念

多様な出席者による意見交換から，個々の

た．毎回，会議後のイタリアンとワインの食

る．次のようなことを目的に活動している．

行事について紹介する．

参加者がドラッカーマネジメントとその思想

事会でも話が継続して，このスタイルが定着

「現在から将来にかけて重要な意味を持つ

2．読書会・討議の内容

の理解を深め，実践力を養うこととともに，

してきました．

◎東京 SG ドラッカーの窓から明日を考える研究会（2007 年〜）
1．研究会概要

であろう社会的な問題に焦点を合わせ，ドラ

ドラッカーが生きていたらなんと言うだろう

途中に中断もありましたが，事務局が明

か，
ということを考えてみたいという会です．

治大学の文明とマネジメント研究所に移り，

当サロンでは気軽にテーマについて議論をす

2011 年 9 月から文明とマネジメント研究所

具体的には，
「ドラッカーの現代社会に対

ることを目的としていますので，成果物や研

の会議室に会場を移し再開しました．2014

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

活動時間は 1 回あたり 3 時間である．これ

ッカーの視点と思想（ドラッカーの窓）から，

を前半・後半に分けて内容を変えている．直

分析，討論，まとめを行う．
」

近 4 年間の活動は次の通りである．
（1）2016 年度の活動
『すでに起こった未来』の読書会
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メンバーが輪番制による発表を行い，そ
の後発表に関連した現代の社会に関する
討議を実施
（2）2017 年 4 月～ 2018 年 6 月までの活動
『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
の後発表に関連した現代の社会に関する
討議を実施
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
討議テーマ

発表者

第1章 マネジメントの常識が変
中野
わる…パラダイム変換（1）

決定し，2019 年 5 月まで，次のようなスケ
ジュールで行った．
討議テーマ

発表者

Next Societyにおける内部監
若林
査のあり方
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～サ 佐藤
ービス・エコシステムの可能性
第Ⅲ部2章 人こそビジネスの
江成
源泉

時期

ネクスト・ソサイエティに合わ
小澤
せた中小企業のマネジメント

2017年
4月

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

時期
2018年
9月

10月

11月

第2章 経営戦略の前提が変わる
北村
…21世紀の現実（1）

6月

第2章 経営戦略の前提が変わる
菅野
…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

Global Industry4.0時代におけ
る日本の中小企業のあり方（方 中島
向性）

第4章 情報が仕事を変える…
花松
新情報革命（1）

11 月

少子高齢化によって社会がどう
小野
変化するか

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

特別講演「ドラッカーのマネジ
井阪
メント思想の源流と展望」

2月

製薬業界のネクスト・ソサイエ
福田
ティへの貢献

3月

森

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）

2018 年
1月

Next Societyにおける電力業
八谷
界の姿

第5章 知識労働の生産性が社
星野
会を変える…先進国の条件（2）

3月

ITの発展が与える組織への影響

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

第6章 自らをマネジメントす
上野
る…明日の生き方（2）

5月

付章 日本の官僚制を理解する
藤島
ならば

6月

（3）2018 年 7 月～ 2019 年 5 月までの活動
2018 年 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，2018 年 9 月以降は，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

12月

ネクスト・ソサイエティの働き
中野
方と組織のあり方

2月

花松
福田

2019年
1月

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

10月

ンバーやマネジメント研究会のメンバーが何
人か加わり，2014 年以降，研究会に相互に

今後も，ドラッカーの本の読書会や，現代社会

出席し，交流を図っている．

に関する課題の発表を継続実施していく予定で

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，

3．共同研究の内容

5月

第4章 情報が仕事を変える…
新情報革命（2）

「断絶50年の後にくるもの
～資本主義体制は消滅するか～

していたのを，当研究会の藤島秀記氏が見出
9月

ある．

第1章 マネジメントの常識が変
花松
わる…パラダイム変換（2）

ネクスト・ソサイエティにおけ
るコンプライアンスとイノベー 北村
ション

『断絶の時代』50周年のイベント
の発表～我々は断絶を超えた次の 中野
時代にどのように取り組むか～

2017 年 10 月 7 日に，設立 10 周年を記念した

当研究会では，ドラッカーマネジメント研

イベントを開催した．そこで，研究会の成果

究会と共同で，マネジメントスコアカード

発表を行うとともに，有識者を集めてドラッ

（MSC）について研究している．
「マネジメン

カーの窓から見た明日の社会を議論した．ま

ト・スコアカード」とは，企業が「事業の定

た，外部の有識者として，田中弥生氏（大学

義」と「事業の目標」を明確化し，その目標

改革支援・学位授与機構教授）
，坂本和一氏

を 8 つの最重要課題（企業の目標）に分類し

（立命館大学名誉教授）
，野田一夫氏（日本総

たものである．組織の成員は，全員がこれを

合研究所名誉会長）をお招きし，ご講演いた

もとに目標を共有し，
実行することができる．

だいた．そして，これに合わせて『成果発表

ドラッカーが実際にコンサルティングで活用

論文集』の冊子を作成し，関係者に配布した．

◎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．活動主旨：

ナル，国立研究機関の研究者，新規事業の最

2012 年 8 月より活動を開始したわが「ドラ

高責任者，エンジニアリング部門の熟練技術

ッカー・マネジメント＆イノベーション研究

者，経営戦略コンサルタントなど，さまざま

会」は，ドラッカーの理論の両輪であるマネ

な分野における実績を有すると同時に，事業

ジメントとイノベーションを高次に融合・統

活動の実務と本質を深く理解したメンバーで

合させながら導き出した知見や解釈を，自ら

構成されている．

小野木

の事業活動，社会活動に応用展開していくこ

3．基本姿勢と目的：

『ネクスト・ソサイエティ』第Ⅲ
上野
部1章・2章 関連

とを通じて，社会に貢献することを目的とす

『断絶の時代』50周年のイベン
藤島
トを踏まえた問題提起

4月

5月
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る研究会である．
大きな特色のひとつとして，これまでの学

われわれは社会における活動を行う実務家
の集団である．よって当研究会では，社会的
普遍性が高い，実在するテーマを対象とし，

習アプローチとはまったく発想が異なる「デ

多様なメンバーによる討議・分析を行い，マ

ジタル時代，AI/IoT 時代の「次世代型ビジ

ネジメント＆イノベーションの領域におい

2019 年 6 月以降は，9 月に実施したドラッ

ネスパーソン」/ 社会・産業における「起業

て，より本質的な解釈や新たなコンセプトを

カー学会のイベントの『断絶の時代』50 周年

家・事業家」育成・発掘プログラム」を中核

見出し，汎用化，普遍化を行い，社会におけ

に合わせた討議を行った

サービスとする事業を立ち上げ，すでに 10

る実活動に生かすことを活動の中心に置いて

社を超える導入実績を有し，さらに拡大を続

いる．

（3）2019 年 6 月以降～現在

討議テーマ

発表者

時期

『断絶の時代』50周年のイベン
全員
トに向けての討議

2019年
6月

『断絶の時代』50周年のイベン
全員
トに向けての討議

7月

けている．
2．構成メンバーの概要：
当研究会のメンバーは，
上場企業の経営者，
ベンチャー起業家，企業再生プロフェッショ

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
ことである．
われわれの定義によれば，
“勉強”や著述
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などの行為は「実活動のための事前準備」
，

（志向）のビジネスデザインに

カレントアプローチによるビ

あるいは「事前仮説の構築作業」に過ぎない．

よる（圧倒的な）成功例が目

ジネスモデルの急速な立ち上

計画，および 2020 年度以降の活動計画

あくまでも実践を通じて，人間ならではの

立ってきた．すなわち「テク

げ，時々刻々の最適化による

・従来の活動形態を引継ぎ，毎回，参加

豊潤かつ繊細なセンサーたる「五感，知覚能

ノロジー＆データサイエンス

収益化，競争優位性の連続的

メンバーが広く話題提供し，それらの

力，深層心理による受容」を擁して獲得し創

がイノベーションの前提」と

更新を旨とする事業体の成功

話題から得られる，底流に流れる本質

出した（暗黙知的なものを含む）知見や解釈

なってきている．一方で，ド

が主流になってきている．一

への気付きを通じて，マネジメントや

が「真の学習」であり，そこに至る過程を含

ラッカー理論はテクノロジー

方で，全体論を説きながら，

イノベーションの，変化の激しい現代

めた総合的な方法論，および社会価値たる成

そのものはあくまでも一手段

いかに全体をワンセットか

における今後のあるべき姿を探ると同

果の創出をめざしているのである．

であり，必須のものとはして

つスピーディに立ち上げ，科

時に，深い洞察力と分析力，責任ある

4．活動概要：

いない．現実問題として，こ

学的に調和させ時々刻々と変

当研究会では，昨今の社会事象や，メンバ

ういった論理や認識で「情報

化・進化する状況への最適化

5．開催頻度，およびメンバーの要件：

ーが実務レベルで抱える問題や課題をケース

技術を駆使した高度な情報解

を図っていくか，といったテ

◆開催頻度：原則として 毎月または隔月の

スタディとして取り上げ，深い洞察力と分析

釈による連続的なイノベーシ

クノロジーの時代における事

第一木曜日または第二木曜日の夕刻より東

力，責任ある判断力を養うことをめざしてい

ョン」が必要とされる現代の

業体組成・進化論，事業ドラ

る．

経営に対応できるのか．責任

イブ論の観点が弱いドラッカ

◆メンバーの要件：企業経営者，起業家，事業

ある経営理論体系と言い切れ

ー理論で，真に現代の経営に

責任者，研究開発責任者，マネージャー候補

るのか．

対応しきれるのか．

生など，マネジメントおよびイノベーション
を実践する立場にあり，かつ積極的な姿勢で

さらには，2018 年 8 月から，ドラッカー
理論へのさらなる深耕，より本質的かつ未発

（2）2019 年 10 月～ 2020 年 3 月までの活動

判断力を養うこともめざして行く．

京都内で活動を行っている．

見の解釈領域を見出すために，
「ドラッカー

論点 2：昨今注目を集めている「ティ

④ 2019年9月12日（木）19時～ 21時30分

理論 深層アルゴリズム研究」という分野を

ール組織」が示唆しているよ

・
「渋沢栄一」の客観的・相対的評価・研

立ち上げ，ドラッカー理論の深層に流れる根

うに，また GAFA に見られる

究 〜特定の人物を丸ごと盲信する傾

6．代表者，および連絡先：

源的な思想や哲学，理論間の連関・統合構造

ように，突出した才能を重視

向が特に強い日本人，日本社会の思考

◆代表者：株式会社ジェイ・ティー・マネジ

の発見と分析にも取り組んでいる．

する「タレント志向」の組織

スタイルや視野角の持ち方に問題はな

メント代表取締役，国立研究開発法人 産

（1）2018 年度～ 2019 年 9 月末までの活動

が登場してきている．この背

いのか．渋沢栄一に対する客観的評価

業技術総合研究所 情報・人間工学領域領

を通じて考える．

域長補佐（幹部職員 / 招聘研究員）

報告（直近 4 回の活動テーマの抜粋）

景には人工知能（AI）をはじ

各回とも，担当メンバー（1 ～ 2 名）がテ

めとする高度なテクノロジー

・産 総研において成功を収めた「R ＆ D

ーマおよび問題提起の論理を提供．

やビッグデータから未来の可

／テクノロジー・プロデュース事業

切磋琢磨していただける方の参加を期待する．

田中 純（たなかきよし）
◆連絡先：以下のサイト（株式会社ジェイ・

① 2019年3月7日（木）19時～ 21時30分

能性を発掘するデータサイエ

（巨大企業のデジタルトランス・フォ

ティー・マネジメントのホームページ）の

・マネジメントに関する自由な意見交換

ンスの駆使が必須の事業スキ

ーメーションを実現するコンサルティ

「お問い合わせ」ページよりコンタクト願

・ドラッカー理論（思想）を学ぶ上での

ルとなってきていることがあ

ング事業）
」について，その要諦を議論

り，事実としてこれらを駆使

する．

前提について
② 2019年4月18日（木）19時～ 21時30分

した企業が圧倒的な成功を収

・
「子ども食堂」の現状と課題について

める傾向にある．ドラッカー

・日本と欧米における自由主義とそれに

の，一部のエリート優遇の否

纏わる戦いの歴史を検証する
③ 2019年7月4日（木）19時～ 21時30分
・現代の経営に対応できていない可能性
が残されるドラッカー理論
	〜ドラッカー理論の限界・陳腐化の可能

定を象徴的な人材観とする従
来型の素朴な人材論・組織論
ではカバーしきれない高度な
（新たな）人材論・人材マネジ
メント論，人材育成・調達論

性を検証する．

が必要とされているのではな

論点 1：GAFA に 見 ら れ る よ う な テ

いか．

クノロジー＆データドリブン

論点 3：テクノロジーを駆使したコン

います．
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
［趣旨］

近年，新一万円札や大河ドラマなどで，渋
澤栄一は新しい目で再評価されるようになっ

渋沢ドラッカー研究会は，個の

ています．本研究会でも，日本とドラッカー

力を見つめなおし，学びの回路を

との関係をいっそう突き詰めていきたいと考

オープンにしてもらう場を目指し

えております．

ています．デジタル機器はなるべ

本研究会のスピンオフ・サークル「ファルス

く使用せず，配付資料とヴォイスのみ，風通

タッフの会」
（五島優子会長）も，企業訪問や芸

しのよい場です．

術鑑賞会など彩り豊かな活動を行っています．
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市美術館ドラッカーコレクション展）参加

連絡いただければと存じます．

者 15 名

イベント事務局 shibu-drucker@six-stars.jp

10 月 5 日（昭和音楽大学）オペラ「フィガロ

（facebook にも研究会ページがありますの

の結婚」鑑賞 参加者 15 名

で，気軽にご参加ください）
【活動実績】
［主な活動］
■渋ドラ
12 月 8 日（明治大学）
「観察と創生 ― 第一線
のプロに学ぶ実践流儀」参加者 42 名「医療

6 月 15 日（明治大学）第 19 回「その問題，渋

とドラッカー」
（真野俊樹氏（本会理事，医

沢翁ならこう言うね．
」参加者 26 名

師，中央大学大学院教授）
）

内容：

「評価のための技法」
（田中弥生氏（本会理

「渋沢さんと友達になる方法」
（花松甲貴氏

事，学位授与機構特任教授）
「事例研究

（本会理事）
，井坂康志氏「ぼくは今の世の中

― 海洋ごみによる被害がなくなる世界」
（日立製作所若手社員チーム）
12 月 22 日（明治大学）第 18 回「ドラッカー

をこんな風に見ている」
（岩崎夏海氏）
「祝・
ご結婚・長澤利雄氏 ― 我が人生 源流と
展望」
（長澤利雄氏／聞き手・井坂康志氏）

×社会学」参加者 50 名「最近，ぼくは世の
中をこんな風に見ている」
（岩崎夏海氏（作
家）
）
「源流と展望」井坂康志氏（本会理事，
ものつくり大学客員教授）
「社会学者の見るドラッカー」
（多田治氏

years of Discontinuity 研究会報告，鼎談
9 月 28 日（明治大学）第 20 回「アートとマネ
ジメント」参加者 51 名
「アートとマネジメント」
（大内孝夫氏（武

ミット（DCC）
」参加者 81 名
「7 つの体験」和光良一氏（実践するマネ
ジメント読書会ファシリテーター機構理
事）
「コヴィーは 7 つの習慣で何を伝えよ

蔵野音楽大学）
）
「できるビジネスパーソン
はお茶をたしなむ」
（宮崎南海子氏）
「アートはかたちを変えていく」
（半田真紀氏）

ッカー・ マネジメントに関する本を読み合

を参考に，それぞれが考え，質疑応答させて

う「読書会」を月に 1 回，実践的な学びであ

いただく実践的な 学ぶ機会になっています．

る「視察会」を年に 数回開催しております．
2019 年度は，
『経営の真髄』
（ダイヤモンド
「読書会」は，指定本を毎回 1 章ずつ事前

社）を課題本として，月に１章ずつ読み進め

に読み込み参加し，話し合い，理解を深め，

て おります．さまざまな業界の方々にご参

プレゼン する，全員参加型アウトプット重

加いただき，学び，語らっております．12

視の勉強会です．

月には忘年会 を開催予定です．多くのメン

読書会の目的は下記の 3 つ．

バーにお集まりいただきたいと思います．一

1. 全員アウトプットをすることでドラッ

方，視察会の開催は延び 延びになっており，
次回の予定は決まっておりません．

2. それぞれの実務経験に基づいたアウト

2020 年度は，読書会の継続（課題本の読

プットをしてもらうことで，他の業界の

み終わりが 2 年後の予定）と，視察会の開催

知識など幅広い 教養を身に付けること．

を目標 に，東海地区でのドラッカ ー・マネ

3. ドラッカーについてよく知らない方か

ジメントの普及と実践によるレベルアップを

らベテランまで誰でも参加でき，ドラ

進めて参りま す．その成果として，実践す

ッカー・マネジメ ントの普及につなげ

る仲間の輪が大きくなり，それぞれが所属す

ていくこと．

る組織の成果があがり，またそんな成果をそ
れぞれが確認できる SG へと成長させていき

「視察会」は，会員のご紹介いただいた組

いう熱烈バカの生き方』
」
（松井勇人氏）

たいと考えております．

◎京都 SG ドラッカー学会京都 SG（2010 年〜）

「ぼくはアートについてこんなふうに考え
ている」
（岩崎夏海氏）
■ファルスタッフの会

ミー協会代表理事）
「カーネギーのセルフ

3 月 28 - 29 日「感じる都田ツアー（都田建設様

ーネギー・トレーニング・ジャパン コン

人や仕組 み，事業のミッションや目的など

「自著を語る『14 歳のキミに贈る起業家と

うとしたか」斎東亮完（7 つの習慣アカデ
マネジメント哲学」仲澤尚志（デール・カ

織を拝見し，マネジメントの理解や実践を，

こと．

9 月 15 日（明治大学）
『断絶の時代』Post 50

3 月 16 日（明治大学）
「セルフマネジメントサ

ドラッカーマネジメント研究会は，ドラッ
カー学会 名古屋 Study Group として，ドラ

カー・マネジメントをより深く理解する

（一橋大学大学院社会学研究科教授）

ライブ演奏も．

◎名古屋 SG ドラッカーマネジメント研究（2008 年〜）

サルティング部長）

訪問）
」第 2 回 参加者 10 名
4 月 29 日 「渋ドラ日和（渋沢資料館＋千葉

1．研究グループ名

3．参加メンバー数（概算で可能）

ドラッカー学会京都 SG

10 人

2．代表者名

4．研究目的

NKE 株式会社 代表取締役社長
医療法人社団千春会 管理部

中村 道一

向井 弘美

ドラッカー学会京都 SG は，
「社会的存在
としての人間が幸福であること」を目指し，
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研究グループの紹介

それぞれの人が属する組織において高度の成

との意見交換は毎回新たな気づき・刺激にあ

果をあげ，責任あるマネジメントを学ぶため

ふれおり，その気づきがより深い議論の呼び

に，課題図書を紐解いております．ドラッカ

水となっております．

ー理論を実践していこうとする方々と語り合

また，京都 SG では，京都らしさを取り込

うことで得られる学びから，自らの視座を上

んだ『京都で集う会』および，他府県での施

げることのできる勉強会にしていきたいと取

設訪問等を実施して参りました．2010 年に

り組んでおります．

は，第一弾として高台寺塔頭のご住職さまの

5．活動概要

ご法話の拝聴と坐禅を体験，2012 年には京

課題図書を決め，月 1 回（第 2 火曜日の 19

の奥座敷亀岡で 300 年の歴史を刻む武家屋敷

時 30 分から 21 時 30 分に開催）読書会を開催

を守る女将さんのイノベーティブなお話を伺

しております．それぞれの考えや意見，課題

いました．伝統を守りつつも新しいことに挑

図書から学んだこと，疑問等を持ち寄り，参

戦するといった，相反するお話からイノベー

加者全員で考察することで気付きを得る場と

ションへの知見を深めることができました．

しております．

その後 2016 年には医療法人社団千春会病院

6．これまでの活動内容

様が運営する介護老人保健施設「春風」を訪

2010 年 7 月に第 1 回読書会を開催して以

問し，介護現場のマネジメントを，同じく

来，原則毎月第 2 火曜日に開催し，今年 9 月

2016 年には創業 100 周年を超える牛乳石鹸

で 86 回目の開催となりました．参加される

共進社株式会社様を訪問し，伝統的な製法で

方々は，
会社経営者，
製造業，
コンサルタント，

の石鹸作りを拝見しました．2017 年には株

医師，議員など様々な背景をお持ちで，それ

式会社共生社様を訪問し，イノベーションを

ぞれの立場で読み込み，ときには資料を持ち

起こしグッドデザイン賞を獲得するまでに至

寄り，意見交換をしております．

った経緯を伺いました．このような現場へ赴

課題図書として，2010 年 7 月の『P・F ド
ラッカー理想企業を求めて』を皮切りに，
『現
代の経営（上・下）
』
，
『イノベーションと企

く機会を通じ，より実践的な学びを得て参り
ました．
今年度は，引き続き『明日を支配するもの』

業家精神』
，
『経営者の条件』
，
『創造する経営

の理解を深めつつ，
『京都で集う会』を開催

者』を読み進め，2018 年度から 2019 年度に

し，仕事だけでなく家庭やコミュニティなど

かけては『プロフェッショナルの条件』およ

様々な場所で高い成果をあげられるよう，実

び『明日を支配するもの』を紐解いておりま

践と参加者全員と語り合うことで得られる学

す．特に，成果をあげるために自らをマネジ

びから，自らの視座を上げることのできる読

メントする能力の習得については読書会の度

書会にしていきたいと考えております．

に議論しております．異なる業種業界の方々

ドラッカー学会大阪 SG の勉強会は，11 年

度です．教材は「プロフェッショナルの原点」

目に入りました．現在は毎月 1 回，概ね第 1

を使用しています．最近は参加者の年齢的な

日曜日の朝 9 時 30 分から 12 時まで梅田駅に

こともあって，人生 100 年時代ということで，

隣接しているグランフロントの会議室をお借

退職後の人生をどのように充実して生きるか

りして実施しています．

ということに対する議論が多くなっていま

最近の参加者は常連さんを中心に 10 名程

〜 90 分程度話をしていただいて議論したり

を言われていますが，マネジメントを機能さ

しています．後半は，参加者それぞれが取り

せるためには，ドラッカーを学ぶ前に「認め

組んでいることや職場における課題等につい

合う」環境の構築が必要だということで，し

て議論をするなかで，ドラッカーのノウハウ

ばらくは「認め合う環境づくり」というテー

をうまく活用できるように努めています．

マでドラッカー勉強会を進めていきたいと考

10 年以上ドラッカーのノウハウを学ぶな
かで，学ぶことはできても活用することの難

す．また，参加者の得意分野について 60 分

えています．
勉強会に参加しているメンバーが成果を

しさを痛感しています．
「活用できなければ，

あげるのはあくまで所属している組織であ

よき知識に過ぎない」とドラッカーから言わ

り，勉強会は，マネジメントの基本と原則か

れそうです．

ら外れないように，道を踏み外さないように

心理カウンセラーの石原加受子さんが

軌道修正する場であるとともに，私にとって

『
「分かり合う」より「認め合う」
』ということ

はなくてはならない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〜）
・研究グループ名

た，一般向けの「ドラッカー入門講座」
（参加無料）を企画し高知市のたかじょ

高知ドラッカー読書会
・代表者名（世話人 3 人）
高知大学人文社会科学部学部長
高知鏡川病院理事長
高知新聞社勤務

う庁舎で開催．7 人の参加があり，以後
中川香代

武田 茂

小笠原雄次

・参加メンバー数
毎月 7 ～ 13 人
・2018 年度～ 2019 年 9 月末までの活動報告
▽ 2 018 年 10 月の例会で「創造する経営
者」
（ダイヤモンド社刊，P.F. ドラッカ

の例会参加者を開拓できた．
▽ 2 019 年 6 月 3 日，高知市の高知工科大
学で経済マネジメント学群 2「経営管理
論」履修の学生約 100 人を対象に，
「ド
ラッカーから学ぶ 自分の人生をマネジ
メントしよう！」と題して特別講座．講
師は小笠原．
▽ 2 019 年 7 月 17 日に恒例の，夏のビアホ

ー（述）
（著）
，上田 惇生（翻訳））の，

ールマネジメント視察会を開催．10 人

第 9 章「強みを基礎とする」
（p 172 - 197）

参加．

を読んで共有．その後，2019 年 4 月例
会まで，
「創造する経営者」の各章を読
み進めた．
▽ 1 2 月 10 日に高知市内で忘年納会を開

◎大阪 SG ドラッカー学会大阪
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催．13 人参加．
▽ 2 019 年 5 月例会より，
「経営者の条件」
（ダイヤモンド社刊，P.F. ドラッカー
（述）
（著）
，上田 惇生（翻訳））の，序章「成
果をあげるには」
（p 2 - 15）から毎月 1 章
ずつ読んで共有している．2019 年 10 月
以降も継続していく．
▽ 2 019 年 5 月 18 日に新規会員勧誘も兼ね

・2019年10月～ 2020年3月末までの活動計画
▽引き続き，
「経営者の条件」
（ダイヤモン
ド社刊，P.F. ドラッカー（述）
（著）
，上
田 惇生（翻訳））を終章まで読み進めて
いく．
▽ 12 月には，忘年納会を開催予定．
・2020 年度以降の計画
▽
「経営者の条件」の次の本を選定し，読
み続けていく．
▽高 知工科大学で経済マネジメント学群
より依頼があれば，ドラッカーに関する
特別講座を行う．

274

研究論文

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
Back Numbers

Vol. 1 2007 年
■第 2 回大会レジュメ
第 2 会大会スケジュール
ドラッカーに見る知識労働............................................................................................... 小沢道紀
ドラッカー思想を情報化に活かす.................................................................................... 谷島宣之
ドラッカーとマーケティング........................................................................................... 大木英男
21 世紀の実業を求めて......................................................................................................... 瀬戸篤
Introducing People-Centered Management into a Public Organization:
A Case of the National Police Agency of Korea ............................................... Pyeong Jun Yu
ドラッカーの洞察眼―先天か，後天か............................................................................. 李在奎
ドラッカー先生と中小企業向けコンサルティング......................................................... 國貞克則
【基調講演①】大学新時代の作法―大学職員のイノベーション.................................. 高木直二
【基調講演②】賢慮型リーダーシップと知の方法論..................................................... 野中郁次郎
【パネルディスカッション】........................ 上田惇生，瀬戸篤，大島岳，谷島宣之，大塚三紀子
■研究論文および研究ノート
J. ワットとアダム・スミス................................................................................................... 瀬戸篤
ドラッカーから学ぶ「情報化」の基本.............................................................................. 谷島宣之
「ドラッカーの顔」研究..................................................................................................... 大木英男
問われる企業の株主偏重経営........................................................................................... 藤島秀記

近代社会認識の到達点とドラッカー思想......................................................................... 宮内拓智
非営利組織の原点を築いた P. F. ドラッカー―日本の民間非営利事業への警鐘............. 田中弥生
障害者支援におけるソーシャル・ファームの可能性―ドラッカー理論よりの検討........ 星野晴彦
ドラッカーマネジメント・思想の根底にあるもの―その思想と実践を結ぶ一考察............ 佐藤等
【研究ノート】渋沢栄一，安岡正篤，ドラッカー............................................................ 野上武利
【研究ノート】
『現代の経営』から学ぶこと....................................................................... 根岸正名
■第 1 回大会

報告論文・要旨
大学の革新―ドラッカーさんの「イノベーション論」から学んだこと...................... 坂本和一
ポストモダンの哲学........................................................................................................... 上田惇生
保守と変革.......................................................................................................................... 井坂康志
ドラッカーに見る日本的経営........................................................................................... 谷崎敏昭
ドラッカー・マネジメントにおける顧客の概念の意義について....................................... 時津薫
経営の現場で活かすドラッカー哲学―出来る奴になる方法とチャンスを見つける方法.... 土井尚人

■講演録（抄）
【パネルディスカッション】
マネジメントとは何か―過去，現在，そして未来
......................................... モデレータ：土井尚人，パネリスト：上田惇生，小林薫，

藤島秀記，坂本和一，佐藤等
ドラッカーの理念の実践....................................................................................................... 酒巻久

『文明とマネジメント』バックナンバー目次

275

韓国ピーター・ドラッカー・ソサエティ（PDS）の活動............................. チャン・ヨン・チョル
ドラッカー先生の教え...................................................................................................... 伊藤雅俊
理想企業を求めて............................................................... エリザベス・ハース・イーダスハイム
■活動報告等
第 1 回「ドラッカーと私」最終審査結果
【優秀賞】ドラッカーと私―私のなかのドラッカー........................................................ 時津薫
The Drucker Society Global Symposium 出張報告.................................. 上野周雄，八木澤智正
支部・研究会・会員の活動

Vol. 2 2008 年
■巻頭
【代表インタビュー】21 世紀文明学への視座―新たなドラッカー研究に向けて. .... 上田惇生
■研究論文
GM とドラッカー―スローンはなぜ『企業とは何か』
（1946 年）を無視したのか．その結果は
......................................................................................................................... 坂本和一
「マネジメント・スコアカード」体系化の試み................................................................. 藤島秀記
ドラッカーとレビット―レビットのドラッカー讃..................................................... 三浦一郎
マーケティングの観点から考察するドラッカー発想の一側面....................................... 大木英男
実学としての社会生態学に関す一考察―社会を見るための原理と方法....................... 佐藤等
知識と知識社会に関する一考察........................................................................................ 小沢道紀
情報化と労働..................................................................................................................... 谷崎敏昭
ドラッカーにおける古典派経済学の世界―『イノベーションと企業家精神』をめぐって
.............................................................................................................................. 瀬戸篤
初期ドラッカー思想の理論的射程.................................................................................... 宮内拓智
プロシア軍に何が起こったか........................................................................................... 井坂康志
複雑性のマネジメント―ピーター・ドラッカーおよびニクラス・ルーマンの教訓
.................................................................................. ヴィンフリード・W・ヴェーバー
ドラッカー対ドラッカー....................................................................................................... 正慶孝
■研究ノート等
【研究ノート】
“哲学する”姿勢―ドラッカーと松下幸之助に学ぶということ. ......... 渡邊祐介
【研究ノート】ドラッカー思想と中小企業経営............................................................ 田舞徳太郎
【研究ノート】社会福祉領域におけるドラッカー理論適用の可能性―福祉の人材確保問題を
題材として.......................................................................................................................... 星野晴彦
【研究ノート】変革をマネジメントする仕組み................................................................ 丸山有彦
ピーター・ドラッカー―明日の思想家，昨日の思想家............................. ヘルマン・サイモン
【書評】
「時流とは異質のキルケゴール」................................................................................ 島田恒
【書評】
『断絶の時代』から学ぶこと................................................................................... 根岸正名
■実践レポート
事業家の本分......................................................................................................................... 東英弥
現場で生かすドラッカー................................................................................................... 土井尚人

276

活動報告

ドラッカーと ODC................................................................................................................. 大島岳
未来への予見―人を中心とした変化を始動する................................................................. 林衛
ドラッカー思想を実践する―個人と組織の創造的革新法.............................................. 宗初末
起業家，若手リーダーこそドラッカーを―今こそ求められる正統なマネジメントの実践者
.......................................................................................................................... 藤田勝利
ドラッカー・スクール Drucker School of Management......................................... 八木澤智正
卓越したパートナーシップに向けて.............................................................. アイラ・ジャクソン
【特別レポート】ファンドとは何か―国富ファンドを例として.................................. 小森正彦
■講演録
なぜ日本画に心惹かれたか............................................................................. ドリス・ドラッカー
【パネルディスカッション】21 世紀，あるべき実業の思想
............................................. モデレータ：佐藤等，パネリスト：上田惇生，大島岳，
瀬戸篤，谷島宣之，大塚三紀子
公的機関で実践する人間中心のマネジメント―韓国 NPC を事例として..... ユ・ピョンジュン
ドラッカーの洞察眼―先天か，後天か............................................................................. 李在奎
ドラッカー先生と中小企業コンサルティング................................................................. 國貞克則
大学新時代の作法.............................................................................................................. 高木直二
賢慮型リーダーシップと知の方法論............................................................................ 野中郁次郎
革新こそ新たな伝統を生む............................................................................................... 小仲正久
ジャン・モネとドラッカー―同時代に生きた先導者の軌跡........................................ 近藤健彦
■エッセイ
トヨタを変えたひと言―ドラッカーの指摘..................................................................... 桐山勝
P. F. ドラッカーと私......................................................................................................... 斉藤勝義

非晶質系の世界とドラッカー―観測対象及び方法論について...................................... 脇秀徳
私たちの整体師・ドラッカー―体幹のゆがみを戻してくれる者................................ 花岡俊吾
時空を超えて語りかけるもの.......................................................... ブルース・ローゼンステイン
ドラッカー教授がユーモアとともに教えてくれた「責任」の考え方........ ウィリアム・A・コーエン
■活動報告
第 2 回「ドラッカーと私」最終審査結果
【優秀賞】
ドラッカーと私―ドラッカーは，意識を変え，行動を変え，人生を変える................ 長島基
第 2 回ドラッカー・ソサエティ・グローバル・シンポジウム報告............ 上野周雄，八木澤智正
【ドラッカー・インスティテュートの活動紹介】
ドラッカー・ソサエティ・グローバル・ネットワーク―アイデアを行動に転換するために
........................................................................................................... リック・ワルツマン
会計報告等
支部・研究会の活動

Vol. 3 2009 年
■巻頭
回想のピーター・ドラッカー............................................................................................ 野田一夫

『文明とマネジメント』バックナンバー目次

277

Drucker’s Foresight................................................................................................. Doris Drucker
【インタビュー】文化と文明の懸け橋としてのマネジメント―次なる百年のためのフレーム
ワーク................................................................................................................................. 上田惇生
【インタビュー】実践知―時代を挑発してやまぬ方法論......................................... 野中郁次郎
■研究論文・研究ノート
P. F. ドラッカー「企業永続の理論」の警鐘.................................................................... 坂本和一
企業の組織的活動における「知的付加価値の生産性向上」について―東洋思想をもとにし
た新たな可能性の探査と実現方法.................................................................................... 山縣俊夫
経営戦略における統合（Synthesis）の探求―何が分析的手法には不可能であるか.... 工藤秀雄
「未知なるものの体系化」という方法論に関する一考察―未刊の書の下絵として.......... 佐藤等
ドラッカーと新産業創出....................................................................................................... 瀬戸篤
革新概念の理論的系譜と「伝統」の多相性...................................................................... 宮内拓智
P. F. ドラッカーにおける文明と技術―メディア論的接近......................................... 井坂康志
ドラッカーとフランクルは相乗効果を発揮する................................................................. 安井猛
ドラッカーの周辺.............................................................................................................. 三浦一郎
日本における P. F. ドラッカー研究 60 年の軌跡.................................................................. 白珍尚
【研究ノート】グローバリゼーションとマネジメントの役割―ドラッカー・マネジメント理
論と企業統治の視点からの考察.................................................................................... 佐々木英明
【研究ノート】科学者のためのドラッカー............................................................................ 脇秀徳
【研究ノート】ドラッカーの世界に見る TOC（制約条件の理論）........................................ 桂利治
【研究ノート】青年海外協力隊の活動に関する検討―ドラッカーマネジメント理論を
踏まえて............................................................................................................................. 星野晴彦
【研究ノート】ドラッカー思想研究の方法論................................................................... 疋田秀裕
【研究ノート】ドラッカーとカール・ポランニー―「経済人」仮定，制度，グローバリゼー
ションについて.................................................................................................................. 石川正宏
■実践レポート

ドラッカーから得た学びと実践............................................................................................ 酒巻久
小さな企業における放牧型経営........................................................................................ 加藤聖隆
Drucker Taught Me How to Focus.......................................................................... Minglo Shao
ドラッカー的視点による IT 組織変革の道―7 つの指針...................................................... 林衛
今でも問いかけてくるドラッカー博士........................................................................ 田舞徳太郎
自社における新分野進出手法と「イノベーションと企業家精神」の企業家戦略との考察
............................................................................................................................. 東出憲明
未来にヒントをくれたドラッカー.................................................................................... 菅野広治
支部活動 HS 三河「フィードバック分析」研究会の学習成果―「自らの貢献は何か」
............................................................................................................................. 鈴木幸治
ドラッカーに学ぶ子どもの教育........................................................................................ 向井弘美
私のなかの夢と志.................................................................................................................. 時津薫
あの夏，人生を変えた 1 冊との出会い............................................................................. 友渕将樹
ドラッカー教授が学生に語ったこと―クレアモントの教壇から........................... 八木澤智正
ドラッカー教授へ―経営の父からの学びは，仕事と人生をどう変えたのか............ 藤田勝利
親愛なるドラッカー博士............................................................................................... 杉下智歩子
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■評論
50 年前の小さな発見......................................................................................................... 藤島秀記
ドラッカーはなぜ，かくも日本人に人気があるのか―「ドラッカーの説得力考察」試論
............................................................................................................................. 大木英男
私のドラッカー博士の思い出........................................................................................... 斉藤勝義
P. F. ドラッカーの知的後継者は誰か？.............................................................................. 李在奎
「ドラッカースタイル」について―巨大なヒューマニストの知................................. 岸野孝彦
ドラッカーの中道.............................................................................................................. 丸山有彦
ドラッカーと二宮尊徳―二人の社会生態学者から学ぶ.......................................... 山縣基与志
企業存続のためになすべきこと........................................................................................ 伊藤末高
自ら未来を創り出すために「何を為すべきか」................................................................ 深谷一枝
The Life, Work and Legacy of Peter F. Drucker...................................... Joseph A. Maciariello
Drucker on Leadership................................................................................ Jean Lipman-Blumen
What Peter F. Drucker Continues to Give Us................................. Elizabeth Haas Edersheim
■講演録
非営利組織の運営―日本の現状とミスマッチ................................................................. 堀田力
ピーター・ドラッカー経営理論と山崎製パン................................................................. 飯島延浩
使命とともに歩む経営...................................................................................................... 国永秀男
ファルスタッフの教え.......................................................................................................... 小島明
2 つのグローバリゼーションの光と影............................................................................ 藤島秀記
■エッセイ―百周年特集・私の中のドラッカー
ドラッカーならどう考えるか............................................................................................... 小林薫
私の「ドラッカー先生の一冊」.......................................................................................... 猪狩誠也
私の中のドラッカー............................................................................................................... 宗初末
声が聞こえる......................................................................................................................... 長島基
永遠に“KNOW WHAT”を教えてくれる人................................................................... 田海威彦
私のメンター，ドラッカー............................................................................................... 高塚伸志
目的意識のない組織から目的意識のある組織への変化...................................................... 舘野聡
地域活性のためのソーシャルキャピタルとしてのドラッカー思想............................... 川島眞一

習慣的な能力を身に付ける................................................................................................... 槇殿肇
時間の使われ方の性質別時間マネジメント手法の着想.................................................. 宮脇博嗣
強みの上に築く.............................................................................................................. 大塚三紀子
ドラッカーの教えただ今実践中.................................................................................... 山谷恵美子
ドラッカーの 7 つの経験を模倣する................................................................................. 花岡俊吾
読書会と素晴らしき仲間たち........................................................................................... 佐藤正徳
「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

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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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
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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

『文明とマネジメント』バックナンバー目次
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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

Vol. 6 2011 年Ⅱ
Vol. 5 2011 年Ⅰ
■巻頭

発刊の辞............................................................................................................................. 藤島秀記
『文明とマネジメント 2011 年Ⅰ』刊行にあたって.......................................................... 上田惇生
■総会・講演会資料（5 月 14 日）
第 6 回 総会・講演会プログラム
ドラッカーと松下幸之助 ― その共通の視座から学ぶべきこと................................... 渡邊祐介
事業再生とドラッカー.......................................................................................................... 安嶋明
「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」でのある風景
― すでに起こった未来と日本企業としての備え.......................................................... 花松甲貴
われわれがドラッカーに学んだもの............................................................................ 小林陽太郎
『現代の経営』と私の経営.............................................................................................. 茂木友三郎
■論文 ― イノベーションの新展開
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

■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
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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
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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

Vol. 7 2012 年Ⅰ
■巻頭

ドラッカー研究の意味...................................................................................................... 三浦一郎
学会使命の再認識.............................................................................................................. 藤島秀記
■総会・講演会資料（2012 年 5 月 26 日）
第 7 回 総会・講演会プログラム
【会員研究発表①】今後の医療について............................................................................... 井上薫
【会員研究発表②】人事に生かす「実践するドラッカー」................................................ 川口博己
【会員研究発表③】アミュレット事業戦略検討シートについて.......................................... 市川充
ドラッカー研究の未来...................................................................................................... 三浦一郎
『ドラッカーの警鐘を超えて』 — 自著を語る................................................................ 坂本和一
Living in More Than One World: A Different Way of Looking at Your Life
................................. Featuring Bruce Rosenstein in a Conversation with Joseph Lee
■研究論文
技術官僚批判の意味するもの —『現代の経営』から『マネジメント』へ..................... 三浦一郎
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

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）
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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

『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
ドラッカー思想と非営利組織における展開........................................................................ 島田恒
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■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
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
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戦略 BASiCS（ベーシックス）のドラッカーマネジメントへの応用.................................. 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
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
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ドラッカーの社会的責任（CSR）― ドラッカー思想を通してISO26000を再検証する.... 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
■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
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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

Vol. 15 2018 年
■巻頭
はじめに.............................................................................................. ドラッカー学会 編集委員会
ドラッカーの世界認識と現代........................................................................................... 寺島実郎
■研究論文

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................... 藤島秀記
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............................................................... 西條剛央
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』........................................... 佐藤 等
躍動する保守主義としてのアメリカ産業社会................................................................. 井坂康志
ドラッカーの未完の遺産.................... ウィンフリード・ウェーバー／佐々木英明・井坂康志 訳
愛のフロム , 責任のドラッカー......................................................................................... 重本大地
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............................................................. 薄木伸康
マネジメントの学び方改革 2―マネジメント・スコアカード（MSC）の成長................ 森岡謙仁
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........................ 佐藤幸夫

企業倫理とは何か―発生と進化を考察する.................................................................... 北村和敏
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地域社会と知識労働者と公共サービス機関.................................................................... 宮内拓智
■実践レポート

マネジメント・スコアカードを内部監査に活用する....................................................... 若林良樹
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........................ 中野羊彦

“音楽教育の危機”へのドラッカー的処方箋................................................................... 大内孝夫
ポストドラッカー時代のセルフマネジメント.................................................................... 森 雅司

自己目標管理（MBO）とグーグルの OKR....................................................................... 伊藤年一
マネジメントにおけるミッションとモチベーションの関わりについて........................ 土倉晋亮

■講演録

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........ 菊澤研宗
「誇り」となる会社の作り方.............................................................................................. 蓬台浩明
■活動報告
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

292

研究論文

『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 2020
◇本誌は年 1 回（11 月）の発行を予定しております．編集にあたっては，内容に多様性
を持たせるためにも，広く会員の方からの投稿を歓迎しております．
◇論稿の種類は研究論文に限ることなく，研究ノート，調査・実践レポート，評論・
書評，エッセイなども取り上げたく考えておりますので，積極的な投稿を期待し
ております．
◇編集計画および査読過程との関係上，投稿を予定される場合，5 カ月前を締切りに
原稿を提出していただきます．予定される方は，6 カ月前を目安に学会事務局まで
メールで投稿の意思を表示し題目を届ける必要があります．
◇なお，本誌は刊行からしかるべき時期を経過した後に，学会ホームページで公表します．

【投稿規定および編集方針】
（1）投稿資格

※本規定および方針は，必要に応じて改訂することがあります．

◇本会の会員を対象とする．
◇ただし，会の活動に有益と認められる場合，編集委員会の判断により，会員以外
の研究者に寄稿を要請する場合がある．
◇投稿原稿は未発表のものに限る．
◇投稿者の掲載名称は実名とする．
（2）論考の種別・内容
①論文
ドラッカーの知的業績に関する理論的研究ないしその実務面への応用に関する論文．
②ノート
論文に準ずるもの．例えば，研究テーマ，理論・手法についての着想の提示，研
究結果の中間発表，学界・実務界の動向の紹介等．
③実践レポートその他
例えば，企業経営，マーケティング，戦略論等に関する調査レポート，日常業務
から得た実証データの紹介，その他上記に関し特に注目すべき実践事例等につ
いてのレポート等．
④批評・書評
ドラッカー著作，あるいはその関連書籍あるいは論文に関する評論，書評．
（3）原稿作成上の注意
①論文
◇ A 5 判横組，並製，カンマ・ピリオド（．，）使用，数字・アルファベット等は半
角，字数 1 万 5000 字程度（計表・グラフ類および数式を含む）
．本文 10 . 5 ポイン
ト，図表，注，文献表記 9 ポイント．
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◇タイトルは和英文併記とし，本文冒頭に 50 ワード程度の英文サマリーを添付．
◇引用部分，注については，原則として文末脚注形式とする．
◇文末に，略歴を添付．形式は問わないが，概ね「現職」
「最終学歴」
「職歴」
「関心領
域」
「研究あるいは実務上の業績」等具体的な事実を掲載．
②ノート，調査レポートその他
字数 7000 字程度．執筆方法は上記論文に準ずる．タイトルは和文英文併記とし，
略歴は論文に準ずる．
③その他（評論，書評，エッセイ等）
：字数 4000 字程度．タイトルは和文英文併記
とし，略歴は論文に準ずる．
④選考方法
論文，研究ノートについて，投稿原稿は，執筆者名等を匿名として，まず委員長が
予備審査を行い，予備審査を通過したものについて，レフェリー審査（編集委員
または編集委員以外の会員から選定された 2 名程度）を経て掲載の適否を決定す
る．投稿された論稿の種別は，編集委員会の判断で変更を促す場合がある．
⑤氏名・住所・略歴等
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
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我々は，
この時代を偉大な発展の時代にすることができる．
私は，未来を予測する人たちの勇気がうらやましい．
彼らと競う気はない．
量的な予測は重要でさえない．
重要なことは今日とは異なる側面とその意味
である．
一つの成果をうるためには数千のアイデアを育てなければならない．
知識の探求において，優先順位の決定は容易ではない．
だが，知識の
探求には限界がある．
使える資源に限りがある．
ただし，不足しているのは，
資金ではない．
そもそも研究を行うのは金ではない．人である．
学習が，大人になれば止めるものでなく，生涯継続すべきものとなったから
には，
学校もまた継続学習に向けて組織されなければならない．
学習は，学習するものが学ぶことによってのみなされる．学習は教師に
よってなされ得るものではない．
教師はせいぜい学習の助けとなるだけで，
むしろ学習の邪魔になることすらある．
五○歳といえば働き盛りである．
その彼らが仕事に疲れ飽きたということは，
第一の人生では行き着くところまで行ったということであり，そのことを知った
ということである．
今日ふたたびわれわれは，昔からの問いである一人ひとりの人間の意味，
目的，自由という根源的な問題に直面している．
世界中の若者に見られる
疎外の問題が，この問いに答えるべきことを迫っている．組織社会が，
選択の機会を与えることによって，一人ひとりの人間に意思決定を迫る．
自由の代価として責任を求める．
今や，経済も技術も断然の時代に入っている．
われわれは，
この時代をさらに
偉大な発展の 時代にすることができる．
ここで明らかなことは，技術，経済，
産業，ガバナンス，マネジメントの すべてが断絶の時代に入るということで
ある．
つまり，偉大な一九世紀の経済的建造物の完成に 精を出している間に，
まだにその土台そのものが変化を始めたのである．
―
『断絶の時代』

